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出来高賃金という形態
は時間賃金の転化形態

なのじゃが、その独自
性を見る必要がある 

 

            

 

 

 

 

い 

 

  

 
 

５月１３日(土)午後６時から９時まで 
西池袋第二区民集会室  豊島区西池袋3-8-20 JR池袋駅西口から徒歩12分 

１階正面奥の会議室です。 
５月８日から新型コロナは第５類に移行することが正式に決まりました。再流行の気配もありますので、換気

の徹底等、学習会を安全に運営してゆきたいと思います。なおマスク着用は施設使用の条件ではなくなりました

ので、着用は自主的にご判断ください。 
 

【範囲】   第６篇 労 賃 

第１８章  時間賃金（後半。第１０段落から終わりまで） 

第１9章  出来高賃金 
 

前回（４月８日）は第１８章「時間賃金」からでした。活発に議論を交わしたこともあって３

分の１ほどを残して時間切れになってしまいました。次回は、同章第１０段落からになります。

そのあと第１９章「出来高賃金」に入ります。 

時間賃金は労賃の基本形態として客観的・合理的な外観を持っています。ところがこの客観的

な装いのもと、長時間労働や過少就業が労働者に押し付けられる傾向があることが明らかにされ

ました。いま日本で最低賃金のレベルが問題になっていますが、マルクスが取り上げた〈労働の

価格〉の問題と共通しています。第１８章の残りの部分にも、低い労賃を利用した資本家間の過

当な価格競争など、まだ興味深い記述があります。内容をキチンと確認したいと思います。 

第１９章では、労賃のもう一つの基本形態である「出来高賃金」が取り上げられます。文字ど

おり、この形態では出来高に応じて賃金の高低が決まります。マルクスが生きていた時代の綿紡

績工業などでは広く見られた賃金形態です。現代では非製造分野で歩合給や成果給といった形で

一定の広がりがあります。出来高賃金においては賃金額はどのように計算されるのか、それはど

んな特徴を持っているのか、労働の生産性および労働の強度の増大と出来高賃金はどういう関連

があるのかといったことが考察されます。 

『資本論』は読めば読むほど新たな発見があります。また現代社会を考えるうえで重要な視点

を与えてくれます。共に学び、『資本論』の真髄に触れようではありませんか！ 

＜裏面は前回学習会の報告です。参考にしてください＞ 

 

東京池袋 
『資本論』を読む会 
第１巻学習会 

初学者大歓迎！ 労賃の第二の基本形態 

出来高賃金  
 

会報690号 2023年5月 
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【学習会報告（４月８日実施)】 
 

第６篇 労 賃 

第１８章 時間賃金 （前半 第９段落まで） 
 

労賃の具体的形態である「時間賃金」を考察するので

すが、その前に、マルクスは意味深長なことを述べてい

ます。 

経済概説書には労賃の諸形態についての研究を見出す

ことは出来ない、というのは、経済学者たちは「素材に

たいする激しい関心のために形態の相違には少しも注意

を払わない」（565頁）からだ、と。 

当時の経済学者たちの理論的傾向のことが言われてい

るのですが、彼らの形態的相違に対する不注意は「素材

への激しい関心」に起因するというのです。事前にフラ

ンス語版を確認したところ、それは「生の事実への関

心」となっていたので、これを紹介しました。でもピン

とこないとの意見もあって、ドイツ語現行版に沿って考

えることになりました。次のような意見がありました。 

・マルクスは、経済的形態規定を重視した。たとえば

冒頭の商品がそうである。商品は使用価値すなわち有用

性を持っていなければならないが、それが商品であるの

はそのことによってではない。彼は生産物が商品という

形態をとるのは何故なのかを問題にした。資本も同様

で、それは単なる資財でも蓄積された労働でもない、そ

れらはどういう関係と条件のもとで資本になるかが問題

である。当時の経済学はこのような問いを発することは

なかった。 

・商品世界は様々な使用価値を持つのであるが、マルク

スは商品の使用価値としての分析は商品学の分野である

として自らの経済的分析の役割をそれと明確に区別し

た。 

なおマルクスが形態的分析を重視したからといって、

それは素材的契機の軽視を意味するものではありませ

ん。念のため。 

なお筆者は、フランス語版がどうして「生の事実」と

なっているのか気になって調べてみました。 

ドイツ語版のこの部分はin ihrer brutalen 

Interessiertheit für den Stoff jeden Formunterschied 

vernachlässigenです。訳文のとおり形容詞brutalen(激し

い)がInteressiertheit(関心)を修飾しています（「激しい

関心」とか「強烈な関心」と訳されています）。ところが

フランス語版はle fait brutalになっていました。形容

詞brutalはle fait（事実）を修飾していて、「関心」に

は掛かっていません。ドイツ語をフランス語に翻訳する

際に訳者が勘違いしたとしか思えません。フランス語版

は、訳稿にマルクスが直接目を通して校閲しただけでは

なく大幅な改訂を加えた版として「一つの科学的価値」

（フランス語版後記）を持っているのですが、このよう

なこともあるのですね。注意したいと思います。 

 本筋から外れたことに、ずいぶんスペースを割いてし

まいました。 

 

労働力の日価値・週価値は日賃金・週賃金という形

態を取る 
 

表題はドイツ語ではDer Zeitlohn です。「時間賃金」と

訳されているので、時間給（１労働時間当たりの賃金）

のことだと思われがちですが、そうではありません。そ

れは時間給も含む日賃金、週賃金、月賃金といった時間

(期間)極めで支払われる労賃の総称です。 

 マルクスは、この形態の労賃の考察に入る前に断りを

入れています。 

「第 15 章で述べた労働力の価格と剰余価値との量的変

動に関する諸法則は、簡単に形を変えることによって労

賃の諸法則に転化するということである。同様に、労働

力の交換価値とこの価値が転換される生活手段の量との

相違も、今では名目労賃と実質労賃との相違として現わ

れる。本質的形態ですでに説明されたことを現象形態で

繰り返すことは、無益であろう」（565頁） 

 第15章で示された諸法則は、「労働力の価格」という言

葉を「労働の価格」という言葉に置き換えればそのまま

当てはまるので、同じ作業を繰り返さないと言っている

のです。また「名目労賃」「実質労

賃」という言葉は今日においても普

通に使われていますが、これは「労

働力の交換価値」「労働力の価値が転

化される生活手段の量」の現象的な

表現です。 

 

「１労働時間の価格」は「労働の平均価格」として

時間賃金の尺度単位として役だつ 
 

 ここからが本題です。 

「労働者が自分の日労働や週労働などと引き換えに受

け取る貨幣額は、彼の名目賃金、すなわち価値によって

評価された労賃の額をなしている。しかし、明らかに、

労働日の長さが違えば、つまり彼が一日に供給する労働

量が違えば、それに応じて同じ日賃金や週賃金などが非

常に違った労働の価格を、すなわち同量の労働にたいす

る非常に違った貨幣額を表わすことがありうる。だか

ら、時間賃金ではさらに日賃金とか週賃金とかいう労賃

の総額と労働の価格とが区別されなければならないので

ある」(565-566頁) 

同じ日賃金、週賃金であっても、一日の労働時間の長
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さが違えば、それらは異なった貨幣額で表わされます。

だから日賃金、週賃金という総額とは別に労働の価格が

確定されなければならないと言うのです。この労働の価

格は「或る与えられた量の労働の貨幣価値」と言い換え

られています。そして労働の平均価格の算出方法が示さ

れています。 

労働の平均価格＝労働力の平均的な日価値÷平均的な

１労働日の時間数 

「或る与えられた量の労働」とは、ここでは１労働時

間です。１労働時間の価格が「労働の平均価格」だとさ

れます。 

 マルクスは、１労働日を12時間、その価値生産物を６

ｼﾘﾝｸ゙ として計算しています。他方、労働者は日賃金とし

て３ｼﾘﾝｸ゙ を受け取りますが、それは６労働時間の価値生

産物でしかありません。これを上の式に当てはめるな

ら、３ｼﾘﾝｸ゙ ÷１２時間＝３ﾍ゚ ﾝｽになります。この３ﾍ゚ ﾝｽ

が労働の価格になります。これが労働の価格の尺度単位

として役立ちます。１２時間が平均的な１労働日であれ

ば、３ﾍ゚ ﾝｽが労働の平均価格になります。 

 マルクスは労働の平均価格を単に労働の価格と呼んで

います。労働の価格という言葉は他の意味でも使われる

こともありますので、この意味の場合は、これ以降、山

括弧で囲んで〈労働の価格〉と表示しようと思います。 

 

 時間賃金は超過労働の手段となり得る 
 

いくつかのケースが出されています。ここでは１０時

間が通例の１労働日とされています。 

【労働日の延長の場合】 

・「〈労働の価格〉は引き続き下がっても日賃金や週賃金

などは変わらないこともありうる」(566頁) 

 

 

 

 

 

 この場合は、日賃金は３ｼﾘﾝｸ゙ のまま労働日が延長され

た結果〈労働の価格〉が引き下げられています。 

・「〈労働の価格〉は変わらないか、または下がりさえし

ても、日賃金や週賃金は上がることもありうる」(同前) 

 

 

 
 

この例では１０時間労働における〈労働の価格〉が労

働延長分に適用された結果、日賃金が増えていますが、

労働日の延長という犠牲がともなっています。 

 

【労働強化の場合】 

「同じ結果は、労働の外延量ではなくその内包量が増

大しても、生ずることがあるであろう」(同前) 

 ここでは内包量の増大とは労働強化を意味します。具

体例がありません。試しに１.５倍密度が高まる場合を考

えてみました。一日１０時間労働というのは変わってい

ないのですが、労働強化によって実質１５時間になって

います。 

 

 

 

 

労働が強化されるにもかかわらず、日賃金が引き上げ

られないなら、〈労働の価格〉は切り下げられます。 

以上のことから、マルクスは「それゆえ、名目上の日

賃金や週賃金の上昇が、元のままかまたは低落した〈労

働の価格〉を伴うこともありうるのである」(同前)と述

べています。 

【家族の成員（女性・児童）の就労の場合】 

さらに彼は「同じことは、家長の供給する労働量が家

族員の労働によってふやされる場合には、労働者家族の

収入にもあてはまる」(同前)と言います。 

 妻や子供たちが働くので家族全体では労働量が増える

とありますが、そうなると家族全体の労働力の価値が高

まるのか、実際に支払われる名目賃金がどうなるのか説

明がありません。あれこれ意見が出たのですが、推測の

域を出ませんでした。この点を考えるうえで参考になる

記述が第１３章「機械と大工業」第３節「機械経営が労

働者に及ぼす影響」にありました。引用します。 

「労働力の価値は、個々の成年労働者の生活維持に必

要な労働時間によって規定されていただけではなく、労

働者家族の生活維持に必要な労働時間によって規定もさ

れていた。機械は、労働者家族の全員を労働市場に投ず

ることによって、成年男子の労働力の価値を彼の全家族

のあいだに分割する。それだから、機械は彼の労働力を

減価させるのである。たとえば４つの労働力に分割され

た家族を買うには、おそらく、以前に１人の家長の労働

力を買うのにかかったよりも多くの費用がかかるであろ

う。しかし、そのかわりに１労働日が４労働日となり、

その価格は、４労働日の剰余労働が１労働日の剰余労働

を超過するのに比例して、下がってゆく。今では、一つ

の家族が生きるためには、４人がただ労働を提供するだ

けではなく、資本のための剰余労働をも提供しなければ

ならない。こうして、機械は、はじめから、人間的搾取

材料、つまり資本の最も固有な搾取領域を拡張すると同

時に、搾取度をも拡張するのである」(417頁) 

家族の成員の就労によって家長すなわち成人男子の労

日賃金３ｼﾘﾝグ(36ﾍﾟﾝｽ)(据え置き)

1労働日 〈労働の価格〉 計算

〈通例〉10時間 ３ 3/5ペンス 36ﾍﾟﾝｽ÷10時間

〈2時間延長〉12時間 ３ペンス 36ﾍﾟﾝｽ÷12時間

〈5時間延長〉15時間 ２ 2/5ペンス 36ﾍﾟﾝｽ÷15時間

〈労働の価格〉＝３ 3/5ペンス(不変)

１労働日 日賃金 計算

〈通例〉10時間 ３ｼﾘﾝｸﾞ(36ﾍﾟﾝｽ) ３ 3/5ペンス×10時間

〈2時間延長〉12時間 ３ｼﾘﾝｸﾞ７1/5ﾍﾟﾝｽ ３ 3/5ペンス×12時間

1労働日10時間　・日賃金３ｼﾘﾝｸﾞ

労働密度 実質労働時間 〈労働の価格〉 計算

これまで 10時間 ３ 3/5ペンス 36ﾍﾟﾝｽ÷10時間

1.5倍 15時間ﾞ ２ 2/5ペンス 36ﾍﾟﾝｽ÷15時間
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働力の価値が全家族に分割されるので、成人男子の労働

の価値が低下するとあります。この低下分を妻や子供た

ちの賃金が補うようになるのです。労働力の価値が分割

されるといっても、成員の就労によって再生産費は増大

するので全体としては労働力の価値は高まります(もちろ

ん１人から４人になったからといっても４倍になるわけ

ではありません。恐らく、２倍いやもっと低い割合でし

か高まらないものと推定されます)。結局、労働力の価値

が幾分高まるにしても、増えた労働時間には比例しない

ので、〈労働の価格〉は引き下げられることになります。 

時間賃金は客観的で合理的な基準によって定められて

いるかのように見えるのですが、上記の例は「名目上の

日賃金や週賃金の引き下げによらなくても〈労働の価

格〉を引き下げるいろいろな方法がある」(567頁)こと、

時間賃金は超過労働の手段にもなり得ることを教えてい

ます。 

 

時間賃金の一般的法則 
 

マルクスは時間賃金として次のような一般的法則を提

出しています。 

「日労働や週労働などの量が与えられていれば、日賃

金や週賃金は〈労働の価格〉によって定まり、〈労働の価

格〉そのものは、労働力の価値の変動につれて、または

労働力の価格が労働力の価値からずれるのにつれて、変

動する。反対に、〈労働の価格〉が与えられていれば、日

賃金や週賃金は日労働や週労働の量によって定まる」(同

前) 

この法則は前述の式を展開することによって得られま

す。 

 

過少就業も労働者に苦悩をもたらす――過少就業で   

は労賃の度量単位は意味をなさなくなってしまう 
 

一人の労働者が雇用される条件は以下のように前提さ

れています。 

「かりに一労働日は１２時間であり、労働力の日価値

は３ｼﾘﾝｸ゙ で６労働時間の価値生産物だとしよう。１労働

時間の価格はこの事情のもとでは３ﾍ゚ ﾝｽであり、その価

値生産物は６ﾍ゚ ﾝｽである」(同前) 

〈労働の価格〉が３ﾍ゚ ﾝｽに固定されたままでの過少就

業のケースが検討されます。 

・６時間労働の場合 ３ﾍ゚ ﾝｽ×６ｈ＝18 ﾍ゚ ﾝｽ(＝１ｼﾘﾝｸ゙ 6 ﾍ゚

ﾝｽ) 

・８時間労働の場合 ３ﾍ゚ ﾝｽ×８ｈ＝24 ﾍ゚ ﾝｽ(＝２ｼﾘﾝｸ゙ ) 

どちらの場合も１２時間労働の場合の日賃金３ｼﾘﾝｸ゙ よ

りも大幅に減少しています。 

「彼は、前提によれば、ただ自分の労働力の価値に相

当する日賃金を生産するだけのためにも平均して一日に

６時間労働しなければならないのだから、また、同じ前

提によれは、どの１時間のうちでも1/2時間だけ自分自

身のために労働し、1/2時間は資本家のために労働するの

だから、もし彼が１２時間よりも少なく働かされるなら

ば彼は６時間の価値生産物を取り出すことはできないと

いうことは、明らかである。人々は、前には過度労働の

破壊的な結果を見たのであるが、ここでは労働者にとっ

て彼の過少就業から生ずる苦悩の源泉を見いだすのであ

る」(567-568頁) 

マルクスは、注34で、これは工場法による制限、標準

労働日の制定とは全く違った事態だと指摘しています。 

 これは「資本家が日賃金や週賃金を支払う約束をしな

いでただ自分が労働者を働かせたいと思う労働時間の支

払だけを約束するという仕方」(568頁)です。「１時間賃

金つまり〈労働の価格〉の度量単位の算定の基礎になっ

た時間より短く労働者を働かせる」(同前)ということで

す。「この度量単位は 労働力の日価値／与えられた時間

数の労働日 という比率によって規定されているのだか

ら、それは、労働日が一定の時間数のものでなくなれ

ば、もちろんなんの意味もなくなって」(同前)しまいま

す。「支払労働と不払労働との関連はなくされて」しま

い、「今では資本家は、労働者に彼の自己維持のために必

要な労働時間をゆるすことなしに、労働者から一定量の

剰余労働を取り出すことができる」（同前）ようになりま

す。 

このことを具体的に考えてみたいと思います。１労働

日１２時間で１時間当たりの価値生産物は６ﾍ゚ ﾝｽだとさ

れました。ところが〈労働の価格〉すなわち１労働時間

当たりの労賃は３ﾍ゚ ﾝｽ（支払労働）でした。時間賃金と

いう形態では、資本家は最初の１時間から３ﾍ゚ ﾝｽの不払

労働を取得することが出来ます(価値生産物６ﾍ゚ ﾝｽ－支払

労働３ﾍ゚ ﾝｽ＝不払労働３ﾍ゚ ﾝｽ)。１２時間就労するならこ

の支払労働３ﾍ゚ ﾝｽは必要労働の一部分、他方の不払労働

３ﾍ゚ ﾝｽは剰余労働の一部分と言えますが、もし６時間就

労しか許されないなら６労働時間に対して支払われる労

賃１ｼﾘﾝｸ゙ ６ﾍ゚ ﾝｽ(３ﾍ゚ ﾝｽ×６時間＝１８ﾍ゚ ﾝｽ)は必要労働の

一部分だとは言えなくなってしまいます。１労働時間当

たりの３ﾍ゚ ﾝｽは「労働の平均価格」でさえなくなってし

まいます。 

「資本家は、就業の規則性をまったく無視して、ただ

便宜や気ままや一時的な利害に従って極度の過度労働と

相対的または全部的失業(相対的失業と

は過少就業のこと―引用者)とをかわる

がわるひき起こすことができる。『労働

の正常な価格』を支払うという口実の

もとに、労働日を、労働者には少しも
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相応の代償を与えることなしに、異常に延長することが

できる」(同前) 

こうした資本家の勝手な「１時間賃金」の押し付けに

対し建設部門のロンドンの労働者が反撃のため立ち上が

り、それは労働日の法的制限につながったとあります。 

 

 低い〈労働の価格〉は長時間労働を強いる 
 

 違ったケースが出てきます(第９段落)。 

 「日賃金や週賃金は上がっても、〈労働の価格〉は名目

上は変わらないで、しかもその正常な水準よりも下がる

こともありうる」（568頁） 

 この文章だけではどういう事態なのかよく分かりませ

ん。具体例が示されています。 

 「それは、労働の価格または１労働時間の価格が変わ

らないで労働日が慣習的な長さよりも延長されれば、必

ず起きることである。もし 労働力の日価値／労働日 と

いう分数の分母が大きくなれば、分子はそれよりももっ

と速く大きくなる。労働力の価値は、その機能が長くな

るにつれて、その消耗が増大するので増大し、しかもそ

の機能の持続の増加よりももっと速い割合で増大する。

それゆえ、労働時間の法的制限なしに時間賃金が広く行

なわれている産業部門の多くでは、労働日が或る一定の

点まで、たとえば第１０時間目の終わりまでを限って正

常（標準的――引用者）と認められるという慣習が自然

発生的にでき上がったのである」(同前) 

 労働時間が長くなると労働力は消耗しますが、ある一

点を越えると消耗度は急速になります。工場法がまだ適

用されていない部門では、経験から、この一点までは

「正規の労働時間」と見なされる習慣が出来上がり、そ

れを越える超過労働には僅かばかりの割増賃金が支払わ

れるようになったとあります。そうなると標準労働日を

前提にした〈労働の価格〉は「正常な水準」ではなくな

ってしまいます。僅かな“割増”が付いても足りませ

ん。段落の冒頭の文章は、このような事態を言っている

ように思われます。これを数字で表わすと、次のような

ことになるでしょうか？ 

 １労働日１０時間の場合は日賃金が３ｼﾘﾝｸ゙ なので〈労

働の価格〉は３3/5 ﾍ゚ ﾝｽでした。１０時間を標準労働時間

とすると、それを超える労働時間は超過労働(時間外労

働)になります。この１０時間を越える超過労働による消

耗度の増大によって労働力の日価値が４ｼﾘﾝｸ゙ に高まるも

のとしましょう。超過労働１時間当たり1/2 ﾍ゚ ﾝｽだけ割り

増しされるものとすると、超過労働部分の〈労働の価

格〉は４1/10 ﾍ゚ ﾝｽ(３3/5 ﾍ゚ ﾝｽ＋１/2 ﾍ゚ ﾝｽ)になります。１２

時間労働に支払われる日賃金は(３3/5 ﾍ゚ ﾝｽ×１０時間)＋

(４1/10 ﾍ゚ ﾝｽ×2時間)＝３ｼﾘﾝｸ゙ ８1/5 ﾍ゚ ﾝｽになるのですが、

高くなった労働力の価値４ｼﾘﾝｸ゙ には及びません。 

「こういう場合には標準労働日は現実の労働日の一部

分として存在するのであって、一年じゅうをつうじて前

者よりも後者のほうが長いことも多いのである」(569頁)

とあるのですが、この文章は超過労働が広がって標準労

働日部分の〈労働の価格〉がさらに引き下げられた状態

のことだと思われます。 

「ある標準限界を越えての労働日の延長に伴う〈労働

の価格〉の増大は、イギリスのいろいろな産業部門では

次のような形で行なわれている。すなわち、もし労働者

がとにかくいくらか満足な労賃を取り出そうと思うなら

ば、いわゆる標準時間中の〈労働の価格〉が低いため

に、いくらかよけいに支払われる時間外労働をいやでも

しなければならないという形である。労働日の法的制限

はこのような楽しみ(皮肉です！――引用者)にも終末を

与えてしまうのである」(569-570頁) 

 この段落の前半部分と後半部分との間に矛盾があると

の発言がありました。その主旨は次のようなものです。 

 前半部分。１０労働時間の日賃金は３ｼﾘﾝｸ゙ でそれは労

働力の価値に相当するものであった。時間延長の場合に

は、急速な消耗の増大によって高まった労働力の価値は

割増賃金によって補われるものとされた。そこでは労働

者には、標準時間内で働くのか、それとも割増賃金が付

く長時間労働で働くのかという二者択一があった。とこ

ろが後半部分では、標準時間内の〈労働の価格〉は低く

標準時間では価値どおりの日賃金を得られないものとさ

れ、労働者は超過労働しか選択せざるを得なくなってい

る(選択の余地がなくなっている)。 

 これには、以下のような意見がありました。 

 前半の記述では、標準時間で支払われる賃金は労働力

の価値どおりということになっているが、超過労働(時間

外労働)をするかどうかは労働者の選択に任されてはおら

ず、資本家の生産上の都合で延長労働が労働者に強いら

れている。時間外労働が常態化するようになると、標準

労働時間の〈労働の価格〉は恣意的に引き下げられ、割

増賃金(といっても僅かばかりで、資本は時間外労働に駆

り立てる誘惑もしくは餌としてこれを利用した)をあてに

長時間労働をせざるを得なくなってしまっている。この

状態が後半部分である。前半と後半は論理的に繋がって

いるのではないか。 

 第９段落の議論を終えたところで時間が来てしまいま

した。 

次回は５月１３日(土)で、第１８章

「時間賃金」の残りの部分(第１０段

落から終わりまで)をやってから第１

９章「出来高賃金」に入ります。 

（雅） 


