
コロナショックで 
緊急提言 

消費税を当分の間 

 ‟ゼロ”に！ 

 

(現代貨幣論)なら 

それが可能だ‼ 
 

  参議院議員 西田昌司 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに  

コロナショックを受け、その対策を提言するために、急遽この冊子を出版しました。結論は、当分

の間、消費税の課税を凍結することと、政府による財政出動です。そのための財源は、MMTを理

解さえすれば国債発行で十分対応できます。 

 その理由は以下に詳しく書いていますが、時間がない方は、最初の「提言」と「おわりに」の項だ

けでも結構ですので、是非ともお目通しください。 

 コロナショックを乗り越え、もう一度日本が躍進することを心から願っています。 

 

              令和 2年 3月 18日    参議院議員  西田昌司 
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消費税凍結以外景気浮揚の方策は無い！  

(GDP年率換算−7.1%の衝撃を受けて緊急提言)  

-7.1%の衝撃 

 2020年 3月 9日に発表された昨年 10〜12月期の GDP改定値は、年率換算− 7.1%でした。先に
発表された推計値は年率換算−6.3%でしたが、それを大幅に下方修正したものでした。しかもこの
数値には、コロナショックの影響は全く入っていません。消費増税や災害等の影響によるものだけ
の数値です。これにコロナショックを加えれば、おそらく年率換算で 10%を上回る GDPの低下にな
るでしょう。 
 現在の日本の GDPは約 540兆円ですから、10%と言えば 50〜60兆円の利益が一度に吹き飛ん

だことになります。この衝撃が日本経済に与える影響は、計り知れないものです。今まで経験をし
たことの無い経済危機に、日本は直面しているのです。 

 

金融政策では、倒産を防げても成長できない 

 このような事態を受け、日銀や金融庁も緊急融資の実施を表明しています。コロナショックのた
め、突然売り上げが激減した観光業などでは、有利な条件での緊急融資が必要でしょう。しかし、
これらの政策で倒産を抑えることができても、次の投資を増やすということには中々つながりませ
ん。 
 金融政策は、借り手が存在しないと機能しません。資金繰りのための緊急融資は倒産防止のた
めに必要です。実際、そうしたお金を貸して欲しいという借り手は、大勢存在するでしょう。 

 しかし、こうした経済危機の状況下では、どんなに有利な融資条件でも、事業拡大のためにお金
を借りる人は中々現れません。特に、経済の下降局面では投資リスクが大きくなるため、普通の
人は投資を控えるものなのです。 

 

まずは、消費税の凍結が数年間必要 

 こうした状況下で景気浮揚させるには、財政出動や減税などの政府の積極財政が必要になりま

す。特に、直接需要や雇用をもたらす公共事業などの財政政策が必要です。しかし、こうした事業
を受注できる事業者は限られていますから、供給力を超えた需要を作っても仕事をこなすことがで
きません。そこで財政出動をする場合には、こうした事情を考慮して実施しなければなりません。 
 今回のように、GDPの 10%を超えるような経済危機を救うためには、それ相応の予算が必要です。
しかし、補正予算のような単年度のものでは、1年間で受注することができる業者の能力に限界が

あるため、財政出動には制限が掛かってしまいます。ましてや、GDPの 10%に上るような金額を一
度に補正予算で発注する事は不可能なのです。 
 一方で消費税を 0にすれば、28兆円の減税になります。物価が事実上 10%下がるのですから、
消費や投資を増やすことに即効性があるでしょう。その上で、20～30兆円程度の財政出動をすれ
ば良いのです。これくらいの事業なら受注する業者もこなすことができるでしょう。これと消費税減
税と合わせれば 50～60兆円の経済対策になるのです。 

 

補正予算による景気対策は、単年度で出来る即効性のあるものを 

 コロナショックで一番落ち込んでいるのは観光産業でしょう。しばらくの間、事実上の移動制限が
かけられていましたから、国民のストレスも大きいと思います。コロナショックの終息宣言が出され

たら、景気対策と国民への社交自粛の協力への感謝も含め、旅行クーポンを支給すべきです。有
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効期限をつけて、配布すれば必ず消費につながります。一人あたり 2万円なら約 2兆 5千万円で

す。これだけ有れば、国内旅行に弾みがつくでしょう。 
 その他ホテルの休業補償など、イベント自粛で多大な売り上げ減少に見舞われた事業者への援
助も必要です。こうしたコロナショックで実害を受けた方への補償を行うことを、早く政府が宣言す
ることが大切です。まずは、コロナウィルスの蔓延の消息が大事ですが、その後、経済を立て直す
には、国民の不安を払拭することが重要なのです。 

 

来年度以降の本予算を毎年 20兆円規模を 10年間拡大すべき 

 民間投資を伸ばすには、政府の長期投資計画を国民に示すことが必要です。それにより、国の
将来投資が分かり、民間企業もそれに関連する投資を行うことができるのです。国土強靭化や新
幹線ネットワークの早期実現、高速道路のミッシングリンクや暫定 2車線の解消など、必要な長期
計画は沢山有ります。 

 問題は、その完成年度が財政難から示されて来なかったことです。今回のコロナショックから V
字回復するためには、完成年度をしっかり示して、予算措置をする必要が有ります。その目安とし
て、それぞれの計画を 10年単位で目処をつけることが必要です。 
 また、長期計画を示すことにより、受注する事業者も雇用や生産設備をあらかじめ準備すること
ができるため、人手不足に陥ることなく生産能力を高めることができます。 

 

財源は国債発行で調達可能 

 以上の様な経済対策をするには、毎年 50〜60兆円規模の財源が必要です。それが 10年間で
すから、10年間で 500〜600兆円になります。この財源は国債発行で賄えば良いのです。MMTの
項で述べている様に、自国建通貨を発行する政府が自国建の国債を発行することには、何ら財政
的制限はありません。政府はいくらでも国債発行により財政出動ができるのです。唯一の問題は、

インフレ率の上昇をどの程度にするかという政治判断だけです。 
 インフレを恐れて、必要な規模の財政出動をしなければ、そのまま恐慌に陥ります。それより、大
胆に財政出動を行いインフレになる方が遥かに正しいのです。何故なら、我々は、インフレを抑え
る方法を熟知しているからです。この 20年間の政策をそのまま実行すれば良いのです。まず、イ
ンフレ率が 5%以上になれば、消費税を復活させれば、たちどころにインフレは止まるでしょう。まず
は、3%からスタートすれば良いでしょう。 
 また、それでも収まらないなら、公共事業などの完成年度を数年遅らせれば、事業費を抑えるこ
ともできます。これは事実上の公共事業費のカットです。こうしたことがデフレを招くことを私たちは
良く知っているのです。 
 今、令和恐慌を未然に防ぐには、こうした平成の失敗を活かすことが必要なのです。それを理論
的に示しているのが MMTなのです。 
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MMTは、平成の誤りを検証するツールである  

MMT とは事実に基づく地動説である 

 MMTとは、貨幣の正体を貴金属などのモノでは無く、国家や銀行の債務であるという事実を元に、
経済現象を再定義した理論です。貨幣の正体が債務であることは、日銀も財務省も認めているこ
とです。問題は、現在主流となっている経済学が、その理論の前提として、貨幣を債務ではなくモ
ノとして扱っていることなのです。そのため、理論と現実が整合しなくなっているのです。このことに
彼らは気がついていません。 
 その結果、主流派経済学は現実に起こっている経済現象を説明できなくなっています。「国債残
高が、これ以上大きくなればハイパーインフレが起きる」と彼らは 20 年以上前から訴えてきました。
しかし、実際には、日本はハイパーインフレどころか、デフレで苦しんでいます。この事実も彼らは

認めようとしていません。「今はいいが、財政再建を諦めれば、通貨の信認は崩れ、いつか必ず破
綻する」という妄言を未だに言い続けています。 
 自分達の学んだ理論にしがみつき、現実を直視しない彼等の態度では、知識人としての資格は
ありません。自分達の前提とする条件でしか通用しない理屈を現実の世界に当てはめ、現実がそ
れと違う結果になっていても、その事実を直視しない様では、最早科学ではなく、宗教です。 
 かつて、太陽が地球の周りを回っていると考えられてきました。これを天動説と言います。確かに、
一見すると太陽が地球の周りを回っている様に思えますし、それが常識として長らく通用していま
した。しかし、科学が発達し、天体望遠鏡など新たな観測装置が開発されると、天動説では説明で
きない事実が次々に明らかになりました。ガリレオやコペルニクスは、その矛盾を解決するには、
太陽が地球の周りを回っているのでは無く、地球が太陽の周りを回っているという現実を認める以
外無いということに気がつきました。 

 しかし、天動説から地動説への大転換は長らく認められませんでした。天動説という、当時の常
識を元に神と人間の関係を唱えていた、キリスト教などの既存の権威者から徹底的な弾圧を受け
ることになることは、ご存知の通りです。 
 しかし、それでも地球は回っているのです。MMTは、貨幣の正体がモノではなく、負債であると唱
えています。貨幣をモノとして考える主流派経済学の唱える理論では、現実と矛盾し、最早現実の
経済を説明できなくなっています。MMTはこの矛盾に注目し、現実を見つめ直した結果誕生した
理論なのです。 

 

現金(日銀券)は日銀の負債である 

 現在、通貨として流通している日銀券は日本銀行が発行する債券です。これは、債務の一種で
す。かつては、その額面と同額の金と交換することを保証していた兌換紙幣でした。つまり、いつ

でも金との交換を保証する債券だったのです。このため、兌換紙幣の時代には、通貨の発行量は
金の保有量による制限を受けざるを得ませんでした。兌換紙幣の時代は、金貨と同じく、モノだっ
たわけです。 
 金の保有量の制限を受けるため、政府は国家の経済に必要な量の通貨を発行することが出来
ず、その結果、度々不況に陥りました。日本でも昭和の大恐慌の原因は金本位制に戻ったことに
あったと言われています。現在では、兌換紙幣を使用している国はありません。従って、通貨は既
にモノでは無くなっているのです。 
 1万円札などの通貨は日銀が発行していますが、それを現実に受け取るには銀行で預金を引き
下ろすことが必要です。銀行は、現金の引き下ろしに備えて一定金額の現金を常時用意していま
すが、引き下ろし可能額は、その銀行の持っている日銀当座預金の額です。つまり、日銀券は日
銀当座預金と表裏一体の存在なのです。日銀当座預金を引き下ろしたものが現金通貨なので

す。 
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 では、日銀当座預金とは何でしょう。これは、日銀が銀行などから国債などの資産を買い取る時

に支払う代金です。これを受け取った銀行にとっては資産ですが、支払った日銀にとっては負債と
して計上されます。そしてこれは、日銀が国債などの資産を買い取れば買い取るほど、その残高
は増えることになります。兌換紙幣のように金を保有する必要がありませんから、理屈の上では、
日銀は無限に日銀当座預金を銀行に供給することが可能なのですから、いくらでも資産を買い取
ることができるのです。 
 日銀券は、この日銀当座預金と交換で引き出されるものですから、それを発行した日銀にとって
は日銀当座預金と同じく負債になります。一方でそれを取得した人にとっては資産になるのです。
日銀は、国債などの資産を銀行などから買い取りや売却することにより、銀行に供給する日銀当
座預金の量を調整しているのです。 
 ここで大事なことは、日銀は無限に通貨供給できるということです。そして、それは日銀にとって
は負債であると言うことです。負債は借金だから、返済しなくてはならないはずと思う人がいるかも

知れません。しかし、そもそも現金を持っている人が、日銀に返済をしてくれと言うはずがありませ
ん。それは、現金以上に世の中に流通するものがないからです。金に変えて欲しければ、貴金属
店に行けば金に交換できますが、日銀が金を保有しておく必要は無いのです。つまり、金の保証
なしに、日銀の信用力、その裏にある国家の信用力が、日銀にとっては、負債であり紙切れに過
ぎない通貨を流通させる力なのです。そして、これが事実なのです。 

 

現金と銀行預金は本質的に同じもの 

 MMT理論の最大の肝は、貨幣の正体がモノではなく、債務であるということです。日本で貨幣と
して流通しているのは日銀券です。これを通貨と呼んでいますが、この通貨と事実上同じ様に機
能しているのが銀行預金です。銀行預金は、通貨と同じ様に経済取引の決済に使用されています。
そして、実際の取引では圧倒的に銀行預金の方が多いのです。そこで、貨幣の正体が負債である

ことを理解するために、銀行預金の増加や減少の仕組みについて考えてみましょう。 
 銀行預金が増えるためには、手許現金を預金することが必要と考えがちです。確かに、それでも
預金残高は増えますが、手許現金は減ることになります。そのため、手許現金と預金合計は、現
金を預け入れても変わることがありません。現金は、預け入れれば預金に変わり、引き出せば現
金に変わるだけで、まさに両者は本質的に同じものなのです。 

 

銀行の信用創造による通貨供給 

 銀行がお金を貸す行為は、信用創造と呼ばれています。お金を借りる側が、借入金と言う債務を
持つことにより、それと同額の銀行預金を得ることができるのです。銀行は、貸付金と言う資産を
有することになりますが、同時に銀行にとっては負債としての銀行預金を有することになります。銀
行が国民に信用を与える行為(与信)が、文字通り銀行預金を生み出すのです。信用創造は英語

ではマネークリエーションと呼ばれています。信用創造とは、まさにお金を作り出すことであり、市
場への通貨供給そのものなのです。 
 以上のことから分かることは、銀行預金が増えるためには、誰かの借入金が増えることが必要
だということです。逆に借入金が減れば、銀行預金は減ることになります。これは紛うことのない事
実です。資産としての銀行預金は、負債として借入金とセットで存在するということです。 
 誰もが借金を持たず、預金だけを持ちたいと思うものです。しかし、それはミクロでは成立しても、
マクロでは決して成立しません。世の中全体の預金が増えるためには、世の中全体の借金が増え
ることが必要なのです。これが事実なのです。 
 銀行は預金として集めた資金を貸し出していると、一般的に言われていることは、事実ではあり
ません。それが事実なら、銀行は集めたお金を貸し出すことにより、手許現金が不足し、たちどこ
ろに営業に支障をもたらします。現実には、顧客の預金口座と貸付金台帳に借り入れた金額を記

帳しているだけで、お金の移動はありません。帳簿上の預金残高と貸付金残高が増えたに過ぎな
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いのです。銀行は自ら集めた預金の額とは関係なく、お金を貸し出すことが可能であり、それによ

り預金の額そのものが増えるのです。 
 また、銀行間取引で決済を行う場合には、帳簿の記帳をするだけで現物の通貨の移動はありま
せん。しかし、預金を現金として引き出す場合には、現物の通貨を用意しておく必要が有ります。
そして、その通貨を用意するためには、日銀当座預金の残高が必要ですが、日銀当座預金は先
に述べた通り、日銀が事実上無限に供給することができるのです。 

 

日銀券・日銀当座預金と銀行預金の違い 

 現実には、BIS規制による自己資本比率や法定準備率などによる貸し出し制限はあるものの、
金や集めた預金などのモノの量に関係無く、銀行が信用創造する限り、預金は増えるのです。し
かし、銀行が信用創造するためには借り手が必要です。ここが日銀券や日銀当座預金との違いで
す。 

 日銀券も日銀当座預金も一般銀行の預金も受け取る側には資産であり、供給する側にとっては
負債です。しかし、その供給には大きな違いがあります。日銀の供給する日銀券や日銀当座預金
は、日銀にとっては債務ですが、国家の信用に裏打ちされた中央銀行の発行する通貨であるため、
負債ではあっても返済をする必要がありません。そもそも、返済を求める者がいないのです。不兌
換紙幣であるため、通貨と交換すべき金などの資産を日銀は保有することなく、必要な量の日銀
当座預金(通貨)を供給できるのです。 
 一般の銀行預金も日銀当座預金も供給する側から見れば、どちらも負債です。これが通貨の本
質はモノではなく、負債であるという MMTの理論の中核であり、誰もが否定しようの無い事実なの
です。 
 しかし、同じ負債でも、日銀当座預金は日銀の意思でいくらでも供給できるのに対し、一般の銀
行預金は、銀行の意思だけでなく、借り手の意思が必要なところが決定的に違います。そして、こ

の違いは、世の中に流通する貨幣の供給には日銀の金融政策だけでは有効でなく、最後は借り
手の意思が最重要であることを示しています。 
 

世の中に通貨が供給される仕組み 

 日銀は、自分の意思で幾らでも日銀当座預金という通貨を供給できると述べましたが、その供給
先は原則として一般の銀行です。銀行などから国債などの資産を購入した代金として、通貨として
の日銀当座預金が支払われることにより通貨が供給されるのです。 
 銀行の手許通貨量が増えると金利も下がり、借り手も借り易くなるのは事実です。しかし、いくら
金利が低くても景気の先行きが不透明な時代、ましてや、デフレで物価が下がっている時代には
売上が伸びないため、借り手はお金を借りません。いくら金利を下げても銀行の貸し出しが増えな
い今日の状態が、その象徴例でしょう。 

 この様に、日銀は幾らでも通貨供給ができますが、世の中への実際の通貨供給は、借り手の意
思にかかっているということが事実なのです。 

 

日本銀行の業務 

 国民にとっては、資産としての銀行預金は負債としての借入金とセットで誕生するということは以
上で述べた通りです。これは、銀行にとって、貸付金という資産は負債としての預金とセットで誕生
することを意味します。 
 同じことが日銀と一般銀行との間でも起きています。日本銀行は、銀行の銀行と言われる様に、
銀行に資金を供給したり、銀行同士の取引の決済を行うことを業務としています。 
 銀行に資金を供給するには、銀行の持つ資産の買い入れを行います。具体的には銀行の保有
する国債を買い入れ、対価として日銀当座預金が振り込まれます。銀行にとっては、資産としての
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国債が減る代わりに、資産としての日銀当座預金が増えることになるのです。また、日銀にとって

は、資産としての国債が増える代わりに、負債としての日銀当座預金が増えることになります。 
 銀行同士が決済する時は、それぞれの銀行が持つ日銀当座預金を日本銀行が振り替えること
により精算することになります。この際、手許の日銀当座預金が、その日、銀行間で決済しなけれ
ばならない金額に足らない場合は、銀行間で翌日払いの短期資金を融通し合うことになります。こ
の際の金利を「無担保コールレート(オーバーナイト物)」と呼び、この金利が短期資金の金利の事
実上の指標となります。これをコントロールすることにより、日本銀行は短期金利を政策金利に誘
導しています。銀行間の短期資金需要が弱ければ、金利は下がります。逆に需要が強ければ、金
利は上がります。銀行との国債の売買を通じて銀行間の短期資金の需給を調整し、短期金利を
政策金利へと誘導しているのです。以上の様にして、国債の売買を通じて日銀は金融政策を調整
しているのです。 

 

アベノミクスによる日銀の国債保有(異次元金融緩和)の意味 

 アベノミクスでは、日銀が国債を大量に保有するようになりました。発行済み国債の 4割を超える
金額を今や日銀が保有しています。これは、アベノミクス第一の矢と言われていますが、その目的
は、日銀が国債を銀行から大量に買い取ることにより、銀行に通貨である日銀当座預金を大量に
供給することです。それにより、お金がモノより多く市中に出回れば、通貨の値打ちが下がる、逆
に言えばモノの値打ちが上がる、つまり、物価が上がることを期待しての政策です。しかし、この政
策は期待通りの成果を上げられませんでした。 

 

アベノミクスの間違い 

 そもそも、日銀が大量に国債を購入し、その対価として通貨である日銀当座預金を銀行に供給し
ても、通貨が市場に出るとは限りません。先に述べた様に、通貨が市場に出回るためには、借り

手が銀行からお金を借りる必要があるからです。 
 日銀の通貨供給により、金利を安く誘導することは可能です。しかし、銀行にいくら資金供給をし
ても、市場に出るかどうかは借り手の存在が必要なのです。市場への通貨供給は、日銀の国債購
入という量的緩和をいくらやっても、肝心の借り手が不在では無理なのです。これは、銀行の信用
創造の本質を理解していないために起こった誤りです。 
 この結果、銀行には、日銀当座預金が過剰に供給され、金利はマイナス金利と言われる常識外
れな状態になっています。銀行は借り手不在で融資が増えず、かつ、低金利で収益が圧迫されて
います。これを放置すれば、経営基盤の弱い銀行から順番に経営が破綻し、金融システムが崩壊
してしまいます。この様な異常な低金利政策からは、早く脱却しなければなりません。 

 

アベノミクスは新自由主義の整理をすべき 

 アベノミクスの第二の矢は機動的財政出動と言われました。しかし、実際には政権奪還直後に
大型補正予算が組まれたものの、その後は財政出動は乏しく、むしろ、二度にわたる消費増税が
行われるなど、実質は緊縮型の予算になっています。その結果、デフレからの完全脱却には至っ
ていません。異次元金融緩和にも拘らず、企業の積極的投資が進んでいません。この残念な結果
は、政策に整合性が無いために生じたものです。アベノミクスには政策の整合性が必要なので
す。 
 アベノミクスの、経済再生による財政再建というスローガンは、正しかったのです。ただ、経済再
生のためには金融緩和だけでは効果が無いことを、理解していなかったのです。また、機動的財
政出動が持続できなかった原因は、国債発行が財政再建の妨げになるという誤解がまだまだ根
強くあることです。更に、政府が財政出動により経済再建を主導するのは誤りで、あくまで民間に

主導させるべき、政府はそのお手伝いをすれば良いという、民間優先の新自由主義的発想がまだ
アベノミクスには色濃く残っています。 



7 

 

 そもそも、「小さな政府と民間主導」や「財政の効率化と規制緩和」などの新自由主義的政策が

平成のデフレを生み出してきたという認識がアベノミクスには足りません。今こそ、新自由主義的
政策の総括が必要なのです。 

 

修正アベノミクスがデフレから救う 

 アベノミクスは、金融政策が主導で財政政策は補完という立場でした。これを財政政策を主導、
金融政策は補完と修正すべきです。先に述べた様に、デフレ下では、いくら金融緩和をしても、借
り手不在のため銀行の信用創造は増えず、通貨は市場に供給されません。 
 新規国債発行による積極的な財政出動が今こそ必要なのです。しかもそれは、補正予算などの
短期的政策ではなく、長期計画に基づくものでなければなりません。防災減災などの国土強靭化
はもとより、新幹線や高速道路のネットワークなどの物流革命、子育て世代への所得支援、団塊
の世代の高齢化に対応するための社会保障費の充実など、国債を財源として 10年から 20年計

画で対応する政策を実施すべきなのです。 

 

グ ラ フ ① 
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 政府が長期計画とそれに伴う予算を実施すれば、間違いなく民間企業はそれに追随し、自らも

投資を行うでしょう。そうすれば、デフレから一挙に脱却できるということは、誰の目にも明らかです。
そうなれば、税収も人口も増えますから、結果的には財政も間違いなく安定するのです。 

 

何が何でも国債発行を増やしたくない財務省 

 ところが、財務省はこれに反対するのです。曰く、「国債を財源に財政出動をすれば、インフレに
なる。」、曰く、「長期計画で出した予算は途中でやめられない。」「国家の計画は非効率、民間に
任せるべき。」、曰く、「社会保障を国債で負担すれば、負担と給付のバランスを保つというモラル
が崩壊する。」などなど、自虐的で論拠に乏しい批判ばかりです。そして、最後のお決まりは「国債
を無制限に発行すれば、ハイパーインフレになる」とか、「国債だけで財政出動が可能ならば、税
金は要らないと言うことになり、社会が崩壊する。」という紋切り型の批判です。これらは批判にも
ならないものですが、その間違いについて一つずつ指摘していきましょう。 

 財政出動すればインフレになるという批判ですが、デフレから脱却するとはインフレになることで
すから、何を批判しているのか全く意味不明ですが、デフレから脱却してもインフレになったらコン
トロールできなくなると心配している様です。しかし、歴史的に見てもその様な事実はありません。
1970年代のオイルショックから始まる狂乱物価と呼ばれるインフレも、1990年代のバブル時代も、
数年の内に終息しています。金融引き締めや増税など、インフレ抑制には既に確立された政策の
実績があるのです。むしろ、20年以上続くデフレこそ問題のはずですが、彼らにはそうした意識が
ありません。 

 

社会保障は負担と給付のバランスだけでは持続できない 

 人生 100年時代を迎え、社会保障費給付額は益々増大します。これを持続可能にするためには、
負担と給付のバランスをとらなければならない、と良く言われます。いかにも正しい議論のようです

が、これでは結局、負担を増やすか給付を減らすかということ以外に解決策は出てきません。 
 そもそも、高齢者の社会保障費給付額の増大は、団塊の世代の高齢化が原因です。この先 20
年位が、団塊の世代の高齢化による給付額増大のピークになります。しかし、その後は団塊の世
代が亡くなるにつれて、給付額は減少していくのです。要は、この 20年間をどう乗り切るのかと言
うことです。私は、その財源は国債で対応すれば良いと考えています。 
 何故なら、現在でも社会保障費の給付の 4割は国債発行によって賄われていますが、財務省が
指摘するような、インフレや通貨の信任の低下などの現象は全く起きていません。自国建国債が
デフォルトしないということは、財務省自身が認めていることですから、団塊の世代の高齢化に対
応する社会保障費の給付の財源として、国債発行をしても全く問題は起きないはずです。しかも、
その後は社会保障費の給付は減ってきますから、国債発行額も減ることになるのですから、国債
発行額が永遠に増え続けるという心配もありません。 

 むしろ、負担と給付のバランスをとることにより、給付を減らしたり、負担額を増やせば、社会は
大混乱するでしょう。給付を減らすとなれば、将来のための備えとしてますます消費が減り、貯蓄
が増えるでしょう。また、負担を増やせば、その分所得が減りますから、当然消費は減ります。い
ずれにしても、消費が減り、貯蓄が増え、デフレに拍車がかかるのです。 
 むしろ、負担を増やさず、国債を財源にして現在の給付を維持、または充実するとなれば、国民
は安心して老後を迎えられます。過剰な貯蓄をする必要もなく、人生を楽しむための消費が増える
でしょう。また、社会保障の給付が増えると言うことは、それをなりわいとしている人の所得が増え
ることになり、当然消費も増えます。国債残高は一時的には増大しますが、経済の活性化により、
税収も増え、財政はむしろ健全な方向に進むでしょう。目先の財政健全化に目を奪われていては、
問題の解決はできないのです。 
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国債残高をゼロにしたら社会は大混乱 

 年金や医療や介護などの社会保障の給付の 6割は、国民側が支払った社会保険料の負担です。
残りの 4割は国の税金で支払われていると説明する人がいますが、それは間違いです。現実はそ
の大半が、国債の発行によって賄われているのです。国債は国の借金だから、いずれ税金によっ
て返済しなければならないはず、というのも誤りです。 
 もし、本当に 1,000兆円の公債残高を 0にするためには、結局は 1,000兆円の増税をする以外あ
りません。公債残高は無くなっても、国民サイドから 1,000兆円の預貯金等の資産が失われるので
す。財政は健全化しても、社会が大混乱することは目に見えています。 
 そもそも、財務省自体が、1,000兆円ある公債残高を 0にするということを考えていないのです。
従って、赤字国債で賄っている社会保障は、決して税金で支払っているわけではないのです。 
 財務省は、今は赤字国債の発行が可能であっても、将来も必ず安定的に発行できるとは限らな
いと心配しているのです。しかし、これこそ取り越し苦労というものでしょう。先に国債発行の仕組

みを述べたように、政府が新規発行した国債を銀行が買わないという選択肢は無いのです。 
 何故なら、銀行は日銀当座預金を保有していますが、現在、その金利はほぼ 0です。国債には
金利が付くのが普通ですから、日銀当座預金を持つよりも国債を持っている方が銀行には有利だ
からです。 

 

自国建国債は絶対にデフォルトしない 

 政府が国債を発行し過ぎているから、国債もいつ紙切れになるか分からない。今はまだ良いが
このまま財政再建をしなければ、いずれ通貨の信任を無くす。この様なことが言われ続けてきまし
たが、それも間違いです。そもそも、そういう情報を出してきたのは財務省ですが、その財務省自
身が外資の格付け会社の不当な格付けに、次の様に「日・米など先進国の自国通貨建国債のデ
フォルトは考えられない。デフォルトとして如何なる事態を想定しているのか。」と明確に否定して

います。これは、今も、財務省のホームページに掲載されています。財務省自身が明確に否定し
ている様に、自国建国債のデフォルトはあり得ないのです。 
 国債は、額面での償還が保証されている政府の債務で利息が付きます。通貨は日銀の債務で
すが、今はほとんど利息は付きません。国債は、償還期日が来れば通貨に交換されます。つまり
は、銀行にとっては国債と通貨は実質同じ物なのです。利息が付くか付かないかの違いがあるだ
けです。したがって、銀行は国債の発行があれば、取得するのです。そして、自身が持っている通
貨、つまり、日銀当座預金と交換しようとするのです。 

 

国債発行は通貨供給、徴税は通貨回収 

 「国家の予算は税金によらなくても、国債発行で賄うことができるとする MMT理論が正しいなら
ば、税金は必要ないことになる。」と MMT反対派からよく言われます。しかし、これはまったくの誤

解です。 
 国債発行による財政出動は、国民への通貨供給であり、納税は国民からの通貨回収です。納税
を否定すれば、通貨は一方的に供給されるばかりになりますから、必ずハイパーインフレに陥りま
す。そもそも、納税義務のない通貨供給などありえないのです。 
 通貨発行権も徴税権も国家主権の行使そのものですが、この二つはセットになって存在している
のです。この二つのバランスを図ることで、国民経済を調節することができるのです。 

 

国債発行による財政出動は国民に預貯金と需要を供給する 

 国債を財源に財政出動すれば、それは国民へ通貨供給したことになります。同時に、需要を国
民に供給することになります。何故なら、公共事業にしても福祉にしても、その事業により仕事を受

ける人や給与を貰う人がいるからです。国民の所得の増加が消費を生み出し、結果的に需要を生
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み出すことになるのです。この様に、国債発行による財政出動は、国民に預金資産と需要を供給

することになるのです。 
 先に、日銀の金融緩和により市場への通貨供給が増えるかどうかは、借り手の存在が鍵だと述
べました。そして、借り手が増えるためには、資金を借りて投資をする需要があるかどうかが問題
なのです。金融政策だけでは需要を作り出すことができませんが、国債発行による財政出動は、
需要そのものを作り出すことができるのです。従って、金融緩和による低金利下で国債発行による
財政出動を行えば、民間の信用創造も増え、景気は必ず回復するのです。 

 

財政の黒字は通貨回収、赤字は通貨供給 

 国家の予算は税金だけに頼ることなく、経済状況に応じては、国債発行で財源を賄うことができ
るというのが、MMTの主張です。つまり、デフレで不況の時は、財源確保のために増税するより、
国債発行で賄えば良いということです。 

 徴税は通貨回収であり、予算執行は通貨供給です。従って、いわゆる黒字予算とは、徴収した
税金の範囲内で予算を支出していることですから、政府による通貨供給が基本的にはない状態の
ことです。 
 赤字予算とは、徴収した税金以上に予算を支出するのですから、政府がその分の通貨供給をし
ているということです。逆に財政再建というのは、税金の徴収以下に予算を抑え、その差額を国債
の償還に充てることですから、通貨回収をしているということです。 
 この事実が理解できれば、デフレ不況の時に財政再建など、有り得ない愚策だと分かります。デ
フレとは、物価が持続的に下落している状態です。経済活動が停滞して、通貨の供給が不足して
いる状態です。その結果、税収不足が生じているのです。 
 こうした状態のときには、まず通貨を供給し、経済活動を活発化させることが必要です。具体的
には、新規に国債を発行し、景気対策の予算を支出することにより、通貨と需要を国民サイドに供

給する必要があるのです。 

 

通貨発行権の有る国家の財政と民間企業の財政とは全く異なる 

 ここまで、貨幣の正体が負債であることを述べてきました。貨幣には、日銀の発行する日銀券と、
銀行が信用創造により供給する預金とがあることも述べました。どちらも負債であることには変わ
りはありません。しかし、日銀券が日銀の意思によりいくらでも発行できるのに対し、信用創造は
借り手の存在がなければ預金を供給できないのです。ここが、両者の根本的違いです。 
 また、国債は政府の負債であると同時に、それを取得している銀行にとっては、利息が付くため
日銀当座預金より有利な金融資産なのです。日銀券が負債であってもデフォルトしないのと同じく、
国債も自国建である限りデフォルトしないのです。日銀券が日銀の意思によっていくらでも発行で
きるのと同じように、国債も国家の意思によっていくらでも発行できるのです。だから、日銀券も国

債もデフォルトがないのです。 
 銀行預金は、日銀券と同じように発行する銀行にとっては負債であり、実際の経済取引では日
銀券以上に流通しています。しかし、信用創造は、銀行の意思だけではできません。必ず、借り手
の存在が必要なのです。また、経済が冷え込んだときには、信用創造よりも借入金の返済の方が
増え、結果的に市場の銀行預金残高は少なくなります。市場に流通する預金量が減ることにより、
経済は急激に悪化します。 
 民間企業は、自由にお金を借りることはできません。経済状況に従いながら、自らの返済能力の
範囲内でしかお金を借りることはできないのです。それを間違えれば、デフォルトするのです。 
 また、民間企業は、黒字経営でなければ借入金の返済原資が出ません。いつまでも赤字経営を
していれば、借入金の返済ができず、必ず経営破綻をするのです。ところが、政府は国債の返済
原資として国債をいくらでも発行することができますから、最初からデフォルト自体が存在しません。

その上、自ら供給した通貨は税となってその何割かが必ず国庫に納入されます。つまり、通貨供
給の過剰によるインフレを制御する仕組みが、最初からビルトインされているのです。 
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日本の戦後のハイパーインフレの原因は、戦争による供給力不足 

 国債を無制限に発行すれば、結局はハイパーインフレで経済は破綻をする、その典型的な例が

戦後の日本だという人がいます。しかし、これも間違っています。なぜなら、国債を発行していたの

は戦前です。戦後は、国債の発行を東京オリンピック以前まではしていないのです。むしろ、終戦

直後には発行した国債を全額財産税によって償還したため、国債残高は無くなっていたのです。 

 敗戦により日本は、国債が紙切れになってしまったと言う人がいますが、実は、財産税による課

税で全額償還されています。国民から、財産を取り上げて国債残高を 0にするという暴挙を実際に

実施したのです。当然社会は大混乱に陥りました。 

 また、戦争による国債乱発で、日本はハイパーインフレになったと言われていますが、それも事

実とは異なります。事実は、終戦直前に東京や大阪や名古屋始め、大都市が空襲で焼かれてし

まい、圧倒的な供給力不足になったということです。更に、500万人を超える国民が 1年の内に外

地から帰国をしました。需要と供給の圧倒的な差が、インフレをもたらしたことは想像に難くありま

せん。 

 そもそも、日本が占領されていた時代、占領国アメリカの占領目的は日本の弱体化であり、日本

への懲らしめであったことはアメリカの公文書でも明らかになっています。昭和 25年の朝鮮戦争ま

でこうしたことは続くのです。国債の財産税による全額償還や、緊縮財政など、インフレ対策だとい

われていたこの時代の政策は、実は GHQによる日本窮乏化政策であったと私は思っています。 

 そうした占領時代に、財政法が作られ、赤字国債が禁止されました。更にドッジラインにより銀行

の貸し出しにも制限が加えられ、財産法により国債が全額償還されたのです。一方で空襲により

生産能力が激減した上、石油石炭などのエネルギーや資源の輸入が制限されていたのですから、

圧倒的な品不足状態であったのです。戦後の日本が戦中よりも貧しかったのは当然のことです。

こうしたことが、戦後のインフレの原因なのです。 

 こうした占領時代の実態を、日本人はもう一度総括をすべきです。少なくとも国債が紙切れにな

ってしまったということは、あの戦争の直後においても無かったのです。戦後のインフレは、空襲に

よる供給力不足と占領政策による懲らしめが原因であり、国債を増発したことではありません。 

 

国債が発散する事は有り得ない、必ず制御できる 

 財務省は、「国債残高が大きくなりすぎてインフレになると、利息が極端に高くなり、それが成長

率を超えると債務の返済が不可能になる。債務残高は限りなく膨れ上がり発散する。」とよく言い

ます。財政再建をしなければ、いつか、ハイパーインフレが起こり、社会は壊滅状態になるという

のです。 そうならないようにするために、財政再建が必要なのだと、プライマリーバランスの黒字

化や、債務対 GDP比が財政再建の指標として用いられます。その結果、増税もしくは歳出削減が

政策として誘導されることになります。こうした論法が、日本を 20年以上にわたるデフレに落とし込

んだ原因です。 

 しかし、財務省の主張にも拘らず、日本の国債残高は昭和 40年代以降一貫して増え続け、今や

GDPの2倍にもなろうとしています。しかし一方で、金利は右肩下がりで下がり続け、今やマイナス

金利になっています。インフレを恐れるあまり、デフレの花を咲かせてしまった。これが、財政再建

政策の実態でしょう。 

 そもそも、財務省が心配する国債の発散とは、r(利率)>g(成長率)という事態を想定してのことで

す。確かに、成長率よりも利率の方が高ければ、理論上、債務は発散し返済不能になります。 
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グ ラ フ ② 

 

 

しかし、現実にはそうならなかったのです。その理由は、利率を中央銀行がコントロールしてい
るからです。日銀は、今や金利をマイナスにまでコントロールすることができるのです。こうした状
況の下では、債務が発散することは有り得ないのです。(上のグラフは国債残高は右肩上がりで増
加しているにも拘らず、金利は右肩下がりで限りなくゼロに近づいていることを示しています。)現
実には、財務省が想定していたことと別の事態になっているのです。 

 

今、財政出動しなければ、二度と立ち上がれなくなる 

 いずれにしても、現下の超低金利の状態で、国債が発散することなど有り得ません。そしてこの
状態は、今後しばらくは続くことでしょう。だからこそ、国債発行による財政出動を今、しなければな

らないのです。今なら、少子化や地方喪失にも歯止めがかけられます。 
 子育て世代に分配を増やし、安心して子供が産み育てられる環境を作らなければなりません。
人生 100年時代の社会保障も、団塊の世代の超高齢化にも対応できる仕組みを作らねばなりま
せん。東京一極集中に歯止めをかけるためにも、地方への予算の配分が必要です。また、地震の
活動期に備え、国土強靭化は急務です。こうした事業の財源は国債発行で賄えばよいのです。こ
うした事業を行えば社会が活性化し、経済は一挙に回復するでしょう。そうなれば、税収そのもの
が増えるために、財務省が財政再建を心配する必要もなくなります。 
 しかし、今こうした事業を行わなければ、少子化や地方喪失が進み、もはや手の打ちようがなく
なります。日本は供給力不足に陥り、いくら財政出動により需要を作っても最早立ち直ることがで
きなくなるのです。 
 令和の時代が始まりました。今こそ、平成デフレから脱却する最後のチャンスです。そのために

も、平成 30年間の経済政策の誤りをしっかり見つめなければなりません。MMTは、その事実を検
証するためのツールなのです。 
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 名目 GDPは、日本だけが 20年前と殆ど同じで成長していません。その原因が、財政出動の増

加も殆どないことと相関関係があるということが、下のグラフから見てとれます。 

 

グ ラ フ ③ 
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デフレ脱却には MMTの活用しかない 

デフレは通貨不足が原因か？ 

 デフレ脱却が言われて久しいですが、残念ながらまだ、その出口が見えていません。その原因
は、なぜデフレに陥ったのかという原因の究明が、しっかりと議論されていなかったからです。 
 デフレとは、継続的に物価の下落が続く状態のことをいいます。その反対に継続的に物価が上
昇する状態をインフレといいます。 
 その原因については諸説あります。アベノミクスは、デフレもインフレも貨幣現象だとする説、マ
ネタリズムを土台としています。 
 マネタリズムによると、通貨の流通量が増え過ぎると、商品に対して通貨の価値が下落すること
になります。逆に商品の価値が上がりますから、物価が上昇することになります。これがインフレ

です。また、通貨の流通量が少ない場合には、通貨の価値が上がります。逆に商品の価値が下
がります。つまり、物価が下落することになります。これがデフレです。 

 

アベノミクスによる通貨供給は成功したか？ 

 日本は今、デフレの状態ですから、通貨供給をもっと増やせば通貨の価値が下がり、逆に商品
の値段が上がる、つまり、物価が上がり、デフレから脱却できるはずだというのが、2%のインフレ率
の達成を目的とする、日銀と政府の政策協定による異次元金融緩和なのです。 
 この協定により、日銀は銀行からの買い取る国債の保有残高を毎年 80兆円増加するレベルに
増やしました。これにより、日銀は 450兆円を超える国債の保有をしています。このことは、日銀が
国債の代金として 450 兆円の日銀当座預金を買い取りをした各銀行に支払ったことを意味します。
正に、日銀による各銀行への通貨供給が実施されたのです。 

 マネタリズムが正しければ、巨額の通貨供給をしたのですから、通貨の価値が下がり、逆に物価
が上がることになったはずなのです。しかし、残念ながらそうはなりませんでした。物価が目標通り
上昇しなかった理由は、そもそも通貨の市場への供給が十分にできていなかったからです。日銀
の通貨供給は銀行に対してはできますが、それだけでは市場へ通貨供給したことにはなりません。
市場への通貨供給は、銀行が民間企業に貸し出しをすることによって可能なのです。 

 

デフレの下では信用創造は増えない 

 マネタリズムでは、日銀が国債などを民間銀行から買い入れをすれば、それにより、市場にも通
貨供給ができるという前提でデフレ脱却を論じていたのです。銀行への通貨供給は日銀の資産買
い入れにより可能です。しかし、現実に銀行から市場へ供給するには、誰かが借り入れをしたいと

いう意思を表示しなければ、銀行から市場への通貨供給はできないのです。 
しかし、デフレの状況下では民間の借り入れは増えません。その理由は、デフレ不況の下では

返済に対する見通しがつきにくく、返済不能になるリスクもあるため、借り手がなかなか現れない
からです。この様に、デフレの下では銀行の信用創造による通貨供給は、中々期待できないので
す。 
 以上の様に、信用創造による通貨供給の現実を見ると、デフレは通貨の供給不足から生じてい
る様に見えますが、真の原因は需要そのものの減少であることが分かります。銀行からの借り入
れというリスクを背負って、事業をしようとするだけの需要が、不足していることが問題なのです。
将来に対する見通しも含めた、確固たる需要が必要なのです。確実な需要を民間の事業者に与
えることが、結果として銀行の信用創造を機能させ、通貨供給の増加につながるのです。つまり、
銀行の貸し出しを増やすことができるのです。デフレは単なる通貨現象ではなくて、需要不足が原

因なのです。 
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国債発行による財政出動は国民への通貨供給 

 従って、単に銀行に通貨供給をするだけでは、デフレからの脱却はできず、借り入れというリスク
を冒してでも、投資をしようとするだけの需要が必要なのです。そこで国債発行による政府の財政
出動が必要になるのです。 
 政府が国債発行するということは、政府が負債を背負うということです。それを原資として財政出
動するということは、予算執行を通じて国民側に預金資産を与えることになります。例えば、国債
発行により社会保障費を新たに増やせば、社会保障の給付という便宜とそれを通じて国民側に預
金資産を供給することになります。また、国債発行によりインフラを整備すれば、インフラと言う公
共財を国民に与えるだけでなく、その工事の支払い代金として、民間の預金資産を増加させること
になります。 
 民間の借入金が増えないのは、デフレ下においては返済のリスクを背負うことを避けるからです。
一方で、国債は自国建通貨で発行する限り、返済不能に陥ることは有り得ません。国債の償還時

期がくれば、税金に頼らなくても同額の国債を発行すれば資金調達ができるのですから、返済不
能になることは絶対に有り得ないのです。 
 このように、国債発行による財政出動によって、政府は民間に資金を供給することができるので
す。また、社会保障の充実が図られると、将来に対する国民の不安は減少します。将来に対する
不安が少なくなれば、安心して将来に対する投資を行うこともできます。また、日常生活にも余裕
が生まれ、消費も増えることになります。GDPの 6割近くが個人消費ですから、個人消費が伸びる
ことが景気回復には欠かせません。社会保障の充実は、景気回復のためにも重要なのです。今こ
そ、公共事業や社会保障などの財政出動が必要なのです。 

 

国債の償還は国債発行で可能 

 ところが、いざ予算化する段階になると、そのための財源が無いとして財務省が必ず反対をしま

す。財源は税金だけで無くて、国債発行で賄えば良いのですが、彼らは財源は税で賄うのが原則
である、国債発行は借金だから、いずれ返済をしなければならない、将来の世代に借金返済のツ
ケを背負わせることはできない、と真剣に考えているのです。確かに、国債を国の借金と考えれば、
財務省の言う通りです。 
 ところが、これこそが事実誤認、正に思い違いなのです。国債とは家計の借金とは根本的に異な
る性質のものなのです。家計の借金は返済や利払いのため、原資の調達が必要です。しかしなが
ら、国債にはその必要がありません。家計では、働くか何かを売ることにより、借金返済の原資を
調達する必要があります。国債はその返済には必ずしも税金の徴収は必要ないのです。国債を
新たに発行すれば、それにより調達した資金で利払いも返済もできるからです。そしてこれは理論
ではなくて、事実なのです。 

 

通貨発行権の行使の意味 

 独立国家には通貨発行権がありますが、国債発行こそが通貨発行権の行使そのものなのです。
通貨とは日本でいえば日本銀行券、つまりお札のことです。このお札は以下の仕組みで供給され
ます。日銀が民間銀行の持っている国債や株式や債券などの資産を購入し、その代金を銀行に
振り込みます。 日銀には国債等が資産として計上され、振り込んだ預金が負債として計上されま
す。そして銀行には、日銀の当座預金が資産として振り込まれ、その分国債などの資産の残高が
減少します。 
 会計上は例えば、日銀は   国債   100 /当座預金 100 という仕訳になり、 
         民間銀行は   日銀当預 100 /国債   100 となります。 
 日銀は当座預金を銀行に振り込むことによって、いくらでも資産を買うことができるのです。これ
が日銀による銀行への通貨供給(通貨発行)なのです。しかし、日銀の通貨供給は銀行への資金

供給ですから、市場への通貨供給は銀行が貸し出し(信用創造)をしない限り、増えません。金融
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政策だけでは、市場への通貨供給を増やすことができないのです。これが金融政策の限界なので

す。 
 一方で、国債発行による政府の財政出動は、政府が国債という負債を持つことにより、予算執行
を通じて、国民に直接、預金資産を増加させることができます。銀行が国債発行を引き受けること
により、資金が政府に回り、それを予算執行することにより、国民にその資金が供給されることに
なるのです。 
 政府の新規国債発行と予算執行を通じて、漸く国民サイドに資金供給が可能になるのです。国
債発行による予算執行が通貨発行権の行使そのものとは、こういう意味なのです。 

 

家計と国家の違い 

 予算額が税収の範囲内で収まっていることを財政黒字と呼び、逆に税収以上に予算支出してい
ることは財政赤字と言われています。これは家計に喩えられ、収入以上の生活をしていてはいつ

かは破綻する筈だと、財政赤字は厳しく批判されてきました。家計ではその通りですが、国家の財
政と家計とは全く仕組みが異なっています。こうした喩え話をする人は国家財政を全く理解してい
ない無知の人か、違いを分かった上で自分の目的とする政策に人を誘導する詐欺師かのどちら
かです。 
 家計と国家の最大の違いは、家計は自ら通貨を発行できないのに対し、国家は通貨発行権を持
ち、自由に通貨を発行でき、かつ、徴税権を有しているため、自由に国民から発行した通貨を回収
できることです。 
 つまり、家計では、生活に必要な通貨を得るためには働くか、資産を売るなどにより、誰かから
通貨を供給してもらう必要があります。従って、使うより先に通貨を得る努力をしなければなりませ
ん。しかし、国家では予算執行に必要な通貨を自ら創出できるのですから、必ずしも税金の範囲
内で予算を収める必要が無いのです。 

 そもそも財政黒字というのは、国民に全く通貨供給をしていない状態のことであり、財政赤字とは
国民に通貨を供給している状態のことです。更に、財政再建をするというのは国民から通貨を回
収するということです。 

 

国債を全額償還すれば国民は貧困化する 

 財務省に拠れば、国債残高は、2019年度末で 897兆円となる見通しで、この額は一般会計税収
の約 15年分に相当し、国民 1人当たりに換算すると 713万円の借金を負っていることになると言
います。超低金利政策によって、金利は低く抑えられていますが、金利が上昇すれば、利払い費
が重くのしかかると、彼らは国民を脅し続けています。 
 彼らの弁に従えば、いつかは国民から増税をして 897兆円の資産を国民から徴収しなければな
らないことになります。しかし、もしこうしたことを実行したら経済は大パニックに陥るのは明らかで

しょう。政府は国債という債務が無くなりますが、国民は 897兆円の資産を奪われ、生活は困窮す
るのは明らかです。政府の債務は消えても国民は塗炭の苦しみを味わうことになります。一方で
政府は増税で入った 897兆円の政府預金を国債償還のために使いますから、政府預金も国債も
残高はゼロになります。 
 また、実際に国債を保有しているのは日銀と民間銀行ですが、約 450兆円の国債を保有してい
る日銀は、国債残高がゼロになり、代わりに政府預金から 450兆円が減額されます。政府にとって
は負債である国債と資産である政府預金とが相殺されることになります。 
 民間銀行が保有していた国債は償還により日銀を通じて政府から預金が振り込まれます。国債
残高はゼロになる代わりに、日銀当座預金がその分増加します。 
 国債残高の 10%前後は外国人が保有していますが、彼らには国債の代わりに円建の預金が振り
込まれます。 

 国債を保有していた銀行や外国人によっては、デフォルトの心配の無い安全な投資の機会を奪
われ、代わりに金利の付かない預金と交換されてしまうことになります。銀行の日銀当座預金が
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増えても信用創造しない限り、市場へ通貨は供給できないことは前述の通りです。日銀は政府預

金と当座預金が相殺され、事実上、その分の通貨発行額が減額されたことになります。 
 結局、政府の負債はゼロになっても、その分国民の資産が無くなるのですから、国民が貧困化
するのは必定です。つまりは、国債が償還された分だけ、国民が保有していた通貨が消滅するこ
とになるのです。財政再建のために国債残高を削減すれば、必ず国民の預金残高も同じ額だけ
減少するのです。 
 国債が増えれば預金が増え、逆に、国債が減れば預金も減る、これは理屈ではなく事実なので
す。これを理解していれば、少なくとも景気が悪い時に財政再建だと言って、国債を減らすような
事はしてはならない、これは全くの愚策だと分かるはずです。 

 

戦後の財産税課税は究極の国民窮乏化政策 

 実は、国債を全額増税で償還するという究極の窮乏化政策が実施されたことがあるのです。そ

れは昭和 21年に実施された財産税課税です。終戦当時、政府には国民所得の 250%近い国債残
高があったと言われています。終戦直後に、日本はインフレに襲われ、物価が暴騰するわけです
が、その原因は、戦費調達のための国債乱発による通貨供給超過が原因だと、一般的には言わ
れています。そこで、それを収めるために財産税が課されたと言われていますが、これにより、国
債は全て償還されたのです。 
 財産税のために、昭和 21年には預金封鎖がなされて、新円への切り替えが行われます。このた
め、タンス預金も申告をして新円に切り替えないと使えなくなりますが、申告をしても最高 90%の課
税で預金は没収されます。懲罰的な課税により徴収した財源で、国債を全額償還することができ
たのです。これにより国の債務はゼロになりますが、その分国民の預貯金が没収されたのです。
インフレ対策として財産税課税がされたと言われていますが、全くの愚策である事は論をまたない
でしょう。 

 財産税は、戦争利得者からの財産没収が目的だとも言われていますが、それなら国債は償還せ
ずにそれを復興財源に使うべきなのです。大蔵省が自主的に行ったと言われていますが、この裏
には GHQによる日本に対する徹底的懲罰指令があったことは間違い無いでしょう。経済状況を無
視した国債償還は国民窮乏化政策でしかありません。昭和25年の朝鮮戦争までの時代は、アメリ
カは日本に懲罰を与えることを占領目的としていましたから、こうした政策がとられたのでしょう。 
 戦後 80年経ちました。デフレでもなお国債残高を減らすべきだと言う財政再建至上主義者は、
今一度、戦後の財産税が何をもたらしたのか、もう一度しっかり検証すべきなのです。 

 

戦後のインフレは急激な需要超過と極端な供給力不足が原因 

 戦後のインフレは、戦時中の国債乱発による軍事費拡大が原因だと言う人がいます。しかし、私
はこの説には同意できません。なぜなら、終戦直後の日本は大都市や東京や大阪を始めとする

大都市が空襲で焼き尽くされ、圧倒的に物資の供給力不足に陥っていたのが事実だからです。住
宅や工場などの私有財産が焼かれた上に、道路や橋梁などのインフラも都市部では破壊されまし
た。また、戦時中には 660万もの軍人や民間人が外地に存在していましたが、終戦により外地か
ら引上げが始まります。この内、昭和 21年末までに 500万人の引上げがあったと言われています。
この結果、引上げによる急激な需要増加と空襲による極端な供給力不足が、急激なインフレの直
接的原因だと考えるのが妥当だと思うのです。 
 また、先に述べたように、昭和 21年には国債を全額償還するための財産税が課税されました。
事実上、通貨発行量は大幅に削減されていたのです。従って、国債乱発によって通貨量が増えた
ためにインフレになったというのは、事実誤認をしているのです。 
 また、その当時のインフレ率もハイパーインフレーションと呼ばれる様な年率何百倍や何千倍の
物価上昇率とは違い、年率数倍程度のものでした。過剰な通貨発行などにより通貨の信認が無く

なり、ハイパーインフレは起こると言われていますが、少なくとも戦後のインフレとはそういった種
類のものとは違います。 
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 引上げによる急激な人口増加や戦後復興のために、急激な需要があったことは想像できます。

また、空襲によるインフラや工場などの生産設備の破壊が極端な需要不足をもたらすことも事実
でしょう。この需給ギャップがインフレをもたらしたのです。しかも、復興をするにも、昭和 25年迄の
間、国家予算の 3割から 1割が終戦処理費として GHQに吸い上げられていたのです。その上、
財産税により国民から預金資産を取り上げていたのです。これでは復興が進むはずもありませ
ん。 

 

GHQの占領政策の転換 

 昭和 25年の朝鮮戦争の特需により、日本は漸く復興したと言われて来ましたが、それは半分だ
けの事実です。元々、GHQは日本の民主化と戦力放棄を求めていました。そのために日本の言
い分を否定し、その妨げとなる日本の伝統精神の破壊を徹底してきたのです。また、ポツダム宣
言にもある様に米英支ソの 4 ヶ国が連合国であり、当時のアメリカは共産国家のソ連を民主主義

国家として認めていたのです。そのため、占領直後は共産主義者を解放し、左翼勢力の伸長を認
めていたのです。 
 ところが、東西ベルリンの壁の建設、中国における毛沢東の勝利と蒋介石の台湾への逃走、更
に金日成による韓国侵攻により、東西対立は決定的になります。アメリカは、容共から反共へと政
策を 180度転換します。これ以上、共産国家を増やさない、これが占領後期政策です。その結果、
日本はアメリカによりアジアにおける反共の砦にさせられたのです。そのお陰で、終戦処理費も無
くなり、日本は懲らしめの対象から援助の対象になり、戦後の復興が始まったのです。 
 こうした歴史背景を考えれば、戦時中より戦後の方が貧しかった理由が分かります。財産税もそ
うした占領政策の一つであったと考える方が正しいのではないでしょうか。憲法が作られた経緯を
始め、今一度戦後を検証する必要があります。 

 

MMT批判への反論 

 MMT批判は、過剰な通貨供給はハイパーインフレに陥るとの指摘に収斂します。しかし、通貨量
の過多でハイパーインフレになった事実はないのです。真の原因は、需要と供給の極端なアンバ
ランスがもたらしたものだったのです。こうした事態は、戦争や革命など以外では現実には有り得
ません。 
また、現在の日本の様なほぼ完全雇用状態では、財政出動しても需要は増えないとの指摘も

ありますが、現実は実質給与が下がり続けており、給与を上げるためにも需要の創造が必要にな
るのであり、そのためにも財政出動が有効なのです。 
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MMTの誤解を解く  

MMTの主張が正しいなら税金は要らない 

 これは完全なる誤解です。MMTが主張しているのは、財源は税金だけでなく国債の発行も考慮
すべきということです。そもそも、税金だけで予算を組むと言うことは、政府は通貨供給を一切して
いないという意味です。国債を財源として予算を組むと言うことは、国債発行をして政府が負債を
有することにより、その分だけ民間に貨幣を供給していると言うことです。 
 建設国債の場合には、公共事業等の支払い代金を受けた人に通貨が供給されることになります。
工事代金を受けた人には、工事の売り上げという収益を手にすることになります。公共事業が実
行されたことにより、インフラという財産が社会に作られることになり、国民は便益を受けます。 
 赤字国債の場合でも、結果は建設国債と同じです。赤字国債を財源に財政出動されることにより、

社会保障費の給付を受けた人に通貨が供給され、また、便益を受けることになります。建設国債、
赤字国債を問わず国債が発行され、それを財源にして財政出動された分だけ、国民に通貨供給
がされることになるのです。 
 もしも、税金が無く、国債発行だけで予算を組めば、政府は通貨供給を一方的にするだけで、そ
の回収が全くできなくなります。それでは社会がインフレ化するのは必定です。社会が過度のイン
フレに陥らないためにも、富の集中を避け、ある程度均質な社会を作るためにも、税金は絶対に
必要なのです。 

 

MMTで国債の発行が過ぎれば、ハイパーインフレになる 

 これも全くの誤解です。そもそも、国債発行が過ぎてハイパーインフレになった国はありません。
世に言うハイパーインフレは、戦争や革命により工場などの生産設備や道路や橋などのインフラ

が破壊され、極度の供給力不足に陥り起こるのです。戦後の日本はその典型です。 
 日本の戦後のインフレは大量に国債を発行して、ハイパーインフレになったと言われていますが、
それは事実誤認です。真の原因は、終戦直前の大都市への空襲による生産設備の破壊により、
物資の供給が極端に低下したからです。その上、敗戦により外地から一年で五百万人もの引上げ
があり、需要の急激な増加がありました。さらに、終戦直後から昭和 25年まで、国家予算の 10％
～30％がアメリカ軍の駐留経費を終戦処理費として負担させられ、事実上、戦後の復興はできま

せんでした。 
 また、昭和 21年には財産税が課税され、国民所得の 250%にもなる国債を全て償還させられまし
た。国民から財産を取り上げて復興できるはずがありません。インフラ再生に手が付けられたのは、
昭和25年以降であり、これが極端な供給力不足を生じさせ、ハイパーインフレが発生したのです。 
 また、ワイマール体制下のドイツは、天文学的な賠償金の支払要求のため、金が流出し、兌換

紙幣のため、マルクの通貨の信認がなくなり、ハイパーインフレになったのです。 
 また、ジンバブエの場合は、革命により白人を追い出したため生産設備の稼働ができなくなり、
供給力が極端に低下したため、ハイパーインフレになったのです。 
 このように戦争、革命などにより通常の政府の行うべき政策ができなくなる、言わば無政府状態
がもたらしたもので、現代の日本の様な民主主義国家では有り得ません。 

 

MMTは解放経済では通用しない 

 MMTは国内だけで通貨が流通している閉鎖経済では通用しても、現実の社会は海外との取引
がある。国債発行で公共事業などをしても、それにより供給した通貨が海外に投資されれば､MMT
の効果は無効になるという主張です。 

 例えば、国債発行により、公共事業 100が発注され、資材など 50を輸入する場合には、確かに
収益と資産（外貨預金）は海外へ移転します。これにより、GDPを押し下げることは事実ですが、
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公共事業 100より大きくなることは有り得ません。海外送金があったとしても、それを差し引いても

GDPは必ず増大することになるのです。従って、解放経済においても MMTは通用します。 
 それでも MMTをどうしても認めたくない人は、次の様なことを言います。 

a財政出動をすればインフレになり、利率より高くなれば、実質金利低下で円安になり、資源
やエネルギー、食糧を輸入に頼る日本はこれらのコストが上がる。円安が続けば、国民生活
は破綻する。 
b財政出動で景気が良くなれば、円高になる。円高になれば、輸出が減るから財政出動は無
効化する。 

 しかし、これらの意見には次の通り反論できます。そもそも、aの主張はハイパーインフレ論を前
提としていますが、事実は先に説明した通り、ハイパーインフレにはなりません。しかし、多少のイ
ンフレは望むところですが、彼らの言う通り、過度なインフレになれば、変動相場制を採用している
ため当然円安になります。仮に円安になれば、その分輸出が大幅に伸びることになるでしょう。そ

うすると日本は景気が良くなり、今度は円高に為替は変動することになります。 
 何れにせよ、変動相場制を採用しているため、海外取引は自動的に調整され、利益の一方的な
流出はないのです。 
 bの意見ですが、確かに景気が良くなれば円高に向かうでしょう。これにより、輸入品の原価が
下がり、益々景気は良くなるでしょう。これにより、輸出企業に打撃はあるでしょうが、日本は輸出
依存率は 15%程度であり、圧倒的に内需国です。そのため、円高になれば輸入品は下がり、国民
生活は逆に豊かになるため消費も増えるのです。内需が増える方が外需が減るより大きいため、
財政出動が無効になることはないのです。また、輸入品の購買が増え、輸入額が増えれば、世界
経済にも貢献できるわけで、先進国としての責任を果たすことができるのです。 
 

グ ラ フ ④ 
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日本は事実上完全雇用のため、財政出動しても効果がない 

 日本は、失業率がゼロに近いため、財政出動してもその効果は少ないと言う人がいますが、そ
れは問題の本質を見誤っています。失業率の改善だけでなく、労働分配率の増加や実質賃金増
加を政策目標にすべきなのです。国民側に所得が分配されるほど個人消費が増え、国民経済を
大きく牽引することになるのです。失業率の改善は勿論のこと、実質的に国民所得が増えている
かどうかを政策判断のポイントとすべきなのです。つまり、財政出動により雇用が増えれば、給料
を上げないと求人できない状況になります。財政出動が実質的給与を上昇させることになり、それ
が個人消費を増やし、景気回復につながるのです。 

 

国債発行残高(1000兆円)の通貨を国民に供給して、何故デフレなのか？ 

 1000兆円の通貨を国民に供給して今なおデフレから脱却できないということは、MMT理論が無
効であることを証明しているのではないかと言う批判があります。これも問題の本質を取り違えて

います。国債発行により通貨を、つまりは預金資産を国民に供給しても、それを使わなければ経
済的には何の意味もないのです。 
 本来は、政府が供給した預金資産が国民サイドに渡れば、それが消費に使われて経済は成長
するはずです。しかし現実には、企業側に胎蔵され国民サイドに供給されず実質給与が下がり続
けたのです。 
 実質給料が減額した原因も考えておく必要がありますが、私はいくつかの要素が絡み合ってい
ると考えています。まず第一の原因は消費税の実施によるものです。消費税では、給与は仕入れ
税額控除の対象になりませんが、外注費は仕入れ税額控除の対象になります。これに、バブル崩
壊後、企業のリストラが始まったことによる給与のアウトソーシング化が進んだことが絡みます。こ
れにより、給与を固定費から変動費に置き換えることができ、企業は安定した利益を上げることが
できるようになりました。また、この時期、成果報酬を認める経営が普及し出します。これを促進し

たのが、所得税の累進構造の緩和です。かつては住民税を合わせれば、一定額を超えれば 9割
近い額が課税されていました。手取りは殆ど増えませんから、高い報酬を経営者は望まなかった
のです。しかし、累進課税の緩和により高額な報酬をもらっても半分近くは手許に残ることが可能
になりました。これにより、給料を上げるインセンティブが一挙に増加したのです。 
また、成果報酬が認められるようになると、給料のアウトソーシング化がますます進みます。こ

の仕組みにより企業は利益を大幅に上げることができ、経営者はより多くの報酬を得ることが可
能になったのです。また、アウトソーシング化により、給料は外注費に変わり、お陰で大企業は消
費税額を少なく抑えることが可能になりました。その一方で、アウトソーシングを受けた企業は、必
然的に社員の給料を安く抑えなければ経営が成り立たなくなります。 
この結果、一部の経営者が多額の役員報酬がもらう一方で、多くのサラリーマンの給料が安く

抑えられる結果となったのです。これが国民消費を抑え経済をデフレ化させる根本原因を作って

いるのです。政府が国債発行により通貨供給をしても、経済がデフレ化するのはここに問題があ
るのです。 
 こうしたことを踏まえれば、デフレ脱却のためには消費税を廃止し、一方で法人税を増税し、所
得税の累進課税を上げることを検討すべきなのです。 

 

MMTには財政上の制約は無いのか 

 MMTは、国債発行は国民への通貨供給という事実を改めて示したものです。従って、国債発行
を悪とは考えていません。その為、財源がないから予算が組めないと言う発想は無いのです。こ
のことから、MMTは財政制約がないため、予算が膨れ上がり、結局ハイパーインフレに陥ると批
判する人がいるのです。 
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 しかし、これは間違いです。先に述べてきたように、財政が赤字か黒字かと言うことは MMTには

意味がありません。国民経済がインフレかデフレかというところに財政規律を求めているのです。
従って、悪性インフレにならない限り、財政出動は可能となります。 
 そもそも、供給力を超える需要を提供しても、供給が追いつかず物価が上がるだけです。これを
悪性インフレと言います。財政出動により通貨供給と同時に需要を創造したとしても、それをこな
せるだけの供給能力がなければ、単に悪性インフレを作るだけで意味がありません。こうした場合
には MMTは財政出動を制限すべきと考えているのです。 
 

 

結論 

 経済は、常に誰かが投資をしない限り成長できません。経済の血液である通貨は、銀行の信用
創造による通貨供給により生み出されているのですから、投資が行われないと成り立たないので

す。民間企業の行き過ぎた投資は、不良債権を生み出すことになりますが、投資が少なく、回収、
すなわち貯蓄が過ぎると、経済そのものがデフレ化してしまいます。これは、自転車は走らないと
倒れてしまうのと同じ理屈です。 
 問題はスピード、つまりインフレ率なのです。自転車が安全に走るためには、ある程度のスピー
ドが必要です。同じく経済を持続可能にするには、ある程度のインフレ率が必要なのです。具体的
には、2〜4%の低インフレ率を目安に、財政政策と金融政策でコントロールすれば良いのです。金
利は一度上がれば簡単にコントロールできないなどという人がいますが、これは事実誤認です。
戦後の日本の金利の推移を見ても分かる通り、常に日銀のコントロール下に置かれています。そ
して、今やマイナス金利まで付けられているのです。但し、金利はコントロールできますが、ゼロ金
利政策が正しいかどうかとは別の話です。 
 また、先進国は豊かなため、基本的に民需が低下する傾向にあります。そのため、民間経済は

貯蓄超過に向かうのです。つまり、民間需要だけでは国民経済は破綻してしまうのです。先進国
では民間の信用創造が少なく、貯蓄超過の状態にあるということです。民間が信用創造による通
貨供給を増やしていない状態だからこそ、政府の国債発行による財政出動が必要なのです。この
状態で政府が財政出動しなければ、経済はデフレ化し破綻するのは必定です。これは、スピード
がゼロになれば自転車が倒れるのと同じ理屈です。 
 こうした状況下では、増税や財政再建と言うのは絶対にしてはならない愚策なのです。民間の信
用創造が乏しい時期に増税や財政再建をすれば、その分、必ず民間から預貯金を吸い上げるこ
とになるからです。これは、スピードが落ちている自転車にブレーキをかけるのと同じで、自爆行為
です。 
 そもそも、自国建通貨で発行する国債は破綻しないため、国債の発行残高を気にする必要など
ないのです。従って、いわゆる PB縛りは即時撤廃すべきです。財政均衡は高インフレ時に目指す

べきもので、デフレ下ではデフレを加速させるだけで、百害あって一利もありません。財政均衡主
義は、政府の財政を見ているだけで国民経済全体の状況を全く無視した、自己中心主義なのです。
国民経済全体を見るべき政府が自己中心主義に陥れば、国民経済が破綻するのも当然なので
す。 
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ＭＭＴの正しさは経済学の理論ではなく、会計学が証明！ 

経済事象を債権債務、収益費用と資本の増加と減少として複式簿記は表記します。 
この複式簿記で国債発行を示せば、現実の姿が見えてきます。 
国債発行は以下の通り、民間貯蓄を増加させます。 
民間貯蓄が国債をファイナンスすることは本末転倒です。 
正に MMTは天動説から地動説への大転換なのです！ 
政府には、インフラという資産と国債という債務が残ります。 
銀行には国債という資産が残ります。 
国民には預金という資産と売上(所得)が残ります。 
 

国債発行の仕訳 
新規国債発行の引き受けは民間銀行が行います。 
① 銀行の日銀当預が政府の日銀当預に振替 → 政府日銀当預は増加し、銀行日銀当預減少
します。 
② 政府が予算執行のため、企業（国民）に政府小切手で支払います。 
③ 企業（国民）は銀行に小切手を持ち込み、銀行は小切手相当額を企業（国民）口座に記帳 → 
民間貯蓄は増加します。 
④ 銀行は日銀に取り立て依頼、政府日銀当預が銀行の日銀当預に振替 → 政府の日銀当預
は減少し、銀行の日銀当預は増加します。 

 

ちなみに、民間企業が銀行から借り入れで事業する場合には、次のような仕訳となります。 

 

民間企業 銀行 

預金 100/借入金 100 貸付金 100/預金 100 

 

このように、民間企業が借り入れをすることによって預金は増加することになるのです。 
企業が借り入れをするのは、預金を増やしたいためではありません。 

その預金を使って何らかの事業をするためなのです。 
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正に、借り入れを必要とする需要がなければ企業は借り入れをしないのです。 

企業が借り入れをするには、次の仕訳のような需要がなければなりません。 
 
仕入 100/預金 100 
 
そして、その後には次の仕訳が期待されているのです。 
 
預金 200/売上 200  
 
この仕訳が成立するには、他の民間企業の次のような仕分けが必要となります。 
 
仕入 200/預金 200 

 
この民間企業が預金を持っていない場合には、以下の仕訳の様な取引が必要となります。 

 

民間企業 銀行 

預金 200/借入金 200 貸付金 200/預金 200 

 

以上の様な取引が繰り返し行われる結果、国民の預金も負債も共に増えることになるのです。 
これが経済成長の実態なのです。 
昭和 30年代、高度成長期には毎年二桁の経済成長をしましたが、利率も 10%近かったのです。 
この時、さらに政府が国債発行をして財政出動すれば、インフレが加速します。 
そこでこの時代には、均衡財政をしなければならなかったのです。 

その後 40年代から景気は徐々に冷え始め、平成のバブル崩壊の後、急激に経済は悪化します。 
その理由は、バブル崩壊後、銀行の貸し剝がしが横行したからです。 
このことは先に示したグラフ①をみれば分かります。 
下記仕訳は、バブル期に 1000で購入した土地が 300に値下りし、それを売却して返済した場合で
す。 

 

民間企業  銀行 

土地売却 預金   300   / 土地   300  

売却損 売却損 700   / 土地   700  

銀行に返済 借入金 300   / 預金   300 預金  300 / 貸付金 300 

返済不能額 借入金 700 / 免除益 700 貸倒損 700 / 貸付金 700 

 

以上の仕訳の様に、民間企業は土地の売却代金をあてても、借入金を全額返済できず、その分
銀行も巨額の貸倒損が発生します。 
 
景気は急激に悪化 
グラフ①にある様に、バブル崩壊後 200兆円近く民間企業の借入金が激減し、市中の預金量も激
減しました。 
政府は、10兆円規模の景気対策をしましたが、減損した預金喪失量が桁違いのため、効果は不
十分でした。 

企業は、銀行による貸し剝がしがトラウマになり、金利が低くても借金をすることを嫌い貯蓄過剰
になります。 
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このようにデフレ下では、金融政策だけでは景気対策は不可能なのです。 

デフレ脱却には、財政出動しかありません。 
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MMTでやるべきは反緊縮政策  

デフレの原因は、新自由主義による緊縮財政 

 そもそもデフレの原因が、新自由主義に基づく緊縮財政であったことは、今や疑う余地もないで
しょう。新自由主義の政策としては、アメリカのレーガン大統領のレーガノミクスやイギリスのサッ
チャー首相のサッチャリズムが有名です。その政策は、いわゆる「小さな政府」や「官から民へ」と
いう言葉に代表されるように、緊縮財政を目指すものでした。 
 1980年代後半、米英両国はインフレに苦しんでいました。インフレとは、物価が継続的に上昇す
る状態で、需要が供給よりも大きい状態です。米英の社会は生産性が低く、それが原因で日独の
台頭を許し経済は低迷したと、その当時は考えられていたのです。高福祉国家となった英国の「揺
り籠から墓場まで」という言葉はその象徴です。「日独を見倣ってもっと働け」というのが本音でしょ

う。そのためには経済の構造改革を実行し、社会を効率化することが大切だと思われたのです。 
 「小さな政府」や「官から民へ」とは、行政の生産効率を上げることを目的としています。行政の効
率化により、政府部門の予算を削減することが可能になります。一方予算を削減した財源で、民
間部門には投資減税などを行うことができます。経済資源を非効率な官から民へ移すことにより、
社会全体の効率化を図ることが目標とされたのです。そうすれば供給力が増える。その結果、需
要とのアンバランスを調整してインフレを抑えることができると考えたのです。また、政府部門の予
算が削減されれば需要を抑えることもできます。正に、需要を抑えて供給力を増やすというインフ
レ抑制がその目的だったのです。 

 

反緊縮のために新自由主義を総括すべし 

 一方で当時の日本は、事実上、世界一の経済大国になったと自他共に認めていた時代でした。

ところが、その後バブルの崩壊とそれに伴う不良債権の処理により、経済は一挙に悪化しました。
当時の日本は、需要不足によるデフレに向かっていたのです。民間需要が減速したのですから、
財政出動による需要創造が本来は必要だったのです。 
 しかし、当時は、レーガノミクスやサッチャリズムなどの新自由主義的政策がもてはやされていま
した。これは先に述べた通り、本来インフレ抑制政策ですから、デフレに向かっていた日本には相
応しくないものです。 

 ところが、東西冷戦の崩壊以後、唯一の超大国になったアメリカの影響力は凄まじく、世界中が
こうした政策を見倣うことになりました。しかし、日本は需要減少でデフレになりかけていた時代で
す。そこに緊縮財政により追い打ちをかけたのですから、日本の凋落は必然です。これが、失わ
れた 20年と言われたデフレの根本的原因なのです。 

 

デフレが税収を減らし、それが緊縮を強化させ、更に税収減の悪循環 

 バブル崩壊により民需が激減している時に、更に予算を減らして官需も減らせば、デフレが進み
税収が減るのは当然です。まずは、経済を再生させることが優先課題であったにもかかわらず、
当時は財政再建を優先させてしまったのです。バブル時代、負債を伸ばし過ぎて民間経済が破綻
したように、国の債務も大きくなり過ぎれば、いずれは破綻すると考えたのです。現代でも、そのよ
うに考えている人が少なからず存在しますが、バブル崩壊直後の時代には、尚更そういう考えが
蔓延していたのです。 
 そして、増え続ける国債残高を減らすには、プライマリーバランス(基礎的財政収支)を均衡化さ
せるべきと言う最悪の政策目標を掲げたのです。これは、政府自らが自分の手足を縛るもの同じ
で、必要な財政政策を十分に行うことができなくなりました。財政を優先するあまり、政府の本来の

責務である経世済民は、事実上放棄されてしまったのです。 
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長期計画の削減が先行き不安を招いた 

 1989年に高齢化時代に備えての受け皿として、ゴールドプランが策定されました。かつては、イ
ンフラ整備だけでなく福祉の分野でも長期計画が作られていたのです。しかし、バブル崩壊以降は、
こうした長期計画の策定は皆無になりました。長期計画の策定が予算を膨張させる元凶と見做さ
れたからです。新たな長期計画は無くなり、既に立てた予算は削減されることになりました。 
 先に述べた様に、政府のこうした姿勢がデフレを生み出し、税収を減らします。その結果、年金
や医療も含め、団塊の世代が超高齢化すれば給付が増え、その持続が不可能になるのではと国
民に不安を抱かせています。それが、消費を減少させ貯蓄を増やしデフレが拡大する原因となっ
ています。 

 

社会保障の持続可能性を維持するにはデフレ脱却以外無い 

 現在、社会保障の給付の約 6割は国民が負担した保険料で、残りの 4割が国債発行による国費

投入です。この傾向は団塊の世代が超高齢化する 20年後にもほとんど変わりません。しかし、国
債は政府の借金だから、いずれ返済のために将来世代の税金が使われることになり、その分だけ
給付が減るのではと心配される方がいらっしゃいますが、その心配には及びません。 
 それを理解するために、国債発行ではなくて税金により賄われていた場合を考えてみましょう。こ
の場合には、社会保障は保険料と税で賄われるということですから、国民が自ら全てを負担し、政
府はその再配分をしているに過ぎないことになります。これでは持続性には問題はありませんが、
満足のいく給付をもらうにはかなりの保険料や税金の負担が必要になるでしょう。現実に当てはめ
れば、約 120兆円の給付の約 4割、つまりは 50兆円近い金額を税か保険料で徴収する必要があ
りますが、この負担に国民が耐えられるでしょうか。 
 しかし、実際には、税金ではなくて国債発行で賄っています。これは、国債発行分だけ政府が国
民に通貨供給しているということです。それで何か問題があるでしょうか。国民から徴収した税や

保険料だけを財源にしている方がむしろ問題では無いでしょうか。 
 確かに、団塊の世代が超高齢化により一時的に給付額は増大しますが、その後は逓減すること
になります。こうした一時的な増加のための財源は税では無く、国債の発行で賄う方が社会の安
定のためにも正しいのです。 
 厚労省の推計では、社会保障給付の将来見通しは 2040年度には 190兆円に、GDPは 790兆
円になると予想されています。国費割合は 40%程度で今と変わりませんから､国債を財源にして問
題無いのです。問題は、社会保障の給付が増えても GDPが伸びないことです。 
 グラフ③は、緊縮財政のため日本が 20年間 GDPが伸びず、デフレであったことを明確に示して
います。米英では毎年の予算額を策定する際、毎年物価上昇率を予想し、それに 2%プラスしたも
のを予算総額としています。ドイツなどはプラス 1%の予算査定だと言われています。いずれの国も
毎年の物価上昇率に 1〜2%を上乗せしたプラス査定をしてきたのです。 

 ところが、日本ではゼロシーリングが常態化してきたのです。その差が、正にこのグラフに現れて
いるのです。他国並みに財政出動をしていれば、今頃 GDPは 750兆から 1,000兆円になっていた
でしょう。本当に悔やまれます。 

 

デフレ脱却のためには長期の財政出動計画が必要 

 民間企業が投資を控えるのは、デフレにより経済の先行きが不透明だからです。こうした時こそ、
政府が長期計画を立て、その実行のための予算を毎年計上していく必要があります。そうすれば
それが呼び水となり、民間企業も政府の長期計画に同調して投資を拡大することになるのです。
「官から民へではなく、官より始めよ」です。 
 具体的には、以下のような長期計画を 10年単位で計画策定し予算化することが必要です。 
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国土強靭化などの全国インフラ整備計画 

 かつては、国土総合開発計画などのインフラ整備のための 10年計画が策定され、東京だけでな
く地方にも順次インフラ整備がなされてきました。しかし、現在はこうした計画はなくなり、地方の衰
退に拍車をかけました。災害が多発する今こそ、国土強靭化を含めた全国インフラ整備計画を早
急に策定し、予算化しなければなりません。          10年 100兆円 
 また、全国の新幹線ネットワークを10年から15年で完成させることを始め、全国の高速道路のミ
ッシングリンクを無くすことも必要です。 
                      新幹線ネットワーク   20年 30兆円 
                      高速道路         20年 50兆円 
                      合計            20年 180兆円 

 

少子化対策には企業の内部留保に課税して子ども手当で国民に配分 

 また、少子化最大の原因は結婚するカップルが減っていることです。その理由は様々ですが、実
質給与が減ったことも主要因の一つです。その原因は、人件費をアウトソーシングするなどのコス
トカット経営が常態化したことです。このため、企業の業績が上がっているにも拘らず従業員に分
配されず、内部留保金が増加し続けています。そこで、企業からの税を増やしそれを子育て世代
に分配する仕組みを新たに作るべきです。 
       (少子化対策として子ども手当給付 法人税の留保金課税 毎年  4兆円) 
                 (3万円/月を高校卒業まで支給可能) 

 

研究開発と人材育成 

 世界一の先進技術大国と言われていた面影が、今や日本にはありません。バブル崩壊後の不
良債権処理の過程で、日本の企業はコストカット経営に走り、優秀な人材が海外に流出しました。

また、国立大学は独立大学法人に組織変更され、事実上民営化されました。その結果、大学の授
業料は大幅に値上げがされる一方で、国から交付される運営費補助金は年々カットされています。
これでは、次代の人材育成に支障をきたす恐れがあります。研究開発の補助を始め、人材育成の
ための予算を大幅に上げるべきです。 
        国立大学の無償化の恒久措置と運営費補助金の増額   毎年  1兆円 
        研究開発支援                            毎年  2兆円 

 

消費税減税と所得税累進課税強化 

 また、デフレの根本原因は、バブル以降のコストカット経営による給与削減が消費の低迷を招き、
需要を減少させたことです。税と財政出動により所得再分配を強化させるなど、税制の見直しも必

要です。特に消費に課税する消費税は、デフレ期においてはデフレを加速させます。 
 法人税や所得税は、景気が良いときには納税額が増え、インフレを抑制します。また、悪い時は
税負担が少なくなり、デフレを抑制します。景気の変動に対するビルトイン・スタビライザー効果が
あるのです。一方で、消費税は景気の変動の拘らず、安定した税収が見込まれます。長らく、消費
税の方が安定財源として優れていると考えられてきました。しかし、財政当局からすればそうでしょ
うが、経済全体の安定性を考えれば、消費税より法人税や所得税の方が優れているのです。税
制の見直しが必要です。 

 

以上の長期計画を直ちに策定し、予算措置をする必要があります。そうすれば、民間もこの計画
に合わせて投資を始めることになるでしょう。 
 MMTを活用して、国債発行で上記の様な予算を毎年 20兆円程追加すれば、間違いなく日本は

デフレから脱却出来るのです。 
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MMTついての良くある質問 

Q MMTは打ち出の小槌？無限に財政出動できるのですか？ 
 
A MMTは自国通貨建である限り、いくら国債を発行してもデフォルトしないと主張しています。 
 しかし、供給力を上回る需要を財政出動により創出しても、単にインフレを加速させるだけで意
味がありません。正しくは、過度なインフレにならない限り、財政出動が可能なのです。 

 

Q 国債発行残高より民間貯蓄残高が上回っている場合には、新規国債発行の余力があるが、
高齢化で貯金を取り崩していけば、国債を引き受けることができなくなるのではないですか？ 
 

A 高齢化により貯蓄を取り崩していくことは有り得ます。しかし、費消した預金は、それを貰った誰
かの預金残高を増やすことになります。そのため、民間貯蓄全体が減ることにはなりません。 
 そもそも、国債は個人向け国債以外は、銀行が手持の準備預金(無利子)の運用のために取得し
ているのです。これは、預金から預かった預金では無く、日銀から供給を受けた(通貨発行)もので
すから、民間預金の残高とはとは関係有りません。 

 

Q 国債発行による財政出動が過ぎれば、インフレになるのではありませんか？ 
 
A その通りです。インフレになるのは、需要が供給より多いためです。逆にデフレは、需要が供
給より少ないことが原因です。本来、インフレが正常経済状態です。経済を正常な状態に戻すた

めに財政出動が必要なのです。デフレの時にインフレの心配は必要有りません。 
 
Q 一度インフレになれば制御不能になり、ハイパーインフレになりませんか？ 
 
A そのような事実は、歴史上ありません。また、戦後のインフレも数年で収まっています。インフ
レ制御には、既にノウハウが確立されているのです。むしろ、20年続くデフレこそ最大の問題なの
です。 

 

Q 戦後の日本はハイパーインフレで苦しんだのでは無いですか？ 
 

A 戦後のインフレは、戦争による生産設備の破壊による供給力不足が根本的原因です。更に、
外地からの引き上げの人口急増に伴う需要の沸騰が、拍車をかけました。 

 

Q MMTはドルの様な基軸通貨でないと成り立たないのではありませんか？ 
 
A 基軸通貨とは全く無関係です。MMT理論は、自国通貨建国債である限り、返済原資は常に自
ら作り出すことができる事実を示しているのです。 
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Q そもそも MMT とは何ですか？ 
 
A 自国建通貨による政府債務はデフォルト(返済不能)しない。この事実を基に、財政政策と金融
政策の再解釈をしたものです。そのきっかけは、日本がGDPを超える巨額の財政赤字を続けてい
るにも拘らず、インフレにならずデフレになっている事実を海外の研究者が注目したことです。日
本は、MMTを無意識のうちに実践しているのです。また、日本の様に変動相場制を採用している
国では、MMTによる財政出動により景気が良くなれば、円高になり、輸出が減り、輸入が増えます。
元々内需が圧倒的に多い日本の様な国では、益々内需が増え、国民は豊かになります。 
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おわりに ―陰陽思想こそ MMTの本質― 

資産の陰には必ず負債がある 

 MMTの主張を一言で言えば、誰もひとり勝ちすることができないということです。誰もが、資産や
所得を多く持ちたいと思います。しかし、自分の資産や所得の裏には、必ず誰かの消費や投資と
負債があるのです。これは理屈ではなく、事実なのです。 
 自分の所得や資産を大きくしようと思えば、自分も消費や投資をし、また、負債を背負って投資を
することが、社会全体の経済を大きくし、その結果、自分の所得や資産も増えるのです。 
 MMTは、貨幣の正体は負債であるという事実から出発した理論です。事実上の通貨である銀行
預金も、銀行にとっては負債です。また、借り手の存在が無ければ、銀行預金は増えません。私た
ちにとって大切な通貨や銀行預金という資産は、誰かの負債が増えることにより、供給されるので

す。この様に経済社会は資産だけでは成り立たないのです。負債と資産は常にセットで存在して
いるのです。このことは、陰陽思想を知っている日本人には理屈抜きに納得できるのではないでし
ょうか。 
 陰陽思想とは、宇宙から人間関係まで森羅万象を陰と陽のバランスで考える中国を源流とする
哲学です。それは物質を構成する陰陽二元の要素が互いに影響し合い変化していくことが、森羅
万象の実態と考えるものです。経済活動だけでなく宇宙全体を視野に入れた大きな思想です。こ
れは、自然の変化や人の栄枯盛衰を無常として感じてきた日本人には、ストンと腹に収まるでしょ
う。この様に MMTには陰陽思想に通じるものがあるのです。 

 

現実を直視しない既存の経済学 

 ところが、今までの経済学はこうした人間社会の本質を一切考慮して来ませんでした。マルクス

は、資本家の搾取が経済の本質と考え、社会を革命することが目的になりました。近代経済学は
利率と経済成長率との関係を数式で表し、数学的アプローチを見出しましたが、数字で表せない
ものは無視をして体系を構築してきました。どちらも、自分の主張する考えに都合の良いように事
実をつまみ出して示したに過ぎません。彼らのアプローチの仕方では、現実社会を正しく理解する
ことはできないのです。 

 

MMTは事実に基づく経済学 

 MMTは、これらの考えとは全く逆のアプローチから始まっています。資本家の搾取から労働者を
守ると言う思想や、数学的合理性に現実を合わせることではなく、現実の経済活動の事実に着目
し、その事実をもとに経済活動を再解釈したのです。 

 事実をもう一度確認しましょう。経済活動に不可欠な通貨は中央銀行の負債です。しかし、現実
の経済活動では、銀行預金が事実上、通貨として使用されています。そしてまた、銀行預金も銀
行にとっては負債です。銀行預金は、銀行が貸付をすることにより増加します。誰かが銀行からお
金を借りることによって、つまり、誰かが負債を持つことにより、世の中全体の預金が増えるという
ことです。逆に言えば、誰もが借り入れをして投資をしなければ、預金は増えず経済は回らないと
いうことです。 
 不況になると経済の先行きが見えず、誰も借り入れをしてまで投資をしようとしません。返済でき
なければ、元も子も無くなるからです。むしろ、できるだけ投資や消費を控えてお金を貯め込もうと
します。しかし、それが経済を益々不況に落とし込むのです。 
 世の中に流通する通貨の量をコントロールすることは、実は負債の量をコントロールすることな
のです。不況の時こそ、誰かが負債を引き受けることが必要なのですが、民間企業には返済能力

に限りがありますから、負債を引き受けることができません。これが、大恐慌をもたらす原因です。 
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通貨と国債は返済不要の債務 

そこで MMTの登場です。MMTが示した現実は、貨幣の本質はモノではなく、中央銀行の負債で
あるということです。かつてのように、「金」との交換を保証していた兌換紙幣ではなくなった現代に
おいては、中央銀行は「金」を保有することなく、無制限に通貨を発行することができるのです。通
貨は中央銀行の負債である。このことは誰もが知る事実です。 
 通貨は中央銀行の負債ですが、それを返済してくれと言う人は誰もいません。仮にそれを求めら
れれば、日銀は差し出された一万円札を引き取り、新しい一万円札に交換するでしょう。これは、
古い負債が新しい負債と交換されただけのことです。 
 同じことが、国債についても言えるのです。国債は政府の負債ですが、その償還には、日銀券と
同じく「金」を用意する必要がありません。古い国債を回収して、新しい国債を渡せば良いのです。
これは理屈ではなく、事実なのです。つまり、日銀券や国債は、事実上返済不要の負債なのです。 
 このことが分かれば、政府の財政政策には金額的な制限がないということが理解できるはずで

す。既に日銀は、異次元の金融緩和を行っています。日銀は通貨を発行することにより、いくらで
も資産を買い入れることができるのです。同じように、政府も国債を発行することにより、いくらでも
財政出動をすることができるのです。 

 

不況対策には金融より財政 

日銀が日銀券と言う負債を発行し、銀行などが保有する国債などの資産を買い取ることにより、
その代金として通貨が供給されます。同じく、政府が国債という負債を発行し予算を実行すること
により、福祉予算の場合には便益が、公共事業の場合には道路などの資産が、国民に提供され
ます。それと同時に、その対価として通貨が国民に提供されることになるのです。 
 日銀は、銀行にしか通貨供給ができません。実際に通貨が市場に出るには、誰かが銀行から借
り入れをしなければならないのです。一方、政府の国債発行による予算執行は、直接国民に通貨

と需要を供給することができるのです。 
 以上の現実を考えれば、不況対策として効果があるのは、政府の財政出動であることは言うま
でも有りません。にも拘らず、財政再建を口実に、この 20年間、まともに財政出動はされて来なか
ったのです。一方で、消費税は二度も値上げされました。国債の本質が何かということについての
根本的無知が、日本をデフレの底に落としたのです。 
 コロナショックによる令和大不況が、目の前に押し寄せて来ています。今度この対応を誤れば、
日本は二度と立ち直れないでしょう。そうならないために是非とも、国債とは何かを正しく理解して
いただきたいのです。 


