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ロバート・トレンズの供給過剰論 
神戸大学・院 久松太郎 

Ⅰ はじめに 

 

・ （1）1819 年 10 月号の『エディンバラ・レヴュー』誌掲載の「国民の困窮を救済するため

のオウエン氏のプラン」（以下，「オウエン氏のプラン」と略記），（2）1821 年の『富の生産

に関する一論』（以下，『富の生産』と略記），（3）1835 年の『南オーストラリア植民論』（1836

年の第 2 版を利用）におけるトレンズ供給過剰論を通時的に考察し，彼の見解の変遷を明ら

かにする． 

・ また，マルサス『経済学原理』初版（Malthus 1820；以下，『原理』初版と略記）におけるト

レンズ「オウエン氏のプラン」批判，およびトレンズ『富の生産』におけるその回答を，ト

レンズ＝マルサス供給過剰論争とみなして分析し，マルサス供給過剰論研究に新たな光を投

じる（これまでマルサス供給過剰論の研究に関して，マルサスとリカードウ，J.B.セイ，J.

ミルとの論争にはしばしば着目されてきた）． 

 

※ 本報告では，「オウエン氏のプラン」の執筆者をトレンズだとして議論する（補論参照）． 

 

Ⅱ 「オウエン氏のプラン」における供給過剰論 

 

トレンズの販路説支持： 

「需要の増加は供給の増加によって創造されるという重要でかつ根本的な原理は，最初かの有名

なセイ氏により，氏の『経済学概論』において，またジェームズ・ミル氏により，『商業擁護論』

と題してスペンス氏に回答した小冊子において述べられたように思われる」（Torrens 1819, 473）． 

 

需要（有効需要 effectual demand）と供給との関係： 

「需要と供給とは，真に相関的でかつ相換的な用語である．ある種の商品の供給は，他の種の商

品に対する需要を構成する．したがって，一定量の農産物に対する需要は，それと同じだけの生

産費を要するある量の製造品がその農産物と交換に提供されるときにみられる．反対に，この量

の製造品に対する有効需要は，それと同じだけの費用で生産されるある量の農産物がその等価物

として提供されるときにみられる」（ibid., 470）． 

 

⇒上の引用文からすれば，トレンズの有効需要には，消費者側の購買力や購買意思（購買性向）

といった性質がまったく考慮されていないように思われる．ただし，彼はまったくこのような

性質を無視していたわけではない．確かに，彼は「購買・消費する力 power」（ibid., 472）や

「購買・消費する性向 inclination」（ibid., 473）についても語っている．だが彼は，「御宝を貯

めこんでばかりいる少数のばかげた守銭奴は別として，人は誰しも，自らの状態を改善する目

的で生産的に消費しようが，あるいは直接的な享楽のために不生産的に消費しようが，自分の

支配できるあらゆる富を消費したいと望んでいる」（ibid.）と主張し，そうした性質を生産さ
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れる商品に絶対的に内在しているものとして把握しているのである．したがって結局のところ，

彼は，「有効需要とはある商品を他の商品と交換に提供することに他ならない」（ibid.）と述べ

ている． 

 

【数値例】 「今，農業者 1,000 人が存在し，各
．
人は 100 人分の食糧・衣服を前払いして，収

益として 200 人分の食糧を獲得するとし，同様に親方製造業者 1,000 人は各々，100 人分の食

糧・衣服を前払いして，200 人分の衣服を得ると仮定しよう．この場合，農業者 1,000 人各々

は，…自分の余剰食糧を交換する必要を感じ，製造業者 1,000 人各々も同じく彼の余剰衣服を

交換する必要を感じるであろう．〔そうすれば〕100,000 人分の食糧と衣服は，相互に購買さ

れるであろう…．（中略）そこでさらに，労働のより巧みな適用と機械の採用によって，各農

業者 1,000 人が，労働者 100 人に食糧・衣服を前払いして，200 人分の食糧と，その他にその

食糧と生産費において等しい砂糖・ブドウ・タバコよりなる収益を獲得すると仮定しよう．

他方，各製造業者 1,000 人が，労働者 100 人に衣服・食糧を前払いして，200 人分の通常の衣

服と，さらにその衣服と生産費において等しい，したがって交換価値においても等しいリボ

ン・織物・レースよりなる収益を獲得すると仮定しよう．この場合にも，食糧と衣服の供給

と需要とは，明らかに以前とまったく同一にとどまるであろう．農業者たちが自ら消費した

いとは思わない砂糖・ブドウ・タバコは，製造業者たちが自ら消費したいとは思わないリボ

ン・織物・レースとの交換において提供されるであろう．したがって，これら様々の商品は，

相互に等価物となり，相互に購買者となるであろう」（ibid., 470-71；傍点は原文イタリック）． 

 

→「ことによると，商品需要はその供給と同じ割合で増加するという原理では，過剰取引

overtrading より生じる供給過剰 gluts や停滞 stagnation を説明できないではないか，と反論され

るかもしれない」（ibid.）！ 

⇒トレンズは，「供給過剰 glut とは，ある特定種類の
．．．．．．．

商品の供給が，その等価物となるべき他の

商品の供給増加をともなわずに増加することである」（ibid.；傍点は付加）と述べ，供給過剰

をある特定商品の部分的供給過剰だとみなすことによって，このような反論を容易に回避． 

 

（例 1）当初は生産と消費の均衡が保たれており，余剰の農産物と余剰の製造品とが相互に交

換されていたが，農業人口だけが増加し，そのために農産物の供給量がそれと交換に提供さ

れる製造品の量に対して過剰に増加してしまうとする（トレンズは，このように農産物とい

う特定商品の供給量だけが過剰に増加してしまうことを供給過剰だと考えている）．だが，こ

のような事態は一時的なもので，農産物が有益に販売されないとみるや，農業人口の一部は

製造業へと移動し，最終的には消費と生産の不均衡は解消されるようになる． 

 

「ある特定の
．．．．．

商品ないしある特定種類の
．．．．．．．

商品の供給量が増加する場合には，供給過剰 a glut

ないし販路の不足が生じるが，商品一般
．．

の供給量の増加が生じる場合には，各種の商品が相

互の購買に要され，供給の増加は需要の拡大に一致する」（ibid., 472；傍点は付加）． 

⇒部分的供給過剰の可能性を肯定，一般的供給過剰の可能性を完全に否定． 
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（例 2）労働人口は両部門とも一定であるが，製造業においてのみ生産性が上昇し，以前の 2

倍量の製造業奢侈品が生産されるとする．この場合，製造業奢侈品の単位価格が半分に下落

し，農業者は以前と同量の農業奢侈品でもって 2 倍量の製造業奢侈品を獲得し，他方で製造

業者も以前と同量の農業奢侈品を確保するのであれば，需給関係が撹乱することはない． 

 

「産業の配分においてときおり生じる変更は一時的な窮迫 temporary embarrassment を引き起

こすだろう．しかし，再調整が行われ，商品が相互に適切に見合った量で市場にもたらされ

た後には，供給の増加には需要の増加がともなうであろう」（ibid., 473）． 

 

トレンズは，蓄積が需給関係に及ぼす影響について十分な考察を行っていない！ 

→彼は，消費支出が需要に及ぼす影響と蓄積が需要に及ぼす影響とが同じようなものであるかの

ように捉えて，「富の〔消費〕支出ないし蓄積に対する情熱が人間の心を駆り立てる限り，機

械の使用と科学力の適用が，社会の諸規則が消費を許す以上に商品の供給を増加させるという

ことはありえないであろう」（ibid.）と主張． 

 

☆ この論文におけるトレンズは，オウエンやシスモンディの過少消費的な見解を大いに批判し，

セイや J.ミルの学説を支持する立場（「需要の増加は供給の増加によって創造される」とい

う学説の絶対的な支持）をとったのである． 

 

Ⅲ マルサスの批判 （第Ⅳ節の準備的節） 

 マルサスは『原理』第 7 章「富の増進の直接的原因について」第 3 節「富の増加に対する刺

激と考えられる蓄積，すなわち資本に付加するための収入からの貯蓄について」において，セイ，

J.ミル，リカードウ，および「彼らの追随者たち」の供給過剰に関する認識について次のように

述べている． 

 

若干のきわめて有能な論者たちは，特定商品の供給過剰は容易に起こりうるけれども，商品

一般の供給過剰はおそらく起こりえない，と考えている．なぜならば，この問題に関する彼

らの見解によれば，商品はつねに商品と交換されるわけであるから，商品の半分は他の商品

の半分に対する市場を提供し，またこのようにして生産は需要の唯一の源泉なのだから，あ

る商品の供給過剰はただある他の商品の供給不足を証明するにすぎず，一般的過剰は起こり

えないからというのである（Malthus 1820, 353 / 訳・下 188）． 

 

 先にも見たように，トレンズは「オウエン氏のプラン」のなかで部分的供給過剰の可能性と一

般的供給過剰の不可能性を主張していた．マルサスにおいては，おそらくトレンズもここでの「若

干のきわめて有能な論者たち」のなかに含まれるであろう．マルサスは，このように部分的供給

過剰の可能性だけを認めて一般的供給過剰の不可能性を否定する論者たちに対して攻撃を加え

ている．そこでマルサスは，一般的供給過剰否定論者たちの以下のような 3 つの「根本的な誤り」
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（ibid., 355 / 訳・下 190）をあげつつ，彼らの見解に反対している． 

 

① 「彼らが，商品を，あたかも商品間の関係を比較するための数学上の数字や代数記号であ

るかのように考え」，それを「単に相互に比較され交換されるべきものである」と把握し

ていること（ibid.）． 

② 彼らが，「怠惰や安逸愛好といったきわめて一般的でかつ重要な人間性の原理を考慮に入

れていないこと」（ibid., 358 / 訳・下 195）． 

③ 彼らが，「蓄積は需要を保証する，すなわち，貯蓄を目的とする人々により雇用される労

働者の消費は，生産の継続的増加を刺激するほどの商品に対する有効需要を創造するであ

ろう，と想定している」（ibid., 359 / 訳・下 198）こと． 

 

 以下ではこれらを順に考察しつつ，供給過剰が部分的のみならず，一般的にも起こりうるとす

るマルサスの論拠を明らかにしていく． 

 

1 批判点①について 

批判点①は次のようにまとめることができる．もし商品を単に相互に比較・交換されるべきも

のだと把握すれば，諸商品の供給量が同率で増加し続ける限り，それら諸商品は同一の相対価値

を保持し続ける．ゆえにこのように考える限りでは，有効需要不足や供給過剰といった問題を正

しく考えることはできないのである．そうした問題を考えるには，商品を「消費者の数や欲求に

ついて言及されるべき消費財」（Malthus 1820, 355 / 訳・下 190）として考えなければならない．

消費者の「嗜好や欲求」は「需要の要素そのものである」（ibid., 356 / 訳・下 193）．こうした需

要の要因を考慮することによって，販売される商品に対する有効需要がどれだけであるか，また

その商品がどれだけの労働を支配できるかを考えることができる．例えば，消費者の数や欲求を

満たさない商品の供給量が増加すると，その商品に対する有効需要（需要の強度）は不足し，そ

れは供給過剰となる．つまり，商品の価値を需給関係で把握し，供給面のみからの考察ではなく

て，需要面からの考察も重視しなければならないのである． 

マルサスは，セイや J.ミル，リカードウの有効需要の捉え方自体に疑問を抱いている．マルサ

スは，彼らによって「有効需要とはある商品を他の商品と交換に提供することに他ならない，と

主張されている」が，「有効需要の要件はこれに尽きるであろうか」と，批判的に疑問を投げか

けている（ibid., 355 / 訳・下 191）．上述を顧慮すればわかるように，彼らの有効需要の捉え方

には消費者の「嗜好や欲求」といった需要の要素が含意されていないのである．前節での考察か

らわかるように，トレンズも「オウエン氏のプラン」において，「有効需要とはある商品を他の

商品と交換に提供することに他ならない」と主張していた．ここにおいてマルサスが直接批判し

ているのはセイ，J.ミルおよびリカードウの 3 者だけであるが，ここでの批判はトレンズにもま

ったく当てはまる議論なのである． 

 

2 批判点②について 

批判点②は次のように説明することができる．「奢侈品に対する有効な嗜好は…必要とされる
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瞬間にすぐに現れるものではなくて，ゆっくりと成長していく植物のようなものである」（ibid., 

359 / 訳・下 196）．奢侈品に対する嗜好がまだ形成されていない状態では，経験からして人間は

奢侈品よりもまず怠惰の方を選好する．そのような状態で奢侈品が新たに生産されても，そうし

た奢侈品に対する有効需要は存在し得ないのである．だから，奢侈品に対する嗜好が生産直後に

すぐに現れ，そして無限に存在しうるとし，人間がつねに怠惰よりも奢侈品を選考するものだと

想定することは，奢侈品に対する有効需要の絶対的存在をあらかじめ仮定していることになる．

つまり，供給過剰が起こりえないことを当然の前提として与えられていることになる．もし奢侈

品に対する嗜好は徐々に成長するものであるという性質を考慮し，人間が奢侈品よりも怠惰を選

好すると仮定すれば，奢侈品に対する有効需要は存在しえなくなり，すでに生産されてしまった

奢侈品は供給過剰とならざるを得なくなる．ゆえに，「人間は生産し消費する能力の限りを尽く

して生産し消費するのであって，決して勤労の報酬よりも怠惰を選びはしない，と決めてかかる

ことはきわめて重大な誤りなのである」（ibid.）． 

そこでマルサスは，批判点②に関して「オウエン氏のプラン」における事例をとりあげ，それ

を以下のように要約している． 

 

もしある数の農業者とある数の製造業者とが，彼らの余剰の食糧と衣服とを相互に交換して

おり，そして彼の生産力が突然に非常に増大されたために，両当事者とも同一の労働でもっ

て彼らが以前に獲得していたものに加えて，奢侈品を生産することができるとすれば，農業

者が生産する奢侈品と製造業者の生産する奢侈品とが交換されるであろうから，需要に関し

てはいかなる類の困難もありえず，ただ両当事者ともが，よりよく供給され，より多くの享

楽品を手にするという幸福な結果にいたるであろう，と想定されている（ibid., 358 / 訳・下

195）． 

 

マルサスは，この例証では，（a）「つねに怠惰よりも奢侈品が選好されるということ」と（b）

「各当事者の利潤が所得として消費されるということ」が当然の前提とされている，と批判して

いる（ibid., 358-59 / 訳・下 195-6）．（a）は批判点②に関するもので，（b）は批判点③に関する

ものである．（a）に関して，彼は引き続き「オウエン氏のプラン」の例に立脚して次のように考

察している． 

 

耕作者は，いまやこれまで慣れ親しんできた必需品や便益品をより少ない労苦でもって獲得

することができるし，またリボン・レース・ビロードに対する嗜好も十分には形成されてい
．．．．．．．．．．

ない
．．

ので，おそらく怠惰にふけってしまい，土地にはより少ない労働を投下することになる

だろう．他方で製造業者は，彼のビロードの売れ行きがあまりよくないとわかると，その製

造を中止して，ほとんど必然的に農業者と同じような怠惰に陥らざるを得ないであろう（ibid., 

359 / 訳・下 196；傍点は付加）． 

 

マルサスは，「奢侈品よりも怠惰を選好することの結果は，明らかに，仮定された生産力の増

加の結果に対して需要が不足し，労働者が解雇されるということである」（ibid., 358-59 / 訳・下
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196）と述べ，怠惰の選好を考慮すれば，生産性の上昇によって増加した商品の供給量と比較し

てその需要量が不足するという事態が発生することを示唆するのであった．（b）は批判点③に関

連する事項であるから先に進むことにする． 

 

3 批判点③について 

批判点③は，マルサスいわく，これは「3 つのうちで最も重大」で「きわめて深刻な誤謬」で

ある（Malthus 1820, 359 / 訳・下 198）．そして，これこそが彼の一般的供給過剰否定論者反駁の

根幹をなすことになる．ただし，彼は過度の
．．．

蓄積による供給過剰の発生メカニズムをもってこの

ような否定論者の見解を批判しているのであって，彼が蓄積のもたらす効果そのものを批判して

いるのではない，ということは注意しなければならない．彼は「資本の継続的な増加なしに富の

永続的でかつ継続的な増加が生じることはありえない」（ibid., 351 / 訳・下 181）と明確に主張

している．つまり彼においては，資本蓄積を軽視しすぎるのはよくないが，反対に資本蓄積を過
．

度に
．．

推し進めることもまた許されないわけである．以下，これに関する彼の論拠を要約しておく． 

資本家が通常率以上の蓄積（過度の蓄積）を行うと，彼らの奢侈品消費は通常よりも減少する．

その結果，奢侈品に対する需要は減少し，さしあたり当該商品の供給過剰が生じる（図 1）．だ

が，このような過度の蓄積によって引き起こされる事態は，必ずしも奢侈品という特定商品に関

して発生する部分的供給過剰にとどまるとは限らない．もしこの資本家がこうした過度の蓄積を

続けようものならば，奢侈品需要は減少しているので，必然的に資本の投下先は必需品生産に向

けられることになる．他方で，所与の人口のもとでは必需品需要も一定にとどまらざるを得ない．

したがって，過度の蓄積によって増加した必需品の供給量はその需要に比較して過剰となる（図

2）．ここにおいて必需品の供給過剰が発生することになる．このように過度の蓄積を推し進める

ことは，ある特定商品についての部分的供給過剰のみならず，商品全般についての一般的供給過

剰をも引き起こすのである．したがって，「蓄積は需要を保証する」とは考えられないのである． 

P1 

P0 

D0 

↓ 

Q1 Q0 
O 

P 

Q 

図1 

P1 

P0 

↓ 

← 

D1 D0 

P 

Q O Q0 

図2 

C0 

→ 

C0 

S0 S1 S0 

 
この批判点③に関しても，マルサスは「同種の推論は，明らかに，前に言及した事例にもあて

はまるであろう」と述べ，先にも取り上げた「オウエン氏のプラン」の例に基づいて考察を展開

している． 
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農業者が製造業者によって生産される奢侈品を消費する気になり，かつ，製造業者が農業者

によって生産される奢侈品を消費する気になる限り，万事は速やかに進むであろう．しかし，

もし当事者のどちらか一方かもしくは両者かが，自分たちの境遇を改善し，そして将来，自

分たちの家族を養うために貯蓄する気になるとすれば，事態はまったく異なるであろう．農

業者はリボン・レース・ビロードに耽溺することなく，より質素な衣服で満足しようとする

であろうが，この節約によって，製造業者は同量の農産物を購買できなくなるであろう．そ

して，土地に費やされて，生産力を大いに増したすべての労働の報酬に対しては，明らかに

市場は存在しないであろう．同様に製造業者も砂糖やタバコに耽溺することなく，将来のた

めに貯蓄しようとするであろうが，農業者の節倹と製造品需要の不足のために，まったく貯

蓄することはできないであろう（ibid., 363 / 訳・下 202-3）i． 

 

 農業者と製造業者がともにそれぞれの奢侈品を生産し，それらを相互に交換して消費する限り

においては，問題なくことが進む．だが，そのうちの一方かもしくは両者ともが，「普通の食糧

や普通の衣服」で満足し，（自分自身のためであれ，自分の家族や子孫のためであれ）将来に備

えて剰余を「貯蓄」しようとすれば，事態は異なる．ある程度までは，このような「普通の食糧

や普通の衣服」の「貯蓄」を行うことはできるかもしれない．「だが，必然的にその量は著しく

制限されざるを得ない」（ibid., 364 / 訳・下 204）．このことを踏まえたうえでマルサスは，農業

者が普通の食糧・衣服で満足し，将来に備えて貯蓄するとどうなるかを考察し，次のように説明

している． 

 

農業者にとっては，彼の労働者たちに食糧と衣服を与えることだけを目的に土地を耕作し続

けることはまったく無益であろう．もし彼がその労働者の生産するものの剰余を自分自身で

消費することもなく，またそれを彼の子孫に伝えられるような形で実現することもできなけ

れば，彼は自分自身のためにも家族のためにも何もなしていないことになるだろう．（中略）

製造業者たちにとっては，農業家たちと彼ら自身の欲する以上の衣服を生産し続けることは

なおさら無益であろう．製造業者たちは，その製造品に対する互恵的な欲求が存在してはじ

めて生存資料を購買する手段をもつわけであるから，実際のところ，彼らの人数は農業家た

ちの需要にまったく依存するであろう（ibid., 364-5 / 訳・下 204-5）． 

 

（トレンズが例証で前提としたように）農業者がその余剰生産物を奢侈品の購入に用いるとい

う選択をすれば，問題はないかもしれないが，そうではなくて，もしそれを蓄積（食糧の再生産）

に用いるという選択をすれば，所与の人口の需要量を超える農産物が供給されることになるだろ

う．このように農業者が奢侈品の消費を控えて過度に蓄積することは，食糧の供給過剰を引き起

こすことになるのである．他方で，製造業者が過度の蓄積（衣服の再生産）を行えば，なおさら

劣悪な供給過剰状態が起こることになる．いずれにしろ，過度の蓄積を考慮に入れたモデルを構

築すれば，（一般的）供給過剰が起こりうることは容易に想像がつく．かくして，トレンズのよ

うに，消費支出が需要に及ぼす影響と蓄積が需要に及ぼす影響とが同じようなものであるかのよ

うに捉え，「各当事者の利潤が所得として消費されるということ」を当然の前提とすることは，
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軽率な考察でしかないのである．マルサスは次のように述べている． 

 

生産力がどうであれ，消費に対する十分な情熱は需要と供給との適切な割合を完全に維持し

うる，ということはまったく確かなことであるが，同様に，蓄積に対する〔過度のii〕情熱は

こうした社会の構造と習慣が消費することを許す以上の商品の供給を引き起こす，というこ

ともまったく確かなことであるように思われる．/ そうだとすれば，〔消費〕支出に対する情

熱と蓄積に対する情熱とをあたかも同じ性質のものであるかのように結びつけることは，き

わめて重大な誤りなのである…（ibid., 365-6 / 訳・下 202-3）． 

 

 このようにマルサスは，「オウエン氏のプラン」におけるトレンズを一般的供給過剰論否定論

者の 1 人に含め，彼らの主張を反駁するのであった．そこでトレンズは，『富の生産』（Torrens 

1821）において，うえで考察したようなマルサス批判に対する回答をなしている．次節では，『富

の生産』におけるトレンズ供給過剰論を考察しつつ，そのなかでトレンズのマルサスへの回答も

分析することにする． 

 

Ⅳ 『富の生産』における供給過剰論 

 

【序文】 「商品は商品でもって購入されるので，半分はもう半分のための市場を与えるで

あろうし，また生産の増加は需要の増加を引き起こすだろうという，きわめて重要な学説を

もたらした最初の人であるという功績は，セイ氏やミル氏に属する．この学説は 経 済 学
エコノミカル・サイエンス

の真の根本原理を含んでいるけれども，それはこれらの優れた論者たちが述べている一般的

で無制限な意味においては正しくはない．諸商品の半分がもう半分と同じ価値をもつのに，

また 2 つの半分のものが自由に相互に交換されるのに，どちらにも有効需要が存在しないと

いうこともありうる．もし 2 組の異なる商品の交換が利潤をともなって双方の生産で負担す

る支出を置換しないのであれば，相互の有効需要は存在し得ない，ということはまったく明

らかである．では，剰余をともなって生産費を置換するために，諸商品の半分ともう半分と

の交換をひきおこすような特定の関係ないし割合とは何であるか．著者は，セイ氏の著作に

おいてもミル氏の著作においてもこの基本的な問題に対する解答を見出すことができなかっ

た．ゆえに，著者はその不足分を補い，したがってこれらの有能な経済学者たちによって創

始された需要と供給の新原理を修正・拡張しようと試みている」（Torrens 1821, ix）． 

 

→「オウエン氏のプラン」におけるように，商品を単に相互に比較・交換されるべきものだと捉

え，有効需要を「ある商品を他の商品と交換に提供すること」だと定義すれば，諸商品の半分

がもう半分と同じ価値をもち，また 2 つの半分のものが自由に相互に交換されるのに，どちら

にも有効需要が存在しないということはありえないであろう．つまり，トレンズの有効需要の

定義に関して，「オウエン氏のプラン」から『富の生産』にかけて何らかの変化があったと考

えられる．  
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《トレンズの有効需要の定義》 

この著作においてトレンズは，「オウエン氏のプラン」では軽視されていた消費者側の購買力

（power）・購買性向（inclination）・購買意思（will）といった性質を，『富の生産』では十分に考

慮に入れるiii．また彼は，商品交換において商品が有効需要をもつためには，ある大きさの利潤

をともなって支出を回収しなければならないと明言している．かくして彼は，「有効需要は，直

接的な交換であれ，迂回的な交換であれ，ある商品と引き換えに，その生産に要される他の商品

を，その生産で実際に要するよりもいくらか多く与えようとする力と性向に存する」（Torrens 

1821, 342）と述べている．このような彼の有効需要の認識に関する変更は，前節で考察したマル

サスの批判点①に対するトレンズなりの回答であるかのようにも思える． 

⇒しかしながら，支配労働を価値尺度として捉えるマルサスにあっては，ここでのトレンズの有

効需要の定義も満足のいくものとはいえなかった．マルサスは，後の『諸定義』において，ト

レンズの有効需要の定義は「おそらく，いくらか真実に近いものと見てもよかろう」が，「や

はり現実の事態を言い表しているとはいえない」と主張している（Malthus 1827, 58 / 訳 49）iv．

このような両者の不一致はなお存在していると言わざるをえないわけであるが，さしあたりこ

の問題をこれ以上追及することなく議論を進めることにする（これについては今後の検討課題

の 1 つとしたい）． 

 

2 義の有効需要： 

（a） 生産者が実際に支出した額に，慣習的率
．．．．

の利潤を含めた価格を支払う力・性向・意思を

もつ人々の需要量． 

（b） 生産者が実際に支出した額に，最低率
．．．

（生産者の生産継続に最低限必要な率）以上
．．

の利

潤を含めた価格を支払う力・性向・意思をもつ人々の需要量． 

 

（a）の定義は，トレンズが「有効需要は本質的に，商品――その量がどれくらいであろうとも

――と交換に，その商品の生産に要される資本成分を，資本家に慣習的利潤率
．．．．．．

をもたらすような

剰余…をともなって与える力と意思に存するからである」（Torrens 1821, 363-64；傍点は付加）

と述べていることから導かれる． 

→アダム・スミスやリカードウでいうところの有効需要，すなわち商品の生産価格を進んで支払

う用意のある人々の需要量に近い意味v!? 

 

彼はこの意味での有効需要を用いて次のような考察をなしている（ibid., 360-61）． 

※ 「商品の供給は販売されるために市場にもたらされるその商品の量からなる」（ibid., 360）． 

 

①「供給は需要に等しい the supply is equal to the demand」 

「商品と交換に提供される資本成分が，その商品の生産に費やされる資本成分を慣習的利

潤率分だけ超過するときには，有効需要と供給とは同等の関係にある」． 

 ⇒ Q0量の商品に対して消費者がP0という価格を支払う用意があるとき，すなわち取引がE0

点で行われるとき，供給は（有効）需要に等しい（図 3）． 
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②「供給は需要に対して不足する the supply falls short of the demand」 

「商品と交換に提供される資本成分が，その商品の生産費を慣習的利潤分よりも多く超過

するときには，供給は需要と比較して不足しているということになる」． 

⇒ Q0量の商品に対して消費者がP1という価格を支払うとき，すなわち取引がE1点で行われ

るとき，供給は（有効）需要と比較して不足していることになる（図 3）． 

③「供給は需要を超過する the supply exceeds the demand」 

「市場にもたらされる商品と交換に提供される資本成分が，その商品を市場にもたらすの

に費やされる資本成分を通常利潤 usual profit 分だけ超過しないときには，供給は有効需要

と比較して超過しているということ…になる」． 

⇒ Q0量の商品に対して消費者がP2という価格しか支払えないとき，すなわち取引がE2点で

行われるとき，供給は（有効）需要と比較して超過していることになる（図 3）． 

P2 

P0 

D0 

Q0 
O 

P 

Q 

E0 SL 

D1 

C0 

S0 

P1 

D2 

Q1 

S1 

E1 

E2 

e1 

 
図 3：垂直軸Pは価格を，水平軸Qは商品量を示している．商品を生産するのに資本家が

実際に支出する額をC0，慣習的利潤率を だとすれば，商品の生産価格は

で示される．したがって，S
cr )1(00 crCP +=

L線は長期の供給曲線を示すものである． 

 

②のような状況は，消費者の購買力・意思・性向が上昇する（すなわち，需要曲線viがD0線から

D1線にシフトする）ことによって生じる． 

③のような状況は，それらが下落する（すなわち，需要曲線がD0線からD2線にシフトする）こ

とによって生じる． 

→トレンズは，②のように消費者の購買力・意思・性向が上昇したときにも，消費者がQ0量の

商品に対してP1という価格を支払うような場合を，有効需要の「相対的増加relative increase」

と呼ぶvii．彼はまた，消費者の購買力・意思・性向が上昇したときに，消費者がQ1量の商品に

対して以前と同じP0という価格を支払うような（商品の取引がe1点で行われる）場合を，「有

効需要の絶対的増加absolute increase」と呼ぶviii． 

 

（b）の定義が導出されると思われる論拠：トレンズが「貨幣ないし他の諸物で表される価格は，

生産者が自ら生産に費やした以上にいくらか多量の資本成分を自分のために購買するのに十分
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でなければ，その価格は，どんなに高くとも補償価格remunerating priceとはなりえないし，生産

者に自らの職業を継続させることができ，かつそうするように仕向ける有効需要を構成すること

もできないのである」（ibid., 343-44）と述べているから．他にも彼は，「資本家に生産を行わせ

るに足りるような率の利潤もまた，有効需要の一要素をなすのである」（ibid., 390）と述べてい

る．このようなことからすれば，資本家は，生産に実際に支出した額を，必ずしも慣習的な率の

利潤をともって回収せずとも，再生産に最低限必要な率の利潤さえともなって回収すればよいこ

とになるix． 

→マルサス『諸定義』における「強度に関しての有効需要」の定義，すなわち「ある商品の供給

を継続させるために需要者たちが支払わなければならない犠牲」（Malthus 1827, 245 / 訳 183）

に近い意味x!? 

 

《「剰余をともなって生産費を置換するために，諸商品の半分ともう半分との交換をひきおこす

ような特定の関係ないし割合とは何であるか」？》 

→市場にもたらされる商品の供給量とそれに対する需要量との割合に関係． 

諸商品が有利に交換される割合＝上記①の場合．そして③のような場合には，「諸商品の半分

がもう半分と同じ価値をもつのに，また 2 つの半分のものが自由に相互に交換されるのに，どち

らにも有効需要が存在しない」という事態に陥ってしまうのである． 

→第 6 章「商業」の第 6 節「需要と供給の諸原理について」に詳細な説明． 

 

【分業確立以前・自給自足の社会段階】 人はその商品の販路や市場を見出す必要がなく，各

人はその低い労働生産性を償うだけでよい．したがって，各人の労働生産性の向上は，直接，

その人自らの「状態」ないし厚生の改善につながることになる．ゆえにこのような社会段階に

おいては，各人の「状態」ないし厚生は，自身の「勤労の量」と「熟練」とに依存することに

なる（Torrens 1821, 340）． 

 

 【分業確立以後の社会段階（彼が当面問題とする段階）】 分業が確立しそれが進展するにつ

れて，経済の生産量ははかりしれないほど増大していくわけだが，それにはある種の不利益が

ともなう．一部の労働者の生産性が増加することで，社会全体の機能が撹乱してしまう〔「一

部の労働者についての努力の増加は，この労働者の生活必需品に対する支配を増大させるので

はなくて，それを減少させるだろう」（ibid., 340）〕．ゆえにこのような社会段階においては，

個々の労働者の「状態」ないし厚生は，自身の「エネルギーや熟練」，「努力」に依存するとい

うよりはむしろ，彼らが販売する商品を購買してくれる人の「数や資力 means」に依存するこ

とになる（ibid., 340-41）．  

 
「未開でかつ単純な社会段階では，唯一の目標は生産することであったが，進歩しかつ複雑

．．．．．．．

な社会段階では，その目標は単に生産することにとどまらず，各階級によって供給される特
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

定の商品が，他の人々によって調達される特定の商品と容易にかつ有利に交換されるような
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

割合で生産することである
．．．．．．．．．．．．

」（ibid., 341；傍点は付加）． 
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「経済学においてきわめて実際的な問題とは，需要と供給とが等しい関係にあるように生産を
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

つりあわせること
．．．．．．．．

である」（Torrens 1821, 370；傍点は付加）xi． 

 

「この割合が保たれる限り
．．．．．．．．．．．

，勤労者階級が購買する意思と力をもっているあらゆる商品は，即

時的で有利な販路を見出すであろう．生産の増加が市場の在 庫
オーヴァー・

過 剰
ストッキング

を導くようなことはあ

りえない．それどころか，商品が追加的に供給されるたびに，商品に対する有効需要は即座に

かつ必然的に増加するだろう．たとえ過去の市場が供給過剰の状態にあったとしても，生産の
．．．

増加はそれ
．．．．．

に見合った需要の増加をうむであろう
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（ibid., 370-71；傍点は付加） 

 

→このように需要と供給とが等しい関係にあるような割合が保たれる限りにおいて，供給の

増加は需要の増加の原因となりうるし，供給の増加はそれに見合った需要の増加をうむこと

になるのであるxii． 

→このような割合が保たれるような場合には需給均衡が撹乱しないことを論証する例（例 1, 2, 

3; まず必需品と奢侈品が相互に需要と供給の均衡を保っている状態から出発）． 

 

（例 1：必需品生産部門で労働生産性が上昇する場合の例） この場合，労働者が必需品生産部

門から奢侈品生産部門へと迅速に移動することを前提とすれば，必需品生産部門の総産出量を不

変に保つことができ，商品の需給均衡は撹乱しないxiii． 

 

（例 2：安逸愛好を考慮した場合の例） もし必需品生産部門で労働生産性が上昇した場合に，

社会が奢侈品を享受したいという願望よりも安逸を選好するようであれば，「社会の人々は以前

よりも短時間で働くであろう」（ibid., 375）．つまり，生産性の上昇した労働者が需要に見合うよ

うに生産を制限するために労働時間を削減し，その分を休息時間にあてることで，需給均衡の撹

乱は生じないのである． 

→この論理でもってトレンズは，前節で考察したマルサスの批判点②，すなわち怠惰や安逸愛好

を考慮に入れていないことに対する回答にしようとしていると思われる．彼は，「怠惰や安逸

愛好と同等に一般的で重要な人間本性における原理の効果を，私が考慮してこなかったことは，

ここで展開された有効需要論に対する確固たる反論ではない」（Torrens 1821, 378-79）と主張

している．しかしながら，ここでは次のことに注意しなければならない．先にもみたようにマ

ルサスは，資本家が怠惰を行う場合について述べていたのに対し，トレンズは労働者階級が怠

惰を行う場合を述べている．両者とも怠惰や安逸愛好を考慮に入れているわけだが，このよう

な想定自体の不一致があるために結局のところ平行線を辿らざるをえなかったのである． 

 

（例 3：資本家が貯蓄を選好する場合の例） トレンズは，資本家が奢侈品を消費せずに将来に

備えて貯蓄する場合について考察している．これは，前節のマルサスの批判点③に対するトレン

ズの回答を含意している．実際に，彼はマルサスの『経済学原理』の当該部分を引用し，彼の批

判は「曖昧で，誤った推論に基づき，矛盾している」（ibid., 385）と反批判している． 
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→彼の主張はこうである．「すべての資本家階級の目的とは，資本を増やすことである」（ibid., 

386）．すなわち，資本家の貯蓄は資本蓄積のために行われるものであるということを考慮すれ

ば，資本家が奢侈品の消費を断念するのは，年々うみ出される剰余を既存の資本に付加するた

めであるといえる．したがって，奢侈品需要の減少によって奢侈品生産部門の労働雇用量は減

少する．他方で必需品生産部門では，資本蓄積による労働維持基金が増加し，当該部門におけ

る労働需要が増加する．そこで奢侈品生産部門で解雇された労働者は必需品生産部門に移動す

る．そうすれば，資本家は「慣習的利潤率」をともなって支出を回収することが可能であるの

で，「その限りでは，何の有効需要の攪乱も存在することはないのである」（ibid., 387）． 

 

⇒引き続き付加される資本によってより多量に生産される必需品が有効需要をもちうるか？ 

 

必需品は労働維持基金をなす．ゆえに，労働維持基金の増加率と労働供給の増加率との関係が問

題となる． 

・ 「資本蓄積に対する情熱が…生産的労働を維持するための基金を増加させる一方で，それと

等率で労働供給量が増加し，それによって賃金率のいかなる上昇も妨げられる」（ibid., 388）

場合には，このような蓄積に対する情熱が有効需要を撹乱することはないxiv． 

・ 「このような蓄積に対する情熱のために，労働供給量は労働を維持するための基金ほど急速

には増加しえず，ゆえに賃金は上昇してしまうであろう」（ibid., 389）ような場合には，資

本蓄積の過熱→“労働供給量の増加率＜労働維持基金の増加率”→賃金率上昇→利潤率低下 

 

しかし，「利潤の低下は本質的に有効需要の減少とは異なる」（ibid., 390）．トレンズによれ

ば，資本蓄積の過熱の結果として賃金率が上昇し，利潤率が低下しても，それは有効需要の

不足にはつながらない．現実の利潤率が最低利潤率を少しでも上回っている限り，有効需要

不足は生じないというのであるxv．しかし逆に言えば，現実の利潤率を最低率よりも低くさ

せるほどの賃金率の上昇は，有効需要不足を引き起こすのである．つまり，このような賃金

率の上昇を引き起こす「急速な資本蓄積は有効需要を攪乱するのである」（ibid., 392）xvi． 

 

⇒このようにトレンズにおいては，「適切に比例した生産を所与とする，というように仮定
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を変
．．

更すれば
．．．．

，生産の増加は需要拡大の唯一の原因であり，また生産の減少は需要縮小の唯一の

原因である」（ibid., 397；傍点は付加）ということになる． 

 

トレンズは，「理論は，それがいかにもっともらしく見えようが，いやそれどころか，それがい

かに証明に役立つように見えようが，その結論が一般的な経験と一致しなければ，注意を促さ

れる資格ももたないのである」（ibid., 398）と述べた後で，次のように主張している． 

 

「もし私の展開しようと努めてきた有効需要論が，その存在が一般的に経験されている市場

の供給過剰や商品に対する有利なはけ口の不足を満足のいく方法で説明していないのであれ

ば，このような理論は本質的に不完全かつ不正確であるにちがいないことを，私は認めよう
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と思っている．/ だが，私が確立しようと試みてきた有効需要論は，実際に経験されるとも

あるいは存在するとも思われる供給過剰や商品の氾濫を，最も満足の行く方法で説明してい

るのである」（ibid., 399）． 

 

⇒トレンズは，「供給過剰や商品の氾濫」が現実に生じていることを認め，自身の有効需要論

がそれらを「最も満足の行く方法で説明している」と主張． 

 

では，どのようなときに「供給過剰や商品の氾濫」は生じるのであろうか？ 

「私の有効需要の定義では，有効需要とは商品と交換にその商品の生産費よりも幾分か多量

の資本成分を提供する能力と意思に存在するものである．この定義からして，ある商品を市

場にもたらす際に費やされる資本成分の量が，この商品と交換に消費者が進んで提供しうる

資本成分の量を上回る場合はいつでも，供給は需要と比較して超過するだろうし，また，供

給過剰ないし商品の氾濫，すなわち有利なはけ口の不足を経験することになろう，というこ

とは当然の推論である」（ibid., 399-400）． 

 

 ⇒「供給が需要を超過する」とき（＝Q0量の商品に対して消費者がP2という価格しか支払え

ない（取引がE2点で行われる）ようなとき）に，「供給過剰や商品の氾濫」が発生． 

 

《2 つの供給過剰の発生因（ibid., 400；ゴシックは報告者）》 

（ⅰ）「生産者がある特定の商品を市場にもたらすにあたって，消費者がその特定商品と交換

に進んで提供し，かつ提供できるよりも多量の資本成分を費やしてしまうような，生

産者の誤算」． 

（ⅱ）「資本成分の支出のいかなる増加もなしに，交換に提供すべき通常量の資本成分をもっ

ており，なおかつそれを消費したいと思っている人々よりも多量の商品を市場に投下

してしまうような，季節の不規則性」． 

 

→これらの原因によって需要と供給との適切な割合が保たれなくなると，市場は売れない商

品が氾濫し，供給過剰の状態に陥ると主張．  

「商品の生産される割合が有効需要と供給との均等を撹乱させるようなときには，このよ

うに幸福で繁栄した事物の状態はすぐさま乱れてしまう．（中略）商品の生産に費やされる

資本成分が，他の商品と交換に市場にもたらされる資本成分と比較して超過しているとき

には，供給過剰と商品の氾濫を経験するのである」（ibid., 371-72）． 

 

⇒さらに「特定商品の供給過剰は一般的停滞を引き起こし，単に，当初過度に存在する商品の生

産を停止させるだけでなく，市場にもたらされるその他すべての商品の生産も停止させるだろ

う」（ibid., 414） 

→特定商品の供給過剰が経済の一般的停滞をも引き起こすことを明言． 

【例証の要約】 商品aの生産者Aは生産者Bの商品bを需要しているとする．今，商品aの生
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産部門において供給過剰が生じ（部分的供給過剰），Aがaを貨幣に変えることができなくな

ると， Bも結果的にbを販売できなくなってしまう．このように，ある商品の供給過剰が連

鎖反応を引き起こし，結果的に経済全体の一般的停滞を招くというのであるxvii． 

 

⇒この停滞は労働者階級・資本家階級・地主階級を含むほとんどすべての階級に波及xviii． 

 

☆ 『富の生産』 

・ その序文において販路説が「 経 済 学
エコノミカル・サイエンス

の真の根本原理」を含むものだとみなされ，その

学説の創始者としてセイとJ.ミルが賞賛されている． 

・ また，（例 1）～（例 3）で示され，「考えられる全ての場合において，一時的な窮迫や困窮

が発生した後には，勤労の生産力の改良より生じる商品の過剰な供給にはプロセスの修正が

続き，社会全体に確固たる利益が授けられることで終結するだろう」（ibid., 417）というト

レンズの主張からも伺えるように，「オウエン氏のプラン」と類似の販路説がここでも展開

されている． 

・ （例 2）と（例 3）において，マルサスの「オウエン氏のプラン」批判に対する回答が批判

的になされている． 

・ しかしながら序文においては，セイとミルによる販路説の「修正と拡張」がなされることが

宣言されている． 

・ また，部分的供給過剰のみならず，一般的供給過剰も起こりうると主張されている． 

⇒以上より，1821 年時点では，トレンズは販路説の支持者であるという態度をとりつつも，そ

れに対して若干の疑問を抱くようになっていた，といえよう． 

 

V 『南オーストラリア植民論』 

 

「資本はある神秘的な性質ないし影響力を有しており，その力によって資本はその投下先を自ら

創造し，そして需要を供給に合致させると考える，経済学者の一学派がいる．この学派の経済学

者たちは，部分的な過剰取引はあるだろうが，一般的な過剰取引はありえない…と主張する．（中

略）帰納的な科学の原理とは経験からうちたてられる一般的事実以外の何ものでもないわけだが，

経済学をそうした帰納的な科学だとみなす者に対して，私は自信をもって次のような考えを述べ

たい．すなわち，資本がそれ自らのために有利な投下先を創造することはありえないし，原生産

物と交換に完成品を輸出する国はどこであれ，すべての商工業部門にわたる同時的な過剰取引が

起こることもあろう，と」（Torrens 1836, 239-40）xix． 

→販路説主唱者ないし支持者を完全に否定． 

→部分的供給過剰のみ肯定・一般的供給過剰否定という見解を完全に否定 

＝以前の見解の完全撤回！ 

 

VI 結びにかえて（先行研究との関連について） 
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1819 年  販路説の絶対的な支持者 

1821 年  販路説に若干の懐疑を抱くも，基本的には販路説の支持者？ 

1835 年  販路説の絶対的な反対者 

 
注 

mr

i  渡会（1986, 423）は，「ケインズは，マルサスの「貯蓄」を自分のと同じ意味，すなわち所得を消費支

出しないことの意味に理解していたようである．たしかに，マルサスがそうした意味で「貯蓄」あるいは

「節約」を使っていると理解できる場合もある」と述べた後で，この文章を引用している． 
ii 『原理』初版には「過度にinordinate」という語はないが，第 2 版ではこれが追加されている．羽鳥（1963, 
241）は，「マルサスは『原理』初版の表現では〔単なる蓄積ではなく，過度の蓄積が問題であるという―

―引用者〕自己の真意を充分には読者に伝ええないと考え，このように加筆したのであろう」と推察して

いる． 
iii 『富の生産』で有効需要の定義に加えられた消費者側の各性質はつねに結びついているようなものでは

ない．トレンズは，消費者は購買力をもっているのに購買意思をもっていないような事態が存在すること

を認めている． 
iv マルサスは次のように述べている：「われわれが，大部分の商品の生産にどれだけの労働が直接用いられ

るかを考え，さらに，資本の他の 2 部分である原料と機械が主に労働によって生産させられることを想起

する場合，資本を置換する力は主に労働を支配する力に依存するであろう，ということは明らかである．

しかしトレンズColonel Torrensが資本の諸成分と呼んでいるものの一定量は，決して，労働の一定量を表示

し得ない．したがって，一定量の労働が何らかの生産に必要だとしても，この労働に対する同一の有効需

要を生じさせるためには，時期を異にして，かなり異なる分量の資本の諸成分が必要とされるであろう」

（Malthus 1827, 58 / 訳 49）． 
v トレンズの自然価格は平均利潤率を含まないものだとされているから，「自然価格」という用語の代わり

に，本報告では生産価格という用語を用いることにした． 
vi 需要曲線が右下がりであることはトレンズの数値例からも容易に推測できる．例えば，彼は，穀物の産

出量が 400 クォーターのときの価格は￡100，500 クォーターのときの価格は￡50，600 クォーターのとき

の価格は￡25 となっていくような数値例をあげている（Torrens 1821, 403-13）． 
vii トレンズは，有効需要の「相対的増加があるときには，同量の商品がより高い利潤率で販売されるだろ

う」（Torrens 1821, 367）と述べている．逆に，③のように消費者の購買力・意思・性向が下落したときに，

消費者がQ0量の商品に対してP2という価格を支払うような場合は，有効需要の「相対的減少」と呼ばれて

いる．もちろん有効需要の相対的減少があるときには，同量の商品がより低い利潤率で販売されることに

なる． 
viii トレンズは，「有効需要の絶対的増加があるときには，より多量の商品が同じ利潤率で販売されるだろ

う」（Torrens 1821, 367）と述べている．逆の場合は，有効需要の「絶対的減少」と呼ばれている．有効需

要の絶対的減少があるときには，より多量の商品が同じ利潤率で販売されることになる． 
ix したがって， を最低利潤率だとすれば， 100 −≤ CPmr であるかぎり，商品に対する有効需要は存

在すると言える． 
x 例えば，渡会（1986, 432）は「マルサスが『諸定義』において「強度にかんしての有効需要」とよんで

いるもの…は，生産者に生産継続の誘因を与えるような最低水準以上の利潤率を含む価格によって表され

る」と述べている． 
xi トレンズはまた次のように述べている：「経済学用語では，それぞれの商品が他の商品と容易にかつ有

利に交換されるような割合で商品を生産することは，「有効需要に対する供給の制限」と呼ばれる．こうし

た割合を維持することは，単に特定の商品を供給する個人に対してだけではなく，産業全般および社会の

富に対しても最大限の重要性をもつ」（Torrens 1821, 341）． 
xii マルサスは，『諸定義』において，トレンズが「供給の増加は有効需要増加の唯一の原因である」（Torrens 
1821, 348）と述べたことを批判している．その批判の論拠として彼は次のように述べている：「これが正し

くないことは人類にとってきわめて幸せなことである．もし正しいのであれば，たまたま食糧と衣服が減

少した場合に，社会がもと通りになるのがいかに困難であろうことか．だが，自然の親切なとりはからい

により，この減少は，ある程度までは有効需要を減少させることなく増加させるであろう．需要と供給の

理論の教えるところによれば，このように量の減少した食糧と衣服の価値は騰貴するであろう．また一般

的経験の示すところから見ても実際上，労働の貨幣価格にはかわりはないのに，残った食糧と衣服の貨幣

価格はしばらくの間，その量の減少に比例する以上に大幅に騰貴するであろう．そこで必然的な結果とし

て，生産的な勤労を，今まで以上に多量に動員することができるであろう」（Malthus 1827, 59 / 訳 51）．も

しトレンズの主張のみを文字通りに読み取った場合には，確かにマルサスは的を射た批判をなしたといえ

よう．しかしながらトレンズは，需要と供給とが等しくなるように生産を行うという前提のもとでは供給

の増加が有効需要増加の唯一の原因となりうる，と考えているのである． 
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xiii 必需品生産部門では， 人の資本家が 人の労働者を雇用する．いま，線形の生産関数（トレンズの

ここでの例証は線形関数で考えられている）を仮定すると，それは以下のように示される． 
                       （1） 

ここで， は労働生産性を示している．労働者は自らの賃金所得 をすべて必需品の消費にあて

生計を立てている（ は必需品タームでの労働者 1 人当たり賃金率）．資本家は自らの所得として

を獲得する．1 人当たりの必需品消費量は資本家も労働者も同じであるから，資本家は彼の所

得から を必需品の消費に充てる．また資本家は， の場合，その差額を次期の再生

産に投資するか，あるいはそれを奢侈品の購買に充てる．ここでは， が資本家の「奢

侈品を享受したいという願望」のために用いられる場合を考えてみよう 
奢侈品生産部門では， 人の資本家が 人の労働者を雇用する．いま，線形の生産関数を仮定する

と，それは以下のように示される． 
                      （2） 

ここで， は労働生産性を示している．労働者は自らの賃金所得 をすべて必需品の消費にあ

て生計を立てている．資本家の必需品タームでの所得は で示される（ は必需品タームで

の奢侈品の価格を示す）．1 人当たりの必需品消費量は資本家も労働者も同じであるから，資本家は彼の

所得から を必需品の消費に充てる．また の場合，その差額

は資本家の「奢侈品を享受したいという願望」のために用いられる． 
必需品と奢侈品の供給量（各生産物でのターム）はそれぞれ， 

                     （3） 

                     （4） 
で示され，他方で，それぞれの需要量（必需品ターム）は， 

                               （5） 

                    （6） 
で示される．したがって，需給均衡条件（必需品ターム）は 

                                        （7） 

                                         （8） 
となる．均衡状態では以下の関係が成立している． 

211
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トレンズは，必需品生産部門で労働生産性が上昇しても，労働者が当該部門から奢侈品生産部門へと

迅速に移動することを前提とすれば，必需品生産部門の総産出量を不変に保つことができ，商品の需給

均衡は撹乱しない，と主張している．まず，（9）式を全微分すると以下のようになる． 

1
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必需品生産部門の労働者が均衡を維持するために奢侈品生産部門にすみやかに移動することは，

で示されるので，これを前提とする限り，上式においては が成立す

る．これは， 011 =αd

21 nnN += 1η 2η

dX ，すなわち必需品生産部門において労働生産性が上昇してもその生産量は不

変に保たれることを意味している．以上より，先のトレンズの論理は説明されうるであろう． 
xiv 労働者数（ ）が増加する場合（資本家数 ， は一定）を考慮すれば，（5）より以下の

関係が成り立つ． 

N
N

w
w

D
D &&&

+=
1

1                                   （5a） 

0=∧= wwNNKK &&&
11 DDK && =ここで，仮定より であるから，K が成立する．このように，仮定

された事情のもとでは，貯蓄＝蓄積の増加率と必需品需要の増加率とが等しくなるので，蓄積に対する

情熱が有効需要を撹乱することはない． 
xv トレンズは，「ある種の利潤は常に有効需要の一要素をなす」（Torrens 1821, 391）という．つまり，有効

需要は，慣習的率の利潤分だけ
．．．．．．．．．．

生産者の支出を上回る価格を消費者が支払おうとする意思と力をもつ場合

に存在するのではなくて，最低率以上の利潤分だけ
．．．．．．．．．．．

生産者の支出を上回る価格を消費者が支払おうとする
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意思と力をもつ場合に存在するといえる． 
xvi トレンズは賃金率が高い場合には人口が増加傾向にあるとも考えている．彼は，「道徳的抑制ないし慎

慮の普及」によってこうした（労働）人口増加が抑制されて資本蓄積に対する情熱が消失しても，その代

わりに「奢侈品に対する嗜好が復活する」とすれば，商品が適切な比率で供給される限りにおいては，有

効需要が撹乱することはないという．だがもし資本蓄積に対する情熱が消失する代わりに，奢侈品に対す

る嗜好が復活するのではなくて，安逸愛好が復活するとすれば，生活必需品しか生産されなくなると，彼

は主張している．要するに彼の主張によれば，最低限の生活必需品でもって人が生活しようと試みるよう

な状態であれば，人はみな，生活に必要な商品を必要なだけ生産し消費するという形態が確立するので，

有効需要に何の撹乱ももたらさないというわけである（Torrens 1821, 392-97）． 
  この後の生活必需品のみで人が生活する場合について，トレンズは次のように述べている：「社会には

生活必需品だけを生産・消費する人しかいないという仮定にたてば，資本家は，現行の利潤率のもとで

自分の家族分の生活必需品が得られるだけの量の資本しか，彼の労働者たちに前払いしないであろう．

例えば，利潤率が 1%だとすれば，100 家族に生活必需品を前払いする農業者や製造業者は，彼自身の家

族分の生存資料を収益として得るであろうし，100 日分〔100 家族分〕の生存資料よりも多量の資本を用

いる人はいないであろう」（ibid., 393-94）．このようにトレンズは，必需品しか消費されないということ

がわかっているのであれば，資本家はそれ以上のものが供給されることのないような生産を行うことを

論じている．これを簡単に定式化してみると次のようになる． 
いま，現行の利潤率π が所与として得られると，資本家は，自分が生活するうえで支出しようとする

額θ （トレンズで言えば，資本家 1 世帯が生活で用いる必需品に使う費用，すなわち資本家 1 世帯当り

の必需品額）に応じて，生産で用いる資本の総額 K を決定する．つまり，生産で用いる資本の総額は，

次のようにして決定される． 

π
θ

=K  

  城座（1970, 18）は，このような定式のなかに，「利潤率が所与なら用いられる資本量，したがって国

民所得（社会の純生産物）が資本家支出によってきまるというカレツキー流の議論」の萌芽を見出すこ

ともできるとしている． 
xvii トレンズは次のように述べている：「過剰な商品の交換価値の下落によって，その生産者たちは，事業

の継続に必要な資本成分を置換する力を奪われ，以前と同量の他の諸商品を購買・消費できなくなる．ゆ

えに，これら他の諸商品の供給は，絶対的に増加するわけではないが，有効需要と比較して相対的には過

剰となる．そしてそれらの交換価値もまた下落し，その生産者たちは，資本成分を置換する能力も，以前

と同量の贅沢品を直接消費するためにそれを購買する力も奪われてしまう．（中略）それ故，…すべての産

業の経路を通じて一般的停滞general stagnationがはびこるであろう」（Torrens 1821, 414-6）．すなわち，ある

商品が有利に販売できなくなると，この商品の生産者は他の商品を購買する所得を得ることができなくな

り，結局は他の商品に対する需要までも減少してしまう．このようにある特定の商品が供給過剰となり，

それ自体が有効需要をもちえなくなると，他の商品の有効需要まで減少せざるを得なくなる．これによっ

て経済は一般的停滞という事態に陥ってしまうのである． 
xviii トレンズはまた，「供給過剰ないし商品の氾濫の間にも，…一般的困窮general distressの真只中で繁栄し

続ける 1 つの階級がある．この階級は自らの財産を現金化している人々からなる」（Torrens 1821, 419）と

も述べている．彼は，供給過剰が生じて多くの階級が貧困に陥っている間にも唯一繁栄し続けるこのよう

な階級の人々を「現金資産家monied capitalist」（ibid.）と呼んでいる．「市場の状態がまったく正常な場合」

（ibid., 422）には，資本利潤率が上昇・下落するにつれて，貨幣利子率も上昇・下落する．しかし，貨幣

の特殊な性質上，「商品を貨幣に換えたいという願望は，貨幣を商品に換えたいという願望よりも強くなる」

（ibid., 421）ので，供給過剰時ないし停滞時には，貨幣利子率は上昇するのに，資本利潤率はゼロにまで

落ち込む．しかし，このような状態が永続的に続くことはない．トレンズは次のように述べている：「もし

供給過剰が継続的な産業不振と利潤の下落で終わっても，貨幣利子が高いままにとどまるということはあ

りえない．なぜならば，この場合，借り手は，彼に小さな収益しかもたらさないものの使用に対して，法

外な割増金を支払うことはできないからである」（ibid., 425）．このような状態においては，低い所得の中

から大きな利子を支払えないことによって，利子率と利潤率との割合が元に戻るのである．これ以上の議

論は，トレンズの貨幣論との関連が要されるので本報告ではこれを割愛することにする． 
xix この部分は初版も第 2 版も同じである．また，この文章は 1844 年の『予算』においても一語一句その

まま再録されている（Torrens 1844, 91）．ブローグは，「ロバート・トレンズは，彼の刺激的な出版物『予

算』において…自分の以前の市場法則（Law of Market）についての立場を翻した」（Blaug 1958, 99 / 訳 155）
と述べているが，このようにすでに 1835 年の『南オーストラリア植民論』において述べられていたのであ

る． 
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