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いやー、良く書いてくれましたわ！

良く売れてくれましたわ！

社会が「こっち」を向いてくれている実感！



第１部 所得と資本

第２部 資本／所得比率の動学

第３部 格差の構造

第４部 21世紀の資本規制
一番短い・・・
楽させてもらいます



さて」、この本は700ページもかけて何を主張しておるのか

「蓄え」から儲かる分＞「稼ぎ」から儲かる分

ひたすら、これだけ

r＞g



何が目新しいねん！ヽ(｀⌒´ﾒ)ノ

P36
本書は経済学の本であるのと同じぐらい歴史研究でもある

理屈はどうあれ、現実を振り
返ると、こないなってるやん



P65

経済・税金・人口などのデータを（多少無理くりでも）200年超、集めてみた

Thank Angus Maddison



P108 見えてきたのは

産業革命
世界大戦

戦災復興

こういう「ムチャクチャ期」を除き、成長なんてほとんどなかった。

大恐慌



【寄り道その１】

「成長しない社会」ってのは、別に珍しい概念じゃない

むしろ当たり前。

定常状態

経済学原理 JS Mill

M. Kawakita / I. Wallerstein



私たちは何を信じてきたのだろう

Simon Kuznets

成長神話

一人ひとりが儲かるほど、格差は縮小する。だから経済が成長するのは良いことなのだ！

P15

（1955 経済成長と所得格差）

1913 1948



まともな時代だったでしょうか

【観測対象も】

【発表の時代も】



P100 歴史的に、Growth(g)ってのは、ほぼ幻影らしい

ところでもう一項、r（Return on capital）ってなに？



P54～P56 α＝r×β

資本からの所得

国民所得

資本

所得
＝r×

r＝
資本からの所得

国民所得

所得

資本
×

≒
資本からの所得

資本

When nationwide,

＝ただ「持っている」がゆえの所得率

P57 L9 2010年の富裕国だと r＝だいたい５％



定義を見に行こう。P46～P53

国内産出±外国からの収支（註）＝国民所得

だいたい９割ぐらいになる（P46 L11）

註) 現在はどの国も±1～2%以内、ほぼ無視できる（P47L8）

（P48 L3）

GDP－減価償却＝国内産出

Σ（各国）＝世界総産出＝世界総所得

産み出されたものは、すべて分配される

所得とは？

国内産出＝国民所得

ならば事実上、



資本とは？

国民所得の内訳＝資本からの収入＋働いた収入

資本＝持ってるもの全部＝財産＝富

P51 L19-20

土地、建物、機械、インフラ、知的資産、カネ、債券、株、保険など人間以外全部

持ってるもの全部

国民所得
＝β＝先進国ではだいたい５～６

P54 L9

P55 L16

€ ９万の家＋€９万の金を所有

年€ ３万の稼ぎ

富裕国では一般に

P51～P53

＝６



資本

国民所得
＝β＝６ ＝早い話が利回り＝r＝0.05

資本からの所得

資本

年€ 30,000の稼ぎ＝利回り収入€9,000＋働き収入€21,000

P57L14 話は平均でしかない。人によりばらつきある

P59L11 会社（法人）ごとに大きくちがう

観測データでは、だいたい

α＝r×βP56 資本主義の第一法則

α＝0.3



こんな感じ？ 今田の実家

賃貸アパートからの収入450万

土地8000万＋株・貯金1000万
＝0.05

土地8000万＋株・貯金1000万

賃貸アパートからの収入450万＋親父の給料1050万 ＝6



本書は歴史を俯瞰する「帰納の書」であるから、過去の数字もあてはめてみたい

P60

なかなか揃ってない苦労話

P63L1-4

正直、完璧ではない。

P63L10-12

でも、やれるだけやってみた

国民経済計算



P64～P68
あてはめてみたら、けっこう納得できるものであった話。

リードしてきた欧米：キャッチアップするアジア・アフリカ、



P72～76

思い出そう 国民所得＝国内産出±外国からの収支

ここまで「産出」の話をしてきました。

P74 L14 （富裕国からの投資頼みでは）産出の収斂≠所得の収斂

貧困国は外国人に市民が生産するもののかなりの割合を払わなければいけない

P72 L12 富裕国は二重の意味で豊かなのだ

P75 L7 先進国に近づいたアジア諸国は必要な投資を自力でまかなった

富はトリクルダウンしない→「知識の普及」あるのみ

P76 L7



途上国は経済成長によって追い着こうとするわけだが・・・

この「成長」ってやつ自体が、どうも怪しい

歴史的に、高度成長なんてチョー稀なんではないか

第２章 経済成長━幻想と現実



経済成長＝人口増加＋一人当たり生産量P78 L10

「年平均0.8%の人口増加」って、実はえらいことなんでないかい？



1.008^300=10.91 今の地球人口70億人→2300年には700億人超

（0.1%増なら1000年で2.72倍ぐらいですむ）

星が持つわけない！

P81



P83 図2-2 ＋P106 図2-4 ＝ P108 図2-5

「伸び過ぎ」は落ち着いていくのが、自然じゃないですか？



P88 平等化要因としての人口増加

・兄弟がゴロゴロいたら？

一人ひとりにとって、親の遺産は微々たるもの

遺産を当てにするより自分で稼いだほうが手っ取り早い

・少子化だと？

全部もらえる遺産＋一子相伝がごとき世襲

階級の固定化

低成長が必然である＝新たな富は増えない＝「受け継いだもの」が大きな意味を持つ

人口は本来、そんな増えるものじゃない＝格差が拡大する

第２部への伏線



「一人当たり産出」の本質について 先進国では産出≒所得

経済成長＝人口増加＋一人当たり生産量

P92 L14

190X年、€400→2010年、€2,500
月当り所得

じゃあ６倍、食いもんを買ってるのか？ NO.→買うものの種類が増えた

ニーズがある→多くの企業参入→コモディティ化→デフレ 低成長

P92 経済成長の段階



「所得６倍（あるいは10倍」の意味を財別に見てみる。

€100で買えるもの 1900年 2010年

ニンジン

パン

自転車

散髪代

「産出」は増えた。だからって、買えるものが増えたわけじゃない

ニンジン6本も自転車40台も、要らねー

P95

P98 L12 あまり数字フェチに陥らないよう注意する必要がある



まあ要するにだ、 P99ラスト2行

多くの人々は、成長というのは最低でも年3～4%であるべきだと思っている。

歴史的にも論理的にも、これは幻想にすぎない。

1%「も」伸びると、世の中、大変わりしてしまう。



1.01^30＝1.35

P101 年1%の成長率は30年で累積35%に至る

L15-L16

今あるモノの３割ぐらいは存在せず、

30年前に、

今ある仕事の３割ぐらいは存在しなかった。



デジタル広告の業界相関図

このへんの事業すべて、30年前にはなかった

すげぇ実感する広告界



P103～104

フランスが40年代～70年代に経験した「栄光の30年」

アメリカでクズネッツが描いた「1920～1950の経済学的幸福」

(Unwritten, but)日本の「 1950～1975の高度成長」

こんなもん、本来はありえへん

⇔こんなもんが基本だと、けっこー思っちゃいませんか？

ありえへん構造を取り戻そうとした二大巨頭

国家権力がバリバリ
経済に介入してた

P104 L17 つまりは純粋な19世紀資本主義に戻ると述べた

高度成長が実在してたのは事実



P106 表2-4 無理はいずれ、自然な姿に収斂していく

P85表2-2人口増を重ねると

世界全体ではP108 表2-5になる

世界の成長率は、どうしたって４％を超えることはない！



でもなんか、よく４％とか５％とか、増えてるじゃん

P108

＝あらゆる価格の一般的な増加（P109 L13）

それは、インフレというやつが、いたずらをしているのさ



通貨が金(きん)にちゃんと結び付いてる間は、インフレなんて起きない。
金の裏づけなく、人の都合で管理しようとするから、起きる。あるいは起こす。

P110～116

I agree!



18、19世紀の通貨大安定（P110）
20世紀における金銭的な目安の喪失（P113）

大戦による大赤字～金との兌換性を廃止～印刷機に頼った

【教訓】見た目の成長の多くの部分は、作られたインフレによる

【1913～1950年の物価】

インフレ率 物価

英・米 2～3% ３倍

フランス 13% 100倍
ドイツ 17& 300倍



格差が縮小するのは、歴史が証明しておる！

信じられますか？

クズネッツの観測対象
P115



歴史書であるから、文学にも話しは及ぶ

確かに！

私の遠い記憶→確かにポンドもギニーもシリングも「、しっかり」してた

富や所得への具体的な言及は1914～1945にだんだん姿を消した

1920

P116



ここまで全部、伏線なんです

思い出してみよう

r＝
資本からの所得

資本
＝早い話が利回り＝0.05

ただ「持っている」がゆえの所得率＝5.0%＞4.0%＝歴史上ピークの経済成長

4.0%＝歴史上ピークの経済成長＞0.08%＝フツーの経済成長最大値

That’s all for 第Ⅰ部

【おさらい】



【まとめ】

・経済は実のところ、それほど成長しないのが自然な姿である。

・資本からもたらされる所得は、経済成長を恒常的に上回る

r>g (註)

註)ここでは未だ概念論です。gの正確な定義はP173で出てきます。



以上、

P37「目新しいことは何も書いてない。飛ばしても構わない」

第Ⅰ部でした

御清聴ありがとうございました。
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