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おわりに 
•
第三部　格差の構造 
第７章　格差と集中ー予備的な見通し 
多くの人が、現代の経済成長では当然ながら相続よりも労働、出自よりも能力が重んじられると
信じている。＊この思い込みに冷水を浴びせる。古い世襲型資本主義が台頭しつつあるのではな
いか、と警告する。 
資本所得の格差は、労働所得の格差よりも常に大きい。その差を大雑把に比較してみる。 
労働所得分布の上位10％が、全労働所得の25-30%、下位50％は上位10％とほぼ同じ。 
資本所得分布の上位10％は、すべての富の50％以上、下位50％は上位10％の10分の1程度 
さらに、時代別地域別に分析したのが、表7.1（時間空間的に見た労働所得格差）、表7.2(時間空
間的に見た資本所有格差）、表7.3（時間空間的に見た総所得（労働と資本）の格差）（数値は全
て課税前の値） 
労働所得の格差も大きいが、資本所得格差に比べれば小さい。 
20世紀における中流階級の登場は、ひとつの特徴である（資本所有において、1910年代のヨー
ロッパは５％、2010年代には35％）。資産を持つ中流階級の台頭に伴って、上位100分位の富
の占有率は、20世紀初頭には50％以上あったものが、21世紀の初めには20ー25％までに減少し
ている。　 
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重要なのは、格差の大きさそのものではなく、格差が正当化されるか（社会が認めるか）という
ことだ（そのためには、格差構造の分析は欠かせない、と著者は強調する）。 
高水準の格差を達成する方法は二つある。ひとつは「超世襲社会」（「不労所得生活者社会」）
＝相続財産が重要な位置を占め、極端な格差社会（トップ10分位が90％、100分位が50％を占
める社会）、実際にアンシャン・レジーム期のフランス、ベル・エポック期（＊19世紀末から第
一次大戦までのパリが華やかに繁栄した時代）のヨーロッパで存在した。もう一つの可能性は、
ここ数十年米国で出現した「超能力主義社会」（遺産ではなく、高い労働所得の差による）。 
二種類の超不平等社会ー不労所得生活者の社会とスーパー経営者の社会ーが重なって出現する可
能性さえ否定できない。 

第８章　二つの世界 
図8-1　フランスにおける所得格差　1910ー2010年 
特徴(1)フランスにおける総所得の格差はベル・エポック期以来大幅に縮小した。トップ10分位の
シェアは、45-50%から現在35-40%に減少している。 
特徴(2)20世紀を通じた所得格差の縮小は、ほぼ最上位の資本所得の減少だけによるものだ。賃金
格差は長期的には変わらない。賃金の低い50％は、常に総賃金の25-30% 
その原因は、不労所得生活者の減少と高額資本所得の崩壊による。 
図8-1をもう少し細かく見てみる。1930年代の格差増加の理由：1927-1931年に公務員賃金が
引き上げられ、中級公務員と教師がその受益者になった。他方、民間部門の賃金は50％以上減
少、デフレ（物価は25％下落）が続いた。 
図8-1 1960年代後半の格差の急激な縮小の理由：5月革命（1968.5）の危機を収束させるために
シャルル・ド・ゴールは最低賃金を20％あげた。さらに、1983まで毎年最低賃金を上げざるを得
なかった。平均賃金は50％しか増加していないのに、最低賃金購買力は130％以上増大し、賃金
格差は大幅に縮小した。賃金総額は生産高より急激に上昇した。1981年に変わった社会主義政権
は、82-83年に「緊縮財政への転換」を行い、最低賃金の年次引き上げ政策は放棄された。国民
所得における利潤の割合は急増し、賃金格差は再び拡大した。 
図8-2　不労所得生活者の減少　1910ー2010年 
（注、フランスの所得税導入は1914年、それ以前は推定値） 
なぜ不労所得者社会が復活しなかったのか（図8-2)。その主たる原因は、所得と相続財産に対す
る累進性の高い課税だ。 
特徴(3)格差縮小には、「自然」な均衡状態に向かう規則的傾向などはなかった。いろいろな経済
的、政治的要素による。縮小が1914-1945年に集中しているのは、二度の大戦、恐慌、公共政策
（家賃統制、国有化、国債の下落による不労生活者の消滅）などによる。 

米国における格差の変容（フランスと比較して） 
図8-5　米国の所得格差　1910-2010年 
図8-6　米国におけるトップ十分位の構成　1910-2010年 
1910年代の米国は、フランスより格差は穏やかだった（十分位の総所得に占める割合は40％だっ
た）が、大恐慌直前には50％を超えていた。大恐慌が米国に与えた打撃と戦争遂行のために連邦
政府が課した税制のために格差は急激に減少した。全国戦時労働委員会の果たした役割は大きい。
1941-1945年の間、最低賃金層の労働者の賃上げしか認めなかった。しかし、ヨーロッパに見ら
れた不労所得生活者の自滅現象は起きなかった。 
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1950-1980年代の米国は格差が最も小さくなり（十分位の所得に占める割合は35％以下）、フ
ランス（ヨーロッパ）より平等な社会だった。1980年代以降、爆発的な拡大が続く（トップ十分
位のシェアが1970年には30-35％だったのが、2000年には40-45％になった）。この格差の拡
大は、トップ１％グループの増加に負うことが大きい（1970年に９％→2000-2010年には20％、
上下動が大きいのは、インセンティブ報酬、ボーナス、オプション価格の不安定さによる）（図8-
6)。 
1980年以降、国民所得のおよそ15％が貧しい90％から豊かな10％に移行したことになる。最も
裕福な１％がこの間の国民所得の増加分のほぼ60％を取り込んでいる。この間の経済成長率は低
く、底辺90％の所得成長率は年間0.5%以下である（数値の出所文献の紹介あり）。特に注目すべ
きなのは、２度の金融危機（1929年、2008年）前に格差が極大になっている。格差の拡大が低
成長と相まって、金融不安をもたらした一因であると考えられる。理由は簡単。下層、中流階級
の実質購買力の低迷、上流階級による金のだぶつき、金融業者による融資の増大、質素な世帯の
借金増加、返済不能、・・・。 
超高額給与の台頭 
図 8-7  米国の高所得と高賃金　1910-2010年（補遺は英語版） 
図8-8　米国の所得上位１％の変化 
1950年代を通じて米国の賃金格差はかなり低水準で推移し、格差はフランスより低かった。トッ
プ十分位に渡る所得のシェアは25％程度で、それが1970年代半ばから労働所得シェアは、急速
に増大した。最終的に、トップ十分位のシェアは25から35％になった。その主な原因は、非常に
高い所得と非常に高い給与の増加は「スーパー経営者」（大企業重役）の出現によるものだ。 

第９章　労働所得の格差 
国や時代によって賃金格差があるのはなぜか、その既存の説明理論は二つある。それは、米国に
おけるスーパー経営者の登場を正当化する理論たりえるだろうか。 
①限界生産力説（働いている組織の生産高に対するその人個人の貢献に等しい） 
②需要と供給の均衡説（技能と、技能に対する需要によって決まる） 
二番目の説は単純すぎる。実際の労働者への支払額決定では各種社会グループの相対的力が働く。
しかし、需要と供給という観点からの見方には良さがある。 
技能の供給は教育のシステムに左右される。 
フランスの例：賃金階層が長期にわたり安定しているのは、教育制度の民主化が進んだにもかか
わらず、技能の水準がそのまま上方に進んだため。小学卒は中卒に、中卒は高卒に、高卒は大学
や大学院に、というように。 
米国の例：1980年以降賃金格差が急激に増大したのは、大卒数の増加が止まった時期と符合して
いる。米国は高等教育に十分な投資をしなかったことと関係している。家庭は高額な授業料を払
うことができなかった。 
スカンディナビアの例：賃金格差が小さいのは、教育システムが比較的平等で包括的であるから
だ。賃金をあげ賃金格差を減らす最善の方法は、教育と技能への投資だ。（＊賃金格差と教育の
関係は著者の持論であるらしい。） 
しかし、賃金格差の是正に教育投資だけが有効というわけでもない。最低賃金制も賃金格差に大
きな影響を与える。フランスと米国における最低賃金の推移を見てみる。 
図9-1　フランスと米国の最低賃金　1950-2013年 
物価調整しているから、最低賃金が下がることもある。米国は1970年以降下位の賃金の上昇に最
低賃金制を利用する方策を放棄した。 
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1980以降の米国の格差拡大を支持する経済理論（スーパー経営者の限界生産性、経営者の技能の
向上）へデータに基づく反論を試みる（計測の難しさの指摘とか、日本やドイツとの比較）。 
スーパー経営者の台頭はアングロ・サクソン的現象である。 
図9-2　アングロ・サクソン諸国での所得格差　1910-2010年 
ヨーロッパと日本における百分位の推移 
図9-3　大陸ヨーロッパと日本での所得格差　1910-2010 
図9-7　ヨーロッパと米国におけるトップ十分位の所得シェア　1900-2010年 
図9-8　ヨーロッパと米国における所得格差　1900-2010年 
1980年以降の米国（とイギリス）の賃金格差の急激な上昇は、企業重役の賃金上昇によるのであ
り、それを合理化する限界生産性理論への批判。米国とヨーロッパ、日本との相違は限界性理論
への反証となっている。恣意的な重役報酬の決定への批判。 
1970、80年代に米英を席巻した「保守革命」（ヨーロッパと日本に遅れをとったという認識が
底流にある）は超高額重役報酬を導き出す社会規範を醸成した。最高限度所得税率の低下も影響
している。 

第１０章　資本所有の格差 
どんな時代のどんな社会でも、人口の貧しい下半分は、実質的に何も所有していない（だいたい
国富の５％程度）。富の階層のトップ十分位は所有可能なものの大半を所有している（だいたい
国富の60％以上）。残りの人々（中間の40％）が国富の5-35%を所有する。不労所得生活者の
没落に変わって、国富の四分の一から三分の１を所有する中流階級の出現は、富の分配を左右す
る大きな要因となるだろう。この変化を長い時系列データの中で検証してみる。 
フランスー民間財産の観測所 
貴族に対する優遇税制が廃止された1791年に相続税と贈与税が財産登記簿とともに確立された。
ほぼ完璧な財産登録システムが確立されたのである。 
図10-1　フランスの富の格差　1810-2010年　　　　 
資本所有の格差は、18、19世紀を通じて非常に高い水準で安定していた。トップ十分位は国富の
80-90％を、トップ百分位は50-60％を一貫して所有していた。20世紀になって、トップ十分位
の国富に占めるシェアの減少は、中間層40％に恩恵を与えた。貧しい50％のシェアは増えてはい
ない。 
イギリスー格差はやや大きいがフランスと似ている 
図10-3　イギリスの富の格差　1810-2010年 
（スウェーデンの例もあるが、イギリスによく似ている） 
これらのデータから何が言えるか。 
(1)富の集中は、 1910-1945年のショックからまだ完全には立ち直っていないこと。 
(2)1980年代から富の格差は増大し始めたが、トップ十分位のシェアはベル・エポック期に比べ
ればずっと低い（90％に対して60-65%)。その原因は、世襲中流階級が存在し、それが国富の約
３分の１を所有しているからだ。国ごとの差はあれ、大筋ではヨーロッパ諸国は類似している。 

米国における富の不平等 
図10-5　米国の富の格差　1810-2010年 
図10-6　ヨーロッパと米国における富の格差　1810-2010年 
米国における富の格差は19世紀初めより現在のほうが大きい。 
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第１次大戦までのほぼすべての社会で富が超集中していた原因（の一つ） 
年成長率が0.5-1%、資本収益率は4~5%（18,19世紀の社会）、具体的にg=1%, r=5%とすれ
ば、資本所得の５分の１を貯蓄すると（残りの5分の４は消費しても）、成長率並みの高い貯蓄を
蓄積できる。具体的に、 
図10-7　資本収益と成長、フランス　1820-1913年（補遺はフランス語版）　　　　　　 
図10-8　資本分配率と貯蓄率、フランス　1820-1913年　　　　 
図10-11　世界的に見た課税後収益率と成長率　古代から2200年まで　　 

富の格差が過去の水準に戻っていない、あるいは、戻りつつある理由 
資本／所得比率の回復は、まだ進行中のプロセス（1914-1945年のショックからまだ時間が経っ
ていない）だ。 
富の格差を過去のものと同じレベルにまでしていない諸要因 
トップの百分位の所得60-70%→20-30%への変化,富の４分の１から３分の１を所有する世襲中
産階級の出現 
1910年以前には資本所得は０％に近い税率（最大でも５％）、1950-1980年には約30％。資本
蓄積にはかなりの影響がある。資本収益率５％は実質3.5%になる。 
相続税の累進化　19世紀には1-2％→20-30%に上昇（フランス30-40%、ドイツ15-20%) 
資本収益率がもっと下がり（4.5-5%→4-4.5%)、成長率が高くなる（0.1-0.2%→1-1.5%)可能
性。 
格差を拡大させる要因もある 
国際競争の観点から、資本課税が低くなる可能性（その兆候は出ている） 
金融グローバリゼーションが、投資ポートフォリオの初期の大きさと資本収益率に影響を与え、
富の分配に格差をもたらす可能性 
21世紀は19世紀より不平等になる可能性は否定できない。 

第１１章　長期的に見た能力と相続 
かつては資本の大半は相続によるものだったが、戦後期の相続の重要性の減少から反転して相続
の重要性が増しつつあるかに見える。21世紀が（人口、経済ともに）低成長で高資本収益の時代
になれば相続は19世紀と同じくらい重要性を持つかもしれない。それを長期的な視点から検証す
る。 
図11-1　年間相続フローの国民所得比　フランス1820-2010年　　　 
相続フローは資本所得の一部である（＊この指摘は初めてである。個人の資本所得に占める相続
の占める率は大きいが、国民所得の増減はゼロと考えるのだろう）。　1959-60年代には資本所
得に占める相続の割合は、ほんの数パーセントにまで減少したから、相続の時代は終わったとい
う幻想が生まれたが、21世紀になるとその割合はかなりの程度復活してきているのがわかる。 
相続（と贈与）の経済フローの国民所得比byの計算 
　　by = μ × m × β 
β：資本／所得比率　m：死亡率　μ：生存者一人当たりの平均財産に対する死亡時の平均財産
の比 
μ = 2（死亡者の平均財産が生存者平均財産の２倍）、死亡率２％、β：600％ならば、
by=24％（図11-1の経済フローと税務フローとの値の差について。理論値（経済フロー）に対し
て実際に把握できたデータ（税務フロー）は小さいということ） 
高齢化による死亡率の減少から相続フローの低下が予想される、21世紀後半には増加に転じる。 
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高齢化社会になっても相続財産の重要性は、人が予想するより減らない。 
図11-5　平均生存時財産と平均死亡時財産比　フランス1820-2010 
生前贈与がこの２世紀で大幅に増加している。1820-1870年には生前贈与は年間相続額の30-
40%(持参金の割合が大きい）、2000-2010年には80％を超えた（子供に対する不動産投資が大
きい、結婚時に家を建ててやるとか）。生前贈与を含めるとμは220％、19世紀以上の贈与黄金
期とも言える。 

表11-1　フランスの年齢ー資産プロファイル1820-2010年 
19世紀末と20世紀初頭に高齢者の富が急増した。資本所得による急増と考えられる。 
５％の収益のうちそのうち２％を消費して、残りの３％を投資すると富は年率３％増え続け 
85歳になると60歳の時の２倍の金持ちになっている。高齢になると不労所得者になる。 
図11-7　相続財産が国富に占めるシェア：フランス1850-2100年 
19世紀、20世紀初頭、年間相続フローは国民所得の20-15%（図11-1)、相続財産が民間財産の
80-90%(図11-7)。国民所得の20％にあたる年間所得フローが30年続けば、国民所得６年分とい
う膨大な額の遺産や贈与が蓄積され、それが民間財産のほとんどを占めることになる。 
図11-9　1790-2030年に生まれたコーホート総リソースに占める相続のシェア 
資本化した労働所得とは、資本化した（代替所得（老齢年金、失業保険））税引き後の労働所得 

図11-10　1790-2030年に生まれたコーホートにとってのラスティニャックのジレンマ 
（コーホート：同年に生まれた集団、ラスティニャック：「ゴリオ爺さん」の主人公） 
労働所得トップ百分位の資産は下層階級の資産の10倍で長期に安定、相続財産のトップ百分位の
資産は19世紀には、下層階級の資産の25-30倍だったが、20世紀に入ると後者は前者を下回るよ
うになった。 
相続差をどう考えるか。 
・格差容認論（余裕のある人たちが文化を推進している） 
・能力主義容認論（相続財産の格差は不平等、能力差による分配は公平） 
21世紀に入って、相続は（相続と労働で得た）生涯総資産の約４分の１であり、19世紀のレベル
に戻ったが、それは19世紀的な不労所得生活者は減ったが、その代わりにプチ不労生活者が増え
たからである。 
図11-12　1900-2010年のヨーロッパにおける相続フロー 
相続フローは他のヨーロッパでも似た曲線を描く。 
（フランスほど確かなデータがないため、ドイツ、イギリスでは限られた数値に基づく。） 

第１２章　２１世紀における世界的な富の格差 
資本収益率にも格差はある。大規模なポートフォリアは高い平均収益率をもたらす。 
表12-2　米国の大学基金の資本収益1980-2010年 
年金基金は、ハーヴァードが300億ドル、イエールが200億ドル、プリンストンが150億ドル 
同窓会の寄付は10分の１-５分の１程度。 
（「世界資産報告」など不確かなデータによると）世界の富裕層0.1%が世界の富の20％を所有し、
１％が世界の富の50％を所有している。 
ソヴリン・ウェルス・ファンド（政府が出資する政府系ファンド）は世界を所有するか 
ノルウェーのソヴリン・ウェルス・ファンドは、1970-2010年にノルウェーが石油で稼ぎ出した
金額の60％がこのファンドに投資されている（残りの40％が政府支出に当てられている）。2013
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年時点の総額は7000億ユーロ以上。中東の石油産出国のファンドについてはほとんど分かってい
ない。ノルウェーと同じ規模の（世界最大の）ファンドを管理しているアブダビ投資庁の発表によ
ると1980-2010年の収益は８％超だ。２つのファンドに続く規模のサウジアラビアのファンドの
収益率は2-3%過ぎないが、主な投資先が米国国債だからだろう。（不正確な推計によると）2013
年のソヴリン・ウェルス・ファンドの総投資額は5.3兆ドル。ファンドの有利な条件を加味すると、
2030-2040年には世界のソヴリン・ウェルス・ファンドが世界の富の10-20%を所有するシナリ
オを描くこともできる。実際には複雑な条件があるため、予測は難しい。 
・中国は世界を所有するか 
図12-5　世界の資本分配　1870-2100年 
この（中国のような新興国）急成長は、生産性と生活水準が先進国に追いつくと終わることが実
証されている。知識と生産技術の普及は、根本的に均等化のプロセスで、比較的遅れている国々
がもっと先進的な国々に追いつくと、急成長は止まってしまう。 
・富裕国は本当は貧しいのか 
表12-5　富裕国の純外国資産ポジション（図12-6の代わり） 
世界の金融資産において、日本とドイツを除く富裕国は全て他の地域に対してマイナスに見えるが、
実際は巨額の資金がタックス・ヘイブン（租税回避地）に隠されている。（スイス銀行のデータ
を利用した、ある人の推計によると）この隠された金額は、GDPの10％に相当する。富裕国の金
融資産ポジションの見かけ上のマイナスを大きくうわまわるものになっている（表12-5）。 

第四部　２１世紀の資本規制 
第１３章　２１世紀の社会国家 
今日のグローバル世襲資本主義を、効率と公平さを両立させる形で規制するような政治制度はあ
り得るだろうか。理想的な手段は、資本に対する累進的な課税であるが、真に世界的な資本課税
はユートピア的理想でしかない。広い文脈から検討してみる。 

2007-2008年に始まる世界金融危機は、1929年以来の深刻な資本主義の危機と言われるが、本
質的な違いはある。1930年代の大恐慌は、先進国の生産は４分の１下落し、それだけ失業も増え
た。2007-2008年の大不況は、生産は最富裕国で５％以上は下がらなかった。大恐慌ほど深刻な
崩壊をもたらさなかったのは、富裕国の政府や中央銀行が、金融システム崩壊を許さず、銀行破綻
の波を避けるだけの流動性を作り出すことに成功したからだ。しかし、金融の透明性が欠けてい
ることや格差の上昇が続いていることから、再発の可能性はある。 

20世紀に開ける社会国家の成長（肥大化） 
＊通常の「福祉国家」を「社会国家」とよんでいる。 
図13-1 富裕国の税収1870-2010年　日本は32-33% 
・税収が何に使われているか 
19世紀の主な政府機能は、警察、法廷、軍、外交、一般行政（インフラ、初歩的教育、医療） 
君主的役割は国民所得の10分の１弱 
その後、国家の役割の増大、社会支出の増加があり、今や　 
教育、保健医療は国民所得の10-15% 
代替所得（年金、失業保険）、移転支払い（家族給付、公的補助）は10-15% 
年金　大陸ヨーロッパでは国民所得の12-13%、米国、イギリスでは6-7% 
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社会国家の現代化（改革）（「福祉国家」の用語を嫌い、「社会国家」を使う） 
第２次大戦後の３０年間に見られた、所得が５％ずつ増えている時代には、増税と所得再分配（教
育、保健医療、年金生活）の確立を可能としたが、低成長下（1-1.5%)での増税は難しい。 
＊二点（高等教育への平等アクセス、ベイゴー方式の年金制度の未来）について論じているが、
前者については省略する。 
ベイゴー方式（現役世代が年金世代を支える）ができたのは、20世紀中頃（人口成長率は高く、
経済成長率は大陸ヨーロッパでは５％程度）、問題の一つは、高齢化と低成長。かといって、積
立方式への移行は現実的ではない。問題点は、長く働きたい人と早くやめたい人が混在している
こと、公務員と民間労働者と非労働者に別々のルールが適用されていること（日本以外でも）、
若い労働者が将来自分がいくらもらえるか理解できない、などがある。将来の改革は、個人口座
に統合された年金制度（詳細不明）。 

第１４章　累進所得税率再考 
従来の累進税は、所得課税、資本課税、消費税であり、２０世紀に現れた税制に社会保障拠出金
がある。代替所得（年金、失業保険）の資金をまかなうための社会保障基金である。各種税金を
特徴づけるのは、比例的か累進的かである。 
累進課税は、富の再分配に大きな影響を与える。その証拠に、1914-1945年のショック後に19
世紀的な富の集中が起こらなかったのは、超高所得や超巨額遺産に対する累進課税が果たした役
割が大きいし、1980年以来の米英における所得税累進性の著しい低下が超高額所得者の登場をも
たらしている。 
近年の資本フロー世界における税制競争の台頭により、多くの政府は資本所得を累進所得税から
除外した。法人税率が引き下げられたり、利子、配当などの金融収入が課税対象から外されたり
している。その結果、多くの国で所得階層トップでは逆進的になっている。2010年のフランスで
は、（ある研究によると）所得分布の底辺50％は、所得の40-45%を、次の40％は所得の45-50%
を税金で持って行かれる。トップ５％以上はそれより低い税率のなり、トップ0.1%は35％しか
払っていない。貧乏人の高い税率は、消費税や社会拠出金の重さによる。この逆進性は資本所得
が果たしているものと考えられる。資本所得は累進課税からほとんど除外されているからだ。さ
らに、税システムの累進性を見るだけでは相続財産が考慮されていない。遺産は所得よりも税率
がずっと低い。各個人を生涯にわたり蓄積した総リソース（相続を含む）で分類したら、所得だ
けを考えた場合よりも、税率の曲線はトップ階層でずっと逆進性が高まる。 

図14-1 最高所得税率　1900-2013年 
累進課税制度の導入は、各国まちまちに進んだが、税の高率化が進んだのは、間違いなく二つの
大戦の影響による。 
図14-2 最高相続税率　1900-2013年（補遺のコメントは誤っている） 
相続税についても同様である。 

・米国について 
70％以上の税制を最初に課したのは米国、所得税が1919-1922年に、相続税が1937-1939年に
（没収的な課税）。 
建国の精神から離れ、ヨーロッパ的不平等社会へ向かっている危機感（経済学会会長アーヴィン
グ・フィシャー「人口の２％が富の50％以上を所有し」「人口の３分の２がほとんど何も待って
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いない」）から累進課税に固執した。1932-1980年間で米国連邦所得税の最高税率は平均81％
だった。 
相続税を見ると、さらに顕著である。1930-1980年累進相続税は70-80% 
”累進性の高い相続税こそ、”経済民主主義”を実現するツール”（『相続の経済学』J.ウエッジウッ
ド、1929）。ことに、当時の英米では、稼いでいない（資本）所得は白い目で見られた。 
英米では、1930-1970年代には平等性への熱意が高かったにもかかわらず、1980年代に入ると
正反対の方向へ舵を切った。最高限度所得税率は80-90%から、1980-2010年には30-40%に下
がった。（前編で述べたように）アングロ・サクソン諸国は、他国に追い抜かれたという感覚が
サッチャー主義とレーガン主義を招いたのだった。 
1980年から現在までの最高限度所得税率の低下は、トップ百分位が国民所得に占めるシェアの増
加と密接に関係している。最高税率が最大の下落をみせた国（米国）は、国民所得に占める最高
所得者たちのシェアが最大の伸びを見せている（図8-6）。最高税率をあまり下げていない国（こ
の場合は仏独）は、所得トップ層の国民所得シェアはずっと慎ましいものになる。 
超高給与の増大を防ぐ唯一の方法は、最高所得に没収的な税率をかけることだ。先進国での最高
税率は80％以上が妥当だろう。 

第１５章　世界的な資本税 
・20世紀に発明された社会国家と累進所得税 
民主主義がグローバル化金融資本主義を制御するためには、上記二つ以外に新しいツールが必要
で、資本に対する世界的な累進課税だ。空想的な発想と自覚している。 
世界的な資本税は、経済の開放性を維持しつつ、世界的な経済を有効な形で規制し、その便益を
各国同士や各国の中で公正に分配できるという長所がある。多くの人は、世界的な資本税を危険
な幻想として拒絶するだろう。（経済の仕組みの中で、空想と思われたものが実現した例はあるー
所得税、国境なき通貨）　 
提案している税金で既存の税金全てを置き換えるものではない。資本税の主要な目的は、社会国
家の財源を賄うことではなく、資本主義を規制することだ。狙いは、まず富の格差の果てしない
拡大を止め、第二に危機の発生を避けるために金融と銀行のシステムに対して有効な規制をかける
ことだ。そのため資本税は民主主義的、金融的透明性を促進しなければならない。誰が世界中で
どんな資産を持っているかが明確になる必要がある。 
例えば、資本（資本所得ではない）に対する0.1%の税金は、本当の税金というよりは申告義務付
け法のようなもの（＊日本の国会議員の資産公開のようなものか）。 
課税対象は、あらゆる金融資産の市場価値と、非金融資産（特に不動産）の市場価値から負債を
引いたものとなる。例えば、税率を考えてみる。100万ユーロ以下の純資産には０％、100-500
万ユーロの範囲では１％、500万ユーロ以上では２％といった具合である。累進的な年次の課税
である。資本税に類似した、あるいは、異なったものとして、ほとんどの国に固定資産保有税が
る。この税制の欠点は、不動産の市場価値だけにもとづいて課税される。借金のある人も、そう
でない人も同じように課税される。税率は一律か、それに近いものとなっている（英語圏では、
通常国民所得の1-2%の税収をもたらしている）。 
タックス・ヘイヴンの機密性を打ち破るものとして、2010年に米国で可決された外国口座税務コ
ンプライアンス法（FATCA)がある。これは2014年と2015年に順次導入される予定で、あらゆ
る外国銀行は米国財務省に対し、米国納税者の外国保有銀行口座や投資や、その他彼らが利益を
得そうな収入源全てについて報告義務を定めたものだ。FACTAは、従来ヨーロッパで行われてい
た試みよりも野心的ではあるものの、それでも不十分だ。（罰則を逃れるために）外国ポートフォ
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リオの管理だけに特化して、米国国内では全く事業を行わない小さな銀行が台頭する可能性は十
分にある。 
累進所得税、累進相続税に対して、累進資本税はどんな意味があるのだろうか。大金持ちは（課
税後の）資本収益を一家の信託基金やこの財産を管理するために作られた法人に積み立て、大学
の基金運用と同じ形で運用している。これは合法だし、実効税率は極度に低い（税の不公平をも
たらす）。一つの解決策は、税金を所得ではなく富を基準に計算することだ。低い税率であって
も富への累進的な資本課税は、巨額の税収をもたらす。例えば、100万ユーロ以下なら０％、100-
500万ユーロなら１％、500万ユーロ以上なら２％という富裕税を考える。EU加盟国全てに適用
したら、この税金は人口の2.5%に影響して、ヨーロッパのGDPの２％ほどの税収をもたらす。理
屈の上では、これだけの税収をもたらすことができるが、それにはEU内外における銀行情報の自
動共有がなければ（EU非加盟国の筆頭はスイスだ）、税回避の危険性は極めて高くなる。 

第１６章　公的債務の問題 
金持ち国の政府は貧乏だ。富裕国の公的債務は、平均で国民所得の１年分（GDPの90%）ほどだ。
（＊日本はその2.5倍近い）公的債務を減らす方法は、資本税、インフレ、緊縮財政がある。民間
財産に一律15％の課税をすれば、５年で負債はゼロになる（現実的政策とは思えないが）。緊縮
財政による治療の最たるものは、19世紀のイギリスだが、国債所有者に多大の利益をもたらした
が、国民全体の利益にはならなかった。もっと良い負債の返済方法としてインフレが考えられる
（実例としては、第一次大戦後のドイツ、第二次大戦後のフランス）が、その制御は難しい。　 
・2013年3月キプロス危機に見る中央銀行の役割りと累積資本税 
ロシアの金持ちから大量預金（キプロス銀行は税金が安く、管理がルーズだから） 
キプロス銀行はギリシャ国債と不動産に投資して回収不能に陥った。 
トロイカ（欧州委員会、欧州中央銀行（ECB)、IMF）の圧力で以下の政策をとった。 
解決策として、銀行預金に特別税をかける。預金残高10万ユーロまでに6.75%、それ以上に9.9% 
零細な貯蓄者にも課税するが、高額所得者は証券取引口座に逃避するなど税金逃れの道があった。
その後反対運動で10万ユーロ以下は減税に。実態は累進課税とは言えなかった。金融危機に際し
て累進資本税を課そうとして、失敗した事例。 
累進性課税を適用する銀行データを把握していなかったから、適切な例外的（銀行預金のみ対象）
累進課税ができなかった。 

・資本蓄積の上限はどこか 
資本／所得比率β= 資本収益率 r / 成長率 g 
資本があまりに蓄積されて資本収益率rが下落した場合、r = g になりうる（「資本蓄積の黄金
則」）。この時、資本ストックを（国民所得比で見て）同じ水準に維持するためには、資本収益
は資本ストックに全て貯蓄されなければならない。r > g ならば、資本収益の中から成長率gに等
しい分だけを再投資すれば十分で、残り(r - g)は消費できる。人口増加ゼロ、生産性向上ゼロだっ
てありうる（マルクスの暗黙の想定だった）。どれくらい消費し、将来世代にどれだけ残すべき
かを簡単な数式で表すことはできない。 

おわりに 
資本主義の中心的矛盾は、r > g 
r : 資本の平均年間収益率、g : 経済の成長率 
20世紀以前の過去、これからの未来に富の分配の格差を増大させる力が働く。 
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正しい解決策は、資本に対する年次累進課税 
仮の資本税率表 
100万ユーロ以下には0.1か0.5%  100-500万ユーロには１％、500-1000万ユーロには２％ 
数億から数十億ユーロには10％ 
実現するには、高度な国際協力と地域的な政治統合（EU議会）が必要。 
民間所有と公共所有の中間にあたる共有所有権を創る（内容不明）。 

・最も恵まれない人々の利益 
所得と富の格差を示すグラフや、資本/所得比率のグラフを一瞥するだけで、政治がいたるところ
に影響し、経済と政治変化が不可分に絡み合っているから双方を研究すべきだとわかる。すると
研究者は、国家、税、負担を具体的な形で研究するしかなくなり、経済の下部構造と政治の上部
構造という単純で抽象的な概念は捨てるしかなくなる。 
＊言葉に執着してみると、フランスの五月革命後の最低賃金制の動きと、それに伴う賃金の上昇
は下部構造が上部構造を築き上げた格好の例だし、英米の「保守革命」は逆に上部の動きが今日
の英米の経済格差をもたらすきっかけを与えたという、反する事例だけれども、その前に著者は
サッチャーやレーガンを生み出した下部構造を見事に指摘したと言えるだろう。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後編終わり） 
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