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「資本の本源的蓄積」とは？（1/2）

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？

『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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「資本の本源的蓄積」とは？（2/2）

ピカイチ生活経営塾 2020

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。

資本の集積に一役買ったのが、株式会社制度です。 株式会社は、市場から
株式を通じて大量の資本（自己資本）を集められるので、資本の集積を容易に
するからです。

資本の集中・集積が進むと、一人勝ち的大企業、すなわち独占資本が現れま
す。

なお、資本の集積に似て非なる言葉に、資本の本源的蓄積があります。 こ
れは資本主義の登場以前に強い立場の人々が蓄えた（または奪った）財貨で
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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政府による「収奪」とは？

ある国の政府が自国民の命と財産を奪う方法は、いくつも歴史上用意されてい
る。

第 1の方法は、その国の政府が他国に戦争をしかけて、その戦争に自国民を
徴収する兵役である。 そして戦場で自国民が戦死する。

第 2の方法は、憲法によって私有財産が保障されている国で、一番狡猾なやり
方である課税である。

エジプト王朝はエジプト民に、そしてエジプトに住むユダヤ人の奴隷たちに厳し
い税金を課した。 ローマ帝国は、侵略した領域の国民に厳しい税金を課した。
税金は、まさに国家の強制力により国民の財産を奪う、最も一般的な方法であ
る。 税率が高い国は、国民を奴隷として扱う支配者の国である。

国家が国民の財産を奪う第 3の方法は、国債発行という方法である。

国家が国債を発行し、その国の国民が国債を買う。 国債を買った国民は、単
なる国債証文という紙きれを手にするだけ。 将来、何らかの事情で国が国債の
償還に応じなければ、財産を奪われるも同然となる。

ピカイチ生活経営塾 2020

『預金封鎖』 （2015.10.21 石角莞爾より
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【事例１】その時、ロシアでは（1/5）

経済改革が失敗して、インフレがどんどん進んだわけです。 そうしたら、1月の
真ん中ぐらいのある日、夜 9時の『ブルーミャ』というニュース放送中に 9時 20分
ぐらいになったところで、「ソヴィエト政府命令を読み上げます。本日 24時をもっ
て、50ルーブル紙幣と 100ルーブル紙幣は使用できなくなります」と読み上げた
わけです。

高額紙幣の流通停止措置の発表です。 日本で言うと 5000円札と 1万円札が、
あと 2時間ちょっとで使えなくなる。 こういう放送をしたんですよ。 しかし、外交

官はどうせ例外になるに決まっていますから、ロシア人がどんどん私のところに
来て、札を替えてくれって言うんですよ。 100ルーブルを 10ルーブルでもいいか

ら替えてくれと言って次々に来る。 しかし、私はそこでは商売しないで、だいた
いは断りましたが、親しい友人にだけは額面でちゃんと替えてやったんです。

ところが、例の怪しい坊さんたちと私の友達だったカザコフたちは何をやったか。
有り金を家から担いで、自分に宛てて電信送金したんですよ。 その 2時間ちょっ
との間で、それを全部やった。 電信局は 24時間開いていますから、できるんで

す。 電信送金をしたお金は、翌日少額紙幣で全額振込先の自分のところに
返ってきたわけです。 失ったのは、電信送金手数料だけ。 そういう離れワザを
誰に教えられたのでもなく、やってのけた。

市場経済化に進んだのは、つい半年前ですよ。 それまで、市場経済などと

ピカイチ生活経営塾 2020

『国家の崩壊』 （2006.03.15 佐藤優）より



- 7 -

【事例１】その時、ロシアでは（2/5）

いうものは実際には知らなかったわけです。 ほんの半年の間で、はしっこい奴
はみんな、これぐらいの知恵を付けていたということです。 ですから、資本主
義っていうのは結構一気に進むものだなと、私はそのとき感心したんです。

ショック療法の後、金融財政改革をやったり、国営企業の民営化をやったりして
いくわけですが、これは別の言い方で言うと、ぶん取り合戦が始まったということ
です。

ソ連が崩壊して、価格自由化が実施された。 そうすると、自由にものごとを言
えるようになったし、モノが出てきて自由に買えるようになった。 ここで重要なの
が秘密警察の解体です。 本当に秘密警察を解体したんです。 それで党の統
制も崩れた。 本当に自由で、何でもありになったんです。 だから、あのときに
は、数ヶ月間ですが、まったくアナーキーな状況があったんです。

そういうアナーキーな状況にあっても、案外、人は悪いことをしないものです。
結構うまくいっていて、秩序は保たれていた。 ただ、その中でモノがあっても金
がないという状態を初めて体験したわけです。

1993年に 92年以前発行の旧紙幣の流通停止措置を行いますが、このときはも
う、たいしたパニックにはならなかったんです。 先にお話したように、1991年に
流通停止したときは大パニックだったんですが、もう 2回目だから免疫があった。

ピカイチ生活経営塾 2020

『国家の崩壊』 （2006.03.15 佐藤優）より
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【事例１】その時、ロシアでは（3/5）

けれど、こういうことをして何が起きたかというと、権力に対する信頼が本当にな
くなったということです。

だから、みんなドルを集めるようになったわけです。 その結果、当時モスクワ
で物凄く高く売れたものがあるんです。 それは簡易偽札鑑定機なんです。 当
時ロシアのルーブルベースだと、一月の給料が 7ドルか 8ドルですから、10ドル
の偽札を掴まされたら大変なことになるわけです。 ところが、ガッチリした銀行

に行って鑑定しているような余裕はない。 町のあちこちに雨後の筍のように簡
単な箱の両替所ができて、そこに偽札鑑定機がある。 日本の会社も結構それ
で儲けたと聞いています。

それで、ルーブルとドルのレートの変動が激しくて、常にルーブルが落ちるわけ
じゃなくて、ルーブルが上がることもある。 2割から 3割の変動がありますから、

その利ざやをうまく稼ぐとそこそこのものになる。 ですから、まともに働くよりも、
みんな朝会社に来たら新聞を見て「さて、ドルとルーブルの値動きがどうなるか」
ということと「ねずみ講がどうなるか」ということに関心を持つわけです。 みんな、
そうやってたくましく食べていたんです。

それで、結構はしっこく金儲けをした連中は、どういうことをやったか。 たとえ
ば、石油の製油工場と話をつけて、タンクローリーを 1台買うんです。 ソ連には
ガソリンスタンドがあまりなかったんです。 限られた場所にしかなくて、ガソリン
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『国家の崩壊』 （2006.03.15 佐藤優）より
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【事例１】その時、ロシアでは（4/5）

が慢性的に不足だったんです。 それで、道の横に止めたタンクローリーから、ガ
ソリンをチューッと入れるという商売を始めた。 市場価格よりちょっと高いんです
が、結構流行った。 それで儲けて金融資本家になったり、石油王になったりした
人がかなりいます。 ちょっとしたところで、はしっこいヤツがみんな儲けていくわ
けです。

そのように、急速な形で資本の原始的な蓄積が行われたわけです。 それをサ
ポートしたのが民有化証券、国営企業資産を分割する私有化小切手です。 経済
状況の見通しがつかないし、なにしろ政府がいきなり紙幣の流通なんか停止した
りするわけで、民有化証券で 1万ルーブルあったとしても、「こんな紙なんか、いつ

金になるかわからない」という状況だから、額面以下で売ってしまうケースが多
かったわけです。 ところが、一方で、それを集めて、大きな企業を買取ったりする
ヤツも出てくるわけです。 そして、終わりのほうになると、それが額面の 10倍と

かで売れるようになった。 これによって、合法的な体裁の下で、資本家ができた
ということなんです。

さらに、急進的市場改革者のチュバイスを中心に国営資産の民営化が行われ
ました。 一人ひとりに 1万ルーブルの小切手を配って、それを証券市場で売却し

てもいい、あるいは株式を購入してもいい、あるいは投資ファンドに預けて運営し
てお金をもらってもいい、ということにしたんです。

ピカイチ生活経営塾 2020

『国家の崩壊』 （2006.03.15 佐藤優）より
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【事例１】その時、ロシアでは（5/5）

私もやってみましたが、金が金を呼び、マネーゲームとしてはなかなか面白かっ
たです。 この頃は、ネズミ講の会社なんかも出てくんです。 たとえば、MMMと

いうマヴロージのネズミ講の会社なんか、全く投資しないんです。 それで、「今日
買った債権は明日いくらで売ります」と、勝手に値段を決めるわけなんです。 売
りと買いというのを毎日翌日の数値を出して、モスクワで小金ある連中は、みんな
それを買ったんです。 それはもちろんネズミ講方式でやってますから、どっかで
破綻するのは目に見えているんですけど、これがすぐに破綻しなかったんですよ。
そのネズミ講は 1992年始まって 94年まで持ちました、

こういう過程が進めば、当然、貧富の差が急激に進行します。 これは、結構面
白かった。 同じように市営住宅に住んでいる人たちの中で、片っ方が大変な金
持ちになって大邸宅を造れば、もう一方は市営住宅の中で、以前より貧しくなった
という例はいくらでもありました。

大きな格差が 1992年の半年から 1年で生まれているわけです。 資本家という

ものは、こうやってできるんだというモデルをいたるところで実地に見ることができ
ました。 だから、面白かったんです。

ただし、今も資本家として生き残っている成功者の影には、激しい競争に敗れて、
相当の人が命を落としているわけです。

ピカイチ生活経営塾 2020

『国家の崩壊』 （2006.03.15 佐藤優）より
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【事例２】その時、日本では（1/8）

■預金封鎖→資産調査→新税の登場

昭和 21年 2月 17日は、本来なら日本経済史の中で特記すべき日なのにこの

日を記憶している人は少ない。 当時この経済市場の特異事件に遭遇しその
ショックを受けた人はすでに 75歳以上で、しかもその年代はほとんどが戦争に

駆り出され、まだ戦地に捕虜として復員していなかった人がたくさんいたのだから、
本当にこの日を正確に記憶している人はそれほど多くはない。

この日に何があったのか、それは銀行、郵便局に預けてある庶民のお金が突
然、封鎖されて預金をおろすことができなくなったのである。

預金封鎖は突然行われた。 だから 2月 17日の朝刊を見た国民は目を疑った。

「経済危機突破へ非常措置 支払い制限けふ断行 新円発行 手持金は強制預
金」という見出しがあり、払い出し制限は世帯主が月額 300円、世帯員 1人 100

円、給料は新円で 500円以内と報じられていたからだ。

銀行に駆けつけた人々は報道が事実だと知らされた。 だが当時の生活は切
り詰めても 500円～1000円必要だったから衝撃は大きかった。

ピカイチ生活経営塾 2020

『預金封鎖』 （1998.01.15 太田晴雄）より
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【事例２】その時、日本では（2/8）

昭和 21年 2月 17日、突然預金が封鎖され、お金をおろせなくなった。 世帯主
300円、世帯員 1名につき 100円の範囲で生活しなければならなくなる。 同時に
新円を発行することがセットになっていた。 預金封鎖から 2週間後の 3月 3日以

降は旧円は使えなくなるというのだ。 ところが当時の大蔵省印刷局はいくらフル
稼働をしても印刷が間に合わず、新円が本当に国民の間に出回ったのはそれか
ら 3ヵ月経った後だった。 この間旧円に証紙を貼っていた。

ただし給与は新円で支払われ、封鎖の対象ではなかったし、税金の納入や何
と不動産の購入などについては封鎖預金から支払うことができた。 これは特に
第二封鎖預金に分けられた 8月になるとその詳細が国民に理解されるようにな
るのだ。

この新円発行はさらに深謀遠慮が隠されていた。 それは資産の調査であった。
違反すれば、体罰が課せられるような強権の下だ。 何しろまだ新憲法が公布さ
れていないのだから旧明治憲法下にある時代である。 この調査にはシャツ何
枚、背広何着、靴何足という細かな申告もしなければならなかったのだが、国民
の大半は食うや食わずの時代なので申告が正しかったかどうか、混乱の時代な
ので正確さは期し難い。

ピカイチ生活経営塾 2020

『預金封鎖』 （1998.01.15 太田晴雄）より
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【事例２】その時、日本では（3/8）

しかしこの申告で国民の財産の状況がわかってきた。 2月 17日から半年後、
封鎖預金はさらに二つに分けられた。 当時の 3万円以下は第一封鎖預金、3万

円以上は第二封鎖預金に分けられ、第二封鎖は財産税の支払いが終わってから
解除するというものである。 同時に預金引き下ろしの金額は 100円に強化され
た。

ようやく新円が出回り、国民も封鎖預金になれてきたころ、財産税の全貌が姿を
現した。 また新税も次々に姿を現してくる。 富裕税、非戦災者特別税、戦時補
償特別税、取り引き高税などである。 これらはいずれも 1回こっきりのやらず
ぶったくりの税金で、継続性のないものであった。

■未申告財産は没収

3月 3日、国民はすべての財産を申告させられた。 政府には申告用紙を刷る紙
の余裕がなかったので新聞記事の脇に申告用紙が印刷されていた。

申告用紙には財産を記入する欄も設けられていた。 これは官僚の深謀遠慮
だった。 財産税は申告財産に基づいて課税するのだが、10万円以上の個人財

産に累進的に課せられるために、多くの国民は財産を少な目に申告している。
そこで未申告財産には持ち主がいないとみなして没収してしまえばよいのである。

ピカイチ生活経営塾 2020

『預金封鎖』 （1998.01.15 太田晴雄）より
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【事例２】その時、日本では（4/8）

10万円というラインは庶民の財産の多くがそれ以下だったことから決定された
ようだ。 このラインを現在に置き換えると 1億円未満は免税というところだろう。
1億円の預金を持っている国民はそう多くないが、都心の土地やマンションまで
含めればすぐに 1億円を超えてしまう。 実に巧妙な線引きだと言える。

■財政立て直しのために６種の税金を新設

ここで当時、新設された税金の種類を整理しておこう。

（1）財産税
一定の控除後に 10万円を超える金額に 25％、1500万円を超える金額には実
に 90％を超える税金がかけられた。 1回限りということだったが、富裕層は根こ
そぎ財産を没収された。 財産税は物納も可能で、10万以下は免税とされた。

（2）戦時補償特別税

戦時中に民間から政府に納入された物資などの代金は、民間企業に受け取
る権利が残っている。 そこで請求権に 100％課税して、実質的に支払いを逃れ

ようという税金である。 しかもすでに受けとった補償は納税の形で返却する義
務があった。

ピカイチ生活経営塾 2020

『預金封鎖』 （1998.01.15 太田晴雄）より
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【事例２】その時、日本では（5/8）

（3）非戦災者特別税

戦災で家を失うか、失わないかは運でしかないのだが、戦災者と非戦災者の
間の不公平を是正するという名目で、1回限りの課税を行った。 これは昭和 22

年 7月 1日現在で家屋を使用している者は、家賃相当分の 3ヵ月分を徴収すると
いうものだ。 家を所有し住んでいる者には 6ヵ月分が課せられた。 徴収した税
金は戦災者に補助金として支給するのではなく、国庫に入った。

（4）取引高税

所得税の増税では歳入不足に陥るので、一般売り上げにも課税するために取
引高税を設けた。 取引の 1％分の税金を購入者が負担し、販売者は印紙の形
で納税する。 取引の各段階で課税される仕組みになっていた。

（5）富裕税

富の集中を防ぐという名目から、毎年の所得ではなく財産に課税する税金。
全財産から債務を引き、500万円以下は非課税、500万円を超えると 0.5％、1000

万円を超えると 1％、2000万円超には 2％、5000万円超には 3％を課すというも
の。
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【事例２】その時、日本では（6/8）

（6）再評価税

戦後のインフレによって個人や企業の資産価値は増大した。 そこで資産を再
評価して、6％の税金を課した。 これが戦後の混乱期に新設された最後の国税

となった。 この再評価税によって、戦後の破綻経済の処理は終わったともいえ
る税金だった。

このように政府は預金を封鎖する一方で、新たな税金として国民の資産を搾り
上げたのである。 預金封鎖についても新円流通が軌道に乗れば解除されると
いう公約だったのだが、預金は生活に必要な小口の一時貯金と大口の二次預
金に分類されて、二次預金については全額封鎖が続けられた。

■踏み倒された戦時公債

これで 1200億円の政府の借金はゼロになった。 あとの借金はどうなったのか。
1400億円の戦時公債が残った。 この戦時公債は第二次世界大戦前から発行さ
れていた。 1937年に北京南郊の蘆溝橋で始まった日支事変で出征した軍人や、
戦死戦傷者などには戦時公債が支払われた。

軍功抜群の軍人、軍属は金鵄勲章をもらったが、その報奨金も一部は戦時公
債で支払われたのである。 一方戦争の費用、戦費の調達は国民の拠出した貴
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【事例２】その時、日本では（7/8）

金属やダイヤモンドなどもあったが、大半は戦時公債がその財源だったのである。
それらの合計が 1400億円に達したのが昭和 20年 8月 15日だった。

その 1400億円、今のお金になおせば、280兆円に達するこの国の借金はどう
なったのだろうか。 この辺の事情を知っている人は昭和 21年当時で 25歳以上
とするともうほとんどの経験者は 75歳以上だし、本当に戦時国債を取り替えに
いった人々はおおかた 80歳になっている。

その人たちの記憶では昭和 20年の暮れに郵便局に公債を持っていった時は、

郵便局員に「戦争に負けたんだから仕方がない。払えないのですよ」と支払いを
拒否されたという。 また東京の世田谷に住んでいた現在 70歳になる女性は「父

親が腹を立てて公債を燃やしてしまった」ことを記憶している。 この人の例で見
ても公債は支払いが不能だったことは間違いない。

大阪在住のある人は終戦時に 14歳、旧制中学 1年生だった。 この人は母親

代わりの兄嫁にその当時のことを聞いている。 大阪の郵便局ではやはり「戦争
に負けたんやからしゃないやんか」の一言で終わりだったという。

とにかくこのような形で一般庶民の持っていた公債は見事に踏み倒されたので
ある。
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【事例２】その時、日本では（8/8）

■財産税を利用した錬金術

財産税の対象になったのは 50数万人だった。 GHQは皇室財産も含めて課税
するように命令した。 天皇家の財産は約 37億円と認定され、この内の 9割に当
たる 33億円相当分が物納されることになった。 皇室御料や御用邸は、宮城内

の旧本丸一帯や赤坂離宮等を除いて処分された。 宮家では高松宮家が最高
額の 1000万円相当の土地家屋を徴収された。

この時、購入したのが小佐野賢治、堤康次郎、五島慶太あるいは地方財閥と
いわれる人物である。 そして当時の宮家の屋敷は、都内では赤坂プリンスホテ
ル、高輪プリンスホテルとして現存している。

一説によると、宮家に支払われたのは旧円や国債であったという。 財産税と
して封鎖預金や国債を収める分には差し支えないために、紙屑としての価値し
かない国債を市民から安く買い集めて家屋敷と交換するという錬金術が抜け目
なく用いられたようだ。
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資本家になりたい人の行動原則（1/2）

■マルビにならないための大勉強時代

いつの時代でも情報を分析してうまく活かした人が成功している。 情報の分析
力がない人、勉強を怠っている人は、次第に世間から取り残されて現状維持がで
きればよいほう、普通は貧乏な生活に落ちていく。

そこで普段から世界の動きに注視し、個人で情報を集めるのが無理なら勉強会
などに出席して勉強を続けよう。 ビックバンの時代は自己責任が問われる時代
でもある。 失敗しても救いの手を差しのべてくれない。 そんな時代を生き抜くた
めにも、継続して勉強することが重要だ。

勉強をして知識を得て上手に利用した人と、何の勉強もしない人では、収入は
同一でも資産には大差が付く。
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資本家になりたい人の行動原則（2/2）

■政府を信じるよりも自分を信じよ

自己責任の原則をふまえて、情報を自分でつかんで自分で判断を下していけば、
資産を増やす道は必ず開けてくる。 その時、政府の言うことを信じてはダメだ。
国民年金を例に取っても、政府は破綻することがほぼ確実な年金に国民を強制
加入させようと躍起になっている。 加入して掛け金を払っても、将来安心して暮
らせるだけのリターンが得られないことは明白なのにかかわらず、だ。

それよりも自分で投資の判断をして、将来の蓄えを作っておくべきだ。 そのた
めにも勉強会などに出席して自分を磨いておく必要がある。 高額な勉強会が価
値があるとは限らない。 要は勉強会でどのような情報が語られるかである。 同
時に自分も発信者にならなければ情報は得られない。 自分自身は価値のない
情報だと思っていても、他人の目を通すと光り輝くことは珍しくない。

そうして自分を磨けば、自己責任に基づいて行動できるようになるのである。
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