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プチ労 Action Photo in 2016―2017 

 

Nov.2016   11.6 全国労働者集会 

 

Mar.2017 

 

 

 

 

フクシマ・オリンピック 

どーすんだよ？！3.1 怒り

のしゃべり場＠高円寺 

 

こどもたちがみていた

６年目の 3.11反原発福

島行動＠郡山市 

たみとや春闘！ 

しごとのはなし BAR(バル）

開始！保育の仕事ホンネ編 
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Jun.2017  6.11 共謀罪とめろ銀座デモ＆国鉄集会 

 

Jul.2017  NAZEN 東京/興行「怒りのしゃべり場２」 

 

Aug.2017  たみとや新企画「反原発プチしゃべり場」第一回 

 

Nov.2017  11.5労働者集会＆改憲阻止！1万人大行進 

 



4 

 

目次 

2016年                             ページ 

第一回 プチ労その 76 10月 30日 レポーターGo 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 

「賃労働と資本」を読むにあたって 

「搾取」ってなにか？ 「搾取のない社会」って？ 

“労働者がいなければ何も増えない” 

 

「賃労働と資本」本文編 

 

第二回 プチ労その 77 11月 27日レポーターなおこさん。。。。。。。。。。。。。。。。13 

第1章  賃金とは何か 

“ろうどうくん”パペットの毛糸玉で見えた！労働力という商品 

労働は、人間の類としての生命の発現？生活の犠牲？ 

 

2017年 

第三回 プチ労その 78 1月 29日レポーターしょうこさん。。。。。。。。。。。。。。。23 

第2章 商品の価格は何によって決定されるか 

マルクスのパペットで見えた！ 

労働者の血にまみれて決まる商品の価格、奪われた労働の尊厳 

 

第四回 プチ労その 79 2月 26日レポーターむぎたさん。。。。。。。。。。。。。。。。。33 

第3章 資本とは何か（前半） 

ロングセラー玩具“ビーダマン”での説明と 

消耗労働者からの手紙“前略マルクス様”の“伝わる言葉” 

「労働者が自信をつける、資本を労働者のものにする、両方だ！」 

 

第五回 プチ労その 80 3月 26日レポーターゆいさん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45 

第3章  資本とは何か（後半） 

気に入った！「労働者の創造的な力」 

「労働を労働者の手に取り戻す」ピンときた気がする♪ 

 

 

番外編プチ労 81 4月 30日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 

「賃労働と資本」中間まとめパペットショーシナリオ(なおこさん、Go、



5 

 

しょうこさん)  “労働者が動かなけりゃ何も生まれない” 

 

番外編プチ労 82 5月 28日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。73 

 宮沢賢治「オッベルと象」朗読 byゆたかさん 

 「電通の高橋さんに”童子“はいなかった？」 

 仲間の象たちが示す「労働者の力」 

 

第六回 プチ労その 83 6月 25日レポーターひさしさん。。。。。。。。。。。。。。。。87 

第4章  賃金と利潤の関係（前半） 

「マルクスって古くないかも」現代の資本家とは誰なのか？ 

 

第七回 プチ労その 84 7月 30日レポーターまきこさん。。。。。。。。。。。。。。。。93 

第4章  賃金と利潤の関係（後半） 

資本がもうけを追求することと労働者の工夫 

「生産性」には二つの意味がある 

 

第八回 プチ労その 85 8月 27日レポーターゆたかさん。。。。。。。。。。。。。。。。101 

第5章 資本の増大と労働者階級への影響（前半） 

初！全文朗読に感動！ 

「資本って雪ダルマだ。止まると溶けるので転がり続けるしかない」 

 

第九回 プチ労その 86 9月 24日レポーターみちこさん。。。。。。。。。。。。。。。。109 

第 5章 資本の増大と労働者階級への影響（後半） 

分業と機械化ってなんだ？ 

「今の分業は、ほんと、労働者のほこり、プライドを奪っている」 

 

  ＊プチ労 87回目を予定した 10月 22日は台風直撃で初のプチ労中止＊ 

第十回 プチ労その 87 11月 26日レポーターなおこさん。。。。。。。。。。。。。。。119 

エンゲルス「前書き」 

賃金は労働の正当な対価じゃない！「なるほど！今と同じだ！」 

 

第十一回プチ労その 88 2018年 1月 28日レポーターGo  まとめ 

 

♪みんなで食べたプチ労メニューまとめ♪。。。。。。。。。。。。。。。。133 

 

あとがきにかえて  上野ゆたかさん作・朗読「デジャヴュー君へー」。。。134 



6 

 

第一回 プチ労その 76 10月 30日 レポーターGo 

 

「賃労働と資本」を読むにあたって 

―「搾取」ってなにか？ 「搾取のない社会」って？ 

参加者 9 人（うち 1 名 4 ヶ月）中高年：青年＝5：4 地域:それ以外＝6：３ 

メニュー：ハンガリーグーアッシュ（牛のパプリカ煮込み） 

 

マルクスの 50 ページのパンフレット「賃労働と資本」は、170 年前に労働者

向けに「賃金ってなにか、それはどう決まるか」からはじめて、資本主義社会

の根本問題、「資本が労働者を搾取する」ってなにかを暴露。 

レーニンが、1917 年の革命で資本家を打倒してなくそうとした「搾取」。 

いいかえれば、なんでみんなが食えないのか？いきいきとくらせないのか？ 

だから、「みんなで食おう」と言ったマルクスの「賃労働と資本」。 

 

☆ポイント１：そのさわりとして、「搾取ってなにか？」 

☆ポイント２：そして、「賃労働と資本」には描かれていないが、それがめざ

した「どうしたらみんなが食えるのか？」―今の日本の実際の数字を使って、

「搾取のない社会」の試算。 

 

☆「搾取」ってなにか 

一番いいたいのは、社会に必要なものをつくりだすのは、「自然」の材料と道

具を使って、やはり、人が手や頭を働かせた時。 

社会に意味のあるものを増やすのは、そういう意味で、人の「労働」。 

資本は何も増やさない。労働者が増やしたものを“搾り取る”だけ。それが

「搾取」。 
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＊「労働」は、本来、人の「自然」。人が一人では生きられないからお互いに

働きかけあう。それで社会ができる。賃労働だけが「労働」ではない。やまゆ

り園の「障害者」も働いている。「自然」だからこそ、自然を大切にする。今

の社会がその関係を切り離している。だから、命を無為にする戦争、原発を進

める。「金」にならない介護、保育、看護、教育を「必要悪」にしか見ない。 

「正当な契約で賃金払っているからあとはいいじゃないか」と言って。 

 

8000 8000 8000

0

8000 8000

0

0

8000

原材料等購入 雇用（賃金決定） 生産・販売

搾取の仕組み

原材料・道具 賃金 もうけ

市場の平

均的な定

価で決定

市場の平

均的な定

価で販売
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☆今の社会の搾取 

今の日本の社会全体の数字で見た。賃金に対して、労働者が作り出したものを

搾取しているのは、概算で賃金の 1.5 倍。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊先進国最長の週 45 時間の労働。「仕事は殺されても放すな」という電通で

自殺。お母さんは「命より大事な仕事はない」と訴えている。週 50 時間以上

労働している労働者の比率は、ドイツ 10％、アメリカ 16％、ロシア革命のロ

シアは今でも１％以下なのに日本は 20％以上。 

今、アベは、権利の保障されない非正規 10 割へ、これをもっとすすめようと

している。 

 

 計算は以下のとおり（政府作成 2005 年の産業連関表に基づく簡便法）。 

 

●２００５年の日本の総生産額は９７２兆円  

このうち原材料２３７兆円や機械減耗費９７兆円 合計は３３４兆円 

●２００５年に生み出された新たな価値は 

総生産額から原材料費等を差し引いて 

９７２－３３４＝６３７兆円 

●これを生みだしたのは労働者６７百万人の先進国最長の労働。 

一人年間２３４６時間（週４５時間）の労働 

●２００５年、この労働への賃金支払い総額は２５９兆円 

平均で時給１，６５０円、月収３２万円、年収３８６万円 

●搾取総額は賃金を新たな価値から差し引いた 

６３７－２５９＝３７９兆円  

賃金２５９兆円：搾取３７９兆円＝1：1.5 

 

 労働者一人当たりでみると。。 

 

★２００５年に労働者が新たに生み出した価値は６３７兆円 

★労働者一人ひとりで見ると 

１人の労働者は１時間で４千円の価値を生み出している 

★時給１千円なら、残り３千円は資本が搾取。 
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☆革命 

この搾取の元凶である資本を社会みんなで共有しようというのが革命。 

☆労働者の社会（試算） 

 

搾取されていたものをみんなで社会に拠出すると、 

①   労働時間を 2/3にして、 

②   医療と保育を含む教育と公共料金とを無料にして 

③   働けない人に年金払って 

④   月収 21万円（すべて可処分所得） 

これで、資本家いなくて、社会は回るんじゃないかという試算。 
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いいかえると、必要な労働時間は週の半分であとは自由。 

こんなことをみんなで決めていこうということ。 

＊逆に今の日本と比べれば、資本だけ利益をため続けているのに、賃金はあげ

ず、年金は下げ、社会保障は切り捨て、“原発電力、TPP、オリンピック、景

気、成長”とさわがなきゃいかないのか。 

反対にすればいい！ 

 

マルクスがなくそうといった搾取のない社会のありさま、これをどう評価する

かおいおい考えたい。今の日本の状況とひきくらべながら、賃金とはなにか、

資本とはなにか、その関係、等、少しずつやっていきたい。 
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「賃労働と資本」本文編 

 

 

 

 

 
プチ労では、手にはいりやすく値段が安いので岩波文庫版をテキストにした

が、以下では、見開き左側ゴシック文は、ネットに公開されている国民文庫編

集委員会による「賃労働と資本」の翻訳原文（１９５６年４月）。 

それ以外は、レポーターレジメとりんたろう SHOBO のまとめ。 

なお、各章小見出しはりんたろう SHOBO による。 

 

国民文庫編集委員会 

http://redmole.m78.com/bunko/kisobunken/chin0.html 

 

http://redmole.m78.com/bunko/kisobunken/chin0.html
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☆第一章 賃金とはなにか☆ 

われわれは、今日の階級闘争や民族闘争の物質的基礎をなしている経済的諸関

係をこれまで述べなかったといって、いろいろの方面から非難をうけた。われわれは、

わざと、これらの経済的関係には、それが政治的衝突のうちに直接に姿をあらわして

くるところでしか、ふれなかったのであった。 

これまではなによりも必要だったのは、日々の歴史のうちに階級闘争をあとづけ、

すでにありあわせる歴史的材料や、日々あらたにつくりだされる歴史的材料にもとづ

いて、つぎのことを経験的に証明することであった。それは、二月革命と三月革命を

おこなった労働者階級が征服されると同時に、彼らの敵・・フランスではブルジョア共

和主義者、ヨーロッパ大陸全体では封建的絶対主義とたたかっているブルジョア階級

と農民階級・・も敗北したのだということ、フランスで「律儀（ﾘﾁｷﾞ）な共和制」が勝利し

たことは、同時に、英雄的な独立戦争をもって二月革命にこたえた諸民族の没落であ

ったということ、最後に、革命的労働者の敗北とともに、ヨーロッパはその古い二重の

奴隷制に、すなわちイギリス的＝ロシア的な奴隷制に逆もどりしたということである。

パリの六月闘争、ウィーンの陥落、一八四八年一一月のベルリンの悲喜劇、ポーラン

ド、イタリア、ハンガリアの必死の奮闘、アイルランドの飢饉のための屈服・・これら

が、ヨーロッパにおけるブルジョアジーと労働者階級の階級闘争を総括する主要な諸

契機であって、われわれはこれらにもとづいて、つぎのことを証明した。 

それは、どんな革命的反乱も、たとえその目標がどんなに階級闘争からかけはな

れているようにみえようとも、革命的労働者階級が勝利するまでは、失敗するほかな

いということ、どんな社会改良も、プロレタリア革命と封建的反革命とが一つの世界戦

争で勝敗を決するまでは、ユートピアにとどまるということである。 

われわれの叙述では、現実においてもそうであるが、ベルギーとスイスとは、一つ

はブルジョア的君主制の模範国として、もう一つはブルジョア的共和制の模範国とし

て、大歴史画中の悲喜劇的な漫画的風俗画であった。どちらの国も、自分は階級闘

争にもヨーロッパ革命にも同じようにかかわりがない、と想像しているのである。 

わが読者諸君は、一八四八年に階級闘争が巨大な政治的形態をとって発展する

のをみてきたのであるから、ブルジョアジーの存立と彼らの階級支配との基礎をなし

ており、また労働者の奴隷状態の基礎ともなっている経済的諸関係そのものに、いま

やくわしくたちいるべきときである。 
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第二回 プチ労その 77 11月 27日レポーターなおこさん 

第1章  賃金とは何か 

“ろうどうくん”パペットの毛糸玉で見えた！労働力という商品 

労働は、人間の類としての生命の発現？生活の犠牲？ 

 

参加者：11 人（うち幼児一人）、中高年：青年＝6：5、地域：それ以外＝5：5 

メニュー：韓国の人々の闘いに敬意と連帯。 

スンドウブ（絹豆腐）チゲ（好評完食につきレシピ⇒「韓国料理店に

負けないヨンジョンの韓国家庭料理レシピ眞味（ジンミ）」

http://kankoku-ryouri.jp/sundouhu/ ）、野菜ナムルご飯 

岸田さん差し入れ「池上生かんてん蜜豆」、上野さん差し入れ青森朝採

りりんご、佐藤さん差し入れ新潟菊水酒造原酒「五郎八」、森さん差し

入れ栗蒸し羊羹。そのほかに、山田さん差し入れ「ヒンメリセット（ス

トローでつくるフィンランド伝統モビール）。 

 

 

☆今日、Sn さんは「類として」と言った。マルクスは「人間は類的存在」と言

った。「労働」という言葉については、Mm さんが「労の訓読みは“いたわる、

ねぎらう”。だから、労働は、人の動きをいたわると読める」と教えてくれた。

「類」をどう意識するか？「類として」どこでつながれるか？ と考えた時に、

人間の日常の自然な行為、「生命の発現」である労働、しかし、「生活の犠牲」と

なっている労働が、そのひとつの根っこになるのではないか☆ 

 

http://kankoku-ryouri.jp/sundouhu/
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われわれはつぎの三つの大きな部分にわけて叙述しよう。（一）賃労働の資本にた

いする関係、労働者の奴隷状態、資本家の支配。（二）今日の制度のもとでは、中間

市民階級といわゆる農民部分の没落が避けられないこと。（三）世界市場の専制的支

配者であるイギリスがヨーロッパのいろいろの民族のブルジョア階級を商業的に隷属

させ搾取していること。 

われわれはできるだけ簡単に、わかりやすく述べるようにつとめ、読者は経済学の

ごく初歩的な概念さえもたないものと仮定してかかろう。われわれは、労働者にわか

ってもらいたいのである。それに、ドイツでは、官許の現状弁護論者から社会主義的

な魔術師やみとめられない政治的天才・・細分したドイツには、こういった連中は君主

の数よりまだ多いのだが・・にいたるまで、もっとも簡単な経済的諸関係にかんしてさ

えきわめてはなはだしい無知や概念の混乱がみなぎっているのである。 

そこで、まず第一の問題にとりかかろう。 

賃金とはなにか？ それはどのようにしてきめられるか？ 

もし労働者に、きみの賃金はいくらか？ とたずねるなら、あるものは、「私は私の

ブルジョアから一労働日につき一マルクもらっている」とこたえ、また他のものは、「私

は二マルクもらっている」などとこたえるであろう。彼らは、その所属する労働部門の

ことなるにしたがって、一定の作業をはたしたことにたいし、たとえば一ヤードの亜麻

布を織ったことや、一台（ﾎﾞｰｹﾞﾝ）分植字したことにたいして、彼らがそのときのブルジ

ョアからうけとるいろいろちがった金額をあげるであろう。彼らのあげる数字がいろい

ろであるにもかかわらず、つぎの点では彼らはみな一致するであろう。それは、賃金

とは、一定の労働時間、または一定の労働給付にたいして資本家が支払う貨幣額の

ことだ、ということである。 

だから、資本家は貨幣をもって労働者の労働を買い、労働者は貨幣とひきかえに

資本家に自分たちの労働を売るようにみえる。しかし、これはそうみえるだけである。

彼らが実際に貨幣とひきかえに資本家に売るのは、彼らの労働力である。この労働

力を資本家は、一日、一週間、一ヵ月等々をかぎって買う。そして彼は、それを買った

あとでは、労働力を約束した期間はたらかせることによって、それを消費する。資本家

は、労働者の労働力を買ったのと同じ金額、たとえば二マルクで、二ポンドの砂糖で

も他のなにかの商品の一定量でも、買おうと思えば買えたのである。彼が二ポンドの

砂糖を買った二マルクは、二マルクの砂糖の価格である。彼が一二時間分の労働力

の使用を買った二マルクは、一二時間の労働の価格である。だから、労働力はまさし

く砂糖と同じく一つの商品である。前者は時計ではかられ、後者は秤ではかられる。 
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労働者は、彼らの商品すなわち労働力を、資本家の商品すなわち貨幣と交換する。

しかも、この交換は一定の割合でおこなわれる。これこれの時間だけ労働力を使用す

るのにたいしてこれこれの貨幣額というように。一二時間の機織（ﾊﾀｵ）りにたいして

二マルクというように。ところでこの二マルクだが、これは二マルクで買うことのできる

他のあらゆる商品を代表してはいないであろうか？ だから、労働者は、実際上、彼

の商品すなわち労働力を、あらゆる種類の商品と、しかも一定の割合で交換したこと

になる。資本家は、労働者に彼の一日の労働と交換に二マルク与えることによって、

これこれの量の肉、これこれの量の衣服、これこれの量の薪、燈火等々を与えたので

ある。だから、この二マルクは、労働力が他の諸商品と交換される割合を、すなわち

彼の労働力の交換価値を、あらわしている。貨幣で評価されたある商品の交換価値

こそ、商品の価格とよばれるものである。だから、賃金とは、労働力の価格・・ふつう

労働の価格とよばれている・・にたいする、人間の血肉以外にはやどるべき場所のな

いこの独特の商品の価格にたいする特別の名まえにすぎないのである。 

だれでもよい、一人の労働者を、たとえば一人の織物工をとってみよう。資本家は

彼に織機と糸を供給する。織物工は仕事にかかり、糸は亜麻布になる。資本家は亜

麻布を自分のものにし、それをたとえば二〇マルクで売る。さて、織物工の賃金は、

亜麻布にたいする、二〇マルクにたいする、彼の労働の生産物にたいする、わけまえ

であろうか？ けっしてそうではない。亜麻布が売られるずっとまえに、おそらくはそれ

が織りあげられるずっとまえに、織物工は彼の賃金をうけとりずみである。だから、資

本家はこの賃金を、亜麻布を売って得る貨幣で支払うのではなく、手持の貨幣で支払

うのである。織物工がブルジョアから供給をうける織機や糸がこの織物工の生産物で

ないように、織物工が彼の商品すなわち労働力と交換にうけとる諸商品も、彼の生産

物ではない。ブルジョアが自分の亜麻布に買手を一人もみつけられないということだ

って、ありうることだった。それを売ってもブルジョアが賃金さえ回収できないということ

だってありうることだった。彼がその亜麻布を織賃にくらべてはなはだ有利に売るとい

うことだって、ありうるのである。しかし、こうしたことはみな織物工にはなんの関係も

ない。資本家は、彼の手持の財産の、彼の資本の一部をもって織物工の労働力を買

うのであって、それは、資本家が彼の財産の他の一部をもって原料・・糸・・や労働用

具・・織機・・を買ったのとまったく同じである。これらの仕入れをしたのちは、そしてこ

ういう仕込品のなかには亜麻布の生産に必要な労働力もはいっているのであるが、

彼はもっぱら自分のもちものである原料と労働用具をつかって生産するのである。実

際、わが織物工君ももちろん労働用具のなかにはいるのであって、彼が生産物また

は生産物の価格のわけまえにあずからないことは、織機がそれにあずからないのと

同様である。 
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だから、賃金は、自分の生産した商品にたいする労働者のわけまえではない。賃金

は、資本家が一定量の生産的労働力を買いとるのにもちいる既存の商品の一部であ

る。 

だから、労働力は、その所有者である賃金労働者が資本に売る一つの商品であ

る。なぜ彼はそれを売るのか？ 生きるためである。 

しかし、労働力をはたらかせること、すなわち労働は、労働者自身の生命活動であ

り、彼自身の生命の表現である。そして、この生命活動を、彼は、必要な生活資料を

手にいれるために、他の人間に売るのである。だから、彼の生命活動は、彼にとって

は、生存するための手段にすぎないのである。彼は生きるためにはたらく。彼は労働

を彼の生活のなかにさえふくめない。労働はむしろ彼の生活を犠牲にすることであ

る。それは、彼が他の人間にせり売りした一つの商品である。したがって、彼の活動

の生産物も、彼の活動の目的ではない。彼が自分自身のために生産するものは、彼

の織る絹布でもなく、彼が鉱山から掘り出す金（ｷﾝ）でもなく、彼のたてる邸宅でもな

い。自分自身のために生産するものは、賃金である。そして、絹布や金や邸宅は、彼

にとっては、一定量の生活資料に、おそらくは一枚の木綿の上衣、幾枚かの銅貨、地

下室の住居に、かわってしまう。 

そして、一二時間のあいだ、織ったり、つむいだり、鑿坑したり、挽（ﾋ）いたり、家を

たてたり、シャベルですくったり、石をわったり、運搬したりなどする労働者・・この労働

者は、この一二時間の機織り、紡績、鑿坑、挽き加工、建築、シャベル仕事、石割・・

を、彼の生命の発現と、彼の生活と、みとめているであろうか？ その逆である。生活

は、彼にとっては、この活動のやむところで、食卓で、居酒屋の腰掛で、寝床で、はじ

まるのである。これに反して、一二時間の労働は、彼にとって、機織り、紡績、鑿坑等

としてはなんの意味をもまったくもたず、彼を食卓につかせ、居酒屋の腰掛にかけさ

せ、寝床に横にならせるかせぎとして、意味をもっているのである。もし蚕が幼虫とし

ての生命をつないでいくためにつむぐのであったら、それは、一個の完全な賃金労働

者であったろう。労働力はいつでも商品であったわけではない。労働はいつでも賃労

働、すなわち自由労働であったわけではない。奴隷は彼の労働力を奴隷所有者に売

ったのではない。それは、牛が自分の働きを農民に売らないのと同じである。奴隷

は、その労働力もろとも、彼の所有者に売りきりにされる。彼は、一人の所有者の手

から他の所有者の手に移転することのできる商品である。彼自身が商品なのであっ

て、労働力が彼の商品なのではない。農奴は、彼の労働力の一部だけを売る。彼が

土地所有者から賃金をうけとるのではなく、むしろ土地所有者が彼から貢物をうけと

るのである。 
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＜第二回 プチ労その 77まとめ＞ 

 

まずは、パククネを追い詰めた 11 月 12 日のソウル 100 万人集会の動画を見

て、初めて行った韓国でその現場に参加した M ちゃんが、その感動を語ってく

れた後、レポーターが工夫を凝らした“しほんくん”と“ろうどうくん”のパペ

ット人形劇での説明。 

 

 「賃金は契約にもとづく労働の正当な対価」なのか？ に対して、マルクスが

言っているのは、「賃金は、資本家が、砂糖 1 キロや綿糸 1 キロを買うのとまっ

たく同じように労働者の労働力を商品として買う対価でしかない」と言う。その

ことは、特に「賃金は分け前ではない。いくらもうかっても糸や織り機がその恩

恵にあずからないように、労働力にもみかえりなし」でよくわかった。 

 

先に賃金を決めて、労働者が実際に働くときには、「資本家に労働力は売られ

ている」わけで、労働の内容や結果は労働者の手を離れている。だから、一個の

大事な織物は、労働者の工夫と労働でしかできないのに、「なんだか疲れる」と

か、労働者が労働しても「疎外された、いやな感じ」になる。 

  その「手が離れた感じ、分離した感じ、疎外感」が、レポーターが、“ろうど

うくん”パペット人形のなかから、材料の糸玉と同じような“労働力”という毛

糸玉を出した時によくわかった。それは、“労働力”の毛糸玉が、“ろうどうくん”

の体に紐でつながっていて切り離せないのに、コロンと転がり出て、“しほんく

ん”の足元、材料の糸玉と織り機の横に、紐でつながったまま並んだ時。 

 

そこには、“労働力”を労働者の体から切り離して商品にすることの無理が見

える。わかりやすいパペットショーで議論も深まった。 

 

Yk：僕としては、そうはいっても、「労働が生活の犠牲」と言っていることがひ

っかかる。仕事は楽しいし、働く喜びがある。 

Sk：それは大事な視点。 

G：U さんが毎日、新聞を配っているのと道ですれ違うことがあるが、早朝から

時間までに届けること、大変な労働だけど、うまくやり終える工夫とその充実感

があると想像する。 

N：マルクスも、「労働は、本来、生命の発現」と言っていて、苦役とのせめぎ 
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農奴は土地に付属し、土地の持主のために収益をうみだす。これに反して、自由な

労働者は自分自身を売る、しかも切売りする。彼は彼の生命の八時間、一〇時間、

一二時間、一五時間を、きょうもあすも、いちばん高い値をつける人に、原料、労働用

具、生活資料の所有者すなわち資本家に、せり売りする。労働者は所有者のもちも

のでも土地に付属するものでもないが、彼の毎日の生命の八時間、一〇時間、一二

時間、一五時間は、それを買う人のものである。労働者は、そうしたいときにはいつで

も、自分のやとわれている資本家のところを去るし、資本家もまた、つごうしだいでい

つでも、労働者からもはやなんの利益もひきだせないか、または予期した利益がひき

だせなくなるやいなや、労働者を解雇する。しかし、労働力の販売を唯一の生計の源

泉とする労働者は、生きることを断念しないかぎり、買手の階級全体すなわち資本家

階級をすてることはできない。彼は、あれこれの資本家のもちものではないが、資本

家階級のもちものである。しかもそのさい、自分を売りつけること、すなわち、この資

本家階級のなかに一人の買手をみつけることは、彼が自分でやらなければならない

仕事なのである。 

いま資本と賃労働の関係にいっそうくわしくたちいるまえに、われわれは、賃金の

決定のさいに問題となってくるもっとも一般的な関係を簡単に述べよう。 

賃金は、われわれがみたとおり、労働力という特定の商品の価格である。したがっ

て、賃金も、ほかのいっさいの商品の価格をきめる法則と同一の法則によってきめら

れる。そこで、つぎの問題がおこる。商品の価格はどのようにしてきめられるか？ 
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あいだと言っている。そして、一人ひとりの労働者と資本家では、辞めるのも自

由だが、階級としては、労働者はどこかで資本家に雇ってもらもらわねばならず、

資本家階級のもちもの。 

Sn：私は、3.11 まで、こんな資本主義の社会はいやだ、それの来ないところで

生きようと、自分だけで自給自足で民宿をやっていたが、原発がドカンときて、

ピザを焼く窯に使う薪が汚染された。権力、政治、経済が勝手に迫ってきたなか

で、自分だけの関係ではだめだ。農業もそうだし、命の問題。人間の類としての

幸せを考えざるを得ないと思って活動している。賃労働もできるうちはいいけ

ど、年老いていくなかでどうするのか。自分の孫の遺伝子もすでに傷ついている。 

Mm：私も、群れるのがいやで、個人がいいと思っていた。デモもいやだった。

しかし、この間、たみとやに出会ったり、デモに行ったりして、日々の矛盾が自

分に直結しているのがわかってきた。 

Mk：私は、ワーカーズコレクティブ(WCO)という形で、友人たちと仕事をして

きたが、はじめは時給 100 円で報酬自体はあがっていったが、いろいろうまく

いかなかった。靴をつくるパナマウントという WCO はうまくいっているよう

だが。WCO をやっていくうえで、私がもっときちんと資金計画をたてていたら

とか、お連れ合いの稼ぎもあったうえで、いろいろな働き方をしたいというみん

なをもっとまとめていく力があったら、とか思う。 

Sn：Mk さんの個人の力とか、ひとつひとつというより、やはり、類として、社

会のなかで、システムが、ということではないか。 

Sk：みんなが食える時給という観点をもっと強くもっていくと、社会全体、類

全体のことになるのかと思う。 

G：資本と賃労働者として対峙してもなかなか世の中変わらない？なかで、「人

に雇われてクソな賃労働はいやだ」と仲間と自営業的にやっていく若者が増え

ている。こういう人と生き方が増えて資本が支配する社会を変えられるのでは

という意見がある。このプチ労でも両方だと議論もしてきた。WCO もそうだが、

こういう共同体のまわりが取引先にしても圧倒的に資本主義の会社。 

Mk：実際、WCO に参加する方の多くは、パートナーが資本主義の会社で必死

に働いている。そのせめぎあいがある。 一方、今日、Sn さんが言った「類とし

て、類の存在」ということは、目が開かれる思い。 

Yk：僕には、（年代的にも？）偏見・刷り込みがあるのかもしれない。「つらく

ても我慢して働くのだ」という。 

Mg：農奴は、労働力を切り売りするんじゃやないんですね。それに対して、今

は、自由なようだけど、他のいろんな商品と同様に扱われているんだ、というこ

とが、前にやった時よりも、今日はわかりやすかった。 
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☆第二章 商品の価格はなにによってきめられるか？☆ 

 

 買手と売手のあいだの競争によって、需要と供給、欲求と提供の関係によって

きめられる。商品の価格をきめるこの競争には三つの方面がある。 

 

 同じ商品をいろいろの売手が供給する。同じ品質の商品をいちばん安く売る

ものが、まちがいなく、他の売手を戦場から駆逐し、最大の販路を確保する。だ

から、売手たちはたがいに販路、市場をあらそう。彼らのだれもが売りたいのだ

し、できるだけたくさん売りたいのだし、できれば他の売手をしめだして自分ひ

とりでうりたいのである。そこで、あるものは他のものよりも安く売る。そこで、

売手のあいだに競争がおこり、この競争が彼らの提供する商品の価格をおしさ

げる。 

 

 しかし、買手のあいだにも競争がおこり、この競争が、今度は、提供された商

品の価格をひきあげる。 

 最後に、買手と売手のあいだに競争がおこる。一方はできるだけ安く買おうと

し、他方はできるだけ高く売ろうとする。買手と売手のあいだのこの競争の結果

は、まえにあげた二つの方面における競争がどういう関係にあるかに、すなわち

買手軍のあいだの競争と売手軍のあいだの競争とのどちらがつよいかによって

きまるであろう。産業はこの二つの軍勢を戦場で対陣させるが、そのおのおのの

軍勢がまた味方の陣のなかで味方の部隊同士でたたかう。味方の部隊の同士打

ちがいちばん少ない軍勢が相手方に勝つのである。 

 

 市場に一〇〇梱の綿花があり、それと同時に一〇〇〇梱の綿花にたいする買

手があるものと仮定しよう。つまり、このばあいには、需要は供給の一〇倍であ

る。だから、買手のあいだの競争は非常に激しいであろうし、どの買手も一梱を、

できれば一〇〇梱全部を、手にいれようとする。この例は、なにもかってに仮定

したものではない。われわれは商業の歴史上にいくたびか綿花の凶作期をみて

きたが、そういうときには、あいむすんだ幾人かの資本家が、一〇〇梱どころか、

世界の綿花の在荷全部を買占めようとしたものである。そこで、ここに述べたば

あいには、ある買手は、綿花の梱にたいして比較的高い値段をつけることで、他

の買手を戦場から駆逐しようとする。綿花の売手たちは、敵軍の部隊が猛烈な仲

間争いをしているのをみているし、また彼らの一〇〇梱全部の売れ口がまった

く保証されているので、彼らの敵がたがいにあらそって綿花の価格を買いあお

っているさいに、自分たちが仲間同士つかみあいをはじめて綿花の価格をひき 
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第三回 プチ労その 78 1月 29日レポーターしょうこさん 

第 2章 商品の価格は何によって決定されるか 

マルクスのパペットで見えた！ 

労働者の血にまみれて決まる商品の価格、奪われた労働の尊厳 

 

手作りカールマルクスパペット人形初登場！ 

参加者 ８人(うち 7 ヶ月 1 名) 中高年：青年＝4：4 地域：それ以外＝4：4 

メニュー 1 月恒例インドネシア肉味噌丼、タフゴレンサンバル（厚揚げとトマ

ト甘辛煮） 
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さげたりしないように、用心するであろう。こうして突然、売手の軍勢内に平和

がおとずれる。彼らは、一致結束して買手に応待し、泰然と腕ぐみしている。そ

して、もしいちばん熱心な買手のつける値にさえきわめてはっきりした限度が

あるのでなかったら、売手の要求はとどまるところがないであろう。 

 

 だから、ある商品の供給がその商品にたいする需要より少ないときは、売手の

あいだにはわずかな競争しかおこらないか、あるいはまったく競争がおこらな

い。この競争が減少するのに比例して、買手のあいだの競争が増大する。その結

果、商品の価格は多かれすくなかれいちじるしくあがる。 

 

 これと反対の結果をともなう反対のばあいのほうがもっとひんぱんにおこる

ことは、人の知るところである。需要にたいして供給がいちじるしく過剰となる。

売手のあいだに必死の競争がおこる。買手が不足する。商品は捨て値で投売りさ

れる。 

 

 だが、価格があがる、さがるとは、どういうことか、高い価格、低い価格とは

どういうことか？ 一粒の砂も顕微鏡でみれば高いし、一基の塔も山とくらべ

れば低い。また、価格が需要・供給の関係できまるとすれば、需要・供給の関係

はなにによってきまるのか？ 

 

 だれでもよい、そこらのブルジョアにきいてみよう。彼はすこしも思案せず、

アレクサンドロス大王のうまれかわりでもあるかのように、九々の表をつかっ

てこの形而上学的な難問を一刀両断に解決するであろう。彼はわれわれにむか

って言うであろう。もし私が自分の売る商品を生産するのに一〇〇マルクかけ、

その商品を売って一一〇マルクを得る・・もちろん一年後に・・なら、それはふ

つうの、まともな、正当なもうけである。これに反し、もしそれと交換に一二〇

マルク、一三〇マルクをうけとるとすれば、それは高いもうけである。もしまた

二〇〇マルクも得るとすれば、それは、法外な、莫大なもうけというものであろ

う、と。してみると、このブルジョアにはなにがもうけの尺度になっているの

か？ それは、彼の商品の生産費である。もしこの商品と交換に彼がうけとる他

の商品のある量が、もっと少ない生産費しかかからなかったものとすれば、彼は

損をしたのである。もし彼の商品と交換にうけとる他の商品のある量が、もっと

多くの生産費のかかったものとすれば、彼はとくをしたのである。そしてもうけ

の上がり下がりを、彼は、彼の商品の交換価値がどれだけゼロ・・生産費・・の

上または下にあるかの程度によって計算するのである。 

 



25 

 

＜第三回 プチ労その 78まとめ＞ 

 

前回、賃金とは、労働力という商品の価格だった。それでは、賃金はどうやって

決まるか？それは、商品の価格と同じように決まる。じゃ、商品の価格はどう決

まるか？ 

レポーターしょうこさんが手作りのカールマルクスパペット人形を交えながら、

紙芝居方式で、日本の今の状況とからめた説明はわかりやすかった。 

 

ポイントはふたつ。 

●ひとつ：商品の価格は労働者の血にまみれて決まる。「人生ゲーム」じゃない。 

 

 普通、今、政府や大学の先生は、みな、「商品の価格は、需要と供給の関係で

“偶然”決まる」としか言わない。需要は「高ければ買うのを控え、安ければた

くさん買う」、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

う人々の合理的行動で増減し、そのための資金は必要に応じて自在にあるとい

う前提。 

 これって、まるで、正月休みに炬燵で「みんなが同じ枚数のお札を配られてス

タートする人生ゲーム版」を見ているようだ。それぞれのしがらみを一時離れて

平和に倒産したり金持ちになったりする。。。 

 ふざけるな！とマルクスは言う。「この変動は、この上なく恐ろしい荒廃をと

もなっている」資本家はつねに、もうかるか、もうからないかでうごめいており、

この変動は「偶然」なんかじゃなく「必然」。レポーターは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、世界では数万人が一挙に職を失ったこ

とを交えながら話した。 
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 さて、われわれがみたとおり、需要・供給の関係がかわるにしたがって、価格

があるいはあがり、あるいはさがる。すなわち、あるいは高い価格が生じ、ある

いは低い価格が生じる。もしある商品の価格が、供給が不足なためあるいは需要

が不釣合に増加したためにいちじるしくあがるなら、かならずなにか他の商品

の価格が相対的にさがったことになる。というのは、ある商品の価格とは、それ

と交換に他の諸商品があたえられる割合を貨幣で表現したものにすぎないから

である。たとえば、一ヤールの絹布の価格が五マルクから六マルクにあがるとす

れば、銀の価格は絹布にくらべてさがったことになり、同様にまた、もとの価格

のままでいる他のすべての商品の価格も絹布にくらべてさがったことになる。

まえと同じ分量の絹製品を手にいれるのに、いまではそれと交換にこれらの商

品をまえより多い分量であたえなければならない。 

 

ある商品の価格があがった結果はどういうことになるか？ 多量の資本がこ

のさかえている産業部門にながれこんでくるであろう。そして、好況産業の分野

への資本のこうした流入は、その産業がふつうのもうけしかあげないようにな

るまで、あるいはむしろ、その産業の生産物の価格が過剰生産のため生産費以下

に下落するまで、つづくであろう。 

 

 逆のばあい。ある商品の価格がその生産費以下にさがるなら、資本はこの商品

の生産からひきあげられるであろう。ある産業部門がもう時勢にあわなくなっ

ており、したがってほろびるほかないばあいをのぞいては、資本がこうして逃避

する結果、このような商品の生産すなわちその供給は減少していき、供給が需要

と一致するようになるまで、従って商品の価格がふたたびその生産費の高さに

上がるまで、あるいはむしろ、供給が需要以下にへるまで、つまりその価格がふ

たたびその生産費以上にあがるまで、ひきつづいて減少するであろう。というの

は、商品の時価はいつでもその生産費の上か下かにあるものだからである。 

 

 これでわかるように、資本はたえずある産業の分野から他の産業の分野へな

がれこみ、ながれでる。価格が高いと、過度の流入がおこり、価格が低いと、過

度の流出がおこる。 

 

 べつの観点から、供給ばかりでなく需要も生産費によってきまることを、あき

らかにすることもできよう。けれどもそうするのは、われわれの対象からはなれ

すぎることになるであろう。 
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商品の価格が決まる過程で、たくさんの企業の倒産があり、労働者の血が流れ

る。 

 商品の価格は、生産費を上回るか、損をしないかで結局決まる。だから、その

価格は、資本家にとって「必然」。その生産費は、原材料と旗織り機に費やされ

た労働者の労働とこれを使って織物をつくる労働者の労働でできている。 

そもそも、商品の生産のために労働者の汗と血が流れている。 

 あらためて、今の社会で「経済は偶然」ということが、「ひとりひとりが、何

をしようがどうしようもないんだ」ということ、言い換えれば、「この社会しか

ないんだ」ということをみんなに思い込ませるための強力な言い訳になってい

る！  だけど、今が「みんな平等で平和な人生ゲーム版の世界」であるわけな

いだろ！！ 

 

 



28 

 

 われわれがたったいまみたように、供給と需要の変動は、商品の価格をたえず 

くりかえし生産費にひきもどす。なるほど、商品の現実の価格はつねにその生産

費の上か下かにあるが、騰貴と下落は相殺されるので、一定期間について産業の

満干を通算すれば、各商品は、その生産費に応じてたがいに交換される。だから、

商品の価格はその生産費によってきめられるのである。 

 

 ここに価格は生産費によってきめられるといっても、それを経済学者のいう

意味にとってはならない。経済学者は言う。商品の平均価格は生産費にひとしい、

これが法則である、と。騰貴が下落で、また下落が騰貴で相殺される無政府的な

運動を、彼らは偶然のものとみなしている。だが、それなら、変動を法則とみな

し、生産費による決定を偶然のものとみなしても、いっこうさしつかえないわけ

である。・・事実、べつの経済学者はそうしている。しかし、ほかならぬこの変

動、すなわち、くわしく観察すれば、このうえなくおそろしい荒廃をともなって

おり、地震のようにブルジョア社会の基礎をゆりうごかしている、この変動だけ

が、その経過を通じて、価格を生産費によってきめるのである。こういう無秩序

の総運動が、この社会の秩序となっているのである。この産業的無政府状態の経

過を通じて、この循環運動のうちで、競争がいわば一方の行きすぎを他方の行き

すぎによって相殺するのである。 

 

 これを要するに、ある商品の価格がその生産費によってきめられるのは、この

商品の価格が生産費以上に上がる時期が、それが生産費以下にさがる時期によ

って相殺され、またその逆のばあいは逆に相殺されるというようにしておこな

われるのである。これは、もちろん、ある個々の産業生産物についてではなくて、

その産業部門全体についてしか言えないことである。したがって、これはまた

個々の産業家についてではなくて、産業家階級全体についてしか言えないこと

である。 

 

 価格が生産費によってきめられるということは、価格がある商品を生産する

のに必要な労働時間によってきめられるということにひとしい。というのは、生

産費は、（一）原料と用具の磨損分、すなわち、それを生産するのにある量の労

働日がついやされており、したがってある量の労働時間をあらわしている産業

生産物、（二）まさに時間を尺度とする直接の労働、からなっているからである。 

 さて、一般に商品価格を規制しているのと同じ一般的な法則が、もちろん、賃

金すなわち労働の価格をも規制している。 

 労働賃金は、需要・供給の関係に応じて、労働力の買手である資本家と労働力 
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●もうひとつおおきなポイント：賃金（労働力という商品の価格）は、ぎりぎり

労働者を死なせない労働力の生産費で決まる。しかし、今は、それも割り込んで

「食えない」。 

 

 賃金も労働力という商品の価格だから、一般の商品の価格が決まるのと同じ

で、労働力の生産費で決まる。 

その生産費は、労働者を労働者として育て、毎日働けるように維持し、労働者

が種族として絶滅しないように繁殖するための費用。 

それは、人間を一からずっと育てる費用などではなく、労働者が種族として死

に絶えないで資本家のために働いてくれるように維持する最低限の費用。 

レポーターが出した今の日本の制度としての最低賃金は、それを割り込んで

いる。結婚してこども作って「繁殖」できる水準じゃない。それは、マルクスの

言う最低限の生存だけでなく、会社が払えるかどうかの生産性という基準がも

うひとつあるから。 

だから、生活保護の水準より低いし、東京の最低賃金は 932 円なのに、物価

が安いわけでもない沖縄が 714 円。失業率も全国一高い沖縄では、「会社が払え

ない」という使用者側の主張が、ずっと低い水準に最低賃金を抑えている。 

それから、マルクスの言う「労働者を育てる費用」は、日本の鉄道労働者で言

うとどんどん削減されている。国鉄の時に 3年間研修した正社員の保線作業は、

分割民営化で JR になって以降、研修が 3 か月になり、1 昨年から安全がボロボ

ロであることが明らかになった JR 北海道では、時給 750 円のアルバイト労働

者がたった 3 日の研修でやっている。 
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の売手である労働者とのあいだの競争の成りゆきに応じて、あるいはあがり、あ

るいはさがるであろう。一般に商品価格が変動するのに応じて、賃金も変動する。

しかし、この変動の内部では、労働の価格は生産費によって、つまり、この労働

力という商品を生産するのに必要な労働時間によって、きめられるであろう。 

 

 では、労働力の生産費とはなにか？ 

 それは、労働者を労働者として維持するために、また労働者を労働者にそだて

あげるために、必要な費用である。 

 

 したがって、ある労働に必要な養成期間が短ければ短いほど、その労働者の生

産費はますますすくなく、彼の労働の価格、すなわち彼の賃金はそれだけ低い。

見習期間がほとんどまったく必要でなく、労働者の生（ﾅﾏ）身さえあればたりる

ような産業部門では、彼を生産するのに必要な生産費は、彼を労働能力あるもの

として生かしておくのに必要な商品だけにほとんどかぎられる。だから、彼の労

働の価格は、生活必需品の価格によってきめられるであろう。 

 

 しかし、これにくわえてもう一つ考えなければならないことがある。工場主は、

彼の生産費を計算し、それにもとづいて生産物の価格を計算するにあたっては、

労働用具の消耗をも勘定にいれる。たとえば、ある機械に一〇〇〇マルクかかり、

そしてこの機械が一〇年間に消耗してしまうとすれば、彼は、一〇年後に消耗し

た機械を新しい機械ととりかえることのできるよう、年々一〇〇マルクを商品

の価格に割りかける。これと同じように、単純な労働力の生産費にも、労働者の

種属が繁殖して、消耗された労働者を新しい労働者にとりかえることのできる

ようにするための、繁殖費をくわえなければならない。つまり、労働者の磨損も

機械の磨損と同じように勘定にいれられるのである。 

 

 だから、単純な労働力の生産費は、労働者の生存費と繁殖費ということになる。

この生存費と繁殖費との価格が、賃金を形づくる。こうしてきめられた賃金は、

最低賃金とよばれる。この最低賃金も、一般に生産費によって商品の価格がきめ

られるばあいと同じに、個々の個人についてではなく、〔労働者という〕種属に

ついて言えることである。個々の労働者は、幾百万の労働者は、生きて繁殖して

いくのに十分なだけもらってはいない。しかし、労働者階級全体の賃金は、その

変動の内部で平均化されて、この最低限に一致する。 

 以上で、賃金をも、その他のあらゆる商品の価格をも同様に規制しているもっ

とも一般的な法則がわかったので、われわれは、われわれの主題にもっとくわし

くたちいることができる。 
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●最後にレポーターが言う。労働者がいなくては存続できない資本なのに「ひた

すら労働者から搾り取らないと生き残れない」自らの矛盾で崩壊しようとして

いる。そして、労働者の労働の尊厳自体を奪い続けている。万国の「消耗」労働

者立ち上がろう！ 

 

 消耗労働者に取り換える「新労働者」として 7か月の女児も参加しながら、議

論は、賃金の水準から、そもそも労働の尊厳が奪われている、と続いた。 

Yu：パチンコ屋でバイトしてたことあるが、こんなにぎりぎりの人員でクソ忙

しいこの仕事がいるんだろうかと思った。でも、結局、バイト仲間で「ホールち

ゃんと回るように頑張ろう」と言い合う。 

Mg：自分の時給 950 円のバイト先のスーパーを考えてみても、みんな仕事への

責任感はある。が、充実感がない。本来なら「責任感と充実感はセット」じゃな

くちゃいけないのに、責任感だけが押しつけられちゃってるから皆つらくなる。 

Mm：自分の校正の仕事の世界で言えば、以前は、作家の手書きの悪筆も読み取

れる職人のような人がいたがいなくなった。 

G：3 年で壊れるプリンターなどつくっているキャノンの中堅正社員は、「エリ

ートコースだと言われて、売れ残った商品を売り切る部門に配置された」と自嘲

気味に言っていた。 

N：電通社員の 2/3 は、政財界お偉方のコネと聞いた。遊んでいてもコネで広告

を一発取ればいい。一方、自殺した女性社員はコネもなく辞められもしなかった。 

Mm：息子は電通から仕事をもらう下請け。電通が形ばかり早めに退社しても、

その後、メール一本「明日までにやっといて」と寝れなくなる。 

Sk：昨年 12 月、アメアパ渋谷店閉店作業は、退職金も有休買取もない一斉解雇

にもかかわらず、私物を使った店頭展示をした閉店セールも含めて、みんな、最

後まで責任をもってやりきり、泣きながら最後の売り上げ金の締めとしてレジ

のカギを閉めた。一方、ハナコを解雇した責任者は、倒産前に解雇になり、トラ

ンプ反対のデモにいた。そんな人でもデモに行くような時代になった。 

G：マルクスの批判者は、「マルクスの言う、資本家がもうけるので労働者は窮

乏していく、という理論はまちがい。資本主義には、技術革新があり、労働者は

窮乏しない」と言う。 

Yu：技術革新とかいう人は、「臨床」がない。現場を見ないんですよ！ 
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☆第三章 資本とは何か(前半) 

 

資本は、新しい原料、新しい労働用具、新しい生活資料を生産するためにつか

われる、あらゆる種類の原料と労働用具と生活資料からなりたっている。資本の

これらの構成部分はみな、労働の創造物であり、労働の生産物であり、蓄積され

た労働である。新しい生産のための手段として役だつ蓄積された労働が、資本で

ある。 

 

 こう経済学者は言う。 

 黒人奴隷とはなにか？ 黒色人種の人間である。右の説明はこういう説明と

おっつかっつのものである。 

 

 黒人は黒人である。一定の諸関係のもとで、はじめて彼は奴隷となる。紡績機

械は紡績するための機械である。一定の諸関係のもとでのみ、それは資本となる。

これらの関係からひきはなされたら、それは資本ではない。そのことは、金（ｷ

ﾝ）がそれ自体としては貨幣ではなく、また、砂糖が砂糖価格でないのと同じで

ある。 

 

 生産のさいに、人間は、自然にはたらきかけるばかりでなく、またたがいには

たらきかけあう。彼らは、一定の仕方で共同して活動し、その活動をたがいに交

換するということによってのみ、生産するのである。生産するために、彼らはた

がいに一定の連絡や関係をむすぶが、これらの社会的連絡や関係の内部でのみ、

自然にたいする彼らのはたらきかけがおこなわれ、生産がおこなわれるのであ

る。 

 

 もちろん、生産者がたがいにむすぶこれらの社会関係、彼らがその活動を交換

し、生産行為の総体に参加する諸条件は、生産手段の性格がどうであるかに応じ

て、ちがったものとなるであろう。火器という新兵器が発見されるとともに、必

然的に、軍隊の内部組織全体が変化し、諸個人が軍隊を形づくり、軍隊として作

用しうる諸関係が変動し、種々の軍隊のあいだの関係も変化した。 

 

 だから、個々人がそのうちで生産する社会関係、すなわち社会的生産関係は、

物質的生産手段、生産力が変化し発展するのにつれて、変化し変動する。生産関

係は、その総体において、社会関係、社会とよばれるものを、しかも一定の歴史

的発展段階における社会、独特の、特色ある性格をもった社会を、形づくる。古 
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第四回 プチ労その 79 2月 26日レポーターむぎたさん 

第 3章 資本とは何か（前半） 

ロングセラー玩具“ビーダマン”での説明と 

消耗労働者からの手紙“前略マルクス様”の“伝わる言葉” 

「労働者が自信をつける、資本を労働者のものにする、両方だ！」 

 

参加者 10 人（うち 4 歳 1 名、8 か月 1 名） 中高年：青年＝5：5 地域：そ

れ以外＝6：4 

メニュー 2 月恒例春のちらし寿司（残念ながら放射能で山菜は使えないが、牛

蒡・人参・しいたけ・蓮根の具と焼きしゃけのちらしで好評）、里芋の炒り鶏 
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代社会、封建社会、ブルジョア社会は、そういう生産関係の総体であって、それ

と同時に、それぞれ人類の歴史上の特殊な発展段階をあらわしているのである。 

 

資本もまた一つの社会的生産関係である。それは一つのブルジョア的生産関係

であり、ブルジョア社会の一生産関係である。資本を構成する生活資料、労働用

具、原料、それらは、一定の社会的諸条件のもとで、一定の社会関係のうちで生

産され、蓄積されたものではないのか？ これらのものは、一定の社会的諸条件

のもとで、一定の社会関係のうちで、新しい生産に使用されるのではないのか？ 

そして、ほかならぬこの一定の社会的性格こそ、新しい生産に役だついろいろの

生産物を資本にするのではないのか？ 

 

 資本は、生活資料、労働用具、原料だけ、物質的生産物だけから構成されてい

るのではない。資本は同じように交換価値からも構成されている。資本を構成す

るいろいろの生産物はみな商品である。だから、資本はいろいろな物質的生産物

の一総和であるだけではない。それは、いろいろな商品の、交換価値の、社会的

量の、一総和である。 

 

 たとえ羊毛を木綿におきかえ、小麦を米におきかえ、鉄道を汽船におきかえて

も、その木綿、米、汽船・・資本の体（ｶﾗﾀﾞ）・・が、まえに資本を体現してい

た羊毛、小麦、鉄道と同じ交換価値、同じ価格をもってさえいれば、資本はやは

りもとのままである。資本の体はたえず形をかえても、資本はすこしも変化をこ

うむらずにもいられるのである。 

 

 しかし、およそ資本はみな、商品すなわち交換価値の一総和であるとしても、

商品の、交換価値の一総和なら、どれでもみな、資本だということにはならない。 

 

 およそいくたの交換価値の一総和はみな、一つの交換価値である。およそ一つ

の交換価値はみな、いくたの交換価値の一総和である。たとえば、一〇〇〇マル

クの価値の一戸の家は、一〇〇〇マルクの額の一つの交換価値である。一ペニヒ

の価値の一枚の紙は、一〇〇分の一ペニヒを一〇〇個あわせた額の、諸交換価値

の一総和である。他のいろいろの生産物と交換できる生産物が商品である。これ

らの生産物をたがいに交換できる一定の比率は、それらのものの交換価値、ある

いは、貨幣であらわせば、その価格を形成する。これらの生産物の量の大小は、

商品であるとか、一つの交換価値であるとか、一定の価格をもっているとかいう、

これらの生産物の性質をすこしもかえることはできない。木は大きくても小さ

くても、やはり木である。鉄を他の生産物と交換するのに、オンス単位でしよう 
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と、トン単位でしようと、商品であり交換価値であるという鉄の性格にかわりが

あろうか？ 量の大小にしたがってあるいは大きな価値の、あるいは小さな価

値の商品であり、あるいは高い価格の、あるいは低い価格の商品であるだけであ

る。 

 

 では、どのようにして、諸商品の、諸交換価値の一総和が資本となるのか？ 

 

 それが直接の生きた労働力との交換を通じて、独自の社会的力として、すなわ

ち社会の一部の者の力としてみずからを維持し、ふやすことによってである。労

働能力のほかにはなにももたない一つの階級が存在していることが資本の必要

な前提である。 

 

 直接の生きた労働を蓄積された、過去の、対象化された労働が支配することが、

はじめて、蓄積された労働を資本とするのである。 

 

 資本の本質は、蓄積された労働が生きた労働のために新しい生産の手段とし

て役だつという点にあるのではない。それは、生きた労働が蓄積された労働のた

めにそれの交換価値を維持しふやす手段として役だつという点にあるのである。 
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＜第四回 プチ労その 79まとめ＞ 

 

むぎたくんとマルクスおじさんおよび姑息な感じのブルジョア経済学者との

一問一答型のレジメ。途中で’90 年代からのロングセラー玩具“ビーダマン”（ビ

ー玉を発射するロボット）を使って、4 歳児も巻き込みながら説明。最後には、

みんなの議論を盛り上げる“お尋ね事項”を並べた“消耗労働者むぎた”からマ

ルクスに宛てた“前略マルクス様”という手紙。ほんとに工夫されたプレゼンで、

説明、みんなの意見、よく織り交ざった会になった。 

 

ポイントはみっつ。 

 

●ひとつ マルクスの「資本ってなにか」 

 

レポーターの手紙“前略マルクス様”の冒頭。“みんなに伝わる言葉”でまと

まっている！ 

「先日は、生産手段にすぎないモノやカネが、それを使用する労働者よりも偉く

なり、彼らの力と引き換えに自らを維持・増殖させ始めたとき、それが資本とな

るというお話でした。」 

 

・この 3 章前半でマルクスが言っているのはこれに尽きる。こんな“伝わる言

葉”でつないでいけば、やはり小難しいマルクスの言いたいことが、こどもにも

わかるのではないか？みんなでつくってみようか。「プチ労絵本版“クソな社会

の根っこと変え方―マルクスの言いたいこと（仮称）”」 

・しいて付け加えれば、「労働力以外何ももたない労働者たちがいるので」だが、

だから、「労働者って誰だ？」も議論になる。 

 

 

●ふたつ お尋ね事項―経営者、中小企業の社長、政治家の「労働」は？どこか

ら資本家なのか？ 

 

 もっと言えば、資本家と労働者という対立軸で考えるべきと言っても人間と

人間で地続きなので迷う。しかし、資本の体、ビーダマンでわかる。労働者は、

いつでも取り換え可能なビーダマンのパーツ。もともと人と人の関係が資本と

いうモノが人間より偉い関係になること、システムが問題。資本を倒せ！ 
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・一問一答でレポーターが聞く。 

「僕が米屋を開くために資金を用意したり精米機を買ってもそれは“資本”と言

わないの？」 

マルクス「まあそれだけならね。。。」 

ブルジョア経済学者「人を雇い始めたら、協働しているのか、利益のために雇っ

ているのかすぐにわからなくなるさ。。そうなりやお前もこっち側だ」 

 

・T「大企業に下請けコストを抑えられて、社員のなかで技術も経験も一番で一

緒に働く社員のことを懸命に考えて必死に働く中小企業の社長は労働者だ。小

さくても従業員の給与を抑え拡大ばかり考える経営者は資本家だ。」 

Yu「高い給料もらっていいところに住んでいる人は労働者なのかな？」 

Sk「アメアパのキャサリンやエスクの名木など、自分は労働者だといっても、

労働者を大事にしないのは向こう側だ。立場をどうとるか、意識の問題だ。」 

Yk「自分は、アベの新聞と言われる新聞の販売店で働いているが、生きるため

に働いている。働くために生きているのではない。配達をやり終えた時の仕事の

充実感もあるが。」 

前回出た「労働者の責任感と充実感」も含めて、人としての労働者は揺れ動くも

のでもある。 

 

・さらに、政治という労働はどうか？  

T「政治は労働者ひとりひとりがするもの。それを委託しているだけ。それが今

違う。」 

N「キューバのカストロは政治という労働をしているのでは。実際、給料は労働

者と同じだし。」 

Si「自分は公務員で公務員の給料は高いといわれるが、区長はだめだが、現場労

働者は懸命に働いている。区長は“いらない政治家”だ。」 

Sk「公務員は高いのでなく、民間が低い。」 

Yu「保育でいえば、すべて公務員であるべき」 
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・レポーターは、一問一答レジメで、マルクスに「諸生産物である資本の体は、

人間の体にない性質を持っている」と言わせたうえで、ビーダマン 2 体を取り

出して、それぞれのいろいろなパーツを互いに取り換える。取り換えてもまたそ

れぞれビーダマンだ。 

Mm「それを見ていると自分のよう。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。」 

さらに「レポーターは、ビーダマンのビー玉を発射した後、体はパーツの単なる

集まり。このビー玉が、その集まりを資本にする魂であり、この魂を取り換える

ことが必要。」と言う。 

 

●みっつ 資本から労働者へ「魂」を入れ替えて、資本を成していた「体」をと

り戻す。どうやって？「生産手段にすぎないモノやカネが偉そうに労働者の労

働で自己増殖する」のが資本なので、生産手段を労働者の支配下に置くことに

よってか？ 労働力を売るしかない労働者の存在が資本の前提なので、労働

者が資本のための労働をボイコットして新たな価値を生み出す道なのか？ 

両方だ！ 

 

・資本の前提は労働者なので、労働者が資本のための労働をボイコットすれば資

本は生きられない。しかし、労働者の前提も資本なので資本の労働をしないと生

きられない。だから「生きるために働く」。 

 

・そうはいっても、クソな賃労働を辞めて、一人で、仲間と、家族と、「なりわ

い」としての自営と自給的生き方をする人も増えてきた。研修もなく、あまりに

労働の人間性の尊厳を奪われるような職場が多く、疲れ切っている人が多い。

「こんな職場いつまでもいる意味ない」。 

そのなかで職場の同志を探し出して、問題を会社に突き付けていくのは大変

すぎるようにも見える。それまでに心が折れてしまう？ 隣にいる人を信頼す

るより避けておいたほうがいい？ 怖い？ 

 時間をかけて、自分を取り戻し、生きる自信と実力をつける必要がある。それ

が、資本を倒す力の底上げになる。資本が知らない新しい価値を生み出す。 

 

・その一方で、「自営・自給」で直接生み出すもの以外に、多かれ少なかれ資本

が生産するモノが必要ではある。 

生み出したモノの販売する先の多くは資本でもある。原発の放射能は向こう

から生活に迫る。 
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・そうした資本の労務対策部でしかない労組が多いなかで、資本と闘う労働組合

の原点は「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。 

長続きさせるのは大変だが、労働者の力をあらためて教えてくれたアメアパ

やエスクの闘いが示したこともそれだ。 

 

・そして、「資本の体である生産手段であるモノやカネ」は、労働者がみんなで

作ってきた社会の大事な財産！これをみすみす資本の勝手にさせる手はない。 

 

実力をつけつつ、労組の闘いを通じて「生産手段をわれわれの支配下」に置く

こと。資本を倒すのは両方だ！ 

 

 

 

’90 年代からのロングセラー玩具“ビーダマン” 

（パーツをいろいろ取り替えられて、ビー玉を発射するロボット） 
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☆第三章 資本とはなにか（後半） 

 

 資本家と賃金労働者とのあいだの交換では、どういうことがおこるか？ 

 

 労働者は、彼の労働力と交換に生活資料をうけとるが、資本家は彼の生活資料

と交換に労働を、労働者の生産的活動を、創造力をうけとる。 

 

そして、労働者は、この力によって、彼の消費するものをうめあわせるばかり

でなく、蓄積された労働にたいして、それがまえにもっていたよりも大きな価値

をあたえるのである。 

 

労働者は、資本家のもちあわせている生活資料の一部をうけとる。これらの生

活資料は、労働者にとってなんの役にたつか？ 直接の消費の役にたつ。しかし、

私が生活資料を消費するやいなや、それは私の手からうしなわれて、もうかえっ

てこない。 

 

もっとも、私は、この生活資料が私を生かしてくれる期間を利用して、新しい

生活資料を生産するのではあるが、すなわち、それを消費しているあいだに、私

の労働によって、消費されてなくなる価値のかわりに新しい価値をつくりだす

のではあるが。 

 

しかし、ほかならぬこの貴重な再生産力を、労働者は、うけとった生活資料と

交換に資本にゆずりわたしてしまうのである。だから、労働者は、彼自身からみ

れば、この力をうしなってしまったわけである。 
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第五回 プチ労その 80 3月 26日レポーターゆいさん 

第3章  資本とは何か（後半） 

「労働を労働者の手に取り戻す」ピンときた気がする♪ 

 

参加者 9 人（うち 8 か月 1 名） 中高年：青年＝4：5 地域：それ以外＝5：4 

メニュー キーマカリー、ばっぱ（おばあさん：いわきの方言）の空豆（新じゃ

がと空豆のオリーブオイル和え）、動労物販ひじきとブロッコリーのマスタード

サラダ 
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 一つの例をとろう。ある農業企業家が彼の日雇人に、毎日銀貨五グロシェンを

あたえるとする。この銀貨五グロシェンとひきかえに日雇人は、終日農業企業家

の畑ではたらき、こうして農業企業家に銀貨一〇グロシェンの収入を保証する。 

 

農業企業家は、彼が日雇人にゆずりわたさなければならない価値のうめあわ

せを得るばかりではない。彼はそれを二倍にするのである。 

 

だから、彼は、彼が日雇人にあたえた銀貨五グロシェンを、みのりある生産的

な仕方で使用し消費したわけである。彼は、まさに、二倍の価値のある土地生産

物を生産して銀貨五グロシェンを銀貨一〇グロシェンにする日雇人の労働と力

を、銀貨五グロシェンで買ったのである。 

 

これに反して日雇人は、彼の生産力の働きをほかならぬこの農業企業家にゆ

ずりわたして、この生産力のかわりに銀貨五グロシェンをうけとるのであるが、

彼はこの銀貨五グロシェンを生活資料と交換し、その生活資料をおそかれはや

かれ消費してしまう。 

 

 

だから、この銀貨五グロシェンは二とおりの仕方で消費されたわけである。 

 

すなわち、資本にとっては再生産的に・・というのは、それは銀貨一〇グロシ

ェンを生み出した労働力と交換されたのであるから・・消費され、また、労働者

にとっては不生産的に・・というのは、それは生活資料と交換されたのであるが、

この生活資料は永久に消滅しており、労働者は農業企業家とのあいだに同じ交

換をくりかえすことによってしか、その価値をふたたびうけとることができな

いのであるから・・消費されたのである。 

 

こうして、資本は賃労働を前提し、賃労働は資本を前提する。両者はたがいに

制約しあう。両者はたがいにうみだしあう。 

 

 ある綿布工場の一労働者をとってみよう。この労働者は綿布を生産するだけ

であるか？ 

 

 いな、彼は資本を生産する。すなわち、あたらしく彼の労働を支配し、この労

働を手段として新しい価値をつくりだすのに役だつ価値を、生産するのである。 
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 資本は、労働力と交換されることによってしか、賃労働をうみだすことによっ

てしか、ふえることができない。賃金労働者の労働力は、資本をふやすことによ

ってしか、自分を奴隷としているその力をつよめることによってしか、資本と交

換されることができない。だから、資本がふえるのは、プロレタリアートが、す 

なわち労働者階級がふえることである。 

 

 それだから資本家と労働者との利害は同一なのだ、とブルジョアやその経済

学者は主張する。 

 

実際そうだ！ 労働者は、資本がやとってくれなければ破滅してしまう。資本

は、労働力を搾取しなければ破滅するし、労働力を搾取するには、資本はこの労

働力を買わなければならない。 

 

生産にあてられる資本、すなわち生産的資本が急速にふえればふえるほど、し

たがって産業が繁栄すればするほど、ブルジョアジーが富めば富むほど、景気が

よくなればなるほど、資本家にはそれだけ多くの労働者が必要となり、労働者は

それだけ高く売れていく。 

 

 だから、労働者がどうやらしんぼうできる状態をたもつのに欠くことのでき

ない条件は、生産的資本ができるだけ急速に増大することである。 
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 だが、生産的資本が増大するとはどういうことか？ 生きた労働を支配する

蓄積された労働の力が増大することである。労働者階級にたいするブルジョア

ジーの支配が増大することである。賃労働が、自分を支配する他人の富を、自分

に敵対的な力である資本を生産するというと、この敵対的な力から、賃労働を雇

用する手段、すなわち生活資料が還流してくる。ただし、賃労働がふたたび資本

の一部となり、ふたたび資本を加速度的な増大運動になげいれる槓杆（ﾃｺ）にな

るということを条件として。 

 

 資本の利害と労働者の利害とが同一であるというのは、資本と賃労働とが同

じ一つの関係の二つの側面だ、ということにすぎない。この両者がたがいに制約

しあっているのは高利貸と浪費者とがたがいに制約しあっているのと同じであ 

る。 

 

 賃金労働者が賃金労働者であるかぎりは、彼の運命は資本に依存している。さ

かんにはやしたてられている労働者と資本家の利害の共通というのは、こうい

うことなのである。 
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＜第五回 プチ労その 80まとめ＞ 

 

●「無関心」に「食べて応援」？ 

 

今回は、まずは討論からはじまった。Yk さんが、たみとやジャーナル 104 号

「3.1 怒りのしゃべり場まとめ」を見ながら、「フクシマへの“無関心”に対し

て、“食べて応援”ということもやはりひとつの効果じゃないか？」 

3.1では、Yk さんの発言に対して避難者 K さんが「50 箱キャベツをつくり、30

箱が検査で引っかかった福島の農家がその 30 箱をただ捨てられると思います

か？」と問いかけた。 

今日は、まず Sk「ナゼンの運動の当初、福島のナシ農家と連帯が作りきれな

かった。単純ではない。“自分は食べない”だけでは、個人主義？」 

Yk「“食べて応援”は、福島への無関心、つまりゼロを１にすることにはなるの

では？ たみとやの言う“革命”の際にもゼロは体制側だろうが、１は？」 

しかし、N「たみとや店頭でも、福島の“食べる旅行”して満足している方がい

る。“地獄への道は善意で敷き詰められている”」 

Mk「そう、その先が問題だと思う」 

そして、Yu「国が被ばくに何もせずにどうなるかわからないのに、さっさと”

復興キャンペーン“を始めたことが問題。チェルノブイリでは、国が別に土地を

用意して避難させた。日本に休耕田もたくさんある。」 

あらためて、3.1 でも出た”大切な労働を無にしたこの国のしわざの徹底的可視

化“発言。 

ただ、Sk「被ばくゼロがいいけど、“食べる”か“食べないか”どっちかが“正

義”ということじゃない」 

ちなみに、プチ労の食事では、スーパーなどでよくわからないので、「福島産」

を買って使っていない。食は日常なので、3.1 でも提案した「被ばくと免疫、

NoNukes 魔女たちの食の講習会」などはじめて討論も続けて行くのがいいかな

と思った。 

一方、この討論のなかの“農家の労働を取り戻す”は今日のレポートのテーマ

とも重なった。 

 

●労働者は賃金をすべて使ってしまって「何も残らない」か？ 

そして、Yu さんの小気味よいレポートが始まった。引き続き、討論型で進行。 

Yu「前回、“資本とは労働力との交換により自ら増殖するもの”だったが、今回

は、その資本と労働力との交換はどういうふうか？です」「労働者は、資本家か

ら受け取った生活手段をすべて消費し何も残らない！」 
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Yk「残るんじゃないか？ 労働した経験値とか、思い出とか、文化的創造につ

ながるような」 

Mg「マルクスも残らないとは言っていない。“すべて消費する”と言っているだ

け」 

G「マルクスは第 1 章で“労働は生命の発現”と言っているし、Yk さんもそこ

で“新聞配達も充実感がある”と言っていた。そしてマルクスは“労働者が生活

手段で生命を維持する時間に新たな生活手段を生産すれば別だが”とも言って

いるが、それは“寝ないでやる”こと。とっても無理。今回、アベが決めた残業

上限時間 100 時間は、1 日で言えば、夜 11 時まで働いて家に帰れば午前様、翌

朝 8 時には家を出ろ、ということ。それだけでも、“死ね”だ」 

Yu「たしかに、昔の女工とかとちがって、今、まわりのひとは、“何等かもって

いるぜ”感がある。」 

Sk「（映画“True Cost”でも伝えていたが）アメアパもそうだが、ファストファ

ッションで安く何枚も服を持てるので貧困がみえにくい。I-Phone を作っている

人はそれを買えない。それが“搾取”」 

Yu「そう世界での搾取。先進国が搾取している側。」 

 

●「労働者の創造的な力」気に入った！ 

 

Yu「マルクスは言っている。“労働者が資本家に与える労働力は、ただの反復作

業じゃない。大きな価値を生む創造的な力”。この”創造的力“というマルクス

の見方！あたたかみがあって気に入った！マルクスっていいやつかも♪」「一方、

今の先進国日本では、”持っている感”があるが、やっている仕事に心を籠めら

れない。」 

N「それだと思う。お金だけじゃなくて、労働の意味が奪われている」 

 

●資本家と労働者の利害は同一か？ 

 

Yu「労働者の程度が“かなり”であるためには資本が急速に増える必要がある

という。この“かなり”は、優・良・可の”可成“（エンゲルスの英訳で言え

ば”tolerable”耐えられる）で、資本が増大してもどんどん蓄積していくので、労

働者はその程度。つまり、ブルジョアが言うようには”利害は同一“ではない。」 

 

●「労働を労働者の手に取り戻す」ピンときた気がする♪ 

 

Yu「最後にマルクスは、資本と賃労働の関係は高利貸と放蕩者とが互いに制約
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しあうのと同じ、と言う。“労働”ではなく、”賃労働“は放蕩者に例えられるよ

うな”ロクデモナイ“もの。逆に”労働“は、本来そうではなく、人間にとって

当たり前のよいものと言っている気がする。」 

Hi「ところで、賃労働ってなんですか？ 例えば医者はどうなんだろう。医者は

本来”人を救う“ためになっている？」 

G「病院の勤務医だけでなく、開業医も診療報酬制度で賃労働と言える。そのな

かでもうけるためにやたら薬を出したり、最近あるように、病院医師がレイプし

たり、賃労働のストレスなのか“人を救う”ことからはみ出している。」 

Yu「マルクスの言うのは、資本に支配されているのが賃労働。労働は、反復でな

く、人間性をつかって生産的な、創造的な、自分のためだけでなく、共同体的に

価値的なことかな。」 

Mg「（群馬県上野村の「新たな多数派形成をめざすシンポジウム」に参加してき

た）シンポは、人間性と人の労働の価値を取り戻すために、上野村のような共同

体的なところを全国にひろげていこう、ということだったが、そのなかで、“上

野村のようなところでは、最低賃金でも豊かに暮らしていける。都会でも最低賃

金で十分くらしていける。”という発言に対しては、“都会で最低賃金でがまんし

ていてはいけない”と言った。」 

Mk「聞きながら、賃労働のなかで、どう”創造的“にできるか考えた。過酷な

労働のなかでも職場の同僚との関係をもっとうまくできれば、自分の心をもっ

と豊かにできれば、できるかもしれない。先日、最低賃金も言わないと払わない、

暖房もない、社長のパワハラだらけのバイト先をやめたが、どこか、生活の糧だ

けだから、行っていればいい、というところがあった。ただ、先日、3.11 に行く

のに"デモに行く“とはっきり行ったら、店長が興味を持ったので、たみとやジ

ャーナルを渡したら、東京のゴミの問題など熱心に読んでくれた。さらに、最後

の給料を取りに行った時には、25 年間、病欠も有給もはっきり取れなかった店

長が”私も、社長にはっきり言った！”と言われた。」 

労働と賃労働をめぐる Mk さんの葛藤と闘いが店長を動かした！労働組合の

原点！！ 

 

最後に、Yu「いままであまりピンとこなかった“労働を労働者の手に取り戻そ

う”ということが、少しわかってきたような気がしました！マルクスは、資本主

義の仕組みを暴露した。そういう仕組みを知ることが考えることに繋がる。」 

「労働」の価値や意味をあらためて考え見つけながら「ロクデモナイ賃労働と資

本の関係」を打ち破ろう！ 
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番外編プチ労 81 4月 30日「賃労働と資本」中間まとめパペットショー 

(なおこさん、Go、しょうこさん) 

 

参加者：12人(うち 1名 10 ヶ月） 特別ゲスト：国鉄闘争全国運動成田さん 中高年：

青年＝6：6 地域：それ以外＝5：7 

メニュー：豊潤！北海道の幸！！成田さん差し入れ  

北海道米ご飯、銀鱈味噌漬けホイル焼き、生たらこ、炙りこまい一夜干し、ほた

てバター焼き、三里塚里芋煮っ転がし。 

 

☆特別ゲスト 成田昭雄さん 国鉄闘争全国運動・国労旭川闘争団 

「闘いの原点は、北海道の流氷が押し寄せて吹雪いている駅前で、毛布に

くるまって“鉄道をなくすな“と、一緒に国鉄分割民営化反対の声をあ

げたお母さんと子どもたちの姿。」 

 

 



56 

 

プチ労働者学校 

 

「賃労働と資本」 
 

“マルクスおじさんと 

しほんくん、ろうどうくん“ 

 

パペットショーシナリオ 
（「賃労働と資本」第 1 章から３章） 

2017 年 4 月 
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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。」 
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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 
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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！？」 

 

 

 

 

―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
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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！」 

 

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。」 
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―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」 

 

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！」 
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―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。。。」 
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―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。 

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
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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

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
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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。」 
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―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 

 

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」 
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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
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福島の椎名さんは、“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。 
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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。 

 

＜おわり＞ 
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番外編プチ労 82 5月 28日 

 宮沢賢治「オッベルと象」 朗読 byゆたかさん 

 

参加者 8 人（うち 1 名 10 か月児） 中高年：青年＝4：4 地域：それ以外＝5：

3 

メニュー 国鉄闘争成田さん差し入れ生蟹足と銀鱈の豊潤パエリア（真蛸・ホ

タテ・銀鱈・蟹足の出汁。出汁が豪華なので、10 年ぶりにパエリアの作り方を

変更。炒めた香味野菜を煮てその汁でさっと魚介の出汁をとる。一方、にんに

くとトマトを結構念入りに炒めて出汁スープ野菜を米１：スープ 1.5 の割合で

加え、米を振り入れて弱火で１時間、火が止まるまで炊く。さらに魚介の身を

載せてオーブンで 5 分焼く）、真蛸とホタテのサラダ、薄切り茹で真蛸、トル

ティーリア（じゃがいものスペインオムレツ） 
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引用文は、インターネットの図書館、青空文庫（http://www.aozora.gr.jp） 

http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/466_42316.html 

 

 

オツベルと象 宮沢賢治 

     ……ある 牛 飼
うしか

いがものがたる 

 

 

http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/466_42316.html
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第一日曜 

 オツベルときたら大したもんだ。 稲 扱
いねこき

器械の六台も据
す

えつけて、のんのんのんのん

のんのんと、大そろしない音をたててやっている。 

 十六人の 百 姓
ひゃくしょう

どもが、顔をまるっきりまっ赤にして足で踏
ふ

んで器械をまわし、

小山のように積まれた稲を片っぱしから扱
こ

いて行く。 藁
わら

はどんどんうしろの方へ投げら

れて、また新らしい山になる。そこらは、 籾
もみ

や藁から発
た

ったこまかな 塵
ちり

で、変にぼう

っと黄いろになり、まるで 沙 漠
さばく

のけむりのようだ。 

 そのうすくらい仕事場を、オツベルは、大きな 琥 珀
こはく

のパイプをくわえ、 吹 殻
ふきがら

を藁

に落さないよう、眼
め

を細くして気をつけながら、両手を背中に組みあわせて、ぶらぶら往
い

ったり来たりする。 

 小屋はずいぶん 頑 丈
がんじょう

で、学校ぐらいもあるのだが、何せ新式稲扱器械が、六台も

そろってまわってるから、のんのんのんのんふるうのだ。中にはいるとそのために、すっか

り腹が空
す

くほどだ。そしてじっさいオツベルは、そいつで上手に腹をへらし、ひるめしどき

には、六寸ぐらいのビフテキだの、 雑 巾
ぞうきん

ほどあるオムレツの、ほくほくしたのをたべ

るのだ。 

 とにかく、そうして、のんのんのんのんやっていた。 

 そしたらそこへどういうわけか、その、白象がやって来た。白い象だぜ、ペンキを塗
ぬ

った

のでないぜ。どういうわけで来たかって？ そいつは象のことだから、たぶんぶらっと森を

出て、ただなにとなく来たのだろう。 

 そいつが小屋の入口に、ゆっくり顔を出したとき、百姓どもはぎょっとした。なぜぎょっ

とした？ よくきくねえ、何をしだすか知れないじゃないか。かかり合っては大へんだから、

どいつもみな、いっしょうけんめい、じぶんの稲を扱いていた。 

 ところがそのときオツベルは、ならんだ器械のうしろの方で、ポケットに手を入れながら、

ちらっと 鋭
するど

く象を見た。それからすばやく下を向き、何でもないというふうで、いま
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までどおり往ったり来たりしていたもんだ。 

 するとこんどは白象が、 片 脚
かたあし

床
ゆか

にあげたのだ。百姓どもはぎょっとした。それで

も仕事が 忙
いそが

しいし、かかり合ってはひどいから、そっちを見ずに、やっぱり稲を扱い

ていた。 

 オツベルは 奥
おく

のうすくらいところで両手をポケットから出して、も一度ちらっと象を

見た。それからいかにも 退 屈
たいくつ

そうに、わざと大きなあくびをして、両手を頭のうしろ

に組んで、行ったり来たりやっていた。ところが象が 威 勢
いせい

よく、 前 肢
まえあし

二つつきだし

て、小屋にあがって来ようとする。百姓どもはぎくっとし、オツベルもすこしぎょっとして、

大きな琥珀のパイプから、ふっとけむりをはきだした。それでもやっぱりしらないふうで、

ゆっくりそこらをあるいていた。 

 そしたらとうとう、象がのこのこ上って来た。そして器械の前のとこを、 呑 気
のんき

にある

きはじめたのだ。 

 ところが何せ、器械はひどく 廻
まわ

っていて、 籾
もみ

は夕立か 霰
あられ

のように、パチパチ象

にあたるのだ。象はいかにもうるさいらしく、小さなその眼を細めていたが、またよく見る

と、たしかに少しわらっていた。 

 オツベルはやっと 覚 悟
かくご

をきめて、 稲 扱
いねこき

器械の前に出て、象に話をしようとしたが、

そのとき象が、とてもきれいな、 鶯
うぐいす

みたいないい声で、こんな文句を云
い

ったのだ。 

「ああ、だめだ。あんまりせわしく、砂がわたしの歯にあたる。」 

 まったく籾は、パチパチパチパチ歯にあたり、またまっ白な頭や首にぶっつかる。 

 さあ、オツベルは 命 懸
いのちが

けだ。パイプを右手にもち直し、度胸を据えて斯
こ

う云った。 

「どうだい、此処
ここ

は 面 白
おもしろ

いかい。」 

「面白いねえ。」象がからだを 斜
なな

めにして、眼を細くして返事した。 

「ずうっとこっちに居たらどうだい。」 

 百姓どもははっとして、息を殺して象を見た。オツベルは云ってしまってから、にわかに
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がたがた 顫
ふる

え出す。ところが象はけろりとして 

「居てもいいよ。」と答えたもんだ。 

「そうか。それではそうしよう。そういうことにしようじゃないか。」オツベルが顔をくし

ゃくしゃにして、まっ赤になって 悦
よろこ

びながらそう云った。 

 どうだ、そうしてこの象は、もうオツベルの財産だ。いまに見たまえ、オツベルは、あの

白象を、はたらかせるか、サーカス団に売りとばすか、どっちにしても万円以上もうけるぜ。 

 

 

 

 

第二日曜 

 

 オツベルときたら大したもんだ。それにこの前稲扱小屋で、うまく自分のものにした、象

もじっさい大したもんだ。力も二十馬力もある。第一みかけがまっ白で、 牙
きば

はぜんたい

きれいな 象 牙
ぞうげ

でできている。皮も全体、立派で 丈 夫
じょうぶ

な象皮なのだ。そしてずいぶん

はたらくもんだ。けれどもそんなに 稼
かせ

ぐのも、やっぱり主人が 偉
えら

いのだ。 

「おい、お前は時計は要
い

らないか。」丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀
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のパイプをくわえ、顔をしかめて斯う訊
き

いた。 

「ぼくは時計は要らないよ。」象がわらって返事した。 

「まあ持って見ろ、いいもんだ。」斯う言いながらオツベルは、ブリキでこさえた大きな時

計を、象の首からぶらさげた。 

「なかなかいいね。」象も云う。 

「 鎖
くさり

もなくちゃだめだろう。」オツベルときたら、百キロもある鎖をさ、その前肢にく

っつけた。 

「うん、なかなか鎖はいいね。」三あし歩いて象がいう。 

「 靴
くつ

をはいたらどうだろう。」 

「ぼくは靴などはかないよ。」 

「まあはいてみろ、いいもんだ。」オツベルは顔をしかめながら、赤い張子の大きな靴を、

象のうしろのかかとにはめた。 

「なかなかいいね。」象も云う。 

「靴に 飾
かざ

りをつけなくちゃ。」オツベルはもう大急ぎで、四百キロある分銅を靴の上から、

穿
は

め込んだ。 

「うん、なかなかいいね。」象は二あし歩いてみて、さもうれしそうにそう云った。 

 次の日、ブリキの大きな時計と、やくざな紙の靴とはやぶけ、象は鎖と分銅だけで、大よ

ろこびであるいて居
お

った。 
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「済まないが税金も高いから、今日はすこうし、川から水を汲
く

んでくれ。」オツベルは両手

をうしろで組んで、顔をしかめて象に云う。 

「ああ、ぼく水を汲んで来よう。もう何ばいでも汲んでやるよ。」 

 象は眼を細くしてよろこんで、そのひるすぎに五十だけ、川から水を汲んで来た。そして

菜っ葉の畑にかけた。 

 夕方象は小屋に居て、十把
ぱ

の 藁
わら

をたべながら、西の三日の月を見て、 

「ああ、 稼
かせ

ぐのは 愉 快
ゆかい

だねえ、さっぱりするねえ」と云っていた。 

「済まないが税金がまたあがる。今日は少うし森から、たきぎを運んでくれ」オツベルは

房
ふさ

のついた赤い 帽 子
ぼうし

をかぶり、両手をかくしにつっ込んで、次の日象にそう言った。 

「ああ、ぼくたきぎを持って来よう。いい天気だねえ。ぼくはぜんたい森へ行くのは大すき

なんだ」象はわらってこう言った。 

 オツベルは少しぎょっとして、パイプを手からあぶなく落としそうにしたがもうあのと

きは、象がいかにも愉快なふうで、ゆっくりあるきだしたので、また安心してパイプをくわ

え、小さな 咳
せき

を一つして、百姓どもの仕事の方を見に行った。 

 そのひるすぎの半日に、象は九百把たきぎを運び、眼を細くしてよろこんだ。 

 晩方象は小屋に居て、八把の藁をたべながら、西の四日の月を見て 

「ああ、せいせいした。サンタマリア」と斯
こ

うひとりごとしたそうだ。 

 その次の日だ、 

「済まないが、税金が五倍になった、今日は少うし鍛冶場
かじば

へ行って、炭火を吹
ふ

いてくれな

いか」 

「ああ、吹いてやろう。本気でやったら、ぼく、もう、息で、石もなげとばせるよ」 

 オツベルはまたどきっとしたが、気を落ち付けてわらっていた。 

 象はのそのそ鍛冶場へ行って、べたんと肢を折って 座
すわ

り、ふいごの代りに半日炭を吹

いたのだ。 

 その晩、象は象小屋で、七把
わ

の藁をたべながら、空の五日の月を見て 

「ああ、つかれたな、うれしいな、サンタマリア」と斯う言った。 

 どうだ、そうして次の日から、象は朝からかせぐのだ。藁も昨日はただ五把だ。よくまあ、
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五把の藁などで、あんな力がでるもんだ。 

 じっさい象はけいざいだよ。それというのもオツベルが、頭がよくてえらいためだ。オツ

ベルときたら大したもんさ。 

 

 

 

第五日曜 

 

 オツベルかね、そのオツベルは、おれも云おうとしてたんだが、居なくなったよ。 

 まあ落ちついてききたまえ。前にはなしたあの象を、オツベルはすこしひどくし過ぎた。

しかたがだんだんひどくなったから、象がなかなか笑わなくなった。時には赤い 竜
りゅう

の

眼をして、じっとこんなにオツベルを見おろすようになってきた。 

 ある晩象は象小屋で、三把の藁をたべながら、十日の月を 仰
あお

ぎ見て、 

「苦しいです。サンタマリア。」と云ったということだ。 

 こいつを聞いたオツベルは、ことごと象につらくした。 

 ある晩、象は象小屋で、ふらふら 倒
たお

れて地べたに座り、藁もたべずに、十一日の月を

見て、 

「もう、さようなら、サンタマリア。」とこう言った。 

「おや、何だって？ さよならだ？」月が 俄
にわ

かに象に訊
き

く。 

「ええ、さよならです。サンタマリア。」 
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「何だい、なりばかり大きくて、からっきし意気地
いくじ

のないやつだなあ。仲間へ手紙を書い

たらいいや。」月がわらってこう云った。 

「お筆も紙もありませんよう。」象は細ういきれいな声で、しくしくしくしく泣き出した。 

「そら、これでしょう。」すぐ眼の前で、可 愛
かあい

い子どもの声がした。象が頭を上げて見る

と、赤い着物の童子が立って、 硯
すずり

と紙を 捧
ささ

げていた。象は早速手紙を書いた。 

 

「ぼくはずいぶん眼にあっている。みんなで出て来て助けてくれ。」 

 童子はすぐに手紙をもって、林の方へあるいて行った。 

 赤 衣
せきい

の童子が、そうして山に着いたのは、ちょうどひるめしごろだった。このとき山

の象どもは、沙 羅 樹
さらじゅ

の下のくらがりで、碁
ご

などをやっていたのだが、額をあつめてこれ

を見た。 

「ぼくはずいぶん眼にあっている。みんなで出てきて助けてくれ。」 

 象は一せいに立ちあがり、まっ黒になって吠
ほ

えだした。 

「オツベルをやっつけよう」議長の象が高く 叫
さけ

ぶと、 

「おう、でかけよう。グララアガア、グララアガア。」みんながいちどに呼応する。 
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 さあ、もうみんな、 嵐
あらし

のように林の中をなきぬけて、グララアガア、グララアガア、

野原の方へとんで行く。どいつもみんなきちがいだ。小さな木などは根こぎになり、 藪
やぶ

や何かもめちゃめちゃだ。グワア グワア グワア グワア、花火みたいに野原の中へ飛び

出した。それから、何の、走って、走って、とうとう向うの青くかすんだ野原のはてに、オ

ツベルの 邸
やしき

の黄いろな屋根を見附
みつ

けると、象はいちどに 噴 火
ふんか

した。 

 グララアガア、グララアガア。その時はちょうど一時半、オツベルは皮の 寝 台
しんだい

の上

でひるねのさかりで、 烏
からす

の 夢
ゆめ

を見ていたもんだ。あまり大きな音なので、オツベル

の家の百姓どもが、門から少し外へ出て、小手をかざして向うを見た。林のような象だろう。

汽車より早くやってくる。さあ、まるっきり、血の気も失せてかけ込
こ

んで、 

「 旦 那
だんな

あ、象です。押し寄せやした。旦那あ、象です。」と声をかぎりに叫んだもんだ。 

 ところがオツベルはやっぱりえらい。眼をぱっちりとあいたときは、もう何もかもわかっ

ていた。 

「おい、象のやつは小屋にいるのか。居る？ 居る？ 居るのか。よし、戸をしめろ。戸を

しめるんだよ。早く象小屋の戸をしめるんだ。ようし、早く丸太を持って来い。とじこめち

まえ、 畜 生
ちくしょう

めじたばたしやがるな、丸太をそこへしばりつけろ。何ができるもんか。

わざと力を減らしてあるんだ。ようし、もう五六本持って来い。さあ、大丈夫だ。大丈夫だ
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とも。あわてるなったら。おい、みんな、こんどは門だ。門をしめろ。かんぬきをかえ。つ

っぱり。つっぱり。そうだ。おい、みんな心配するなったら。しっかりしろよ。」オツベル

はもう 支 度
したく

ができて、ラッパみたいないい声で、百姓どもをはげました。ところがどう

して、百姓どもは気が気じゃない。こんな主人に巻き添
ぞ

いなんぞ食いたくないから、みんな

タオルやはんけちや、よごれたような白いようなものを、ぐるぐる 腕
うで

に巻きつける。降

参をするしるしなのだ。 

 オツベルはいよいよやっきとなって、そこらあたりをかけまわる。オツベルの犬も気が立

って、火のつくように吠
ほ

えながら、やしきの中をはせまわる。 

 間もなく地面はぐらぐらとゆられ、そこらはばしゃばしゃくらくなり、象はやしきをとり

まいた。グララアガア、グララアガア、その 恐
おそ

ろしいさわぎの中から、 

「今助けるから安心しろよ。」やさしい声もきこえてくる。 

「ありがとう。よく来てくれて、ほんとに 僕
ぼく

はうれしいよ。」象小屋からも声がする。さ

あ、そうすると、まわりの象は、一そうひどく、グララアガア、グララアガア、 塀
へい

のまわ

りをぐるぐる走っているらしく、度々中から、 怒
おこ

ってふりまわす鼻も見える。けれども

塀はセメントで、中には鉄も入っているから、なかなか象もこわせない。塀の中にはオツベ

ルが、たった一人で叫んでいる。百姓どもは眼もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。そ

のうち外の象どもは、仲間のからだを台にして、いよいよ塀を越
こ

しかかる。だんだんにゅう

と顔を出す。 
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その 皺
しわ

くちゃで灰いろの、大きな顔を見あげたとき、オツベルの犬は気絶した。さあ、

オツベルは射
う

ちだした。六連発のピストルさ。ドーン、グララアガア、ドーン、グララアガ

ア、ドーン、グララアガア、ところが弾丸
たま

は通らない。 牙
きば

にあたればはねかえる。一 疋
ぴき

なぞは斯
こ

う言った。 

「なかなかこいつはうるさいねえ。ぱちぱち顔へあたるんだ。」 

 オツベルはいつかどこかで、こんな文句をきいたようだと思いながら、ケースを帯からつ

めかえた。そのうち、象の片脚が、塀からこっちへはみ出した。それからも一つはみ出した。

五匹の象が一ぺんに、塀からどっと落ちて来た。オツベルはケースを握ったまま、もうくし

ゃくしゃに 潰
つぶ

れていた。早くも門があいていて、グララアガア、グララアガア、象がど

しどしなだれ込む。 

「 牢
ろう

はどこだ。」みんなは小屋に押し寄せる。丸太なんぞは、マッチのようにへし折られ、

あの白象は大へん瘠
や

せて小屋を出た。 

「まあ、よかったねやせたねえ。」みんなはしずかにそばにより、鎖と銅をはずしてやった。 

「ああ、ありがとう。ほんとにぼくは助かったよ。」白象はさびしくわらってそう云った。 

 おや〔一字不明〕、川へはいっちゃいけないったら。 
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＜朗読後の感想など＞ 

 

・助け出された象が、最後に「さびしく笑う」が、ブラック企業でも解雇された

らいやだ。「せいせいする」面もあるが、やはり、気持ちよく働きたかったし。

ここでは、オッベルも死んで、会社もつぶれる。 

・「オッベルと象」は資本家と労働者をよく描いていると思うが、1915 年農林学

校にはいり、1933 年に没した宮沢賢治が描けたのは、その時代をよく見ていた

からか。労働運動が盛んになり 1925 年治安維持法、1933 年には小林多喜二が

虐殺。 

・白象が小屋の閉じ込められ、仲間の象に連絡もできないと嘆いていると「赤い

童子」があらわれて手紙を運んでくれるが、宮沢賢治の場合、よく、窮地に白い

白馬のようなものがあらわれる。宗教的か？ 

・仲間の象のリーダーは「議長」と呼んでいるが、当時、今よりもっとあった「地

区や地方の労働組合の協議会」のイメージもあるのでは。そして、「簡単に連絡

できない」のは、資本家の弾圧のなかで、「仲間づくり」の難しさも言っている

のでは？ 

・とにかく、その象たちは、「労働者は力がある」っていうことも示している。 

・また、「童子」は、今でいえば、「電通の自死した高橋さん」にはいなかったの

かなと。 

・その場合、「童子」は神がかりなものというより、職場の誰か話せる人、仲間

っていうことになる。 

・ただ、電通の場合、多数は著名人とコネのある仕事もたしてしない社員であり、

彼女はそのなかで正統派の仕事をする人だったから難しかった。 

・そのなかでも、お母さんが言った「命より大事な仕事はない」ということで、

労働組合が御用組合でも、命を絶つ前に職場の誰かと話すことから始めてほし

かった。 

 

 

 

 

 

（挿絵は、公開動画から遠山繁年さん作の絵を借りています。） 
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☆第四章 賃金と利潤の関係(前半)☆ 

 

資本が増大すれば、賃労働の量が増大し、賃金労働者の数が増大する。一言で

言えば、資本の支配がさらに多くの個人のうえにひろがっていく。そして、もっ

とも有利なばあいを仮定すると、生産的資本が増大すれば、労働にたいする需要

が増大し、したがって、労働の価格すなわち賃金があがる。 

 

 家は大きくても小さくても、そのまわりの家も同じように小さければ、その

家は住居にたいするいっさいの社会的要求をみたす。しかし、その小さい家とな

らんで邸宅がたてられると、その小さい家はあばら家にちぢんでしまう。そうな

ると、その小さい家は、その住み手がなにも要求する権利がないか、ごくわずか

しか要求する権利がないことを、証明する。そして、文明のすすむにつれて、そ

の家がどんなに高くなっていこうと、隣の邸宅が同じ程度に、あるいはそれ以上

にさえ高くなるなら、比較的に小さい家の住み手は、わが家のうちで、ますます

不快に、不満に、せせこましく感じるであろう。 

 

 賃金がめだってふえるためには、生産的資本が急速に増大することが前提

される。生産的資本が急速に増大すれば、その結果、富や、ぜいたくや、社会的

欲望や、社会的享楽も同じように急速に増大する。だから、労働者の享楽がたか

まったにもかかわらず、労働者には手のとどかない資本家の享楽の増大にくら

べれば、また全体としての社会の発展水準にくらべれば、それがあたえる社会的

満足はすくなくなったのである。われわれの欲望や享楽は社会からうまれる。だ

から、われわれは、欲望や享楽を、社会を標準としてはかる。われわれはこれら

を、それを充足させる物を標準としてははからない。欲望や享楽は社会的なもの

であるから、それらは相対的なものなのである。 

 

 一般的に言って、賃金は、それと交換に得られるいろいろの商品の量だけで、

きめられるわけではない。それは、いろいろの関係をふくんでいるのである。 
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第六回 プチ労その 83 6月 25日レポーターひさしさん 

第4章  賃金と利潤の関係（前半） 

“マルクスって古くないかも“ 

現代の資本家とは誰なのか？ 

 

参加者 8 人 中高年：青年＝5：3 地域：それ以外＝5：3 

メニュー 恒例 インドネシア風肉味噌丼、タフ･ゴレン･サンバル（厚揚げと

トマトの甘辛炒め） 

☆中間まとめの「パペットショー」、「オッベルと象」朗読会終わって、「賃労働

と資本」後半。 
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 労働者がまず彼らの労働力と交換にうけとるものは、一定額の貨幣である。

賃金はこの貨幣価格だけによってきめられるのであるか？ 

 

 一六世紀には、アメリカでいっそう豊富な、採掘の容易な鉱山が発見された

結果、ヨーロッパで流通する金銀がふえた。したがって、金銀の価値は、他の諸

商品にくらべてさがった。労働者は、彼の労働力にたいしてひきつづきそれまど

と同じ量の銀貨をうけとった。彼らの労働の貨幣価格はまえと同じであったが、

それにもかかわらず、彼らの賃金はさがった。なぜなら、彼らが同じ分量の銀と

交換にうけとる他の諸商品の総和は、まえよりすくなくなったからである。これ

こそ、一六世紀に資本の増大、ブルジョアジーの勃興をうながした事情の一つで

あった。 

 

 もう一つべつのばあいをとってみよう。一八四七年の冬には、凶作の結果、

もっともなくてならない生活資料である穀物、肉、バター、チーズなどの価格が

非常にあがった。労働者が彼らの労働力にたいしてこれまでと同じ額の貨幣を

うけとったものと仮定しよう。彼らの賃金はさがったのではなかろうか？ も

ちろんさがったのだ。同じ貨幣と交換に彼らのうけとったパン、肉などは、まえ

よりすくなかった。彼らの賃金がさがったのは、銀の価値が減少したからではな

くて、生活資料の価値が増大したからであった。 

 

 最後に、労働の貨幣価格はもとのままなのに、新しい機械の使用、豊作等の

結果として農産物と工業製品の価格がみなさがったと仮定しよう。そうなると、

労働者は同じ貨幣であらゆる種類の商品をまえより多く買えるようになる。だ

から、彼らの賃金はあがったのであるが、それはまさに、彼らの賃金の貨幣価値

がかわらなかったからである。 

 

 だから、労働の貨幣価格、すなわち名目賃金は、実質賃金とは、すなわち実

際に賃金と交換に得られる諸商品の総和とは、一致しない。だから、賃金のあが

りさがりをいうばあいには、われわれは、労働の貨幣価格、すなわち名目賃金だ

けを眼中においてはならない。 

 

 しかし、名目賃金、すなわち労働者がそれとひきかえに資本家に自分自身を

売る貨幣額によっても、実質賃金、すなわちこの貨幣とひきかえに買うことので

きる諸商品の総和によっても、賃金のなかにふくまれているいろいろの関係は

まだつくされない。 
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＜第六回 プチ労その 83まとめ＞ 

 

レポーターが簡潔に報告してくれた。 

「資本の拡大は労働者にとっていいことなのか？」「資本の拡大で労賃があがり、

労働者の得られる享楽はある程度増加するが、資本家や社会一般の享楽の増加

に比べれば乏しい」なぜか。「資本家の利潤の要素は三つ。①原料・設備投資の

回収、②労賃の回収、③売上から①、②を引いた残り。でも、この 

②、③は一切合切、労働によって生産、付加された新価値。」資本家は、支払っ

た原料代や労賃を回収したうえで労働から生まれた新価値として利潤を得るか

ら増える。 

 

そのうえで、レポーターは、「現代はどうか？当時は経営者（＝社長）を示して

いたと考えられるが、現代の資本家とは誰なのか？」と投げかけて議論は盛り上

がる。 

Hi：仕事がら、会社の決算説明会に取材に行くが、そこで、えらそうにしている

のは社長じゃなくて、大株主の銀行、投資家。 

G：そう、資本家そのものの社長もいるが、今はそれらのグループが資本家とい

っていい。金で金をとにかく増やそうとする。 

Mk：たしかに、カード、電子マネー、そのポイントなど、そんなのばかりにな

ってる。 

Hi：アメリカでいうように“ウオール街”が資本家か。 

N：資本家がいろいろ増えたといっても、結局、１％のなかで利潤の分捕りあい

している。 

Hi：一人の社長を相手にしてもだめなら、労働者はどう立ち向かえばいいのか？ 

Mm：そうか。同じ業種の労働者が会社をこえてつながんないとだめなんだ。 

G：たしかに、関西生コンは、2010年に大阪全体の工事を 139日間ストップさせ

て賃上げを勝ち取った。それには、多くの生コン会社の労働者が横につながり、

さらに生コン会社の社長たちも巻き込んで、協働して大手ゼネコンに立ち向か

い、まず、セメントの値上げを勝ち取り、そのうえで賃上げを勝ち取った。 

N：アベや資本家は、そういう現場の仕事が止まることがほんとに困る。鉄道も

そう。 

Yu：そう、ストライキは、労働者の人間らしい仕事を取り戻すため。ただ、医療

や介護や養護など、人の命に係わる職場ではストがしにくい。そういう職場こそ

公共でやるべき。 

Hi：レポーターやってみて、古いかなと思ったマルクスも今、通用するかなと思

った。 
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☆第四章 賃金と利潤の関係(後半)☆ 

 

 賃金は、さらに、なによりも、資本家のもうけ、利潤にたいする賃金の割合

で、きめられる。・・これは、比較的な、相対的な賃金である。 

 

 実質賃金は、他の諸商品の価格とくらべた労働の価格をあらわしているが、

これに反して相対的賃金は、直接の労働によってあらたしく生産された価値の

うち、蓄積された労働すなわち資本のものとなるわけまえにくらべての、直接の

労働のわけまえをあらわしている。 

 

 われわれはまえにでこう述べた。 

「賃金は、自分の生産した商品にたいする労働者のわけまえではない。賃金は、

資本家が一定量の生産的労働力を買いとるのにもちいる既存の商品の一部であ

る。」 

しかし、資本家はこの賃金を、労働者によって生産された生産物を売った代価

のなかから、うめあわせをしなければならない。それをうめあわせても、ふつう

はなおあとに、彼の投下した生産費をこえてある超過分、すなわち利潤がのこる

ような仕方で、うめあわせなければならない。 

労働者の生産した商品の販売価格は、資本家にとっては三つの部分にわかれ

る。第一には、彼が前払いした原料の価格のうめあわせ、およびやはり彼が前払

いした道具、機械その他の労働手段の磨損分のうめあわせ、第二には、彼が前払

いした賃金のうめあわせ、第三には、以上のものをこえた超過分である資本家の

利潤。 

この第一の部分がまえからあった価値を回収するにすぎないのに反して、賃

金のうめあわせも、超過分たる資本家の利潤も、だいたいにおいて、労働者の労

働によってつくりだされ、原料につけくわえられた新しい価値から得られるこ

とはあきらかである。 

そしてこの意味では、賃金と利潤を相互にくらべるために、この両方を労働者

の生産物にたいするわけまえとみなすことができる。 

 

 実質賃金がもとのままであっても、またあがってさえも、相対的賃金は、そ

れにもかかわらずさがることもありうる。 

たとえば、あらゆる生活資料の価格が三分の二だけ下落したのに、一日の賃金

は三分の一だけ、つまり、たとえば三マルクから二マルクに、下落するものと仮

定しよう。労働者はこの二マルクで以前に三マルクで手にはいったよりも多量

の商品を手にいれられるけれども、彼の賃金は資本家のもうけとくらべればへ 
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第七回 プチ労その 84 7月 30日レポーターまきこさん 

第4章  賃金と利潤の関係（後半） 

資本がもうけを追求することと労働者の工夫 

「生産性」には二つの意味がある 

 

参加者 8 人 中高年：青年＝5：3 地域：それ以外＝5：3 

メニュー ガパオガイ（鶏肉のバジル炒め）、ヤム・マックム・パオ（茄子のタ

イ風サラダ） 
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ったのである。資本家（たとえば工場主）の利潤は、一マルクだけふえた。 

すなわち、資本家が労働者に支払う交換価値はまえより少量となったのに、労

働者は、それとひきかえに、まえより多量の交換価値を生産しなければならない。

労働のわけまえにくらべて資本のわけまえは増大した。資本と労働とのあいだ

の社会的富の分配は、さらに不平等になった。 

資本家は、同じ資本でまえより多量の労働を支配する。労働者階級を支配する

資本家階級の力は大きくなり、労働者の社会的地位は悪化し、さらに一段と低く

資本家の社会的地位の下におしさげられたのである。 

 

 

 では、賃金と利潤の相互関係において、そのあがりさがりをきめる一般法則

はどういうものか？ 

 

 賃金と利潤は、反比例する。 

資本のわけまえである利潤は、労働のわけまえである一日の賃金がさがるの

に比例してあがり、またその逆のばあいは逆である。利潤は、賃金がさがっただ

けあがり、賃金があがっただけさがる。 

 

 おそらく、つぎのように言って異論をとなえるものがあるであろう。資本家は、

彼の生産物を他の資本家たちと有利に交換することによってもうけることもで

きるし、また、新しい市場が開拓された結果としてであれ、古い市場における需

要が一時的にふえたことなどの結果としてであれ、彼の商品にたいする需要が

増大したためにもうけることもありうる。 

つまり、資本家の利潤は、賃金すなわち労働力の交換価値のあがりさがりとは

かかわりなく、べつの資本家たちをぺてんにかけることによって、ふえることも

ありうる。あるいはまた、資本家の利潤は、労働用具の改善や、自然力の新しい

応用等によってあがることもありうる、と。 

 

 まず第一に、これは、逆の道をとおってではあるが、やはり同じ結果に達し

たものであることを、みとめなければならないであろう。なるほど、賃金がさが

ったから利潤があがったのではないが、利潤があがったから賃金がさがったの

である。資本家は、同じ量の他人の労働で、まえより多量の交換価値を買いとっ

たが、それだからといって労働にまえより多く支払いはしなかった。 

だから、それが資本家にあたえる純益にくらべて、労働にたいする支払いは

低くなったのである。 
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 そのうえ、商品価格は変動するにもかかわらず、各商品の平均価格、それが

他のいろいろの商品と交換される割合は、その生産費によってきまっているこ

とに、注意をうながそう。 

 

だから、資本家階級の内部におけるぺてんは、かならずや相殺される。 

機械が改良されたり、自然力があたらしく生産に応用されれば、一定の労働時

間内に、同じ量の労働と資本とでまえより多量の生産物をつくりだすことはで

きるようになるが、まえより多量の交換価値をつくりだすことはけっしてでき

ない。 

私が紡績機械を使用することによって、一時間のうちに、この機械が発明され

る以前にくらべて二倍の糸を、たとえば五〇ポンドのかわりに一〇〇ポンドを、

供給できるとしても、私はこの一〇〇ポンドと交換に、結局は、以前五〇ポンド

と交換にうけとっていた以上の商品をうけとりはしない。それは生産費が半分

にさがったからである。いいかえれば、同じ費用で二倍の生産物を供給すること

ができるようになったからである。 

 

 最後に、一国についてみても、また全世界市場についてみても、資本家階級

すなわちブルジョアジーが生産の純益をどんな割合で自分たちのあいだに分配

しようとも、この純益の総量はいつでも、だいたいにおいて、蓄積された労働が

直接の労働によってふやされた量に過ぎない。したがって、この総量は、労働が

資本をふやすのに比例して、すなわち利潤が賃金にくらべてあがるのに比例し

て、増大する。 

 

 

 これでわかるように、われわれが資本と賃労働の関係の範囲内にとどまる

ばあいにさえ、資本の利害と賃労働の利害とはまっこうから対立するのである。 

 

 資本が急速に増大するのは、利潤が急速に増大するのと同じことである。利

潤が急速に増大できるのは、労働の価格が、相対的賃金が、同じように急速に減

少するばあいだけである。実質賃金が、名目賃金すなわち労働の貨幣価格と同時

にあがっても、利潤に比例してあがらないなら、相対的賃金はさがることもあり

うる。たとえば、好景気のときに、賃金が五パーセントあがり、一方、利潤が三

〇パーセントあがるとすれば、比較的すなわち相対的賃金は、増大したのではな

くて、減少したのである。 
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＜第七回 プチ労その 84まとめ＞ 

 

マルクスの言う「利潤と賃金は反比例する」ということと格闘しながら、レポ

ーターが「生産性を追い求めることはよいことだと思っていた」と自らの歴史を

問いなおすいいレポートをしてくれた結果、みんなの議論はとめどなく盛り上

がり、「資本の利害と賃労働の利害が正反対に対立する」からこそ、資本がもう

けを追求することと労働者の工夫、「生産性」には二つの意味があるということ

が見えてきた。 

 

●「生産性を追い求めることは結局何になるのか」「労働者が工夫することは資

本にとってはあたりまえ」 

 

Mk：学生の時に、生産性、能率、効率をどうあげるのかを勉強した。まず教え

られたことは「ムダ・ムリ・ムラをなくすこと」。60 年代末、中小企業の 2 世や

大学院生もいて面白く勉強した。社会では高度成長、カラーテレビが発売され、

自動車が猛烈に普及していた。労働者みんなの暮らしが豊かになっていたと思

う。しかし、「戦後日本の資本増加と賃金の推移」のグラフを見ると、それが何

だったのかと思う。70 年代に勤めた建設関係の会社では、今問題になっている

「豊洲」でコンクリート開発などしていた。マルクスが「資本が急速に増大すれ

ば賃金も騰貴するかもしれないが、資本の利潤は比較にならぬほど迅速に増加

する」と言う通り、グラフでは、日本でも「高度成長の後、モノの生産が行き詰

まるなかで、1975 年から労働者への配分が下がり続けている」。一方で、それで

も、「生産、生産性」を資本が追求するなかで、「労働の質」はどうなるんだろう？ 

 

Yk：資本は労働者の「工夫」を当たり前だと思っている。自分が勤める新聞販

売店では、1 人新人を雇ったが、6 時に配り終えていたのが 7 時半になり、彼は

辞めてしまった。自分たちベテランで工夫してようやくやっている仕事なのに、

彼を研修する余裕もない。おまけに、「チラッシュ」という新聞をとらない人に

チラシ配りもさせられている。 

 

●「アベや資本のいう生産性は割り算でしかない」「でも、10人に二人は使えな

いさぼる労働者」 

 

G：アベの「働き方改革」や資本の「生産性」は、毎年の企業活動全体が生み出

した付加価値を労働者数で割っただけの結果、割り算でしかない。ひとりひとり

の労働の質とかみようとしているわけではない。 
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 だから、資本の急速な増大にともなって労働者の所得がふえるにしても、そ

れと同時に労働者と資本家をわかつ社会的溝もふかくなるし、それと同時に労

働を支配する資本の力、資本への労働の依存も増大するのである。 

 

 資本が急速に増大することが労働者の利益であるというのは、つぎのこと

を意味するにすぎない。それは、労働者が他人の富を急速にふやせばふやすほど、

ますます大きなかけらが労働者の手におちてき、ますます多くの労働者を仕事

につけ、うみだすことができるようになり、資本に依存する奴隷の数をますます

ふやすことができる、ということである。 

 

 こうして、われわれはつぎのことを知った。 

 

 労働者階級にとってもっとも有利な状態である、資本のできるだけ急速な

増大でさえ、どれほど労働者の物質的生活を改善しようとも、労働者の利害と、

ブルジョアの利害すなわち資本家の利害との対立をなくしはしない。 

 

利潤と賃金とは、あいかわらず反比例する。 

 

 資本が急速に増大すれば、賃金もあがるかもしれないが、資本の利潤のほう

がくらべものにならないほど早くあがる。労働者の物質的状態は改善されたが、

それは彼の社会的地位を犠牲にしてである。彼らと資本家をわかつ社会的な溝

は、ひろがった。 

 

 最後に、 

 

 賃労働にとってもっとも有利な条件は生産的資本ができるだけ急速に増大

することであるというのは、つぎのことを意味するにすぎない。 

 

それは、労働者階級が、彼らに敵対する力、彼らを支配する他人の富を急速に

ふやし増大させればさせるほど、労働者階級はそれだけ有利な条件のもとで、あ

たらしくブルジョア的富をふやし、資本の力を増大させるためにはたらかせて

もらえる・・ブルジョアジーが彼らをつないでひきまわす金の鎖をあまんじてみ

ずからきたえながら・・、ということである。 
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Mm：しかし、実際、10 人いれば、二人はさぼる、使えない。労働者それぞれの

質も問題？ 

 

Yu：でも、その二人は、職場をなごませたりする。労働者ってそういうもの。チ

ームワークでそういう労働者も混ぜて仕事をしていく。 

 

Sk：そうだ。資本は能率・効率だけいって分断する。それと闘えるのが労働組

合。 

 

N：どうせ資本がしぼりとるだけなら、「4 時間でできる仕事でも 8 時間かけて

やろ」という労働者もでてくる。そういう労働者の意識もみんなで考える大事な

こと。 

 

G：アベは、「10 人に二人の使えない労働者」をいつでも取り換えられるように

「非正規化」をすすめている。労働者の側から「生産性」は、ひとりひとりの、

チームで、いいモノをつくる、いい仕事をするという努力や工夫。資本からは、

そんなことを捨て置いた能率・効率。「生産性」には二つの意味がある。 

 

●「モノづくりに行き詰まった資本は医療・介護サービスでもうけようとする」

「それこそ、労働者の工夫が生きる仕事。能率・効率ではない」 

 

G：モノづくりに行き詰まった資本は医療・介護サービスでもうけようとする。

アベは、それを進めるために、金融化でもあるが「医療介護投資信託」上場解禁

や医療法の改悪をしている。民営化だ。 

 

Mm：そういう、モノをつくらない「教育、医療、介護、保育」は、それこそ能

率・効率ではない。人を相手にするということで労働者の工夫が問われるし、生

きる仕事だ。絶対に資本の手にわたしてはいけない。 

 

●「それでもこどもを生んで生きていこうとしている労働者が希望」 

 

G：労働者の努力や工夫を自らに取り戻すためにも、進んでいる民営化をとめな

きゃ。 

 

Sk：そういうなかでも、こどもを生んで生きていこうとしている労働者がいる

ことが希望。 
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☆第五章 資本の増大と労働者階級への影響(前半)☆ 

 

生産的資本が増大することと賃金があがることとは、実際に、ブルジョア経済学者

の主張するように、切りはなせないようにむすびついているのであろうか？ われわ

れは彼らのことばをそのまま信じてはならない。彼らが、資本が肥えふとればふとる

ほど資本の奴隷の餌（ｴｻ）もよくなる、などというのをさえ、われわれは、信じてはなら

ない。封建諸侯はその従者の華美をほこったものであるが、ブルジョアジーは彼らと

こうした偏見をともにするには、開化しすぎており、勘定高すぎる。ブルジョアジーは、

その生存条件からして勘定高くしないわけにはいかないのである。 

 

 そこでわれわれは、もっとくわしく研究しなければならないだろう。 

 

 生産的資本が増大すると、賃金にどういう影響があるか？ 

 

 ブルジョア社会の生産的資本が全体として増大すれば、労働のいっそう多面的な

蓄積がおこる。もろもろの資本の数と規模が増大する。資本の数がふえれば、資本家

のあいだの競争がふえる。もろもろの資本の規模が大きくなれば、いっそう巨大な武

器をもった、いっそう膨大な労働者軍を産業戦場にひいていく手段が得られる。 

 

 ある資本家が他の資本家を戦場から駆逐し、この資本を奪取することができるの

は、より安く売ることによってだけである。より安く売って、しかも破滅せずにいられる

ためには、彼はより安く生産しなければならない。すなわち、労働の生産力をできるだ

けたかめなければならない。ところが、労働の生産力がたかめられるのは、なにより

も、分業を増進させることによってであり、機械をいっそう全面的に採用し不断に改良

することによってである。分業をおこなっている労働者軍が大きくなればなるほど、機

械の採用が大規模になればなるほど、生産費は比較的に言ってそれだけへり、労働

はそれだけ多産的になる。そこで資本家のあいだに、分業と機械を増大させ、それら

をできるだけ大規模に利用しようとする全面的な競争がおこる。 
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第八回 プチ労その 85 8月 27日レポーターゆたかさん 

第5章  資本の増大と労働者階級への影響（前半） 

初！全文朗読に感動！ 

資本って雪ダルマだ。止まると溶けるので転がり続けるしかない 

 

参加者 7 人（久々参加 1 名） 中高年：青年＝5：2 地域：それ以外＝4：3 

メニュー 清里高原有機無農薬野菜のチキンカリー（ズッキーニ・山中とうが

らし入り）、じゃがいも・長ちゃんかぼちゃ・いんげんのザブジ 
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 いまある資本家が、分業を増進させることにより、新しい機械を使用し改良するこ

とにより、自然力をいっそう有利に大量的に利用することによって、同じ量の労働また

は蓄積された労働をもって彼の競争者たちよりも多量の生産物、商品をつくりだす手

段をみいだしたとすれば、彼が、たとえば、彼の競争者たちが半ヤールの亜麻布を織

るのと同じ労働時間のうちに一ヤールの亜麻布を生産できるようになったとすれば、

この資本家はどう行動するであろうか？ 

 

 彼は、ひきつづき半ヤールの亜麻布をいままでどおりの市場価格で売ってもさし

つかえないが、しかし、それでは、彼の敵を戦場から駆逐して、自分自身の販路を拡

大する手段にはならないであろう。ところが、彼の生産が拡大したのと同じ割合で彼

にとって販路の必要も拡大したのである。彼がこの世にもたらした、より強力で高価な

生産手段は、なるほど彼が自分の商品をより安く売ることができるようにはするが、同

時に、より多くの商品を売り、自分の商品のためにはるかに大きな市場を奪取しなけ

ればならないようにする。だから、わが資本家は、半ヤールの亜麻布を彼の競争者た

ちより安く売るであろう。 

 

 しかし、この資本家は一ヤールを生産するのに、彼の競争者たちが半ヤールを

生産する以上の費用はかけていないのだが、彼はその一ヤールを、彼の競争者たち

が半ヤールを売る値段ほど安くは売らないであろう。そうしたのでは、余分のもうけは

一文もなく、交換しても生産費を回収するだけとなろう。したがって、たとえ他のものよ

り多くの収入を得たにしても、それは彼がより大きな資本をうごかしたからであって、

より有効に彼の資本をもちいたためではないということになろう。それに、彼の商品の

価格を彼の競争者たちより数パーセント安くきめれば、彼のめざす目的は達せられる

のである。競争者よりも安く売れば、競争者たちを戦場から駆逐し、彼らからすくなくと

もその販路の一部をもぎとることになる。そして、最後に、商品の時価は、その販売が

産業の好況期におこなわれるか不況期におこなわれるかに応じて、たえず生産費の

上なり下なりにあるということを、思いおこそう。一ヤールの亜麻布の市場価格がその

いままでふつうであった生産費の下にあるか上にあるかに応じて、もっと多産的な新

しい生産手段をもちいた資本家が彼の現実の生産費をこえて売る率もかわるであろ

う。 
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＜第八回 プチ労その 85まとめ＞ 

 

 第五章前半は「社会全体で資本はどう大きくなるのか？」。 

「個々の資本家が分業と機械化をすすめ、それを資本家階級は模倣して、結局、

最初の資本家の超過利潤はなくなる。それを繰り返し、“絶えず進め、進めと耳

打ちする法則”で資本は止まらなくなる」 

いいかえれば、大きくなろうとする資本同士の競争は、結局、いつも「商品の価

格を生産費、すなわち、より安く、同じ労働でより多く生産すること」に立ち戻

らせ、ループのように資本家の首をしめる。 

 

 詩の朗読を続けているレポーターは、この部分を朗読した。初の朗読！まず、

これに感動！ 

マルクスの語りが沁みてきた。レポーターが一言で言った。「資本って雪ダルマ

みたいなもんだな。転がしていくと大きくなるが、止まると溶けちゃうので転が

り続けるしかない」ウーン！まさにそうだ！ 

 

 レポーターは、「この部分、自分の仕事と照らしてよくわかった。マルクスが

書いた百何十年前と今と変わらないね」と自分の新聞配達の仕事の話を詳細に

語った。Yu さんも学生時代にスクーターで奨学生で新聞配達していたというこ

とで、新聞配達労働と資本のリアルが見えた。 

 

〇労働：どこまでも「熟練労働者」の労働強化 

 

「朝刊配達は、地方では届くのが遅いので、朝 4 時から 6 時まで。東京は朝 2

時から 6 時まで。配布部数も多い。アルバイトでも月給制なので、東京の時間あ

たりは最低賃金を割り込んでいる。」 

 タイムカードはあっても、勤怠管理だけで、給与に反映されない！ 

「前回も話したが、ベテランの熟練で 6 時までに配り終えている。めったに新

人入れないが、この間入った新人は 7 時半までかかりやめた。カブ乗りこなす

のにも 3 年かかる。」 

「それから、新聞購読者は減っているが、チラシなら欲しいという人に“チラッ

シュ”というチラシ配りが始まった。新聞配達の合間で特に手当はない。」 

ゆうメイトのようにまだまだいろんな委託業務も導入されそう？ 

「新聞少年をはじめた 1967 年ころは、日曜も夕刊があって、公休がなかった。」 
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 しかし、わが資本家の特権はながつづきしない。競争相手の他の資本家たちも、

同じ機械、同じ分業を採用し、それらのものを同じまたはもっと大きな規模で、採用す

るようになる。そして、それはやがてあまねく採用され、その結果、亜麻布の価格はそ

のもとの生産費以下どころか、その新しい生産費以下にひきさげられるであろう。 

 

 だから、資本家たちはおたがいに、新しい生産手段が採用される以前にあったの

と同じ状態におかれるのであって、もし彼らがこの生産手段をつかってまえと同じ価

格で二倍の生産物を供給できるとすれば、いまではこの二倍の生産物をもとの価格

以下で供給しなければならないのである。この新しい生産費を基礎として、ふたたび

同じ競技がはじまる。分業がすすみ、機械がふえ、分業と機械の利用される規模が

大きくなる。そして競争はこの結果にたいしてふたたび同じ反作用をもたらす。 

 

 これでわかるように、生産方式、生産手段はこうしてたえず変革され革命化され

ていき、分業は一段とすすんだ分業を、機械の使用は一段とすすんだ機械の使用

を、大規模な作業は一段と大規模な作業を、必然的によびおこすのである。 

 

 これが、ブルジョア的生産をたえずくりかえしてその古い軌道からなげだし、資本

が労働の生産力を緊張させたという理由でさらに資本を強制して労働の生産力を緊

張させる法則であり、資本にすこしの休息もさせずに、たえず、すすめ！ すすめ！ 

と耳うちする法則である。 

 

 この法則こそは、景気周期の変動の内部で商品の価格を必然的に平均化させて

その生産費に一致させるあの法則にほかならない。 

 

 ある資本家がどんなに有力な生産手段を戦場にひきだしても、競争はこの生産手

段を一般化するであろうし、競争がこの生産手段を一般化したそのときから、彼の資

本がいっそう多産的になったこのただ一つの結果は、いまでは同じ価格で以前の一

〇倍、二〇倍、一〇〇倍を供給しなければならない、ということでしかない。ところが、

彼は、販売価格の下落をもっと多量の生産物の販売でおぎなうために、おそらく千倍

も売らなければならないので、また、いまでは、もっともうけるためばかりでなく、 
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〇資本：そんなに儲かるのか！！ 

 

「ちょっと計算してみると、我々一人に月 20 万円支払うのに対して、一人当た

りで所長は同じ 20 万円もうかる。」 

一人毎月 300 戸配達×購読料月 4 千円＝120 万円。このうち大体 45％が本社

が取る原価らしいので、それを差し引くと月約 70 万円が販売店収入。ここから

配達一人に 20 万円、営業費に 30 万円、残りが所長へ。4 店舗持って 10 人は配

達がいるので、所長は月 200 万円。 

「所長は、親の代からで、本社に言われて、跡を継いで、新たな店舗も引き受け

たらしい。この間までは、オフチョコ（めったにない色）のベンツに乗っていた。

朝からチラシの折り込み一緒にやるとかいうことはないし、めったに販売店に

現れない。店長になるには、店の“株”を 500 万円で買い取らなければならな

い。」 

 「独占」の新聞本社が「競争」を管理！世襲の販売店。 

「前近代的」というより、日本の資本にとってなんとも都合がよく維持すべきも

の。世界に例を見ない日本の新聞の高購読率。それが大きな広告収入、それから

“体制に批判的言論を取り締まる許可制”など戦前からの新聞の歴史とあいま

って、「原発キャンペーン」「憲法改正」などの世論形成への影響力に繋がる。そ

れらを支えるのが新聞販売店制度。 

朝日新聞の営業だった友人が「毎月、販売店主の接待・接待で大変」と言って

いた。 

「いらない部数を押し付ける“押紙”はまだあるが、販売店にとって、広告収入

がついてくるので採算は合う。」 

 いらない新聞紙と広告の生産。 

 

〇進む社会的分業 

 

「たしかに購読者は減っていて、数年前に出た“こども新聞”は横書き。大変で

も人を入れない、新人を入れて育てるとか何もしない所長を見ていると、何も考

えてないというより、新聞の将来はないと思っているのかも。」 

 販売店をベテランで維持しつつ、マルクスのいう社会的分業は、ネットで進ん

でいる。 

「縦書きの国語の教科書も横にして読もうとするネットに慣れたこどもたち」

というニュースもある。 

そういう技術革新とその労働者の非正規化が進んでいる。 
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生産費を回収するためにさえ・・生産用具そのものがますます高価になっていくこと

はわれわれがすでにみたところである・・もっと大量に売らなければならないという理

由で、またこのように大量に売ることは、この資本家にとってだけでなく、彼の競争相

手たちにとっても死活問題になっているという理由で、従来の闘争が、すでに発明さ

れた生産手段が多産的であればあるほどそれだけ激しいものとなって、はじまるので

ある。だから、分業と機械の使用とは、くらべものにならないほど大きな規模で、あた

らしくすすむであろう。 

 

 使用される生産手段の力がどうであろうと、競争は、商品の価格を生産費にひき

もどすことによって、したがって、いっそう安く生産できるように、すなわち同じ量の労

働でいっそう多量に生産できるようになるのと同じ割合で、ますます安く生産するこ

と、同じ価額でますます多量の生産物を供給することを一つの命令的な法則にするこ

とによって、資本からこの力のうむ黄金の果実をうばおうとする。こうして資本家は、

彼自身の骨折からは、同じ労働時間内にいっそう多くのものを供給する義務のほか

には、一言で言えば、彼の資本の増殖の条件をいっそう困難にするほかには、なにも

得るところがないことになろう。だから、競争がその生産費の法則をもってたえず資本

家を追いまわし、およそ彼がその競争者にたいしてきたえる武器はみな彼自身にむ

けられた武器としてはねかえってくる一方、資本家は、古い機械と分業のかわりに新

しい、より高価ではあるがより安く生産する機械と分業をやすみなく採用し、競争が新

しいものを旧式にしてしまうまでまたないというやりかたで、たえず競争をだしぬこうと

する。 
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☆コラム：Talk!! 6.15共謀罪強行採決！このままでいいのか！☆ 

 

”労働者はどう立ち向かうのか“という議論になったところで、次の議論につな

がった感じ。”アベをとにかく倒すのに選挙も大事だが、選挙をどうとらえるの

か？労働者の現場にたった代表がいない？“ 

 

Hi：とにかくアベ倒せ！なのに、今、なんでリベラルは割れているのか？ 

G：最近、「共産党は、党の名前さえ変えれば、いいこと言っている」という人

も多い。しかし、関西生コンでいえば、1980 年代に関東まで含めて数千人まで

組合員が拡大したところで、共産党からつぶされて、500 人くらいから出直し

た。最近では、都知事選挙で宇都宮を応援しようという人を「山本太郎を応援し

た人はお断り」と排除した。 

Mg：目先、都議選もあるが、ここで言って来た労働者の革命と「おしゃべり小

屋」の議会選挙とは区別する必要があると思う。とりあえず、選挙では、消去法

でやれることがあれば利用する。 

N：辺野古の現場で感じたのは、共産党とか政党が現場とかい離しているという

こと。 

Mg：たしかに、共産党は最近ひよりすぎ。天皇、自衛隊に加えて原発まで譲歩

した。SEALDS の人たちも共産党に懐疑的。“アベの改憲反対”をほんとは基本

にしているが「未来の公共」という名前にして、介入されないようにしているよ

うだ。 

G：今回の共謀罪でも、街頭に出たのは、山本太郎と数人だけじゃないか。 

N：「革命」と「選挙」を区別し、利用するときは利用する、ということを言い

換えれば、今の議会にほんとの私たち労働者の代表がいない。現場にたった代表

がいないということじゃないか。 

Mm：ほんと、労働者の代表をつくらないと。 
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☆第五章 資本の増大と労働者階級への影響(後半)☆ 

 いま、この熱病的な運動が世界市場全体で同時におこっていることを考えるな

ら、資本が増大し、蓄積され、集積するのにともなって、分業や、新しい機械の使用

や、古い機械の改善がたえまなく、たてつづけに、ますます大規模におこなわれる結

果となることは、あきらかである。 

 

 だが、生産的資本の増大ときりはなすことのできないこれらの事情は、賃金の決

定にどういう影響をおよぼすか？ 

 

 分業がすすめば、一人の労働者が五人、一〇人、二〇人分の仕事をすることが

できるようになる。だから、それは労働者のあいだの競争を五倍、一〇倍、二〇倍も

増大させる。労働者は、たがいに自分を他のものよりも安く売りあうことで競争するば

かりではない。彼らは、一人が五人、一〇人、二〇人分の仕事をすることによっても

競争する。そして、資本によって採用され、たえず増進していく分業は、労働者を強制

してこの種の競争をさせるのである。 

 

 さらに、分業がすすむのに比例して、労働が単純化される。労働者の特別の熟練

は無価値なものになる。彼は、肉体力も精神力もはたらかせる必要のない、単純な、

単調な生産力にかえられる。彼の労働はだれにでもできる労働になる。そこで、競争

者が四方八方から彼におそいかかってくる。そのうえ、労働が単純になり、まなびとり

やすいものになればなるほど、それを身につけるのに必要な生産費がすくなくなれば

なるほど、賃金はますます下落することを、注意しておこう。というのは、他のあらゆる

商品の価格と同じように、賃金も生産費によってきめられるからである。 

 

 だから、労働が不満足な、不快なものになるのに比例して競争が増大し、賃金が減

少する。労働者は、もっと長い時間はたらくか、同じ時間内にもっと多くのものを供給

するか、どちらにしてももっと多く労働することによって、自分の賃金額を維持しようと

する。こうして彼は、困窮にせまられて、分業の有害な影響をさらにはなはだしくする。

その結果は、彼がはたらけばはたらくほど、彼のうけとる賃金はそれだけすくなくなる。

それというのも、はたらけばはたらくほど、彼は仲間の労働者たちと競争するようにな

り、したがって仲間の労働者たちをことごとく競争者にかえてしまい、彼らもまた彼自

身と同じ悪い条件ではたらこうと申しでるようになるという、したがって、結局彼は 
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第九回プチ労その 86 9月 24日レポーターみちこさん 

第4章  資本の増大と労働者階級への影響（後半） 

分業と機械化ってなんだ？ 

今の分業は、ほんと、労働者のほこり、プライドを奪っている 

 

参加者 9 人（初参加 20 代青年 1 名） 中高年：青年＝5：4 地域：それ以外＝

6：3 

メニュー 鮮烈！T さんの清里有機青唐辛子を使って初挑戦グリーンカリー、

タイ風春雨サラダ、生パクチーサラダ＆ゆたかさん差し入れパクチードレッシ

ング、ゆたかさん差し入れ花巻名産「よだかの星」、むぎたさん差し入れ山形有

機米稲刈り地で拾った栗と林檎。 
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自分自身と、つまり労働者階級の一員としての自分自身と、競争するようになる、と

いう簡単な理由からである。 

 

 機械は、これと同じ影響をはるかに大きな規模でもたらす。というのは、機械は、

熟練労働者を不熟練労働者で、男を女で、大人を子供でおきかえるからであり、ま

た、それがあたらしく採用されるところでは、手作業労働者を大量に街頭になげだし、

それが完成され改良され、もっと多産的な機械によっておきかえられるところでは、労

働者を、小きざみにおはらいばこにするからである。さきほどわれわれは、資本家相

互のあいだの産業戦争のあらましを走り書きした。この戦争の独特な点は、その戦闘

の勝利が労働者軍を徴募するよりむしろ除隊させることによって得られるという点で

ある。将軍である資本家は、だれがもっとも多く産業兵を除隊させることができるかに

ついて、たがいに競争するのである。 

 

 なるほど、経済学者は、機械のために余分になった労働者は新しい部門で仕事

をみつける、とわれわれにかたってきかせる。 

 

 彼らは、さすがに、解雇されたその同じ労働者が新しい労働部門に就職する、と

はっきり主張しようとはしない。事実はこのようなうそに、あまりにも明白に反している

からである。ほんとうは、彼らは、労働者階級の他の構成部分のために、たとえば、

労働者の若い世代で、すでにこの没落した産業部門にはいろうとして待機していた部

分のために、新しい雇用の道がひらかれるであろう、と主張しているだけなのである。

これは、もちろん、落伍した労働者にとってたいした慰めというものだ。資本家諸公

は、新鮮な、搾取できる血肉に、こと欠かないであろう。死者をして死者をほうむらし

めよ、と。これは、ブルジョアが労働者にあたえる慰めであるよりも、むしろ自分自身

にあたえる慰めである。もし賃金労働者階級全体が機械によって絶滅されるのだった

ら、賃労働がなければ資本でなくなってしまう資本にとって、なんとおそろしいことであ

ったろう！ 

 だが、機械のために直接に仕事から追われたものも、また新しい世代で、すでにこ

の仕事の口をまっていた部分の全体も、新しい仕事をみつけるものと仮定しよう。こ

の新しい仕事にたいして、なくした仕事と同じ額が支払われると、だれか思うものがあ

ろうか？ そういうことは、経済学のあらゆる法則と矛盾することであろう。われわれ

がすでにみたとおり、近代産業は、たえず、より複雑な、より高級な仕事をより単純

な、より低級な仕事とおきかえるのである。 

 



111 

 

 



112 

 

 そうだとすると、機械のためにある産業部門からほうりだされた一団の労働者は、

もっと賃金の低い、悪いところでないかぎり、どうして他の産業部門に避難所をみつけ

られようか？ 

 

 例外として、機械そのものの製造に従事する労働者がひきあいにだされてきた。

産業でより多くの機械が要求され消費されるようになれば、かならず機械がふえるは

ずであり、したがって機械製造が、したがって機械製造業における労働者の雇用が増

大するはずである。そして、この産業部門で使用される労働者は、熟練労働者、それ

どころか、教養ある労働者でさえある、というのである。 

 

 この主張は、すでに以前でも半面の真理にしかすぎなかったのであるが、一八四

〇年以来は、真理らしい外観さえまったくうしなってしまった。というのは、機械の製造

でも、綿糸の製造におとらずますます多くの方面で機械がもちいられるようになり、機

械製造につかわれている労働者も、きわめて精巧な機械にくらべてはすでにきわめ

て精巧でない機械の役目しかはたせなくなったからである。 

 

 それでも、機械のためにおはらいばこになった一人の男のかわりに、工場はたぶ

ん三人の子供と一人の女をつかっているだろう、という！ だが、この男一人の賃金

は、この三人の子供と一人の女をやしなうのに十分なはずではなかったか？ 賃金

の最低限は、〔労働者の〕種属を維持し繁殖させるのに十分なはずではなかったか？ 

そうだとすれば、ブルジョアのこのんでもちいるこのきまり文句はなにを証明するの

か？ 

 ほかでもない、いまでは、一労働者家族の生計の資を得るために以前の四倍の

労働者の生命が消費されているということである。 

 

 要約しよう。生産的資本が増大すればするほど、分業と機械の使用がますます

拡大する。分業と機械の使用が拡大すればするほど、労働者のあいだの競争がそれ

だけ拡大し、彼らの賃金はますます縮小する。 

 

 そのうえ、労働者階級はなお、彼らより上の社会層からも補充されていく。多数の小

産業家や小金利生活者が労働者階級のなかへ転落してくるが、これらのものは、 
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＜第九回プチ労 86まとめ＞ 

 

○いよいよ「賃労働と資本」マルクス本文最後！（りんたろう SHOBO 概説） 

 

第五章前半では、レポーターゆたかさんが言った「止まると溶けてしまう雪だ

るま」のように止まれない資本の姿が描かれた。「すすめ！すすめ！」と進まな

いともうけがえられない資本の姿は、資本同士が競争して、自分で自分の首を絞

めている姿でもある。 

 

しかし、資本はそのまま自滅するわけじゃない。資本も競争するが、分業と機

械化のなかで労働者にも競争を生じさせて、生き残ろうとする。その「労働者の

競争」いいかえると「お前の代わりはいつでもいるんだよ」として生き残ろうと

する資本を描いたのが第五章後半。 

 

資本が大きくなろうとするときのふたつの方法、分業と機械化を進め「解雇」

という調節を繰り返す資本。個々の資本家にとっては意図せざる「恐慌」で発生

する大量の失業。これらを通じて、資本は、生身の労働者は「生産」できないが、

自らにとって都合のいいように絶えず必要な労働者を手に入れる。だから、マル

クスはそこを勉強して、見抜いて、労働者は競争ではなく団結しようと言った。 

 

マルクスが「賃労働と資本」を書いた当時、流行っていた学説がマルサス（名

前がまぎらわしいが）という学者の「人口論」。マルサスいわく「労働者の貧困

は、資本家が必要とするよりもよけいに労働者が繁殖するからだ」。これにマル

クスは怒り、「資本主義的生産そのものが、法則的に“相対的に過剰”な労働者

人口を生み出すだけなんだ」と全面的に批判。それが、この「賃労働と資本」を

貫く問題意識のひとつ。 
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労働者の腕とならべて自分の腕をさしあげる以外には、どうしようもないのである。

こうして、仕事をもとめて高くさしあげられた腕の森はますますしげっていき、腕そのも

のはますますやせていく。 

 

 たえずますます大規模に生産することを、すなわち、まさに大産業家であって小

産業家でないことを第一条件の一つとする闘争に、小産業家がもちこたえられないこ

とは、自明のことである。 

 

 資本の量と数が増大するのに比例して、資本が増大するのに比例して、資本の

利子が低落していくこと、したがって小金利生活者はもはやその利子では生活できな

くなり、そこで産業に身を投ずるほかなく、したがって小産業家の仲間の、こうしてまた

プロレタリアートの候補者の、増加をたすけること、これらのことはみな、おそらく、こ

れ以上くわしく説明するまでもないであろう。 
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●分業と機械化ってなんだ？ Good! Talk!!!! 

 

 「編集者の経験も活かして、ひとつの著作を字句の正誤だけでなく、歴史も含

めて事実関係自体もチェックする校正。一字 35 銭。」というレポーターの仕事。 

だからこそ、出だしのマルクスの言、「より進んだ分業は、一人の労働者に 5 人、

10 人、20 人分の労働をさせる」に対して、あらためて、「分業で職種が増え、

雇用も増えるのでは？資本にとってはかえって金がかかる？ 出版社では、か

つて編集者が装丁の校正もしていたが、装丁はデザイナーに、校正は外注になっ

た。」と問いかけた。 

また、「機械化で熟練の印刷工や製本工はいなくなったが、逆に IT 産業など新

たな職種が生まれた。機械化は必ずしも悪いことではない？」と機械化の意味を

問いかけた。いい問いかけだった。おかげで、議論は盛り上がり、途中で発見が

あり、最後には、Yk さんの「労働者のほこり、プライドをうばっているんだな」

という一言が出た。 

 

N：パートをやっていて思ったのは、その仕事の全体のなかでの意味がわからな

いということ。マクドナルドのバイトでは、とにかくマニュアル通りにやるだけ。 

レポーター：でも、織物を作るときに、一人でやっていたことを糸を買い付ける

人、織る人、売る人の 3 人でやるのは、雇用が増えること？ 資本にとっては、

余計お金がかかる？ 

Sk：分業ということが、今、誰でもできる労働になっている。だから非正規。低

賃金でずっとやっていたくない仕事。細切れで、資本からみてその意味で効率的

でも合理的でもないかもしれないが、労働者が団結しにくいことだけは確かだ。

そして、労働者が仕事に誇りを持てない、疎外されてる感じ。 

レポーター：そうか、やはり、今の分業は、労働者が“取り換え可能”にされて

いるということか。 

G：「3 人雇う」というのは資本にとっては生産を 3 倍にしもうけを 3 倍にする

ための投資。その投資は回収できる。 

Mg：もともと、村社会とかで、みんながそれぞれの得意・不得意も活かして協

力しあうことが分業だったと思う。それぞれの仕事は重なり合っていて、お互い

に仲がいい、信頼関係があることが必要。今の分業はきれいに分かれているんじ

ゃないか。 

Yu：何か役立つっていうことがはっきりしてればいいが、今、分業でやってい

ることが、無駄なものいっぱい作っているだけっていう感じ。 
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 最後に、資本家がまえに述べたような運動に強制されて、すでに存在する巨大な

生産手段をさらに大規模に利用し、この目的のために信用のあらゆる発条（ﾊﾞﾈ）をう

ごかすにつれて、それに比例して産業地震、商業界が富、生産物の一部を、また生

産力の一部をさえ、地獄の神々にいけにえとしてささげることによってようやくその身

をたもつあの産業地震も、増加する。 

一言で言えば、恐慌が増加する。 

恐慌は、つぎの理由だけからでもますますひんぱんに、激烈になっていく。それは、

生産物の量が増大し、したがって市場を拡大しようとする要求が増大すればするほ

ど、世界市場はますます収縮し、また開発すべき新市場はますますのこりすくなくなる

という理由である。というのは、いつでも前回の恐慌によって、これまで征服されずに

いたか、あるいは商業が表面的に搾取してきただけの一市場が世界商業に従属させ

られたからである。 

しかし、資本は労働によって生きているだけではない。 

権勢あると同時に野蛮な支配者である資本は、彼の奴隷の死体を、恐慌で没落す

る労働者のいけにえ全体を、自分といっしょに墓穴にひきずりこむのである。 

これを要するに、資本が急速に増大すれば、労働者のあいだの競争は、それとはく

らべものにならないほど急速に増大する。 

すなわち、雇用手段である労働者階級のための生活資料は、相対的にますます減

少する。だが、それにもかかわらず、資本の急速な増大は、賃労働にとってもっとも有

利な条件である。 
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Sk：今の学童保育の職場で、正規と非正規は制度や待遇でいろいろ分断されて

いるが、職員同士、仲が良くて、信頼関係があるので、何とか、補って仕事 

を楽しくしている。ただ、外注化されている清掃は、コミュニケーションがとれ

ないので、十分な結果になっていない。 

N：今、清掃という大事な仕事の意味が貶められている。このままでは、機械化

で、「ルンバ」でやればいいということになる。子供たちのためにも「ルンバ」

ではすまない。 

Yk：友人の教師が採点に大変なので、全部、マークシートにして機械で採点す

ればいいと思っていたが、話を聞いていて、考えが変わった。人間を教育するた

めに、先生の人員を増やしていくべきなんだ。 

G：人間が楽になるために機械化は悪いことではない。でも、資本が、もうける

ために、労働者が文句いわずに働くように、失業の不安を維持する程度に機械化

することが問題。実際、完全な機械化は無理。3.11 の時にすべての自動車生産

が止まったのは、東北の中小企業 1 社の熟練工が作るエンジンの重要な部品の

供給が止まったから。 

Mk：以前、レポーターとして議論した「効率性」が社会全体であがっても、一

人一人の労働者はつまらなくなってしまうということなんだ。 

Yk：今の分業は、ほんと、労働者のほこり、プライドを奪っているんだな。 

G：逆に、レポーターの「校正」の仕事は、分業しきれない熟練の仕事だと思う。

それが「一字 35 銭」というのが低すぎる。 
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☆  エンゲルスの前書き  ☆ 

 つぎの労作は、『新ライン新聞』の一八四九年四月五日号以降につづきものの論文

としてのったものである。そのもとになったのは、マルクスが一八四七年にブリュッセ

ルのドイツ人労働者協会でおこなった講義である。それは、印刷物のうえでは未完成

のままになっている。第二六九号のおわりにある「つづく」は、そのころたてつづけに

おこったいろいろの事件、ロシア軍のハンガリア侵入や、この新聞自身が禁止される

（一八四九年五月一九日）動機になったドレスデン、イゼルローン、エルバーフェルト、

ファルツ、バーデンの蜂起の結果として、実行されずにおわった。このつづきの原稿

は、マルクスの遺稿のうちにもみつからなかった。 

 

 『賃労働と資本』は、パンフレット型の単行本としていくつもの版がでている。いちば

ん最新のものは、一八八四年、ホッティンゲン＝チューリヒ刊のスイス協同組合印刷

所版である。これらの従来の版本は、正確に原本の用語どおりであった。しかし、今

回の新版は、宣伝用パンフレットとして一万部以上も配布される予定となっている。そ

こで私には、こういう事情のもとではマルクス自身、原文どおりそのまま重版すること

に賛成するかどうか、という疑問がおこらざるをえなかった。 

 

 四〇年代には、マルクスはまだその経済学の批判をおえていなかった。これは、五

〇年代の末にやっとおわったのである。だから、『経済学批判』の第一分冊（一八五

九年）よりまえにでた彼の著作は、個々の点では、一八五九年よりのちに書かれた著

作とちがっていて、のちの著作の立場からみれば妥当でなかったり、まちがってさえ

いると思われる表現や、章句そのものをふくんでいる。ところで、一般読者を目当てと

した普通の版では、著者の精神的発展のうちにふくまれているこういう初期の立場も

さしつかえなく、著者にも読者にも、これらの旧著をそのまま重刷させるあらそう余地

のない権利があるということは、自明のことである。そして私は、そのうちの一語でも

かえようとは、夢にも思わなかったであろう。 

 

 新版がほとんど労働者のあいだの宣伝だけを目的としているばあいには、話はべ

つである。そのばあいにはマルクスは、無条件に、一八四八年のころの古い叙述を彼

の新しい立場と調和させたであろう。そして私は、今回の新版のために、あらゆる本

質的な点でこの目的を達するのに必要な少数の変更や追加をおこなうことは、マルク

スの精神にしたがって行動するものだと、確信している。そこで、私は読者にあらかじ

めおことわりしておく。これは、マルクスが一八四九年に書いたままのパンフレットで 
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第十回 プチ労その 87 11月 26日レポーターなおこさん 

エンゲルス「前書き」 

賃金は労働の正当な対価じゃない！「なるほど！今と同じだ！」 

 

参加者 9 人（うち 1 歳 1 名） 中高年：青年＝5：4 地域：それ以外＝4：4 

メニュー 韓国労働者の闘いに敬意！ビビンバ丼（西小山絶品韓国焼肉細切れ、動労物販干

椎茸甘辛煮、もやし・春菊・ゼンマイ・ルッコラと人参の各ナムル） 
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はなくて、ほぼ彼が一八九一年にはこう書いたろうと思われるパンフレットである。そ

れに、ほんとうの原文は非常な大部数で流布しているので、私がそれを将来だす全

集にふたたびもとのまま再録できるようになるまでは、それで十分である。 

 

 私がくわえた変更は、みな一つの点をめぐっている。原本では、労働者は賃金とひ

きかえに資本家に彼の労働を売ることになっているが、このテキストでは彼の労働力

を売ることになっている。そして、この変更について私は説明をする義務を負ってい

る。つまり、労働者にたいしては、これはたんなる字句拘泥ではなく、むしろ経済学全

体のうちでもっとも重要な点なのだということをわからせるために説明し、またブルジョ

アにたいしては、無教養の労働者にはどんなにむずかしい経済学上の叙述でもたや

すくわからせることができるのだから、一生涯かかってもこういうこみいった問題を解く

ことのできない、高慢ちきな「教養ある人々」より、無教養の労働者のほうがどんなに

すぐれているかしれないということをさとらせるために、説明するのである。 

 

 古典経済学は、産業の実践から、工場主は彼の労働者の労働を買い、それにたい

して支払っているという、工場主のありきたりの考えをうけいれた。こういう考えでも、

工場主の商売用や簿記や価格計算には、十分まにあってきた。ところが、素朴に経

済学にうつしいれられたとき、それは、ここでじつにおどろくべき誤謬と混乱をひきおこ

したのである。 

 

 経済学はつぎの事実にいきあたる。それは、いっさいの商品の価格は、経済学で労

働とよばれている商品の価格をもふくめて、たえず変動するということ、これらの価格

は、非常にさまざまな事情のためにあがりさがりしており、しかもそれらの事情は商品

そのものの生産とまったくなんの関係もないことが多いので、価格は普通はまったく

の偶然によってきめられるようにみえるということである。そこで、経済学が科学として

あらわれるやいなや、その最初に当面した課題の一つは、外見上商品価格を支配し

ているようにみえるこの偶然の背後にかくれて、じつはこの偶然そのものを支配して

いる法則を、さがしもとめることであった。あるいは上へ、あるいは下へと、たえず変

動し動揺する商品価格の内部に、経済学はこの変動と動揺の軸となっている固定し

た中心点をさがしもとめた。一言で言えば、経済学は、商品価格から出発してそれを

規制する法則としての商品価値をさがしもとめたのである。つまり、いっさいの価格変

動はこの商品価値から説明され、また結局はみなそれに帰着するはずであった。 
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そこで古典経済学は、ある商品の価値は、その商品にふくまれており、その商品の生

産に必要な労働によってきめられることを、みいだした。古典経済学はこの説明で満

足した。そしてわれわれも、さしあたってはこの説明で満足することができる。ただ、誤

解を避けるために、この説明は今日ではまったく不十分なものになってしまったという

ことを、注意しておきたい。マルクスが、はじめて、価値を形成するものとしての労働

の性質を根本的に研究し、そのさい、ある商品の生産に外見上必要にみえ、あるい

は実際にも必要な労働は、どれでも、いつでも、消費された労働量と一致する価値量

をその商品につけくわえるとはかぎらないことを、発見した。したがって、今日われわ

れが簡単に、リカードーのような経済学者にならって、ある商品の価値はその商品の

生産に必要な労働によってきめられる、というにしても、そのさい、われわれはつね

に、マルクスによってなされた留保を前提しているのである。ここではこれだけ言って

おけばよい。それ以上のことは、マルクスの『経済学批判』（一八五九年）と『資本論』

第一巻にある。 

 

 しかし、経済学者が労働によって価値がきめられるというこの命題を、「労働」という

商品に適用するやいなや、彼らは、つぎつぎに矛盾におちいっていった。「労働」の価

値はどうしてきめられるか？ そのうちにふくまれている必要労働によって。だが、あ

る労働者の一日、一週、一ヵ月、一年間の労働には、どれだけの労働がふくまれてい

るか？ 

 一日、一週、一ヵ月、一年分の労働である。もし労働がいっさいの価値の尺度であ

るなら、われわれは、「労働の価値」もほかならぬ労働で表現するほかないことにな

る。しかし、われわれが、一時間の労働の価値は一時間の労働にひとしいということ

しか知らないなら、われわれは一時間の労働の価値について絶対になにも知らない

のである。だから、それだけでは、われわれは髪の毛一筋でも目標に近づいたことに

ならない。われわれはぐるぐると堂々めぐりをつづけているだけである。 

 

 そこで古典経済学は、言いまわしをかえてみた。彼らはこう言った。ある商品の価値

はその生産費にひとしい、と。だが、労働の生産費とはなにか？ この問いにこたえる

には、経済学者は、論理をすこしばかり曲げなければならない。労働そのものの生産

費は、遺憾ながらたしかめることができないから、彼らは、それのかわりに、いまや労

働者の生産費とはなにか、を研究する。そして、このほうはたしかめることができる。

それは、時と事情とに応じてちがいはするが、一定の社会状態、一定の地方、一定の

生産部門についてみれば、やはり一定しており、すくなくともかなりに狭い限界の内に

ある。われわれは今日、資本主義的生産の支配のもとに生活しているが、ここでは住 
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民中の大きな部分をしめ、しかもたえず増大していく一階級は、賃金とひきかえに生

産手段・・道具、機械、原料、生活資料・・の所有者のためにはたらくときにだけ、生活

することができる。この生産様式の基礎のうえでは、労働者の生産費は、彼に労働す

る能力をあたえ、彼の労働能力をたもち、そして老年や病気や死のために彼が去った

ばあいには新しい労働者でこれを補充するために、つまり、労働者階級を必要な人

数だけ繁殖させるために、平均的に必要な生活資料の総和・・またはその貨幣価

格・・からなっている。われわれは、この生活資料の貨幣価格が平均一日三マルクで

あると仮定しよう。 

 

 そこで、わが労働者は、彼をやとっている資本家から一日三マルクの賃金をうけと

る。資本家は、そのかわりに、彼を日にたとえば一二時間はたらかせる。そのさいこ

の資本家は、ほぼつぎのように計算する。 

 

 わが労働者・・機械工・・がある機械の部品をつくるものとし、それを一日でしあげる

ものと仮定しよう。原料・・必要な半加工形態にある鉄と真鍮・・に二〇マルクかかる。

蒸気機関による石炭の消費、この蒸気機関そのものとわが労働者がその作業にあた

って使用する旋盤その他の道具との磨損分は、日割にして彼個人に割りふって計算

すれば、一マルクの価値をあらわす。一日分の賃金は、われわれの仮定によれば、

三マルクである。これらを合計すれば、この機械部品にたいして二四マルクとなる。し

かし、資本家は、その部品にたいして平均二七マルクの価格、したがって彼の支出し

た費用より三マルクだけ多い価格を彼の顧客からうけとるように、計算をたてるので

ある。 

 

 資本家がポケットに入れるこの三マルクはどこからでてくるのか？ 古典経済学の

主張によれば、商品は平均すればその価値で、すなわち、これらの商品にふくまれて

いる必要労働量に一致する価格で、売られる。してみれば、この機械部品の平均価

格・・二七マルク・・は、それの価値に、すなわち、それにふくまれている労働に、ひと

しいことになろう。しかし、この二七マルクのうち二一マルクは、わが機械工がその労

働をはじめるまえにすでに存在していた価値であった。二〇マルクは原料にふくまれ

ていたし、一マルクは作業中にたかれた石炭や、作業にあたって使用されてこの価値

額だけその性能のへった機械や道具に、ふくまれていた。あと六マルクのこるが、こ

れが原料の価値につけくわえられたものである。しかし、この六マルクは、わが経済

学者自身の仮定によれば、わが労働者が原料につけくわえた労働からしか生ずるこ

とができない。したがって、彼の一二時間の労働は六マルクの新しい価値をつくりだし 
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＜第九回プチ労 86まとめ＞ 

 

いよいよテキストの最後。 

10 月の前回が、台風直撃でプチ労始まって以来初めての中止。2 回分？レポ

ーターが準備して、初登場「エンゲルスの似顔絵イラスト」もまじえた手書きレ

ジメでわかりやすく説明。 

 

●賃金は労働の正当な対価じゃない！「なるほど！今と同じだ！」 

 

 エンゲルスは言う。 

①アダムスミスなど古典経済学者は、商品の値段はどう決まるのか研究した。 

②値段はいろいろ動くが、結局、商品の価値で決まる。 

③じゃ、商品の価値は何で決まるか？ 

④人間の労働で商品はできるのだから、「商品の価値は労働だ」と古典経済学者

は発見した。 

⑤じゃあ、その労働の価値はなんだ？ ここで彼らは袋小路に入った。 

⑥「商品の値段はその生産費で決まるともいえるから、労働の価値は労働者の生

活費かな？」 

⑦21 マルクの原材料や道具代かけてつくった商品が 27 マルク。差し引き 6 マ

ルク。 

⑧労働者は言う「労働でできた価値は 6 マルクなのに、俺の賃金は生活費で 3 マ

ルクしかもらってない」 

⑨残りの 3 マルクの「もうけ」はどこからきたのさ。商品の価値は労働なんだ

ろ？ 

⑩「うーん」古典経済学者はまたまた藪のなかに入る。 

⑪「人々がなぜこんなに貧しいのか」から考えていたマルクスはこれを突破した。 

「労働者が資本家に売ったものは労働ではなくて労働する力なんだ」 

⑫この「労働する力」を「労働力」とした。 

⑬そもそも「これからする労働」は売れない。労働者が売れるのは「それをする

力」。 

⑭機械化が進んで同じ時間に 2 個商品がつくれると、労働がつくる価値は 12 マ

ルク。 

⑮しかし、賃金が同じ 3 マルクなら、残り 9 マルク、3 倍の「もうけ」を資本家

がとってしまう。 
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たのである。してみると、彼の一二時間の労働の価値は六マルクにひとしいことにな

ろう。これでわれわれはついに、「労働の価値」とはなにかを発見したことになろう。 

 

 「ちょっとまってくれ！」とわが機械工はさけぶ。「六マルクだって？ だが、おれは三

マルクしかうけとっていない！ おれの資本家は、おれの一二時間の労働の価値は、

三マルクにすぎないと、神かけて断言している。そしておれが六マルク要求しようもの

なら、彼はおれをわらいとばしてしまう。これはどうつじつまをあわせたらよいのか？」 

 

 われわれはわが労働の価値について、さきにははてしない堂々めぐりにおちいった

のだが、今度はいよいよ解くことのできない矛盾にはまりこんでしまった。われわれは

労働の価値をさがしもとめて、自分が必要とする以上のものをみいだしたのである。

一二時間の労働の価値は、労働者にとって三マルクであるが、資本家にとっては六

マルクで、資本家はそのうち三マルクを賃金として労働者に支払い、三マルクを自分

のポケットにねじこむ。してみると、労働は一つの価値でなく二つの価値を、おまけに

ひどくちがう価値をもっていることになる！ 

 

 貨幣に表現された価値を労働時間に還元してみると、この矛盾は、いっそうばかげ

たものになる。一二時間の労働によって六マルクの新しい価値がつくりだされる。した

がって六時間では三マルクとなるが、これは労働者が一二時間の労働とひきかえにう

けとる額である。労働者は、一二時間の労働とひきかえに、ひとしい対価として、六時

間の労働の生産物をうけとる。したがって、労働は二つの価値をもっていて、その一

方が他方の二倍の大きさであるのか、それとも一二と六がひとしいのか、どちらかで

ある！ 

 どちらのばあいにも、まったくばかげたことになる。 

 

 いくらもがきまわっても、われわれが労働の売買や労働の価値を論じているあいだ

は、われわれはこの矛盾からぬけだせない。そして、経済学者にとってもそうであった。

古典経済学の最後の分枝であるリカードー学派は、おもに、この矛盾が解決不可能

なことにつきあたって破綻した。古典経済学は袋小路にはいりこんでしまった。この袋

小路から脱けだす路をみいだした人こそ、カール・マルクスであった。 
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レポーターは、これらをたみとやの黒板に白墨で図解。その隣に新聞配達の U

さんの場合も合わせて図解して、だから、「賃金は労働の対価ではなく、労働力

という商品の価格。それも労働者が生活できるぎりぎりの。」と言った。そこで、

U さんが「なるほど！今と同じだ！」と上げた声が、今までの一年間を総括する

ようで印象的だった。 
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 経済学者が「労働」の生産費だと考えてきたものは、労働の生産費ではなくて、生き

た労働者そのものの生産費であった。そして、この労働者が資本家に売ったものは、

彼の労働ではなかったのである。マルクスは言っている。「彼の労働が実際にはじま

るときには、この労働はもうこの労働者のものではなくなっている。したがって、もはや

彼がそれを売ることはできない。」だから、彼はせいぜい彼の将来の労働を売ること

ができるだけであろう。すなわち、一定時間だけ一定の労働給付をおこなうという義務

をひきうけることができるだけであろう。だが、そうすることで、彼は労働を売るわけで

はなく（なぜなら、労働はこれからはじめてなされなければならないであろうから）、一

定の支払いとひきかえに、一定時間だけ（時間払い賃金のばあい）または一定の労

働給付をおこなうために（出来高払い賃金のばあい）、彼の労働力を資本家の自由に

ゆだねるのである。つまり、彼は、彼の労働力を賃貸し、または売るのである。しか

し、この労働力は彼の体と合生しており、この身体からひきはなすことはできない。し

たがって、労働力の生産費は労働者の生産費と一致する。経済学者が労働の生産

費と名づけたものは、ほかならぬ労働者の生産費のことであり、したがって労働力の

生産費のことである。こうして、われわれはまた、労働力の生産費から労働力の価値

にもどり、そして、マルクスが労働力の売買にかんする節でやったように（『資本論』、

第一巻第四章第三節）〔国民文庫版、第二分冊、四二・五八ページ〕、一定の質の労

働力の生産に必要な社会的必要労働の分量をきめることができるのである。 

 

 さて、労働者が資本家に彼の労働力を売ったあとで、すなわち、あらかじめ約定さ

れた賃金・・時間払い賃金または出来高払い賃金・・とひきかえに彼の労働力を資本

家の自由にゆだねたあとで、なにがおこるか？ 資本家は労働者を自分の作業場ま

たは工場へつれていくが、そこにはすでに作業に必要ないっさいのもの、原料や、補

助材料（石炭、染料等）や、道具や、機械が存在している。ここで労働者は汗水ながし

てはたらきはじめる。彼の日給は、まえどおりに、三マルクだとしよう。・・このばあい、

彼がそれを時間払い賃金の形でかせぐか出来高払い賃金の形でかせぐかは、どうで

もよいことである。このばあいにもまた、労働者は一二時間のあいだに彼の労働によ

って六マルクの新しい価値を消耗された原料につけくわえるものと、仮定しよう。この

新しい価値を資本家は完成品の販売にさいして実現する。資本家は、このうちから労

働者にその取分の三マルクを支払うが、残りの三マルクは自分でとる。ところで、労働

者が一二時間で六マルクの価値をつくりだすとすれば、六時間では三マルクの価値

をつくりだす。だから彼は、資本家のために六時間はたらいたなら、賃金としてうけと

った三マルクの対価はすでに資本家につぐなったわけである。六時間はたらいたあと

では、両方とも勘定ずみで、どちらも相手がたに一文の借りもない。 
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 「ちょっとまってくれ！」と今度は資本家がさけぶ。「おれは労働者をまる一日、一二

時間だけやとったのだ。ところが、六時間では半日にしかならない。だから、もう六時

間おわるまでつづいてせっせとはたらくのだ。・・そうしてはじめておれたちは勘定ず

みになるのだ！」そして実際、労働者は、彼が「自由意志で」むすんだ契約、六労働

時間を要する労働生産物とひきかえにまる一二時間はたらく義務を彼に負わせてい

る契約に、したがわなければならないのである。 

 

 出来高払い賃金でも、まったく同じことである。わが労働者は一二時間に一二個の

商品をつくるものと仮定しよう。そのおのおのが原料と磨損分とで二マルクかかり、二

マルク半で売られるとする。そうすると、ほかの条件がまえどおりだとすれば、資本家

は労働者に一個あたり二五ペニヒをあたえるであろう。すなわち、一二個では三マル

クになり、労働者はそれをかせぐのに一二時間を要する。資本家は一二個にたいして

三〇マルクうけとる。原料と磨損分とのための二四マルクをさしひくと六マルクのこる

が、そのうちから彼は三マルクの賃金を支払い、三マルクをポケットにいれる。まえと

まったく同じである。このばあいにも労働者は、六時間は自分のために、すなわち彼

の賃金をうめあわせるために（一二時間の各一時間に半時間ずつ）はたらき、六時間

は資本家のためにはたらく。 

 

 「労働」の価値から出発したかぎり最良の経済学者をさえ挫折させた困難は、われ

われが「労働」の価値の代りに「労働力」の価値から出発するやいなや消えてなくな

る。労働力は、われわれの今日の資本主義社会では商品であり、商品だという点で

はほかのどの商品ともかわりはないが、しかし、まったく特殊な商品である。すなわ

ち、それは、価値を創造する力であるという、価値の源泉、しかも適当にとりあつかえ

ばそれ自身のもっている価値より大きな価値の源泉になるという、特別の性質をもっ

ている。今日の生産の水準のもとでは、人間の労働力は、一日のうちに、それ自身で

もっており、それ自身についやされる価値より大きな価値を生産するだけではない。

新しい科学的発見のなされるたびに、新しい技術的発明がなされるたびに、労働力

の一日の費用にたいする労働力の一日の生産物のこの超過分はふえていき、したが

って労働日のうち、労働者が彼の日給のうめあわせをはたらきだす部分がみじかくな

り、したがって、他面では、労働日のうち、彼が代価の支払いをうけないで自分の労

働を資本家に贈呈しなければならない部分が長くなる。 

 

 そして、労働者階級だけがいっさいの価値を生産するということ、これが、今日のわ

れわれの全社会の経済制度である。というのは、価値とは、労働ということをべつの 
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●エンゲルスは言う。「こんな社会は変えられる」 

 

 エンゲルスの「前書き」はいわば「まとめ」。 

マルクスは「賃金は労働の正当な対価」という信じ込まされた通念を溶きほぐ

し、労働者の力を明らかにするために順々に説明を重ねてきた。 

それを踏まえて、エンゲルスは「前書き」の最後に言う。 

「ますます急速な発明や発見は、この前代未聞の程度で高まっていく人間労

働の多様性は、ついには今日の資本主義経済がそのために滅亡せざるを得ない

葛藤を生み出す。・・・それは取り除かれうる。・・・生活の手段、・・能力の発

達や活動の手段も平等に、かつ、ますます自由にしうるような、一つの新たな社

会秩序が可能である。」 

 

●そして、マルクスの付言。「社会を変える労働組合の意義」 

 

 プチ労ではとりあげなかったが、 

本文の後の、「付録」の「第七節：労働組合」でマルクスは言う。 

「労働組合は労働者間の競争をやめて団結させる目的をもつ」 

あわせて、マルクスは「ブルジョア経済学者の組合反対論は正しい。」と言う。 

それは、第 5 章などでやったように、 

① 組合で団結して賃金が少しあがっても、資本はその競争のために、機械化

や分業を進め、工場の移転などするために、労働者は失業などより大きな

損失を被る。 

② 組合の団結で仮に 1 国レベルで賃金が上がっても、その国の産業が他国に

比べて停滞し、その資本と共倒れする。 

しかし、その組合反対論は、「彼らの見地からのみ正しいのである。」 

なぜなら、「もし労働組合における現実の問題が、賃金の決定だけであって、

労働と資本の関係は永遠的なものだとすれば、これらの団結は必然的に成功し

ないで挫折するであろう。だが、労働組合は、労働者階級の結合の手段であり、

階級対立を伴う旧来の全社会の転覆のための準備手段である。」 
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ことばでいいあらわしたものにすぎず、今日のわれわれの資本主義社会で、一定の

商品のうちにふくまれている社会的必要労働の分量をさすのにもちいられる表現にす

ぎないからである。しかし、労働者が生産したこれらの価値は、労働者のものではな

い。それらは、原料や機械や道具を所有し、かつ労働者階級の労働力を買う可能性

をその所有者に与える前払い手段を所有する人のものである。だから、労働者階級

は、自分の作りだした生産物の全量のうち、一部分を自分の分として返してもらうだけ

である。そして、残りの部分は資本家階級が自分の分としてとり、せいぜいなお地主

階級とわければよいのであるが、われわれがたったいまみたように、この部分は新し

い発明や発見がなされるたびに大きくなっていくのに、労働者階級のわりまえとなる

部分は、（頭わりで計算すると）ごくゆっくりと、わずかばかり増加するだけであるか、

あるいは全然増加せず、ばあいによっては減少さえしかねないのである。 

 

 だが、ますます急速につぎつぎにとってかわっていくこれらの発明や発見、前代未

聞の程度で日々にたかまっていく人間労働のこの生産性は、ついには一つの衝突を

うみ、この衝突のなかで、今日の資本主義経済は没落せざるをえなくなる。一方に

は、はかりしれない富と、購買者につかいこなせないありあまった生産物がある。他

方では、社会の膨大な大衆はプロレタリア化され、賃金労働者にかえられ、まさにそ

の結果として、このありあまった生産物を手にいれる力をうしなっている。少数の、法

外に富んだ階級と、多数の、無産の賃金労働者の階級とへ社会が分裂した結果、こ

の社会はそれ自身のありあまった富のなかで窒息しているのに、この社会の大多数

の成員は、ほとんどあるいはまったく保護されずに極度の欠乏におちいるままにまか

されている。この状態は日ましにいよいよ不合理に、そして不必要になる。この状態

はとりのぞかなければならないし、またとりのぞくことができる。一つの新しい社会制

度が可能である。それは、今日の階級差別が消えうせており、・・おそらく、いくらか不

足がちな、だがいずれにせよ道徳的にはなはだ有益な、短い過渡期を経て・・すでに

存在している巨大な生産力を計画的に利用しさらに発展させることによって、すべて

の社会成員が、平等の労働義務を負いながら、生活のため、生活享楽のため、いっ

さいの肉体的・精神的能力を発達させ発揮するための手段をも、平等に、ますますゆ

たかに利用できる、そういう社会制度である。そして、労働者がこういう新しい社会制

度をたたかいとる決意をますますかためていることは、大洋の両側で、明五月一日と

五月三日の日曜日とが証明するであろう。 

     ロンドン 一八九一年四月三〇日 

                        フリードリヒ・エンゲルス 

 



133 

 

♪みんなで食べたプチ労メニューまとめ♪ 

☆店主我流食事＠500 円☆ 

第一回 2016.10.30プチ労 76 

ハンガリーグーアッシュ（牛のパプリカ煮込み） 

第二回 2016.11.27プチ労 77 

韓国の人々の闘いに敬意と連帯。スンドウブチゲ、野菜ナムルご飯 

第三回 2017.1.29プチ労 78 

1 月恒例インドネシア肉味噌丼、タフゴレンサンバル（厚揚げとトマト甘辛煮） 

第四回 2017.2.26プチ労 79 

2 月恒例春のちらし寿司（残念ながら放射能で山菜は使えないが、牛蒡・人参・

しいたけ・蓮根の具と焼鮭のちらしで好評）、里芋の炒り鶏 

第五回 2017.3.26プチ労 80 

キーマカリー、ばっぱ（おばあさん：福島いわきの方言）の空豆（新じゃがと

空豆と山形ひたし豆のオリーブオイル和え）、動労物販ひじきとブロッコリー

のマスタードサラダ 

番外編 2017.4.30プチ労 81 

豊潤！北海道の幸！国鉄闘争成田さん差入れ―北海道米、銀鱈味噌漬けホイ

ル焼き、生鱈子、炙り氷下魚一夜干し、帆立バター焼き、里芋煮っ転がし。 

番外編 2017.5.28プチ労 82 

引き続き国鉄闘争成田さん差入れ―生蟹足と銀鱈の豊潤パエリア、真蛸とホタ

テのサラダ、薄切り茹で真蛸、トルティーリア（じゃがいもスペインオムレツ） 

第六回 2017.6.25プチ労 83 

インドネシア風肉味噌丼、タフ･ゴレン･サンバル（厚揚げトマト甘辛炒め） 

第七回 2017.7.30プチ労 84 

ガパオガイ（鶏肉バジル炒め）、ヤム・マックム・パオ（茄子のタイ風サラダ） 

第八回 2017.8.27プチ労 85 

清里高原有機無農薬野菜のチキンカリー（ズッキーニ・山中とうがらし入り）、

じゃがいも・長ちゃんかぼちゃ・いんげんのザブジ 

第九回 2017.9.24プチ労 86 

 鮮烈！T さんの清里有機青唐辛子を使って初挑戦グリーンカリー、タイ風春

雨サラダ、生パクチーサラダ＆U さん差入れパクチードレッシング 

第十回 2017.11.26プチ労 87 

 韓国労働者の闘いに敬意！ビビンバ丼（西小山絶品韓国焼肉細切れ、動労物

販干椎茸甘辛煮、もやし・春菊・ゼンマイ・ルッコラと人参の各ナムル） 
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あとがきにかえて 

 

☆上野ゆたかさん作・朗読「デジャヴュー君へー」（バージョン 2017） 

 

上野さんが、2010 年 11 月 7 日日比谷野音での全国労働者総決起集会に参加

し、生涯はじめて参加したデモ後に創った秀逸な詩。 

「デモは楽しい」上野さんの朗読後の感想。 

「デモして何になるのか」に対して、「それが僕の民主主義」と投書でネット上

の共感を呼び起こしたむぎたくんは、「実際、隣を歩いていた青年がデモ終わっ

たとたんに“楽しい！”と声をあげた。」 

“一回のデモでどこまで世の中が変わるか”もあるが、一回一回のデモで、自分

たち自身が、その感動と興奮のなかで、少しずつでも変わっていく。 

 

 

 

ここに来たのは何十年ぶりだろう 

そうだ 10代の頃の東京通い以来だ 

この噴水も覚えている 

あのレストランも覚えている 

そういえば、ここの野音で 

何かの集会をやっていた時があった 

今は その中に自分が居る 

なんて不思議な気分だろう 

 

生まれてはじめてのデモ行進は 

銀座通りをねり歩く 

たくさんのおまわりさんがいる 

ぼくらはそんなに悪いことをしてるのか 

一番左の車線を 

三列になって 歩き出す 

笛や太鼓を鳴らしながら 歩いていく 

４列目にはおまわりさん おまわりさん おまわりさん。。。。。 

みんな白い顔をしている 
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たくさんの見物人がいる 

みんな冷たい目でみている 

そういえば、こんなデモ行進も見たっけ 

70年代後半、あれは何のデモだったんだろう 

（そんな事をしても何も、変わらないのに） 

ほら、そこかしこに 

あの時のぼくがいる 

やっぱり、冷たい目で見ている 

（―――何も変わらないのに） 

でもね 

（―――――変わらないのに） 

でもね 

君と目があった 

オーイと大きく手を振ってみる 

知らないデモ隊の知らないオジンから、 

声をかけられて 

君は気恥ずかしそうに地下鉄の階段を下りてゆく 

 

君よ、あの時のぼくよ 

（何も変わらないのに―――） 

ぼくもずっとそう思っていた 

でもね、 

君がそのまま君らしくいきて 

いつか ぼくになり、 

こうして、デモ隊の中にいたとしたら 

それはそれで、 

実は大きな変化なんじゃないか と。 

 

 

 

 

（2017年 5月 28日朗読＠プチ労 82 タイプ責：りんたろう SHOBO） 
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