●申し込みの手続きは「申込用紙」に必要事項を記入し申し込んでください。
●募集の定員は５０名です。
●時間は、午後１時３０分〜４時００分
●参加費は、５００円 ※金額に消費税が含まれています。
●会場は『京都学習会館』
上京区堀川丸太町西一筋目上ル

京 都学習会館

堀川通

電話（075）841-8141
FAX（075）821-3665

千 本通

丸 太町通

コンビニ

丸太町通
地下鉄
京 都社会福祉会館

丸太町駅へ ⇒

■二・四輪共に駐車場は

ありません。二条城 市
営駐車場へお願いし ま
す。
●地下鉄丸太町駅・二条
城前駅から『京都学 習
会館』まで歩いて１ ０

駐 車場

二条城

堀川通

■国語大辞典
さく ‐し ゅ【 搾 取】 階 級
社会 で、 生産 手 段の 所有 者
が直 接生 産者 を その 生活 維
持に 必要 な労 働 時間 以上 に
働か せ、 その 労 働生 産物 や
成果 を取 得す る こと 。転 じ
て、 乏し いも の を無 理に と
ること。 (C) 小学館

ＨＯＲＩＭＡＲＵセミナー 募集要項

七 本松通

ほ ぼ例 外な く わた した ち
は〝 搾取 〟さ れ てい る。 そ
れは 〝生 きづ ら さ〟 の根 っ
こにあって、目に見えない、
臭い もし ない し 、や られ て
いるという自覚も全くない！
と いう 。そ れ を解 こう と
いう のだ 。あ な たも ＨＯ Ｒ
ＩＭ ＡＲ Ｕセ ミ ナー に参 加
して みま せん か 。後 年後 悔
する より も〝 転 ばぬ 先の 杖
〟と……。

御池通

御池通

地下 鉄

分以内です。

二条 城前駅

キリトリ

●日

時

ＨＯＲＩＭＡＲＵセミナー 参加申込用紙

2012年１月８日（日）午後１時３０分〜

●HORIMARUセミナー ＶＯＬ.8のテーマ
──なぜ〝生きづらい〟のか、その真相を解く──

ふりがな

氏

名：

現住所
職場・学園
●会場

京都学習会館第１会議室（堀川丸太町）

●お話をする人は、京都中央労働学校講師の木原隆志先生です。

連絡先：

◎参加費は、５００円です。
備考：

申し込み先：京都中央労働学校・運営委員会（電話：８４１ー８１４１）

性 別
男・女

年 齢
才

マルク スは﹇搾 取﹂の 秘
密を解きあかした
⁝ 以下の文 章を読 んで考え てく
だ さい︒２ １世紀 の日本で も生
きていることなんです︒

がりま した︒年末以後は︑ 各産︒
業で 〝派遣 切り〟や 〝雇い 止め
〟が これで もかこれ でもか と続
いています︒
高 度な経 済を基盤 にした 文明
社会 である はずの現 代社会 で︑
なぜ 貧困と 格差か広 がるの か︒
どこ にその 原因かあ るのか ︒社
会の どこを 変えたら ︑そう いう
不合 理をな くせるの か︒百 四十
年前 に︑こ の大問題 に明確 な解
答を あたえ たのが︑ マルク スで
す︒
で は︑マ ルクスは ︑どん な時
代にこ の問題にとりくんだ のか︑
そのこ とから話を始めまし ょう︒
マ ルクス が﹃資本 論﹄を 世に
問う たのは ︑一八六 七年︑ 十九
世紀のなかごろのことです︒
当時 ︑資本 主義はす でにイ ギリ
スで社 会の支配的な体制と なり︑
フラ ンス︑ ドイツな どヨー ロッ
パの 大陸諸 国にも広 かって ︑経
済の 新しい 発展の時 代を開 いて
いま した︒ ところが 資本主 義の
発展 ととも に︑そこ での生 意の
担い 手であ る労働者 の状態 の悪

﹁はたらけど
はたらけど猶わが生活
楽にならざり
じっと手をみる﹂

見えなくなった搾取の仕組み

これは︑ 歌人石 川啄木が ︑明
治 の末年︑ 白分の 貧しい生 活の
思 いを詠ん だもの ですが︑ 長く
続 く不景気 に言論 の自由へ の暗
い弾圧が重なって︑〃時代閉塞〃
の ゆきづま り感が 広がって いた
当 時の日本 で︑多 くの人び との
共感を呼んだことでしよう︒
いま︑日 本でも 世界でも ︑お
そ らく啄木 がこの 歌を詠ん だと
き 以上の深 刻さで ︑貧困と 格差
が 大問題に なって います︒ 二〇
〇八年は︑﹁ワーキング・プア﹂
の 言葉とと もに︑ 人間らし い生
活 からしめ だされ た〝難民 〟現
象 が︑社会 のあら ゆる分野 に広

ロ︒ ﹁労働力﹂商品の価 値は︑
ほか の商品 と同じよ うに︑ その
商品 の再生 産の費用 で決ま りま
す︒ 再生産 の費用と は︑労 働者
が引 き続き 働ける状 態を維 持す
る費 用とい うことに なりま すか
ら︑ 労働者 とその家 族の生 活費

イ ︒マル クスがま ず明ら かに
した ことは ︑労働者 が資本 家に
売っ ていた のは︑そ れまで 思い
こま れてい たように ︑﹁労 働﹂
では なく︑ 労働をす る能力 ︑す
なわ ち﹁労 働力﹂だ という こと
でした︒

そ ういう なかで︑ 資本主 義的
搾取 の秘密 を明快に 解きあ かし
たの が︑マ ルクスで した︒ マル
クス が解明 した内容 を短い 文章
で説 明する のはむず かしい ので
すが ︑理論 だての様 子だけ でも
見て いただ ければと 思って ︑あ
らま しの紹 介を試み てみま しょ
う︒

マル クスは ﹁剰余価 値﹂の 仕組
みを発見した

働者 の困難 を解決す る社会 改革
を願 っても ︑その答 えは出 てこ
ないのです︒

そ こから驚 くべき 貧富の格 差が
生 まれまし た︒生 産した富 は資
本 家の側に 集中し ︑生産者 であ
る 労働者の 側は︑ 困難な暮 らし
が 続くので す︒い ったい︑ こん
な 不公平な 状態は どこから 生ま
れるのか︒
経済学者︵スミスやリカード︶
た ちは︑新 しい経 済の体制 を研
究 して︑労 働が富 の源泉で ある
こ と︑市場 で取引 される商 品の
価 値は︑そ こにど れだけの 労働
が つぎこま れてい るか︑商 品が
体 現してい る労働 の量で決 まる
こ と︑商品 交換で は︑同じ 価値
の ものか交 換され ること︵ 等価
交換 ︶︑そういうところ までは︑
市 場経済の 法則を つきとめ まし
た ︒しかし ︑その 法則がわ かっ
て も︑労働 者と資 本家の取 引が
な ぜ資本家 だけを 富ませる のか
は︑解明できませんでした︒
一方︑社 会的不 合理の改 革を
と なえる社 会運動 家たちの とこ
ろ でも︑事 情は同 じような 調子
で した︒彼 らは︑ 資本家の 富の
不 当さをつ き︑﹁ 資本家は 労働
を 盗みとっ ている ﹂といっ た告
発 をしまし たが︑ 労資の取 引の
ど こに労働 者の生 活苦の根 源か
あ るのかを つきと めること はで
き ませんで した︒ これでは ︑労

化が ︑社会の 大問題 になって き
たのです︒
も ともと生 産にた ずさわる 庶
民の 貧困とい う問題 は︑昔か ら
どこ にもあり ました ︒十八世 紀
の末 ︑フラン ス革命 に民衆が 立
ち上 がったの も︑封 建社会で の
貴族 ・地主の 搾取の ひどさに 大
きな 原因かあ りまし た︒ただ ︑
その ころには ︑搾取 の姿が目 に
見え てわかり ました ︒生産し た
農産 物の大き な部分 が︑領主 や
政府 に強制的 にとり 上げられ る
のですから ︵日本で江戸時代 に︑
領主や幕府が︑農民から﹁年貢﹂
を取 り立てた のも同 じやり方 で
す︶ ︒こうい う封建 制度は革 命
で廃 止されま した︒ しかし︑ か
つて の強制関 係は一 掃された は

ずなの に︑新 しい体制 で働く 労
働者た ちの生 活は︑封 建社会 の
農民よ りもさ らに苦し いもの と
なりました︒
資本 主義の 搾取は︑ 封建社 会
での﹁年貢﹂の取り立てとは違っ
て︑そ の仕組 みも姿も はっき り
見えな い︑と いうとこ ろに大 き
な特徴があります︒
資本 家と労 働者の関 係にし て
も︑権 力でお さえつけ られる 関
係では なく︑ 市場で﹁ 労働﹂ と
いう商 品を売 買する関 係︑売 り
手と買い手の関係です︒﹁労働﹂
の売り 干であ る労働者 は︑買 い
手の資 本家か ら︑﹁労 働﹂に 対
応する賃金の支払いを受けます︒
こうし て︑市 場経済の もとで の
対等の関係を結んだはずなのに︑

ということになります︒
まちが いなく 剰余価値 を手に 入
れることができます︒
ハ︒資本家は︑ 買い入れた
これ が︑資 本主義の 搾取の 仕
﹁労 働力﹂を 消費す る︑つま り
組みです︒
自分 の工場で 働かせ ます︒﹁ 労
普通 の商品 交換では ︑生産 者
働力 ﹂商品は これを 働かせる こ
が生産 物の所 有者とし て市場 に
とで 新しい価 値を生 みだすと い
出てきますが︑いま見たように︑
う︑ ほかの商 品には ない特性 を
資本主 義社会 での労働 力の売 買
もっ ています ︒だか ら︑ある 時
では︑ 資本が 生産物の 所有者 に
間働 かせれば ︑賃金 分の価値 を
なりま す︒こ こでは︑ 生産物 か
生み だします が︑そ こで仕事 を
誰のものになるか︑という点で︑
やめ させる資 本家は いません ︒
市場経 済の法 則が逆転 するの で
必ず ︑賃金分 に相当 する時間 を
す︒
こえ て︑労働 を続け させます ︒
なぜ ︑そう いう逆転 か起こ る
その 時間帯に 生みだ された価 値
のか︒ その原 因は︑一 方では ︑
は︑ まるまる 資本家 のものに な
生産者 が生産 手段を失 って︑ 労
りま す︒これ が︑﹁ 剰余価値 ﹂
働力の売り手になり︑他方では︑
です︒
資本家 が生産 手段をも って︑ 労
働力の 買い手 になった という 社
こ の取引で ︑資本 家は別に イ
会的変化のなかにありました︒
ンチ キをして いるわ けではあ り
ませ ん︒世間 並の生 活費では な
︵平凡 新書﹁ マルクス は生き て
く︑ もっと低 い賃金 をむりや り
いる﹂ p76-8
２︶
押し つける資 本家は 現実には ど
こに もいます が︑資 本家が︑ 市
場経 済の法則 にした がって︑ 世
間な みの生活 ができ るだけの 賃
金を 支払った として も︑その 分
を埋 め合わせ るのに 必要な労 働
は︑ 一日の労 働時間 の一部分 に
すぎ ません︒ それ以 上の労働 時
間は剰余労 働であり︑資本家 は︑

