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「賃労働と資本」パペットショーシナリオ 

 
〇上演日：２０１７年４月３０日(日) プチ労その 81 

 
〇上演時間：30 分くらい 

第一幕 5分：賃金ってなにか～俺たちモノか？ 

第二幕 10分：賃金はどう決まるか～この世界、人生ゲームじゃないぜ！ 

第三幕 15分：資本ってなにか～ロクデナシの世界、やめようぜ！ 

 

〇登場人物：パペット 3 体とビーダマン 

・しほんくん：S（通俗経済学者の説も述べる）：しょうこさん 

・ろうどうくん：R（プチ労でのみんなの意見を言う。いわば“類”としての

R）：なおこさん 

・マルクスおじさん：M（プチ労での今的解釈も述べる）：ごうさん 

 

〇小道具： 

・「自立･自闘・自炊！」の黒い小旗と「ユニオンで闘おう！」の赤い小旗 

・工場（シルバニアフアミリーハウス一部）―「成長第一」と「明るい労使関

係」の垂れ幕が下がった織物会社「強欲織物」の工場。 

・しほんくんの黄金（こがね）×2 

 

〇上演場所：りんたろう亭 台所カウンター手前、長テーブル。 

 

〇照明：りんたろう亭の照明 

 

〇背景に各章のキャッチコピー（各章表題）の紙芝居風ボードを立てかける

（3枚。一幕毎に１ボード）。 

 

〇Back Music（部分使用） 

・オープニング：清志郎「いいことばかりはありゃしない」出だし 1分 

・一幕～二幕つなぎ：清志郎「いいことばかりはありゃしない」最後 1分 

・二幕～三幕つなぎ：ヨッシー「ランク＆ファイルロックンロール」さび 1分 

・三幕中盤間奏：越路吹雪「ろくでなし」サビ 30秒 

・エンディング：レミゼラブル「Do you hear the people sing」最後 2分 

 

〇3 脚付き I-Phone で撮影 

 

☆労働者が動かなけりゃ何も生まれない☆ 
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第一幕 賃金ってなにか？ ～俺たちモノか？ 

 

―音楽：清志郎「いいことばかりはありゃしない」の出だし 1 分 

 

―音楽終了後、マルクス役が「第一幕 賃金ってなにか～俺たちモノか？

です」と言う。 

 

―舞台は、「成長第一」と「明るい労使関係」の垂れ幕が下がった「強欲織

物株式会社」の工場。 

 

 
 

 

―その前で、ろうどうくんが「フンフンフン♪」と言いながら、機織り機や

糸を使って楽しそうに織物をつくっている。 

 

M「さて、今の日本で、働く者が報われないっていわれる。一体、この社

会で働く者をとりまく経済ってどうなっているのか？ まずは、賃金って

なにかな？そこで働いているろうどうくんに聞いてみよう。」 

R「結構楽しいぜ♪ 賃金はこういう労働をしたことの対価なんだな♪」 

M「それはみせかけだ！」 

 

―しほんくんがジャラジャラした財産をさわりながら、機織り機、糸を手に

取り、ろうどうくんを指しながら 

S「これもこれも俺が買った商品。だから、これらを使ってできた織物のも

うけは、もちろん全部おれのもの。」 

M「ほら！君も商品。機織り機や糸と同じ織物をつくる道具だ。織物を売
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って、しほんくんがいくらもうかっても、賃金は増えないだろ？ 儲けの

分け前はもらえないんだ。だから、賃金は労働したことの対価じゃない。」 

R「なんだって！？」 

 

M「だって、実際に働くときより先に賃金が決まるだろ？」 

 

 

―ろうどうくんが機織り機や糸を使って織物をくりかえしくりかえしつく

る。「セッセ！セッセ！セッセ！」と言いながら。 

R「昨日も今日も 13 時間もブットーシやっている。残業、残業だあ。俺が

つくったものがどうなったかもわからないし。なんだかつかれるなー。ぐ

ったりだよ。一人で織物を好きにつくっているのは楽しいのになあ」 

M「そう、本来、労働は、人間の欲求、生命の発現だ。そして、君の労働

がなければ何も生まれない。 

でも。。。 疲れるのは、その労働の結果が君の手を離れてるからだよ。

もっといえば、君が、労働ではなくて、労働力を売っているからだ。」 

 

R「えっ？労働力ってなに？」 

M「いやー、これが労働力だよ」 

 

―そういって、マルクスおじさんが、ろうどうくんから、材料の糸玉と同じ

ような“労働力”という毛糸玉を出す。 

S「ろうどうくんから切り離せないけど、こうやって切り離して僕が買って

いるんだよ。」 

 

―しほんくんが、マルクスおじさんから労働力毛糸玉を手にとって言う。 

―さらに、“労働力毛糸玉”を引っ張る 

R「いてエー！なんでおれのものを勝手につかわれなきゃならないんだ？」 

S「だって、ろうどうくんが雇ってほしいと言ってきたじゃないか。」 

R「うーん。働かないと生きられないからなあ」 

 

M「だから、賃金は、君の労働したことの対価じゃなくて、君の労働力と

いう商品の値段なんだよ」 

S「そう、ろうどうくん、いやなら、いつでも辞めてもらうよ」 

R「俺は、労働力っていうモノなのか！？」 
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―第一幕おわり― 

―音楽：清志郎「いいことばかりはありゃしない」の最後 1 分 

“金がほしくて、働いて、眠るだけ” 
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第二幕 賃金はどう決まるか？～この世界、人生ゲームじゃないぜ！ 

 

―マルクス役「第二幕 賃金ってどう決まるか～この世界、人生ゲームじゃ

ないぜ！です」と言う。 

 

M「賃金は労働力という商品の価格だった。じゃあ、まず、その商品の価

格はどう決まるか？しほんくんどう思う？」 

S「そりゃあ、需要と供給で偶然にきまるんですよ。」 

R「高校で習ったような気がするな。。」 

 

 
 

―しほんくんが機織り機や糸、それから出来上がった織物を手に取りながら

大阪商人風に言う。 

S「機織り機や糸を買うにしても織物を売るにしても、世の中、たくさん競

争相手はいて、僕一人じゃどうにもなりませんわ。だから、みんなの需要

と供給で値段はきまるしかないじゃないですか。」 

 

―しほんくんが手を伸ばしたり縮めたりしながら、馬鹿にしたように言う 

S「高ければ買うのを控え、安ければたくさん買うっていうことで需要は増

えたり減ったりするし、供給は高ければたくさん作り、安ければ作るのを

控えるということで増えたり減ったりするわけで、そのための資金は必要

に応じて銀行が貸してくれる。だから、誰でも参加できるし、そのみんな

の競争で値段は偶然決まるだけなんですよ。偶然！偶然！ねえ、マルクス

おじさん！」 
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R「えー。それじゃあ、俺ら、ろうどうくんも、しほんくんになれるっとい

うこと？」 

―しほんくん、笑いながら言う。 

S「君らも頑張ればなれるかもね。子どもも大人も誰でも平等に参加でき

る”人生ゲーム“みたいなもんだから。」 

 

M「ふざけるな！正月休みに炬燵でやる“人生ゲーム”じゃないんだ！」 

R「人生ゲームみたいに俺たちみんなが同じ貯金もってスタートしているわ

けないよな。誰でも、しほんくんになれるってのはウソだよな。」 

 

M「実際の需要と供給は、蜜柑を食べながらやる人生ゲームみたいに平和

なもんじゃない。倒産したり、クビきられたり、競争という戦争を嵐のよ

うにくりかえして、恐ろしく荒れ果てた結果を伴う変動だ。」 

R「そういえば、闘ってきたアメアパの仲間が、昨年 12 月の倒産で全員解

雇された。渋谷の店の仲間は、涙を流しながらレジを閉めたそうだ。世界

では数万人が一挙に職を失ったよ。今まで平気でクビをきってきた経営者

側の人間も含めて、解雇、失職、仲間や居場所がなくなり、病気、離婚、

絶望、自殺。。。」 

S「僕もいつ破産して一文無しになるかわからないけどね。。。」 

―一同、しーんとなる。 

 

M「だいたい、しほんくん。君はどういう時に売ったり買ったりするのか

な？」 

S「それは決まってますよ。もうかるかもうからないかですよ。生産にかか

る費用、つまり生産費を上回るか、下回るかですよ。」 

R「結局、価格は生産費に決まるんだ。みんなもうかるかもからないかでう

ごめいているんだから、この変動も、価格も“偶然”なんかじゃないな。」 

 

―糸と機織り機、それから織物を指しながら 

M「そう、偶然なんかじゃない。そして、商品の生産費は、原材料の糸も

旗織り機もろうどうくんたちの労働でできているし、これらを使って織物

をつくるのもろうどうくんの労働。すべて、君たちの労働でできているん

だ。」 

R「なんだ、結局、糸も機織り機も織物も俺たちがつくった。そして、その

価格も、俺たち、ろうどうくんの汗と血がどれくらい流されたかで決まる

んじゃないか。」 

 

―ここで、ろうどうくん、歩き回りながら考え始める。 

R「高校で習った“経済は偶然で決まる”っていうのは、“誰が何をしようがど

うしようもないんだ“ということ、“この社会でやっていくしかないんだ”と

いうことを思い込ませるためなんだな」 
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M「まさに、そうだ。ところで、商品の価格は生産費で決まる。賃金、す

なわち労働力という商品の価格も生産費で決まる。じゃあ、その労働力の

生産費はなんだと思う？」 

R「生産っていうんだから、俺を赤ん坊から育てる費用か？」 

S「そんなわけないだろ。ろうどうくんが働けるから契約するんだ。君が、

その仕事のこつを覚えて、こどもも作ってもらって、ろうどうくんが消耗

したら新しいろうどうくんに取り換えて、毎日働けるようにできる費用だ

けだ。」 

 

R「えー？今の日本の最低賃金はそれも下回っている。結婚してこども作れ

る水準じゃないよな。むりむり。仕事のこつを覚える研修だってないぞ。

老人ホームでは引継ぎの時間さえないんだ。」 

 

M「そう、低いよなあ。機織り機や糸はあるだけでは儲けは出ない。で

も、賃金は減らせるだけ減らしてはたらいてもらうほど、しほんくんの儲

けが出る。ろうどうくんが闘わなければ、どんどん賃金は下がるんだよ。」 

S「闘ってもらっちゃ困るんだよ。ロボットの方が文句言わないが、ろうど

うくんたちが闘わなければ、ロボットよりろうどうくんの方が安いんだも

ん」 

R「何だよそれ！この世界すべて、人生ゲームじゃなくて、俺たちの労働な

んじゃないか！なのにこの賃金。なんだよ！」 

 

―第二幕おわり― 

 

―音楽：ヨッシー「ランク＆ファイルロックンロール」のサビ 1 分 
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第三幕 資本ってなにか？～ロクデナシの世界、やめようぜ！ 

 

―マルクス役「第三幕 資本ってなにか～ロクデナシの世界、やめようぜ！

です」と言う。 

 

M「いまや本題だ。しほんくんの“資本”ってなにか？」 

―しほんくんが自分の身に着けたジャラジャラをいじりながら 

S「生産のために僕が買ったモノ、カネ、財産でしょ。」 

M「資本は財産？ それじゃあ、黒人奴隷は黒色人種と言っているみたい

なものだ。みんな奴隷になってしまうぞ。同じ人間なのに黒人が奴隷にな

ったのは、その時の社会の関係なんだ。」 

 

R「じゃあ、”資本“ってなに？」 

M「今の社会の生産にかかる人間同士の関係だ。」 

R「それが、黒人奴隷をつなぐ鎖みたいなものなんだね、今の関係や条件っ

てなに？」 

 

M「まあ待て。“資本”の体には、人間にはない性質がある。このロングセラ

ーのおもちゃ、ビーダマンを見ろ。ビーダマンのパーツは、このように、

いつでも、取り外したり、つけたりできる。」 

―ここで、ビーダマン登場。マルクスおじさんが、ビーダマンを取り出し

て、パーツをはずして、また、つける、 

R「見ていると自分のようだ。俺たち、この社会のなかで、取り換えの利く

パーツ、モノとして扱われている。」 

 

―ろうどうくんが、ビーダマンのビー玉を指差して 

R「”資本“の体も、このビーダマンのビー玉っていう魂がなくなると、ぬ 

けがら同然になるのかな。」 

 

―マルクスおじさん、ビーダマンのパーツをはずして、ビー玉を取り出

す。 

M「そう。こうやって、このビー玉っていう魂をとると、パーツの集まり

だけのモノになる。」 

 

R「もしかして、その魂って。。。」 

―マルクスおじさん、ビー玉を持って掲げながら 

M「そう。これ。今の社会の生産の関係や条件のことだ。」 

 

M「資本の“魂”というのは、これを具体的にいえば、 君は、いつも、仕事

して、賃金もらうだろ。。」 

―ろうどうくんが、労働力毛糸球と交換にしほんくんから賃金黄金１個をも

らう。 
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M「そうやって、しほんくんの財産の一部をろうどうくんの労働力と交換

して、その労働力をえらそうに支配し、ひたすら増えるのが資本だ。」 

R「そうかあ！資本って、単なる財産じゃなくて、俺らの労働を支配してひ

たすら増えるものか。。。」 

 

 
 

 

M「そうそう。ところで、もらった賃金で必要なモノを買うだろ？」 

R「この賃金もらったので、織物ひとつ売ってください。服を作るから。」 

―労働力毛糸玉をかかえたしほんくんに、ろうどうくんがもらった賃金黄金

1 個を渡そうとする。 

 

S「織物は黄金 2 個分じゃなきゃ買えないよ。」 

R「ええー！ 賃金もらっても、買えないじゃない。」 

S「だって、君に賃金、黄金（こがね）１個払って、織物１個できるんだ

よ。その織物を同じ黄金（こがね）１個で売ったら、僕のもうけがないだ

ろ。」 

R「ずーん！」 

S「また、働けばいいじゃん」 

 

M「そういう風に、資本は、ろうどうくんの労働力を使って、支払った賃

金の倍にもなるもうけを手に入れて増えるのに、ろうどうくんは、もらっ

た賃金をすべて使ってしまうよね。」 

 

―ろうどうくん、少し考えながら 

R「でも、労働して何かは残るんじゃないのか？ 仕事を積み重ねて得る経

験とか、人とのつながりとか、何かやりたいことの発想とか。。。」 

M「それは残る。労働は生命の発現だから人間を豊かにする。でも、翌
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日、働きに行くまでに、賃金を倍にもする仕事とかできるかい？」 

R「そりゃあ、無理だ。寝ないでやることになる。死んじゃうよ！」 

M「最近、アベ政権の決めた、残業の上限100時間なんて、もう、それだけ

で“死ね”っていうことだ。」 

―ろうどうくん、「死ぬ！」と言って、バタッと倒れる。 

 

―座りなおした、ろうどうくん、そこにある I-Phone を手に取って 

R「それでも、今の日本では、きれいな服とか、I-Phone とか持ってるし、

何だか、みんな、“持ってる感“がある。」 

 

―マルクスおじさん、ろうどうくんから I-Phone を借りて 

M「そう、安く何枚も服を持てるし、I-Phone も持てるので、貧困がみえに

くい。ほんとは、資本にろうどうくんが創り出したものを搾り取られてい

るのに。さらに、バングラデシュとか中国でその服も I-Phoneもそれを作っ

ている人はそれを買えさえしない。それは、もう、“究極の搾取”だよ。」 

 

―マルクスおじさん、今度は、織物を持ちながら 

M「大体、ろうどうくんがしほんくんに与える労働力は、ただの反復作業

じゃない。こんなにきれいな織物を創りだす、大きな価値を生む創造的な

力、創造力だよ」 

 

―ろうどうくん、立ち上がって 

R「俺の力は“創造力”かあ、あたたかみがあって気に入った！マルクスお

じさんっていいやつかも♪」 

M「そりゃあ、どうも。。」 

 

―しかし、ろうどうくん、首をたれて、 

R「創造力といっても、今の日本では、やっている仕事に心を籠められな

い。責任感はあるが、充実感がない。」 

M「それだと思う。お金だけじゃなくて、その大事な労働の意味が奪われ

ている」 

 

―しほんくん、自分の工場「強欲織物」（ハウス）の屋上にのぼって見下ろ

しながら 

S「それでも、会社がおおきくならなきゃ仕方ないだろう？ 会社がつぶれ

たら賃金もらえないじゃないか。僕と君との利害は共通！会社が大事、会

社が大事！会社が大事！」 

R「そうだなあ。会社つぶれたらもともこもないなかな」 

M「たしかに、ろうどうくんの生活が“耐えられる”程度であるために資本が

急速に増える必要はある。」 

 

―マルクスおじさん役が、右手は高く高く伸ばし続け、左手は低く回しなが
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ら、 

M「だが、この右手のように、資本はどんどん増大していくのに、ろうど

うくんの生活水準は、この左手のように少し上がるかどうかという程度。

つまり、しほんくんとろうどうくんの利害は同一なんかじゃないんだ。」 

R「そうだよ。俺たちも賃金って、ほんと“耐えられる”かどうかっていうだ

けだよ。」 

 

M「資本と賃労働の関係は、利害は同時 tじゃないが、付かず離れず。いわ

ば、高利貸とお金を借り続けるギャンブルやアルコール依存者が互いに離

れられないのと同じだ」 

 

R「資本と賃労働の関係は、サラ金とアル中の関係のような”ロクデモナイ

“ものか。」 

 

 

―ここで音楽：越路吹雪「ロクデナシ」のサビ 30秒。 

工場の屋上から降りた、しほんくんとろうどうくん、肩を組んで、「ロック

ッデナッシ、ロックッデナッシ、ナンテーヒドイーその言い方なのー♪」

と謳いながら揺れる。 

 

 

R「でも、逆に労働自体は、さっき言ってたように、人間にとって当たり前

の創造的なものなんだな」 

 

―しほんくんとろうどうくん、離れる。 

 

R「だから、ロクデモナイ賃労働の職場では、一緒に労働する職場の同僚と

の関係が大事なんだな。俺が最低賃金をはっきり要求したせいか、25 年

間、病欠も有給もはっきり取れなかった同僚が、”私も、社長にはっきり言

った！”と言ってくれて嬉しかった。」 

M「君の葛藤と闘いが同僚を動かしたね！それが、労働組合の原点だ

よ！！」 

 

―と言って、マルクスおじさん、「ユニオンで闘う」小旗を持つ 

 

R「闘う労働組合がよく言う“労働を俺たちの手に取り戻そう”ということ

が、わかってきたような気がする！この社会の仕組みを知ることが考えて

行動することに繋がる。」 

M「そうだ！資本を倒して、労働をとり戻そうじゃないか！」 

 

―ろうどうくん、マルクスおじさんの持つ「ユニオンで闘う」小旗を仰ぎ見

ながら 
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R「そうはいっても、俺が、貯金して店開いてもそれは“しほんくんになっ

た”とはいわないのかな？」 

S「人を雇い始めたら、協働しているのか、利益のためか、すぐわからなく

なるさ。」 

―しほんくんとろうどうくん、前、後ろで重なる。 

 

R「そう、俺も、しほんくんになっちゃうかもしれないなあ。」 

S「だいたい、僕は一番の労働をしていると思うぜ」 

R「技術も経験も一番で、一緒に働く社員のことも懸命に考えて必死に働く

社長もいるよな。だから、しほんくんと闘うっていっても、人間と人間で

地続き、同じ地面に立っている人間同士なので迷うよなあ。」 

―しほんくんとろうどうくん、肩を組む。 

 

S「しかし、そういう社長でも、下請けで大企業からコストを下げられて、

社員の首切らなくちゃならないんだよ」 

R「小さな会社でも社員の給料は抑えてもうけと拡大ばかり考える社長いる

よな」 

―しほんくんとろうどうくん、離れる。 

 

M「だから、問題は、今の社会の、そういう、儲かればいい、金が増えれ

ばいいという全体の関係だ。言い換えれば、”資本“のシステムだ。それ

を倒すんだ。」 

 

R「じゃあ、どうやって資本のシステムを倒すんだ？ みんなで、しほんく

んに雇われなきゃいいのか？」 

 

―しほんくん、再び、工場の屋上にのぼって、見下ろしながら 

S「僕ら資本は、ろうどうくんたちがいないと回らないけど、ろうどうくん

たちも僕らに雇われなけりゃ生きられないだろ？」 

R「そうだな、生きるために働くしかないよな。」 

―そういって、ろうどうくんは、また、機織り機で織物づくりを始める。 

 

R「そうはいっても、クソな賃労働を辞めて、自営と自給で生きる人も増え

てきた。つらい職場で、同僚も信じられなくて、心が折れそうな時は、し

ばらく時間かけて生きる自信と実力をつける必要もあるよな。」 

―そういいながら、織物づくりをやめて、「自力・自闘・自炊」の小旗を逆

にして、土地を耕す。 

 

M「そうだね。それも必要だな。 

ただ、生きていくために、自営・自給で直接つくるもの以外に、資本が

生産するモノも必要。つくったモノを売る先の多くも資本だよ。」 

R「たしかに。それから、資本が進めた原発。自給自足の生活をしていた福
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島の椎名さんは、“放射能が向こうから生活を破壊しにきた。”と言ってい

たな。」 

 

―音楽：レミゼラブル「Do you hear the people sing」はじまる。それぞ

れ、今までより少し大きな声で。 

 

R「やっぱり、そういう資本を倒さないとなんともならないな。 

だけど、そのための労働組合って、どうなのかな？頼りになるのかな？」 

M「資本と闘う労働組合の原点は、ひとりひとりの自信と実力をつけるた

めにも、“一人の仲間も見捨てないでみんなで生きていく共同体”でもあるん

だよ。仲間っていいよー！」 

―マルクスおじさん、また、「ユニオンで闘おう」の小旗を持って打ち振

る。 

 

M「それから、資本の体、すなわち、生産手段であるモノやカネは、みん

なで作ってきた社会の大事な財産なんだ！これをみすみす資本の勝手にさ

せる手はないだろ！」 

 

R「そうかあ！！！ 自分に自信と実力をつけること、労働組合の闘いで生

産手段を俺たちのものにすること。資本を倒すのは、この両方なんだ

な！」 

 

ーろうどうくんとマルクスおじさん、工場の垂れ幕「成長第一」「明るい労

使関係」を引き破って工場の屋上にのぼる。 

ー屋上から、ろうどうくん「自立・自闘・自炊！」の小旗、マルクスおじ

さん「ユニオンで闘おう！」の小旗を打ち振る。 

 

―マルクスおじさんとろうどうくん、それぞれ大きな声で叫ぶ。 

 

M「労働の価値や意味を見つけながら、 

ロクデモナイ賃労働と資本の関係を打ち破ろう！」 

R「俺たちが動かなけりゃ何も生まれない！」 

 

ーろうどうくんとマルクスおじさん、工場の屋上から降りて、音

楽にあわせて、旗を振りながら、前に向かって行進する。 

音楽終了まで旗を振り続ける。後ろに見える 11月集会のデモ。 
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＜おわり＞ 

 

 

 
 

 


