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１人当たりＧＤＰ（西欧圏）

１人当たりＧＤＰ（アジア）
１人当たりＧＤＰ（全世界）

ＧＤＰ（全世界）
人口（全世界）

成長は１９世紀に始まった

Angus Maddison“Contours 
of The World Economy, 1-
2030AD”(Oxford University 
Press, 2007)および“The
World Economy”（OECD
Publishing, 2006）のデータか
らグラフ化 （『中央銀行が終
わる日』より転載） ⇒
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⇒財産権確立による貯蓄投資循環の成立が成長を生んだ

産業革命は１８世紀に始まる事件だったが・・・

一人当たりGDP成長率の長期推移

https://oecdobserver.org/new
s/archivestory.php/aid/3256/.
html

・・・技術革新「だけ」では成長は起こらなかった



現代の国家と企業そして通貨・・・
・・・その基本形も１９世紀に生まれている

市民を主体とする国民国家の普及
普仏戦争（～１８７１年）と南北戦争（～１８６５年）

⇔戊辰戦争（～１８６９年）
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株式会社制度の準則主義化
英国株式会社法（１８６２年）とデラウェア州会社法（１９０２年）

⇔新商法施行（１８９９年）

中央銀行制度による通貨供給体制形成
ピール銀行条例（１８４４年）と連邦準備制度発足（１９１３年）

⇔日本銀行券発行開始（１８８５年）

⇒現代の国家と企業そして通貨は・・・
・・・成長の時代しか経験していない
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ピケティの ｒ＞ｇ
資本収益率 実質成長率≒自然利子率
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6 世界の成長率と資本収益率の推移

経済成長率（縦棒線）

税引き前資本収益率

税引き後資本収益率

％

ピケティ『21世紀の資本』では、税引き前と税引き後の資本収益率と経済成長率との関係を図10・9
と10・10という2枚のグラフにしているが、ここでは見やすさのために1枚のグラフにまとめた。

２０世紀という時代
～格差是正の試みとその挫折～

大戦の半世紀に
おける一時的逆転

新自由主義とともに
復活するｒ＞ｇ



新自由主義とグローバリズムの中で

止められない税制における「底辺への競争」
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ツケはどこに回るのか

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

主要国個人所得税最高税率推移

日本 米国 英国

フランス ドイツ

5

データ出所
https://www.mof.go.jp/ta
x_policy/summary/incom
e/b02.htm

データ出所：http://www.oecd.org/

（１）消費税という「逃げない財源」への依存

（２）際限ない金融緩和による財政赤字ファイナンス

⇒崩壊していく中間層と深刻化する国家の分断
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組織における決定権の所在は、ステークホルダー間の分配にのみ影響する
・・・政府介入がなくてもステークホルダー間合意があれば最適は達成できる
・・・ステークホルダー間交渉のない意思決定は最適にならない可能性がある

参照：コースの定理

⇒共同決定法の下にあった西ドイツ経済の優良なパフォーマンス

⇒米国のビジネスラウンドテーブル（２０１９年）の提言は株主の利益に沿う

問題１．各国の株主優遇が互いに打ち消し合って企業誘致効
果はなくなる（合成の誤謬）

問題２．一部のステークホルダーによる独断的支配は最適
解にならない（コースの定理）

ロナルド・コース
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coase_profile_2003.jpg

そしてもう一つの「底辺への競争」

企業ガバナンスにおける株主優遇競争
⇒株主優遇を巡って競い合う政府たち

・・・しかし、それを格差是正につなげるためには企業支配権の再配分こそが必要



従業員が意思決定を独占
していると、一切のチャレン
ジが拒否される

企業経営の大胆度

大胆度が変化したときの限界的な利益と損失

大胆度増大により生じる利益
（株主への帰属分）

A

B C

D

大胆度増大により生じる損失
（従業員への帰属分）

最適な企業活動レベル 過大な企業活動レベル過小な企業活動レベル

解説：コースの定理と意思決定の最適性

株主が意思決定を独占して
いると、従業員への負荷を無
視したチャレンジが行われる

株主が従業員との合意を重視するとCよりは大
きくC+Dよりは小さい経済価値が従業員から株
主に移転して経済厚生は最大化される
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ＧＡＦＡとは何者か、彼らはどこから来たのか

情報が豊富に供給されるようになると・・・

・・・情報を持つ者の優位が消えて

⇒情報の供給者と需要者の地位の逆転

・・・自分を「知ってもらう」ために競い合う社会が来る

 ハーバート・サイモン：Designing Organization for an Information-rich World (1971)

人々の「関心」を握る者が社会を動かす

⇒関心の「独占者（配給者）」としてのＧＡＦＡ型企業

空洞化する競争法制とプライバシー法制

関心の独占が生む株主利益の肥大化

 独占禁止法では彼らを制御できない

ビッグデータとＡＩ的推論で知られてしまう私たち

 彼らは貴方を見ている

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/1984-Big-Brother.jpg
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現代におけるｒ＞ｇの諸相：その１

売上－物件費－人件費≒利益

売上－物件費≒付加価値

消費税の課税対象

法人税の課税対象

法人税下げと消費税上げのセットには・・・
・・・企業活動課税における資本優遇の側面が

これが「アベノミクス下での株高」が・・・
・・・異次元緩和の「息切れ後」も持続できた理由かもしれない

参考 https://toyokeizai.net/articles/-/378136

⇒法人税軽減と消費税増税が意味するもの
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現代におけるｒ＞ｇの諸相：その２

ｒ＞ｇ

実質成長率≒自然利子率

資本収益率 金利（負債収益率）

物価上昇率２％を目指しながら・・・
・・・資本収益率は５％を狙いつつ・・・
・・・金利は０％とは何なのだろうか！？

市場原理から言えば・・・
・・・リスク考慮後では「ｒ=ｇ=i」のはずだし・・・
・・・意思決定プレミアムを考えれば「ｒ＜ｇ＜i」のはずだが

＞i

2018年3月9日付け朝日新聞デジタルより
（https://www.asahi.com/articles/ASL396595L39ULZU01V.html）

⇒資本優遇競争への中央銀行参戦



11

それで通貨の世界に起こったこと

その１：金融政策に対する非伝統的要求の噴出

その２：通貨発行独占の説得力喪失

⇒前兆としてのMMT

⇒前兆としてのリブラ

共通する現象
 自身の問題に気付かない提唱者たちの未熟

 痛いところを突かれた権威者たちの拒絶反応

根底には成長の時代の終焉による・・・
・・・財政政策vs.金融政策という図式の無意味化

ゼロ金利に追い詰められたままの金融政策
⇒この状況の中央銀行を救出できるだろうか



A)政府は、市場金利連動型の変動利付永久国債を日銀引き受けにより発行する

B)この国債の利払いは日銀保有期間中は行われない

C)日銀は、政府と協議することなく、この国債を市場に売却することができる（売却
以降は市場金利に連動した利払いが保有者に行われる）

D)政府は、この国債の日銀保有分について何時でも額面で償還することができる
（日銀以外の保有分については市場価格で買い入れ消却できる）

E)政府は、発行済みの固定利付国債を、保有者の同意を条件として、当該国債の
時価額面とする変動利付永久国債に転換することができる

財政政策と金融政策の境界不明化のなかで・・・
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日銀保有国債の変動金利化

中央銀行を救出する方法はあるのだが・・・

・・・通貨崩壊のリスクを最小化することは可能

ただし、これでも・・・
中央銀行たちの「底辺への競争」は終わらない



⇒将来税収増への展望なき財政出動

そうしたなかで、たとえば・・・

竹中平蔵氏の「ベーシックインカム」提案
彼の提案のポイント
①全国民に月額一律7万円給付
②ただし余裕のある人には将来返済させる

ちなみに、これでは「ベーシックインカム」になっていない
なぜなっていないかは以下を参照

『竹中流ベーシックインカムはどこが問題なのか』
（東洋経済オンライン・2020年10月11日配信・https://toyokeizai.net/articles/-/380921）

それはともかく、こうした「言葉」が注目を集めること自体・・・
・・・財政あるいは税制への要求が変わっていることを示す
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そこにＣＯＶＩＤ－１９という不意の来訪者

⇒いずれ税制の再デザインが焦点に

出所：
http://www.city.kashiwara.osaka
.jp/docs/2020042500052/



１．付加価値税を資本の提供に拡張
A) 安全資産金利を上回る（下回る）レートでの資金運用差額を販売（仕入）とし
B) 安全資産金利を下回る（上回る）レートでの資金調達差額を販売（仕入）とする

⇒以上により法人税を大幅に縮小あるいは廃止する

２．付加価値税を労働の提供に拡張
A) 給与の受取を役務の販売と位置付けて課税対象とし、
B) 給与生活者の基礎的な家計費を仕入と位置付けて税額控除する

⇒以上により給与所得を所得税の原則対象外にする
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消費税から拡張付加価値税へ

税制を抜本改革する方法論もあるのだが・・・

税制を単純でフラットなものに作り替えれば・・・

・・・税制を「政策手段」にすることはできる

もちろん、これでも・・・
・・・政府たちの「底辺への競争」も終わらない



企業Ａ 企業Ｂ

企業Ａ 企業Ｂ

強いつながり

弱いつながり

つながり方の変化

突如身近なものとなったＺｏｏｍ（的なつながり）

伝統的株式会社ガバナンスモデルの空洞化
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⇒しかしここにもＧＡＦＡ型企業の姿が・・・

・・・感染症の恐怖が去れば再燃する「国家vs.企業」の予感
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そして感染者隔離論あるいは都市封鎖論には

入院拒否者処罰法案にまで自己肥大化した・・・
・・・感染者強制隔離論の背後にある「自由への心」の劣化

⇒自由を「求めるべき理想」から・・・
・・・「金儲けのインフラ」に貶めた新自由主義の責任

遺伝病でないことはもちろん、伝染症としての感染力も非常に弱いことは、最初
の隔離法制定時（１９０７年「癩予防ニ関スル件」）当時から分かっていた

癩予防協会が作成したポスター（１９３５年）
「癩は遺伝ではない伝染病である」とある

「癩菌ト申シマスモノハ非常ニ伝染力カラ申シマスレバ弱イ菌デアルヤウデアリマス、従ッテ癩菌ニ接
触シタカラト言ッテ、多クノ場合必ズシモ発病スルト云フ訳デハナイノデアリマス」
「癩ニ罹リ易イ体質ヲ持ッテ居ル者ガ、何等カノ場合ニ於イテ癩菌ニ接触シタト、斯ウ云ウコトデナケレ
バ理論ガ立タナイヤウデアリマス」（１９３１年赤木朝治内務省衛生局長の帝国議会での答弁）

・・・ハンセン病国賠弁護団ＨＰ（http://www.hansenkokubai.gr.jp/history/index.html）参照

やれることは何でもやるべきという・・・

・・・「正義感」はどこへ行き着くのだろうか

癩予防法（１９３１年）
優生保護法・らい予防法（１９４８年～９６年）

？
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私たちの目の前にある不都合な現実たち
1. 国民国家・株式会社企業・中央銀行の３点セットは経済
成長の時代に生まれた

2. その３点セットが揺らぎつつあるのが現代
 ゼロ金利で消え去る通貨と国債の境界

 成長の歯車は停止あるいは逆転しつつある

5. そして格差はますます拡大している

 財政や金融を今よりマシな「政策手段」とすることはできる

3. 金融政策や税制を変えれば事態は多少改善する

 格差拡大を抑え込むには企業支配権の再配分が有効だが・・・

4. だが「底辺への競争」そのものは止められないだろう

・・・「底辺への競争」としての株主優遇ゲームに陥っている国家たちは・・・

 背後にあるグローバリズムを止めれば世界はさらに危険なものとなる

・・・この危ういゲームから自分で抜け出すことなどできるのだろうか？

 台頭する「何でもあり型」主張（リフレ論とＭＭＴの気分的通底）



この不都合な現実に解はあるだろうか？
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以前から私が思っていたのは
そこに万能の解などなく耐えて漸進することだろうということで

・・・それらも問題を根本から解決するものではありません

しかも現代の問題を一気に解決しようと焦ることは
・・・別のさらに大きな不幸を作ることになりかねません

１９世紀に始まる人類史でまれな高成長の時代に慣れてしまうと・・・
・・・今の困難を悪人の陰謀であるかのように説く扇動者が現れます

経済の困難を人類の危機にしてしまうのは

あらゆる問題に「解」があって当然と思う

１９世紀に始まる成長の時代に肥大化してしまった

私たちの「弱い心」のようにも思います

・・・しかし、それは危機を増幅するだけのように思えてなりません

・・・日銀保有国債の変動金利化や税制変革のアイディアもその一例ですが

https://www.foreignaffairsj.co.jp/theme/201703_rumer/より（部分）

・・・株主ガバナンス競争の行き過ぎを止めることも簡単ではないでしょう



ご清聴ありがとうございました
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『国家・企業・通貨』２５７ページ⇒

明日へのキーワード
⇒ネガティブケイパビリティ

不都合に耐える力・・・
１９世紀の詩人ジョン・キーツが言葉にして
２０世紀の精神科医ウィルフレッド・ビオンが発見して提唱した

あの「ネガティブケイパビリティ」のような力が社会に必要だ
・・・そう思うことがあります


