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Ձ࣮ମ〾Ձࡏઆ〭

— ʮ࣮ମ〣ᕥʯઆ〠〽【〛 —

খ഼ಓত

2017 7݄ 24

1. ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠ
ʮӉཧʯ〟〷〣 (1)/ʮ࣮ମʯ〟〷〣〣 (2)/ʮኍদ ব〣ؔओٛʯ(3)

2. Խ൷
ओٛ〝Խؔ (4)/Խ〣ҙຯ『〷〣 (5)/ʮݪʯ〝ʮରՊֶʯ(6)/ֶࡁܦ
〣ݪԽ〣ࠔ (6)/ʰࢿຊʱ〣ղܾࡦ (6)/࣭ྔ (7)/べぐがゅ〟ݟ၏「 ݟ/(8)
၏「〣ฐ (9)/〢」ぁ〣ؔ (10)/Լ࿑ಇྔ〣ࣄલత֬ఆ (11)/Լ࿑ಇྔ〣׆༻ޮՌ
(11)/Ձ〣ੑࡏ (12)/ʬ⿴ʭ〣ݪཧ (13) छ〣ଐੑ〝「〛〣Ձ (13)/ゎぜ゜ֶࡁܦ〝
〣ରہ ࢢ』ࡏ՟ฎ〣࣮〝ݿࡏ/(14) (15)

3. ԕܠ〣ʮӉཧʯ
࣮ମ֓೦〣ʮԚછʯ(16)/ʰࢿຊʱ〠々ʮ࣮ମʯ(17)/ʮಉ」ʯ〝ʮ「⿶ʯ(18)/ܗଶ
〝࣮ମ〣ೋ߲Խ (18)/ʮݩ〣૬ҧʯ(19)/Ձ〭〣ճؼ (19)/࣮ମ֓೦〣் (20)/ࣾձ
త࠶ੜ (21)/ʮങ⿶「ʯ〝ʮຊݯతྗੑʯ(22)/ʰ〠〽〣ੜʱ(23)/ʮ࣮
ମʯ〣٫غ (24)

ɹෟ

ʮஈ֊ʯ〠〙⿶〛 〚⿶〘〠Ձࡍࠃ/(25) 〚⿶〘〠ௐݿࡏ/(26) (26)/ۚ〠〙⿶〛
(27)

1 ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠ

˙ʮӉཧʯ〟〷〣 Ԙ༝య《え〤〈〣ぺゔがと゛のが〠ʮݱࢿຊओٛੳ〣〔

〶〣ݪཧɿݱݹయՁ〝ӉཧʯʢԘ [2017] ʣ〝⿶⿸ߟぇൃද「ɺ〒〣ʮ27
খ഼ಓত〣Ձࡏઆʯ〜ࢲ〣ٞぇʮ࣮ମ〣ᕥʯ〝൷ධ「〔ɻԘ《え〣จࣗମ

〤ɺ෭〠⿴〽⿸〠ɺ〉ࣗ〣ʮݱݹయՁʯ〣؍〾ʮӉཧʯ〣

ぇશ໘త〠」〔〷〣〕ɺ〈〈〜〤ࢲ〠ର『ධ〠〕々ख〠⿺〛。ɻ

〔〕ɺ〈〣〽⿸〟ݶఆ〤ศٓత〟〷〣〜〤〟⿶ɻࢲ〤ඇྗ〟〾』〘〝ɺӉʰࢿຊ

ʱぇ൷「〔〣〝ಉ」〜ɺӉ〣ʰݪࡁܦʱ〷൷「〛　〔ɻରཱ『ෳ〣ܦ

ʯʢԘ౼ޓཧ〣ʮ૬ࡁ [2017] 65ʣ〈〒ֶࡁܦ〣ಛ〕〝ߟ⿺Ԙ《え〠〤ෆߕ൹

〟。〴⿺〷「ぁ〟⿶ɺʮݱݹయՁʯରʮӉཧʯ〝⿶⿸とのぐ゚〣ٞ

〠〤⿴〳〿ڵຯ〟⿶〣〜⿴ɻࢲ〤ɺԘ《え〣Ҿ༻「〛⿶ᓎҪؽઌੜ〣〽⿸〠ʮӉ

ݴ⿶〔〘〔〣〤〒ぁ〜⿴〿....ʯʢԘ [2017] 69ʣ〝⿶⿸〽⿸〟จষ〤ॻ々〟⿶「ɺ

ʮӉཧʯぇห「〛Կݴ⿸〙〷〿〷〟⿶ɻ
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〔〕〞え〟〠൷తぇ〝あ⿸〝ɺh ຊࢿ 〹ɦh ݪࡁܦ ʢɦ〕々ʣ〠⿶〙〳〜〷
〈〕い

〿߆

ଓ々ࢲぇɺୈऀʮろ゚ぜとֶࡁܦʯɺʮӉཧʯʢ〣ぁ〣Ռ〛ʣ〝〽〫〣〤ࣗ༝〜

⿴ɻ〒ぁ〤ॴよ゚〣〜ɺ〈〣よ゚〠ҟٞਃཱぇ「〛〴〛〷ɺ࣮〣⿴݁〤

ಘ〾ぁ〟⿶ɻԘ《え〤ɺࢲぇʮӉཧʯ〣。ぁ〝Ґஔ〚々〛ධ「〛。ぁ〛⿶〣

〜ɺૉ〠〈ぁ〤ड々༰ぁ〽⿸ɻ〔〕Ԙ《え〣ߟ⿺७ਖ਼〣ʮӉཧʯ〝ɺ〒〣。

ぁ〣ؒ〠〷〒ぁ〟〿〣ڑ⿴ɻ〒ぁ〤Ԙ《え〝ʮӉཧʯ〣ڑ〽〿〷 — ൺֱ

Մ〟ڑ〝⿶⿸〽〿〷よぜぷ゚〣ҧ⿶〷「ぁ〟⿶ — ⿴ҙຯ〜〤』〘〝େ　⿶ɻ

Ԙ《え〣〠〤ɺʮӉཧʯ〝ʮ。ぁʯ〝〣
せをゆ

ᕥʯ〤ɺ〒〾。〔〕ʮ࣮ମ〣ߔ

〜ຒ〳〘〛⿶〽⿸〠「〴⿺〟⿶〕あ⿸ɻԘ《え〣〈〣ఆݟぇಈ『〈〝〤ࢸ〕

ɺӉ「〛『〜〠 40ɺ〈〣ؒɺ20ੈل〣ࢿຊओٛେ　〟มぇ〆〟
〜ɺݪཧぇ〴ཱ〛〟『〈〝〥〿〠ټʑ〝「〛　〔ࢲ〠〤ɺ〒ぁ〟〿〣

せをゆ

〚「ੜߔ

⿶ɻ〝⿶⿸〈〝〜Ԙ《え〠〤ਃ「༁〟⿶ɺʮ࣮ମ〣ᕥʯ〝⿶⿸Ԙ《え〣ཱݟ

〛ぇはて〠ɺ〈〣ぺゔがと゛のが〣ಡऀ〠ʮӉཧʯ〝ࢲ〣ؒ〣
せをゆ

ぇઆ໌『〈〝ຊߔ

〣ओ〔త〜⿴ɻߘ

˙ʮ࣮ମʯ〟〷〣〣 〈〣
せをゆ

߹〟〣〤ɺԘ《えҦ⿸ॴ〣ʮ࣮ମʯ〠〣આ໌ߔ

〟〷〣ɺぁ〈ぁ 50લ〣ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠぇࣄݟ〠〝〞〶〛⿶〈〝〜⿴ɻ

∥A| 『〜〠Ҿ༻「〔ݸॴ〠⿶〛ɺろ゚ぜと〤ަՁ〝〤ҟ〟〣ަൺ〜⿴〝

ఆٛ「〛⿶ɻ〒〣ޙ〠ଓ。෦〜ɺろ゚ぜと〤ަՁ〣ۮવత〟มಈぇࣺ「〛ɺՁ

ぇٞ『ɻ「「ɺ〒〣େ෦〤『〜〠Ձ࣮ମ (〙〳〿༻Ձぇࣺ「〛〣〈〷

〣〤࿑ಇ〜⿴〝⿶⿸ߟ⿺ ) 〠Ԛછ《ぁ〛⿶ɻいぁいぁߟ⿺〟々ぁ〥〟〾〟⿶〈〝〤ɺ

〈⿸「〔Ԛછぇऔ〿আ⿶〛ɺろ゚ぜとՁ〝「〛ٞ「〽⿸〝「〔〷〣〤Կぇ୳〈〝

〜⿴ɻ〒ぁ〤ɺઈ⿺』มԽ『〷〣〝「〛〣ަՁ〜〤〟。ɺʮ〠ࡏత〟ɺݻ༗

〣ަՁʯ〝「〛〣Ձ〜⿴〘〔〠ҧ⿶〟⿶ɻ〈〣දݱ〠〷ɺ『〜〠Ձ࣮ମ〣Ԛછ

વతۮఆ《ぁ〛。ن〜〣தؔࡁܦ⿸⿶〝ຊओٛࢿいえ〝『〝〈あ〤ɺݴぁɺ〾ݟ

Ձ〾۠ผ『〔〶〠ɺろ゚વత〠มಈ『ަۮՁ〝⿶⿸〈〝〜⿴あ⿸ɻަ⿶〟〜

ぜと〤〒ぁぇ〔え〠ʮՁʯ〝ݺえ〕ɻʢԘ [2017] 17ʣ

〈ぁ〤ɺろ゚ぜと〣ٞぇɺԘ《え߹ҙ〜　༰〠ಡ〴ସ⿺〽⿸〝「〔จষ〕あ

⿸ɻʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠぇ༻⿶〟⿶ɺよがとɾ゛ぐぎ〜ཁ『〝ɺ∥A|〤〙〣ओு〾
〿ཱ〘〛⿶ɻ

1. ൺ〣〈〝〜⿴Ձ〝〤ަަ
2. 〜વతʭۮવతʭ〟〷〣〝〒⿸〜〟⿶〷〣〝⿴〿ɺՁ〝〤ʬۮՁ〠〤ɺʬަ
Ձ〣〈〝〜⿴ަ⿶〟

3. 〈〣Ձ〤ʬ࿑ಇʭ〜〤આ໌〜　〟⿶

ʬʭ〣༻ޠ〠ؚ〴ぇ〷〔【ぁ〥ɺࢲ〠〷ɺ〒「〛ଟ。〣ಡऀ〠〷Ұఆ〣ྃղ〤Մ〜⿴

あ⿸ɻ1. 〤ɺަՁ〤ʮՁ֨ʯ〣〈〝〜⿴〿ɺ2.〤ʮੜՁ֨ʯぇؚҙ「ɺ3. 〤〒ぁ
ʮ࿑ಇՁઆʯ〝ဃ『〈〝ぇࣔࠦ「〛⿶〝〴〛〽⿶ɻ〈〣゛ぐぎ〜〟〾ɺઆ໌〣
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؍〤〈ぁ〠〝〿⿴⿺』ʮ٬ࢲɺ⿺ߟ〝อূ《ぁੑޓҧ⿶〤⿴〘〛〷ɺҰఆ〣〠ํ

Ձઆʯ〝⿶⿸よ゚ぇష〘〛〴〔ɻ؍٬Ձઆࣗମ〤ɺੜՁ֨〣ܾఆݪཧ〠ॏ　ぇ

　ɺ〕ぁ〹〘〛〷ಉ」݁Ռぇੜ〵〝⿶⿸ੜٕज़〣ੑ؍٬〠ɺՁܾ֨ఆ〣ୈҰ〣ࠜڌぇ

」ೖ〿『〈〝〤ਂ〜〉〉ࠓ௨『よがとɾ゛ぐぎ〠〙⿶〛ɺڞֶઆ〜⿴ɻ〈〣〶ٻ

〟⿶ɻ֬「〛　〔⿶〣〤ɺࢲ〷 — 〒「〛ଟ。〣ろ゚ぜとऀֶࡁܦ〷 — ্〣〙〣

໋ぇ〒ぁ〟〿〠ड༰〜　゛ぐぎଘࡏ『〝⿶⿸〈〝〜⿴ɻ

〤〈ぁぇ෴⿸্〣゛ぐぎ〠⿴ɻࢲ〣ཧղ〜　〔ൣғ〜⿶⿸〝Ԙ《え〣ཱݟ〛

〤ɺ〈〣্〣゛ぐぎʮӉཧʯ〜〷ʮՁ࣮ମʯ〜ʮԚછʯ《ぁ〛〿ɺよがとɾ

゛ぐぎ〜ಉҙ「〛⿶খ഼〷ʮӉཧʯ〣ޙҨ〜ʮ࣮ମ〣ᕥʯぇআڈ〜　』〠⿶

ɺ〝⿶〘〔〝〈あ〜⿴あ⿸ɻ

ʬ〜ʭʮԚછʯ《ぁ〳ํ⿺ߟ⿸⿶〝〝〈あ〜〤ɺʮӉཧʯ〤ɺʮ࣮ମʯݟ〣ࢲ〔〕

⿺〠ɺ〳』ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠ〒〣〷〣ʬʭʮԚછʯ《ぁ〔〣〜⿴ɻʮԚછʯ〝⿶⿸〣

〤Ԙ《え〣ධՁ〤⿶〘〛⿶〣〜ɺຊߘ〜〤Ժ〠࣮ମ֓೦〣ʮංେԽʯ〟⿶「ʮྲྀ

ಈԽʯ〝〽〫〈〝〠『ɺʮӉཧʯ〣〷〝〜〤」〳〘〔໌֬〟ఆٛぇܽ⿶〔༻ޠ〣

ྨਪత֦େ〈〒ɺԘ《え〣ʮՁ࣮ମ (〙〳〿༻Ձぇࣺ「〛〣〈〷〣〤࿑ಇ
〜⿴〝⿶⿸ߟ⿺ )ʯ〝⿶⿸ෆશ〟ఆٛぇҭ〵〕〘〔ɻ〈〣〜〤ɺࢲ〝〣よぜ
ぷ゚〣ど゛〤ඍົ〕ɺઌ〠ߦ々〥ߦ。〰〞〧〾⿶〛〻。ɻ

˙ʮኍদ ব〣ؔओٛʯ 〈〣Ԙ《え〣ʮՁ࣮ମʯ〣ఆٛ〠〙⿶〛〤ݕ〠ޙ౼『

ʢ17ทʣɺ〈ぁ〠ج〚。〣Ұઅ〤ɺ50લ〠ࢲ〴〔ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠぇኲኵ《
【ɻ

∥B| Ӊ߂ଂ〤ɺh 〒ୈҰষ〠々ろ゚ぜと〣Ձ࣮ମぇ൷「〔ɺרຊʱୈҰࢿ

ぁ〤Ձ࣮ମ〣֓೦〒ぁࣗମぇ൱ఆ『〷〣〜〤〟〘〔ɻ· · · · · · 〈〣〠ؔ「ߟ〠〟

〣ɺኍদব〣ؔओٛ〜⿴あ⿸ɻኍদ〤Խ〣٬〝「〛༗໊〜⿴ɺ〒〣ج

ૅ〠⿴ֶ〠〤⿴〳〿ؔ৺〘〛⿶〟⿶ɻ「「ɺぁ〣Խ〣جఈ〠〤ɺ

Խతࢹࡨతࢹࡨ〤ɺ⿴มぇ〒〣ؔతɾػత࿈ؔ〾〿「〛มぇಠཱ〣࣮ମ〝

「〛ଊ⿺〝〈あ〾ੜぁ〝『ֶ⿴ɻኍদ〤ɺԽతࢹࡨతࢹࡨぇࢧ⿺ֶ

(〙〳〿࣮ମओٛ ) 〠ର「ɺؔ〣ୈҰٛੑぇओு「〔ɻኍদ〣༻ޠぇआ〿ぁ〥ɺӉ〝

Ӊ〣ଟ。〤ɺ࣮ମओٛ〾ܾผ〜　〛⿶〟⿶ɻ〷「Ձࣾձతؔ〜⿴〟〾〥ɺ〒

〣࣮ମぇ⿸〈〝〠〤ҙຯ〟⿶ɻ ʢԘ [2017] 17ʣ

Ӊ߂ଂ〣Өڹぇ⿸々〔ਓʑɺh 〝ଶ〝࣮ମܗୈҰষ〠༝དྷ『רຊʱୈҰࢿ

⿶⿸֓೦ぇ֦ுɾม「ɺ〈〣ೋ๏〜ݪཧମܥぇߏ࠶ங「〽⿸〝「〔〣〤ɺ〖〼⿸〞

ʮኍদব〣ؔओٛʯޫ٭ぇཋ〨〔〜〷⿴〘〔ɻ࣮ମ〝〿「〔ܗଶྲྀ௨〣

ぢぎ〕〝⿶〘〔ɺܒԽ《ぁ〔い〿〹『⿶ʮӉཧʯ〤ɺ⿶い〥࣮ମత〟ਓؒओମぇ

ओٛʯ〝ぇぎゃが゚『ʮኍদব〣ؔ૾ݪ〣؍〝『ૄ֎〾அ「〔།ى

త〠〴⿺〔ɻӉ߂ଂとのが゙アܕ〣ʮろ゚ぜとओֶٛࡁܦʯ〠ૣ。〾ҟぇএ⿺〛

⿶〔〈〝〷ɺ௨આత〟өతหূ๏〠ର「〛ʮԽతࢹࡨʯ〠যぇ⿴〛ኍদব〣

ʮֶʯ〝ڞ໐「〛〴⿺〔ɻ
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〾ʮӉཧʯ〟」ٵݺぇؾɺ〈⿸「〔〣ۭ〠〷〝〝ऀڀݚ〤ɺಉੈ〣ଟ。〣ࢲ

〠ۙ「ɺ〹〛ʮӉཧʯ〣ཱ〾ʮኍদব〣ؔओٛʯぇ൷『〽⿸〠〟〘〛

⿶〘〔ɻ〝〈あɺෆࢲ〣߹ɺ〈〣ୈҰ〣൷ʢኍদ൷ʣ〤ɺʮӉཧʯ

げ゙〠「〛⿶〔ɺܗଶ〝࣮ମ〣ೋ๏〠ର『ୈೋ〣൷ (Ӊ൷ʣ〠〙〟〘〛⿶〔ɻ
ʮኍদব〣ؔओٛʯ〠ੑぇ༗『、〿ɺʮӉཧʯ〠〷〳〔ɺݟ〟『〮　

෬ࡏ『〝ߟ⿺〽⿸〠〟〘〔〣〜⿴ɻ

P 〠〽Q൷ぇపఈ『〠〤ɺP ぇ P ′ 〠ਐԽ《【ඞཁ⿴ɻ「「ɺP ぇࢧ

『ਓ〔〖〾〴〝ɺ“ P 〾〤〴〜〔 P ′ ” P ′ ∧ ¬P (∧ :and, ¬ : not)〤ɺQҎ্〠ड

々ೖぁ〔⿶ʮഎ৴ʯ〣
⿴「

ূ〠ө〽⿸〜ɺԘ《えආ々〔⿶〝⿶⿸ʮۙѱతʯʢԘ

 [2017] 76ʣ〟 — ୈऀ〾〤〞⿸〜〷〽⿶ — 〤「〥「〥ૺ۰ࢲ૪〠ɺܕڄղޡ

『Ӌ〠〟〘〔ɻ

2 Խ൷

ओٛ〝Խؔ˙ Ԙ《えʮߟ〠〟ʯ〝ק〶ʮኍদব〣ؔओٛʯɺ〟

ຊʱ〣ʮԽʯ〞え〟ぇࢿ〣ɺ〷〘〝⿶⿺〥ʰ⿶〟〾〟〠ߟ〤〠ࢲ【

⿺〛⿶〣ɺୈҰ〣൷〣ಓぇ《〳〽⿶〟〾ߟ⿺〔〈〝ぇ〳〝〶〛。ɻԘ《え

〣ߟ⿺ʮӉཧʯ〝ࢲ〣
せをひゆ

ʯ〷「ぁ〟⿶ɻ〟〠ߟぇ〣〠ɺ〈〘〖〤গ「ʮߔ

ʮኍদব〣ؔओٛʯ〠〽Ձ〭〣ぎゆ゜がば〤ɺେ　。⿶〘〛ফۃత〟〷〣〝ੵ

త〟〷〣〝ೋ௨〿⿴〘〔ɻۃ

1. ՁぇՁ֨ʢྔతൺʣ〠Ҿ　د【ɺʮՁ〣࣮ମ〝「〛〣࿑ಇʯ〝⿶⿸֓೦ぇ
⿶〘《⿶ෆཁ〝『ཱ

2. Ձ〣ܗଶぇ௨」〛৽〔〠〙。〿〕《ぁ〔ର〝「〛ɺʮՁ〣࣮ମ〝「〛〣࿑ಇʯ
ぇن࠶ఆ『ཱ

ʮؔओٛʯ〠७Խ『ぁ〥ɺୈҰ〣 “࿑ಇʹ࣮ମෆཁઆ ʯぇॏࢹࡨɺʮԽత」。〠”
ぁ〥ɺୈೋ〣』ࢹ “ഔհنఆઆ ɻ。〠”
∥B|〣ඌ〣ʮ〷「Ձࣾձతؔ〜⿴〟〾〥ɺ〒〣࣮ମぇ⿸〈〝〠〤ҙຯ〟
⿶ʯ〝⿶⿸〣〤ɺୈҰ〣ཱ〣ۃ〜⿴ɻ〈〈〳〜ୈҰ〣ཱぇపఈ『ぁ〥ɺʮኍদব〣

〠『Ձ֨ʢൺʣぇઆ໌『ۉओٛʯ〷࣮࣭త〠〤ҙຯぇࣦ⿸ɻத〤ɺར५ぇؔ

〣〠Լ࿑ಇྔʢ≡ੜ 1୯Ґぇੜ『〣〠ؒ〠ඞཁ〟࿑ಇؒʣ〤ඞཁ〤〟
⿶〝⿶⿸ɺ〒ぁࣗମ〤ྃղՄ〟ओு〜⿴ɻʮՁ࣮ମʯ〠〽ʮԚછʯʮᕥʯ〝⿶⿸

〔〖〜ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠぇ〷〖〕「ɺ্〣゛ぐぎ〜〷ʮӉཧʯぇ൷「〽⿸〝

「〔〔〶ɺʮኍদব〣ؔओٛʯྟ〠ޏいぁ〔؍《⿺『ɻʮኍদব〣ؔओٛʯ〤ɺ

⿶い〥Ԛછఫڈ༻〣てをよ゚じが〣〽⿸〟〷〣〜ɺఫڈऴいぁ〥ແ༻〣〝〟ɻ

“খ഼〷ɺճ〿ճ〘〛ಉ」݁〠ࢸ〣〕〾ɺ〣ޒ〣ݴい』ɺ《〘《〝ʮՁ࣮ମ
ʯぇࣺ〛ぁ〥〽⿶〣〠 ”〝Ԙ《え〤ࢥ⿸〷「ぁ〟⿶ɺࢲ〤〒ぁぇؙ〉〝ࣺ〛〾ぁ
ڥ〠〤〟〘〔ɻ“ࢢ〠⿴〣〤Ձ֨〕々〜「〼ɺݟ⿺〟⿶Ձ〟〞্ֶࣕܗ〣
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ɺろ゚ぜとֶࡁܦ〤〈⿸⿶⿸ࢥหత〟ٞぇ『〾はゐ〟〣〕 ”〝⿶⿸৽ݹయࡁܦ
ֶ〣ਓʑ〣〟〜ɺՁ〝Ձ֨ぇ۠ผ『〈〝〣ҙٛぇい〽⿸〠આ໌「〟。〛〤〟〾

〟〘〔〣〜⿴ɻՁ֨〝۠ผ《ぁ〔Ձ〠໌〟ఆٛぇ༩⿺ぁ〥ɺ৽ݹయֶࡁܦ〜〤

「⿶આ໌〠〟ʮ՟ฎ〝ݿࡏ〣⿴ࢢʯ』〘〝てアゆ゚〟ཧ〜આ໌〜　ɻԘ

《えผ〣จ຺〜ٴ「〔ʮとげくがでが〹ོࠜ؛〠Ҿ　ܧぁ〔۶ંधཁۂઢʯʢԘ

[2017] 59ʣ〟〞〷ʮݿࡏ〝՟ฎ〣࣮ࡏ『ࢢʯ〜〤〷〘〝Ұൠత〠આ໌『〈〝〜　

ɻ〈⿸「〔〈〝ぇࣔ『〔〶〠〤ɺӌԕ〜〷ʮՁ࣮ମʯぇࣺ「ʮࡏతՁʯぇநग़

『〔〖〜ɺぇぢびぢびผॲཧ『ඞཁ⿴〘〔〣〜⿴ɻ

˙Խ〣ҙຯ『〷〣 〈〣ผॲཧ〤ʮԽతࢹࡨʯ〝〣ରہઓ〜〷⿴〘〔ɻ࣮

ମ→ →ଶܗଶぇܗ ࣮ମ〝స『〝ɺܗଶぇഔհ〠ن࠶ఆ《ぁ〔ݻ〟࣮ମ֓೦ొ
『ɻ࣮ࡍ ぁ〥࣮ମ〣Ө〤ബ。〟』ࢹଶぇॏܗ“ ”〝⿶〘〔୯७〟ؔ〠〤〟⿶ɻܗ
ଶぇॏࢹ『ぁ〥『〰〞ɺٯ〣ճ࿏〜࣮ମ֓೦〷ڧԽ《ぁɻԘจ〾〣Ҿ༻ ∥B|〠
ొ『ʮؔ〣ୈҰٛੑʯ〤ɺ— Ԙ《え〠〤ಉ」〠ݟ⿺〣〷「ぁ〟⿶Ұൠ〠〤

— ⿶〟」ؔ“ ” 〝⿶⿸ʮҰҙੑʯ〜〤〟⿶ɻࢹࡨ《ぁ〔࣮ମ〝⿶⿸ɺ〳〜 “〝ۚ ”
〣〽⿸〠มݬ『ۨぇૢୈೋ〣ʮഔհنఆઆʯ〠　߹い》ぇ⿺〟〘〔〣〜⿴ɻ

Ұൠ〠Խ〣؍〾࿑ಇՁઆぇࢧ「〽⿸〝『ऀ〤ɺ“࿑ಇ〝⿶〘〛〷〒
ぁ〤⿴〳〳〣త〟࿑ಇ X 〜〤〟。ɺ〝〣ؔ〠ഔհ《ぁ〔ؒత〟࿑

ಇ ψ{X} 〜⿴ ” 〝⿶⿸
〔〃⿶

ྨ〣ओுぇల։『ɻψ{X} 〝Կഒ〠〟〜ݩɺಉ〝』ه〝
⿶〘〔ؔぇぐゐがで『〷「ぁ〟⿶ɺ〈ぁ〤ҟ〭ݩ〣సҐʢࣸ૾ʣ〣〽⿸〟

ɻ⿴〜هҰൠ〣؆қද〵มؚ〷ؔ

ؔ〠ഔհ《ぁ〔࿑ಇ ψ{X} 〠〤ɺ〔〝⿺〥ʮநతਓؒ࿑ಇʯ〹ʮࣾձతฏۉ
త࿑ಇؒʯɺʮࢲత࿑ಇʯ〠ର『ʮ〠ࣾձత〟ܗଶ〠⿴࿑ಇʯʢMarx[1867] 73ʣ

ɺ〒〣ଞ⿶あ⿶あ〟 “み゙ぎアぷ ” ⿴〿⿸ɺれぐアぷ〤 “〔〕〣X 〜〤〟⿶ ”〝⿶
⿸൱ఆจ〠⿴ɻ〔「〠ɺ⿴〣ੜ〠〔〳〔〳 10 ؒ〘〔〾〝⿶〘〛ɺ
Կ〣ཹอ〷〟。ແ݅〠〒ぁぇՁ〣࣮ମ〝『い々〠〤〻〟⿶ɻՁ֨ぇ࿑ಇྔ〝

݁〨〙々〽⿸〝『ぁ〥ɺ⿶。〙〷〣݅〣Ճ〹ྫ֎〣ཹอඞཁ〟〈〝〤〕ぁ〜〷い

ɻ〈〣ߟࢥ〣わがへɺ“〔〕〣 X 〜〤〟⿶ ”〝⿶⿸൱ఆܗぇࢧ⿺〛⿶〣〜⿴ɻ
〜ಡ〵〝ɺhؾ〕」⿸〉 ɻろ』شぇൃྗ࣓〟ྗڧ〠ຊʱ಄〣〤〔「ࢿ

゚ぜと〣ʮʯ〤゙じがへ〣ʮՁʯぇ೦಄〠　〟〾ɺ〈⿸「〔ݶఆ߲ࣄ〹

ଳ݅ぇ໖ີ〠උ「〔໘ぇ〷〙ɻՁܗଶ〹Խ〣ख〣ࠐえ〕ड़ぇ〔〞〘〛〻

。〝ɺ“ݹయ〣࿑ಇՁઆ〤X ぇ〒〣〳〳Ձ〕〝〴〟『ૈ〟࿑ಇՁઆ〜ɺ〒ぁぇ

ࠜຊ〾൷「ਫ਼ີ〠 ψ{X}ぇߏ࠶「〔ʰࢿຊʱ〠〽〘〛ਅ〣࿑ಇՁઆ〤ཱ֬《ぁ
〔ɻ〈ぁ〓ろ゚ぜと〣ֶࡁܦ〣ਅʂ ཧʱݪい』කぇଧ〖〔。〟ɻ゙じがへ〣ʰࢥ〝”
〤ఱಈઆɺろ゚ぜと〣ʰࢿຊʱ〤ಈઆɺಉ」࿑ಇՁઆ〜〷ɺ〒〈〠〤ぢら゚ぺぜと

తసճ⿴〠〴⿺〛。ɻ

〔「〠ʰࢿຊʱ〣〤ɺ゙じがへぇ〝『ݹయՁぇ〒〣〳〳Ԇ『

ぁ〥〜〛。〷〣〜〤〟⿶ɻ〒ぁ〤ɺݹయֶࡁܦ҉ཪ〠ड༰「〛⿶ෆՄࢹ〣લఏ

ぇՄࢹԽ『ࢼ〴〕〘〔ɻԋ៷త〟ཧ〤ɺཧ〣ج൫〝〟݅ぇ֬ఆ「ɺఆٛぇ໌֬
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〠『〈〝〾〤」〳ɻゕがぜ゙ひへزԿֶ〜⿶⿸〹ઢ ψ{X}〤ɺৗੜ׆〜ҙࣝ
《ぁ〹ઢ X 〝〤۠ผ《ぁɻඇゕがぜ゙ひへزԿֶొ「ɺެཧܥ〣ແໃ६ੑぇ

〶〃 “ཧ〠ؔ『ཧ ”ਂԽ「〛⿶〘〔 ⿴〜〾》〳〜ࣹఔ〠⿶ぁぁ〥〟ل20ੈ
ɺʮݪཧʯ〝⿶⿸໊ぇֶࡁܦ〕」ףཱ֬「〛〻。ஈ֊〠⿶〛〷ɺ『〜〠ํ๏త

লෆՄܽ〕〘〔〣〜⿴ɻ

˙ʮݪʯ〝ʮରՊֶʯ গ「ಓ〠ҳぁ〈〣〜ɺʮֶࡁܦࡁܦ〜⿴ରぇ

〷〙Պֶ (ରՊֶ) 〜⿴ʯʢԘ [2017] 65ʣ〝⿶⿸Ԙ《え〣ࢦఠ〤ॏཁ〟ؚҙぇ〷

〙ɻ〔〕ɺ〒〣ରɺࣝओମ〣֎ଆ〠ʢ〝⿶〖⿸ߟ⿺〛〽⿶ʣࣗવݱ〜〤

〟。ɺࣝओମぇ෦〠ؚえ〕ʢ〒〣ҙຯ〜ඞવత〠ੑؼ࠶ぇ⿸ʣࣾձݱ〜⿴〈〝

ɺ《〾〠ܾఆత〟ҙຯぇ〷〙ɻ〝⿶⿸〣〤ɺ〈〈〠ɺࣗવՊֶ〠々ԋ៷తํ๏〣ࠔ

Ұൠ〠ؐݩ〜　〟⿶ɺࣾձՊֶ〠ݻ༗〟ࠔੜ」〾〜⿴ɻ

〷〝〷〝ʮݪʯ〝ʮݪཧʯ〝〽〥ぁԋ៷తਪ〣ମܥ〤ɺಛఆ〣ରぇ〷〔〟⿶ɺ

ਓؒओମ〣ҰൠతنߟࢥଇぇମܥԽ「〔ɺֶ〹ཧֶ〠༝དྷ『ɻゕがぜ゙ひへ〣ʰز

ԿֶݪཧʱElements 〤〒〣ൣ〜⿴ɻぺゔがぷア〣ʰゆ゙アずゃぎʱPrincipia〤ɺ〈
〣ʮݪཧʯぇཧతࣗવݱ〠ద༻「〔〷〣〕〘〔ɻ〒ぁ〤ɺᶃ ฆぁ〣〟⿶のがわぇఆ

ٛ「ɺݶ〾ぁ〔ެ४〾《〳》〳〟؍٬త〟๏ଇぇಋ　〕「 (〈〈〳〜ʮݪཧʯʣɺᶄ ࣗ
વݱ〠ݻ༗〣ੑݱ࠶ぇલఏ〠ɺ࣮ݧ〹؍ぇ௨」〛Ұൠੑぇ֬〶ʢ〈ぁʮՊֶʯʣ

〝⿶⿸〔〖〜ɺରՊֶ〣ํ๏ぇཱ֬「〔ɻ

ࠔԽ〣ݪ〣ֶࡁܦ˙ 々〛ɺ《〳》〳〟ֶྖҬ〜ಉ༷〣〠لੈ̍̕〾لੈ̔̍

〜〴〾ぁ〔ɺ〒ぁ〤〞〣〽⿸〟〜〷Մ〕〘〔い々〜〤〟⿶ɻࣗવՊֶࢼԽݪ

〷ཧֶҎ֎〜〤ɺ〒ぁ〓ぁ〣ରՊֶ〠ݻ༗〣ࠔ〠ಥ　〔〘〔〽⿸〠〴⿺ɻ

〒⿸「〔〟〜ۂ〜ֶࡁܦ〿〟〿〠〷ʮݪཧʯ〝শ「⿸ମܥԽՄ〠〟〘〔〣〤ɺ

ぎはわɾとゎと໌ࣔ「〔ʮҙਤ【》݁Ռʯ〣ޮՌ࡞。ڧ༻『〔〶〜⿴ɻ〷〝〷

〝ɺࣗ༝ҙࢤぇ〷〙ʢ〝৴」〾ぁ〛⿶ʣਓؒओମ〣ߦಈɺ؍٬త〟๏ଇ〠ࢧ《ぁ〛

⿶〟〞〝⿶⿸〣〤ɺ〞〈ໃ६「〔〝〈あ⿴ɻ〒ぁ〤ɺເ༡ප〹࠵ঢ়ଶ〟〞ɺҙ

〟〠ࣗવՊֶతݱ〴⿺ɻ〒〣ҙຯ〜ɺࣾձ〠گ〣ྗ〤〔〾〟。〟〘〔ಛҟ〟ঢ়ࢤ

〚」〣ී௨〜⿴ɻ〈ぁ〠ର⿺ߟ〝ཧతํ๏ぇద༻『〠〤〷〝〷〝ແཧ⿴ݪ

ʮҙਤ【》݁Ռʯ〤ɺࣗ༝ҙࢤ〣࡞༻ぇົ〠ずをアな゚『ֻ々〕〘〔〣〜⿴ɻ

「「ɺ࣮ࡍ〠ʰゆ゙アずゃぎʱ〥〿〣ʮݪཧʯぇݱࡁܦ〠ద༻「〽⿸〝「〛ɺ༻ޠ

ぇఆٛ「ެ४ぇݶఆ「〽⿸〝『ஈ〠〟〝ɺ్〠《〳》〳〟ࠔ〠໘『ɻՁ֨〹

Ձɺ〹՟ฎɺརࢠ〹ར५〝⿶〘〔༻ޠ〠ฆぁ〣〟⿶ີݫ〟ఆٛぇ༩⿺〽⿸〝「〛

〷ɺ〒ぁ〾〤ৗੜ׆〜ଟٛత〠ޠ〾ぁɺจ຺〠ଈ「〛׆༻『ɻ࣭ྔ〹ॏྔɺ〝Ճ

〟〞〣〽⿸〟てアゆ゚〟ఆٛ〜〤『〳〟⿶ɻ〞⿸「〛〷 “ A〤 B 〠〴⿺ ”〝 “ B
〤࣮〤 A〣〈〝〕 ”〝⿶〘〔มɺసԽ〣ؔぇ〴ࠐえ〕ఆٛจぇඞཁ〝『ɻ

˙ʰࢿຊʱ〣ղܾࡦ ʰࢿຊʱ〣〤ɺֶࡁܦ〠々ಛघ〟֓೦نఆ〹݅ઃ

ఆ〠ର『ল〣ूେ〝⿶⿸Ұ໘ぇ〷〙ɻՁܗଶ〹Խ〤ɺେہత〠〴ぁ〥ɺ

ෳ〟ࣾձݱ〠ԋ៷త〟ମܥぇろげアぷ『〔〶〣ಛघ〟ख๏〣Ұ〙〝⿶⿸〈〝〜　
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ɻ〈ぁ〤〷〖あえݸࢲਓ〣ߟ⿺〜⿴〿ɺh 〟ຊʱ〠〈⿸ॻ⿶〛⿴〝⿶⿸ղऍ〜〤ࢿ

⿶ɻٯ〠〈⿸「〔ׂぇظ「〛ಡ〵〝ɺh ଶ〹Խ〠〷ᡰ〠མܗຊʱ〣Ձࢿ

〖〡〝〈あ〜〛。ɻʮղऍʯぇ〷〝〠「〔ʮ൷ʯෆՄܽ〝〟〣〜⿴ɻ

〈〣ղऍ〝൷〣फ़ผ〠〙⿶〛〤ɺผ〣จ຺〜」〔〈〝⿴〣〜ʢখ഼ [2012]ୈ 7ষʣ

〈〈〜〤Ұ〪ݴぁ〠〝〞〶ɺ〔「〠ɺ〈⿸「〔ಛघ〟༻ޠ〣ఆٛ〹ॏత〟݅

〣ઃఆぇแ「〔ʰࢿຊʱ〣ふずとぷղऍ〠〤Ұےೄ〜〤〻〟⿶〝〈あ〜〛。ɻ

〈〣〔〶ɺࢲ〣〽⿸〠゚がど〟ऀ〴〛〷ɺົح〟ಡ〴ํぇ『ਓ〤ぇઈ〔〟⿶ɻ

“ろ゚ぜと〤࣮〤ࣗ〝ಉ」〈〝ぇߟ⿺〛⿶〔 ”〝ਖ਼Խ『〠【〽ɺ“〈え〟ؒҧ⿶ぇ
ྲྀ「〔〣〕 『〠【〽ɺଟ໘ମత〟hڄ〝” ຊࢿ 〣ɦふずとぷ〤ɺࣗ 〣ओுぇӨ

〜　Ұ໘ぇ〷〙ɻ〈ぁ〠ର「〛ろ゚ぜとֶࡁܦ〣ਖ਼౷〤ɺふずとぷશମぇਫ਼֬〠ಡ〴ɺ

〈⿸「〔Ұղぇឮ『〟〜ܗ《ぁ〛　〔ɻ「「ɺ〒ぁ〤ಉ〠〳〔ɺʬղऍ〝「

〛〣ਖ਼「《ʭ〝ʬղऍ《ぁ〔໋〣ਅِʭぇ〿『〈〝ぇڋ〵౷ぇੜ〴〕「〛⿶〘〔ɻ

〈⿸「〔෩〣〟〜〤ɺࢲӉ〾ֶえ〕ղऍ〝൷ぇफ़ผ『ಡ〴ํड々ೖぁ

〾ぁ〠。⿶〣〤〽。いɻ〔〕ࢲ〤ɺ〞〣〽⿸〠ʰࢿຊʱぇ൷「〛〷ɺ〒ぁશମ

ぇ〿⿶〔〈〝ぇٙ〘〔〈〝〤〟⿶ɻ〒〣ҙຯݩ〟〕ぇ〈⿺৽ֶࡁܦయݹ〚」〝

ݹ〣ݱʯ〣ぁ〣Ռ〛〜⿴〿ɺԘ《え〣ʮֶࡁܦ〤〞〈〳〜⿶〘〛〷ɺʮろ゚ぜとࢲ〜

యֶࡁܦʯ〠〤༩「⿺〟⿶ɻೋॏॏ〠۶ં「〔〠〟〘〛「〳〘〔ɺཁ『〠ʮݪ

ʯ〣ํ๏〠〙⿶〛⿴ぁ〈ぁࢥҊ『〟〜ɺ⿶い〥҉߸త〟ʰࢿຊʱ〣Խぇฏ

จԽ「ɺ൷〣ର〝『〽⿸〠〟〘〛⿶〘〔〣〜⿴ɻ

˙࣭ྔ 〝⿶⿸〈〝〜ɺຊಓ〠あ⿸ɻ〤ɺഔհنఆઆత〟ԽɺX ぇ

ࣺ〛〣〜〤〟。ɺψ{X}〠〟〝⿶⿸๏〠ૌ⿺〝　ɺ〈〣 ψ{X}ぇ〞⿸نఆ『
〠⿴ɻ〈〣نఆ〠〷 — 〴〜〤〟⿶〟߹々〤ࡉ — 《〾〠ೋ〙〣إ⿴ɻ

ଟ。〣Խ〤ɺՁ〠Ҿ　〙々〛⿶⿸〝ɺ〣〽⿸〟྆ۃ〣ؒ〠『ɻ

1. త〟࿑ಇؒɺ〝〝〣ؔぇ௨」〛ɺࣾձత〠௨༻『࿑ಇؒ〠
ʣぁ〝⿶⿸ཱʢྔతม》

2. ಠཱ「〔ࢲత࿑ಇɺ〝〝〣ؔぇ௨」〛ɺ༗ػత〠ฤ《ぁ〔ࣾձతੑ
࣭ぇ༩⿺〾ぁ〝〴ཱʢ࣭తมʣ

ذ〣れぐアぷ〤ɺՁ〠ؔ「〛ʬ࣭ʭ〈〒ຊ࣭〜⿴〿ɺ〒ぁ〤ʬྔʭ〾〿「〛

』〟ʢ〒⿸『〮　〕ʣ〝⿶⿸ʬ࣭ྔʭ〠⿴ɻ〙〛〤ɺՁ〣࣮ମぇ　〜ߟ

〣〤とぷひゆげさひば〜〤〾ぁ〽⿸〟࣮ࡍ〣࿑ಇؒ〜〤〟。ɺ〣Ձ֨ൺ〠〽〘

〛ɺࣾձత〠௨༻『େ　《〠ධՁସ⿺《ぁ〔࿑ಇؒ〕〝⿶⿸ୈҰ〣のぐゆ〣Խ

ݟ。ड々〾ぁ〔ɻへぐびޠ〣 gelten〠〤ʮ௨༻『ʯ〝⿶⿸ҙຯ〝ಉ〠ʮݟ၏『ʯ
〝⿶⿸ҙຯ⿴ɺຊޠ〠⿶〛〷 “〒⿸⿶⿸〷〣〝「〛ड々〝〶〾ぁ ”〝⿶⿸ҙ
ຯ〜྆ऀ〤௨ఈ「〛⿶ɻ

〷「ʮܗଶʯ〝⿶⿸༻ޠぇྲྀ௨〟⿶「ࢢ〝⿶⿸ҙຯ〠〆〛ཧղ『ぁ〥ɺՁ

〣ʮ࣮ମʯぇ〟『〣〤ʮܗଶʯぇ௨」〛ݟ၏《ぁ〔࿑ಇྔ〜⿴〝⿶⿸〈〝〷〜　ɻޙ

〜ड़〮〽⿸〠ʢ24ทʣࢲ〤ɺ〈〣〽⿸〟ʮ࣮ମʯʮܗଶʯ〝⿶⿸༻ޠ๏ぇഇغ「〔〣〜
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ୈऀత〠「ޠぁ〟⿶ɺಠཱ「〔ʮ࣮ମʯ〳』ଘࡏ『〣〜〤〟⿶〝⿶⿸֬৴〤ɺ

၏《ぁ〔࣮ମݟ〚「ଶぇ௨ܗ“ ”〝⿶⿸ൃ〠༠ಋ『ɻࢲԽ〠ҧײぇ֮⿺〔
〣〷ɺ〠〤〈〣छ〣ྔత〟ʮݟ၏「ʯ〠ର「〛〜⿴〘〔ɻ

「「ɺh ࢧ؍』ߟ〚」ຊʱ〣〠〤ɺՁ〾ྔぇࣺ「࣭ぇநग़ࢿ

「〛〿ɺԽぇѻ〘〔ୈ 1ষୈ 4અ〣ふずとぷ〾ಡ〴औぁ〣〷ɺ2. 〣࣭
తม〣〰⿸〜⿴ɻۙɺh ぇಡܥຊʱମࢿɺ৽〔〠ʰ〠ૅجぇڀݚߘຊʱ〣ࢿ

〴〟〒⿸〝『ಈ　ߴ〳〘〛⿶ɺ〒⿸「〔〟〜ମܥશମ〣ࠜװぇ〟『〷〣〝「

〛Խ〝⿶⿸֓೦࠶ॏࢹ《ぁ〠⿴ɻ〔〝⿺〥ɺۙ࠷ར༻Մ〝〟〘〔ʰࢿ

ຊʱୈ̏෦〣ߘ〣ʮརࢠੜ〴ࢿຊʯぇ〴〝ɺ〒〈〜〷〝ಉ༷ɺຊདྷ〣ʢ〝

〚」〝ࢠฐ⿴あ⿸ʣར५རޠ〠〜』〝⿸⿶ いぁݱ“ ゐぐアふがろ〜⿴ؔ”
〈〝〤〘　〿『〝⿶⿸ڀݚ〷⿴ɻ

⿶』ぁ〠【〽ɺ〈〣ʮ〝「〛ݱいぁʯ〤ʮ〠ݟ⿺ʯ〝⿶ݴ⿺〛〷〽。ɺ〒ぁ〤୯

〳⿸ʯ」〚⿺ݟぁ〠〜〷ී௨〒⿸ʮ〔ʯ〣〜〤〟。ɺ⿺ݟ〳〒⿸ʮ〕〳〕〜֮ࡨਓ〣ݸ〠

〝⿶⿸〣Խ〣ゎぬ〜⿴ɻ֮ࡨ《ぁ〔༰〤〔「〠ຊདྷ〣『〔ぇଊ⿺〒〈

〟〘〛⿶〝⿶⿸ҙຯ〜ޡ〿〕ɺ〴〟ಉ」〽⿸〠ʮޡ〘〔ʯଊ⿺ํぇ『Ҏ্ɺ֮ࡨ『

〈〝〠〤ඞવత〟ཧ༝⿴ɻ༰〤ޡ〘〛⿶ɺ〒⿸֮ࡨ「〟⿶〣〤〞〈「

⿶〣〜ɺ〖〸え〝֮ࡨ『〰⿸ਖ਼「⿶〣〜⿴ɻ〈〣छ〣ٯઆԽ〣ぢぎ〕〝—
ろ゚ぜと〣ʮਅҙʯ〤い〾〟⿶ɺ〈ぁ〳〔ୈऀత〠 — 〤ड々औ〘〛⿶ɻࢲ

˙べぐがゅ〟ݟ၏「 Խ〝「〛〤 2. 〣࣭తస〣〰⿸ࠓ〜〤ओྲྀ〕〝ࢥ
⿸ɺ〒ぁ〤〈〈〜〣จ຺〾〤ぁ〣〜ผ〣ػձ〠ݕ౼『〈〝〠「ɺҎԼ〜〤 1.
〣ྔతݟ၏「〠ରぇߜɻ〝⿶⿸〣〷ɺ⿶〳〜〤〷⿸ɺ5ؒ〣࿑ಇՁ֨ぇഔհ〠
f(5) = ༗〠〟〘〔ɺر၏《ぁ௨༻『〝⿶〘〔ૉ〟ٞぇ『ਓ〤ݟ〚」〝10ؒ

ؒぇ 50લ〠ר　「〛〴〝ɺʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠぇऔ〿ғえ〜⿶〔〣〤ɺ〈〣の
ぐゆ〣Խ〕〘〔〾〜⿴ɻ

〈〈〜ʮݟ၏「ʯ〝⿶⿸〣〤ɺ࣮ࡍ〠とぷひゆげさひば〜ܭଌ《ぁ〔࿑ಇؒ〒〣

〳〳Ձ〣ʮ࣮ମʯぇ〟『〣〜〤〟。ɺ〝〣ʬؔʭぇ௨」〛ɺҟ〟େ　《〣

࿑ಇؒ〠ʬޙࣄతʭ〠ม《ぁ〈〝〜ɺ〤」〶〛Ձ〣ʮ࣮ମʯ〝〟〝⿶⿸ٞ〜

⿴ɻ〷〖あえɺ࣮ࡍ〣࿑ಇؒ࠶ධՁ《ぁ〝⿶⿸〈〝〤。〈〟いぁɻ〔〕〒

〣߹〜〷ɺ〔〝⿺〥ɺଵຫ〜 10ؒ〘〛〷 “〪〙⿸ 5ؒ〜〜　〕あ⿸ ”〝म
ਖ਼《ぁ〝　〤ɺʮࢢぇ௨」〛ʯ〟《ぁい々〜〤〟⿶ɻʮՁ〣େ　《ʯぇ　〶〣〤

ʮࣾձతฏۉత〠ඞཁ〟࿑ಇؒʯ〜⿴〝⿶⿸ɺh 。〚〜〠ຊʱ〣ʮ〣ೋཁҼʯࢿ

໋〤ɺԽ〝〤ؔ〟⿶ɻࣾձతฏۉ࿑ಇ〤ɺີݫ〠⿶⿺〥 ψ{X}〠ೖՄ〟
⿶。〙〣 “み゙ぎアぷ ”ʢ5ʣ〾〤আ֎「〟。〛〤〟〾〟⿶ɻԽ〣れぐアぷ〤ɺ
मਖ਼ධՁऀࣄ〣ҙࣝ「〟⿶〝〈あ〜ɺʮゑぽ〝ゑぽ〣ؔぇ௨」〛ʯ݁Ռత〠〟《ぁ

〛⿶〝⿶⿸〠⿴〣〜⿴ɻ

べぐがゅ〟ݟ၏「〜〤ɺ゙アぼ゚ 20 んが゚ = 1 ண〣্ண 〝⿶⿸؆୯〟Ձܗଶ〠

⿶〛ɺ〿〠゙アぼ゚ 20んが゚〣ੜ〠 10ؒ〘〛⿶〛〷ɺ1ண〣্ண〠 5
ؒ「〘〛⿶〟⿶〣〜⿴ぁ〥ɺ〈〣৫࿑ಇ 10ؒ〤ࡋ๓࿑ಇ ၏《ぁݟ〝5ؒ
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〣〕〝⿶⿸ओு〟《ぁɻ࣮〤〈〣〝　〷ٯ〠ɺ5ؒ〣〰⿸ ၏《ぁݟ〝10ؒ
〝⿶⿸〈〝〷〜　〣〕ɺ〈〣〽⿸〠શ〠૬ରԽ「〛「〳⿸〝ɺ࿑ಇؒ〠ٴݴ『

ҙຯ〤࣮࣭に゜〠〟ɻ୯〟૬ରൺ〜〤〟。ɺ〒ぁぇ௨」〛Ұํぇଞํ〜࠶ධՁ『

⿶〚⿺४〝〟ଆ〣࿑ಇ〠ʮ࣮ମʯ〝「〛〣ੑ֨ぇ༧〶༩ج၏「〤ɺ࣮〤ɺݟ⿺ߟ〝

〣〜⿴ɻ՟ฎଘࡏ『ঢ়ߟ〜گ⿺ぁ〥ɺҰൠ〤Ձ֨ぇ௨」〛『〮〛՟ฎぇ

ੜ『࿑ಇԿؒ〝⿶⿸ධՁぇड々〈〝〠〟ɺ՟ฎぇੜ『࿑ಇ〤〈⿸「

〝ओٛʯ〝〤ҟ〟〿ɺʮؔ』غධՁ〣ର〠〤〟〾〟⿶ɻ࣮ମぇҰ߹࠶〕

〣ؔ〣എޙ〠࿑ಇぇٟ⿶〝あ⿸〝『ྔతʮݟ၏「ʯ〤ɺԿ〜ධՁ『〣ぇ　

〶࣭తมぇઌߦ《【〛⿶〣〜⿴ɺ〈〣ؔぇ֮ࣗ『〣〤༰қ〜〟⿶ɻʮべ

ぐがゅʯ〝⿶〘〔〣〤ɺʮとぷひゆげさひば〜ܭଌ《ぁ〔࿑ಇؒʯぇૉ〟࣮ମ〕〝

൷「〛⿶〣ຊਓɺࣗ〣Լ〣ऑ《ぇ֮ࣗ「〛⿶〟⿶〾〜⿴ɻ

၏「〣ฐݟ˙ 「「ɺݟ၏「〣ਅ〣ฐ〤ɺࣗՈதಟ〝〷⿶⿸〮　〈⿸「〔ཱ٭

⿸⿶〝ぁ》ަ〚⿶〛ج〠〤ɺ〤࿑ಇྔ൫〣੬ऑੑ〠⿴〣〜〤〟⿶ɻ〒〣োج

ʮ࿑ಇՁઆʯ〣ূ〠݁〨〙々〾ぁ〔〝　〠ൃੜ『ɻత〟࿑ಇؒ〜ߟ⿺〝ෆ

࿑ಇྔ〠〴⿺〛〷ɺ〒ぁ〾〤ަぇ௨」〛࠶ධՁ《ぁ〣〜⿴〿ɺ〈〣࠶ධՁ《ぁ〔࿑

ಇؒ〜〴ぁ〥࿑ಇྔަʢ≡ ࿑ಇؒ〠ൺྫ「〔ൺ〜〣ަʣ〟〣〕〝⿶⿸ɺແҙ
ຯ〟ಉٛ෮〒ぁ〜⿴ɻ〈〣๏〜⿶々〥〔「〠ɺޙࣄత〠〤〙〢〠࿑ಇՁઆ〤

〿ཱ〙ɺ〒ぁ〤ܾ「〛ަؔぇઆ໌『ཧ〠〤〟〾〟⿶ɻ

゙じがへ “ 1ඖ〣もがみが 2಄〣ࣛ〝ަ《ぁ〣〤ɺ྆ऀぇั֫『〣〠ಉ」
ؒ〾〕 ”〝⿶〘〛⿶〣ぇಡ〵〝ɺ〔「〠ɺݹయ〤〈〣〽⿸〟ૉ〟〔
〖〜࿑ಇՁઆぇূ໌「〽⿸〝「〛⿶〽⿸〠ࢥ⿺ɻ“〜〷ɺั֫『〝⿶〘〔〘〛ɺ
֫ҧ⿺〥ั〳⿺ํ〷มいɻگえ〹〷⿸গ「ਐえ〕ࡁܦぇߟ⿺ぁ〥ɺੜ〷ଟछɺ

࿑ಇ〷ଟ༷〜⿴ɻܭ〜ܭぁʢ〝⿶〘〛〷〒〷〒〷ܭ〟⿶〕あ⿸ʣؒぇ〷〝

〠「〔ɺ࿑ಇ〣ʑަぇߟ⿺〣〜〤〝〛〷『〳〟⿶ɻ՟ฎぇഔհ〠「〔ަ〣

〷〝〜〤ɺਓ〝ਓ〣ؔɺ〙〢〠ゑぽ〝ゑぽ〣ؔ〝「〛ɺີݫ〠⿶⿺〥〝⿶⿸

ʮʯぇհ「〛औ〿݁〥ぁɻҟ〟֫ぇั֫『ҧ〘〔࿑ಇ〷ɺࢢ〠々Ձ֨

〟〣Ұൠ௨ଇࡁܦぇ༩⿺〾ぁɻ〈ぁ֨ࢿ⿸⿶〝ぇ௨」〛ɺ〤」〶〛ಉ」࿑ಇؔ

〣〕ɻ〕〾ɺ୯७〠ʮั֫『〣〠ಉ」ؒぇཁ『〾ʯʮ1ඖ〣もがみが 2಄〣
ɺʮ1ඖ〣もがみが〜〿ޡぁʯ〝⿶⿸〣〤》ަ〝ࣛ 2಄〣ࣛ〝ަ《ぁʯ〾྆
ऀぇʮั֫『〣〠ಉ」ؒぇཁ『ʯ〝⿶⿸〰⿸ਖ਼「⿶ɻろ゚ぜと〤ɺܗଶぇ௨」〛

》ɺਅ〣ҙຯ〜࿑ಇՁઆぇ」ࠀぇֶࡁܦయݹ〜၏《ぁ〔࣮ମ〝⿶⿸Խݟ

【〔〣〕ɻ· · · · · · ”
ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠ〣〟ぇ《〳〽〘〛⿶〔〈あɺࢲ〤ຖ〣〽⿸〠〈〣छ〣ओு〠

ग़。い「ɺ〈〣ʮ〕〾ʯ〤ʮݪཧʯ〣ʬ〕〾ʭ〟〣ɺ〳《ぁ〔ɻࣗવޠݴಛ༗〣

そぶがてゖア〣〘〔ݴઆ〜ɺ〤」〶〤 “〒⿸〷「ぁ〟⿶ ろぜ〜〤」〳⿸ࢥ〝”
〿ɺ్த〜 “〞〈ょア〕 ”〝⿶⿸〠〟〿ɺޙ࠷〤 “〹〘〦〿〈ぁ〤ҧ⿸ ”〝⿶⿸ざば
〠〟ɻ〷〝〷〝จষ〝⿶⿸〣〤ɺࣜ〣มܗ〣〽⿸〟ಉٛ෮〝〤ҧ⿸ɻඍົ〟⿶ݴ

⿺ぇ܁〿ฦ「ɺ҉〣⿸〖〠⿶あ⿶あ〟ఆぇ〴ࠐ〴〟〾ࣗવ〠ల։「〛〻。ɻʬઆ
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ಘʭ〝⿶⿸〣〤〈⿸⿶⿸〔〖ぇ〝〣〜⿴あ⿸ɻ「「ɺゕがぜ゙ひへزԿֶぇൣܕ〝

『ʬݪʭ〤〹〤〿〈ぁ〜〤『〳〟⿶ɻ৽〔〟༻ޠ〠〤໌֬〟ఆٛぇ༩⿺ɺՃ「〔

݅〤໌ࣔ『〈〝〜ɺ“〷「〒⿸〟〾〈⿸〟 ” if P then Q 〝⿶⿸ʬਪʭ〠ཧ『

ඞཁ⿴ɻ〒⿸「〛〈〒ɺ“Կਓ〔〿〝〷ٙ⿶ಘ〟⿶ 〠〟〣〜⿴ɻݪ”
〝〤⿶⿺ݴқߦɺh ʣ〠〟ぁ〥ɺそぶがてゖア܈ຊʱ〣〽⿸〟େ　〟ふずとぷʢࢿ

〤Կ〠〷ॏ〟〿ɺʮݪཧʯత〠ಡ〵ࠔ〤ྦྷԽ『ɻ〔〝⿺〥ɺෳ࿑ಇ〣୯७࿑ಇ〭

〣ؐݩぇɺՁ֨ؔ〜આ໌「〛⿶〽⿸〠ಡ〶〝〈あ⿴ʢMarx[1867] 76ʣ〣〤〽。

〾ぁ〛⿶ɻ〙〛よがわみがよ゚ぜ〤》〝。〈ぁぇ〴〙々ɺಉ」ؒ〣ෳ࿑ಇ〣

ੜɺ୯७࿑ಇ〣ੜ〣 5ഒ〣Ձ֨〜ަ《ぁ〾ɺෳ࿑ಇ 1ؒ〤୯७࿑ಇ
ぁ〝⿶⿸ɺh》ݩؐ〠5ؒ 〤Լ࿑ಇՁઆ〣ഁݩ࿑ಇ〣ؐຊʱ〠々ෳࢿ
ぇҙຯ『〝「〔ɻ〈ぁ〠ର「〛ɺめ゚やきがぶくアそ〤ɺෳ࿑ಇੜ〴〕『ߴՁ

ぇɺख़࿅ぇܗ『〣〠ཁ『Ճ࿑ಇ〜આ໌「〔ʰࢿຊʱ〣ผ〣ՕॴʢMarx[1867]

186ʣぇڌ〿ॴ〠ɺ〈ぁ〈〒ろ゚ぜと〣ຊٛ〜⿴〝Ԡ」〔〣〤 — 〈〈〜〤ཱ〖ೖ〾〟⿶

ɺࢲ〤〈〣આ໌〠〷ࠜຊత〟⿴〝ߟ⿺ — গ〟。〝〷⿺ํ〝「〛〤ਖ਼ண

ɻ⿸ࢥ〝〔

˙〢」ぁ〣ؔ ʮӉཧʯ〣ݪ෩ܠ〣〟〜܁〿ฦ「ૺ۰「〔ʮతࢹࡨʯ〤ɺ

〶קओٛʯ〜『〮〛〤ऴい〝ղぇぁ〥ず゙〟　Ҽԑ〕ɺʮኍদব〣ؔޠ〤〠ࢲ

Ԙ《え〠〤ɺॴ〞⿸〜〷〽⿶ୀ۶〟〕あ⿸ɻ⿴ぁ〈ぁ〘〔ࢲ〣ڍ〆۟ぇҰݴ〜

⿶⿺〥ʬੜ〠ؒ〠ඞཁ〟Լ࿑ಇؒ〤݅ぇ໌֬〠『ぁ〥ॆઆ໌〜　ɺ

〣ަൺぇઆ໌『〠〤ඞཁ〤〟⿶ʭ 〝〟ɻԽ〠々〛⿶⿺〥ɺ

1. Լ࿑ಇؒ t〤ɺՁ֨ؔ p〾⿶〘《⿶Өڹぇड々〟⿶ɻ

2. 〈〣࿑ಇؒ t〤ɺՁ֨ؔ p〣આ໌〠〤ඞཁ〟⿶ɻ

〝⿶⿸൱ఆܗ〣ೋ໋〠〟ɻ

〈ぁ〤ɺԽ〣〣ೋ໋〣൱ఆ〜⿴ɻ

1. Լ࿑ಇؒ t〤ɺՁ֨ؔ pぇഔհ〠ɺࣾձత〠௨༻『େ　《 f(t)〠ݟ၏〟

《ぁɻ

2. 〈〣࿑ಇؒ f(t)〠⿶〛ɺ࿑ಇՁઆʢf(t)〠ൺྫ「〔 pʣ〤؏ప「〛⿶ɻ

⿶نఆ〜〤〞⿸「〛〷ෆॆ〟〝〈あ〜〛。ɺ⿺〔⿶〣〤 “ t〤 f(t)〝〟

〈〝〜࿑ಇྔަ〤〿ཱ〙 ”〝⿶⿸ཱ〠ର「〛ɺ“ t〤ີݫ〠ಋग़〜　「〒⿸『〮
　〕ɺ〈〣〈〝〤࿑ಇྔަ〣ඞવੑぇҙຯ『〷〣〜〤〟⿶ ”〝⿶⿸ʬ〢」ぁ〣ؔ
〣ɺӈ〤〟ٯ〷〝〤ෆՄɺ〒ぁʭ〜⿴ɻԼ࿑ಇྔ〣ܾఆ〤Մ〕࿑ಇྔަ

ཧ〜⿴ɻࣜܗ⿸⿶〝〤ࣺ〛〣ɺࠨ〚〙ぇर⿸〣ɺ〤〔〳〔ӈぇरࠨ〚〚ࣺ

Խऀ〤س〴ݏ⿸〕あ⿸ɺݪ〣جຊ〤⿴。〳〜〷ࣜܗཧ〜⿴ɻ

〳〔ಓ〠ҳぁҰݴݴ『〝ɺࢲ〤ࣜܗཧ『〮〛〕〝⿶〘〛⿶〣〜〤〟

⿶ɻ〔〕ݪతߟࢥ〣〴〣〟〜〤্ه〣݁〠〟〝⿶⿸〕々〜⿴ɻ〴〣औ

〿ํ〜݁〤มいɻ〞⿸⿶⿸〴〜ٞぇਐ〶〛⿶〣ぇ〙〢〠ҙࣝ『〈〝ॏ
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ཁ〟〣〜⿴ɻݪ〣ੈք〜〤ɺ୯७〟Մࢹ〣݁〽〿〷ɺෆՄࢹ〣〴〣〰⿸ܾఆ

త〟ׂぇՌ〔『ɻ

〣݁ぇ〴〛ɺ“ཁ『〠ɺろ゚ぜと〣࿑ಇՁઆぇࣺ〛〛ɺとひやき〣Ձه্
〠〿⿺〔〣〕 ”〝⿶⿸ਓ〤ɺ೦〟〾ɺԿ〾〣ࣄ〜ݪతߟࢥゅ゜ひぜ《ぁ
〛「〳〘〛⿶〣〜⿴あ⿸ɻif P then Q 〠⿶〛〤ɺ Q〝 ¬Qぇ〙 P 〣ߏํ๏

〟〣〕〝⿶。〾આ໌「〛〴〛〷ɺ“ཁ『〠 ”Q〟〣 ¬Q〟〣〝ɺ
〔。

౿〴〠〟ؤ

ֆぇಥ　〙々ਓ〔〖〜⿴ɻ

˙Լ࿑ಇྔ〣ࣄલత֬ఆ 《〛ɺ〈〣⿸〖 1. 〣Լ࿑ಇྔ〣ࣄલత֬ఆ〤ɺh ຊʱࢿ

〹ʮӉཧʯ〕々〜〤〟〟֬৴『〠ࢸ〾〟〘〔ɻ〔〕ɺとひやき〣ʰ〠

〽〣ੜʱʢsuraffa[1960] ʣ〹ஔԘ৴༤〣ՁํఔࣜʢஔԘ [1977] ʣぇ〴〝ɺ݅

《⿺໌֬〠ઃఆ『ぁ〥ɺ 1୯Ґぇੜ『〣〠ؒ〠ඞཁ〟࿑ಇؒܭՄ
〟〈〝〤໌〾〜⿴ɻ〷〖あえɺ〈〣ग़〠〤ɺ࿑ಇ〣ੑޓ〝ɺੜํ๏〣Ұҙੑ

〝ɺ〒〣ଞଟ。〣݅〣ݶఆඞਢ〝〟〿ɺ࣮ݱ〠〤〈⿸「〔݅ຬ〔《ぁ〟⿶たが

と⿶。〾〜〷〜〛。ɻ

ゎぜ゜ֶࡁܦ〣ੜؔぇश〘〔ֶੜ〟〾ɺ“ಉ」ੜ݅〜ྔڅڙ֦ॖ〜　〣〤
〜ɾచ૿『〣Ұൠత〟〣ݮग़〤చ〝Ұఆ〣ʬಛघʭ〟たがと〜ɺೖྗքੜݶ

〤〟⿶ 〉〤ຖ〈〣࣭ぇड々ɺࢲあɺ〉〕⿶〚」ٛߨ〜〣〪〙⿸〜ɺֶ෦⿸ࢥ〝”
ぁ〠ର「〛 “ֶ〜ɺઢۂઢ〣ಛघ〟たがと〜⿴〣〤〔「〕ɺ〒ぁ〤ɺಉ」ぢ
とぷ〜ಉछେྔੜ《ぁたがと〽〿ɺ1ݸ〉〝〠গ「』〙ぢとぷมいたがと
〣〰⿸Ұൠత〜⿴〈〝ぇগ「〷ҙຯ「〟⿶ ”〝⿺〣தࣄߦ〕〘〔ɻ⿶』ぁ〠
【〽ɺ〈〣छ〣݅ཧඞཁ〟〣〤〔「〕ɺ〒ぁ〤ɺٯ〠݅ぇࠐ〿ߜ〶〥 if P
then Q 〣〔〖〜Լ࿑ಇྔ〣֬ఆぇओு〜　〝⿶⿸〈〝〜〷⿴ɻ

〤〈〣〽⿸〠ܭՄ〟࿑ಇؒ〠ɺ〞〣〽⿸〟ֶࡁܦతҙຯぇݟग़『〠⿴ɻ

〶⿸〣〤ࢲ — 〈ぁ〷〳〔۶ં「〔ؔ〠〟 — େ　。⿶〘〛〣ೋ〠⿴ɻ

1. ࿑ಇՁઆ〤؍٬Ձઆ〣⿸〖〠ճऩ『〮　〕〝⿶⿸ফ໋ۃ
2. 〠〤Ձࡏ『〝⿶⿸ੵ໋ۃ

〣ަൺ〣ܾఆ〠ݶぁ〥ɺh ૪ڝຊ〣ࢿۀผݸ〤ɺޙ࠷〷߹ຊʱ〣ࢿ

〣〟〜࿑ಇؒ〾ဃ「〔ੜՁ֨〠〻　〙。い々〜ɺ࿑ಇྔަぇݻक「ઈରԽ

『ඞཁ〤〟⿶ɻ࿑ಇྔަ〣ఆඞཁ〟〣〤ɺࡡऔʢ≡࿑ಇྔަ〝⿶⿸
《ぁܗ९क『〈〝〜ɺ݁Ռత〠༨Ձ〠ٯ〣゚が゚ぇ᪷『〣〜〤〟。ɺࡁܦ

〈〝ぇࣔ『ཧʣɺ࿑ಇྔަぇલఏ【』〠આ໌〜　ɺ〝⿶⿸〠⿴ɻ

Ӊཧ〣ීٴ൛〜〤ɺ〈〣〜ಠࣗ〣ʮՁ๏ଇ〣ূʯぇ〝〘〛　〔〣〕ɺࢲ

〤࠷ऴత〠〈〣ぎゆ゜がば〷ࠜຊత〟ぇ๊⿺〛⿶〝٫غ⿺ߟ「〔ɻ〒〣ཧ༝〤ޙ〜

ཱ〖ฦʢ21 ท)ɺ⿶』ぁ〠【〽ɺ〈〣ফ໋ۃ〒〣〷〣〠ਂࠁ〟ܾఆతࠔ〤〟⿶ɻ
ぇ「〟。〛〤〟〾〟⿶ɻҰۀ࡞ॲཧ〜⿴ɻೋ〙〣ޙ〕」〟〣〤ɺ࿑ಇՁઆぇճऩࠔ

〙〤ɺճऩ「〔࿑ಇྔ t〣ӡ༻〜⿴〿ɺ〷⿸Ұ〙〤ɺճऩ「〔〣〜⿴ɻ
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˙Լ࿑ಇྔ〣׆༻ޮՌ ୈҰ〣ॲཧۀ࡞〤ɺ〈〈〜〣த৺త〜〤〟⿶〣〜؆୯〠ใ

⿺⿶〝ཧ〾〿【〥ແ༻〣ݪՁ〣ܾఆ。ɻԼ࿑ಇྔ〤〣ަ〚」ࠂ

〥ɺ〒⿸〜〤〟⿶ɻ〵「あɺ〿『〈〝〜༗ޮ׆༻〜　〝⿶⿸〣݁〝〟ɻ〈〣

ҙຯ〜ɺʮ〠දい《ぁ࿑ಇ〣ೋॏੑ֨ʯ〝「〛ʰࢿຊʱ〜ఆٛ《ぁ〔ʮநతਓؒ

࿑ಇʯ〝⿶⿸༻ޠぇ〈〣Լ࿑ಇྔ〠ॏ〢〈〝〤ࠞཚ〣〷〝〝〟ɻࢲ〣ڭՊॻ〜〤ɺ

Ձ〣ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠಉ༷ɺ〈〣༻ޠ〤ෆඞཁ〜⿴ࢫɺએݴ「〛⿴ʢখ഼ [2009]

107ʣɻ

れぐアぷ〤ɺ֤ੜ〠ؔ「〛ɺҰ〙〣ੜํ๏ଘࡏ「ɺҙՃ૿〜⿴〿࿑ಇ〠ޓ

ੑ⿴ɺʑ〣݅ぇઃఆ『ぁ〥ɺೖ《ぁ〔ੜखஈぇ߇আ「〔७ੜ〣ॲ〣

ํ〝ಠཱ〠　〳〝⿶⿸〠⿴ɻৄ〤ڭՊॻ〠〻』ɺ〈〣ぇૅج〠ࣾձత࠶ੜ

खஈ๏〣〴〠〽〘〛　〳ੜํత〟ੜ؍〴〝ɺ٬〚」ܭू〜ぇԼ࿑ಇྔߏ〣

〣ٕज़తิర〝⿶⿸ج〝ɺ७ੜ〣ࣾձతׂ〝⿶⿸্〣ೋॏ〣゛ぐぎ〜ߏ《ぁ

〛⿶〈〝໌ࣔ〜　ɻୈҰ〣゛ぐぎ〜『〜〠Լ࿑ಇྔ〤　〳〣〜ɺୈೋ〣゛ぐぎ

〠々७ੜ〣ׂ〣લఏ〠〟ूۀ࡞ܭ〠ɺ〈〣࿑ಇྔ〤ྗڧ〟ޮՌぇൃش『ɻ

〔〕「ɺೋ〙〣゛ぐぎ〣〤ɺ࣮〤ੜखஈ〣ੜ〝࿑ಇྗ〣ҡ〝〤ࠜຊత〠ҟ〟

〈〝ɺલऀ〠〤؍٬త〟ੜٕज़ଘࡏ『〣〠ର「〛ɺऀޙ〠〤〒⿸「〔〷〣ଘࡏ

「〟⿶〈〝લఏ〝〟ɻ〈〣લఏぇ໌֬〠『〠〤ɺʮ࿑ಇྗ〣࠶ੜʯ〝⿶⿸֓೦ぇ

〞ඞཁ⿴ɻ〈ぁ〤《〾〠ɺ〒〷〒〷࿑ಇྗ〝〤〟〠ɺ࿑ಇྗ〣Ձ〤』٫غ

〤ผࡉৄ〷〘〛〻。〣〕ɺ〈ぁ〟〘〠ຊج〣ੜ〕〙⿶〝ఆ『〮　ɺن⿸

ड़「〔ɻʢখ഼ [2014] ʣ

˙Ձ〣ੑࡏ Խ〝ؔਂ⿶〣〤ɺୈೋ〣ॲཧۀ࡞〜⿴ɻ〷〝〷〝Լ࿑ಇ

ؒ〣֬ఆ〠〤ɺ

1. धཁڅڙ૿ݮ「〛〷มい〾〟⿶ɺࢢ〠々Ձ֨〝〤ಠཱ〣Ձʬ⿴ʭɻ
2. 〒〣Ձ〣େ　《〤࿑ಇྔ〠〽〘〛ʬ　〳ʭɻ

〝⿶⿸ೋ〙〣゛ぐぎ⿴ɻ

ୈೋ〣゛ぐぎ〠⿶〛ɺ࿑ಇՁઆぇੜՁ֨〠ࠩ「ସ⿺〈〝ࣗମ〠ࠔ〤〟⿶ɻੜ

Ձ֨〜࿈ཱํఔࣜぇཱ〛ぁ〥ɺ《〾〠ɺ௨〣ੜڞ〾〝ಉ༷〠ɺ〤」〶खஈ〷ੜ

Ұൠతར५ੜ෦֦ॖ「〛〷มい〾〟⿶〝ɺੜํ๏〣มԽҰൠతར५〠

Өڹぇٴ〱《〟⿶ੜʢᇋဥࡒʣ⿴〝⿶〘〔ఆཧ໌֬〠ূ໌〜　ར〷⿴ɻ

「「ɺ〈〣ࠩ「ସ⿺ۀ࡞〣աఔ〜ɺࢲ〤Ձʬ⿴ʭ〝⿶⿸ݪཧଘࡏ『〈〝〠

　⿴ɻ࿑ಇՁઆ〤ʬਂ⿶〟　〜ݩؐ〠ཧݪɻՁ〣େ　《ʬ　〳ʭ〕⿶〛ؾ

〳ʭݪཧ〜⿴〿ɺ〒〣ఫऩ〜എޙ〠Ӆぁ〛⿶〔〽〿ࠜݯత〟ʬ⿴ʭ〣ݪཧ〴⿺〽

⿸〠〟〘〔ɻՁぇݟ၏《ぁ〔〷〣〝ߟ⿺Խ〜〤ɺՁ〣େ　《ʬ　〳ʭݪ

ཧぇ௨」〛ɺՁ〣ଘࡏぇಁࢹ「〽⿸〝『〔〶ɺୈೋ〣゛ぐぎ〾࿑ಇՁઆぇఫڈ『

ぁ〥ɺ〒〣Ө〠ա、〟⿶Ձ〷ফ໓『ɻ࿑ಇՁઆ〾〿「ɺୈҰ〣゛ぐぎ〜Ձ

ʬ⿴ʭ〝⿶⿸ݪཧぇߟ『〈〝〜　〟⿶〣〜⿴ɻࢲʮࡏʯ〝〽え〕〣〤ɺ

Ձ〣࣮ମ〝⿶⿸֓೦〣ఫۀ࡞ڈぇ௨」〛ൃݟ「〔ɺୈҰ〣゛ぐぎ〠々Ձଘࡏ〣〈
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〝〜⿴ɻ〈ぁぇ〟ʮᕥʯ〝〽〫〣〤উख〕ɺ〒ぁ〤 “ʮ࣮ମʯ〣ᕥ ”〜〤〟。ɺ
“ʮ࣮ମʯぇআછ「〔ޙ〣ᕥ ”〟〣〜⿴ɻ
〈〈〜〤໘〟আછۀ࡞〣ৄࡉ〠〈ぁҎ্〪〴〈〵〣〤ආ々ɺᶃՁʬ⿴ʭݪཧ〝

〤〞〣〽⿸〟〈〝ぇ⿶⿸〣ɺᶄ〈〣ݪཧ〾〞〣〽⿸〟ఆཧಋ　ग़《ぁ〣ɺ〈〣

ೋ〠〙⿶〛ɺ݁Ռ〣〴؆୯〠ใࠂ『ɻ

˙ʬ⿴ʭ〣ݪཧ “Ձ⿴ ”〝〤〞⿸⿶⿸〈〝ɺ؆୯〠ड़〮〛。ɻ〷〙ɺ
ଞ〣ҙ〣〝ަՄ〜⿴〝⿶⿸જࡏత〟ੑ࣭ぇʬՁʭɺՁ〣؍٬త〠֮Մ

〟දݱぇʬՁ֨ʭ〝ఆٛ『〝ɺಉछ〣〤ಉ」Ձぇ〷〙ɻ『〟い〖ɺՁ֨〝۠ผ

《ぁՁҙຯぇ〷〙〣〤ɺࠞ】〔〾۠ผ〙〟。〟ಉछ〣େྔ〠ଘࡏ『

〝⿶⿸݅ຬ〔《ぁ〝　〟〣〜⿴ɻ֨نԽ《ぁ〔とらひぜ〜େྔੜ《ぁۀ

〣ଟ。〤〈〣݅ぇຬ〔『ɻ

ʬ⿴ʭ〣ݪཧ〝〤ɺ〞⿸⿶⿸݅⿴ぁ〥 “Ձ⿴ ” આҙຯぇ〷〙〣ݴ⿸⿶〝
ɺ〙〳〿ɺif P then Q 〠⿶〛 Q ≡ʮՁ⿴ʯぇಋ。ɺෆՄࢹ〣 P 〣ཧߏ

ぇ໌ࣔ『〈〝〜⿴ɻ〒「〛ɺP ≡ʮಉछେྔ〣〜ࢢຬ〔《ぁ〛⿶〟〾〥ʯ
〝⿶⿸〣〈〈〜〣݁〜⿴ɻ〷〖あえ〈〣 P 〣نఆ〤ఆత〟〷〣〜ɺ《〾〠༻ޠ

ぇબ〨ఆٛぇ໌֬〠「〛〻〟。〛〤〟〾〟⿶「ɺ〈ぁ〠Ԡ」〛 Q〣〰⿸〷࠶ௐ『

ඞཁ⿴ɻ〔〕〈ぁ〕々〜〷ʮՁ⿴ʯ〝⿶⿸ड़ޠɺ〞〣〠〷ద༻〜　〷

〣〜〟⿶〈〝〤いɻʮՁ⿴ʯ〝⿶⿺〣〤ɺざ゙でべ゚〣ֆը〣〰⿸〜〤〟。ɺ

େྔ〠ෳ《ぁ〔゛ゆ゙じ〣〰⿸〟〣〜⿴ɻ

゙じがへ〣ʰݪཧʱ〤ɺจ௨〿〒〣ݪཧతنఆ〠⿶〛Ұา〡　え〜〛⿶〔ɻՁ

〣ର〤ɺҙՃ૿ੑぇ〷〙ݶ〠ࡒ〝⿶⿸݅಄〜໌ࣔ《ぁ〛⿶〾〜⿴ɻ〈

〣〠ؔ『、〿ɺҙ〣ೋ〣ؔ〾ग़ൃ『ʰࢿຊʱ〣〰⿸ɺ〞〣〽⿸〟

〟〾ʮՁ⿴ʯ〝⿶⿸ҙຯ⿴〣〤ෆ໌֬〜⿴ɻ〈〈〠〤ɺஔؔ〾

〣࿑ಇ〣ੑ࣭ぇਪఆ「ɺ୯७〟Լ࿑ಇؒޙഎ〠ٯ t〜〤〟。ɺؔ〠ഔհ《ぁ〔࿑ಇ

ψ(t)〈〒Ձ〣ʮ࣮ମʯ〕〝『ݟ၏「Ӆ《ぁ〛⿶ɻ〈〣ҧ⿶〤ɺP → Q 〣ݪཧ

〜ɺԼ࿑ಇྔՁ֨ぇܾఆ『 (t → p)〝⿶⿸໋〠 Q〣༰ぇ「〱〘〔゙じがへ〝ɺ

〈〣 Q〠লぇՃ⿺ɺ〒〷〒〷Ձ⿴〝〤⿶〟ঢ়ଶぇ⿶⿸〣ぇ⿸〝「〔

ろ゚ぜと〝〣ؔ৺〣ど゛〠༝དྷ『ɻ〈〣⿶ぇఏى「〔〜ʰࢿຊʱ〤େ　。ൈ　え

〜⿶〔ɺ〧〝〳』ݪత〴〣〟〠౿〴〝〞〳〘〛ɺ〈〣⿶〠໌ղ〟⿺ぇ༩⿺

〷〣〜〤〟〘〔ɻ

˙छ〣ଐੑ〝「〛〣Ձ ղܾ〣めアぷ〤ɺ゙じがへ໌ࣔ「〔ʮҙՃ૿ੑʯぇʮಉछ

େྔੑʯ〠ಡ〴ସ⿺〈〝〠⿴ɻʮಉ」࣭〣ࡒಉ」Լ࿑ಇྔ〜⿶。〾〜〷ʯ〾

ʮಉ」࿑ಇྔ〜ʯぇফ【〥ɺಉछେྔੑ〠ۙ〚。ɻ゙じがへ〣݅〤ʮछ〣ଐੑ〝「〛〣

Ձʯ〣෦ू߹〜⿴〿ɺʮछ〣ଐੑ〝「〛〣Ձʯ〤〈ぁぇؚえ〕〽〿Ұൠత〟֓೦〟

〣〜⿴ɻಉ」〷〣ඞཁ〝〟ぁ〥ଈ࠲〠⿶。〾〜〷ੜ〜　〝⿶⿸や゜が〣ػܖ〕々

〜〤〟。ɺಉ」〷〣ݱଘ「〛⿶〝⿶⿸とぷひぜ〣ػܖՃい〈〝〜ʬछʭ〣֓೦〤

ཱ『〣〜⿴ɻ
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ʬ⿴ʭ〣ݪཧ〤ɺ〒〣ܥ〣⿸〖〠ɺ〔〝⿺〥〣〽⿸〠ɺҟ〟ぐアゆ゙たがてゖア

ぇ։ࣔ『ɻ

ʑ〣Ձ֨〝۠ผ《ぁछ〣ଐੑ〜⿴ɻಉछେྔ〣ଟ〣ݸᶗɿՁ〤ɺܥ

ॴ༗ऀ〠〽〘〛ച〾ぁࢢ〜〤ɺಉछ〜〷ҟ〟Ձ֨〙々〾ぁ〈〝〤⿴ɻಉ

」Ձ֨〜ചあ⿸〝「〛〷ɺ⿶〙〕ぁചぁɺൢചؒظ〠みびず〜〣ঢ়ଶ〜⿴

ɻ〝〠。⿶〙ചぁぁ〥〽⿶〝⿶⿸લఏぇ〟々ぁ〥ɺଟぁগ〟ぁपғ〽〿

Ҿ　「〛ച〷〣ݱいぁɻ〈〣݁ՌɺՁ֨Ձ〣Լํ〠์『ݱੜ」ɻ「

「ɺՁ֨〤〞〣〽⿸〠み〙⿶〛〷ɺ〒ぁ〤ࢢ〠ଘࡏ『ಉछେྔ〣छ〣Ձ〣

େ　《ぇม⿺〷〣〜〤〟⿶ɻՁ〤ݸʑ〣゛よ゚〣ଐੑ〜〤〟。ɺࠞ】〔〾い〾

〟。〟ʬछʭ〣ଐੑ〟〣〜⿴ɻ「〔〘〛ɺधཁڅڙ〣ؔ〜Ձ֨⿴ؒ෯〠

⿶〛มಈ『〈〝ぇ〶〔〝「〛〷ɺ〒ぁ〣Լ࿑ಇྔぇࠁҰඵม⿺〈〝〟⿶

〣〝ಉ༷〠ɺࢢ〠ཹ『ಉҰछ〣Ձぇ〷᭷Ұจม⿺〷〣〜〤〟⿶ɻՁ֨มಈ

ぇฏۉ〠ू「ɺՁ〣େ　《ぇ〈ぁ〠ରԠ《【Ձॏ৺આ〣ޡ〿〟〞〷ɺ〈〣ܥ〣

Ԇઢ্〜ূ໌〜　ɻ

〤ɺ⿴。〳〜〷ɺࡏඅҟ〟〘〛⿶〛〷ɺಉछ〤ಉ」Ձぇ〷〙ɻՁଘᶘɿੜܥ

ࠞ】〔〾۠ผ〙〟。〟〝⿶⿸֎ܗ〣ಉҰੑ〠〽〣〜⿴〿ɺԼ࿑ಇྔ〹ੜඅ〣

〝ɺಉछେྔ〣ぇଟ〣⿺ߟ〝ੑ〠〽〣〜〤〟⿶ɻԼ࿑ಇྔぇՁ〣࣮ମۉ

ओମചങ『〝⿶⿸ࢢߏ〙。〿〕『ݱʢՁ〠੍ن《ぁ〔Ձ֨ݱʣ〤ཧత

〝「〛֎ૠݱ〣֎〠ぁɺඞཁ〠〟〝ূ໌ൈ　〣ʮҰҰՁ〣๏ଇʯࣗ໌〣ߟ

《ぁɻಉछ〟〣〠ੜํ๏ෳ⿴〿අ༻Ձ֨ҟ〟〘〛⿶たがと〤ɺҰൠత〟

ੜՁ֨〣⿴〝〠ಛघ〝「〛Ճ《ぁ〔〖〠〟〣〜⿴ɻ〒ぁ〜〷ʰࢿຊʱ

〤ࢢՁ〜ɺಉछ〤ಉ」Ձぇ〷〙〝⿶⿸〣Ұൠݪཧ〜⿴〈〝ぇࣔ「ɺ

〜〈〣ݪཧぇෑԆ「〛⿶ɻࠞ】〔〾۠ผ〣〙〟。〟খഴ〤ɺඅ༻Ձ֨〞え〟〠

ҧ〘〛⿶〽⿸〝ಉ」Ձぇ〷〙ɻ〈ぁୈҰݪཧ〜⿴〿ɺՁ〤ɺ〒〣ఆٛ〠⿶〛〤」

〶〾ࢢՁ〟〣〜⿴ɻࢢՁ〤ɺຊདྷ〣ݪཧ〠ج〚々〥ҟ〟〤』〣ݸผతՁ

〹ݸผతੜՁ֨〾ੜ『〷〣〜〟⿶〈〝ɺجຊݪཧ〝「〛ग़ൃ〜એݴ《ぁ〮

　〕〘〔〣〜⿴ɻ

˙ゎぜ゜ֶࡁܦ〝〣ରہ ޠ༺ཧಉ༷ɺݪԿֶ〣ز〠⿶〛〷ɺゕがぜ゙ひへ〣ݪࡁܦ

ぇਖ਼「。ఆٛ「Ұ؏「〛༻⿶〈〝ૅج〣ૅج〜⿴〿ɺ〈ぁぇพあ〠「〛〞え〟〠ਫ਼ີ

〟ٞぇ〴ཱ〛ɺෳ〟ࣜぇల։「〛〴〛〷্࠭〣࿖ֳ〠ऴいɻݪࡁܦ〣ڀݚ〠

〝〘〛ɺʬ⿴ʭ〣ݪཧ〤ɺฏߦઢ〣ެཧ〣〽⿸〠ɺಥ　٧〶ぁ〥ず゙〣〟⿶〠〟

ɺଟ。〣ಡऀ〠〤ୀ۶〟〠〟〣〜ɺʬ⿴ʭ〣ݪཧ〾Կಋ　ग़《ぁ〣〝⿶

⿸ୈೋ〣〠ਐ〷⿸ɻ

〈ぁ〷ৄࡉ〠ड़〮ぁ〥ɺݪମܥ〣શମ〠〽〨ɺ《〾〠ൃలஈ֊〣ߏ〠〳〜ؔ

い〘〛。ɺ〈〈〜〷݁Ռ〣ใࠂ〣〴〠〝〞〶ɻれぐアぷ〤ɺʮछ〣ଐੑ〝「〛〣Ձ

ʯ〤ʮݿࡏ〝՟ฎ〣࣮ࡏ『ࢢʯ〠ཧతૅجぇ༩⿺ɺ〈〣ࢢ૾〾ʮ࿑ಇྗ〣࠶

ੜʯ〝⿶⿸֓೦ぇআޙ〕」ڈ〣࿑ಇࢢ〹ɺࢿۀຊ〹ۜࢿߦຊ〟〞ぇ⿸ߏػԽ《ぁ

มԽ〠যߏ〟⿸〽〣ੳՄ〠〟〝⿶⿸〠〟ɻ〒「〛〈〣ࢢຊओٛతࢿ〕
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ぇ߹い【〔ม༰త〟ݪ〣ߏ࠶ங〤ɺࢿຊओٛ〣ྺతൃలぇੳ『ஈ֊〣ߏ࠶

〠〙〟〘〛〻。ɻҰݴ〜⿶⿺〥〈⿸〟ɺ〈ぁ〜〤Կ〷い〾〟⿶〝ࢥ⿸ɻʮࣗஶぇ

ʯʢখ഼ޠ [2016] ʣ〜 4ท〰〞ޠ〘〛〴〔ɻৄࡉ〤ʰՁ൷ʱh ൷ʱh߄ڪ ํ๏

൷ʱ〜ɺ〝⿶⿸〈〝〠〟ɺh ʱ〜શ༰〤い〤』〜⿴ɻݪࡁܦ

〈〈〜〤Ԙ《え〣ʮӉཧʯ൷〝Ҽԑਂ⿶ʮݿࡏ〝՟ฎ〣࣮ࡏ『ࢢʯ〠〙

⿶〛ิ「〛。ɻࢲ〤〈ぁ〳〜ड़〮〛　〔〽⿸〠Ԙ《え〣ק〶ʮኍদব〣ؔओ

ٛʯ〝ରہ『〝ಉ〠ɺゎぜ゜ֶࡁܦɾろぜ゜ֶࡁܦ〝〷ରہぇॏ〢〛　〔ɻࢲ〤େֶ

〜⿶ؒɺೋぢろ〣ʮゎぜ゜ֶࡁܦʯ〹ʮろぜ゜ֶࡁܦʯぇडߨ「〔ಉ」ֶੜ〠ɺ࿈ଓ〜

《〾〠ೋぢろ〣ʮݪࡁܦʯぇٛߨ「〛　〔ɻ࣮ࡍɺલ〣ٛߨ〜൘ॻ《ぁ〔ແࠩผۂઢ〹

Ұൠߧۉ〣ํఔࣜぇফ「〛ɺՁܗଶ〣ぇ〤」〶〔〈〝〷⿴ɻ「「ɺࢲ〤ٛߨ〣

〟〜ɺ〈ぁ〾〣ཧぇ൷『〈〝〤「〟〘〔ɻゎぜ゜ཧɺろぜ゜ཧ〜

〤ɺろ゚ぜとֶࡁܦओྲֶྀࡁܦぇඪ४〝「〔पลཧ〣Ұ〙〜⿴〝ࣗ『〠「

⿶〾〜⿴ɻい〿〠ɺֶੜฒ〮〛ௌ⿶〛〷ɺݪぇҟ〠『ɺ〷⿸Ұ〙〣ཱࣗ「〔

ཧମܥ〜⿴〈〝ࣗ』〝いٛߨぇ「〽⿸〝৺ݒ々〛　〔ɻ

⿴〜〠ର『〷〣ߧۉքཧɺ〷⿸Ұ〙〤Ұൠݶܕచ૿ݮ〣ҧ⿶〤ɺҰ〙〤చݪ

ɻҰ〙〠〙⿶〛〤ɺ《　〰〞ʮ࿑ಇՁઆ〣؍٬Ձઆ〭〣ճऩʯ〜ड़〮〔ɻԼ࿑

ಇྔ〠ҙຯぇ〶ɺྔํఔࣜ〣ࣗ༝ぇ〞⿸ॲཧ『〟〞ɺ〳〕〤ɺ

とひやき〠〽゙じがへʰݪཧʱ〣උɺஔԘ৴༤〠〽Ձํఔࣜ〟〞ぇ௨」〛ɺ૬

ରՁ֨〣ܾఆ〠ؔ『〷⿸Ұ〙〣ཧ〤ॆՄ〜⿴ɻଟ。〣໋〤ࣜԽ〜　〣〜

⿴〿ɺ〞⿸ࣜԽ『〤Ұҙ〠　〳〾〟⿶ɺ〒〣ޙ〤ԋ៷త〠ॲཧ〜　ྖҬ〝〟

ɻ〈〣〤ɺԘ《え〣Ұ࿈〣ஶ࡞〠ֶ〫〈〝〷ଟ〘〔ɻ

ࢢ』ࡏ՟ฎ〣࣮〝ݿࡏ˙ 〤ೋ〙〠⿴ɻ〈〣〠ؔ「〛ࢲݪ〕〝ߟ⿺〔

〣ʮݿࡏ〝՟ฎ〣࣮ࡏ『ࢢʯ〕〘〔ɻろ゚ぜとֶࡁܦ〤ɺ૬ରՁ֨〣ܾఆཧ〝「

〛ゎぜ゜ݪ〝ֶࡁܦぇҟ〠『〕々〜〤〟。ɺ՟ฎ〣ଘࡏぇ〶〃〘〛Ӷ。ରཱ『ɻҰ

ൠߧۉ〤୯Ұ〣ぺゔゐ゛が゚〣ଘࡏぇඞཁ〝『ɺ〈ぁ〠〽〘〛߹త〟ߧۉՁ֨

ཱ『ぁ〥ɺཉٻ〣૬ޓҰக〟。〛〷ɺࡒ〝ࡒ〣ަՄ〠〟՟ฎແ༻〜⿴

ɻ W — ՟ฎ G —  W’ ぇવ〝ߟ⿺〛　〔ろ゚ぜとֶࡁܦ〝〤໌〾〠ҟ
〟ɻろ゚ぜとֶࡁܦ〣ݪ〤ɺ〈ぁぇ〔〕ݱ〝「〛هड़『〣〜〤〟。ɺ໌֬〟ఆٛ

〣⿸⿺〠໌〟ཧ〜ૅج〚々ඞཁ⿴ɻ

՟ฎ〠ؔ「〛〤ɺとひやき〣ମܥ〽〿ろ゚ぜとֶࡁܦ〣〰⿸〠ɺ〹〤〿Ұ〣⿴

ɻとひやき〣ʰ〠〽〣ੜʱ〠〤՟ฎ〠ؔ『આ໌〟⿶ɻओ〤ɺधཁ

ཧ〜⿴ɻݪຊ݅〝『ɺ〷⿸Ұ〙〣Ձܾ֨ఆ〣جར५ぇۉ〜〤〟。ɺۉ〣څڙ

「「ɺ〒〣Ձ֨〤ゞ゚とܕ〣Ұൠߧۉ〝ಉ༷ɺࡒ〞⿸「〣ަൺ〜⿴〿ɺಉܾ

ఆ《ぁ૬ରՁ֨〟〣〜⿴ɻ

〔「〠ɺとひやき〣߹ɺ『〮〛〣ࡒ〠ؔ「〛धཁڅڙҰக「〛⿶い々〜〤〟

⿶〣〜ɺҰൠߧۉ〣〽⿸〠తʑަશ໘త〠Մ〠〟い々〜〤〟⿶ɻ〔〕〒

ぁ〜〷ɺੜぇੜखஈ〝「〛ิర『ؔ〤ɺʑަ〠〽֯औҾʢ〣߹ʣ〜

ぜ゙ぎ《ぁ〝ߟ⿺〾ぁ〛⿶ɻ『〮〛〣୯Ұ〣՟ฎ〜Ձぇදࣔ「ɺ՟ฎ〠〽
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ෆՄٯత〟ചങ৫〿〟『ʰࢿຊʱ〣ྲྀ௨إぇ〕『༨〤〟⿶〣〜⿴ɻ

ʰ〠〽〣ੜʱ〤ɺ〈〣、〿〜〤ɺゞ゚とܕ〣՟ฎ〣࣮ࢢ⿶〟」ࡏ〝ม

い〾〟⿶〣〜〤〟⿶〝Ԙ《え〠ਘ〢〔〝〈あɺ〒〣〟〾とひやき〤ผ〣จ〜

〷〘〝ਫ਼ີ〠ੳ《ぁ〛⿶〝রぇଅ《ぁ〔ɻ〈ぁぇ〴〝〔「〠ɺろがてを゚〣ऩ

֭చݮచ૿〝धཁڅڙ〣ۉ〣ෆ߹ぇ൷『〔〖〜ɺൢച〣ࠔಠࣗ〠ཧԽ《

ぁ〛⿶ɻ「「ɺ〒ぁ〤⿴。〳〜धཁڅڙ〣ۉԽ〣मਖ਼〜⿴〿ɺಉछ〣ൢചظ

ؒ〣みびず〠যぇ߹い【〔ʮݿࡏ〝՟ฎ࣮ࡏ『ࢢʯ〝〤ผछ〣ཧ〜⿴ɻ「

〷ʰ〠〽〣ੜʱぇಡ〴ฦ「〛〴〛〷ɺとひやき〣〈〣ॳظ〣؍ぇಡ〴

〝〈〝〤〜　〟⿶ɻʮ· · · · · · 〜〤⿴〳⿶ʯ〝ʮ· · · · · · 〝⿶⿺〟。〷〟⿶ʯ〝⿶〘
〔ᐆດ〟ࣔࠦぇڋ൱「ɺ“࣮֬〟〈〝〕々ぇه『 ”とひやき〣ֶత〤େ〕〝ࢥ
⿸ɻ〔〕〒ぁ〜〷ɺh 〠〽〣ੜʱ〠〤՟ฎܽམ「〛⿶〝⿶⿸࣮ࣄ〤มい

〾〟⿶ɻ؍٬Ձઆ〝՟ฎ〣ؔ〤ɺղ໌《ぁ〮　〝「〛《ぁ〛〿ɺh ຊʱࢿ

〣ӽੑ〤〈〈〠⿴ɻ

3 ԕܠ〣ʮӉཧʯ

˙࣮ମ֓೦〣ʮԚછʯ ⿶〈〝ࢲ〤ɺԽ〹Ұൠߧۉ〣〰⿸ぇ⿶〛ରہ〣ಓぇ

าえ〜　〔〣〕ɺৼ〿。〝⿶〙〣ؒ〠ɺʮӉཧʯ〤ԕܠ〠Խ「〛⿶〔ɻ〈〖〾

〾〴〝ɺ〒〣ݪ෩ܠ〣〈⿸〠Ԙ《えဣえ〜〴⿺ɺ〈⿸〾〴〝ɺ⿶〙

〳〜〔〘〛〷ࢲ〤ݪ෩ܠ〣〟〠ཹ〳〘〛〴⿺〣〕あ⿸ɻ಄〜ɺ“ʮӉཧʯ〝〣
⿶〟〣〰⿸』〘〝େ　⿶〷「ぁࢲ〿〽〤Ԙ《えڑ ”ʢ2ทʣ〝⿶〘〔〣〤〈〣ҙຯ
〜ɺ〒⿸ײ」〔〣〤〣Ұઅぇಡえ〕〝　〕〘〔ɻ

∥C| 〒ぁࣗମ〜ଘࡏ『Ձ〣ྫ〝「〛খ഼ߟ⿺〣〤ɺ্〣ʮஈҎ্〣ଧ⿴ʯ

〝⿶⿸දݱ〠々〣ʮଧʯ〜⿴ɻ〈〣දݱ〜ʮଧʯ〝〤ɺ〠ࡏ『〷〣

〜⿴ɻ「「ɺ〈〈〜いぁいぁ〤ኍদব〣ؔओٛぇࢥ⿶ग़『ඞཁ⿴ɻ〈〈〠ʮ

ଧʯ〝〤ɺਓʑର〣〠〷〙ධՁ〜⿴ɺ〒〣ධՁ〤〞〣〽⿸〠ਓʑ〣৺〠ম　〙

⿶〔〷〣〜⿴あ⿸ɻؔ〣ୈҰٛੑ〝⿶⿸ߟ⿺〾『ぁ〥ɺ〈〣ධՁ〤ɺաڈ〣ݧܦ〠ࠜ

》「〛⿶〝ߟ⿺〮　〷〣〜⿴あ⿸ɻ〔〝⿺〥ɺA աڈ〠 2000ԁɺ3000ԁ 〜ച

〾ぁ〛⿶〣ぇݧܦ〕ݟ⿴〿ɺ《〾〠ࢥ〝⿶ߴ⿶〟〾〷 2000ԁ 〜ങ〘〔هԱ⿴ਓ

〠〝〘〛〤ɺA  1500ԁ 〜ച〿〠ग़〛⿶ぁ〥ɺ〒〣〤҆。ɺ1500ԁ 〜ങ⿸〈〝

〜　ぁ〥ଧ〖〜⿴ɻ

ɹখ഼ࡏత〝ߟ⿺〷〣〤ɺؔओٛ〾ߟ⿺ぁ〥ɺաڈ〣ؔੑࡏݱ〠Ө《ぁ〔

〷〣〠『、〟⿶ɻ《〾〠ݴ⿺〥ɺաڈ〣܁〿ฦ《ぁ〔ݧܦର〠ݻணԽ《ぁ〔〷〣

〠ࡏ『 ଧ = Ձ 〜⿴ɻ〙〳〿〈ぁ〤ؔԽ《ぁ　い〶〛ॳาత〟ྫࣄ〠

『　〟⿶ɻʢԘ [2017] 79ʣ

ʮաڈ〣܁〿ฦ《ぁ〔ݧܦʯՁ〕〝⿶⿸Ұจ〤ɺӉ߂ଂ〣Ձईぇኲኵ《【ɻ

Ӊʰࢿຊʱ〣Ձई〠ର「〛Ճ⿺〔൷〤ɺ൱
〈〷〉〷

ަʑɺ《〳》〳〟ٞぇݺえ
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〕ɻ〒〈〠〤ɺՁ〣େ　《ぇʮ〤ʯ〈〝ぇʮई『ʯ〝〽〫〟〞ɺಛघ〟༻ޠ๏

〹ղऍ゛よ゚〣ࠞཚ〷⿴〘〔ɺれぐアぷ〤ᶃ Ձ֨〣ӡಈ〝ಠཱ〠Ձ〣େ　《ぇنఆ

『〈〝〤〜　〟⿶〝⿶⿸ফۃతओு〝ɺᶄ Ձ〣େ　《〤〤〚「ങぇ௨ߪ〣」ฦ〿܁

〾ぁ〝『ੵۃతओு〣ೋ〕〘〔ɻ

ᶃ 〤ʮநతਓؒ࿑ಇՁ〣࣮ମぇ〟『ʯ〝⿶⿸نఆぇ〧〝〳』ׅހ〠ೖぁ〈〝

〜ɺ՟ฎ〣ੜぇઆ。Ձܗଶ׆　〛。〝⿶⿸Ӊ〣ओு〝Ұର〣ܥぇ〟『ɻᶄ

〤ۉҰՁ֨〣ྻܥతಅམ〕々〜〟。ɺ《〾〠ಉछ〣Ձ֨〹ൢചؒظ〣みびず〳〜

ཧతੳ〣ର〝「〛⿶〘〔ɺ〒〣ޙ〣ࢢ〣ແنੑ〠ଓ。ᯀ࿏〜〷⿴〘〔ɻ

〈〣ᯀ࿏ぇಥഁ『〠〤ɺᶅՁई〠々Ձ〝〤ɺ《〳》〳〟աڈ〣Ձ֨〣ฏ

〟၏「తݟ⿸⿶〝⿶〟〷〜Ձ֨〣ॏ৺Ҏ্〜〷ҎԼࢢ』ฦ〿܁ɺ্ঢԼམぇ〿⿴〜ۉ

Ձईぇ൷「ఠআ『ඞཁ⿴〘〔ɻᶆ 〤〾ぁՁ〤ɺ〤ߦҝ〝ಠཱ〠ɺ

〒ぁ〠ઌߦ「〛ʬ⿴ʭ〈〝ɺ〈〣ʬ⿴ʭ〠໌֬〟ఆٛぇԼ『〈〝〜ɺᶄ〠々ʮՁ

〣ྔぇ〤ʯʢӉ߂ଂ〣ʮՁぇई『ʯ〝⿶⿸༻ޠ๏ぇࢲ〤〝〾〟⿶ʣ〝⿶

⿸〈〝〤ɺ⡉՟ฎ〠〽ߪങ〝⿶⿸ෆՄٯ〟աఔぇ௨」〛ɺ⡊ஞత〠࣮ݱ《ぁ〝

⿶⿸༰〠ݶఆ〜　ɻ〈⿸「〛ɺ〠ࡏ『Ձ〤ɺ[ᶗ]Ձ֨〜ʬදݱʭ《ぁɺ[ᶘ]
〒〣Ձ֨ʬ࣮ݱʭ《ぁ〈〝〜〤〾ぁؔ໌֬〠۠ผ《ぁɻ

∥C|〣લ〤લઅ〜ৄ「〔ʮኍদব〣ؔओٛʯ〣ק〶〜⿴〿ɺޙ〤⿶〳〴〛　〔
ᶄ → ᶅ 〜⿴ɻᶄ → ᶆ 〝⿶⿸ᯀ࿏ぇ。〃〘〛Ձ൷〣ಎ۸୳〠ݕ〘〔〝　ɺ

〕〙〾্〠ݕԘ《え〝ผぁ〔〣〷〔「〈〈〾ล〿〜⿴〘〔ɻ〒「〛ಎ۸୳ࢲ

〝　ɺࢲ〣〖ؼ〘〔ʮࡏతՁʯɺԘ《え〣〠ʮ࣮ମ〣ᕥʯ〝ө〘〔〣〷

க「ํ〟⿶ؾ『ɻࢥ⿺〥〈〣ؒɺ『〜〠ड़〮〔〽⿸〠ʢ3ทʣʮӉཧʯ〣ʮ࣮ମʯ
〣〠〟〾〟⿶〰〞ྲྀಈԽ「〛⿶〔〾〜⿴ɻ〷⿶ɺޠ༺⿸⿶〝

˙ʰࢿຊʱ〠々ʮ࣮ମʯ Ԙ《え〤 ∥B|〜ʮՁ࣮ମʯぇʮ〙〳〿༻Ձぇ
ࣺ「〛〣〈〷〣〤࿑ಇ〜⿴〝⿶⿸ߟ⿺ ʯ〜⿴〝ఆٛ「ɺ〒〣શ໘త〟ఫڈඞ

ཁ〕〝આ。ɻ「「ɺ〈〣ఆٛࣗମ『〜〠ʮԚછʯ《ぁ〔ʮ࣮ମʯ֓೦〠〽〘〛⿶ɻ

ʮӉཧʯ〣〟〜ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠɺ〈〈〳〜〧〞。֚ܗԽ「〛⿶〝〤ࢥい〟

⿶ɺ〔〕〒〈〜〣༻ޠ〣ྲྀಈԽʮኍদব〣ؔओٛʯ〣〷〝〜Ұਓา　ぇ༠ൃ「〔〈

〝〤૾〠。〟⿶ɻ

ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠ〣ग़ॴ〤ʰࢿຊʱ〜⿴ɻ〒〈〜〤༻Ձぇࣺ『〝⿶⿸ߟ

⿺ํ〤ಡ〴औぁ〟⿶ɻ࣮ମ〝⿶⿸֓೦〤ɺ୯ମ〣〠ؔ「〛ޠ〾ぁ〔〷〣〜〤〟⿶ɻゎ

じアぇҰ〙ख〠औ〘〛ɺ〒〣ൽぇ〵々〥࣮〜〛。〽⿸〠ɺ࣮ମ〝〿〕【い々〜〤

〟⿶ɻh ຊʱ〠々ʮ࣮ମʯ〤ɺ〷〝〷〝ɺҟ〟छྨ〣ೋぇର〠ɺ1ぜさがࢿ

のが〣খഴ = aびこアぷべが〣మ 〝⿶⿸ஔ〣ࠜڌぇ⿸〟〜ొ『ɻ

〈〣⿶〠ʰࢿຊʱ〤̎〙〣とふひゆ〜⿺〛⿶ɻ

1. 〈〣ʮࣜʯཱ『〣〤ɺ྆ऀ〠ಉ」େ　《〣Ұ〙〣ʮڞ௨ʯɺʮୈ〣〷〣ʯ
ଘࡏ『〾〜⿴ɻA = x,B = x → A = B 〝⿶⿸〣〜⿴〿ɺʮ࣮ମʯ〝⿶⿸

〣〤〈〣 x〣〈〝〜⿴ɻ
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2. 〜⿴〝⿶⿸〈〝〾ɺx〤ʮ࿑ಇʯ〕〝「〔⿸⿺〜ɺ௨〟〣〤࿑ಇੜڞ〠ऀ྆
《〾〠〈〣ʮ࿑ಇʯ〾ʮ۩ମత༗༻࿑ಇʯぇʮࣺʯ「ʮநతਓؒ࿑ಇʯぇʮந

ग़ʯ『〝⿶⿸ૢ࡞ぇ〈〟⿶ɺՁ〣࣮ମ〤நతਓؒ࿑ಇ〜⿴〝⿶⿸݁ぇ

ಋ。ɻ

〈〣ղऍ〜ʰࢿຊʱ〣ふずとぷ〝 1ゎ゙〣ࠩޡ〷〟⿶〝⿶⿺〥ɺ〷〖あえॻ　⿺〔
〕々ど゛〤〜ɺ൷〣れぐアぷ〤ʬA = B 〟〾ɺ〟〾』 A = x,B = x〝⿶⿸ؔ

ؚ〳ぁʭ〝⿶⿸໋〣ਅِ〜⿴ɻ

˙ʮಉ」ʯ〝ʮ「⿶ʯ ҰൠԽ『〝ぶ゙たがぷ〟〠〟ɺʮ10 ご゛〣゙アぼ

゚+ 10ご゛〣゙アぼ゚ʹ 5ご゛〣゙アぼ゚+ 15ご゛〣゙アぼ゚ʯ〝ɺʮ20ご゛〣゙アぼ

゚ʹ 1ண〣্ணʯ〝〜〤ɺ߸〣ҙຯҧ⿸〈〝〤〕ぁ「〷いɻલऀ〤 20ご゛〣゙
アぼ゚〝⿶⿸ಉ」ʮ࣮ମʯ〣ҟ〟ʬଶʭ Gestalt, shape 〜⿴〿ɺऀޙ〤 20ご゛〣゙
アぼ゚〝⿶⿸

ざゅでこぜぷ

ର 〣ɺަ〜　〝⿶⿸ੑ࣭ぇྔԽ「〔ʬܗଶʭ Form, form 〜⿴ɻ
「〔〘〛ऀޙぇࣜ〜දࣔ『〈〝〠〤〷〝〷〝ແཧ⿴ɻࣗવޠݴ〣 A is B

〟⿶「 A has B 〣؆ུදه〕〝ྃղ『〮　〜ɺ〷「ࣜܗతදݱぇ〵〟〾ɺࣜ〽〿

〷⿸গ「ෳؔ〟ぇදݱ〜　ɺۙ࠷〣ざゅでこぜぷܕࢦ〣ゆ゜そわޠݴ〣〰⿸

ద「〛⿶ɻ〒〈〜〤 “ is -A ؔ ”〝 “ has - A ؔ ”〷۠ผ〜　〣〜ɺີݫ〠⿶⿺
〥ʮ20ご゛〣゙アぼ゚ʹ 1ண〣্ணʯ “ has - A ؔ ”〜⿴〈〝〷໌ࣔ〜　ɻ
〝⿶⿸ぜと〠ɺ༻Ձ〝Ձ〝⿶⿸ぜとぇ “ぢアれでてゖア ”〣ํࣜ〜〷〔【〈
〝ɺՁぜと〣〟〜Ձදݱ〝⿶⿸ “ゐぬひへ ”ぇఆٛ『〈〝〟〞ɺࣗ༝〟ઃܭ
〜　ɻ〈〣ྲྀぁ〜⿶⿺〥ɺ՟ฎ 〝 “ is -A ؔ ”〠⿴〿ɺ՟ฎぜと〠ぜ
とぇ ঝܧ“ ”《【〈〝〜ɺ՟ฎ〣جຊぇࣔ『〈〝〷〜　ɻ
⿶』ぁ〠【〽ɺ〈〣〽⿸〠߸〣ҙຯぇ໌֬〠『ぁ〥ɺʬA = B 〟〾ɺ〟〾』

A = x,B = x〝⿶⿸ؚؔ〳ぁʭ〝⿶⿸໋ޡ〿〜⿴〿ɺ〈ぁ〠ཱ٭「〔ʮ࣮ମʯ

֓೦〣ݶք〷໌〾〠〟ɻಉ」߸〜〷ɺʮಉ」ʯ same 〝ʮ「⿶ʯ equal 〤ผ〟〣
〕ɻࢲ〤ڭՊॻ〜ɺ“ʮ「⿶ʯ〝ʮಉ」ʯ〤ಉ」 ”〝⿶⿸ԋशぇ〕「〛ʮҧ⿸ʯ〝
ଈ「ɺ〒〣ཧ༝ぇৄ「。ղઆ「〛⿶〔ʢখ഼ [2009]  13 ʣɻ೦〟〾ɺڙࢠ〣
〈あ〾 “び゚〝じゐ߹い【〛 10ඖɺ〣 32ຊɺ《〛び゚〤Կඖ〜「〼⿸ ”〝
⿶〘〔ぇɺ〞〈ょア〕〝ٙ⿸ؒ〷〟。ɺ〔〕ղ。〽⿸〠ڭҭ《ぁ〛　〔ֶੜ〤ɺ〈

〣ҧ⿶〟〟〴⿺〟⿶〽⿸〕〘〔ɻh ຊʱୈࢿ 1 ୈר 1 ষୈ 1 અʮ〣ೋཁҼʯ
〠々ʮ࣮ମʯSubstanz 〤ɺୈ 3અʮՁܗଶ『〟い〖ަՁʯ〠々ʮՁʯ
Äquivalent 〝〤ผ〟〣〜⿴ɻ

ଶ〝࣮ମ〣ೋ߲Խܗ˙ ʮӉཧʯ〤ɺ“Ձ〣ʮ࣮ମʯநతਓؒ࿑ಇ〜⿴〈〝
〤ɺೋ〣ஔؔ〾ಋग़『〈〝〤〜　〟⿶ ”〝「〛ɺ࿑ಇՁઆ〣ূぇʮՁ
Ҡಈ〠⿶〛ɺʮ࣮ମʯ֓೦ແ൷〣〳〳Թํޙաఔʯ〠Ҡಈ「〔ɻ〤ɺ〈〣ܗ

ଘ《ぁ〔〠⿴ɻʮܗଶʯՁぇ༻⿶〔දݱ〜⿴〝໌֬〠نఆ『ぁ〥ɺ〈〣ʮܗ

ଶʯ֓೦〠〤ʬA = B 〟〾ɺ〟〾』 A = x,B = x〝⿶⿸ؚؔ〳ぁʭ〝⿶⿸໋

ʮ࣮ମʯ֓೦〝૬༰ぁ〟⿶ُ྾⿴ɻ』٭ཱ〠
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ඍົ〟ׂぁ〷「ぁ〟⿶ɺʮӉཧʯ〤〈ぁぇʮܗଶʯରʮ࣮ମʯ〝⿶⿸ೋ߲Խ〜

ృ〿〙〫「〔ɻ〒〣݁Ռɺ〈ぁ〾ೋ〙〣֓೦〤〝〷〠ྲྀಈԽ「ࣗݾ்「〛⿶〘〔〣〜⿴

ɻ〞〣〽⿸〠ਐえ〜⿶〘〔〣ɺʮݩ〣૬ҧʯ〝ʮՁ๏ଇ〣ূʯ〠〙⿶〛〴〛

〴〽⿸ɻ

˙ʮݩ〣૬ҧʯ ଶ〝࣮ମ〣ೋ߲Խ〤ɺԘ《えܗ “⿶⿶〝〈あ〳〜ߦ〘〛⿶〔〣〠
· · · · · · ”〝੯「〵ɺՁ〝Ձ֨〣ؒ〣ʮݩ〣૬ҧʯ〠݁「〛⿶〔ɻ⿶〳〴〛　〔〽
⿸〠ɺʮ࣮ମʯ〤ຊདྷʮՁ〣࣮ମʯ(࣮ମ = ψ[Ձ])〜⿴〿ɺʮܗଶʯ〷ʮՁ〣ܗଶʯ(
ଶܗ = ψ[Ձ])〜⿴〘〔ɻ〕〾ɺʮ࣮ମʯ〝⿶⿸֓೦ぇ٫غ「〛〷ɺՁぇ༻⿶〔ද
ఆ〜　ɻنଶʯ〝⿶⿸֓೦〤ܗ〣ʮ〚」〝༷ࣜݱ

〝〈あɺܗଶ〝࣮ମ〣ೋ߲Խ〤ɺゎじアൽ〝࣮〾〟〽⿸〠ɺՁ〤ܗଶ〝࣮ମ

〾〟〝⿶⿸ࣝぇੜ〵ɻ《〾〠ɺൽ〜〷࣮〜〷〟⿶ゎじア〟⿶〽⿸〠ɺܗଶ〜〷࣮

ମ〜〷〟⿶Ձ〤〟⿶〝ߟ⿺〝ɺ࣮ൽ〜แ〳ぁ〛⿶〽⿸〠ɺ࣮ମ〷ܗଶ〜แ〳ぁ〛

⿶〈〝〠〟ɻ〈〈〾ɺʮܗଶʯ〤ʮ࣮ମ〣ܗଶʯ(ܗଶ ≡ ψ[࣮ମ])〝⿶⿸༗〿ಘ〟
〶〤ɺʮ࣮ମʯՁ〣Ґஔぇޙ࠷〚」〒๏ੜ『ɻޠ༺⿶ ଶܗ) ≡ ψ[Ձ] ܗ∧
ଶ ≡ ψ[࣮ମ] → Ձ ≡ ࣮ମ)ɺՁぇൈ　《〘〔ʮܗଶʯ〠〤ʮՁ֨ʯ〝⿶⿸よ゚ష
〾ぁ (ψ[null] ≡ Ձ֨ʣɻ〈⿸「〛࣮ମ〝ܗଶ〣ؔ〤ɺՁ〝Ձ֨〣ؔ〠సࣸ《ぁ
(࣮ମ : ଶܗ = Ձ : Ձ֨)ɻ
〈〣〽⿸〠࣮ମ〝ܗଶ〣ೋ๏ぇɺ〽。〾ぁ〔Ձ〝Ձ֨〣ೋ߲ରཱ〠֦ு『〈

〝〜ɺ“Ձ〤࣮ମ ≡ நతਓؒ࿑ಇ〜⿴〿ɺ〒〣େ　《〣୯Ґ〤ؒ〜⿴〣〠ର「
〛ɺՁ֨〣୯Ґ〤ԁ Y 〹 れアへ £〣〽⿸〟՟ฎ〣ྔඪ४〜⿴ ”〝⿶⿸〔〖〜ɺ
ݩ dimension 〣ࠩぇ⿸〈〝Մ〠〟ɻ〒〣݁Ռɺ࿑ಇؒ〠〽Ձنఆ〠〽〘
〛༨Ձ〣ܗ〝〒〣ੵաఔぇੳ「〔Ӊ߂ଂ〣ʮੜʯ〝ɺڝ૪〠〽ར५

ぇղ໌『ʮʯ〝〤ɺҟ〟ߏػฤ《ぁԽ〣աఔぇ௨」〛ࣾձతੜۉ

ぁ〽⿸〠〟ɻ〈⿸「〛ɺ࿑ಇ〾⿺ߟ〝ぇ〷〙ɺ૬ରత〠ಠཱ「〔ཧྖҬ〜⿴ݩ

ؒ〠ൺྫ「〔Ձ֨ʢʮՁՁ֨ʯWertpreißʣ〠〽ަɺར५〣ෆۉぇ〷〔〾「ɺ
ॾࢿຊ〣ڝ૪〣݁ՌɺҰൠతར५ぇ〷〔〾『ੜՁ֨〠〽ަ〠Ҡߦ『〝⿶⿸ʮՁ

〣ੜՁ〭֨〣సԽʯ〷ࠜڌぇܽ。Ծ〝「〛ഁغ《ぁɻ《〾〠〳〔〈〣ݩ〣૬ҧ

ぇ໌֬〠『ぁ〥ɺろ゚ぜとऀֶࡁܦぇ〳【〛　〔ɺՁՁ֨〜ܭ《ぁ〔ʮඅ༻Ձ֨〣

ੜՁ֨Խʯ〝⿶⿸〷ফ໓『ɻʮʯ〤〤」〶〾『〮〛ʮՁ֨ʯ〣ݩ〠ଐ

「〛〿ɺੜखஈ〷ੜಉ༷ɺಉ」ੜՁ֨〣ମަ〜ܥ《ぁ〛⿶〾〜⿴ɻ〈

⿸「〛ɺՁ〝ੜՁ֨〤ಉ」ࣾձతੜぇҟ〟ݩ〜ଊ⿺〔〷〣〜⿴〿ɺՄࢹత〟Ձ

త〠〟〘〛⿶〘〔〣ࢧ〣Ձ๏ଇ؏ప『〝⿶〘〔ओுࢹ〣ʮఈʯ〜ɺෆՄݱ֨

〜⿴ɻ

˙Ձ〭〣ճؼ 〠ࢢ〣૬ҧ〤ɺ࿑ಇՁઆ〾૬ରత〠ಠཱ「〔〔〖〜ɺݩ

々Ձ֨〣ׂぇߟ『〈〝ぇՄ〠「〔ɻॾࢿຊ〣ڝ૪ぇ௨」〛ࢢ〠々ར

५〣ۉԽୡ《ぁぁ〥ɺ〒〣എޙ〜࿑ಇՁઆ〠ج〚。Ձ๏ଇ〷؏ప『〝⿶

⿸ɺݩ〣૬ҧ〠〽ೋߏ〣〷〝〜 — 〈ぁ།Ұ〣ػܖ〝⿶⿸い々〜〤〟⿶ —
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ʮӉཧʯ〣ओཁ〟ྖڀݚҬ〤ɺར५〣ۉԽぇิ『ࢿۀຊ〹৴༻ߏػ〣ਫ਼៛

Խ〠ୈ〠てやぷ「〛⿶〘〔ɻ

〝〈あɺ〈〣〽⿸〟ڀݚಈ〣〟〜ɺ〹〛Ձ〝Ձ֨〣ೋݩ〣ݶքɺ⿴〾〔

〶〛〠ݟ⿺〔〖〜্ු࠶「〛⿶〘〔〈〝〤ڵຯਂ⿶ɻࢿຊओٛతࢢぇಛ〚々

ࢿۀຊ〹৴༻ߏػ〣ੳ〠〤ɺ〒〣ج൫〝「〛ྲྀ௨අ༻〹ྲྀ௨ࢿຊ〣ߟܽ【〟

⿶ɻぇച〠〤ɺੜඅʢʮඅ༻Ձ֨ʯぇੜඅ〠ݶఆ『ඞཁ⿴ʣ〣〰〠

ྲྀ௨අ༻〣ࢧग़ෆՄܽ〜⿴〿ɺ〳〔ੜաఔ〕々〜〤〟。ྲྀ௨աఔ〠〷ࢿຊぇԼ『

ඞཁ⿴ɺ〈ぁԋ៷〣ग़ൃ〝〟ૅجత݅〜⿴ɻ

ୈ̍רぇத৺〠ʰࢿຊʱぇཧղ『〝ɺྲྀ௨අ༻〹ྲྀ௨ࢿຊ〟〞〤पลత〟ଘࡏ〜⿴

〿ɺ࣮ࡍ〔⿶「〔ྔ〠〤〫ٴ〳⿶〝ࢥいぁɻ「「ɺߏػԽਐえ〕ঢ়ଶ〜〷〟ɺ〒

〣Өڹ⿶〠େ〟〈〝ɺࢼ〴〠ɺଛӹܭॻ〹ିआରরදぇோ〶〛〴ぁ〥「〙

。ɻゐがじがぇ〝〘〛〴〛〷ɺੜ̍୯Ґ〠ׂ〿〛Մ〟ੜݪՁ〣૯ֹɺૈར५

〾Ұׅ「〛߇আ《ぁൢചཧඅʢ〷〖あえ〈〣『〮〛ྲྀ௨අ༻〝⿶⿸い々〜〤〟⿶

ʣ〝ʑ〝⿶⿸たがとগ〟。〟⿶ɻh 〕」⿸〉〣なひぷ〜ಡ〵〝ɺרຊʱぇશ̏ࢿ

〣࣮ଶ〒〈〠େ　。ු〨্〘〛。〣〜⿴ɻࢢ〣࣮ݱ

ྲྀ௨අ༻〹ྲྀ௨ࢿຊ〣ଘࡏ〤ɺಉ」छྨ〣〜〷ൢച〠みみ〟ؒظ〈〝

〠〽ɻߏػԽ《ぁ〔ࢢ〣ੳ〠〤ɺ〈⿸「〔ݱぇ〔〕࣮ࣄ〝「〛લఏ『〣〜〤〟

。ɺ〒ぁぇෆՄආత〠ੜ〴〕『ࢢ〣෦ߏ〣ղ໌ඞཁ〝〟ɻ〈〣ߏぇԋ៷త〠

આ໌『〔〶〠〤ɺग़ൃ〠〷〞〘〛ɺݪ〠々ఆٛぇݟ〟『〈〝ٻ〶〾ぁɻ

〈〣ݪճؼ〣⿶ճ࿏ぇ⿶〳〈〈〜〔〞〈〝〤〜　〟⿶ɺຊ֨త〟ߏػੳ〣〔

〶〠〤ɺݩ〣૬ҧॳ༻ҙ「〔ɺ⿴〿　〔〿〣Ձ֨ཧ〜〤ෆॆ〟〈〝ୈ〠

໌〾〠〟〘〛⿶〘〔ɻゎじア〣ൽ〣〽⿸〠࣮〾Մ〟ݩ〣૬ҧ〠々ܗଶ

〣ଊ⿺ํ〜〤ɺࢢՁ֨〤ɺՁ〠੍ن《ぁ〈〝〟。ɺۮવత〟धཁؔڅڙ〣ม

ಈ〠Ԡ」〛ෆஅ〠্ঢԼམぇ܁〿ฦ「ɺՁ〤〔〕〈〣ઈ⿺》Ձ֨มಈ〣ॏ৺〝「〛ࣄ

〠֎〷Ձ֨〝ࣗવՁ֨ʯ〾Ұาࢢయ〣ʮݹ〟〝ଊ⿺ɺ༧ఆௐత』ݱൃ〠తޙ

〜〾ぁ〟⿶〣〜⿴ɻ

〒〣〔〶〠〤ɺܗଶ〝࣮ମ〣ೋ߲Խ〜ృ〿〙〫《ぁ〔ׂぁ〾ɺՁ〣ਂ〠Լ߱

「〛〴ඞཁ⿴ɻ〈⿸「〛ɺલઅ〣ʮՁ〣ੑࡏʯ→ʮछ〣ଐੑ〝「〛〣Ձʯ→
ʮݿࡏ〝՟ฎ〣࣮ࡏ『ࢢʯ〜ड़〮〔〽⿸〟ʰࢿຊʱ〣Ձ〭〣൷తճؼඞਢ

〝〟ɻ〈⿸「〛ݩ〣૬ҧ〤ɺҰํ〜ར५ۉԽ〠ඞਢ〟ࢢ〣ߏػԽ〣ൃలぇ

ଅ「〟〾ɺ〒ぁ〤ಉ〠धཁڅڙՁ֨〣มಈ〜ௐՄ〟ࢢ૾〝⿶⿸ݩ〣૬ҧ

〣લఏぇಥ　่『〝⿶⿸ぶく゛アろぇ๊⿺〛⿶〔〣〜⿴ʢݩ〣૬ҧ→ࢢߏػ
〣૬ҧ൷ʣɻݩ→

˙࣮ମ֓೦〣் 《〛ɺʮݩ〣૬ҧʯ〾ʮՁ๏ଇ〣ূʯ〠ぇਐ〶〽⿸ɻ〈

〈〜〤ʮܗଶɾ࣮ମ〣ೋ߲Խʯੜ〴〕「〔࣮ମ֓೦〣ࣗݾ்〣ฐぇ؍『〈〝

〜　ɻ

ʮӉཧʯ〣〷〝〜〤ɺʮݩ〣૬ҧʯ〠々ܗଶ֓೦〣ྲྀಈԽ〠ฒߦ「ɺ࣮ମ֓

೦〣〰⿸〷ಠࣗ〣ํ〠ྲྀಈԽ「〛⿶〘〔ɻh ܗଶ〠々ʮܗຊʱ〣߹ɺՁࢿ
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ଶʯ〤ɺີݫ〠〤ʮՁ〣ݱܗଶʯ〜⿴〘〔ɻײޒ〜֮〜　〟⿶ʮՁʯɺ〕

ぁ〜〷ڞ௨〣୯Ґ〜⿺〈〝〣〜　 (enumerable) Ձ〜ྔԽ《ぁ〔ʮݱܗଶʯ
〣Ҧ〜⿴ɻʮՁݱいぁʯ〝⿶⿸ओߏจతنఆɺຊޠ〠〒〃い〟⿶〝ࢥ⿸〟

〾ɺ〣ॴ༗ऀ〒〣〣Ձ〣େ　《ぇଞ〣〣ྔ〜දい『ʮද༷ࣜݱʯ〝ݴ

ɻ⿶〽〷〚⿺⿶

「「ɺ〈〣ʮܗଶʯForm〝⿶⿸༻ޠ〤ɺ༰қ〠Ձ〣ʮଶʯGestalt 〝〣ࠞᔿぇট
。ɻ『〜〠ड़〮〔〽⿸〠ʢ18ทʣʮՁ〣ଶʯ〝〤ɺՁぇओޠ〠「〛ɺ〒ぁ〞〣〽
⿸〟ঢ়ଶ〜ଘࡏ『ぇޠ༺』ࢦ〜⿴ɻ「〔〘〛〒ぁ〤ɺᶃ જࡏత〠〤Կ〝〜〷ަ

Ձ〠੍《ぁ〔ଶ〠⿴ɺ⿴⿶〤ɺᶄ༺Ձɺಛఆ〣　〜 ແ੍〠Կ〝

〜〷ަ〜　い〿〠ɺࣗ〾〣Ձ〣େ　《ぇදݱ『ܗଶぇ〷〔〟⿶ଶ〠⿴

ɺ〙〳〿جຊ〤ɺ՟ฎɺ〣⿶』ぁ〠〟ɻೋ〙〣ଶぇண『ଶมӡ

ಈ〜⿴ࢿຊ〤ີݫ〠⿶⿺〥Ձ〣ଶ〜〤〟⿶ɺ《〾〠〈ぁ〷ؚ〶〛ɺɺ՟ฎɺ

ଶʯ〤ʮଶʯܗଶʯ〣ʮܗଶʯ〝Ұׅ『〈〝〷ଟ⿶ɻ〈〣ʮྲྀ௨ܗぇʮྲྀ௨ऀຊ〣ࢿ

〣ྻܥ〠ଐ「〛〿ɺʮՁܗଶʯ〣ʮܗଶʯ〝〤ҟݩ〣֓೦〕ɺʮྲྀ௨ʯ〣ରぇ

ཏత〠ࣔ『〣〠ศར〟〣〜ɺʮྲྀ௨ܗଶʯ〝⿶⿸༻ޠ〤ʮྲྀ௨ʯ〹ʮࢢʯ〝ಉٛ〠

いぁ〈〝〠〟ɻ

ぇߟࢥ〕」〣࿈ɺ༥௨ぇੜޠ༺༗〣ݻ〠ޠݴԡ《⿺〛々〥ɺࣗવ⿺》ؔ〟ີݫ

ଶʯ〝⿶⿸సᨅ〠༠ൃ《ぁܗଶʯ→ʮྲྀ௨ܗత〠〿ࣺ〛ඞཁ〤〟⿶ɻ〔〕ɺʮՁࣜܗ
〔ʮ࣮ମʯ֓೦〣ு〤ɺ༻ޠ〣ଟٛੑ〜〤『〳〡࣮ぇݪཧ〠ٴ〱『ɻܗଶ! ࣮ମ〝

⿶⿸ೋ߲ؔぇલఏ〠ʮྲྀ௨ܗଶʯぇ〴ぁ〥ɺྲྀ௨! ੜ〣ೋ߲ؔ〾ɺʮ࣮ମʯ〝⿶
〝⿸〽⿺ఆٛぇ༩〠ີݫ〷ޠ༺⿸⿶〝ʯʯ〣Ҧ〠ு『ɻ〵あえʮੜ〤ʮੜޠ༺⿸

『〝「⿶ɺ〔〕ʮӉཧʯ〣〟〜〤ʮ࣮ମʯ〝ʮੜʯ〤ʮՁ๏ଇ〣ূʯ

〝⿶⿸〔〖〜݁〨〙々〾ぁ〛⿶〔ɻ『〟い〖 “Ձ〣࣮ମ〤நతਓؒ࿑ಇ〜⿴ ”〝
⿶⿸໋ぇɺ“〤Լ࿑ಇྔ〠ൺྫ「〔ൺ〜ަ《ぁ ”〝⿶⿸໋〠ஔ　〟「
〛ɺ〈ぁぇূ『〈〝ɺ『〟い〖ʮՁ๏ଇ〣ূʯ〣ɺ಄〣〾ʮ࣮

ମʯ֓೦ぇఫऩ「〔ޙॲཧ〝《ぁ〔〣〜⿴ɻ

˙ࣾձత࠶ੜ 〈〈〜〤Ӊ߂ଂʰࢿຊʱ〣ʮ࿑ಇաఔʯ〝ʮՁ૿৩աఔʯ〠ର

〣ཱʯ〣େ〣れぐアぷ〤ʮੜ࠷〤ཱ〖ೖ〾〟⿶ɺ〠ࡉ〴〔ղऍ〝൷〣ৄࢼ〚」

ಡ〴ࠐ〴〕〘〔ɻӉ〣ʰݪࡁܦʱ〤ʰࢿຊʱ〣ʮ〈〣શաఔぇ〒〣݁Ռ〜⿴ੜ

〣ཱ〾〴ぁ〥ɺೋ〙〣〷〣ɺ࿑ಇखஈ〝࿑ಇର〝〤ੜखஈ〝「〛ݱいぁɺ࿑ಇ

〒〣〷〣〤ੜత࿑ಇ〝「〛ݱいぁʯʢMarx[1867] 196ʣ〝⿶⿸Ұจ〾ɺҰఆ〣ੜ

खஈぇ༻⿶తҙࣝత〟࿑ಇ〠〽〘〛〙。〿〕《ぁ〔ੜɺ〳〔ผ〣աఔ〜ੜखஈ

〝「〛༻⿶〾ぁ〝⿶⿸ੜաఔ〣࿈ぇಡ〴औ〿ɺʮ࿑ಇաఔʯぇのふ〣ࣾձతؔۀ

ぇଊൺぇܾఆ『ؔʯަաఔʯ〠֦ு「〛〴【〔ɻʮੜぇؚえ〕ʮ࿑ಇੜ

⿺〽⿸〝『ぁ〥ɺੜ→ ੜखஈ 〝⿶⿸࿈〤ඞਢ〜⿴ɻ⿶。〾ੜぇ〷〖〕「〛
〷ʢもがみが ∼ ࣛʣܕ〜〤〕〶〜ʢ໖ࢳ→ ໖ʣܕ〜〟々ぁ〥〟〾〟⿶ɻ〈〣۠ผ〤ܾ
ఆత〕〘〔ɻ

「「ɺ〈ぁ〤ʮՁ๏ଇ〣ূʯ〣ඞཁ݅〜⿴〘〛〷ॆ݅〜〤〟⿶ɻʮࣾձత
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ੜʯ〜〤⿴〘〛〷〳〕ʮ࠶ੜʯ〜〤〟⿶〾〜⿴ɻA → B → C · · · 〝ྻ〠࿈
『〣〜〤〟。ɺA → B ∧B → A 〝⿶⿸゚がゆ〜૬ޓ〠ґଘ『ؔɺ〈ぁ〠Ճい〾

〟。〛〤〟〾〟⿶ɻʮ࠶ੜʯ〣ゃゔぎ〟ఆٛ〤ɺখഴぇੜ『〣〠খഴඞཁ〕ɺ〝

⿶⿸୯Ұੜ〣ࣗิݾర〷ؚ〶〛ɺੜؒ〠〒〣ੜखஈ〠〟ؔ〝「〛

༩⿺〾⿺ɻʮՁ๏ଇ〣ূʯ〠〤ɺࣾձతੜ࠶〝ੜ〣྆ػܖぇ۩⿺〔ʮࣾձత࠶

ੜʯ(≡ ࣾձతੜʴ࠶ੜ)ɺॖ『ぁ〥 A〣ੜ〠〤̗ඞཁ〜ɺ〙 B 〣ੜ〠

〤 Aඞཁ〕〝⿶⿸ؔલఏ〝〟ɻ

˙ʮങ⿶「ʯ〝ʮຊݯతྗੑʯ “ʮ࣮ମʯ֓೦ぇு《【ʮੜʯ〠ॏ〢〈〝〤࣮
』〉ى　ぇҾ ”〝⿶〘〔〣〤ɺೋ൪〣ʮ࠶ੜʯ〠ؔいɻʮӉཧʯ〣〟〜〤ɺ
ੜੜखஈ〝「〛やくがへみひぜ《ぁؔɺੜ࿑ಇऀ〣ੜ׆खஈ〝「〛

“ങ⿶《ぁ ܦぁ〛ɺ〞え〟ࣾձ〜〷ҡ《ぁ〟々ぁ〥〟〾〟⿶ʮ〾⿺　ஔ〠ؔ”
ௐ《ぁ〔ɻ〔「〠ᶃڧ〚」〝ଇʯݪ〣ࡁ Aʢখഴʣ〣ੜ〠 L1 ؒ〣࿑ಇぇཁ「ɺA

ʢখഴʣ 〝 L2 〣࿑ಇ〜 Bʢむアʣੜ《ぁɺ《〾〠ᶄ Bʢ〣Ұ෦ʣʮ࿑ಇྗ〣࠶ੜ

ʯ〠ඞཁ〜⿴ɺ〝『〝ɺL → B ∧B → L 〣〔〖〜゚がゆܗ《ぁ〛⿶〽⿸

〠〴⿺ɻ

〔「〠〳〔ɺҰఆ〣࿑ಇؒ〜⿴ੜੜ〜　〝⿶⿸ؔ (((L1 → A) +

L2) → B 〙〳〿 L → B)〤ɺੜٕज़〠〷〝〚。؍٬తఆྔੑぇ〷〙ɻ「「ɺ〞ぁ〕
々〣ੜぇফඅ『ぁ〥Ұఆྔ〣࿑ಇぇ〈〟⿸〈〝〜　〣 B → L〤ɺٕज़త٬

⿸⿶〝〳〷〣〜〤〟⿶ɻ〞ぁ〕々ফඅ『〝⿶⿸〈〝〝ɺԿؒ〤〔〾。　〜ੑ؍

〈〝〤ɺ〹〤〿ผ〣〈〝〟〣〜⿴ɻ〒〈〠〤७ੜ〣ࣾձతぇ〶〃ʮຊݯత

ྗੑʯ⿴ɻ

〈〣ྗੑ〈〒ɺろ゚ぜとֶࡁܦҰ؏「〛ڧௐ「〛　〔༨Ձ〣֩৺ʢʮઈରత

༨Ձ〣ੜʯʣ〜⿴〿ɺʮࡡऔʯ〝⿶⿸༻ޠ〠〈〕い〟〾〒〣ݯઘ〜⿴ɻ࿑ಇ〣〴

ࡡऔ〣ର〝〟〿ɺ໖ࢳ〹໖〾ࡡऔ『〈〝〜　〟⿶〣〤ɺ〈〣ຊݯతྗੑ〣

༗ແ〠〽ɻ〈〣ҧ⿶ぇଟগ〝〷ҙࣝ『ぁ〥ɺʮゑぽ〣ੜʯ〝ಉ」ҙຯ〜ɺ؆୯〠ʮ࿑

ಇྗ〣ʢ࠶ʣੜʯ〝⿶⿸ؾ〠〤〟ぁ〟⿶ɻ࿑ಇྗぇ〝「〛ॲཧ『ࢿຊओٛ〣〷〝

〜〤ɺੜ׆खஈ〝࿑ಇؒ〣ؔ B ""# L 〤ɺʮゑぽ〣ੜʯ〝〤ҟ〟ୈೋ〣ݪཧ〜ॲ

ཧ《ぁɻ〈〣ୈೋ〣ݪཧ〣ղ໌〈〒ɺろ゚ぜとݻ〠ֶࡁܦ༗〣՝〜⿴〈〝〤〔「

〜⿴ɻ

「「ɺ〈〣〈〝〤ɺ〈〣ୈೋ〣ݪཧࢢ〠々ަൺぇܾఆ『ݪཧ〜⿴〈

〝ぇҙຯ『い々〜〤〟⿶ɻ“ੜաఔՁ〣େ　《ぇܾఆ『 Ձઆ〣؍٬⿸⿶〝”
〣〰⿸〠⿴ɻࣾखஈ〣ิరؔੜ〘〷〠ૅجతఆྔੑぇ؍ज़〣٬ٕཧ〤ɺੜݪຊج

ձత࠶ੜՁ֨〠ର「〛ൃش『ن〟ྗڧఆྗ〣ࠜڌ〤ɺ〟〠〽〿〷ੜखஈ〝ੜ

〣ؒ〠ଘࡏ『ੜٕज़〣؍٬తఆྔੑ〠ىҼ『ɻ

ࣗಈं 2ぇ〙。〠〤ɺのぐん〷まアぺ〷〞〣෦〷 1〣 2ഒ⿶ɻ〔「〠
〴ཱ〛〔〶〣࿑ಇؒ〷 2ഒඞཁ〠〟ɺ〈〣 2ഒ〣࿑ಇؒぇҡ『〣〠ඞཁ
〟ੜʢੜ׆खஈʣ 2ഒ〠〟〝〤ݶ〾〟⿶ɻੜ׆खஈྔ〝ੜྔ〣ؒ〠〤ɺ
త〟ゑぽ〝ゑぽ〣ؔ〠々ఆྔੑ〠ؐݩ〜　〟⿶ྗੑଘࡏ『ɻࢿຊओٛ〣〷〝
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〜〤ɺ〈〣ྗੑୈೋ〣ݪཧ〠〽〘〛֬ఆ《ぁ〈〝〜ɺੜۚぇؚ〵අ༻Ձ֨〣ൣ

ᙝཱ『ɻඍົ〟〕ɺࢿຊओٛ〠〝〘〛〞〖〾ࠜຊత〝ɺՁ֨〣نఆ〠

⿶〛〞〖〾ܾఆతɺ〤ผ〣〜ɺ“ॏཁ〕〾〒ぁ　〶〛⿶ ఆنଇ๏ଇぇݪ“”
『 ”〝؆୯〠〤⿶⿺〟⿶〣〜⿴ɻ
〈〣〽⿸〠࣮ମ֓೦〣்〤ɺ〈〣ඍົ〟〠Өڹぇ༩⿺〔ɻʮӉཧʯ〤ܗଶ〝

࣮ମ〣ೋ߲Խぇલఏ〠ɺ࣮ମ = ࿑ಇ 〣ؔ〤ੜ〜〤」〶〛໌〾〠〜　〝「〔ɻ

〈ぁ〤ಉ〠ɺܗଶ֓೦〣ม༰〝〝〷〠࣮ମ = ੜ = ࣾձత࠶ੜ 〝⿶⿸֦େぇ〘

〛⿶〔ɻʮՁ๏ଇ〣ূʯ〝⿶⿸՝〠ଈ「〛⿶⿺〥ɺ〈〈〳〜〤جຊత〠ਖ਼「⿶ల։

〠〟〘〛⿶ɻࣾձత࠶ੜぇよがと〠Ձ〣େ　《ぇઆ໌『ํ໌֬〠《ぁ〔〣〜

⿴ɻޡ〿〤ɺ〈〣ࣾձత࠶ੜɺ〝〿い々࠶ੜ〣جຊぇɺੜखஈ〣ྔత〟ิర〜

〤〟。ɺ࿑ಇྗ〣࠶ੜ〠ू「〔〠⿴ɻࣾձత࠶ੜɺ࣮ମ = ࿑ಇ〝⿶⿸࣮ମ

֓೦〣Ԇઢ্〠ਾ⿺〾ぁ〔〈〝ɺ〈〣য〣ど゛ぇ༠ൃ「〔ҰҼ〕〘〔〣〜〤〟⿶

〝ਪ《ぁ〣〜⿴ɻ

˙ʰ〠〽〣ੜʱ ʱぇಡ〵〟〜ɺ〤とひやき〣ʰ〠〽〣ੜࢲ

〈〣ぇୈ〠֮ࣗ『〽⿸〠〟〘〔ɻ〈〣ゕぺがぜ〟ॻ໊〤ɺੜੜखஈ〝「

ɺゑぽ〝ゑぽ〝〣⿶〟」ࡏɻ「〷ɺ࿑ಇଘ】》ىぇ〹〠ೖ《ぁؔ࠶〚

Ԡաఔ〾આ　ى〈『〈〝〜ɺॻ໊〣ʮʯੜखஈ〜⿴〈〝〷Ұྎવɺฆぁ

〟⿶ɻ〙〛Ӊ߂ଂ〤ɺ୭〾〈⿸⿶⿸ॻ໊〣ॻ⿴〈〝ぇڭ⿺〾ぁɺ“〔〕
「〈〣〠〤࿑ಇྗؚ〳ぁ〛⿶〟⿶ 〟〆〾ぁ〛ɺ“〒ぁ〜〤⿶〖〥え؊৺ࠂ〝”
ൈ々〛⿶〈〝〠〟 ” 〝൷ධ「〔〣ぇಡえ〕هԱ⿴ʢӉ [1973] ʣɻh ຊࢿ

ʱ〠ೃછえ〜　〔ಡऀ〟〾ɺh 〠〽〣ੜʱ〠〪ぁ〔〝　ɺ՟ฎ〣ෆࡏ〝〝

〷〠ɺۚ〣നࢴԽ〠୭「〷ҧײぇ֮⿺ɻ「「গ「ಡ〴ࠐえ〜〴〝ɺ〒〣ۚ〣

ॲཧ〤प౸〠ߟ⿺〾ぁ〔݁Ռ〕〘〔〈〝〠ؾ〚。ɻ〒〈〠〤ɺ࿑ಇྗʮ〠〽

〣ੜʯ〝〤ผ〣ݪཧ〠〽〘〛ҡ《ぁ〛⿶〝⿶⿸ࣝಡ〴〝ぁ〣〜⿴ɻ

ʰ〠〽〣ੜʱ〠ର『ࢲ〣ධՁ〤ɺ〽〒ҎԼ〣௨〿〜⿴ɻᶃ 〣ੜ

〤〈〣〠〙⿶〛〤とひやき〣આぇड々ೖぁࢲཧ〠〽ɻݪ࿑ಇྗ〣ҡ〤ผ〣〝

ɻᶄ 「「ɺとひやき〣ۚ〣ۭനԽ〠〤༩「〟⿶ɻۚ〤ɺ〷⿸Ұ〙〣ݪཧ〝「〛

ಠࣗ〠ղ໌〜　ɻᶅ「「〳〔ɺ〣ੜ〝ಉ」ݪཧ࿑ಇྗ〠〷؏ప『〝⿶

⿸ʰࢿຊʱ〣࿑ಇྗ〣Ձنఆ〤࠾༻〜　〟⿶ɻᶆ࿑ಇྗ〣Ձ〤ɺࢿຊ〣〷〝〜〣࿑

ಇաఔɺࢿຊ〣֎෦〠々࿑ಇऀ〣ੜ׆աఔɺ〒「〛྆ऀぇ〫݁࿑ಇࢢɺ〈ぁ〾શମ

ぇཧԽ『〈〝〜〤」〶〛આ໌〜　ɻᶇ〈ぁ〠〽〘〛ɺۚ〤ɺੜखஈ〝ର〠අ

༻Ձ֨ʢݪՁʣ〣⿸〖〠แؚ《ぁɻ〈ぁ〤جຊత〠ɺh ཱ〠Ձ֨ຊʱ〣ੜࢿ

〖〷〣〜⿴〿ɺh 〠〽〣ੜʱ〣〽⿸〠ɺۚぇඅ༻〾֎『ํ๏〤〝〾

〟⿶ɻ

〟え〕とひやき〝ろ゚ぜと〾〣 “⿶⿶〝〈औ〿 ”〠〴⿺〷「ぁ〟⿶ɺ྆ํ
〝〷൷【』〠〤ઌ〠ਐ〶〟。〟〘〔〳〜〣〈〝〜⿴ɻՁܾ֨ఆ〣゛よ゚〜ゎぜ゜ܦ

〔खՁઆ〣ぐア〳〜Լ〣؍ɺ٬『】ࣥݻ〠〟〾ɺ࿑ಇՁઆ』ہର〝ֶࡁ

〝⿶〘〔〣〷ɺ〈え〟खॱぇߟ⿺〛〣〈〝〜ɺ୯७〠ʰࢿຊʱぇࣺ〛〛ʰ〠〽
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〣ੜʱ〠〿⿺ぁ〥『〵〝⿶⿸〜〤〟⿶ɻʮ࿑ಇྗ〣࠶ੜʯ〤ඈं〜ʮ࿑ಇྗ

〣ԽʯԦɺԦ〤ࣺ〛〡〝⿶⿸ҙຯ〜ろ゚ぜとऀֶࡁܦ〔〈〝〠ࢲ〤ࠣ〷ჼ〜

〤〟⿶ɻ

˙ʮ࣮ମʯ〣٫غ Ҏ্〣〽⿸〟ܗଶ〝࣮ମ〝⿶⿸ೋ߲Խ〝〒〣ංେԽぇܸ『〟

〜ɺࢲ〤ʮ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠࣗવ〠〙⿺〟。〟〘〛〻　ɺڭՊॻ〜〤〝⿸〝⿸ҙࣝత

〠ຊจ〾〈〣༻ޠぇফڈ「ɺԋश〜ʮ“〣༻Ձ〠ର『Ձ〣نఆ〤ɺ《
〾〠Ձ〣ܗଶ〝࣮ମ〠ೋॏԽ《ぁɻ〣Ձ〤Ձ֨ൺ〝「〛〣Ձܗଶ〝ɺ〒ぁぇ

〣Ձ࣮ମ〾〟ɻ〚」〝ఆ『࿑ಇ〣ྔؔن ”〝⿶⿸ਓ⿶ɻ〈〣〽⿸〟Ձ〣
ଶ〝࣮ମ〝⿶⿸ର֓೦〤ඞཁɻʯʢখ഼ܗ [2009] 30ʣ 〝⿶ʮඞཁ〟⿶ʯ〝ҰҰ『

〳〜〠〟〘〛⿶〔ɻ〒「〛ɺ〈〣ղ〠〣〽⿸〟ʮղઆʯぇ〙々〛⿶〔ɻ

∥D| 〈⿸⿶⿸「⿶〤ɺ〒⿸⿶⿸〈〝ぇ⿶⿸ਓ〠⿴〘〔〝　〠ߟ⿺ぁ〥〽⿶〈〝〕ɺ〔
〕〒〣〝　〣〔〶〠ɺ〖〼〘〝৺〣४උぇ「〛〈⿸ɻຊจ〣ओு〤

Ձ

!
Ձ〣ܗଶ · · Ձަ·
Ձ〣࣮ମ · · ·࿑ಇ〣ྔؔ

〝⿶⿸֓೦త۠ผ〠〔〘〛⿶ɻ

〈〣ʮՁ〣࣮ମʯ〝⿶⿸֓೦〤ʰࢿຊʯ 〠༝དྷ『ɻ〒〈〜〤ɺ಄〣ʮ〣ೋཁ

Ҽʯ〣〟〜ɺ〣ஔؔ〾ग़ൃ「〛ɺ〒〣എޙ〠ʮڞ௨〣ୈ〣〷〣ʯ〣ଘࡏந

ग़《ぁɺ《〾〠〒ぁʮநతਓؒ࿑ಇʯ〠ؐݩ《ぁ〛⿶ɻ〈〣߹〣࣭نఆ〝〤ɺࣗવ

తଐੑぇҟ〠『ゑぽ〣ؒ〜ൺֱɾஔぇՄ〠『ୈೋ〣ଐੑɺ֎ݟҧ⿸〣ؒ〠ಉ

࣭ੑぇอূ『〷〣〣〈〝〜⿴ɻʮՁ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠ〤ɺ〷〝〷〝ɺ〈〣〽⿸〟ಉ࣭

ੑ〣ಋग़〠݁〨〙⿶〔֓೦〜⿴ɻ〈ぁ〠ର「〛ɺՁྔ〠〙⿶〛〤ɺ〒〣ੜ〠ฏۉత〟

ٕज़ਫ४〜ඪ४త〠ඞཁ〝〟ʮࣾձతฏۉతඞཁ࿑ಇʯ〠〽〘〛نఆ《ぁ〛⿶ɻཁ『

〠ɺh ຊʱ〜〤ࢿ

Ձ

!
Ձ࣮ମ · · ·நతਓؒ࿑ಇ · · ఆن࣭·
Ձྔ · · ·ࣾձతฏۉతඞཁ࿑ಇ · · ఆنྔ·

〝⿶⿸〔〖〠〟〘〛⿶〣〜⿴ɻ

「「ɺՁ֓೦ぇಉ࣭ੑ〝「〛〜〤〟。ʮަぇٻ〶ੑ࣭ʯ ఆ『〝ɺՁ࣮ن〝

ମ+Ձྔ〝⿶⿸〽⿸〠ʮೋॏԽʯ『ඞཁ〤〟⿶ɻ《〾〠ɺ〈ぁぇՁܗଶ+Ձ࣮ମ

ఆ〠ぼでぁ〛「〳⿶ɺແ༻〣نఆ〕〘〔ʮՁ࣮ମʯྔن〝ɺ࣭⿺⿶ݴ〠⿸〽⿸⿶〝

ࠞཚぇੜ〵ɻຊॻ〜〤ɺ ʮՁ࣮ମʯ〝⿶⿸༻ޠ〤ল　ɺ(1)〤ʮՁʯ〝⿶⿸ੑ࣭ぇ
〷〖ɺ (2) 〒ぁ〤ʮՁྔʯ〝⿶⿸ྔنఆぇ༩⿺〾ぁɺ (3) 〈〣Ձྔ〣දܗݱଶʮՁ
ଶʯܗ 〜⿴ɺ〝⿶⿸〽⿸〠ɺʮՁʯ→ʮՁྔʯ→ʮՁܗଶʯ〝ྻ〠આ໌『ɻ
〣ʮՁʯ〝⿶⿸ੑ࣭〣ྔʮՁྔʯ〜⿴〝⿶⿸ (1) → (2) 〣ؔ〤ɺゑぽ〠ʮॏ《ʯ

〝⿶⿸ੑ࣭⿴〿ɺ〒〣ྔʮॏྔʯ〜⿴〿ɺʮ《ʯ〝⿶⿸ੑ࣭⿴〿ɺ〒〣ྔʮڑʯ

〜⿴ɺ〝⿶⿸〣〝มい〾〟⿶ɻ〷〖あえɺ〤ゑぽ〝ҧ⿸ɺ〒ぁ〤ʮՁ࣮ମʯ〝⿶

〞ೋॏԽ『ཧ༝〠〤〟〾〟⿶ɻ〒〣ҧ⿶〤ɺՁ〝⿶⿸ࣾձతੑ࣭〣ྔ〚〙ぇޠ༺⿸

⿸දݱ《ぁྔܭ《ぁ〣〝⿶⿸ (2) → (3) 〣ؔݱ〠ぁɻ

Ձ〠ؔ「〛〤ɺ〈〣छ〣֓೦༻ޠ〹〔〾〠〜〛。ɺຊॻ〣ゑひぷが〤ʮඞཁ〠「

〛ॆ〟༻ݶ〠ޠఆ「ɺఆٛぇ໌֬〠「〛ɺਖ਼「。⿸ʯ〜⿴ɻʮろ゚ぜと〣⿶い〻

Ձ〣࣮ମʯ〟〞〝ɺఆٛ〚々ぇݖҖ〚々〜ඈ〥「〛ɺ҆қ〠༻ޠぇ〪〹『〈〝〤ݫ〠ռ〶
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〔ɻ〈〣ਫ਼ਆ〠ଇ〘〛ɺʮՁ〣ܗଶ〝࣮ମʯ〝⿶⿸ର֓೦ぇຊॻ〤ࣺ〛〔〣〜⿴ɻʢখ

഼ [2009] 279-80ʣ

〤」〶〛ʮݪࡁܦʯ〣ٛߨぇௌ。ֶੜ〠〤Կ〣〈〝〹〾い〾〡ʮղઆʯ〷「ぁ〟

⿶ɺʮখ഼〝〷⿴あ⿸ਓ࣮ମత〟ݴઆ〠ແল〠〪〿〳い《ぁ〛「〳⿸〝〈あ〠ɺ

࣮ମ〣〈い《⿴ɻʯʢԘ [2017] 79ʣ ぇ⿸々〔〝　〠〤গ「〤〠ཱ〙ɻࠂܯ⿸⿶〝

〈い⿶ଘࡏ〕〾〈〒ɺʮؔओٛʯ〝⿶⿸むゞがてをよ゚〜ؙ〉〝غ『〣〜〤〟。ɺ

ਖ਼֬〠ੳ「ޙॲཧ『ඞཁ⿴〘〔〣〕〝ɺ〈〣ʮղઆʯぇಡ〴ฦ【〥ؾ〚。〤』〜

⿴ɻ

ෟ

〤」〶〠ड़〮〔〽⿸〠ɺຊߘ〤Ԙ《え〣ʮӉཧʯ൷〠ʮӉཧʯ〣ཱ〾

⿺〽⿸〝「〔〷〣〜〤〟⿶ɻԘจ〠
〈〙

ୗ々ࣗݴ⿶〿〟〘〔〈〝ぇิ「〔〠

『、』ɺʮӉ〝〣ରぇࢼ〴ʯ〝಄〜એݴ《ぁ〛⿶Ԙ《え〠〤ݾࣗ〟ྔڱห

໌〠ө〿ɺେଟ〣ಡऀ〠〷ظ֎ぁ〕〘〔〕あ⿸ɻ〔〕ɺ༧֎〠。〟〘〛「〳〘〔

ຊߘ〣༰〤⿴ҙຯ〜ɺԘ《え〝〤ҟ〟ɺ〷⿸Ұ〙〣ʮӉཧʯ൷〜⿴〿ɺࢲ

〞⿸「〛ʮӉཧʯ〣ཱ〾⿺〽⿸〝「〟⿶〣ɺগ「〤い〘〔〣〜〤〟⿶

ɻ⿸ࢥ〝

〝⿶⿸い々〜ɺ⿶』ぁ〠【〽Ԙจ〣֩৺〠〤〰〝え〞ٴ『〝〈あ〟〘〔〣

〕ɺޙ࠷〠ॏෳ〠〟ɺ《ぁ〔՝ぇఠߟޙ」ه〣
〽『

ԑ〝「〔⿶ɻ

˙ʮஈ֊ʯ〠〙⿶〛 〒〚」〒ぇʮରՊֶʯ〝「〛⿶ɺֶࡁܦ〤ɺԘ《えࢲ

〣ର〠〤ʮࡁܦత〟〷〣〣ྺతൃల〹ਐԽɺม༰ʯؚ〳ぁ〝「〛⿶ʢ65ทʣ〤

〔⿶〭えॏཁ〕〝ࢥ〘〛⿶ɻԘ《え〒〣ޮՌぇٙࢹ「〛⿶ʮํ๏ʯҰൠ〠Ҿ

　』〿〈〵〙〷〿〤〟⿶ɺ〔〕७ਮ〠ֶత〟ڵຯ〜ʬԋ៷త〟ཧମܥ〜⿴ʮࡁܦ

〣ʭɺਘ〢〛〴〔⿶ɻ⿺〠⿸〽ʯɺྺత〠『〔ぇม⿺ର〣ੳ〠〞〣ݪ

ຊจ〜〷ڧௐ「〔〽⿸〠 (6ท)ɺʮݪʯ〝⿶〘〛〷ʮݪࡁܦʯ〤ɺֶ〹ཧֶ〣
〽⿸〟ීวੑぇ〷〙ʬ゛よ゚ᶗ〣ݪʭʢゕがぜ゙ひへزԿֶݪܕʣ〜〤〟⿶ɻʮରՊ

ֶʯ〠々ʬ゛よ゚ᶘ〣ݪʭʢぺゔがぷアཧֶݪܕʣ〠ଐ『ɻʮݪʯ〜⿴Ҏ

্ɺݟ々〤《〳》〳〠มい〘〛〷ɺ〒ぁ〾〣ॾݱぇแׅత〠આ໌〜　Ұൠੑぇ〷〘

〛⿶〟。〛〤〟〾〟⿶ɻ〈〣Ұൠੑ〤ɺࣗવݱぇର〝『ʮ࣮ݧʯ〝ʮ؍ʯぇ௨」

〛อূ《ぁ〛⿶ɻ

〝〈あݪࡁܦ〤ɺࣗવݱ〝〤ҟ〟ࣾձݱぇର〝『ɺີݫ〠〤ʬ゛よ゚ᶙ

〣ݪʭʢݹయݪܕֶࡁܦʣ〜⿴ɻࣾձݱ〜〤ɺࣗવݱ〠ظ〜　ੑݱ࠶〠

「⿶ɻྺతର〝⿶⿸〈〝ぇີݫ〠〝ぁ〥ɺ܁〿ฦ《〟⿶〝⿶⿸ҙຯ〠〟ɻ〈ぁ〷

【〥。〟ɺࢲ〤 ぇ〷〝〠ɺྺతൃలぇଊ⿺ஈ֊ݪ〟ຊओٛ〠ීวతࢿ“
ぇߏ「ɺ〈ぁぇഔհ〠ݱঢ়ੳぇ〈〟⿸ ” 〝⿶⿸ɺʮӉཧʯ〣ڭՊॻత〟ஈ֊
ぇ〳〘〔。৴༻「〛⿶〟⿶ɻ〔〕ɺ〔〝⿺゛よ゚ᶙ〝⿶⿺〞〷ɺ૫【〛〷ރぁ〛〷ʮݪ

ʯ〔〈〝ぇҙࣝ『ぁ〥『〰〞ɺநత〟ཧぇ࣮ݱ〣ྺతର〣ੳ〠݁〨〙々
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〔〶〠〤ʮஈ֊ʯ〝〜〷〽〮〫　ɺʬ〷⿸Ұ〙〣ཧʭෆՄܽ〕〝⿶⿸֬৴〤ਂ

〳〘〛⿶〘〔ɻԘ《え〤ʮݱࢿຊओٛੳ〣〔〶〣ݪཧʯ〝⿶⿸のぐぷ゚ぇ〙々〛

⿶ɺʮࢿຊओٛੳ〣〔〶〣ݪཧʯ〝ʮݱࢿຊओٛੳ〣〔〶〣ݪཧʯ〣ؔ

ぇ〳』ਘ〢〛〴〔⿶〣〜⿴ɻ

〚⿶〘〠Ձࡍࠃ˙ Ԙ《え〣ؔ৺〣த৺ࡍࠃՁ〠⿴〣〤໌〾〜⿴〿ɺ〈

〣〠Ұݴ〷〪ぁ〟⿶〝⿶⿸い々〠〤〻〟⿶ɻԘ《えࡍࠃՁॏཁ〕〝ߟ⿺

ཧ༝〤ɺࢲ〠〤ೋ〙⿴〽⿸〠〴⿺ɻҰ〙〤ʮݱࢿຊओٛੳʯぇࢦ『〟〾વ

Ұࢿࠃຊओٛత〟ݪ〜〤ෆॆ〜ɺʢۚࡍࠃ༥〷ؚ〶〛〕あ⿸Ձ〣゛よ゚〜〤ʣ

қ〠々Ձܾ֨ఆয〝〟〝⿶⿸ཧ༝〜⿴ɻࡍࠃ

〈〣Ұ〙〣ཧ༝〤ɺ⿸⿺〜ड़〮〔ํ๏త〟བྷえ〜〿ɺࢲ〤Ԙ《え〣ݪཧ

〣⿶ํ〤とぷ゛がぷա、〽⿸〠ࢥ⿺ɻݴ⿶ա、〷「ぁ〟⿶ 〜ຊओٛࢿݱ“
〤ࡍࠃқແࢹ〜　〟⿶ → Ձॏཁࡍࠃ ”〝؆୯〠⿶⿺〟⿶〝〈あ〠ɺ〙〳〿Կ
ॏཁぇධՁܾఆ『ʬ〷⿸Ұ〙〣ཧʭඞཁ〟〝〈あ〠ɺಛघ〟ରՊֶ〝「〛

〣ݪࡁܦ〣「《⿴ɻ

ೋ〙〤ɺࡏݱओྲྀ〝〟〘〛⿶৽ݹయֶࡁܦ〝〣ؔ〠⿶〛ɺݱݹయֶࡁܦ

〣ҙٛぇ໌֬〠『⿸⿺〜ɺࡍࠃՁܾఆత〕〝⿶⿸ཧ্〣ཧ༝〜⿴ɻԘ《え

〣ग़ൃ〤⿴。〳〜〈〣ೋ〙〣〰⿸〜ɺҰ〙〤ޙܙ〜ҙຯ〚々〔؍⿴ɻ

ೋ〙〠ؔ「〛ɺ゙じがへぐぜと〝れ゚ぷす゚〒ぁ〓ぁશ〠ಛԽ「〔ಛघ〟Ұ

〜қཧぇߟ⿺〔〔〶ɺ〈〈〠धཁڅڙ〣ؔ〜々〘　〼。Ձ֨〤ܾ〳〝⿶⿸ߟ⿺

ํҰൠԽ『゚がぷぇ։⿶〛「〳〘〔〣〜⿴〿ɺh ゙じがへқ〣࠷ऴղܾʱॏ

ཁ〕〝⿶⿸ओுࣗମ〤ཧղ〜　ɻ〔〕〈ぁ〷〳〔ผ〣ҙຯ〜ɺ“〈ぁܾఆత ”〝⿶
⿸ධՁ〣ؔ「〛〿ɺࢲ〠〤〳〕〈ぁܾఆత〕〝⿶⿸֬৴〤〟⿶ɻ「「ʮӉ

ཧʯࡍࠃՁ〠ର「〛ɺ७ਮࢿຊओٛ〣ఆ〜ํ๏తલ⿶ぇ「〛　〔〈〝

〤〔「〜⿴〿ɺ〈〣ۭന〤Ԙ《え〠〟〾〘〛ຒ〶〛〻〟。〛〤〟〾〟⿶ɻ

〚⿶〘〠ௐݿࡏ˙ ຊจ〜ड़〮〔〽⿸〠 (23ท)ࢲ〤とひやき〣ʰ〠〽〣
ੜʱ〠ର「〛ɺ“՟ฎ〣ෆࡏ ”〝 “ܾۚఆ〣നࢴԽ ”࠷େ〣〕〝ߟ⿺〛〿ɺろ
゚ぜとֶࡁܦ〣ଆ〾〈〣〠ぇಠࣗ〠۷〿Լ〆〈〝〠ؔ৺〣த৺⿴ɻؔ৺〣ॏ〟

〿〝⿶⿸〜⿶⿺〥ɺҰ〣՟ฎ〣ෆࡏ〤Ԙ《えʮ̑. ൃୡ「〔ࢿຊओٛࡁܦʯ〜
』ࡏ՟ฎ࣮〝ݿࡏʮࢲ〤ɺࢢ〣ܕௐݿࡏ』〟ぇܠ〣ʮཁʯɺ〈〣എ〘̒〕」هྻ

ࢢʯ〝「〛ߟ⿺〛⿶༰〝ۙࣅ「〛〴⿺ɻ〈ぁ〤⿴ҙຯ〜વ〜ɺࢲ〤Ԙ《

え〣ʰֶۙࡁܦ〣লʱぇग़൛《ぁ〔ޙ〠ಡえ〜〿ɺҰൠܕߧۉ〣ࢢぇやくぜひ

てゖア〝൷「ɺ〈ぁ〠ରஔ《ぁ〔 “とひぜ〣⿴ࢢ ”〹 “ぜ゙ぎ《ぁ〟⿶ࢢ ”〠
〕」⿸〉ຊʱぇಡ〴〟〾ɺࢿʰޙɺ〒〣〿〟〷〝ܹຯぇ֮⿺ɺ〈ぁҰ〙〣ڵ⿶ڧ

૾〞〣〽⿸〠ཧԽ〜　〣୳〘〛　〔〾〜⿴ɻࢢ

〔〕〈〣〠ؔ「〛Ԙ《え〣〽⿸〠ʮ〈ぁ〾〤؍Մ〟࣮ࣄぇఆܕԽ「〛Ұൠ໋

Խ「〔〷〣〜⿴ɺཧߏங〠〔〘〛〤ɺ〈ぁ〾࣮ࣄҎ֎〣લఏぇ〖ࠐ〳〟⿶〝⿶

⿸ҙຯ〠⿶〛ɺެཧମܥ〠々ʮཁʯ〝⿶⿸දぇ༻⿶ɻʯʢԘ [2017] 6ʣ〝⿶

26



⿸〕々〜〤『〳〟⿶〝ࢲ〤ߟ⿺〛⿶ɻ〈ぁ〤〳〕 〣্〠ඳぁ〔〹ઢࢴ“ ” 〜⿴〿ɺ
ݱ〤ɺࣾձۀ࡞〕」⿸〉Խඞཁ〟〣〜⿴ɻߏԋ៷ཧ〠⿺⿸ҰൠԽɾ〟ີݫ

ぇର〠ߏมԽ = ม༰ぇੳ『〈ぁ〾〣ݪ〠〤ආ々〛௨ぁ〟⿶ؔぇ〟『ɻ〈

〣ࢲぇ「〟〘〔〣〤౼ݕ〔〾ɺԘ《え〣̒〙〣ʮཁʯ〠〙⿶〛౿〴〈え〟⿶ݴ⿸

ଵຫ〜⿴〿ɺぇߜ〘〛ٞぇ٧〶〛〴〔⿶ɻ

˙ۚ〠〙⿶〛 ʰ〠〽〣ੜʱ〣〷⿸Ұ〙〣ɺ“ܾۚఆ〣നࢴԽ ”〠
〙⿶〛〤Ԙ《え〝〞〈〳〜ٞ〜　〣ɺい〾〟⿶〝〈あ⿴ɻとひやき〤७

ੜ〣ଘࡏ『ࡁܦ〜〤ɺՁ֨〣ܾఆ〠ؔ「〛ۚ w 〝ར५ r 〣ؒ〠〤ɺੜٕ

ज़〜　〳〾〟⿶ରཱؔ⿴〝「〔⿸⿺〜ɺ々〘　〼。〈〣ࣗ༝ぇ՟ฎࢢ〜　〳

རࢠ〣֎ૠ〜ɺr 〤༩⿺〾ぁ〝ॲཧ「〔ɻ「「ɺ〈ぁ〤⿶〠〷આ໌ෆ〜ɺԘ

《え〤ʮ֤ۀ〣্【ぇҰఆ〝『〝　ɺॴ༩〣ٕज़ू߹〠⿶〛Ұࠃ〣࣮࣭ۚਫ

४〤ɺܾ〳〘〛「〳⿸ɻʯʢԘ [2017] 30ʣ〝⿶⿸〔〖〜 r → wぇڧิ࠶「ɺw → r〠

〈〕い〣〤ݹయֶࡁܦ〣ੜଘۚઆ〣࠶൛〠ऴい〕々〕〝⿶⿸ɻ
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価値の内在性と価値形態論の射程
——塩沢由典氏のマルクス価値論批判によせて——

江原 慶
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はじめに
塩沢 [2017]にて塩沢由典氏は、自身が近年展開す
る「現代古典派価値論」の見地から、宇野派のマル
クス経済学を論評している。「現代古典派価値論」の
主要なメッセージは、塩沢 [2017]1 頁に以下のよう
にまとめられている。

1. 転形問題は価値規定において労働価値を生産
価格と読み替えることで解消する。

2. 現代古典派価値論は、リカードとマルクスの
価値論を発展させたものである。

3. 国際価値論の成功により、古典派価値論は新
古典派に対する理論上の優位を回復した。

第 2 点の「発展」の眼目は、私の理解する限りで
は、投入財貿易を含む国際価値論の展開であり、第 3

点と内容的には重なっている。これは、経済学がグ
ローバル経済を分析するために、不可欠な基礎理論
であるとされる。塩沢 [2017] 第 20 節「国際価値論
という問題設定」では、宇野派のマルクス経済学原理
論が、事実上一国経済論にしかなっておらず、現代

のグローバリゼーションはおろか、複数の資本主義
国がしのぎを削っていた 19世紀末の時点ですら、基
礎理論になり得ていないことが批判されている。こ
れは原理論と発展段階論の関係性をめぐる大きな問
題であって、簡単に済ませることができないが、少
なくとも現段階において、経済理論が一国経済論の
ままに止まっていてよいとは言えないと、私も考え
る。マルクス経済学原理論は、グローバル資本主義
分析の基礎理論たりうるよう、再構築されなければ
ならない。
ただしそれにあたって、マルクス経済学の価値論
が、塩沢氏の「現代古典派価値論」に解消されてし
まうとは思わない。「現代古典派価値論」は、新古典
派とは異なる価値論を備えた、重要かつ強力な一個
の経済理論体系であるが、逆に言えば、その一つに
過ぎない。国際価値論の問題を措いたとしても、マ
ルクス経済学には、「現代古典派価値論」にはないオ
リジナリティが残る。それは塩沢氏のまとめる自説
の 3つのポイントのうち、第 1点にかかわる。
塩沢 [2017]第 26節「実体論の残滓」では、宇野に
よる労働価値説の論証について、剰余のない経済で
の論証にしかなっておらず、不十分であるとされる。
そして、宇野以後櫻井 [1968]等で展開された「次元
の相違」論を、「労働価値と生産価格とは、それらが
表現される次元がことなり、転形問題は存在しない
という労働価値説弁護論」（塩沢 [2017]74頁）として
ではなく、価値概念を生産価格概念に置き換える形
でさらに推進させる必要性が論じられる。その結果
「価値は、商品経済における交換価値であり、それは
資本主義経済においては、ことなる資本家間の競争
が規制する諸商品の交換比率である」（塩沢 [2017]76

1



頁）ことになるという。すなわち、価値=交換比率だ
とされるのである。
私自身も、生産価格論を「転形問題」のゴールと
してではなく、資本主義の市場を分析する出発点と
して据え直すべきだと考えている 1)。このときの生
産価格は、投下労働量が「転化」する対象ではなく、
社会的再生産を構成する諸部門の投入–産出の連関で
ある物量体系から導出されるものであり、その限り
で塩沢 [2017]の主要論点の第 1点と軌を一にしてい
る。しかしこれは、生産価格以前に説かれる価値の
概念が不要であることを意味するものではない。生
産価格という概念を価値とは別個に立てることで、
それに固有の問題領域が明らかにされたからといっ
て、直ちに価値概念に立脚して説明されるべき問題
群がなくなるわけではない。必要なのは、生産価格
と価値、それぞれの概念が何を説明するのか、明確
な区分をすることであって、どちらか一方に問題を
還元することではないし、そうすることはできない。
塩沢 [2017]において、生産価格概念があれば、交
換比率と区別された意味での価値概念は不要だとさ
れる理由には、大きく分けて 2 つある。1 つは、マ
ルクスや宇野の価値概念は実体主義に基づいている
が、それは廣松 [2010]等の関係主義の見地からすれ
ば「物象化的錯視的錯視」（塩沢 [2017]75頁）に過ぎ
ないというものである。もう 1つは、塩沢 [2017]第
27節「小幡道昭の価値内在説」にて述べられている。
すなわち、小幡氏は価値実体説に代わって、価値内
在説を主張しているが、それは貨幣が実在する市場
を理論化するのに有効でない、という批判である。
そこで本稿では、これら 2 つの点を、それぞれ価
値の内在性論と価値形態論の意義を明らかにするこ
とを通して検討する。第 1 節では、価値の内在性論
は、関係主義とは異なる角度から価値形態の問題を
捉えるのに有用であることが主張される。続いて第
2 節では、価値の内在性に基づく表現主義的形態論
が、貨幣実在型の市場像の基礎をなすものであり、新
古典派ミクロ価格理論の選好理論を相対化する意義
を持つことを論じる。最終節では、表現主義的形態
論を備えた原理論の射程を、国際通貨体制に関連さ
せて若干敷衍して述べてみたい。

1 関係主義的形態論と表現主義的
形態論

塩沢 [2017]では、関係主義の立場から、価値の実
体を問うことは無意味だとされる。それは、価値実
体論を退け、価値の内在性を主張する小幡 [2016]に
おいても同断であるとされる（塩沢 [2017]79頁）。す
なわち、交換比率と区別された意味での、超自然的
な属性として、価値概念を考えることは、いかなる
形であっても不毛だとされている。
関係主義的な価値論においては、関係性のうちか
ら内属的な性質が想起される様々な例が、経済学的
な価値や価値形態の理解に援用される。典型例とし
てしばしば引かれるのは、「価値関係の媒介によっ
て、商品 Bの現物形態は商品 Aの価値形態になる。
言い換えれば、商品 Bの身体は商品 Aの価値鏡にな
る」(Marx[1962]S.67)という『資本論』第 1巻の文
章に付された、次の注である。

見ようによっては人間も商品と同じことである。
人間は鏡をもってこの世に生まれてくるのでもな
ければ、私は私である、というフィヒテ流の哲学者
として生まれてくるのでもないから、人間は最初
はまず他の人間の中に自分を映してみるのである。
人間ペテロは、彼と同等なものとしての人間パウロ
に関係することによって、はじめて人間としての
自分自身に関係するのである。しかし、それととも
に、またペテロにとっては、パウロの全体が、その
パウロ的な肉体のままで、人間という種の現象形態
として認められるのである。(Marx[1962]S.67)

ここでは、人間が自分ひとりだけでは「人間とし
ての自分自身」を認識し得ないことが、人間は「鏡」
を持って生まれてくるわけではなく、「フィヒテ流の
哲学者」でもないという言い方で強調される。その
上で、他者を媒介としてはじめて「人間としての自
分自身に関係する」とされる。このとき同時に、他
者は、「人間という種の現象形態として認められる」
と言われる。これが、「商品 Bの身体は商品 Aの価
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値鏡になる」という本文に対応しているわけである。
ここで人間と商品とが対比されていることから、
人間が人間関係を通して自己の人間性を把握するよ
うに、商品も他商品との交換関係を経てはじめて、そ
の商品としての価値が成立することになる、という
アナロジーがなされる。つまり、「人間ペテロは、彼
と同等なものとしての人間パウロに関係することに
よって、はじめて人間としての自分自身に関係する」
ように、リンネル商品は、上衣商品との関係の下に、
はじめて価値を備えた商品になる、と解されるので
ある。それゆえ、商品の価値は、その商品自身に備
わるように感じられたとしても、それは他商品との
交換関係が反映されているだけだということになる。
こうして、関係主義の下では、「リンネル 20エレは
上衣 1 着に値する」といった、交換比率としての価
値形態の成立によってはじめて、価値が成り立つも
のとされる。塩沢 [2017]で、価値概念が交換比率に
解消されるのは、こうした関係主義的な価値理解に
よっていると考えられる 2)。
価値実体論がこういう関係主義的形態論の批判に
さらされるのは、それが価値形態論と二分法的に切
り離された議論だからである。関係主義的形態論か
らすれば、価値形態と関わりを持たない、価値の実
体なるものは、幻想以外の何物でもないということ
になる。問題は、価値形態論がこのような関係主義
的形態論に尽きるものなのかどうか、というところ
にある。『資本論』には、上のような人間関係に擬え
た価値形態についての説明が、他にも多く見られる。
一般に比喩からインプリケーションを読み取るのは
誤解のもとであり、それは控えられねばならない。
しかし、比喩のどこまでが喩えられたものと通底し
ており、どこが違うのかを整理することができれば、
喩えられたものの特性を理解するのに資するはずで
ある。その意味での比喩の読解作業は、価値形態論
が関係主義に還元されるのかどうか、明らかにして
くれるであろう。
『資本論』第 1 巻では、その第 1 章第 3 節 2 の a

「相対的価値形態の内実」にて、一通り価値形態の分
析をやってみせたのち、bの「相対的価値形態の量的
規定性」に入る前までのところが、比喩のオンパレー

ドとなっている。その中からいくつかをピックアッ
プして、どういう意味で比喩になっているのか解読
してみよう。その一つ目が、次のテキストである。

リンネルの価値関係のなかで上衣がリンネルと
質的に等しいもの、同じ性質のものとして認めら
れるのは、上衣が価値であるからである。それだ
から、価値がそれにおいて現れる物、または手で
つかめるその自然形態で価値を表す物として認め
られているのである。ところで、上衣は、上衣商
品の身体は、確かに一つの単なる使用価値である。
上衣が価値を表現していないことは、リンネルの
任意の一片が価値を表現していないのと同じこと
である。このことは、ただ上衣がリンネルとの価
値関係の中ではその外でよりもより多くを意味し
ているということを示しているだけである。ちょ
うど、多くの人間は金モールのついた上衣の中で
は、その外でよりもより多くを意味しているよう
に。(Marx[1962]S.66)

ここではまず、上衣が価値表現の媒体として、リン
ネルに等置されるのは、上衣が「価値」だからだとさ
れる。上衣は、「価値がそれにおいて現れる erscheint

物」「その自然形態で価値を表す darstellt物」とも言
い換えられている。となると、上衣は価値を表現す
る物だ、と言ってしまってもよさそうであるが、それ
は即座に否定されている。曰く、「上衣が価値を表現
ausdrückしていないことは、リンネルの任意の一片
が価値を表現していないのと同じ」ということらし
い。価値表現は、上衣やリンネルといった、個々の
商品を取り上げてみてもなされるものではなく、ど
ちらも必要とするのである。したがって、「上衣がリ
ンネルとの価値関係の中ではその外でよりもより多
くを意味している」と言われることになる。
最後の文では、このような価値形態のあり方が、人
間の衣服に込められた社会的地位に喩えられている。
人間は「金モールのついた上衣」、つまり軍服を着て
いると、それを着ていないときよりも「多くを意味
している」と述べられ、それは上衣がリンネルとの
関係の中にいるときには、上衣単体だけのときより
も「多くを意味している」のと同じだと言われるの
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である。
この比喩は一見、軍服が、それなしでは知覚できな
い社会的な関係性を体現しているという意味で、価
値形態と共通しているように見える。つまり、人間
をリンネルに見立て、人間が軍服を着ることで、その
人が軍人としてもつ権力という、目には見えない社
会的地位を示すように、リンネルも自らを上衣に等
置することで価値を表現するのだ、と言っているよ
うに読める。関係主義的な発想にしたがえば、軍人
としての社会的権力が「金モールのついた上衣」そ
のものに備わるように取り違えられる事態は、価値
関係が商品に内属する実体的性質のように思われる
のと同様だということになろう。
しかし、これは正確な読解ではない。リンネルの
価値表現で「多くを意味している」のは上衣である
が、衣服による権力の表現において「多くを意味」す
るようになるのは「金モールのついた上衣」ではな
い。それを着る人間の方である。そして、リンネル
の価値表現において「金モールのついた上衣」に対
応するのは、やはり上衣ではなく、「リンネルとの価
値関係」ということになる。
したがってこの比喩は、上衣が単体で価値を表せ
るわけではなく、リンネルに等置されて初めて価値
を表現できるという事態を、人間も裸のままでは自
らの社会的地位を示すことはできず、それに相応す
る衣服やら紋章やらを身にまとう必要がある、とい
うことで喩えたものである。簡単に言うと、価値表
現における上衣を、人間で表した比喩なのである。
この比喩の範囲を、リンネルの価値を上衣で表す、価
値表現の関係一般にまで拡張するのは、少なくとも
ここのテキストを逸脱した読み方である。もしその
ようにこの箇所の比喩を読み解くならば、価値形態
は、このような権力関係の現れ方で喩えることので
きない領域を含んでいることになるはずである。
次の段落では、王権との比喩が展開されているが、
ここも比喩の範囲に注意して読む必要がある。

上衣の生産では、実際に、裁縫という形態で、人
間の労働力が支出された。だから、上衣の中には
人間労働が積もっている。この面から見れば、上

衣は「価値の担い手」である。といっても、このよ
うな上衣の属性そのものは、上衣のどんなにすり
切れたところからも透けて見えるわけではないが。
そして、リンネルの価値関係の中では、上衣はただ
この面だけから、したがってただ具体化された価値
としてのみ、価値体としてのみ、認められるのであ
る。ボタンまでかけた上衣の現身にもかかわらず、
リンネルは上衣のうちに同族の美しい価値魂を見
たのである。とはいえ、[I] リンネルに対して上衣
が価値を表すということは、同時にリンネルにとっ
て価値が上衣という形態をとることなしには、でき
ないことである。[II] 例えば、個人 A が個人 B に
対して王位に対する態度をとるということは、同時
に Aにとっては王位が Bの姿をとり、したがって
顔つきや髪の毛やその他なお多くのものを王が代
わるごとに取り替えることなしには、できないので
ある。(Marx[1962]S.66. [ ] 内は引用者)

ここでも、リンネルの価値が上衣で表される価値
表現のうち、上衣に着目して、まずは上衣そのもの
に労働が対象化されており、それが「価値の担い手」
となっているということが述べられる。しかしやは
り、前の引用箇所にて上衣単体では価値を表さない
とされたように、ここでも「価値の担い手」という
上衣の属性は、「上衣のどんなにすり切れたところか
らも透けて見えるわけではない」と強調される。そ
して、リンネルとの関係のうちに、上衣が価値表現
の媒体になることを、「価値体」という用語で指し示
しているわけである。前の引用箇所で「上衣がリン
ネルとの価値関係の中ではその外でよりもより多く
を意味している」と述べられていたことが、ここで
は上衣が単なる商品以上の存在に、つまり「価値体」
になると言い換えられている。
このことを踏まえ、最後の 2文 [I]と [II]の読解に
入ろう。[I]は、やや難解である。「リンネルに対して
上衣が価値を表す darstellen」という箇所は、リンネ
ルの価値を上衣が表す ausdrücken という価値表現
全体の関係を描写しているのではなく、上衣がリン
ネルに対し「価値体」となることを指したものと読
むべきであろう。とすれば、ここでの「価値」は、リ
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ンネルの価値ではなく、労働が対象化された「価値
の担い手」としての、上衣自身の価値ととるべきこ
とになる。あるいは、ここの「価値Wert」には定冠
詞がついていないということから、リンネルや上衣
といった個別の商品の属性ではなく、価値そのもの
を体現する「価値体」としての上衣に示される、第 3

の存在ととることもできよう。しかしいずれにせよ、
この文章は、リンネルの価値が上衣で表されている
ことを丸ごと置き換えた文章になってはいない。
続いてこれは、「リンネルにとって価値が上衣とい
う形態をとる」ことを前提とするという。こちらの
「価値 der Wert」は定冠詞付きであり、普通なら直前
の「価値」を指しているはずである。その場合には、
「価値が上衣という形態をとる」というのは、上衣に
内在した価値、あるいは第 3の存在としての価値が、
上衣という具体的な形をとって顕現するという意味
になる。「上衣が価値を表す」というのを、上衣が価
値という異なる集合に属する要素に変換されるとい
う意味で、f(上衣) = 価値と記号化してみるとする
と、そのとき同時に「価値が上衣という形態をとる」
必要があるというのは、g(価値) = 上衣も同時に成
立している必要があるということと解せる。リンネ
ルとの関係で上衣が「価値体」になれるのは、いわ
ば上衣が価値表現の媒体として過不足のない、必要
十分な存在となっていることを意味するわけである。
ただ、「リンネルにとって価値が上衣という形態を
とる」という文中の「価値 der Wert」を、リンネル
の価値と読んでも、全く間違いというわけではなか
ろう。そのときには、この文章は、リンネルの価値
を上衣で表現するという、価値表現一般と同じ内容
を指すことになる。「形態」というタームを、価値の
表現形態という意味であると強くとれば、むしろそ
の読み方の方が自然だし、リンネルの価値が上衣で
表現されることが前提となって、「リンネルに対して
上衣が価値を表すということ」になる、つまり上衣
がリンネルとの関係において「価値体」となる、と
いうことであれば、文章全体の意味もすっきり通る。
以上のように、[I]についての解釈の幅を見て取っ
た上で、それを最後の比喩 [II]と突き合わせてみる。
そこでは、Bが Aにとっての王になっている関係を

取り上げ、その関係のうちでは、B は王であるため
には、王が Bでなければならないとされる。このこ
とが、「顔つきや髪の毛やその他なお多くのものを王
が代わるごとに取り替える」必要がある、つまり個人
の身体と王位が一体化しているという言い方で、強
調されているのである。
この比喩は、上衣と価値とが互いに必要十分条件
とならねばならないという、[I]についての前者の読
み方と符合する。個人 Bと王位とが一体化している
のと同じように、上衣の身体は価値と一体化し、「価
値体」になっているというわけである。しかしこの
王位の比喩は、やはり専ら上衣に関してなされてい
る。個人 Aは確かにリンネルに相当するが、リンネ
ルの価値が上衣で表現されるのと同じように、個人
Aに内在する何らかの性質が、個人 Bで表現される
というわけではない。個人 Aに王になりうる可能性
はないし、それはここで示唆されてもいない。した
がって、そのような“王位可能性”を、他者の身体を
使って表現するということにもならない。これは、
リンネルの価値を上衣で表現するという関係を読み
込んだ、[I]についての後者の解釈が、最後の比喩 [II]

を逸脱していることを意味する。このズレは、逆説
的に、価値表現と王権の表現とがぴったり重ね合わ
さるわけではないことを示している 3)。
王位の比喩というと、後段の「およそこのような
反省規定 Reflexionsbestimmungen というものは奇
妙なものである。たとえば、この人が王であるの
は、ただ、他の人々が彼に対して臣下としてふるま
うからでしかない。ところが、彼らは、反対に、彼
が王だから自分たちは臣下なのだと思うのである」
(Marx[1962]S.72)という注に見られるような、価値
形態との相似性が連想されがちである。すなわち、
王権は王自身に備わっているように見えるが、実際
には王と臣下との関係によって成り立っているのと
同様に、商品の価値も、商品自身に備わっているか
のように見えても、他商品との交換関係が商品個体
に反映されているだけだという、関係主義的な例示
としてとられやすいところである。しかし後段でそ
のような例示があるからといって、それより以前の
比喩においても、価値形態を権力関係からのアナロ
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ジーで処理してよいということにはならない。以上
で検討した箇所からは、価値形態を価値の表現形態
として読む限り、それが王権の「反省規定」に回収し
きれないことを、むしろ読み取るべきなのである 4)。
以上で検討した 2 箇所の比喩について共通してい
るのは、比喩の範囲が基本的にはリンネルの等価物
となっている上衣のあり方までであり、それをリン
ネルと上衣からなる「簡単な価値形態」全般に妥当
する例解ととることには慎重になるべきだというこ
とであった。リンネルの価値を表現するには、上衣
は単なる商品ではない何か別次元の存在になる必要
があり、2 つの比喩はそれを強調するために引き合
いに出されているわけである。逆に言えば、そうし
て特別な存在になった上衣が、どのようにリンネル
の価値を表現するのかというところについては、安
易に比喩から類推すべきではない。その差分は、社
会的な人間関係との共通部分に押し込めてしまうの
ではなく、経済学に固有の問題として追究されなけ
ればならないのである。
このような、関係主義的な価値形態論解釈を逸脱
した、いわば表現主義的形態論は、価値形態に先立
つ価値概念を必要とする。一般に表現は、表現され
る側の何かがなければ成立しない。価値形態と切り
離された価値の実体ではなく、価値形態に表現され
るべき性質として、商品に内在する価値を考える必
要性はここにある。価値の内在性論は、価値表現の
しくみとして価値形態論を説き起こすのに不可欠な
のである。
しかしそうだとすると、かくして社会関係として
の特性が捨象された 2 商品の量的関係に、マルクス
価値論として考察すべき課題が残っているかどうか
が問題とされなければならない。商品の単なる量的
関係だけなら、マルクス経済学を持ち出さなくとも、
ミクロ経済学で十分対処できるようにも思える。そ
こで次節では、表現主義の立場からみたマルクス価
値形態論を、ミクロ理論と突き合わせてみることと
する。

2 選好表現と価値表現
『資本論』が出版された頃とほぼ同時代に、今の新
古典派ミクロ経済学につながる理論が提出され始め
ていたが、『資本論』ではそれは直接批判対象とされ
ていない。『資本論』が「経済学批判」として主たる
標的としていたのは、古典派経済学と、それを通俗
化したブルジョワ経済学であったが、新古典派経済
理論はほとんど無視されている。それを「ブルジョ
ワ経済学」として糾弾してきたのは、むしろマルク
ス以後のマルクス経済学者たちであった。
その際の対立点は多岐にわたるが、最も重要な論
点のうちの 1 つに、価値の実体論があった。すなわ
ち、マルクス経済学では、価値を形成する実体とし
て、対象化された労働量が考えられてきた。それに
対して、新古典派ミクロ経済学では、限界効用概念
を用いて価格理論が構築されていた。財・サービス
から得られる、この効用なる概念は、個人によって
異なるだけでなく、それを加減乗除できるものとし
て、定量的に捉えることができない。とすれば、限
界効用は、労働量のように、2商品の量的関係を説明
する要素になり得ない。このように、価値の実体を
どう定量化するかという点において、マルクス経済
学と新古典派経済学とは、鋭く対立していた。
この効用の不可測性問題に、ミクロ経済学者たち
は自覚的であった。そこで、効用を量で測ることが
できなくとも矛盾が生じないよう、価格理論を精緻
化していくことが試みられていった。すなわち、価
格を説明する際に必要なのは、ある財の効用が他の
財の効用の何倍なのかということではなく、どちら
の方が効用が大きいかという順序付けだけだという
ことが、明らかにされていった。いわゆる基数的効
用から序数的効用への転換である。さらに、そうし
て選好関係から需要を導くのではなく、逆に観察さ
れた需要から選好関係を導出する顕示選好理論を用
いつつ、少なくともベーシックな価格理論のレベル
においては、限界効用の概念自体を取り外す方法が
考案されてきた。かくしてミクロ価格理論は、投下
労働価値説に基づく素朴な批判に対しては、耐性を
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有する体系に作り変えられていったと言える。
こうして効用概念が脱色された、無差別曲線だけ
のミクロ価格理論では、2 財の量的な関係だけが問
題となる。そうなるとますます、価値形態論におい
て、2商品の交換比率に着目するならば、その点だけ
では新古典派の価格理論とは差別化できないように
思われてくる。ここから、価値実体としての抽象的
人間労働や、物象化の機制等、とにかく交換関係以
外の何かを加味しなければ、マルクス経済学たりえ
ないというような自己了解が強まっていくのである。
しかし、価値論、特にマルクス自身がその独自性
を誇った価値形態論を、経済学的な重要性を持つも
のとして主張しようとするなら、ミクロ理論が拘る
2 財の量的関係を理論的に捉えるにあたって、価値
形態論が不可欠であることを主張するしかない。ミ
クロ理論がずっと以前に捨て去った価値実体論や、
一顧だにしてこなかった物象化論は、ミクロ理論に
とってどうしたって他人事に聞こえてしまう。経済
学として価値形態論の意義を訴えるためには、価値
形態論が、少なくともミクロ理論とは異なる側面か
ら、その量的関係を照射するものであることを明ら
かにする必要がある。マルクス経済学が経済学たり
うるためには、商品の量をめぐる議論の土俵から降
りるわけにはいかないのである。
価値形態論での 2 商品の量的関係と、新古典派ミ
クロ理論での 2財の量的関係との間の相違をはっき
りさせるために、後者の描かれ方の特徴を簡単に確
認しておこう。ミクロ経済学では、無差別曲線を描
くのに必要な、2 財の選好関係が次のように表現さ
れる。例えば、x と y という財の組み合わせが 2つ
あり、x = (x1, x2), y = (y1, y2)とおいて、xを yよ
り好むなら、

x ≻ y

と表す。
このとき、x1, x2, y1, y2 という記号は全て、財の種
類だけではなく、財の量をも示している。それゆえ、
このような選好関係の具体例として、x1 =ウーロン
茶, x2 = 0, y1 = ビール, y2 = 0とおいて「ウーロン

茶の方がビールより好き」といった表現をあげるの
は、正確でない。選好関係には、必ず量が明示され
なければならない。この場合の正確な例示は、「ウー
ロン茶 1杯の方がビール 1杯より好き」という言い
方になる 5)。
このように、ミクロ価格理論の選好関係は、好み
の表現を量化している。しかし我々の自然言語にお
いて、好みの表現に量が伴うことはそこまで多くな
い。「ウーロン茶 1杯の方がビール 1杯より好き」と
いう言い方は、「ウーロン茶の方がビールより好き」
という言い方よりも、不自然に聞こえるはずである。
飲食物について好悪を言い表すときに、量はつけな
いのが普通である。「xを y より好む」というミクロ
価格理論の選好関係を、「ウーロン茶の方がビールよ
り好き」と置き換えてしまっても全く違和感が生じ
ないのが、その何よりの証拠である。
好みを表す際に量をつけないのは、それを省略し
ているからではない。飲み物の種類として、ウーロ
ン茶とビールを比較しているのであって、ウーロン
茶 1杯に対し、ビール 1.3杯になると、ビールの方が
好きになるような、そういう次元の話ではないので
ある。もちろん、「4時間読書するぐらいなら映画を
2本見たい」といったような、量を伴う形の好き嫌い
もありうる。しかしそのような場合ですら、なぜか
と理由を聞いてみれば、「本より映画の方が好き」だ
から、というような、量のとれた好みの表現が顔を
出す。我々の日常的な経験からすれば、好き嫌いは
基本的に量の問題ではない。
ミクロ経済学の選好関係は、そうした好みの違い
を、敢えて全て量化して捉えている。これは先に触
れた、効用の不可測性とは別の問題である。効用そ
のものが測れないだけでなく、その効用の表れであ
る選好関係すら、量表現とは元来無縁の世界を扱っ
ている。それを全て量化するのは、一種の理論的な
フィクションなのである。理論は現実を抽象化した
ものであるから、フィクションであること自体は問
題ではない。しかし、どのような意味でフィクショ
ンになっているのかは、自覚的になっている必要が
ある。
マルクス経済学の価値形態論における 2 商品の関
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係が、ミクロ価格理論の選好関係と、見た目は似てい
たとしても、決定的に違うのは、この点である。同
じフィクションでも、「簡単な価値形態」における 2

商品の量的関係は、好みの表現ではない。「簡単な価
値形態」、例えば「リンネル 20エレは 1着の上衣に
値する」という表現がフィクションなのは、実際に
はそのような価値表現がなされることはなく、「リン
ネル 20エレは 2ポンド・スターリングに値する」と
いったような、貨幣を用いた表現になるからである。
価値形態論における 2 商品の量的関係は、主体によ
る好き嫌いの判断ではなく、価格表示を抽象の基礎
としている。
好き嫌いの判断を下したことのない人はいないし、
貨幣を単位とした価格の表示を見たことがない人も
いない。どちらも誰でも知っている現実であるが、
違う現象である。ジュースとコーヒーのどちらを買
おうか迷うことはあっても、100 円のジュース 1 缶
と現金 100円との間の好き嫌いを自問することはな
い。100 円出してジュースを買う行為は、お金より
ジュースの方が好きだからではなく、ジュースを飲
みたいからと説明される方がずっと自然だし、逆に
ジュースを我慢して 100円貯める行為も、好みの問
題ではなく、ふつう節約と呼ばれる。
ジュース 1缶を 100円で販売した人は、それで得
た 100円を、例えばコーヒー 1缶を買うのに使った
のだから、この一連の動きは、ジュースよりコーヒー
の方を好む表現というように総括できる、と 2 つの
取引を 1 つの選好関係にまとめることは、事後的に
は可能である。しかしこれ自体、一つの理論上の操
作であり、こうしなければならないと思い込む必要
はない。その必然性の論証は、おそらくミクロ経済
学のどの部分でも与えられていない。
注意すべきは、この操作によって、貨幣の存在が
はじめから捨象されることになる点である。ミクロ
経済学の価格理論では、現実の経済取引からまず貨
幣が取り除かれ、好き嫌いの世界へと連れていかれ
る。ここまでは、誰でも好みの感情を持っているか
ら、現実的な感覚に寄り添っていて、イメージしや
すい。そこからさらに、量を含む好みの表現として、
選好関係が作り上げられる。既に述べたように、こ

れには好き嫌いの表明方法として不自然なところが
あるために、ややとっつきにくく、ここから抽象的
な思考力が試されることになってくるわけである。
それに対して、マルクス価値形態論は、貨幣が存
在する価格表示の世界を直接抽象の基礎としている。
ある商品の価格づけを、異種商品の等置関係にダイ
レクトに結びつけるのが、「簡単な価値形態」の作り
方であり、『資本論』で「アリストテレスの天才は、
まさに、彼が諸商品の価値表現のうちに 1 つの同等
性関係を発見しているということのうちに、光り輝
いている」(Marx[1962]S.74)と称賛されている抽象
方法なのである 6)。マルクス経済学では、まずここ
で抽象力が求められている。その抽象の結果が、ミ
クロの選好関係と似たような、2 つの商品の交換関
係として設定されても、抽象の大元が異なっている
以上、それらは同じものにはなりようがない。「簡単
な価値形態」の量的関係は、価格表示の抽象結果で
あるから、必然的に量を含む。量を含まない好き嫌
いの表現に、量を付け足した選好関係とは、根本的
に異なる 7)。
ミクロ経済学からは貨幣の存在が忘れられている、
ということは繰り返し指摘されてきた。そこでは
往々にして、商品と商品の関係からスタートする、マ
ルクス価値形態論も、貨幣がないという意味で同罪
にされる。しかし貨幣現象を説明しようというとき
に、貨幣の存在を与件とするのは理論的な方法にな
らない。問題は理論の初期設定に貨幣があるかどう
かではなく、貨幣を所与としない理論的世界をどの
ように抽象して作るかというところにある。その方
法において、好き嫌いの世界を基礎とするミクロ価
格理論と、価格表示の世界を基礎とするマルクス価
値形態論とは、はっきり区別されるべきである。ど
ちらの方がより“経済学的”だと感じるかは、人によ
るであろうが、どちらか一方を、経済学の名に値し
ないと貶めるのはあまり意味がない。好みに基づく
選択行為も、貨幣を単位とした価格の設定も、いず
れも経済学の論じるべき対象であろう。
ところが、関係主義の下では、「リンネル 20 エレ
は 1着の上衣に値する」という価値形態は、「リンネ
ル 20エレ ∼ 上衣 1着」と同一視されてしまう。こ
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の 2つを峻別し、新古典派の選好関係とは違う、2商
品関係の経済学的側面を切り出すためには、交換関
係を、内在する価値の表現として捉える表現主義的
形態論の視角が要される。このことは、経済理論に
貨幣の存在を実装するためには、関係主義的形態論
では不足することを意味する。交換関係の抽象の基
礎を不分明にしてしまう関係主義においては、商品
同士が直接交換されることはなく、必ず貨幣に対し
て販売されることになる貨幣経済を論じる際に、貨
幣を理論の外部から挿入することにならざるを得な
いからである。それでは、貨幣の実在する市場の理
論にはならない。
ただ、経済学が貨幣の存在を説明できる必要があ
るかどうか、とだけ聞かれれば、よほど一般均衡論を
篤く信仰する者でもない限り、YESと答えるに違い
ない。塩沢 [2017]80 頁でも述べられているように、
ある経済理論が「貨幣が実在する市場になっている
かどうかは、マルクス経済学であるかどうかと関係
なく重要」なのであり、問題はそれが有効になされ
ているかどうかである。
塩沢氏は、小幡道昭氏の価値内在説を取り上げて、
それが「貨幣が実在する市場」の理論として有効でな
い理由を 3つ述べている。そのうち第 1点と第 3点
は、理論内容そのものというより、理論の方法につ
いての論点であり、内容的に重要なのは第 2 点であ
る。それは、「貨幣が実在する市場は、貨幣さえあれ
ば、売手は基本的にいつでも売ってくれるという条
件を満たすものでなければならない」が、「そのよう
な理論構築において、商品に価値が内在しているか
どうかという論点は、ほとんど意義をもたない」と
いうものである（塩沢 [2017]81頁）。
確かに塩沢氏自身は、「貨幣さえあれば、売手は基
本的にいつでも売ってくれるという条件」を厳密に
明らかにしている。その条件は重層的になっている
が、ポイントは以下の 2つだと思われる。

要請 4（産業的生産） 商品の生産は、一定の比率
をもった原材料・部品等が確保されるかぎり、
労働力と生産設備容量の限界内においては、
一定期間内に任意量の生産を同一の投入産

出関係において行なうことができる。（塩沢
[2017]7頁）

要請 5（調達可能性） 発達した資本主義経済にお
いては、例外的状況を除いて、企業は任意の
商品を一定価格において任意の数量調達する
ことができる。（塩沢 [2017]8頁）

しかしこれらは、市場に種々の商品が充填される
ことを保証するが、それらに対する一般的購買力を
持つ貨幣という特別な存在がいることを保証するも
のではない。いわば「商品が実在する市場」の条件
にしかなっていない。これらの条件が満たされなけ
れば、貨幣を持っていても商品が購買できず、貨幣
を保有する意味がなくなるので、貨幣の存在条件も
満たされないが、それだけでは貨幣の存在は導出さ
れない。「貨幣さえあれば、売手は基本的にいつでも
売ってくれるという条件」というのは、貨幣の存在
の必要条件ではあるが、十分条件ではないのである。
それに対して、本稿で見てきたように、価値の内
在性の認識は、価値表現論として価値形態の意義を
捉えるために必要不可欠であり、そのような表現主
義的形態論は、貨幣の実在する市場の基礎理論とし
て、ミクロ価格理論ともはっきりと区別される。価
値内在説から展開される価値形態論は、塩沢氏の「現
代古典派価値論」が明らかにしない、「貨幣が実在す
る市場」の必要十分条件を探る領域である。これは、
グローバル経済の基礎理論として原理論を構想する
にあたっては、「現代古典派価値論」の国際価値論の
重大な欠落を埋める試みにもなる。それは、グロー
バル経済における貨幣の問題である。

3 国際通貨体制論に向けて
1950 年代に隆盛を極めたマルクス経済学の国際
価値論争においては、貨幣の問題は「貨幣の相対的
価値の国民的相違」の決定問題として議論されてい
た 8)。この国際価値論争には極めて膨大な量の論考
があり、網羅的に調べるのは困難であるが、その中
で価値形態論の意義が争点となったことはあまりな
いようである。既に木下編 [1960]144 頁で「国際価
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値論争はマルクスの立場に立つといいながら、単に
価値量だけを問題としており、価値形態を問題とし
ていない」ことが問題視されている。しかしそこで
の価値形態論の中身は、等置関係にある 2 商品をそ
れぞれ単純に投下労働時間に換算し、貨幣価値もそ
れによって論じるという、プリミティブなものに止
まっている 9)。貨幣は、基本的には労働生産物とし
ての金と置き換えられてしまっており、そこで価値
形態論のコア、すなわち商品と非対称的に区別され
た固有の意味での貨幣が捉えられていたとは言い難
い。その結果、商品と貨幣の関係は、単なる労働生産
物同士の対称的な交換関係に事実上還元される。国
際価値論争の中でも交換比率と価値の区別自体は指
摘されていたが、その点において独自の貢献があっ
たわけではなく、やはり中心的な論点は、国を跨い
だ商品と商品の交換比率の決定論だったように思わ
れる。
したがって、むろん後知恵ではあるが、かつてのマ
ルクス経済学の国際価値論は、現時点から振り返っ
てみると、二重の難点を抱えていた。第一に、主要資
本主義国が不換制をとる現代世界経済の下では、単
純に労働生産物を貨幣に代替させる理論は通用しな
い。そしてもっと根本的な問題として、第二に、実
質的に交換比率だけが論点となっており、貨幣が物
品貨幣であれ信用貨幣であれ、その商品に対して持
つ特殊性、つまり価値形態論の問題構成を生かすこ
とが、構造的に不可能だったということである。
ここで問題にすべき、国際経済における貨幣の問
題領域は、広く国際通貨体制論と呼ばれる。これは、
「国際金本位制」や「ドル本位制」というように、歴
史的な変化を不可避としてきたものであり、原理論
で論定できる対象ではない。それだけでなく、国際
通貨体制は世界経済全体を覆うシステムであり、価
値形態論や貨幣論のような、原理論の部分領域だけ
を取り出して適用しても、十全に把握できるもので
はない。世界的な分業体制や国際金融市場のあり方
はもちろん、世界史的・地政学的な条件の下に形成
されるのが国際通貨体制であり、これら全体を視野
に収めた体系的分析が要される。国際通貨体制論が、
原理論ではなく発展段階論の問題とされてきたのは、

そのような事情によるものである。
しかしだからといって、基礎理論との繋がりを考
えなくてよいことにはならない。塩沢氏の国際価値
論は、マルクス経済学の国際価値論よりも格段に精
緻化され進歩しているが、交換比率だけに焦点を絞っ
ているという点で、かつての課題を積み残したまま
である。すなわち「現代古典派価値論」は、国際経
済での貨幣の存在を欠落させたまま構築された理論
であり、国際通貨体制の分析軸としてはほとんど無
力である。それに対して、貨幣形態の内的な生成ロ
ジックを説く価値形態論を内蔵した、マルクス経済
学原理論は、歴史的・制度的要因とのインタラクショ
ンの下に、国際通貨体制へと接近する回路を本来有
しているはずであった。それにもかかわらず、塩沢
氏が指摘するように、多くの場合、暗黙裡に一国経
済を原理論の適用対象としてきたマルクス経済学は、
一国内の通貨システムとして一度議論を完結させた
のちに、国際通貨体制に話を転じる二段構えをとっ
てきた。これによって、原理論の対象とする範囲が
分かりやすくなる反面、複数の資本主義国／地域の
経済的・政治的・社会的要因が交錯する通貨問題に、
原理論がどのような意味で基礎となっているのかは
必ずしも明確でなかった。
グローバル資本主義として資本主義の現段階を押
さえるなら、むしろこうした原理論の自縛性が問題
視されなければならない。原理論の適用範囲は、当
然に一国経済となるというわけではない。逆に、統
一された貨幣単位を結論とする原理的な貨幣論を自
明視することによって、単一通貨圏としての国民経
済が原理論の範囲とされてきた嫌いすらある。しか
し、とりわけ近年の価値形態論の研究は、商品経済
的論理のみで一般的等価形態を導出することの無理
を強調するようになってきている 10)。等価物の統一
には、国家を含む非商品経済的要因が要されるので
ある。とすればなおさら、原理論と国民経済の関係
性は問い直されなければならないであろう。資本主
義がグローバルに展開するなら、はじめからグロー
バルに開かれた原理論も構想されてよいはずである。
こうして、価値形態論を備えた原理論の体系の眼
鏡をかけて、現代の資本主義を見やるならば、国際通
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貨体制の問題は、単に世界貨幣あるいは基軸通貨が
どのように成立するか、という問題ではなく、より
重層的な構造を伴って立ち現れてくる。まず考察の
前提となるのは、基軸通貨ドルの下で、これだけグ
ローバリゼーションが叫ばれるようになっても、通
貨にはなお様々な種類があり、それは多元化の度合
いを強めているようにさえ見えるということである。
原理論では “貨幣はあらゆる商品の価値表現を統一
的に担う”などと言われるが、グローバル資本主義で
は、貨幣は極めて多軸的な存在であり、むしろそれ
が説明対象として据えられなければならない。“あら
ゆる商品の価値表現”といっても、それは字句通りで
はなく、ある範囲を持っているのである。こうした
貨幣の分立状況は、単純に国境には対応していない。
通貨圏は多くの場合国民国家の範囲と一致している
が、例外も多い。そうだとすると、貨幣形態の導出
に非商品経済的要因が関わることだけでなく、その
関わり方の中身を分析する必要性が、ここに見出さ
れなければならない 11)。
どれだけ多数の主体が等価物として採用すれば、
ある商品が貨幣と呼べるようになるのかと問うのは、
建設的な問題の立て方ではないが、ある程度の数の
主体によって価値表現の媒体として使われているこ
とは前提として、そこからそれが貨幣へと昇格する
要件を確定するのは理論的に必要な作業である。一
般的等価物の候補がいくつか存在するときに、その
どれを使って価値表現がなされるかは、主体がその
「他人のための使用価値」の「他人」をどう捉えて
いるかということによる。この理論的な問題は、通
貨圏が複数ある現実の世界でも同様に再現する。自
商品をどの通貨単位で値付けするかは、それをどの
マーケットで売るつもりなのか、ということと不可
分である。「円」で価格表示するのは、日本で売るか
らそうするのであって、海外で売ろうとするなら、ま
た別の値付けが必要になる。
つまり、価値表現の方式は、表現対象となる商品の
価値が通用する空間的境域に依存する。言うまでも
なく、この境域の決定には歴史的・制度的要因が作用
する。そして貨幣が成立するには、この範囲の中で
ある程度公的な性格を具備した主体が、商品経済的

に絞り込まれた候補のうちから、一般的等価物を絞
り込む作業を主導することが必要である。この主体
が歴史的に多くの場合国民国家だったのは、価値が
通用する空間的境域を政治的・社会的に統合できる
のが、それがどんなに想像の共同体に過ぎなかった
としても、国民国家という枠組み以外になかったか
らである。国家による一般的等価物の絞り込み方は、
商品経済がどのような形で等価物を選出してきたか
に応じて変わる。それは、国営の鋳造場の創設だっ
たり、中央銀行の創設だったりするわけである 12)。
このことを逆に言えば、同じ作業を遂行できるの
であれば、その担い手は国民国家である必要はない。
しかし、それは価値の空間的境域において、公益性を
体現している必要がある。通貨がグローバルに多元
的であらざるを得ない主たる要因は、原理的に見て、
貨幣成立の最後の一手を担うこの公的主体が、世界
経済の中では一元化され得ないというところにある。
実際、グローバル資本主義の下でもなお、貨幣単位
が、自然科学的な性質の単位のように国際的に統一
される兆しすらないのは、価格の度量標準が単に形
式的なものではないということを示している。貨幣
形態は、具体的な歴史過程を積層させた空間的境域
における、価値のイメージを体化している。価値そ
のものは、混じり気のない商品の交換可能性として、
原理的に説き得たとしても、それを表象するイメー
ジたる貨幣には、そのような共同性が刻印されるの
である 13)。
貨幣を成立させる価値の空間的境域は、そこで商
品の交換可能性が実現されうるかどうかで決まり、
国民経済としてのまとまりからはひとまず独立であ
る。ここから国際通貨体制の次元にたどり着くには、
その時々の資本主義の段階認識の介在を要するが、
国際通貨体制論は、国民経済を所与としてではなく、
こうした価値形態としての貨幣の成立を前提に構築
されるべきだということは少なくともはっきりして
いる。基軸通貨の形成も、単なる歴史的事実に帰せ
られるのではなく、やはりそれを資本主義の原理か
ら体系的に捉え返した上で、その歴史的段階のうち
に位置づけられなければならない。そのうちに、基
軸通貨がどの程度まで資本主義にとって必要と言え
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るのか、いわば基軸通貨の必然性を考察していくべ
きなのである。
以上のように、価値の表現がなされる力学は、原
理的な価値論と歴史的・制度的要因が交錯する地点
を扱わねばならない。こうした問題領域を経済学の
課題と見るべきかどうかは、新古典派への対抗とい
う学問上の争点だけでなく、資本主義を捉えるにあ
たり、経済学がいかなる貢献をなしうるかという論
点にかかわる。価値形態論抜きの経済理論は、その
構造上ここにコミットすることができない。その意
味で、日本のマルクス経済学が、多くの困難と混乱
を伴いながらも、価値形態を価値論として論じるこ
とをあくまで止めずにきたことは、経済学の研究史
上、忘却されるべきでない。

脚注
1) 江原 [2015]第 1章。
2) こうした関係主義的な価値形態論の展開については、

廣松 [2010] 第 7 節参照。大黒 [2016]65 頁は、「廣松物象
化論の方法的核心は、関係の実体的基盤を明らかにしつ
つも、やはりその実体的基盤をさらに関係に還元すると
いう周到さのうちにこそある」とし、単に関係主義的で
ない廣松 [2010] の意義を強調している。しかし、それで
もなお「

、
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、
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、
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　け
、
　落
、
　ち
、
　て
、
　し
、
　ま
、
　う」点が糾弾され、それは「価値形態論解釈

における「非対称性」の欠如とも即応していよう」と述べ
られている。その限りで、廣松 [2010]の価値形態論は、本
文で行論のうちに明らかにされる、表現主義の立場とは区
別される。

3) 大黒 [2016]11 頁では、この王位との比喩について、
価値と「不可視の権力のあり方」が同型であるとされる。
しかし仮に価値と権力に相同性が認められたとしても、そ
れらが同じ表現形態を持つかどうかは、改めて検証する必
要がある。

4) 廣松 [2010] には、この王と臣下の例は引かれていな
い。しかし先のパウロとペテロの例には繰り返し言及があ
り、王と臣下の例と同じように、「こうした対他–対自=対
自–対他的な

、
　反
、
　照
、
　規
、
　定 Reflexionsbestimmung においては

じめて、A[リンネル所有者] と B[上衣所有者] は互いに他
者の生産物を価値物として、そして対他的被媒介性におい
て各々自己の生産物をも価値物として、相互共軛的に認知
するのである」（194頁、[ ]内は引用者）とされている。

5) 神取 [2014]10頁でも、選好関係の具体例として「ウー
ロン茶 ≻ ビール」が挙げられてはいるが、その直前で

「ウーロン茶（一杯）、ビール（一杯）」として、それらの量
が明記されている。

6) 伊藤 [2010] では、マルクスのここの論評はむしろそ
れに続く「ただ、彼の生きていた社会の歴史的な限界が、
ではこの同等性関係は「ほんとうは」どこにあるのか、を
彼が見つけ出すことを妨げている」(Marx[1962]S.74) と
いう方に力点が置かれているとした上で、宇野 [2016]の価
値形態論によりつつ、『資本論』では、直接的交換可能性を
貨幣が独占する仕組みを明らかにしていないというアリス
トテレスの分析の限界が指摘されていないところが問題視
されている。しかし、W—G—W′ という売買活動の結果
ではなく、いわばW—G、それも売買が成立する以前の、
価格表示の段階に焦点を当て、そこを抽象化することで 2

商品の関係を得ようとする方法は、直接的交換可能性の問
題を措いたとしても、なお『資本論』の価値形態論がアリ
ストテレスの分析と共有している点として、強調されてよ
いように思われる。

7) このことは、宇野 [2016] のように商品所有者を持ち
出して、等価物を彼／彼女の欲求の対象だとしても変わら
ない。リンネル所有者が上衣 1着を欲するのは、上衣とい
うモノと主体の間の関係だけから出てくるものであり、リ
ンネルとの好みを比較した結果ではない。欲求は主体とモ
ノの関係だけで完結しているのに対して、選好は主体によ
るモノとモノの比較なのである。上衣 1 着を等価物とし
て選定したのちには、有用性はなんらの役割も果たさず、
リンネル 20 エレとの等置は、それらに内在する価値の比
較考量だけでなされる。それゆえ、リンネル所有者の欲求
の結果として、「リンネル 20エレは 1着の上衣に値する」
と言われたとしても、これを「リンネル 20エレより 1 着
の上衣の方が好き」という選好関係に読み替えてはならな
い。そういう選好関係は、「リンネルより上衣の方が好き」
という、全く別の現象を、数学的に処理できるように据え
直したものである。

8) 国際価値論争の整理については、木下編 [1960] 附論
や鳴瀬 [1985]、塩沢 [2014]250頁以下を参照。

9) 木下 [1963]第 2編第 3章も参照。
10) 岡部 [1996]、泉 [2009]等。
11) 李 [2017] のように、このように多元的な「各通貨信
用ネットワークの複合体としてのグローバル金融システム
像」（52頁）を強調し、実証分析を試みる研究も出てきて
いる。

12) 隅田 [2016] は、日本のマルクス主義国家論が、国家
の問題を経済学的規定から切離してきたことを問題視し、
「資本主義社会の政治的形態」を「社会の経済的構造の基
礎をなす価値という経済的形態規定 · · · を間接的に補完す
る国家機構としてうち立てられる」ものとして捉える必要
性を論じている（135,136頁）。そこではそれが「「物象化
論的アプローチ」の核心」（139頁）と特徴づけられている
が、どのようなラベリングをするにせよ、マルクス経済学
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の価値論は、もはや単純に政治的・社会的要因から切れて
独自に完結するものではなく、それらとどう関連している
かを解明する課題を背負うものとして再構築されなければ
ならない。

13) 貨幣が共同性を帯びているからといって、価値がそ

うだということにはならないことには注意が必要である。
自然科学的な性質と異なり、価値はその知覚に際し表現形
態を必須とするため、両者の区別が曖昧になりがちである
が、価値の表現形態の特性と、表現される側の価値の特性
は別の問題である。
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