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　トマ・ピケティの『21世紀の資本』の英語訳と日

本語訳が爆発的に売れて、経済学の世界のみな

らず、社会全体を巻き込む大きな「ピケティ」現象

が起きた。しかし、いまや、その賞味期限も早々と消

えつつある。

　それでも、ピケティ現象とは、何だったのかは、き

ちんと整理されておくべきである。閉塞した現代社

会の人々が、なぜ、トマ・ピケティを大宣伝したマス

コミの手口にいとも簡単に乗せられたのだろうか？

閉塞感を打破できる具体的な道筋を示すことのな

かったこの大部の本を売る出版社の魔術に人は

なぜ引っかかったのだろうか？

　私は、ピケティの経済学説史理解の正確さにつ

いて基本的に疑っている。しかし、マルクス的思想

家ですら、ピケティのマルクス理解の誤りについて

疑問を呈する人はほとんどいなかった。彼らもまた

ピケティ宣伝に乗せられていた。それは、なぜなの

だろうか？

　「政治的、理論的ブルドーザー」と評されていた

ピケティは、2006年に創設された「パリ経済学校」

の設立準備委員であり、現在その学校の教授（経

済学）を務めている。

　『21世紀の資本』の英語訳は全米のベストセラー

となり、その余波で邦訳も、高価な本にもかかわら

ず、ベストセラーと言えるほどの大きな売行きを示した。

　日本では2014年12月の発売以来、大人気で、

発売後わずか2か月で13万部を超えた。税込み

5,940円のみすず書房の学術書が、Amazonの

「ビジネス・経済」部門で第1位、本全体で第3位

（同年2月4日現在）にランクされた。『資本』という

マルクスをイメージさせる本としては異例の売行き

だった。

　ピケティの本を要約すれば以下の通りになる。

　① 貧富格差の拡大は、資本主義的自由市場

社会の必然的な結果である。

　② 資本市場が完全であればあるほど、資本収

益率は経済の成長率より高くなる。

　③ 資本収益率が高いほど、収入格差も大きくなる。

　④ 過去30年で、所得分配は資本家に有利に

変化した。

　⑤ 米国ではニューディール政策の協調体制が生

まれ、それが反政府の労働運動を強化した。

　⑥ 戦後は、労働組合運動と与党である民主党

の強い支援をバックに、労働者たちはその恩

恵を受けることになる、リベラルな社会政策、

経済政策が展開された。

　⑦ 1914年から1973年にかけての60年間は、

経済成長率が税引き後の資本収益率を上

回ったため、歴史的にも突出した時期であった。
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　⑧ それ以後は、経済成長率が低下する一方

で、資本収益率の方は第一次世界大戦前

の水準にまで上昇している。

　⑨ このプロセスを止める唯一の方法は、富に対

してグローバルな累進課税制度の導入であ

る。課税をしない国に資産を移さないようにす

るために、課税システムはグローバルなもので

なければならない。グローバルな規模での累

進課税こそが、富の集中を制限し、所得が資

本に流れるのを抑制する。

　⑩ 通常は売却されるまで課税されない株式や

債券、不動産に対し、年間の累進税を課す

べきである。そうしなければ、富裕家族が固定

されてしまう。

　揶揄するつもりはないが、私の学生時代によく

聞かされた話がある。

　とにかくドイツ人は分厚い本を書く。知っているこ

と、調べたすべてのことを書く。それが彼らの美意

識である。それに対して、英国人はなるべくコンパク

トな本を書く。コンパクトにまとめる力量が英国では

高い評価を得る。しかし、英国人の文章には総じ

て軽妙さがない。美しさがない。フランス人がそれに

味付けをして、読者を魅了すると。

　なるほどと私は納得した記憶がある。その伝でい

えば、ピケティは、フランス人でありながらドイツ人的

である。本人も気になったのか、自身で要約本を出

している。そんなことをするのなら初めからコンパク

トな本を出すべきだと私などは思ってしまう。

　この種の揚げ足取りは見苦しいので、この辺り

で止すが、根本的な批判をまず出しておきたい。

　所得格差の非人道的な拡大は阻止されなけ

ればならない。それは、ピケティに言われるまでもな

い、現代資本主義批判をする人たちの共通認識

である。非人道的な所得格差の存在については、

無数の論者たちが怒りを込めて糾弾してきた。格

差の存在を指摘したのはピケティだけではない。な

ぜピケティがその存在を指摘しただけで時代の寵

児になったのだろうか？

　グローバルな富裕税の施行で非人道的な格差

が是正できるとピケティは心底から信じているので

あろうか？

　必要なことは、所有権を改革することなのに、ピ

ケティは労働者の所有権についてはまったく触れ

ていない。資本制社会における非階級闘争的な

改革とは、資本所有権の一定部分を労働者が獲

得し、そこから得られる資本収入と利潤分配の基

準を法制化し、そうした各種収入で賃金を補う制

度を作り出すことである。つまり、分配制度の構造

改革こそが喫緊の重要課題なのである。

　この点は、ESOP（従業員株式所有計画）を推

奨する論者たちのピケティ批判でもある（１）。

　ピケティは思い込みが強い。フランス崇拝にその

ことがもっとも強く現れている。

　ピケティの本は、公共の効用を謳った「フランス

人権宣言」を冒頭に置いているように（フランス語

原本のページ、p.13、以下同じ）、社会の上位目標

は市場経済的効用ではなく、公共の効用であるべ

きであるとの哲学で貫かれている。ピケティは、フラ

ンスの歴史に対する非常に高い評価を隠さない。

　曰く、フランス革命によって所得格差が注目され

るようになり、所得データが作成された（p.59）。

　曰く、フランスは人口増加問題に初めて対処した

（p.59）。

　曰く、ベルリンの壁の崩壊によって、フランス革命

の理念が再認識されるようになった（p.62）。

　曰く、フランスの思想家は米国の思想家よりもは

1. ピケティの主張への疑問
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るかに優れている。たとえば、ルシアン・フェーブル、

フェルナンド・ブローデル、クロード・レヴィ=ストロース、

ピエール・ブルデュー、フランソワーズ・エリティエ、モー

リス・ゴドリエ、等々。彼らは米国のロバート・ソロー、サ

イモン・クズネッツよりも魅力があるとピケティは断定

している（p.64）。自らの憧れを吐露することはよい。

しかし、思想家に優劣を付けることにどれほどの意

味があるのか。自らの理解方法にフィルターがかかっ

ていることを告白しているだけのことではないか。

　ピケティは、所得格差に関する世界的な規模に

おける長期統計は、自分が作成するまではなかっ

たと言い切ってしまっている（p.15）。これも彼の強

い思い込みを示すものの１つである。

　彼は言う。過去の格差論議は統計の裏付けな

しに行われてきたと（p.15）。これこそ先行者たち

を冒涜するものである。そもそも、正確な統計がど

れなのかを確定しがたいことが資料収集者の共

通の悩みである。それでも、先人たちは、統計の真

偽を確かめながら研鑽を積んできたのである。マル

クスが取り組んだ統計数値などは、まさにマルクス

の苦闘を証明するものであった。それをいとも簡単

に、統計なしに格差を論じたと断定できるピケティ

の傲慢さに私などはたじろいでしまう。

　ピケティによれば、所得格差の統計を史上初め

て意識して作成・分析した功労者はサイモン・ク

ズネッツである（p.31）。ただし、それは米国の統計

のみである。これに、英国のコーリン・クラーク、フラ

ンスのドュゲ・ド・ブルノンヴィルの仕事を援用して、

所得格差の国毎の比較ができるようにしたと彼は

自負した（p.32）。

　彼は言う。格差は、経済だけでなく政治・イデオ

ロギーを含む多様な社会的要因の結果であり、知

識・情報の不均質によっても引き起こされる。した

がって、格差を是正するには、市場経済の自動調

節作用に頼ることなどできないと（p.47）。

　ピケティが依拠したクズネッツの意図は、資本主

義的近代社会である米国においては、左翼の運

動家たちが非難するような所得格差の顕著な拡

大は宿命的なものではないことを示すことであっ

た。所得格差の平等化は社会主義社会のみで達

成できるという当時の左翼イデオロギーへの対抗

意識がクズネッツにはあった。彼が調査した1913

年から第二次世界大戦までの期間では、所得格

差の拡大が戦争の原因となったことは否定できな

い。しかし、40年代後半になると所得の平準化傾

向が示されたのである（p.33）。しかも、1945 ～ 70

年の米国社会は、格差平準化の栄光時代であっ

たとクズネッツは指摘し（p.30）、経済学の世界に

おいて、推論ではなく、今日の流行語である、コン

ピュータを駆使する「ビッグデータ」崇拝の時代に

突入するきっかけをクズネッツが造りだしたのである。

　米国の為政者たちは、クズネッツのこの発表に

熱狂した。実際、ロックフェラー財団などは、米国

経済学の「数量化」に巨額の財政的援助を与え

てきた。同研究所は、戦前から経済史研究のい

わゆる「数量革命」を推進してきたのである。同研

究所は、左翼崩壊前の日本の経済学の「近代化

路線」に多額の資金援助を与えてきた。主導者の

クズネッツは、弟子のヘンリー・ロソフスキー・ハー

バード大学教授を日本の大学に派遣して、経済史

における数量研究を積極的に支援してきた。それ

は、マルクス主義者が支配する経済史に対抗す

るためであった。そうした冷戦後の世界的な学問

の世界での対立の一方の旗頭がクズネッツであっ

た。ピケティもクズネッツの研究は、冷戦体制下で

の自由世界の優位性を証明する目的があったと

は認識していた（p.36）。しかし、米国式経済学の

世界制覇を、米国の政財官が挙げて狙い、その

手段を歴史学と経済学の数量化に求めていた、

といったアカデミズムへの米国為政者たちの露骨

な策動を、ピケティは無視し、パクス・アメリカーナ

を打ち立てようとしていた歴史関係を素通りしてし

まっている。自らが歴史に学ぶことが最重要である

と（ｐ.68）主張しているのに。
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　ピケティの単純に思い込む癖は、学説史理解に

も現れている。

　ピケティは、収穫逓減法則を、人口増の視点か

ら理解しているようだ。人口増にヨーロッパ諸国の

中ではフランスが最初に対応した国であると言うと

き（p.59）、人口増が地代を上昇させ、それが地主

批判となってフランス革命に繋がったという説明

を彼はする。1700年のフランスの人口が2,000万

人であったのに、1780年になると3,000万人に激

増し、それがフランス革命を勃発させたと彼は言う

（pp.19-20）。

　リカードウは、それゆえに土地課税の強化を訴え

たと、リカードウの収穫逓減説を平板な形で説明し

てしまう。そこには、労働力再生に使われる労働量

が比例的に増加することから、新価値生産に回せ

る労働力の縮小を外国からの安価な食糧を輸入

することによって解消したいと願ったリカードウの、

収穫逓減と比較優位の考え方をミックスした複眼

的視点が欠落している。それゆえに、リカードウは、

飢餓からの脱出は不可能であると考えていたとい

う不可思議な理解（p.22）にピケティは乗っかって

しまう。

　また、リカードウは、地価のように、希少性で価

格が決まるとする数量説であったとか、価格メカ

ニズム論は経済学における不動の命題であるとか

（pp.22, 56）、少数者に富が集中することをリカー

ドウとマルサスは認識していたとか（p.21)、学説史

の常識的理解から外れた叙述が本書には結構多

く見られる。

　古典派は、価格が希少性によって決まるとの立

場を維持していると言い切るピケティは、マルクスも

希少性で価格が決まると断定している（p.27）。

　マルクスの労働価値説を完璧に無視し、マル

クスは、新しい時代への無理解があった（p.16)と

か、所得格差が行き着くところまで拡大するとマル

クスは見なしていた（p.15）とか書いてしまう。

　おそらくは、「収奪者が収奪される」という、資本

までが商品化され、それによって寡占化が促進さ

れるというマルクスの言葉をイメージしたのであろ

う。いずれにせよ、格差論のみで、マルクスを解釈

してしまっているのである。

　そして、マルクスの特別剰余価値の説明をする

ことなく、マルクスは技術進歩を無視した（p.28)と

切り棄てた後、マルクスは全体主義の脅威に対し

ては鈍感であった（p.29）と、マルクスの株式会社

論の検討をすることもなく、いとも簡単に、これまで

の多くの共産主義嫌悪者たちが吐いてきた常套

句を採用している。

　さらに、総じてマルキストたちは黙示録的終末論

から抜けきっていないとまで断定する（P.16）。

　これでは、マルキストたちが懸命になって構築し

てきたアソシエ論、協同組合論、自主管理論、連

合論、等々は、闇の中に閉じ込められてしまう。

　そして、ピケティは結論する。ゼロ成長論とい

うマルクスの宿命論に陥ってはならない、 課税

という手段で宿命論から脱出することができると

（pp.56-57）。

　大部の本からこれだけを拾い出すだけで私など

は溜息をついてしまう。どうして、日本のマルキスト

たちが、ピケティに歓呼の声を挙げたのだろうか。

私には理解できない。

2. ピケティの学説史理解への疑問
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3. ピケティの致命的な誤謬

　ピケティによれば、資本利潤率は歴史貫通的に

5％辺りで一定しているというが、経済学が歴史に

利潤率一定という法則が存在すると定式化したこ

とはない。ピケティは、過去3世紀におよぶ20か国

以上のデータを作成して、この定式なるものを提出

しているが、それはおかしい。

　最近では、資本の過剰による利潤率の傾向的

低下が顕著であるということは経済現象を観察す

る者にとっては常識である。近年の日本の多くの

企業の資本利潤は1％を割っている。日本では、過

剰投資の結果、実物資産の対GDP比は2倍を超

えているので、追加的投資を行えば、当然にも利

潤率は落ちてしまう。

　18 ～ 19世紀の利潤率が高かったことが事実

であるとしても、最近の先進諸国の生産的製造業

における低利潤率を無視するピケティの手法はア

ブノーマルすぎる。

　確かに、米国では上位1％の層の所得シェアは

20％を超えている。経営者の上位100人の報酬

は、一般労働者の平均賃金の800倍以上もある。

これは憂うべき世界である。

　しかし、そうした忌まわしい事実をピケティのモデ

ルは捕らえることに成功したのであろうか。

　そもそも、所得格差は資本利潤率が経済成長

率を上回ったから生じたものではない。資本利潤

率とはまったく別物の株価の上昇によって所得格

差は発生したのである。

　高所得者は、企業から報酬として株式を譲渡さ

れるというストックオプションの恩恵を被っている。

上場株の価格が上昇すればするほどストックオプ

ションの効果は大きいし、未公開の株式を上場さ

せること（IP＝未公開株の最初の公開）は、ベン

チャービジネスの成功によって、創業者に巨万の

富をもたらす。それこそ、一夜にして億万長者にな

るというアメリカン・ドリームが、シリコン・バレーには

充満している。

　所得格差は、利潤率の問題ではなく株価資本

主義の結果生じたものである。ところが、ピケティに

はそうした分析がほとんどない。

　ピケティのご託宣をどうして日本の左翼陣営まで

ありがたがるのであろうか。日本でも確かに所得格

差は拡大している。しかし、それは、非正規雇用率

が38％にも上るという深刻な事態の反映である。こ

の深刻さに目を向けずに、ピケティは利潤率と経済

成長率という狭い世界に論理展開を押し込めてし

まったのである。

　ピケティの資本概念はきちんと定義されていな

い。資本と言ってみたり、資産と言い換えてみたり

している。土地とか証券とか投機対象になりやす

い資産をも、資本に含めてしまっている。　

　株価資本主義の暴走の結果、各国政府は金

融機関を国有化することによって、パニックを懸命に

なって沈めようとしてきた。国有化という荒療治をして

までパニックを押さえ込もうとしてきた政府について、ピ

ケティは経済を管理するのは政府であると言い切る。

　グローバルに展開する企業が、頻繁に創り出す

パニックについては口をつぐみ、企業や個人の資

産状況を政府だけが全体的に把握して、しかも大

きな政府にならないようにしつつ、税率をグローバ

ルに調整して所得格差をなくす方向に行くべきだ

とするのは、もはや理論ではなく、単なる空想的な

願望にすぎない。

　ピケティの致命的欠陥は、まずグローバリズムあ

りきで、グローバリズムが引き起こす世界経済的危

機に対する目配りがまったくないことである。

　金融資本が、高いリターンを求めて世界中を動

き回るのは、先進国内に有望な投資先を見出せ

ないからである。にもかかわらず、ピケティは、先進

国の金融資本が新興国で上げた膨大な利益を、

資本利潤一般に含めてしまっている。
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　猛烈な勢いで世界大的に走り回る金融資本

は、いま買った証券を数秒後に売る。年中その繰

返しである。将来のことなど彼らの眼中にはない。

金融市場だけがすべてである。

　株式化してはいけないという、金儲けを至上命

令とする事業家の侵入を断固遮断してきた公共

部門、たとえば、医療、教育、公共輸送、環境保

全、等々の分野で、グローバリズムの流れを阻害し

ているという理由で「規制」が「緩和」される。資本

主義体制の安定を少なくとも一定程度支えてきた

非経済的な社会の多くの仕組みが、壊され、資本

主義体制は経済現象一本槍になってしまった。

　そうしたなかで、金融技術と市場の流れを敏感

に察知する能力に秀でた金融マンたちが、法外な

報酬を得ている。それは、報酬格差として見なされ

るべきなのに、ピケティはそれを資本利潤に入れて

しまっている。社会的安全装置を破壊し続ける金

融グローバリズムへの批判をすることなく、ピケティ

は、彼らの法外な所得が子孫に相続され、新しい

支配階層を生むという側面を指摘するだけである。

　ピケティが人類の最大の遺産であるという「フラ

ンス人権宣言」の第一条、「人は、自由で権利に

おいて平等なものとして生まれ、かつ、自由で権

利において平等なものであり続ける。社会的差別

は、共同の利益に基づいてしか行うことができな

い」という文言の「共同の利益」を、彼は強調す

る。そのこと自体は結構なことである。

　格差のすべてを個人的能力の結果であるとう

そぶいて、社会の歪みを顧みない新古典派経済

学への批判として、「共同の利益論」は重要な視

点である。しかし、ピケティには、金融ゲームを仕掛

けてその勝者になった一握りの投機家たちへの

批判的視点は見られない。ただ、一攫千金の財産

が世襲されることを批判するだけである。

おわりに

　ピケティは、わずか3日間の滞在で、日本のマスコ

ミにフル出動した。それは大騒動であった。2年前

には、マスコミが画策した、ハーバード大学のサンデ

ル教授の「共同体主義」の講義の中継に多くの

視聴者が飛びついた。しかし、その騒ぎは1年とも

たなかった。とにかく外国で著名になった「学者」

に日本のマスコミは飛びつき、視聴者が簡単にそ

の仕掛けに引っかかる。持ち上げられたのは例外

なく、米国のマスコミで著名になった「学者」とその

代弁者たちであった。

注
　(1)  末尾の参考文献に掲げたBlasi, et al.［2013］がその代表である。本書の著者たちは、ESOP研究のメッカであ

るラトガース大学の労働・管理関係学部教授たちである。題名を翻訳すれば、『市民が獲得すべきもの：所有権を
再び民主主義の手に』である。私にも、ESOPに関する著作がある（本山［2003］）。
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