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経済
（資本主義社会）

労働者

剰余価値

労働力 搾取

分配

政治
（民主主義国家）

官僚

法律・貨幣

収奪

剰余価値
の極大化

労働力
の商品化

生産手段
から自由

資本家

資本の集中と蓄積



- 3 -

【復習】労働者の価値はいくら

ピカイチ生活経営塾 2020

経済
（資本主義社会）

【労働力の再生産費】

① 1ケ月働いてくれるエネルギーが
出るための食糧、住宅、衣料

②家族を維持するための費用

③イノベーションに伴う自己教育労働者

剰余価値

労働力 賃金

労働者

剰余価値の増大

分配
減
ら
す
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【復習】ワーキングプア

140年前にマルクスが書いたことが、形を変えながら、今も続いているのです。

労働力の再生産費だから給料は払うけれども、払う側としては、なるべく少ない
ほうがいいよね。 その結果、一日中働いても、もらえる給料はわずか。 とても
家族は養っていけない。

「自分一人が生きていくのがやっとで、とても結婚なんかできません」という若い
人たち、よくいるよね。 こういう人たちのことはワーキングプアと呼ばれるように
なりました。

プアというのは、貧困層のこと。 貧乏なのは、仕事がない、給料がもらえない
からだと思われてきた。 ところが実際には、ちゃんと働いて給料をもらっている
のに貧しいという人が今どんどん増えてきている。 それがワーキングプア。

ＮＨＫが『ＮＨＫスペシャル』でこれを取り上げて有名になりましたが、実は新し
い現象でも何でもない。 140年前から存在していたのです。

ピカイチ生活経営塾 2020

『高校生からわかる「資本論」』 （2009.06.30 池上彰）より
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【復習】中流幻想（1/2）

なぜこのようなことが起きるのか。

内閣府の「国民生活に関する世論調査」がそのヒントをあたえてくれる。 2019

年度の調査を見てみると、自分の生活水準（上・中・下）をたずねた項目がある
のだが、いぜんとして日本社会のなかから「中流意識」が払拭されていないこと
がわかる。

自分が「下」に属すると回答した人の割合はわずか 4.2％であり、なんと 92.8％
の人たちが「中」とこたえている。

この数字はあきらかにおかしい。 日本の相対的貧困率は 15.7％であり、少な
くともこの社会には 16％程度の貧困層が存在しているはずなのである。

あるいは厚生労働省の「平成 30年国民生活基礎調査」を見てみよう。 世帯所
得が 300万円未満の人たちが全体の 33.6％、400万円未満の人たちが 47.2％を
しめる社会でもある。

これは個人の所得ではない。 世帯の所得だ。 専業主婦世帯の数がへり、共
稼ぎ世帯にその地位を取ってかわられたことはすでに指摘したが、ふたりで働く
ようになったのに、300万～400万円の年収を稼ぐことさえ難しい社会になってい
るのである。

ピカイチ生活経営塾 2020

『欲望の経済を終わらせる』 （2020.06.31 井手英策）より
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【復習】中流幻想（2/2）

しかもこれは手取りではない。 ここから税が引かれるから、手取りはおそらく
200万円台半ば～ 300万円前半くらいになる。

この収入で子どもを 2、3人育てあげ、家を買い、老後にそなえることは、まずム

リだろう。 ベネッセの調査によると、子どもひとりの養育費・教育費は進路によっ
て幅があるが、2655万円から4105万円かかると言われている。

実際、「平成 30年国民生活基礎調査」によれば、生活にゆとりがあるという人
たちは約 4％しかおらず、苦しいとこたえる人たちはほぼ 6割である。

それなのに、わずか 4.2％の人たちしか自分が「下」だとみとめない。 これは
あきらかにおかしい。

どうしてなのだろう。 このギャップを解き明かすためのキーワードは「あきら
め」だ。

晩婚率があがり、出生率は低迷している。 また、50代以下の層の持ち家率は

さがり、ファストフードやファストファッションも普及した。 いわば、衣食住のあき
らめ、家族を持つことのあきらめ、これらがあってようやく「人なみのくらし」が保
てているということなのである。

ピカイチ生活経営塾 2020

『欲望の経済を終わらせる』 （2020.06.31 井手英策）より
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必要労働と剰余労働

ピカイチ生活経営塾 2020

生産手段をもたない労働者は、自らの労働力を商品として資本家に切り売り
して生活をするしかありません。

また相対的に立場が優位な資本家が労働力商品に支払う額は、それが再生
産されるのに必要な程度まで抑えられる傾向があります。

労働力商品が再生産されるとは、労働者が今日の労働で消費した体力や知
力の回復のために飲食したり、睡眠や休養をとったり、衣服を着たりして、再び
明日、同等の労働力を生み出されるという意味です。

そうしないと労働者の労働力は減退していくばかりです。

ただし、必要労働は労働者の総労働により生み出された価値の対価ではなく
、資本家が支払う労働力商品の対価に当たる労働部分であることを忘れては
なりません。

①必要労働とは何か？

②剰余労働とは何か？

剰余労働とは、総労働から必要労働部分を差し引いた残りの労働部分です。

資本家が受け取る利益の源泉である剰余価値を生産するための労働といっ
てもよいでしょう。

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より
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剰余価値の種類（1/4）

ピカイチ生活経営塾 2020

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より

必要労働時間 剰余労働時間

総労働時間

必要労働時間 剰余労働時間

総労働時間

必要労働時間が短縮されると
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剰余価値の種類（2/4）

ピカイチ生活経営塾 2020

絶対的剰余価値とは、平たくいえば必要労働時間を超えた労働時間を延長し
て得られる剰余価値の増加分です。

必要時間を超えた部分は剰余労働時間ですから、剰余価値が絶対的に増え
るのは当然です。

マルクスが生きた当時の英国では、1日 16時間労働など、労働時間の延長も
珍しくありませんでした。

①絶対的剰余価値とは何か？

②相対的剰余価値とは何か？

ある産業分野で生産手段（生産設備や機械など）の性能が向上すると労働生
産性が高まります。 そうした現象とかかわりが深いのが相対的剰余価値です。

剰余価値は、「総労働時間ー必要労働時間」、すなわち、剰余労働時間から
生む出されます。

したがって、総労働時間を一定とすれば、必要労働時間を減らすと、そのぶん
剰余労働時間が増え、相応に剰余価値も増えることになります。

このようにして増える剰余価値を相対的剰余価値といいます。

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より
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剰余価値の種類（3/4）

ピカイチ生活経営塾 2020

では、必要労働時間を減らすにはどうしたらよういのでしょうか？

単純に時間当たりの労働を強化することも考えられますが、基本的には、産
業全体の生産手段の性能を向上し、労働生産性が高まれば、必要労働時間の
短縮が可能となります。

必要労働時間とは、煎じつめれば、労働力商品の再生産に必要となる物資（
衣食住）の価値ですから、産業全体の生産手段の性能の向上がそうした物資
の価格を下げることにつながれば、必要労働時間の短縮がもたらされます。

その際、総労働時間を一定とすれば、剰余労働時間は増大しますので、剰余
価値の増大をもたらすことができるというわけです。

現代風のアナロジーで表現すれば、「労働生産性を高めながら、労働分配率
を相対的に低下させることが可能となれば、資本家が手に入れる利潤が相対
的に高まる」ということです。

相対的剰余価値増大のメカニズム

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より
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剰余価値の種類（4/4）

ピカイチ生活経営塾 2020

相対的剰余価値の増大は、業界全体の生産性の向上と結びついて生じるこ
とが多いのですが、資本家はそれだけでは満足しません。

激しい競争のなか、特別剰余価値の取得も目指す傾向があるからです。

特別剰余価値とは、自社だけに特別に付与される剰余価値です。

資本家は激しい競争を強いられるなかで、自社だけが同一業界のなかでより
多くの剰余価値を得たいと活動します。

ではどうすれば、それが実現できるのでしょうか。

最も端的な方法は、同業他社に先駆けた生産性の高い設備や機械を導入す
ることです。

③特別的剰余価値とは何か？

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より
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資本が巨大化する過程とは？

ピカイチ生活経営塾 2020

資本家は原材料を仕入れ、効率的な機械・設備などを入れて労働者に剰余
価値をどんどん作り出させるので、次第に資本が蓄積・増大していきます。 そ
の過程を資本の集中・集積と呼びます。

資本主義経済体制では、基本的に自由競争が行われます。 それは弱肉強
食ともいえます。 そしてその結果、「勝ち組と負け組」が生まれます。

通例、勝ち組企業は負け組企業を吸収合併したりします。 今風にいえば、Ｍ
＆Ａです。

これにより、強い企業は弱い企業を打ち負かし、吸収合併しながら、どんどん
資本を自社に集めることができます。 こうした現象を資本の集中といいます。

①資本の集中とは何か？

②資本の集積とは何か？

お金や物などが 1カ所で積み上がることを集積といいます。

『資本論』での資本の集積とは、強い企業が効率的な生産手段（機械や設備
など）を導入して生産性を向上させ、特別剰余価値を含む膨大な剰余価値を手
に入れ、それを内部に留保することです。

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より



- 13 -

単純再生産と拡大再生産

ピカイチ生活経営塾 2020

単純再生産とは、資本家が得られた剰余価値を自ら使い切るなどして、常に
同じ規模での再生産を繰り返すことなのです。

もちろん、このような再生産を続ける限り、資本の蓄積が急激に進むことは到
底ありえません。

①単純再生産とは何か？

②拡大再生産とは何か？

拡大再生産とは、資本家がいったん得られた剰余価値を自らすべて使い切る
のではなく、その一部を次の投資に振り向けるような生産様式をいいます。

現実の資本主義社会では、資本家は激しい競争を勝ち抜きながら、できるだ
け多くの利潤を得ようとします。 マルクスによれば、資本家とは「人格化された
資本」ですから、資本の論理で行動するわけです。

資本の論理とは、端的にいえば、「できるだけ少ない投資額で、できるだけ短
期間に、できるだけ効率良く、できるだけ多くの儲け（利益）が生まれる方向に
お金が流れていく」という資本の運動法則です。

ですから資本家は単純再生産ではなく、資本の論理にかなった拡大再生産を
目指して努力しようとするわけです。

『マルクスの経済学がよくわかる本』 （2009.12.23 阿部真也、宮崎哲也）より
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経済成長とは何か？（1/5）

コロナで社会はどう変わるか。

何も変わらない。 変わるように見えるとすれば、コロナ以前の変化が加速して
いるだけだ。 コロナはそのきっかけに過ぎない。

では、社会はどう変わりつつあったのか。

スミスの議論を受け継いだ近代経済学は途中までは明快だ。

資本蓄積が進み、十分に分業ができるようになり、機械設備が利用可能になり、
生産力が上がる。 それで、人々が入手できるモノの量が増える。 経済は拡大
し、一人当たりの消費水準も上がり、豊かになる。

ここまでは良い。 その先が問題なのだ。

その先の理論が必要なだけでなく、そもそも現実にもその先が存在するのか、
ということが問題なのだ。

資本家が資本を投下して機械設備を買い、生産力を引き上げる。 モノを大量
に生産する。 以前よりも多くのモノが生産できる。 だから、生産量は増え、経
済規模は拡大する。

ここで終わっている。

いったい誰がこれを買うのか？

正確に言えば、人々はこれを全部買えるのか？ （次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より
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経済成長とは何か？（2/5）

実は、これは経済学の歴史の中では真摯に取り組まれた問題である。

19世紀までの経済学の議論では、世の中の消費財（モノ、サービス）は、必需

品とぜいたく品の２つに分かれるという想定が一般的だった。 農民は必需品だ
けを消費し、生存水準の消費ができれば、生命が維持され、人口が維持される。
しかし、それ以下だと減少し、それ以上だと人口が増えるとされた。 マルサスの
世界である。

農民以外は貴族（または資本家）と地主であり、彼らは、必需品以外にぜいたく
品を消費した。 生産が増えて、富が増えると、ぜいたく品の消費が増え、彼らは
貯えがあるから、資本蓄積を利用して、拡大された生産品を消費し、豊かさを享
受した。 このような世界である。

必需品とぜいたく品の議論抜きでは、経済成長の本質そして謎は解決しない。
「経済成長はどこからやって来るのか」という謎が。

実は、アダム・スミスは、きちんと問題を提示している。 分業は市場の広さに
制約される、という主張が「国富論（諸国民の富）』の中にある。 この解釈はいろ
いろあるが、ひとつは、必需品を需要できる消費者の広がりが十分になければ、
高度な分業をして生産を拡大しても、その生産物を売り切ることができない、とい
うものである。

したがって、経済成長は需要に制約されるのである。 （次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より



- 16 -

経済成長とは何か？（3/5）

経済学の現在の体系では、経済成長理論は、生産力が上昇すればよく、それ
は長期の供給サイドの理論とされ、景気に関しては、短期の需要が増えればＧＤ
Ｐは増えるという短期の需要サイドの理論で処理され、成長と景気は統一的に
理論化されていない（それに成功したというコンセンサスのある理論がない）。

企業と起業家は、広告を駆使して、人々の消費意欲を刺激し、富に余裕のある
人々に目新しいモノ、サービスを消費させる。 そして支出増大させ、利益を上げ、
経済規模の足元の拡大を実現する。 ただし、それは新しいぜいたく品、「非」必
需品、つまり「無駄なもの」の消費を拡大させることにすぎない。

しかし、それしか経済拡大の源泉はない。 多くの人々の必需品の消費は満た
されており、彼ら消費者も、売上げを増やしたい企業側も、追加の欲求を探して
いるからである。 必需品が満たされていない生活者もいる。 しかし、それは経
済問題ではなく、社会福祉問題として処理される。

ただ、広告やブランドイメージだけの競争では限界がある。 爆発的な儲けに
はならない。 そこで、もっとも偉大な起業家あるいは企業家は、ぜいたく品を必
需品に仕立て上げ、富裕層だけはでなくすべての人々に消費させようとする。
それに成功したのが、偉大なイノベーションとして賞賛されことになり、この企業
と起業家は、世界でもっとも尊敬され、もっとも富裕な企業と人間になる。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より
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経済成長とは何か？（4/5）

たとえば、スマートフォンという便利だが以前はなくても暮らしていけたものを必
需品として仕立て上げ、人々の消費量を半ば強制的に拡大させた。

スマートフォンだけを責めているのではない。 現在のほとんどすべての経済
成長は、ぜいたく品を必需品と社会に思い込ませ、企業群が利益を上げることに
より、実現しているのである。 それが現実なのだ。

それは本当の経済成長なのだろうか。

成長という言葉の定義はどうでもいい。 これはわれわれの求める社会なので
あろうか。

感染症という基本的な人類の危機に対する、基本的な道具、マスク、防護服が
作れない社会が、理想的な高度に成長した経済社会なのだろうか。

われわれは、必需品の生産をないがしろにして、ぜいたく品ばかりをつくること
に終始してきた。 それで成長が行き詰まると、さらなる革新的なぜいたく品を生
み出そうと努力してきた。 いったい何を求めてきたのだろうか。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より
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経済成長とは何か？（5/5）

現代経済社会に生きる我々は、皆、商品作物をつくって生きている。

商品のほとんどはぜいたく品だ。 ぜいたく品は一旦売れなくなったら誰も買わ
ない。 我々はみな飢え死にしてしまう。 その危機に直面してから作物をつくる
のでは間に合わない。 コメもマスクも収穫までに時間がかかるし、市場メカニズ
ムではすぐには対処できないのだ。

これが変わる。

自分でも使うものだけがつくられ、自分で使わなかった部分はおすそ分けを仲
間にする。 少しは外部に売る。 自分でも必要な必需品がつくられ、交換され、
売買される世の中になっている。 人に売るためだけの商品は誰もつくらなくなっ
ているだろう。

そうなればバブルにはならない。 ぼったくり商品、別名付加価値の高い商品、
別名イノベーションによる新製品で独占的利益を獲得ということはなくなるだろう。

バブルは、マクロ経済的にも、個々の商品からも消える。 必需品の循環経済、
その中で、必需品が少しずつ進歩していく、技術進歩が起きていく、そういう世界
となるだろう。

この世界こそが、真の経済成長が実現する社会である。

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より


