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【 研究ノート 】

経済格差と税・財政政策
─ピケティとアトキンソンから学ぶもの─

藤　原　一　哉

は じ め に

相対的貧困の状態にある子どもの割合が，現在の日本では，6人に 1人と言われている。ジョン・
ロールズの正義論によれば，この様な子供たちを最優先する政策が行われるべきであるが，現状は，
このとおりである。なぜならば，税・財政政策や社会福祉政策による再分配が行われた現実が，こ
の相対的貧困の割合であるからである。我々大人は，自分たちが過ごしてきた子ども時代と比べて，
全体としては，生活水準が上がっていることなどから，相対的貧困の深刻さを自分の問題としてな
かなか受け止められない部分がある。アダム・スミスや厚生経済学が言うところの「共感」がなぜ
人々の心をとらえないのか，貧困問題を正面から考えられないのか，国民負担率が上昇してもなぜ
再分配が相対的貧困を削減できないのか。今日「経済格差」が問題とされているが，このような再
分配政策の失敗としてこの問題を考え直すことが必要ではないかと思われる。このような問題設定
は，アダム・スミスが『諸国民の富』の最終章で有名な租税原則を示した後に，なぜ誰もが異存の
無い公平から始まるこの原則が実現できないかを当時の各税を例にして詳細に論じ，その解決策ま
で提起している事にヒントを得た。
筆者が学生時代に学ばせて頂いた，島恭彦『財政学概論』（1963年）と池上惇『財政学』（1990年）
もこの様なアダム・スミスの市民革命時の財政学の発想が豊かに発展されていると思われる。宮本
憲一『財政改革』（1977年）では，市民が主役の財政改革の必要が力説されていた。このような日
本の財政学が現状に対してどの様な役割を果たすことができるのかについて，日々考えなければこ
の様な学問を学んでいる意味があるとは言えない。
経済格差は，2008年の世界金融危機に伴う非正規労働者の解雇問題が顕わにし，関心が高まり，

トマ・ピケティの『21世紀の資本』の刊行でさらに関心を集めた。大学で経済学を学ぶものは，
必ずマルクスの『資本論』を読まなければならないと言われ，せめて大学院入試を受験する者はそ
うであった時代に生きていた者にとって，ピケティの書名は，マルクス経済学の今日的発展を期待
させるのに十分なインパクトを持っていた。著者は集団的研究によって各国の税務データから資産
格差と所得格差を長期的に示し，その趨勢と資産格差の拡大を実証している。そして，このような
資産格差の解消のためには，租税政策を国際的に活用するべきであるという大胆な提言も合わせて
している。経済学と経済政策提言が今日的課題に取り組む一つの表れであり，何よりもこの経済格
差問題を社会的関心に高めたという意味でも 21世紀の学問の一つの成果であろう。
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筆者は，ここ数年にわたり英国の税制改革報告書である，マーリーズ・レビューの内容について
ノートを作り，発表させていただいた。2010年と 11年に発表されたこのレビューは，「21世紀の
租税論」とも言えよう。この中でも今日の経済格差問題，グローバル経済下の国際的な資本蓄積問
題，社会保障財政の比重の上昇など重要な課題を正面からレビューしている。このレビューという
言葉は，関連するすべての研究業績を丹念に評価するという意味があり，とても学問的な活動であ
る。マーリーズ・レビューの集団的活動が，英国の非営利的な研究所である財政研究所（IFS）によっ
て行われ，2010年のレビューの最終章において「租税政策の政治経済学」と題して議会における
租税法の審議過程の改善まで提案している部分を考慮すると，租税論なり財政学の幅広さが窺える。
本ノートでは，上記のピケティの著作を入り口にしながら，今日の英国におけるこの課題に関わ

る代表的と思われる著作に学び，今日における経済格差を税・財政政策がどのように対応するべき
かについて考察したい。英国には，アトキンソンやヒルズといったこの問題の権威がいて，ピケティ
とともに研究もしている。また，筆者が大学院時代から学んできた英国の住宅政策も議論の中で重
要な位置を占める事も明らかになったのでこの問題も日本の現実と切り結びながら考察したい。

1.　トマ・ピケティ著『21世紀の資本』にみる経済格差論

1867年刊行のマルクス『資本論第 1巻』に接した経験のある人からすると，ピケティのこのベ
ストセラー（原著のフランス語版ではなく，英語版 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Cen-

tury, 2014）のタイトルを見ると，マルクス経済学者が 21世紀の資本主義的生産を解明したものか
と思われるだろうし，そう思わせるだけの大部な著作である。何がこの本をベストセラーにしたか
と言えば，上述のように，各国の財務データを丹念に収集し，そこから長期的な傾向を明らかにし
ている事である。資本の定義を「人類によって蓄積された富（wealth），例えば，建物，機械，イ
ンフラストラクチャーなど」（同上書，p. 47.以下，ページ数のみ記す。）としている。このような
定義は，国民所得計算における定義と思われ，この部分の少し前に，国民所得の定義もなされ，こ
の定義が，「GDPの考え方と密接に関係している」（p. 43）と述べられている。ただ，「人的資本は，
他人によって所有されず，あるいは，市場において取引されないので，我々の資本の定義から除外
する」（p. 46）と述べられている。
ピケティは，世界をヨーロッパ，アメリカ，アフリカ，アジアと分けて，1700年から 2012年ま

での生産額と人口の推移を示しつつ，この期間にわたるグローバルな不平等をグラフ化している。
帝国主義による植民地支配と中国の改革開放路線以来の 20世紀末から 21世紀にかけての旧植民地
地域の経済発展が鮮やかに示されている。
より長期的な傾向として，世界全体の一人当たり成長率を紀元 0年から 2100年までグラフ化し
て，19世紀の産業革命から 21世紀前半まで 1%から 2.5%程度まで上昇する事を示し（p. 100），
併せて，世界 GDPの成長率も同じ時期に 1%から 4%程度まで上昇するとしている（p. 101）。こ
のような長期的なデータの出所は，著者のウェブ上の元データを見るように指示されている。筆者
は，まだこの元データに接しておらず，今後の課題としたい。
本書の白眉は，なぜ資本の成長率が所得の成長率を上回るかを論じている第 2部「資本・所得比
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率の動態」であろう。著者は，英国とフランスの国民資本の 1700年から 2010年までの構成比をグ
ラフ化している。それによると，資本の構成部分を農地，住宅，他の固定資本，純外国資本（net 

foreign capital）として，第 1次世界大戦を境に国民所得に対する比率を下げ，とりわけ農地の比率
が下がり，その後の比率の回復は，主に住宅によってなされている事が示されている。
両国とも第 2次世界大戦後に産業の国有化がなされたので，公的富と私的富も論じられているが，

この区別は「国民資本の量と構成を変えるものではない」（p. 123）としている。フランスについて
2012年の 2つの富が，国民所得に比べてどの様な比率か，また，資本価値の中で 2つの富はどの
様な比率になっているのかも示されている。（p. 125）そこでは資産のみならず，債務も示されてい
る。
ドイツの資本構成は，1870年から 2010年までの推移が示され，英仏同様に，農地の比率低下と
住宅の比率増大が示されている。ドイツにおいては，19世紀末から 20世紀前半までの他の固定資
本の比率の高さが特徴的に示されている。国家有機体説の母国の面目躍如というところであろうが，
ナチスの支配した時代もあった事も忘れてはならない。
アメリカ合衆国の資本構成の推移も 1770年から 2010年までが示されている。住宅の構成比が上
昇する事は一致しているが，他の固定資本の構成比が 19世紀後半から一貫して第 1位を保ってい
る所は，世界第 1の工業国らしい。
本書第 2部の第 5章は，「長期的資本・所得比率」と題して，この比が，貯蓄率と成長率の比に

なるとしている。（p. 166）著者は，資本の価値の中に住宅を含め，各国で住宅の価値が上昇したこ
とを主因として，資本の価値増殖が所得の伸びを上回り，これをもって資本と所得の比率が変化す
るとしている。所得の伸びは，経済成長を論じるときには，インフレ調整をした後の実質所得の伸
びを言い，住宅の価値は，名目価値のままであることが通常である。であるから，この様な著者の
結論は，インフレ調整をきちんと位置付けていないという点で，結論を急ぎすぎているのではない
かと推察される。著者は，日本のバブル経済にも言及し，「1980年代に日本の私的富は，国民所得
の 4年分からほぼ 7年分に増大した」（p. 172）としている。
著者は，GDPの固定資本減耗や資本の減価償却についても各国の数字を挙げて貯蓄の一部とし
ている。確かに，マルクスの再生産論を振り返ってみると，特別利潤の生産を目ざす競争や資本の
有機的構成の高度化，さらには，生産手段の技術革新などによる生産手段の道徳的（社会的）摩滅
など，資本は価値増殖する価値とは言え，その実現には様々な困難が待ち受けている。それ故，資
本の論理としては，より多くの剰余価値の獲得と拡大再生産が理想の姿ではあろう。だがこの理想
は，労働者住民の生活と生命や環境問題（今日的課題の気候変動も含めて），さらには国際的正義
の実現等と鋭く衝突する場面も現れるだろう。このような状況で，人類の英知はどのように発揮さ
れるのかが，人類の進歩の真骨頂と言えよう。
この真骨頂を鮮やかに描き出したのが，英国工場法の生成発展を活写したマルクス『資本論第 1

巻』と言っても過言ではない。この中で家族のあり方，教育問題，公務員の労働の価値等も論じら
れている事は，マルクスが資本主義的生産様式の研究から将来世界の萌芽を読みとったからであろ
う。気候変動問題一つをとっても国際的な取り組みが求められる。資本の世界性や文明化作用はこ
こでも貫徹していると言えよう。
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著者は，今日のグローバル経済の主役である法人の市場価値と帳簿価値の比率の推移を各国ごと
にまとめグラフ化している。（p. 189）これによると，20世紀末にアメリカ合衆国と英国で 100%

を超え，21世紀になってもリーマンショックを経つつ，何とか 100%を維持し，他方ドイツ，日本，
フランス，カナダでは，一貫して 100%を下回っている。さらに，今日のグローバル経済を表す，
国内における純外国資本もグラフ化されているが，グローバル企業は対外投資をしているので，対
内投資の純額は，0の近辺で各国とも推移している事が示されている。（p. 192）
著者は，第 6章で「21世紀における資本と労働の取分」と題して，国民所得が，レント・利潤・

配当・利子などの資本所得と賃金・非賃金所得の労働所得にどの様な割合で分けられてきたかをグ
ラフ化している。英国では 1770年から 2010年まで，フランスでは 1820年から 2010年までが示
され，共にマルクスの『資本論第 1巻』が刊行された 19世紀後半に資本所得の取分のピークを迎え，
それ以後，少しの上下はありつつも漸減している事が示されている。この事実と対照的なのが，資
本の利回りが 20世紀に 10%あたりを確保していた事実である。著者は，資本の純利回りは，4な
いし 6%の幅に収まっている事も示している。（pp. 200-202）この様な数字を丁寧に集め，可視化
する著者たちの粘り強い姿勢に感服する。ただ，剰余価値論の立場からは，このような資本と労働
の関係の可視化には議論があろう。何よりも，マルクスが「貨幣の資本への転化」で示した，工場
の入口に立つ資本家と労働者の顔つきの対照性について，19世紀の英国やフランスの小説をこの
著書で多数引用している著者ならではの視点が求められよう。この視点こそ，1998年ノーベル経
済学賞授賞のアマルティア・センの「ケイパビリティと選択の自由」の議論に通じるものがあろう。
今日の人間の安全保障もこの様な労働の現場から再構築される必要があろう。その際，「ブラック
企業」という言葉が使われている事に筆者は違和感を禁じ得ない。新たな人種差別を助長する事を
危惧するからである。「資本の論理」という言い方で通用したものが，マルクス経済学の衰退で資
本賃労働関係としての資本概念が曖昧となり，この様な労基法違反してまで剰余価値生産と搾取を
実現する資本の姿を言い表わす言葉が普及しているのであろう。問題の共有は一種の進歩であるが，
人間が使う言葉の概念を大切にしなければ，その本質が理解できないのではないか。このような概
念を大切にする事こそが，学問の意義ではないかと痛感する。
著書の第 6章では，インフレーションの役割についても言及されている。インフレーションが資

産価値の上昇とどのように結びついているかは，解明されていない。1970年代から 80年代の日本
の研究者は，財政金融政策から地価や株価の上昇について実証的に明らかにしてきた。筆者は，柴
田徳衛氏の講演を聞いた事がある。その講演では，東京一極集中のインフラ整備の資金調達の基は，
ささやかなマイホームを夢見る家計の貯蓄と税金の負担であり，この様な零細資金がインフラ整備
に使われれば使われるほど東京の地価が上昇し，この地価上昇が全国に波及すると指摘されていた
ような記憶がある。まさに，政治と経済の矛盾の産物としての資産価格の上昇である。
資本賃労働関係を国民経済計算の枠内で見る著者は，付加価値の定義からして労働の取分を過大

評価している。ケインズにも言及しているが（p. 220）が，その有効需要論には触れていない。つ
まり，資本主義的生産様式における恐慌には，無頓着である。ただ，20世紀後半以降に資本の所
得の取分が漸増している事は，OECDや IMFの指摘とともにきちんと著書の中で示している事に
は敬服する。（pp. 221-222）
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本ノートの主題である「経済格差」については，本書第 3部「不平等の構造」で解明されている。
相続が不平等を継続させる事を様々な小説を例にして示している。この相続は，資産を受け継ぐ事
であり，この資産が著者によれば資本を構成するので，資本賃労働関係に関わらず，相続が不平等
に関わるということである。
しかし，著者はこの相続のみならず，労働所得そのものの不平等も数字を挙げて国際比較してい

る。著者はこの労働所得の中には，経営者が受け取る報酬も含まれるとしている。上記の資本と労
働の所得の取分の数字もこの様な著者の労働所得に関する定義を考慮すべきであろう。よく言われ
る事であるが，不平等度を示す統計数字のジニ係数は，所得よりも資産の方が高い。この事を著者
は，1970年代から 1980年代のスカンジナビア，2010年のヨーロッパ，2010年のアメリカ合衆国
で示している。（pp. 247-248）この順番は，ジニ係数が低い地域・時代から並んでいる。つまり，
国際比較とともに時代の推移も経済格差について明らかにしている。最上位の 1%を形成する両大
戦間期フランスの 200家族や 21世紀のウォール街占拠運動にも言及されている。（pp. 253-254）さ
らに，ジニ係数の生みの親である，Carrado Giniについても説明がある。（p. 266）
著者は，現在のグローバル経済における不平等を解明するために，The World Top Income Data-

base（WTID）を活用してデータの不完全性を克服しようとしている。
著者は，第 8章「二つの世界」において，第二次大戦後に上位層 1%の所得の取分の割合が低下
した事をグラフ化して示し，この事をもって，20世紀のフランスでは不平等が低下したとしている。
筆者が英国マーリーズ・レビューに関するノートでも示したように，所得税の最高税率の引き上げ
が所得の資本所得への転換をもたらしてきた。スカンジナビア諸国の二元的資本所得税の発展に見
られるように，高所得者のこのような合法的な租税回避を防ぐという目的がマーリーズ・レビュー
では意識されていた。
著者の数字の可視化は地道な作業として賞賛したいが，このような租税回避という現実を踏まえ

た議論が重要である事も事実であろう。このような現実は，著者も 1932年と 2005年のフランスを
例に，最上位 0.1%から 0.01%にかけて資本所得が各層の所得に占める割合を高めている事を可視
化し，理解している。ただ，最上位層の担い手が，大地主から経営者（managers）に変わった事
も示されている。
フランスとアメリカ合衆国に関して，第二次世界大戦を境に最上位 10%の層が受け取る所得の

分け前が急減したものの，1980年を画期として再び上昇し，20世紀初めの水準まで回復した事が
グラフ化され，可視化されている。（pp. 291-292）1980年以降にアメリカ合衆国で爆発した不平等
についても指摘され，合法的な資本所得の過小評価，タックス・ヘイブンの急激な発展があるので，
最上位 10%の層の取分は，50%を超えると計算されうると指摘されている。（pp. 294-295）株式市
場の熱狂とキャピタルゲインの役割も述べられている。
著者は，労働所得の不平等と題した本書第 9章において，アメリカ合衆国の最上位 10%の層の

総所得の 20世紀以降の変化を示し，第 2次世界大戦時から 1980年代までは 30ないし 35%であっ
たものが，1980年を境に第二次世界大戦前の水準の 45%強まで回復しているとしている。（pp. 

323-324）だが，同じグラフで，ヨーロッパ各国とりわけスウェーデン，フランス，ドイツは，
1980年代以降も取り分は増えず，スウェーデンでは，第 2次世界大戦直後の低い取分のままであ
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る事が示されている。このような国々では，再分配政策がきちんと行われている事を示していると
言えよう。

21世紀の世界は G20という国際的な集まりができたように，新興国についても目が離せない。
著者は，インドや中国などについても最上位 1%の層の取分の 20世紀以降の推移がグラフ化され，
可視化されている。（p. 327）はやりここでも，1980年が取分の再上昇の画期となっている。
著者は，第 10章資本所有の不平等において，フランスを例に最上位層 1%と 10%の富（wealth）

のシェアが 19世紀以降どのように推移しているか，グラフ化して，可視化している。上位 1%に
ついては，パリだけの推移も示されている。（pp. 340-341）これによると，第 1次世界大戦前がピー
クでそれ以降減少に転じ，1970年代以降では，20%強で移行している。英国とスウェーデンも同
様な推移である事が示されている。（pp. 344-345）アメリカ合衆国に関する同様のグラフもある。（pp. 

348-349）
富の格差（wealth divergence）のメカニズムを資本の利回り（r）と成長率（g）の差に求める著
者は，1820年から 1910年までの両者の推移をグラフ化して，可視化している。（同 p. 352）それ
によると，rは，ほぼ 5%で，gは，0%から 2%の間にあった。なぜこのようになるのかについて，
「論理的必然ではなく，歴史的事実である」と述べている。（p. 353）母国フランスの税務データな
どから得られた統計数字の冷徹な事実として，確信をもって主張されている。紀元 0年から 2100

年までの rと gの推移のグラフもある。（p. 354）税務データや経済データが入手できる時期はとも
かく，将来や過去でそのようなデータが無い時期について著者がどのようにグラフ化したかは，筆
者はまだ確かめられておらず，著者を中心とするウェブ上のデータにアクセスする必要があろう。
このグラフによっても，第二次世界大戦から 21世紀初めまでの期間が成長率が急上昇し，資本の
利回りに接近したが，それを上回る事はないと示されている。
著者によれば，第一次世界大戦から第二次世界大戦直後にかけて，世界の税引き後の資本利回り

が急減し，21世紀の初めまで世界の成長率を下回ったが，紀元 0年から 2200年までを取ると，税
引き後利回りが成長率を下回ったのは，この時期だけであると示されている。（pp. 356-357）
富や資産の格差をもたらすのものとして，相続資産が挙げられ，フランスにおける 1820年から

2100年までの相続に関わる人々の平均年齢もグラフ化されている。平均寿命の伸びからこの平均
年齢が徐々に上昇している事が示されている。全ての富に占める相続された富の割合が，1970年
を底にして再上昇している（p. 402）事は，経済格差の固定化を示すものとなっている。つまり，「2010

年のフランスでは，私的資本の 3分の 2が，相続から，3分の 1が，貯蓄から蓄積されている。」（p. 

403）
21世紀は，グローバル経済が発展する時代であり，資産家は，利益も住所も自らの都合で自由

に選択しうる。この選択によって租税回避が行われる。そこで，著者は，第 12章「21世紀におけ
る富のグローバルな不平等」において，億万長者（billionaires）の人数と総資産をグラフ化している。
（p. 433）それによると，人数，総資産とも 21世紀にはいって急増している。世界の富豪については，
Forbesのような雑誌でもランキングが発表されている。その他様々な機関がこの種の個人について
報告している事が示されている。（p. 437）ウォール街占拠運動が，1%対 99%の不平等を主張した
ように，著者も 1%の富裕層の人数と総資産額を数字として提出している。（p. 438）さらに著者は，
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この富裕層たちが運用する資本の利回りが有利であるとする試算も行っている。上述の Forbesな
どのランキングから富の所有者の中には，相続から得た富のみではなく，自らの努力と働きによっ
て得た富もあるとされている。著者は固有名詞を挙げて説明している。（pp. 439-443）さらに，富
が大きければ大きいほど資本の利回りが上昇する例として，世界の有名大学の資産運用実績も示さ
れている。（p. 448）
インフレの影響については，筆者が上述のように疑念を呈したが，その答えが，著書に示されて

いる。すなわち，「平均的資産価格は，消費者物価と同じペースで上昇する傾向にあるので，イン
フレーションが，資本の平均利回りを削減すると考える事は，誤りである」（同，p. 452）としてい
る。つまり，著者も続けて説明しているように，資産価格は，インフレと歩調を合わせて価格上昇
し，その名目価格によって利回りが計算されるという想定が著者によってなされている。この部分
は，筆者が英国マーリーズ・レビューに関するノートでも紹介したように，資産課税の設計におい
て，重要な部分である。
著者はさらに，政府系ファンドなどの投資状況についても論じている。（pp. 455-460）北海油田

を抱えるノルウェーの政府系ファンドが東京の不動産にも投資を拡大した。国家資本の投資活動は，
国家独占資本主義論の重要テーマであり，興味深いが，今後のテーマとしたい。ただ，国民の年金
基金にも政府の投資戦略の一翼を担わせるという成長政策が行われている事については，注視して
いきたい。
ピケティの著書の最終部である第 4部は，「21世紀における資本の規制」と題されて，まず，富
裕な国々において，国民所得に占める税収の割合が第 2次世界大戦後に上昇している事が，グラフ
化されて示されている。このグラフの中でアメリカ合衆国の数字が停滞しているが，同国では，企
業が従業員の健康保険や年金を自らの負担で提供するという仕組みもあり，全てが公的な保険では
ないという事情がこの様な数字の推移となっている。逆に言えば，大陸ヨーロッパや北欧の国々で
は，社会保険と財政の中で企業が重い負担をしている部分は，この様な国民負担率の数字としてあ
らわれるが，アメリカ合衆国のような仕組みでは，国民負担率の数字に入らず，企業コストに含ま
れ，この企業コストが同国の経済や公的部門の経営の苦境を招いたとも言えよう。
最後に著者は，経済格差を是正するための租税政策について論じ，個人所得税の最高税率が，各

国で 1980年代以降引き下げられ（p. 499），同じ時期に相続税の最高税率も引き下げられ（同，p. 

503），この引下げが顕著に行われた英国とアメリカ合衆国の実質成長率が，ドイツ，フランス，日
本，デンマーク，スウェーデンのそれを下回ったとも述べられている。（p. 510）著者は，「社会国
家と累進税率の個人所得税は，21世紀にも引き続き中心的役割を果たす」としつつ，「もし民主主
義がグローバル化された金融資本主義を統制するまで回復するのであれば，新しい道具が必要とな
り，理想的な新しい道具は，ある種の累進税率の資本に対するグローバルな税である」（p. 515）と
している。
筆者がまとめた英国マーリーズ・レビューに関するノートの「その 2」では，法人税について紹

介した。同レビューでは，法人税を「国際資本課税」という章も設けて論じていた。同レビューが，
1978年のミード報告 30周年を記念しており，この 30年の最大の特徴が経済のグローバル化であ
るからである。また，著者の「民主主義」という指摘に関しては，同レビューの 2010年版最終章が，
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「租税政策の政治経済学」と題され，議員，政党，選挙制度，議会審議，専門家の関与など幅広いテー
マが具体的課題を例にレビューされていた。この部分については，筆者は，同レビューに関するノー
トの「その 5」で紹介した。
ともあれ，著者は，最後に具体的提案を出し，グローバルな民主主義の必要性も課題として示さ

れている事に敬服したい。このような国際的な法人税や個人所得税の改革は，今日，OECDを中心
にまとめられ，各国の税務当局もグローバル税制の整備に取り掛かっている。課税権という国家権
力の行使が，経済のグローバル化という世界資本主義の発展を受けて民主主義的政治形態の信認を
得るためには，資本の秘密や私的所有権と鋭く衝突・矛盾するという，島恭彦『財政学概論』（1963

年）が示した，「政治と経済の矛盾」が 21世紀の今日新たな段階に入ったと言えよう。経済格差に
対して税・財政政策にどのような取り組みができるかは，政策を論じる者の受け止めるべき主要課
題であることは，経済学の根源的テーマでもある。
ピケティも銀行情報の透明性に関する最近の前進の実例を挙げて（pp. 521-524），国際的な資本

課税の実現可能性を探っている。個人所得税が資産家の資本（富）や資本所得にどのように課税さ
れるかも具体的人名を挙げつつ論じている。（p. 524-527）さらに，今日のヨーロッパを例にとって
財政赤字の累積問題にも触れている。わが国も典型的であるが，財政赤字の累積は，国債の累積を
もたらし，国家の課税権を背景としている国債は，金融資本から見れば，安全確実な投資先であり，
金融資本の重要な構成員である証券会社にとっては，国債発行の手数料が大きな収益源であり，国
債市場における売買利益も巨大銀行を中心とする金融資本の重要な収益源である。国債累積が財政
破たんを国民に危惧させ，国家破産よりも財政緊縮を選ぶ選挙民が，この様な収益源を金融資本に
保障しつつ，自らは増税と社会保障の切り下げを選挙で選択するという構図が描かれるであろう。
これは，経済格差をますます拡大する方向に作用しないとも限らない。このような現状を打開する
事も税・財政政策の重要な課題であろう。
ピケティは，「1992年のマーストリヒト条約（the Treaty of Maastricht）が，統一通貨ユーロを創
設した時に，EU加盟国は自らの財政赤字を GDPの 3%以下，総累積債務を GDPの 60%以下にす
るように命じた」と述べている。（p. 565）さらに，この財政規律が，もし予算議会の財政赤字水準
に関する決定権や調整権が認められると，不必要になるとも指摘している。（p. 566）各国ごとの特
殊事情を踏まえた財政赤字の管理運営が求められる時代と示そうとしたものと思われる。
ピケティは，最終章の「結論」の最終部分で「最も恵まれないものたちの利益」に目を向けるよ

うに訴えている。筆者も同感である。ただ，今日の競争社会でこの姿勢を貫く事もある覚悟を必要
とするような資本の専制的支配は，常に貫徹している事を忘れてはならない。

2.　A.B. Atkinsonの経済格差論から学ぶもの

（1）　アトキンソンについて

英国の経済格差研究者で有名なアトキンソンは，2015年に Inequality What can be done ?（『経済
格差　何ができるのか ?』）という著作を刊行している。表紙のタイトルでは，Inと ?が赤字である。
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また，タイトルの上部に大きく赤字で不等号が掲げられている。英国社会は，階級社会で，2015

年の英国労働党党首選挙では，社会主義を掲げる候補が当選し，党首となっている。経済学が同国
で誕生した時，三大階級（地主，資本家，労働者）を前提として議論されていた。今日では，資本
賃労働関係まで曖昧にする傾向（例えば，株式会社の持ち主を株主，つまり家計としている経済学
の横行）がある中で，きちんと経済格差に取り組んできたアトキンソンは，貴重な存在である。彼
はまた，2000年に第 1巻が刊行され，2015年に第 2巻が 2分冊として出された，North-Holland社
のHandbook in Economics シリーズの Handbook of Income Distributionの共同編者でもある。そこで，
上掲の彼の 2015年の単著を基に，経済格差論で何が議論されているかを探り，この議論の行方を
考察したい。（ページ数は，本文中に記す。）
英国は，マルクスやエンゲルスが労働者の状態を各著作で研究した事で有名である。20世紀に
入っても例えば，B, Seebohm Rowntree が，1901年に Poverty ; A Study of Town Lifeを刊行し，様々
な研究の蓄積がある事がアトキンソンのこの著作冒頭で示されている。マーシャルの厚生経済学や
ケインズの一般理論が経済格差を念頭においていた事も明らかである。また，J.ロールズと A.セ
ンにも言及されている。21世紀の経済格差は，正義論や国連の人間発達報告書と密接な関係があり，
豊かな社会の貧困のみならず，世界的な経済格差にも目を向ける事が求められているのであろう。

（2）　不平等の定義を巡って

不平等の測定単位を世帯（household）とした場合には，世帯内の不平等が隠ぺいされ（p. 29），
世帯所得合計（再分配後の可処分所得）を家族数の平方根で割ることが一般的だが，修正された
OECD尺度では，最初の大人に 1，次の大人に 0.5，子ども一人につき 0.3で計算する（p. 31）。所
得項目のリストには原則として全ての現物所得を含む。（p. 31）例としては，庭でとれた野菜が挙
げられている。持家の帰属家賃（“imputed rent”）は，国民経済計算にも所得の包括的定義にも含
まれ，2012年の英国の GDPの約 10%を占める。（p. 32）
医療，教育，社会的ケアなどの公共サービスの価値も現物所得のさらに重要な源泉であり，不平

等の国際比較でも重要である。（p. 32）所得の包括的定義には，キャピタルゲイン（発生，実現共に）
も含める。ピケティも言及していた The World Top Income Database（WTID）によると，アメリカ
合衆国での上位 1%の所得シェアは，2012年にキャピタルゲインを除くと，19.3%，含めると
22.5%であった。（p. 32）インフレを考慮した実質ゲイン（筆者がノートにまとめた英国マーリーズ・
レビューでも資産課税でインフレ調整の必要性が議論されていた。），Bill Gatesによるピケティ批
判，つまり，「消費を無視している」を紹介しつつ，「所得ではなく，消費を考察すると，不平等と
貧困に関する発見は違うものとなりうる」（p. 33）としている。マーリーズ・レビューが支出税や
最適課税論の流れを踏まえているように，アトキンソンの不平等論は，実際的な経済状況における
不平等を考察する時に，人間の機能に密接に関係する消費のあり方にも目配りしているのであろう。
この点は，「栄養素の関係で，男性と女性では貧困線が違う」（p. 35）さらに，英国の経験主義の伝
統を受け継ぐアトキンソンは，貧者と富者の格差を次のような点にも認めている。すなわち，「低
所得者の生活コストが，割高となる。なぜならば，スーパーよりも近所の小売店で買い物をし，家
庭用エネルギーがコインメーターの場合があり，銀行サービスが受けられなかったり，銀行ローン
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から排除されたりするからである。」（p. 36）他方，富者は，「メディアを支配し，政党に影響を及
ぼし，The Gates Foundationのような慈善団体を設立できる。消費の測定ではこれは把握しえない。」
（p. 37）貧者の困窮に関しては，2020年を目標にして 2009年にヨーロッパの貧困と排除に対する
対策として，3つの目標（① 住宅コストの支払いの遅れを回避する，② 食事に，肉，チキン，魚
を摂取する，③ 住宅を適度に暖房する）が立てられた事が述べられている。（p. 36）
結論として，アトキンソンは，所得を究極的な手段として，消費よりもずっと広い内容であると

している。（p. 37）その際，上述のように，持家の帰属家賃所得や公共サービスなどの現物所得も
含める事が肝要であろう。

（3）　歴史に学ぶ姿勢の重要性

ピケティの経済データが 200年以上の蓄積によっていたように，不平等をめぐる議論には歴史が
ある。また，歴史的なデータをそのまま批判することなしに用いる事も危険である。歴史に学びつ
つ，歴史的データを批判的に用いるという社会科学の立場が必要とされるのであろう。筆者は，修
士論文で両大戦間期の英国の住宅政策をテーマとしたが，その後このテーマとは触れあっていない
ので，批判的社会科学の立場から今日の不平等を論じるアトキンソンに学ぶことは大きいと思われ
る。
まず，「個人所得の税務データは，19世紀の本格的な個人所得税導入開始時には，その税務デー

タがカバーする範囲は狭かったが，第二次世界大戦後は，大多数の人々をカバーするようになった。
しかし，あくまでこのデータは，税務データであるので，所得税法を反映している」とし，例を挙
げて注意を促している。例えば，「課税単位は，アメリカ合衆国では，夫婦の合算所得であるが，
英国では，1990年以降，個人単位である。税務データでの所得の定義は，上述の包括的な定義と
かなり異なり，さらに，租税回避（tax avoidance and evasion）も存在する」（p. 51）とある。また，
「The EU Structure of Earnings調査は，公務労働と従業員 10人未満の企業を除いている」（p. 52）
アトキンソンは，ピケティと共同研究をしているそうであり，両大戦間期において，高所得者へ

の所得の集中が低下したのは，15か国中フランスを含めた僅か 4カ国のみであるものの，第二次
大戦中は，不平等度は広く低下したとしている。（pp. 56-57）第二次世界大戦中からの福祉国家の
発展を紹介したのちに，「しかし，1969年以降は，富者に有利になった」とし，その理由を，資本
所得と私的年金受給が政府移転よりも急増した事を挙げ，経済格差の拡大が，単なる経済状況の変
化のみならず，「政策の変化」にもよることを主張している。（p. 61）本ノートが「経済格差と税・
財政政策」と題している意図は，格差を生みだした政策の転換を考察するためである。
税制で再分配を行うという想定は崩れた。つまり，「課税ベースが侵食され，アメリカ合衆国の「実

効税率」は，表面税率よりも累進的ではなくなり，再分配の効果をなくした。」（p. 61）

（4）　不平等の定義と福祉国家における不平等削減の取り組み

相対的貧困の状態にある子どもの問題を本ノート冒頭に指摘した。2015年 11月 8日付の「朝日
新聞」では，そのような子どもたちがどのような状態に置かれているのかがアンケート調査から明
らかにされている。例えば，冬なのに長袖の体操服が買えないなどである。同年 11月には，日本
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の最高裁において，選択的夫婦別姓についての口頭弁論が開かれた。日本では，「夫婦の絆」は尊
重しても，子どもの人権は顧みられない国なのであろうか ?　「少子化」を嘆くよりも少子化の中
で貧困にあえぐ子どもたちを嘆く事が先だと思われる。
相対的貧困の定義として，中位所得の半分（50%）以下が通常挙げられる。本ノートで学んでい

るアトキンソンは，「現行の EUの資金的貧困（financial poverty）の指標は，中位所得の 60%以下
である」（p. 64）としている。貨幣所得によらず生活必需品がある程度手に入るコモンズや共同体
の存在感のある社会では，貨幣所得が通常の定義である 50%以下でもそれなりの生活ができると
すると，この資金的貧困とは，商品経済が社会の隅々まで浸透している社会において生活する際の
貧困の定義であると思われる。アダム・スミスの言葉で A.センがよく引用する「人前で恥ずかし
くない振る舞い」をするために必要な貨幣所得が，中位所得の 60%以上が不可欠であるというも
のであろう。上述の日本の例では，冬の体操の時間に半袖しか着る事ができない子どもは，冬の寒
さに負けない元気な子供であるかもしれないし，お金が無くて長袖の体操服が買えない子どもかも
しれない。人生経験豊富な大人たちがそのあたりを察する必要があろう。

1980年代は，A.センが批判した小さな政府論が世を席巻し，所得格差が拡大する中で所得税の
累進性が弱められ，更に経済格差が広がったという印象が強い。当時の英米日の指導者の名前を並
べ，「新自由主義の勝利とソビエト連邦の解体 =社会主義の敗北」が世界の潮流となったとされる
ことが多い。しかし，世界は広い。例えば，本ノートの上述で紹介したピケティも指摘していたよ
うに，「ドイツの税制と移転システムは，市場所得の不平等を削減した。」（p. 66）
ところが，「1990年代半ばから 2005年にかけて税と手当システムの再分配能力は，低下し，こ

れが世帯所得ギャップ拡大の主な原因であった」という 2011年の OECDの報告書（Divided We 

Stand）からの引用を示している。（p. 67）税制の再分配能力低下は個人所得税の最高税率の引き下
げや資本所得の低税率等でよく指摘される。手当システムに関しては，例として「各国で雇用手当
により厳格なルールが適用され，受給者の割合が減少した。これは，非正規労働者がかなり増大し
た事が作用している。」（p. 67）

（5）　アトキンソンによるピケティ批判

経済格差論の大家であるアトキンソンは，学問的良心を基にベストセラー学者を次のように批判
している。「（『21世紀の資本』の）タイトルは，資本であるが，実際の本の中身は，「富（wealth）」
と「資本」についてであって，両者を区別する事が必要である。富は広く分配されているが，人々
が所有する富の多くは，経済の生産活動をほとんどコントロールしない。例えば，（ピケティが資
本の重要な構成要素となったとする住宅の）持家者は，住宅サービスを生みだす資産をコントロー
ルするが，年金貯蓄が投資されるヘッジファンドの住宅やアパートにはコントロールが及ばない。
所得のマクロ経済的分配を考察する時に適切であるのは，資本である」（p. 95）と述べられている。
経済学が価値生産における労働の役割に注目したのは，この労働（力）が，生産手段を用いて，

剰余価値を生産し，資本蓄積と拡大再生産をしながら，運動しつつ自らの価値を増殖させる資本の
存在を維持し続けるからであった。この資本蓄積においては，上述のように競争における特別利潤
の獲得に必要な絶えざる技術革新が求められる。このような経済学の伝統を大切にするアトキンソ
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ンは，同様の指摘もしている。すなわち，「技術の進歩は，資本にとって有利となり，労働側の取
分が減少するという先行研究がある」（p. 96）とか，「総生産関数（aggregate production function）
をより大胆に考察する必要がある。その例として，Lawrence Summersが，資本の 2つの役割として，
① 生産関数の最初の独立変数である事，② 人間労働を補うロボット以外の多くの形態を挙げてい
る。アメリカ合衆国の仕事のコンピュータに対する将来の感受性（susceptibility）の点で，47%の
仕事は高いリスクをもつ。その仕事の例は，オフィス，行政，小売，サービスである。低いリスク
は，医療，教育，法律，芸術，メディアである。この低いリスクの仕事には，社会的知識（social 

perceptive），交渉，説得力，独自性（originality）のような特定の人間的技術（human skills）が必
要となる」（p. 97）と述べられている。さらに，アトキンソンの恩師である James Meadeが，「オー
トメイションは，不平等を増大させる」と述べた事を引用しつつ，この様な言い方に対して，サミュ
エルソンが，「狼少年である。アメリカ合衆国の統計では，労働者の取分は低下していない」と反
論している事も示している。（p. 98）アトキンソンは，この様な論争に対して，「1965年時点では
サミュエルソンが正しかったが，現在では，賃金シェアは低下している」と述べ，さらに「ミード
は，資本とその所有の重要性を我々に警告している」と強調している。（p. 98）ガルブレイスなど
にも言及しているがここでは省略する。このように，アトキンソンは，古典派経済学の伝統を守り，
資本による価値生産を中心に議論している事が分かる。価値生産や資本蓄積があって初めて分配や
再分配と経済格差の議論ができるのである。税・財政政策もこの価値生産の段階を踏まえて構築す
る必要がある。アトキンソンがこの様な立場から政策論を議論している事は，後に示す。
ピケティが触れなかった点としてアトキンソンは，「非金融会社の内部留保やキャピタルゲイン

（p. 100），金融サービスを担う組織が，年金ファンドや生保会社として存在し，国内で所有される
株式の三分の二以上を保有している事，法人所得の多くが不透明であり，資本所得の割合が増大し
た事（p. 102），年金プランに投資された富は，年金所有者に自らの資金の投資先について発言権を
与えるわけではない事，資本の権力は，ファンド・マネージャーによって使われていて，利益を受
ける所有者によって行使されているわけではない（pp. 103-104）」などを挙げている。資本の所有
関係と専制的指揮権という資本の機能の有機的理解が必要となる。
さらに，政治経済学的指摘が次のようになされている。すなわち，「政治権力も重要な役割を演

じた。会計基準と税のルールにおける規制の枠組みを変更させるために組織された利益集団は，ロ
ビー活動をした」とし，アメリカ合衆国の証券取引委員会（SEC）の前委員長の事葉が引用されて
いる。女性の「ガラスの天井」にも言及している。（p. 107）「企業の動機，つまり，企業の株主の
特別な利益を尊重する事は，社会のより広い利益と一致しないであろう。それゆえ，我々は，これ
に対抗する力（countervailing power）を考察する必要がある。」（p. 118）とも述べられている。
そして，技術革新における軍事研究の具体例に触れながら，「一つの全体としての社会が，強い

利害をもつという研究の方向にする事が，重要な選択となる」（p. 120）としている。

（6）　アトキンソンの独自な視点

まず，「公的雇用と技術的変化」と題する節において，Baumolの議論を紹介しながら，公的サー
ビスの重要性を力説している。（121-123）この部分は，財政政策と密接に関係して大変興味深い。
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例として，病気が治った労働者がより生産的になることが示されている。（p. 121）この様な発想は，
上述の小さな政府論や「選択の自由論」に反対し，人間の機能や潜在能力の重要性から医療や教育
を担う公共部門を前提にした「選択の自由論」を展開した A.センと似ているように思われる。
今日の世界の財政緊縮策を念頭においたような言い方もある。すなわち，「一つの全体としての

経済の進歩から得られる公共サービスの将来の上昇する価値を政策決定者は，考慮しなければなら
ない。すなわち，現在の意思決定者と彼らに投票する選挙民は，将来を見る（forward-looking）必
要がある」とし，人的投資とその具体例（児童手当など）の重要性を力説している。（122）行政サー
ビスの改革にも言及している。（同）
「対抗力」（countervailing power）と題して，「相互責任が労働の全体的コミュニティに浸透しな
ければならず，民主的参加と信託（trusteeship）の原則によって相互の責任が支えられなければな
らない」と書き出し，今日の会社の投資決定，機関投資家，会社の社会的責任を述べつつ，「倫理コー
ドの存在がより公平な分配という結果につながりうるか ?」という問題を提起している。（p. 124-

127）
次に，「法的枠組みと労組」と題して，まず，ピケティの『21世紀の資本』に対するある法律家

の批判を「ピケティとその支持者と批判者は，全員パズルの巨大なピースを見失っている。それは，
富の分配における法の役割である」と述べ，具体的にアメリカ合衆国では，「反トラスト，規制，
労組に関する法的ルールと組織において，資本に有利なバイアス（a capital-friendly bias）が，自然
に備わっている」と指摘している。（p. 128）アトキンソンは，1980年代保守党政権による英国の
労組の活動を制限する法律を表にして示しつつ，その対抗策として 2006年に英国の労働組合会議
（TUC）による新しい労働組合自由法の提案に言及している。（p. 128）大陸ヨーロッパの具体的動
きを紹介した後に，アトキンソンは，英国での新組織を次のように提案している。すなわち，「使
用者・労組・政府・非政府団体・消費者グループ，ジェンダー・各民族・各世代，労働市場外の人々，
特に現在排除されている人々も含める社会経済会議を創設する。この会議は，労働市場，ビジネス
と社会的防御，最低賃金決定，手当水準とその改定に影響する手段に関する新しい法律について議
会に報告する権限を与えられるべきである」（p. 131）としている。
この新組織の提案のすぐ後ろのところで，アトキンソンは，不平等解決のための提案を述べる。

提案には番号が付いていて，この著作の中で順番に提案が示され，巻末にまとめられている。「提
案 2」と題された中身を要約すると，「公共政策は，各利害関係者（ステイクホールダー）の間の
力の適切な均衡を目指すべきである。この目的のために，競争政策に明確な分配次元を導入するべ
き。また，労働組合がレベルごとに労働者を代表する事を許すような法的枠組みを確かにする。（前
述のような）社会経済会議の設立）」である。（p. 131）
「提案 1」は，「技術進歩の方向を労働者の雇用可能性を高め，サービス提供の人間的次元を重視
するように，政策決定者の意識を高める」というものである。（p. 303）アトキンソンは，EUで重
要になっているものと同じ次元の提案であるともしている。（p. 132）

（7）　アトキンソンの具体的提案

アトキンソンは，不平等を削減するための 15の提案と 5つの追求されるべきアイディアをこの
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著作第 2部「行動のための提案」の末尾にまとめている。これらの提案は，本文中にそれぞれの章
の中で詳述されている。本文に即してそれぞれの提案を吟味する事が大切な作業ではあるが，本ノー
トの紙幅の関係でまず，提案を簡単に紹介する。
提案 1と 2は，前述のとおりである。提案 3は，政府の失業対策と最低賃金での公的雇用の提供，
提案 4は，社会経済会議を含む「国民的な対話」で合意した全国的な賃金支払い政策に生活できる
最低賃金とそれを上回る賃金への実施規約を含める事，提案 5は，貯蓄の実質利回りをプラスにす
るために，政府は一人当たりの限度額を設定した国民貯蓄債権を発行する，提案 6は，全ての大人
に資本贈与（最低限相続）を支払う，提案 7は，公的な投資公社を創設し，国家の純価値を作るた
めに政府ファンドを運用する，提案 8は，個人所得税の累進税率構造をより累進的にし，最高税率
を 65%とする，提案 9は，個人所得税に勤労所得控除を導入する，提案 10は，相続と生前贈与の
受け取りに対して累進的生涯資本受取税を課す，提案 11は，現在の不動産価値評価に基づいて，
比例税率かあるいは累進税率で財産税を課す，提案 12は，児童手当を全ての子供にしっかりと支
払い，所得として課税する，提案 13は，既存の社会的保護を補完し，EU規模の子ども向けベーシッ
クインカムを展望する参加所得を全国レベルで導入する，提案 14は，提案 13の代替策で，社会保
険を刷新し，手当水準を高め，手当のカバーする範囲を拡充する，提案 15は，豊かな国々の政府
開発援助を国民総所得の 1%に引き上げる。（pp. 237-238）
この様な 15の提案に続いて，「さらに追求すべきいくつかの可能性」として，5点指摘されている。
それは，① 住宅以外の借入のために世帯が信用市場にアクセスする事のレビュー，② 私的年金へ
の拠出を「所得税を基礎に」取り扱う根拠の検討，③ 毎年の富に対する課税とその成功的導入の
必要条件の再検討，④ 全ての富に基礎を置いた個人納税者へのグローバルな税，⑤ 法人への最低
限の課税である。（pp. 238-239）

（8）　アトキンソンの具体的提案の評価

具体的提案の前提として，現実の実証的分析が欠かせない。アトキンソンも本著作において，英
国を中心として現実の不平等を所得，雇用，富の保有等の面から具体的に分析し，現状を明らかに
した後に，上述のような具体的提案をしている。本ノートの紙幅の関係で，具体的実証分析につい
て詳しく紹介できないので，この課題は他日を期したい。また，同じテーマで英国の研究者が精力
的に研究し，さらに上述の所得分配に関するハンドブック第 2巻（2分冊）が 15年ぶりに刊行され，
2000年の第 1巻とともに筆者としてはそれらの内容の理解に今後努めたい。そこでここでは，上
述のアトキンソンの提案の評価をその提案がなされる根拠となる彼の現実把握とともに行いたい。
この評価も提案の中心となると筆者が判断する項目に限られる事をあらかじめお断りする。
第 1の項目は，雇用に関するものである。不平等の是正は，市場において得られた所得の格差を

再分配政策で行うと通常考えられるが，労働市場における所得格差を再分配の前になるべく小さく
しておくという発想で雇用に現実に向かっているのであろう。第 5章「将来の雇用と賃金支払い」
の章では，20歳から 64歳までのヨーロッパの就業率の目標，中世に退職は無かった事，非標準労
働（パートタイム）が，蔓延している事（学校の先生も），この労働の多様な形態（「ゼロ時間契約」
も），パートタイム労働には女性が多い事等を示し，「非自発的失業を最小にし，失業率の目標を
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2%にするべきである」と述べられている。（pp. 135-140）さらに，アメリカ合衆国のニューディー
ル政策からインドの公的雇用プログラムの例を示し，上述の提案 3の正当性を示している。
この主張を政府の肥大化を招くとして批判する言い方もあろうが，筆者は，今日の失業問題の解

決策として高く評価したい。雇用や勤労を重視して，再分配の前提を確実にすることは，自助努力
の強調によって再分配政策の必要性を否定する事の対極にあることが明確に示されていると言えよ
う。本ノートで全てを紹介できないが，この雇用を最初に分析している事には，アトキンソンの意
気込みが大いに感じられよう。彼は，その議論の中で，「国連の人権宣言が勤労権の法制化をうたっ
ている事（p. 140），「職の確保は，固有の価値（intrinsic value）を持ち，包摂（inclusion）の明白
なシグナルである」と述べ，Lane Kenworthyの次の言葉を引用している。すなわち，「職を求めな
がら見つけられない人誰に対しても職を保障する事によって，この様な政策は，仕事の価値を肯定
する事になるだろう。」（p. 145）
最低賃金に関する上述の提案 4を説明している箇所で，各国比較が行われ，最低賃金がフルタイ

ムの中位所得に対する比率で日本が最低である事が示されている。（p. 149）最高は，フランスの
60%であるが，日本は 40%以下である。現在の日本で，働く貧困層（ワーキングプアー）が注目
され，最低賃金での所得と生活保護の生活扶助（所得保障部分）との逆転現象が言われている実態
が，世界的大家から国際比較によって厳しく指摘されている。
さらに注目される指摘は，同じ会社内で経営者層と最低賃金層の賃金（報酬）格差を何倍までと

するという規制の具体的試み（2013年のスイスの国民投票では，12倍までとする。賛成は，35%。
従業員所有会社の John Lewisでは，平均サラリーの 75倍以下。TSB銀行では，65倍以下。フェ
アトレードを組織する Traidcraftでは，6倍まで。スペインの Mondragon生協では，6.5倍まで）
を紹介しつつ，このような具体的倍数は，「組織のエートスを反映する」と述べられている。（p. 

151）公務員の賃金格差や女性差別の問題なども詳細の議論をしているが，本ノートでは省略し，
この紹介その他は他日を期す。
再分配前の不平等是正策に続いて，アトキンソンは，著書第 6章「資本分配（Capital Shared）」
と題して，資本所有の役割とその所有バランスの再考を訴えている。さらに，第 7章「累進的税制」
で最上位 1%の人々への課税のあり方を論じている。その結果，上述の提案 5から提案 11に結実
している。資本主義社会と私的所有を前提とした社会で各個人の資産（資本）を政策として形成す
るということは，通常それほど議論されない。この場合の資本は，資本賃労働関係そのものではな
く，資産や富を意味しているので，個人の資本形成として，私的年金や持家さらには貯蓄の形成に
政策的関与を行い，その政策的関与の手段が，租税政策や財政政策による優遇税制である。現実と
して，1980年代の英国の公営住宅払下げやそれ以前からの住宅ローン減税，さらには，持家の帰
属家賃所得非課税など所有者民主主義を掲げる保守党政権は，民主主義を支える国民は，所有者た
れという政策を推し進めてきた。しかし，米国のリーマンショックの原因が低所得者向け住宅ロー
ンの破綻であったことは記憶に新しいように，金融緩和政策と結び付いたこの様な住宅資産の広範
な形成は，持続可能性に乏しいと言えよう。
この第 6章でアトキンソンは，相続や結婚，更には，ピケティの金看板である r>gにまで言及
している。つまり，r>gについて彼は，「ピケティ本の多くの読者は，r>gの強調に困惑している。
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インフレを考慮すると，リターン率 rは，マイナスである」（p. 160）と指摘しつつ，資本の様々な
リターン率や債券利子，株式配当，国有企業の利潤，企業の内部留保，銀行・年金基金・投資基金
などの仲介業者の役割など現実に鋭く切り込んでいる。住宅資産の詳しい分析から，住宅政策と住
宅税制の重要性が改めて確認されている。（p. 161-163）さらに，年金改革による私的年金充実策の
詳しい分析（p. 164-169）を踏まえ，上述の提案 5が示され，「全ての人々にとっての相続」と題す
る節でトマス・ペイン（Thomas Paine）の 1797年の著作 Agrarian Justiceからの引用「国民基金（a 

national fund）を作り，その基金からどんな人にも 21歳になったら 15ポンドの支払いをする。そ
の代わり，従来の相続（natural inheritance）は，廃止する。また，土地資産（the system of landed 

property）の制度を導入する」を示しつつ，ペイン提案の現代版がすでに米国で提案されていると
している。（p. 168-169）因みに，「当時の 15ポンドは，1797年のイングランドとウェールズの農
業労働者の年収の約半分であった。」（p. 169）英国でもこのような提案が 1960年代から行われ，
1972年には，アトキンソン自身もこのような提案を行ったとされている。実際に，英国では 2003

年に the Child Trust Fundが作られ，出生時に 250ポンド，ミーンズテストである所得以下の家庭
には増額のバウチャーを支給し，子どもが 18歳になるまでファンドに拠出，親の追加拠出も可能
で成人になって使いみちに制限が無くお金を引き出せるというものであったが，2010年の保守・
自民連立政権によって廃止された。（p. 170）この様な状況を受け，アトキンソンは上述の提案 6を
提示している。（p. 170）
この様な万人に対する資産形成策の財源は，個人の資産課税や相続税の課税・増税で賄うという

政策提案もいくつか紹介しつつ（p. 171），提案 7で国家の富の運用で国家の純価値を作るとしてお
り，保守党などの政権による Royal Mailなどの国家資産の民営化や売却に反対している。（p. 177）
アトキンソンは，ノルェーの例や James Meadeの民間企業の株式の国家所有に関する提言を紹介
しつつ，「（提案 7の）投資は，倫理的基準によって方向付けされるべきである。倫理基準は企業活
動の分野をカバーし，より広い社会的責任に敏感となるとともに，世代間のより公平な分配を確か
なものにする役割に対して自然に同調する」（p. 178）と指摘している。
アトキンソンは，著書第 7章「累進課税」で租税政策の改革を論じている。まず彼はこの章の冒

頭で「本章で私は，個人所得税をより累進的な構造にするためのまとまりの提案を行う」とし，ポ
イントを 5点示している。それは，① 勤労所得（earned incomes）は，優遇する，② 相続税の根
本的改革，③ 財産税の根本的改革，④ 年資産税（資産保有税）のアイディアの復活，⑤ グロー
バル税制である。（p. 179）税制を社会保障と一体的にとらえ，「再分配の資金調達の為に増税する」
ことも明記している。筆者が以前ノートで紹介した 2010年と 2011年の英国マーリーズ・レビュー
の立ち位置とほぼ重なると思われるが，付加価値税と社会保険拠出（NICs）に対する立場は異な
るように思われる。
具体的分析では，2010年のマーリーズ・レビュー最終章「租税政策の政治経済学」でも取り上

げられた英国における 1980年代以降の所得税最高税率の引き下げ問題（1979年の 83%から 1988

年には 40%へ）を Occupy Movementのプラカードでも使われたこの引下げを示すグラフとともに
提起している。（pp. 179-181）アメリカ合衆国でも同様な傾向であるが，アトキンソンの独自な視
点は，この最高税率が，「カナダ，日本，ノルウェーはかなり低下したが，デンマークではわずか
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に上昇し，ドイツ，スペイン，スイスではほとんど変化はない」と述べている事であろう。（p. 

181）世界の動向に注意深く関心を寄せている事が窺われる。また，最高税率の引き下げのみに最
高所得層への所得の集中の原因を求めるのではなく，グローバル経済にどのように統合されている
かについても注意を促している。（p. 181）
次に，2010年のマーリーズ・レビューが提起した最低所得層における高い限界税率の問題に触れ，
同レビューの研究成果に多くを負った議論をしている。彼は，同レビューを「影響の大きい英国税
制のレビュー」と評している。（p. 184）だが同レビューが，税収が最大となる最高税率を 56.6%

と計算しているが，彼は上述の提案のように，65%に増税すべきと考えている。その理由は，「① 

課税弾性値（the taxable elasticity）の計算にかなりの弾力性があり，マーリーズ・レビューでもこ
の点を認めている，② マーリーズ・レビューでは，所得税以外の負担を最大にし，所得税を最小
化する方向に向かっているが，我々は別の想定をする，③ 最上層の所得減税が雇用拡大につなが
るというスピル・オーバー効果は生じない」（pp. 185-186）というものである。
彼の立場は，「より広い見解が社会的目標の際に考えられるべきである。つまり，税収最大化を

超えるべきである」として，「税制に適用される「公平さ」（“fairness”）の概念の考察」を訴える
事である。（p. 187）そして，「最大の公平な限界税率は，誰でも同一であるべきで，この原則を適
用すると，所得分配のトップ層の限界税率は，ボトム層のそれと同一であるべきで，英国政府は，
新しい Universal Credit（低所得世帯向けの所得調査付き手当）で，手当削減率を 65%に制限する
と述べているので，最高税率もこれに合わせて 65%にするべきである」（p. 187）としている。彼は，
最適課税論のマーリーズ・レビューの立場を批判しつつ，公平さという租税原則を基にして議論を
構築し，低所得者層の限界税率の高さに着目し，最高税率の引き上げという結論を導いている。マー
リーズ・レビューは，低所得者の勤労意欲を損なわない税と手当の一体的改革を重視し，結果的に
は中所得層からの増税に落ち着いていたが，彼はあくまでも公平さにこだわり，後述の社会的手当
の拡充を含めた全体としての税制改革で不平等に対処しようとしている。
上述の提案 8が，所得税の課税ベースの拡大と最高税率の 65%への引き上げであるが，「過去

100年ではその半分近くの期間でそれは 65%以上であった」（p. 187）と述べ，課税ベースの拡大
の具体策が，「投資家減税の廃止と私的年金への雇用主の拠出金に国民保険拠出（NIC）を課す」（p. 

187）事であるとしている。私的年金への租税支出に関してマーリーズ・レビューの議論に関連さ
せて論じている（p. 189-191）が，本ノートでは省略する。
上述の提案 9は，1973-74年以前に存在した「勤労所得減税（the earned income relief）」（p. 191）

の復活であり，提案 10は，不労所得とでも言いうる「相続と生前贈与に対する累進生涯資本受取
税（a progressive lifetime capital receipts tax）の導入」（p. 194）である。提案 10に関しては，「1970

年代にアイルランド共和国が導入した資本取得税（the Capital Acquisitions Tax）の経験から学びう
る。この税は，贈与と相続への税と自由裁量の信託に適用される税で構成された。重要な問題は，
現行の英国の相続税で行われている農地と事業者用資産の相続税非課税である」として，マーリー
ズ・レビューからこの非課税による減収額を引用している。（p. 195）同レビューでは，生前贈与の
仕組みを活用して租税負担を合法的に免れる実態にも触れられていたので，アトキンソンの提案は
意義深いが，実現可能性については政治経済学的分析が求められよう。アトキンソンは，この税に
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よって，「富をより広範に拡散させ，ジェンダーの不平等と世代間の不平等を削減する事に貢献す
るだろう」（p. 196）とも述べられている。
提案 11は，持家への課税と現行のカウンシル税の分析（pp. 196-198）を踏まえて行われている。
この分析は，マーリーズ・レビューでも税制全体の問題として詳しく分析されていて，以前の筆者
の住宅減税に関するノートでも紹介したので本ノートでは割愛する。次の年間富保有税（an 

Annual Wealth Tax）の議論（pp. 199-202）も同様である。さらにアトキンソンは，「多国籍企業へ
の課税」と題して租税回避問題にも言及している（pp. 202-204）が，コンパクトで手ごろなスケッ
チにとどまり，マーリーズ・レビューの水準には及びようもない。
提案 12から同 15は，第 8章「全ての人々のための社会保障」の中で詳しい議論とともに行われ
ていて，さらに最終部の第 3部「それはなしうるのか ?」で彼のこれらの提案が実現可能である事
を実証的に論じている。アトキンソンのこの著作の真骨頂はこの第 8章と第 3部にあると思われ，
また，本ノートのタイトルで示した税・財政政策の課題そのものの部分であると思われる。しかし，
本ノートの紙幅が尽きたので，詳しい紹介と検討は，他日を期したい。

お わ り に

経済格差を個人の責任に帰するのではなくこの原因を資本蓄積の結果として資本そのものを経済
学で分析する作業が地道に行われている事が鮮明になった。この格差を助長するものとしての税・
財政政策の問題性も明らかにされつつある。この政策が一見すると各個人や各世帯の資産形成とな
り，政治的な支持を得るとしても現実には不平等を拡大しているのであるから，この現実が政治的
にどのように反映されるかは，経済的分析の鮮やかさによるであろう。本ノートは，ベストセラー
作家のピケティと経済格差問題の大家アトキンソンの著作を紹介しつつ，税・財政政策の重要性を
確認した。この政策は政治経済学で分析される必要性のあることが，英国のマーリーズ・レビュー
で十分議論されていた。このレビューに関する筆者のノートは，未消化の部分だらけであるが，本
ノートで紹介した著作でも同レビューが数多くの議論とともに俎上に乗せられているので，改めて
税・財政政策は，経済格差問題にどのように切り結ぶことができるのか，考察する事が必要であろ
う。本ノートが改めて常識的なこのテーマを再確認する事ができれば幸いであるが，現実の経済格
差が本ノートの冒頭で指摘したように，これらの政策の結果，すなわち再分配の結果であることに
厳粛な気持ちで向き合うことが必要ではないかと思われる。広範な厚生経済学，福祉経済学，公共
経済学などが，前提としている人間観，社会観，世界観が改めて議論されるという懐の広い経済学
で経済格差問題，資本蓄積問題に取り組む時代が，21世紀である。（未完）
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