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  「２１世紀の資本」（トマ・ピケティ、山形 et al 訳、みすず書房、2014） 
         2015.12.10  峰尾欽二 
トマ・ピケティ（Thomas Piketty)の略歴（Wikipedia を編集） 
1971.5.7 フランスのクリシー生まれ（44歳） 
 両親は、裕福な家庭の出で 1968 年の五月革命に関わり、労働運動の闘士。 
18 歳でパリ高等師範学校入学、社会科学高等研究員、ロンドン・スクール・オブ・エコノミスト

に学び、22歳で富の再分配の理論についての考察に関する博士論文を提出して経済学の博士号を

受賞。論文「富の再分配の理論についての考察」でフランス経済学会の 1993 年度の 優秀論文賞

を受賞した。1993–95 年に年にアメリカのマサチューセッツ工科大学で助教授として教鞭をとる

が、研究内容になじめず、帰国。フランス国立科学研究センター研究センターで研究に従事。

2006ー07 パリ経済学校の設立準備に従事し、同校の初代代表となった。しかし、社会党から大統

領候補に立候補したセゴレーヌ・ロワイヤルの選挙運動を支援するためと称して代表の任を離

れ、2007 年以降は同校の教授である。 
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※資本主義の格差が 大の関心事であり、成長至上主義ではない。保護主義的、国家主義的には批

判的であり、民主主義的に矛盾を解決する方策はある（と信じている）。 
富の分配に関する過去の論争は、不十分なデータに基づく思い込みによる議論が多い、と主張し

ている。 
（以上は、紹介者による著者の評価） 
 
はじめに 
過去の議論を振り返る。 
マルサス（1798『人口論』）にとって人口過剰が 大の問題だった。貧困者の子作りを制限しな

いと、人口過剰により世界は破滅すると論じた。 
リカード（1817『経済学および課税の原理』）は、人口と産出（output）がどちらも安定成長に入

ると、土地は希少になり地価は継続的に上がって社会的不均衡が生じると論じた。リカードにと
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って、その後に生じる技術進歩や工業の発展は予想できなかった。マルサスと同じく、人類が食

料調達の必要性から解放されるとは想像もしなかった。 
マルクス（1867『資本論』第１巻）の注目した点は、工業プロレタリアートの悲惨な状況に移っ

ていた。1840 年代は資本が栄えて工業利潤は増えたが、労働所得は停滞した。革命宣言（1848
『共産党宣言』）を裏付けるものとして経済分析を行った（『資本論』研究）。資本が蓄積して

ますます少数者の手に集中してしまう必然的傾向（「無限蓄積の原理」、マルクスによれば、

「利潤率の傾向的低下法則」）を論じた。しかし、19 世紀の 後の３分の１で賃金はやっと上が

り始めて、マルクスの予想を覆した。マルクスについては、第６章で再訪する。 
サイモン・クズネッツ（1955『経済成長と所得格差』）は以上の終末論的結論から楽天的な結論

へと転じた。クズネッツは初めてまともな統計手法（所得分配統計の時系列データ）を使った。

二つの情報源を基にしている。米国連邦所得税申告（1913 年に所得税が導入されるまで存在しな

かった）とクズネッツ自身が行った米国国民所得推計である。クズネッツは自分が集めたデータ

により米国の総国民所得の中で、上位十分位の、あるいは、上位百分位の比率がどう変わったか

を計算できるようになった。それによると、1913 年から 1948 年にかけて、米国の所得格差は急激

に下がっていることが分かった。所得分布上位十分位の年間国民所得は、期初に総国民所得の

45−50％を得ていたが、40 年台後半には 30−35％に下がっていた。ここから、クズネッツは楽観的

な理論「クズネッツ曲線」理論を生み出した。つまり、格差は「釣り鐘型の曲線」に従うという

ものだ（X 軸に経済発展の時間軸、Y 軸に不平等の割合。一定期間を過ぎると、右肩下がりす

る。）。工業化の初期の段階では格差は増大するが、急激に格差が減る段階が来るというもの

だ。その後、データの限定性（大戦時期）と、理論の脆弱性（新興国を引きつけるために理論が

粉飾された）が露呈してくるが、データに基づいた理論構築はその後の経済理論に大きな影響を

与えたようである（19世紀の著者たちにはなし得なかったことである）。 
著者ピケティは、クズネッツの手法を採用して、データの時期を拡張して、まずフランスに適用

して、さらに対象を各国に広めた。高所得層の十分位や百分位は、申告所得に基づいた税金デー

タから推計した。国民所得と平均所得は国民経済計算1から導いた。所得税申告が所得格差の研究

を可能にするのと同じく、相続税申告は富（＊資本といっても良い）の格差についての研究を可

能にする。そのほか、国富の総ストックを超長期にわたって計測するためのデータも使える（土

地、その他不動産、工業資本や金融資本など）。国ごとの国富は、それを貯めるために必要な国

民所得の年数で計測できる。 
（著者によれば）本書が突出しているのは、できる限り完全で一貫性ある歴史的情報源の集合を

集め、長期的な富と所得の分配をめぐる動きを研究しようとしたことだ。 
 
本研究の主要な結果 
＊格差の研究から始まり、格差是正の提言に終わる。 
第一の結果は、富と所得の格差に関する経済決定論は、眉ツバものだ、ということ。1910 年から

1950 年にかけてほとんどの先進国で生じた格差の低減は、何より戦争の結果であり、戦争のショ

ックに対する政府が採用した政策の結果なのだ。同様に、1980 年以降の格差再興もまた、過去数

十年における政治的政策による部分が大きい。特に課税と金融に関する部分が大きい。 
第二の結論は、格差拡大への動きを止める、自然の自発的なプロセスなどないことが分かる。収

斂（格差是正）に向かう主要な力は、知識の普及と訓練や技能への投資だ。知識と技能の分散こ

そが全体としての生産性向上の鍵だし、国同士でもそれぞれの国内でも格差低減の鍵となる（＊

ピケティの持論のようだ）。 
格差に関する二つの基本パターン（格差拡大のプロセス） 
図Ⅰ−１米国での所得格差 1910-2010   
格差の目覚ましい増大は、大企業のトップ経営者の所得の増大に起因している。米国ほどではな

いが、イギリスでも同じ現象が起きている。他の富裕国（日本、ドイツ、フランス、その他の大

陸ヨーロッパ諸国）でも同じ方向性が見られる。 
                                                 
1 一国の、生産、消費、投資といったフロー面や、資産、負債といったストック面を体系的に記述

したもの（wikipedia） 
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図Ⅰ−２ヨーロッパでの資本／所得比率 
過去数十年における高い資本／所得比率への復帰。クズネッツの「釣り鐘型の曲線」とは異な

り、「U 字曲線」になっている。 
第２のパターンの方が富の分配の長期的な進展に与える影響は大きい。 
格差拡大の根本的な力 r > g 
 r：資本の平均年間収益率（利潤、配当、利子、賃料などの資本からの収入を、その資本の

総価値で割ったもの） 
 g：経済の成長率（所得や産出(output)の年間増加率） 
資本収益率が長期的に成長率を大きく上回っていれば、富の分配で格差が増大するリスクは大き

い。 
富が集積され分配されるプロセスは、格差拡大を後押しする強力な力を含んでいる。21 世紀の初

頭この動きは進んでいるように見える。今後数十年で、人口と経済双方の成長率は低下する見通

しが高いので、この傾向は維持されそうである。 
私の結論は、マルクスの無限蓄積の原理と永続的格差拡大とは異なっている（マルクスの理論は

暗黙のうちに、長期的な生産性増大がゼロだという厳密な想定に依存しているからだ）。格差拡

大のプロセスに対抗できる公共制度や政策、その実現は難しいとしても、考えられる。第Ⅰ部で論

じる。 
 
本研究の地理的、歴史的範囲 
できるだけ 18 世紀から取り上げる。主要先進国（米国、日本、ドイツ、フランス、イギリス）の

歴史体験を取り上げ、新興国にはその経験を当てはめる方法をとる。イギリスとフランスの例が

ことさら重要である。この２カ国には、国民の富の規模や構造について、18 世紀初期から複数の

推計値があるからだ。 
フランスのデータを重点的に取り上げるには、それなりの理由がある。フランス革命後、1790 年

代に土地と建物、金融資産の富を記録する仕組みを作った。フランスの相続記録が世界中で も

豊富なのは、フランス革命のおかげである。さらに、人口増加は緩慢だった（フランス革命時の

人口は、3000 万人、今日 6000 万人、２世紀間に２倍の増加）。他方、米国は、独立時 300 万人、

今日３億人、２世紀間に 100 倍増。２国間の格差の力学と構造は全く異なったものになる。米国

では相続の重要性は小さいものになる。 
 
第Ⅰ部 所得と資本 
＊基本概念の紹介で、世界経済の成長史を知っている読者は飛ばしても良い、とあるが、素人に

は重要。 
第１章 所得と産出（＊Income and Output） 
（18 世紀以来の）長期的に見た経済の動向を知るには、資本と労働の分配率の変化を見るだけで

なく、資本／所得比率（＊Capital/Income Ratio)(資本の総ストックと年間の所得フローの比率）の

変化を分析する必要がある。従来この点が欠けていたのは、データの不足に起因している。用語

の整理 
国民所得＝ある国で住民たちに提供されているすべての所得の総和 
GDP＝ある国の国境内で、その年に生産された財やサービスの総量 
国民所得＝GDPー減価償却＋外国からの純収入  
減価償却は１割程度、外国からの収入は現在は 1~2% 
国民所得＝資本所得＋労働所得 
国富＝民間財産＋公的財産 
「富」、「資本」、「財産」を区別することなく使う。 
国富＝国民資本＝国内資本＋純外国資本 
 
資本主義の第一基本法則 α = r × β        （会計上の恒等式） 
 α：国民所得の中で資本からの所得に占める割合（労働所得は除く） 
 β：資本／所得比率 
 r   : 資本収益率 
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β=600%（国富が国民所得６年分）、資本収益率が年 5%なら、国民所得における資本のシェアは
30% 
資本収益率とは、１年間の、資本からの収益（利潤、賃料、配当、利子、ロイヤルティ、キャピ

タルゲインなど）を、その投資された資本の価値に対する比率として表したもの。 
（「利潤率」は、誤って使われるので、使わない） 
上の数値は、現在の富裕国の大雑把な数値。 
一人当たりの国民所得を３万ユーロとすると、市民平均が持つ資本は 18万ユーロ（３万×６）、

資本収益率５％とすると、資本所得は 9000 ユーロ（18 万×5％）で所得の 30%に相当する。 
イメージを上げれば、富裕国の一人当たりの国民所得年３万ユーロは、労働所得２万１千ユーロ

（70％）と資本所得９千ユーロ（30％）から構成される。各市民は平均で資本 18 万ユーロを持つ

ので、資本からの９千ユーロの所得は、年間平均収益率５％に相当する。 
第１基本法則は、国ではなく企業の財務にも適用できる。 
500 万ユーロの資本（オフィス、インフラ、機械など）を使い、年に 100万ユーロの財を生産し、

うち 60 万ユーロが労働者の賃金、利潤が 40 万ユーロだとする。この会社の資本／所得比率 β＝５ 
（資本が産出５年分に相当する）、資本所得のシェア α は 40％（40 万/100 万）で、資本収益率 r
＝８％（r = α ÷ β = 40% ÷ 5) 
 
以上の概念を裏付けるデータがどう計測されてきたか。 
国民経済計算（国の富を図るのが目的）が毎年発表されるようになったのは、両大戦間の時期か

ら。しかし、総量や平均を扱っていて、分配や格差を扱っていない。だから所得や富の分布を計

測し、格差を研究するためには、他の情報源を使わなくてはならない。 
比較の単位として購買力平価を使う。為替レートは使わない。変動が激しいからである。 
図 1-4  為替レートと購買力平価、ユーロとドル 
例：ビッグマックによる購買力平価＝日本でのビッグマックの価格（円）÷海外でのビッグマック

の価格（現地通貨）（＊Wickipedia、単純ではない） 
月間所得＝(GDPー10％（資本の原価償却）)／12 で計算 
 
第２章 経済成長ー幻想と現実 
超長期の経済成長  
表 2-1「産業革命以来の世界の成長」（年平均成長率） 
1700-2012 年で世界の産出は年平均で 1.6%で成長したが、そのうち 0.8%は人口増加分で、残りの

0.8%が一人当たりの産出の増加である。人口増加率年 0.8%が３世紀続くと世界人口は 10 倍以上

増えることになる。実際 1700 年に６億人だった世界人口は 2012 年には 70 億人以上になってい

る。累積成長の法則に馴染んでおくために例示すると、年成長率１％なら、１世代（30 年）後の

累積成長率は 35％に相当し、100 年ごとに 2.7倍になり、1000 年ごとには２万倍以上になる。 
人口増加が大きいと格差低下につながりやすい。それは相続財産の重要性を引き下げるからだ。

逆に、横ばいの人口か人口減の社会だと、先代が蓄積した資本の影響は高まる。さらに低成長だ

と、資本収益率は成長率より大幅に高くなることが考えられ、長期的な富の分配格差へと向かう

主要な要因となる。（第Ⅰ部の主要なテーマだ） 
  
経済成長をどう見るか。 
1700-2012 年の産出成長率（人口増加分を除く） 
      18 世紀   19 世紀：  20世紀 
世界       0.1%以下  0.9%    1.6% (表 2-1) 
経済成長は、19 世紀 後の 30 年から上向き、顕著になったのは 20 世紀になってからだ。 
20 世紀初ヨーロッパ人の月額所得 400 ユーロ→2010 年には 2500 ユーロ、６倍の生産消費してい

る。もちろんその内訳は複雑だ。消費の構造が変化している。消費者のバスケットには食品しか

入っていなかったものが、新たに工業製品やサービスが入ってくるようになったのであって、単

純に購買力が６倍になったということはできない。 
21 世紀の成長はどうなるだろうか。 
表 2-5 産業革命以来の一人当たり産出成長（年平均成長率） 
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1990-2012 年 一人当たり産出成長率 
 西欧 1.6%      北米 1.4%   日本 0.7% （表 2-5 では、1.9%、1.5％) 
多くの人々は、成長というのは 低でも年 3-4%を念頭に思い浮かべるが、それは幻想に過ぎな

い。年率 3-4%以上の成長が起こった歴史的事例は、他の国に追いつこうとしていた国で起こった

ものだけだ。追いついた時点で終わってしまうプロセスだし、従って移行期の限られた時間にし

か起きないものだ。こうしたキャッチアップ・プロセスは世界全体では起こらない。 
年率１％の経済成長は、30 年後には 35％以上の累積成長率をもたらす。これは大規模な社会変革

をもたらす。今日生産されているもののかなりの部分、４分の１か３分の１、は３０年前には存

在せず、仕事や職業のかなりの部分が取って代わるということだ。 
戦後の 30 年間は例外的な時代だった。1950-1970 年西欧では４％(3.8%?)を超えた。 
図 2-3「産業革命以来の一人当たり産出の成長率」 
1914-1945 年の時期にヨーロッパは米国に大きく遅れをとり、栄光の 30年で米国に追いついたか

ら、ヨーロッパと米国は世界の技術 前線に立ちどちらも比較的ゆっくりしたペースで成長する

ようになった。 
大陸ヨーロッパ、特にフランスでは、人々はごく当然ながら戦後すぐの 30 年ー経済に対する強い

国家介入期ーを急成長に恵まれた時期だと考える。そして、1980 年あたりから始まる経済自由化

こそはそのスピードダウンをもたらしたものだと考える。 
イギリスと米国では解釈が異なる。英語圏と敗戦国とのギャップは急激に縮まった。1970 年代末

になると、米国の雑誌はしばしば米国の衰退と日独産業の成功を嘆いた。イギリスでは、一人当

たり GDP はドイツ、フランス、日本、さらにイタリアにすら追い越された。サッチャーとレーガ

ンによる保守派革命の背景には、敗戦国に追い上げられたという危機感がある。彼らは「福祉国

家を元に戻す」と約束し、19 世紀型資本主義に戻そうとした。今日でも、英米の多くの人が保守

派革命が驚異的成功を収めたとみなしているのは、大陸ヨーロパや日本が米国並みの成長率に戻

ったからに他ならない。（！）（また、触れる機会がある） 
図 2-2 古代から 2100年までの世界人口増加率 
図 2-4 古代から 2100年までの世界一人当たり産出成長率 
2100 年までの産出成長曲線は、人口増加の釣鐘型曲線と同じ型になる。人口増加よりピークが遅

い（１世紀遅れで 21 世紀の真ん中あたり）、そして、ゼロには近づかず、１％あたりにとどまる 
二つの釣鐘型曲線を合わせると、新しい成長曲線ができあがる。 
図 2-5 古代から 2100年までの世界産出成長率 
その根拠Ⅰ富裕国での生産性成長が１％以上を維持するⅠ新興経済が金持ち経済に 2050 年頃には

追いつく。 
 
第Ⅰ部 資本／所得比率の動学 
第３章 資本の変化 
資本／所得比率の変化 
図 3-1 イギリスの資本 1700-2010 年 
図 3-2 フランスの資本 1700-2010 年 
イギリスとフランスの資本構成はよく似ている。U 字型曲線（釣鐘型の反対）。 
国民資本＝農地＋住宅＋他の国内資本＋純外国資本 
純外国資本（スエズ運河の株など）はゼロかマイナスに、農地はゼロ近くまでに。 
農地→住宅、工業資産、金融資産 
現在のイギリスとフランスの所得と富を概観すると、 
一人当たりの国民所得３万ユーロ、国民資本は国民所得の６倍、18万ユーロ 
内、住居が９万ユーロ、その他の国内資本（主に、金融資本を介して企業に投資された資本）も

９万ユーロ 
公共資産（金融、非金融）の総価値は、イギリスでは国民所得１年分、フランスでは 1.5 倍。 
公的債務は国民所得１年分あるため、イギリスの純公共資産はゼロに近い。 
2010 年の民間資産は、国富のほぼ全額、イギリスでは 99％強、フランスでは 95％ 
公共財産について 
図 3-3 イギリスの公共財産 1700-2010 年 
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図 3-4 フランスの公共財産 1700-2010 年 
図 3-5 イギリスの民間資本と公的資本 1700-2010 年 
図 3-6 フランスの民間資本と公的資本 1700-2010 年 
両国（その他の富裕国も）、多額の公的債務を抱えている。その状況は急速に変わり得るので、

過去の経緯に触れておく。 
イギリスとフランスの負債のあり方は大いに違った。イギリスでは公的負債は 1810 年代（ナポレ

オン戦争の後）には国民所得の 200％に達した（当時のフランスの 10 倍）。財政黒字が負債を減

らし 1910 年代に国民所得の 30％を切るまでに１世紀かかった。民間財政が豊かだったイギリスの

富裕者は国に貸付をして数十年わたって利息を受け取った（インフレは事実上ゼロで国債の利率

は 4-5%だった）。  
1910 年代以降のフランスにおけるインフレによる負債の償却は手荒だった。1913−1950 年のフラ

ンスにおけるインフレ率は年平均 13％超で 37 年間で物価は 100 倍になった。1950 年には、債権

の購買力は 1913 年の 100 分の１になり、かつての不労所得生活者やその子孫には、ほぼ何も残さ

れていなかった。（イギリスのやり方は、もう少し穏やかだった。） 
20 世紀に再分配のメカニズムにインフレが果たした役割は大きいが、問題点もある。インフレが

恒久化すると、貸し手はもっと高い名目金利を求めるようになり、望ましい効果が得られなくな

る。さらに、高インフレは一旦加速すると、制御が難しくなる。インフレは 20 世紀の現象だ。 
 
第４章 古いヨーロッパから新世界へ 
対象をドイツ、北米に広げる。後者は、土地が広いこと、奴隷制があったこと、従って資本の蓄

積量が少ないことが特徴である。 
図 4-1 ドイツの資本 1870−2010 年 
共通点：農地の価値がなくなっていること、資本／所得比率が着実に増していること。 
図 4-4 ヨーロッパの民間資本と公的資本 1870-2010 年 
ドイツの民間資本の蓄積は低い（国民所得比 400％、英仏の５−６00％）。「利害関係者モデル」

（経営会議に経営者以外に、労働代表、地域代表、消費者団体、環境保護団体らが参加する）は

「株式モデル」に比して、常に企業の時価総額を引き下げる（説明がないが、資本が分散される

から？）。 
図 4-5 ヨーロッパの国民資本 1870-2010 年 
資本／所得比率の大まかな変遷は、他の西欧諸国（イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、

オーストリア）も同じ傾向。 
1914-1945 資本／所得比率の落ち込みの原因をまとめてみる。 
Ⅰ大戦による資本の物理的破壊 
フランスでは国民所得の１年分、ドイツでは 1.5年分、イギリスでは 10％程度。 
Ⅰ外国ポートフォリオの崩壊 
イギリスでは、国民所得２年分だった純外国資本が 1950 年代にはマイナスになった。 
ボルシェヴィキのロシアへの融資の支払い拒否 1917、スエズ運河の国有化 1956 など。 
③1914−1945 貯蓄率の低さ 
外国資産の売却、1930年代の大恐慌で多くの株主や債券所有者が破産、インフレ 
さらに、企業の混合所有（一部企業の国有化）と規制（家賃統制政策など）という新たな戦後の

政治的背景の中で生じた資産価格の低下。 
 
米国の資本 
図 4-6 米国の資本 1770-2010 年 
1770 年総資産は国民所得の３年分 土地が豊富で資本価値が小さい。 
20 世紀の各種の打撃は、ヨーロッパに比べてはるかに弱く、資本／所得比率はずっと安定してい

た。1910−2010 年国民資本は国民所得の４年から５年分を上下しており、西欧諸国に見られる U
字型曲線は見られない。 
カナダ 
図 4-9 カナダの資本 1860-2010 年 
1910 年、国内資本は国民所得の 530％、外国人投資家の資産は国民所得の 120％。 



 

 7 

大戦後は外国人投資家が売却し、国内資本は国民所得の 410％、外国人投資家の資産は国民所得の

10％。 
奴隷を資本として扱うと、 
図 4-10 米国の資本と奴隷制 
1800 年総人口 500 万人中奴隷は 20％（100 万人） 
18 世紀後半、19 世紀前半、奴隷の総市場価値は国民所得の１.5 年分、農地の総価値と同じ。 
奴隷を資本に含めると、南部の資本の価値（国民所得比）は英仏とほぼ同じになる。 
 
第５章 長期的に見た資本／所得比率 
資本主義の第二基本法則   
 β ＝ s/g 
β：資本／所得比率 s：貯蓄率 g：成長率 
s=12 %, g=2%ならば、β=600% 
国民所得の 12％を蓄え、国民所得の成長率が２％の国は、長期的には国民所得６年分に相当する

資本を蓄積することになる。ほとんど停滞した社会では、過去に蓄積された富が、異様なほどの

重要性を持つことになる。 
国民所得の総成長率＝一人当たりの成長率＋人口増加率 
21 世紀の資本／所得比率が 18、19 世紀の水準に並ぶほど高い水準になってしまうのは、低成長時

代に復帰したせいだと言える。だから成長ー特に人口増加ーの鈍化こそが、資本が復活を遂げた

原因だ。（図 1-2) (式の導出は、「第二法則に関する補足」（12頁）参照） 
貯蓄率が 12％で成長率が 1.5%に落ちると、長期的な資本／貯蓄比率 βは８年分になる。より資本

集約的な社会になる。（＊だからどうかという直裁的な結論は出てこない。富の所有者が誰であ

るかによってその影響は左右される。19 世紀的な硬直した社会にもなれば、そうでないかもしれ

ない。後半の格差の構造に期待する所以である。） 
ヨーロッパ：貯蓄率が 10-12%、国民所得の総成長率 1.5-2%、人口増加ほぼゼロならば、国民所得

6-8 年分の資本ストックを蓄積できる。 
米国：人口増加年間１％、総成長率 2.5-3%なら、３−４年分の資本ストックになる。 
 
第二基本法則が成立する前提 
Ⅰ長期的に見た場合のみ成立する。 
発想例：ゼロ資本から初めて貯蓄率 12％が続くとして、成長率がゼロならば（！）、所得６年分

を貯蓄するのに 50 年かかる。実際は所得が上がる（成長する）から実現できない。 
この公式は、経済が長期的に向かう均衡状態を示しているが、完全に実現することはない。 
Ⅰ式が有効なのは、人間が蓄積できる資本の場合に限られる。純粋な天然資源は β の値を大きくす

る 
Ⅰ式が有効なのは、資産価格が平均で見て、消費者物価と同じように推移する場合だけだ。不動産

や株の価格が他の物価より急速に上昇すると、βの値は新たな貯蓄が加わらなくても非常に高くな

りかねない。（例、日本のバブル） 
この第二法則は、資産の平均価格が消費者物価と同じ比率で上昇する場合、資本／所得比率は長

期的には均衡状態に達することを示す（にすぎない）。 
ある国が所得の 12％を毎年貯蓄しており、当初の資本ストックが所得６年分とすると、資本スト

ックの成長率は年間２％で、国民所得の成長率が同じ比率とすると、資本／所得比率は安定状態

を保つ。（貯蓄率 s、資本／所得比率 β とすると、資本ストックの成長率は s/β、この場合は
12/6=2) 
一方、資本ストックが所得６年分に満たない場合、貯蓄率 12％だと資本ストックは年間２％より

大きな比率で成長する。資本ストックは所得の成長率より早く成長するので、資本／所得比率は

増加して、やがて均衡状態に達する。逆も成り立つ。 
 
1970~2010 年 富裕国における民間資本の推移 
図 5-3 富裕国の民間資本 1970-2010 年 
富裕国の民間資本は国民所得 2-3.5 年分(1970 年)から→4−７年分(2010 年)に増加。 
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日本は、1990 年に７年分（不動産と株のバブル）→６年分に安定(2010 年)。 
長期的に重要な要素は、経済成長の鈍化（特に人口増加の低迷）、貯蓄率の高さであり、70年代､

80 年代の民営化と公共財産の民間移転が進み、民間資本が強力な復活を遂げている。 
表 5−1 富裕国の成長率と貯蓄率 1970-2010 年 
一人当たり国民所得の平均成長率は 1.6-2.0% 
平均貯蓄率は概ね 10−12％、米英 7-8%、日本、伊 14ー15％ 
不動産、株の値動きは短期的、中期的には支配的な影響力を持つが、長期的には均衡する。 
民間貯蓄の二つの構成要素 
Ⅰ民間個人が直接行う貯蓄        
Ⅰ企業が再投資する利益（内部留保）   
表 5-2 富裕国での民間貯蓄 1970-2010 年 
日本の場合、年平均 1970-2010 年Ⅰ6.8% Ⅰ7.8% 合計 14.6% 
第二法則で使われる貯蓄は、減価償却後の貯蓄 
表 5-3 富裕国での総貯蓄と純貯蓄 1970-2010 年 
日本の例(1970-2010) 
総民間貯蓄 33.4% 減価償却分 18.0%  純民間貯蓄 14.6% 
21 世紀の資本／所得比率を予測してみる。 
21 世紀後半には、人口・経済成長は 1.5%に近づくと予測する。さらに、貯蓄率は長期的に 10％
で安定するとする→資本／所得比率は 21 世紀末には、700％に近づく。 
図 5-8 世界の資本／所得比率 1870-2100 年（フランス語のまま） 
 
第６章 ２１世紀における資本と労働の分配 
第一基本法則 α ＝ r × β 
資本ストックが国民所得の６年分、資本の平均収益率 r＝５％→資本所得は国民所得の 30％
（600×5)、労働所得は 70％(100-30) 
 
英仏データ  18世紀後半ー19 世紀    20 世紀半ば   20 世紀後半ー21 世紀前半 
資本分配率 α   35-40%             20-25%      25-30% 
資本の収益率 r   5-6%                 7-8%                    4-5% 
 
資本／所得比率 βの動きは、資本の収益率 r で相殺され資本所得の動きは緩和されている。つま

り、β が低いと、r は高く、β が高いと、r は低くなる。 
図 6-1 イギリスでの資本と労働の分配 1770-2010 年 
図 6-2 フランスでの資本と労働の分配 1820-2010 年 
実際の資本収益率  
 高リスクな資産の利回り 7−8％以上（アメリカの大学基金の運営の例） 
 18,19 世紀の農地    4-5% 
   貯蓄口座の利回り    1-2%、あるいはマイナス 
 
 
現在では労働報酬（賃金、給与、賞与、その他、経営者を含め、企業活動に労働を提供する従業

員に対する支払い）と資本報酬（配当、利子、企業の資本の価値を上げるために再投資された利

潤など）は明確に区別されている。その他に、非賃金労働者の報酬がある。自営業に関わる非賃

金労働者は、富裕国の国内生産の約 10％を占めている。この非賃金労働者の所得を「混合」所得

と呼ぶ。混合所得を資本所得と労働所得に明確に区別することはできないから、経済の他の分野

での平均的な資本と労働の分配率を適用している。18、19 世紀には混合所得が国民所得の半分を

超えていただろうから、18、19 世紀の資本シェア（及び労働シェア）は概算値としてしか示せな

い。18、19世紀の資本ストックの価値推計は、資本と労働による所得フローより正確だ。だか

ら、（一般の経済学者がやるような）資本と労働の分配を見るのではなく、資本／所得比率の変

遷を分析の基軸においている（と、著者ピケティは強調している）。 
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所得フローの分析を不確実にするもう一つに、純粋な資本収益という概念がある。投資しようと

する人が必要とする労働が分析から抜け落ちている。資本収益率の計算には、資本の管理と「公

式」な金融仲介（銀行、公式金融機関、不動産業者、マネージングパートナーが提供する、投資

に関する助言とポートフォリオ管理）のコストは（国民経済計算では）考慮に入れられている。

しかし、「非公式」な金融仲介（自分のポートフォリオを管理する）の分も著者は含めている。

図 6-3,6-4（英仏の資本収益率）実際の平均収益からポートフォリオ管理の非公式コストを引く

と、（純粋な）収益率は 1、2 ポイント低くなる。＊！！！ 
図 6-3 イギリスでの純粋な資本収益率 1770-2010 年 （税引き前データ） 
図 6-4 フランスでの純粋な資本収益率 1820-2010 年 
(純粋な資本収益とは、収益を上げるためにその労働につぎ込んだ時間とエネルギーを差し引いた

もの） 
 
歴史的な、そして、21世紀初期の資本収益率 
18、19 世紀の資本収益率は 4-5%、20 世紀には一時高騰したが、21 世紀前半は 3-4%に近づきつつ

ある（断言できるほど時間が経っていない）。資本収益率はどうして低くなったのだろうか。20
世紀になると税負担が激増した。資本所得に対する平均税率は、ほとんどの富裕国で 30％、純粋

収益率と個人にもたらされる収益率には大きな差が生まれている。資本収益をもたらすものは、

金融資産と不動産だ。当座預金、普通預金は国民所得の 30％、総資産の５％を占めるが、資本の

平均収益率にはほとんど影響を与えない。。総国富の半分を占める住居の年間賃貸料の方が重

要。一般に物件価値の 3-4%。例えば、50 万ユーロの価値を持つアパルトマンは、年間 1.5-2 万ユ

ーロの賃料を稼ぎ出す。小さなアパルトマンの賃貸収益率は５％になる。持ち家を選ぶ人は、こ

の地代に相当する額を貯蓄できる（と考える！！！）。主たる金融資産は株、債券、投資信託、

確定年金、年金基金などの長期金融契約などだ。大規模な金融投資は一般に高収益をもたらす。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
資本とは（何に使われるか） 
第一に、住居（厳密には、住居サービス）の提供。室内で寝起きできる生活を野宿と比較した時

の厚生の増分でその価値は住居の賃料で測られる 
第二に、他の財やサービスを生み出す生産要素になること（土地、道具、建物、事務所、機器、

インフラ、特許など） 
資本の収益率を決めるのは、第一に技術（資本は何に使われているか）、第二に資本ストックの

豊富さだ。過剰な資本は資本収益率を下げてしまう。資本ストックが増加すると、資本の「限界

生産性」（資本を１単位追加することによって得られる生産増加分の価値）は下がる。例えば、

農業労働者一人ひとりがすでに数千ヘクタールの農地を持っていたら、１ヘクタール追加しても

新たに得られる収穫量は限られたものになる。問題は、資本ストックが増加するとき、資本の限

界生産力がどのくらい減少するかだ。それは資本収益率の低下を意味する。資本／所得比率 β が

増加するとき、資本収益率 r がどれくらい下がるかだ。可能性は二つ。資本／所得比率 β が増加す

るとき、国民所得における資本所得のシェア α ＝ r × β が減少する場合（例えば、βが２倍になっ

たとき r が半分以下になる）と、βの増加に伴い資本所得シェアが増加する場合。 
（ここで過去の経済論争に触れる。多くの経済学者は資本と労働の分配は安定していると主張す

ることに固執した。マルクス派学者は労働所得の比率は減少していると主張した。ともに、デー

タ収集と操作の誤りだったと指摘する。本書は、資本と労働の分配を資本／所得比率の推移に注

目して長い歴史背景のもとに捉えようとした 初の試みである、と自賛している。） 
1970-2010 年には資本／所得比率の増加に伴い、所得の資本シェアはほとんどの富裕国で増加して

いる。 
図 6-5 富裕国の資本シェア 1975-2010 年 
富裕国の資本シェアは、1970 年には 15-25%、2000-2010 年には 25-30%、1800-1810 年には 
35-40%だった。 
 
マルクスの「無限蓄積の原理」を検証する 
第二基本法則 β ＝ s/g 
成長率 gがゼロかそれに近い場合を考える。資本／所得比率 β は無限に大きく近づく。 
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第一基本法則 α = r × β 
から、資本収益 r はどんどん下りどんどん小さくなる。そうでなければ、資本所得 α は国民所得全

てを食い尽くす。（＊実際にそうならなかったのは、マルクスには「構造成長」という考えがな

かったからだ、と言いたいらしい。） 
マルクスは、実際、繊維工場の帳簿を取り上げ（「資本論」第 1 部）、資本の総量が年間生産高

の価値に対して極めて高い（10 倍以上）例を取り上げている。この場合、資本収益率を５％とし

た場合、この企業の産出価値の半分以上が利潤になる。（＊つまり、マルクス流に言うと、 
搾取率＝可変資本に対する剰余価値の割合 ＞ 100%) 
当時の時代背景（19 世紀の前３分の２、資本所得の一貫した上昇傾向）から同情気味。 
他の産業部門の財務諸表を調べていないこと、それに、当時始まっていた国民経済計算（資本ス

トック推計の試み）を利用しようとしなかったことを批判している。 
gは、永続的かつ恒久的な生産性の成長を突き動かす構造成長を前提としている（マルクスの前提

とは異なっている。）。資本と労働の代替の弾力性（機械化などで資本が労働に取って代わり成

長を続ける可能性）が無限大であり、極論すれば、生産に資本のみを使う「ロボット化」された

経済が可能と考える。 
＊「補遺」では、「工場の所有者に見せてもらった」ある（繊維）工場の帳簿に関する分析が第

１巻９章「剰余価値率」に乗っていると言っているが、調べた限り、存在しない（日本語訳（青

木書店、長谷部文雄訳））。マルクスが利用した数々の統計は、『資本論』第１巻 25 章「資本集

積の一般法則」にあると言っているが、同第 23章「資本制的蓄積の一般的法則」では確認できな

かった（気力と視力に欠けた）。 
 
低成長レジームにおける資本の復権 
長期的な資本／所得比率の動学と、資本と労働の分配を正しく分析できるだけの統計データが得

られるようになったのは、やっと 20 世紀の終わりになってからだ。このことから何が言えるか。 
第一に、歴史的な低成長レジームへの回帰、特にゼロあるいはマイナスへの人口増加は、 
β＝s/g から停滞社会では過去に蓄積された富がかなりの重要性を持つようになる。 
ヨーロッパでは現在、資本／所得比率は、すでに国民所得の 5−6 年分になっており、貯蓄率が

10％で、成長率が超長期的に 1.5%で安定した場合、世界的資本ストックは所得 6,7 年分に増加す

る。成長率が１％に低下した場合には所得 10 年分にまで増加しかねない。 
第二に、資本ストック α＝r × β。可能性としては、収益率の減少が資本／所得比率の増加の割合よ

り小さく、その結果、資本シェアが増加するということだ。資本／所得比率 7-8 年分、資本収益

率 4-5%では所得に占める資本シェアは 30％から 40％に達する。18、19 世紀の水準に近いか、そ

れ以上になりかねない。（註：資本/所得比率が上がるとしても、資本収益率は大幅に下がるとは

限らない。超長期で見ると資本の使い方はいろいろあるから、資本による労働の長期代替弾力性

が１より大きくなるかもしれない。資本による労働の代替弾力性とは、必要な財やサービスを生

み出すための労働を、資本でどのくらい容易に代替できるかを示す。代替弾力性が無限に大きい

場合、資本を足せば好きなだけ生産を増やせる、完全ロボット化社会になる。） 
 
第二法則に関する補足 
第５章 資本主義の第二基本法則 β = s / gの導出 
資本/所得比率 β、貯蓄率 s、成長率 g 
t 年の資本 Wt 貯蓄 St とすると、 
     Wt+1 = Wt + St 
t+1 年の国民所得 Yt+1 で両辺を割り、 
資本／所得比率を βt = Wt / Yt   国民所得の成長率 1 + gt = Yt + 1 / Yt   
貯蓄率を st = St/Yt とすると、 
 βt+1 = (Wt + St) / Yt+1 

                         = (Wt + St) / (1 + gt)Yt 
        = (βt + st) / (1 + gt) 
                 = βt × (1 + st  / βt) / (1 + gt) 
資本の成長率は、st  / βt で表され、資本／所得比率は、st  / βt ＞ gt の場合に増加し、 
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st  / βt < gt の場合に減少する。つまり貯蓄率と成長率が両方とも一定水準 st = s、gt = g 
で安定すると、資本／所得比率 βt は β = s / g となる。        （前編）おわり 
       


