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突然、脚光を浴びたMMT（現代貨幣理論）
2019年1⽉、⽶国の史上最年少議員（⺠主党）のオカシオコルテスが

「MMT」への⽀持を表明したことで、突如、脚光を浴びた。
主としてSNSを通じて、拡散。

著名な主流派経済学者や政策当局等が軒並みMMTを批判。
これにMMTの経済学者ケルトンらが、敢然と反論して、⼤論争に。
論争は欧州や⽇本にも⾶び⽕。

MMTとは、古くは20世紀初頭のクナップから、ケインズ、シュンペー
ター、ラーナー、ミンスキーらの業績を基礎にして、1990年代に、ミンス
キーの弟⼦のレイや、ミッチェル、モズラー（投資家）、ケルトンらの貢
献によって、整合性のある理論体系として成⽴。

主流派経済学とは異なる「異端」の学説。
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最も簡単なMMTの理解
⽇⽶英のように、⾃国通貨を発⾏できる政府（政府＋中央銀⾏）は、

デフォルト（債務不履⾏）しない！（デフォルトの事例は、外貨建て国債のみ）
政府は、いくらでも、好きなだけ⽀出ができる（変動為替相場制の場合）。
財源の⼼配は無⽤。
ただ、供給に制約があると、欲しいものが買えなくなるので困るけど。

たとえるなら・・・
フリーランチは、ある！
いくらでも、好きなだけランチを注⽂できる。
カネの⼼配は無⽤。
ただ、ランチの数に限りがあると、注⽂しても出てこないので困るけど。

ここまでは、MMT批判者も同意し得る単なる「事実」！
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財務省ＨＰより 「債務残高（対ＧＤＰ比）の国際比較」

ユーロ加盟国
⾃国通貨発⾏
不可！



財務省ホームページより（2002年5⽉2⽇）



財務省ホームページより



政府は財源の⼼配がないなら、税⾦は何のためにあるのか？
（MMTの理解）

〇政府は、通貨（円、ドル、ポンドなど）を定める。

〇政府は、国⺠に租税を課し、法定した通貨を
「納税⼿段」とする。

〇通貨は、「納税義務の解消⼿段」という価値をもつ。

〇こうして、納税義務の解消⼿段としての価値をもった通貨
が、取引⼿段や貯蓄⼿段としても使われて、流通する。



政府は財源の⼼配がないなら、税⾦は何のためにあるのか？
〇租税は、財源確保の⼿段ではなく、経済を調整する⼿段

税を軽くすると、通貨の（納税）需要が低まるので、国⺠はカネより
もモノを欲しがる（物価が上がる（インフレ）圧⼒）

➡無税国家にできないのは、ハイパーインフレを引き起こすから。

税を重くすると、通貨の（納税）需要が⾼まるので、国⺠はモノより
もカネを欲しがる（物価が下がる（デフレ）圧⼒）

➡増税は、デフレを引き起こす。

その他
⾼所得者により重い所得税を課すと、所得格差を是正できる。
温室効果ガス排出に税を課すと、温室効果ガスを抑制できる。
消費に税を課すと、消費を抑制できる！



※内閣府GDP統計より島倉原⽒（経済評論家・㈱クレディセゾン主任研究員）作成。※年換算伸び率は、ショックによる落ち込みが底打ちした四半期か
ら、次のショックが 起きた直前の四半期までの実質⺠間最終消費⽀出の伸び率を年換算したもの。 （消費税5％ショックの前については、現基準での
統計が開始されている1994年1-3⽉期から増税直前の1997年1-3⽉期までの伸び率を年換算している）
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MMTに対する批判

主流派経済学者や政策当局、投資家等による
MMT批判は、以下の⼆つに、ほぼ収斂。

① 財政⾚字の拡⼤は、インフレを招く。

② 財政⾚字の拡⼤は⺠間貯蓄の不⾜を招き、
⾦利を⾼騰させる。



MMT批判①「インフレ」
MMT批判者
「財政⾚字を拡⼤すると、需要過剰（供給不⾜）になって、
インフレになる」

反論
「その通り。ということは、デフレや低インフレならば、財政⾚字を

拡⼤しても、問題ないよね？
ていうか、デフレ脱却には財政⾚字の拡⼤が効くって認めてない？
財政⾚字の拡⼤でインフレを招くなら、財政⾚字の削減が招くのは
デフレだってことでいい？今、⽇本、デフレで悩んでいるけれど」

MMT批判者
「・・・」



MMT批判①「インフレ」
MMT批判者
「だが、ちょっと待って欲しい。

だからと⾔って、財政規律がなくていいというのは、如何なものか？」

反論
「財政規律は、プライマリーバランス（PB）の⿊字化でも、

GDP⽐政府債務残⾼でもないでしょう。財政破綻しないのだから。
財政規律は、インフレ率にしよう。だって、財政⾚字で⼼配なのは、
インフレなんでしょ？
⽬標のインフレ率（例えば４%）になったら財政⾚字の拡⼤はやめる。」

MMT批判者
「・・・」



補⾜

ポール・クルーグマン、ローレンス・サマーズといった
⼤物の主流派経済学者や、
クリスティーヌ・ラガルドIMF専務理事は、
MMTを批判しつつも、
デフレ・低インフレ下での財政出動の必要性・有効性を
認めている。



MMT批判①＋「インフレ」
ハードなMMT批判者
「いったん財政規律を弛めて、財政⾚字の拡⼤を認めたら、
⾼インフレになっても、政治は、国⺠が嫌がる歳出削減や増税
を決断できない！」

これは、国会が予算を決める「財政⺠主主義」（憲法83条）
の否定。国会を縛る「財政規律」があったら、それは憲法違反！

少なくとも⽇本は、過去⼆⼗年間、「財政⾚字を拡⼤しすぎて
⾼インフレがとまらない」などという事態に陥っていない。

それどころか、デフレなのに、政治は消費増税を決断できた。



出典）藤井聡⽒作成・提供。

⽇本の物価上昇率（コアコアＣＰＩ）の推移

消費増税 消費増税



インフレの抑制⽅法
インフレ（需要過多）の抑制⽅法は歳出削減・増税だけではない。

〇「⾃動安定化装置」
所得税は不況では軽減（無所得者は⾮課税）、好況では増収（負担増）

となり財政⾚字を縮⼩。社会保障⽀出も好況では縮⼩。
こうして、インフレを⾃動的に抑制。
（ただし、消費税は⾃動安定化機能が弱い）

〇⾦融引き締めによるインフレ退治

〇MMTの提案（就労保障プログラム）
公共部⾨がデフレ時は最低賃⾦で労働者を雇⽤し、インフレ時には⺠間
部⾨へ労働者を放出して、賃⾦上昇を抑制（これも、⾃動安定化装置）



MMT批判②「⾦利の⾼騰」

MMT批判者
「財政⾚字の拡⼤により、いずれ⺠間貯蓄が不⾜し、⾦利の⾼騰
を招く！」

これは、根本的な「事実」誤認。
財政⾚字の拡⼤が、⺠間貯蓄の不⾜を招くことは、

あり得ない。
これはMMT固有の「理論」ではなく、単なる「事実」。



信⽤創造（貸出し➡預⾦）

×「銀⾏は、個⼈や企業から集めた預⾦を元⼿に、貸出しを
⾏っている。」（預⾦➡貸出し）

〇「銀⾏が貸出しを⾏うことで、預⾦が⽣まれる」
（貸出し➡預⾦）：「信⽤創造」

例えば、銀⾏員が借り⼿の⼝座に1000万円と記帳すれば、
1000万円の預⾦が⽣まれる（「万年筆マネー」）

借り⼿が返済すれば、預⾦は消える。



イングランド銀⾏
「商業銀⾏は、新規の融資を⾏うことで、銀⾏預⾦の形式の貨

幣を創造する。」
ʼMoney Creation in the Modern Economy,ʼ by Michael McLeay, Amar Radia and Ryland Thomas 
of the Bankʼs Monetary Analysis Directorate, Quarterly Bulletin 2014 Q1.

全国銀⾏協会（編集）『図説 わが国の銀⾏（10訂版）』
「銀⾏が貸出を⾏う際は、貸出先企業Ｘに現⾦を交付するので

はなく、Ｘの預⾦⼝座に貸出⾦相当額を⼊⾦記帳する。つま
り、銀⾏の貸出の段階で預⾦は創造される仕組みである。」



参議院決算委員会（平成31年4⽉4⽇）

⻄⽥昌司委員
銀⾏は信⽤創造で⼗億でも百億でもお⾦を

創り出せる。借⼊が増えれば預⾦も増える。
これが現実。どうですか、⽇銀総裁。

⿊⽥⽇銀総裁
銀⾏が与信⾏動をすることで預⾦が⽣まれ

ることはご指摘の通りです。



政府に対する信⽤創造（⾚字財政⽀出➡⺠間貯蓄）

「貸出し➡預⾦」なので、銀⾏の貸出しは、元⼿となる資⾦の
制約を受けない。その逆に、貸出しが預⾦を⽣む。

「貸出し➡預⾦」の原理は、政府に対する貸出しも同じ。
したがって、政府の財政⾚字は、⺠間貯蓄の制約を受けない。
その逆に、政府の⾚字財政⽀出が⺠間貯蓄（預⾦）を⽣む。
財政⾚字が、⺠間貯蓄不⾜に直⾯することはあり得ない。

ただし、⽇本政府は、⽇本銀⾏にしか⼝座を開設していない。
したがって、実際のオペレーションは、次の通り。



① ⽇銀が国債を購⼊し、政府の⽇銀当座預⾦に振り込み
（⽇銀の政府に対する信⽤創造）
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② 政府は、例えば公共事業の発注に
あたり、企業に政府⼩切⼿で⽀払い

③ 企業は取引銀⾏に⼩切⼿を持
ち込み、代⾦の取⽴を依頼

④ 銀⾏は⼩切⼿相当額を企業の
⼝座に記帳（新たな預⾦の創

造）。
同時に、⽇銀に代⾦の取⽴を依頼

⑤ 政府保有の⽇銀当座預⾦が、
銀⾏の⽇銀当座預⾦勘定に振り替えら
れ、銀⾏の⽇銀当座預⾦が増える
（超過準備）。

⽇銀が政府から新規発⾏国債を直接引き受ける場合（打ち出の⼩槌）
財政⾚字は、同額の⺠間貯蓄（預⾦）を増やし、国債⾦利を下げる。

⽇銀は、いくらでも国債を購⼊できる
（資⾦調達の問題は発⽣しない）

⺠間貯蓄の
増加

国債⾦利の
低下

ただし、⽇銀の国債引き受けは、財政法第５条の規定により、原則、禁⽌





① 銀⾏が国債を購⼊すると、銀⾏保有の⽇銀当座預⾦
は、政府の⽇銀当座預⾦勘定に振り替えられる。
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② 政府は、例えば公共事業の発注に
あたり、企業に政府⼩切⼿で⽀払い

③ 企業は取引銀⾏に⼩切⼿を持
ち込み、代⾦の取⽴を依頼

④ 銀⾏は⼩切⼿相当額を企業の
⼝座に記帳（新たな預⾦の創

造）。
同時に、⽇銀に代⾦の取⽴を依頼

⑤ 政府保有の⽇銀当座預⾦が、銀
⾏の⽇銀当座預⾦勘定に振り替えら
れる（⽇銀当座預⾦が戻ってく
る）。

銀⾏が新規発⾏国債を購⼊する場合（市中消化の原則）
財政⾚字は、同額の⺠間貯蓄（預⾦）を増やし、国債⾦利を上昇させない。

このプロセスは永続し得る
（資⾦調達の問題は発⽣しない）

⽇銀当座預⾦
に変動なし
国債⾦利は
上昇しない

⺠間貯蓄の
増加

⽇銀が銀⾏に供
給。
⺠間から集めた
預⾦ではない。
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② 政府は、例えば公共事業の発注に
あたり、企業に政府⼩切⼿で⽀払い

③ 企業は取引銀⾏に⼩切⼿を持
ち込み、代⾦の取⽴を依頼

④ 銀⾏は⼩切⼿相当額を企業の
⼝座に記帳（新たな預⾦の創造）。
同時に、⽇銀に代⾦の取⽴を依頼

⑤ 政府保有の⽇銀当座預⾦が、
銀⾏の⽇銀当座預⾦勘定に振り替え。
これで銀⾏は、⽇銀当座預⾦が増える
ので（超過準備）、国債を購⼊。
⽇銀は、⾦利を維持するために、
国債を銀⾏に売却。

直接引き受けも市中消化も、本質は同じ（いずれにしても、打ち出の⼩槌）
しかし、市中消化はハイパーインフレを起こしていないが・・・？

⺠間貯蓄の
増加

⽇銀当座預⾦
に変動なし
国債⾦利は
上昇しない

① ⽇銀が国債を購⼊し、政府の⽇銀当座預⾦に振り込み
（直接引き受け）

市中消化と同じ効果



国債⾦利は上がるどころか、世界最低⽔準で推移
【政府債務残高及び長期国債金利の推移】

※島倉原氏（㈱クレディセゾン主任研究員）作成（データ出所は財務省、日本銀行及び内閣府）。
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応⽤問題(1) ⽇銀が出⼝戦略（量的緩和終了）したら、国債⾦利は⾼騰する？
〇 そもそも、「預⾦⇒貸出し」ではなく「貸出し⇒預⾦」。

だから、量的緩和（⽇銀が銀⾏保有の国債を購⼊して、銀⾏の⽇銀当座預⾦を増やす）
で、⺠間預⾦（マネーサプライ）は増えるはずもなく、ただ、国債⾦利が下がるのみ。
デフレで借り⼿がなく超低⾦利状態では、量的緩和は無意味どころか、超低⾦利で銀⾏

の収益を圧迫（かえってデフレ圧⼒で迷惑）。だから、さっさと出⼝戦略やってくれ。

〇 量的緩和終了は「超過準備」がなくなって正常化するだけの話。
⽇銀は、普通に⽬標とする⾦利を維持できる（先ほどの図の⑤）。国債⾦利の⾼騰はない。

〇 デフレ不況対策に効くのは財政⽀出の拡⼤。
財政⾚字の拡⼤それ⾃体は、国債⾦利を上げるものではない。
ただし、財政出動でインフレ（好況）になったら、⾦利は確かに上昇する。
しかし、それは、喜ぶべきこと、⽬指すべきことであって、⼼配することではない。

〇 そもそも、通貨発⾏権のある政府は財源の⼼配無⽤なのに、何で「国債⾦利が上がって
財政破綻する」とか⼼配しているんだったっけ？
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【日本のGDP/財政支出/マネタリーベースの推移（1970～2016年、1980年＝100）】

※島倉原「日本経済の長期停滞をもたらした緊縮財政」（『表現者クライテリオン』2018年
　　3月号）より転載。
※内閣府及び日本銀行統計より作成（GDPと財政支出は年間合計、マネタリーベースは
　 年間平均で、いずれも名目値）。
※財政支出は、GDP統計上の公的部門の投資と消費を合計したもの。
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応⽤問題(2) MMTは閉鎖経済を前提としていて、開放経済では通⽤しない？

〇 主流派経済学では、開放経済下では、
「財政⾚字の拡⼤で内需増⇒資⾦ひっ迫して⾦利上昇⇒通貨⾼

⇒外需減が内需増を相殺⇒だから、財政政策は無意味」
と教える。

〇 しかし、MMTが明らかにしたように、
「財政⾚字の拡⼤で内需増⇒資⾦ひっ迫して⾦利の上昇」はあり得ない。

以上（えっ、もう終わり・・・）。

〇 ちなみに、MMTは、開放経済を前提としていて、変動為替相場制を推奨。



まとめ：MMT批判の評価
MMT批判①「財政⾚字の拡⼤は、インフレを招く」

➡まったく問題ない（MMTも同意）。

MMT批判①＋「財政⾚字の拡⼤を認めたらインフレが⽌まらなくなる」

➡その指摘は、まったく当たらない。
（MMTの是⾮とは関係ない）ただの事実誤認

もしくは
ただの極論・暴論（財政⺠主主義の否定）

MMT批判②「財政⾚字の拡⼤は⺠間貯蓄の不⾜による⾦利⾼騰を招く」
➡そのような批判はまったく当たらない。断じてない。
（MMTの是⾮とは関係ない）ただの事実誤認



--MMTの最⼤の懸念材料であるインフレをどう防ぐのですか。

「⽇本が減税や歳出増で財政を拡張しても、現時点で供給不⾜に
よるインフレに近づいているとは思っていない。
そもそもインフレは問題なのか。
仮に3〜4%のインフレになるリスクがあっても、財政⽀出で
⻑期停滞から脱却した⽅がいいのではないか。
⽇本は『失われた20年』といわれるが、それはインフレを極端
に恐れたからだ」

提唱者・ケルトン⽒に聞くインフレを恐れるな/雇⽤創出で⾚字縮⼩
2019/4/13付⽇本経済新聞 朝刊（抜粋）
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【33カ国の財政支出伸び率とGDP成長率の分布（1997～2015年の伸び率を年換算）】

※島倉原「緊縮財政国の政治経済の経済は停滞し、積極財政国の経済は繁栄する」
　　（『表現者クライテリオン』2018年7月号）より転載。
※データ出所は内閣府及びOECDで、財政支出はGDP統計上の一般政府部門（日本は公的企業
　含む）の投資及び消費の合計。

※点線は回帰直線「GDP成長率＝0.9466×財政支出伸び率＋0.001」を、R2は同式の決定係数を
　 示している。

y = 0.9466x + 0.001
R² = 0.9305
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OECD33カ国の財政⽀出伸び率とGDP成⻑率の分布（1997〜2015年の伸び率を年換算）

島倉原⽒作成・提供



なぜ、MMTは、こんなにも批判されるのか
事実でもって「王様は裸だ！」とバラしたから

MMT批判① 財政⾚字の拡⼤は、インフレを招く。

➡その通り。
でも、デフレなのに、歳出抑制や増税を唱え、⼆⼗年も国⺠に忍耐と困苦を強いて

きたのに、今さら、「財政危機ではありませんでした」なんて⾔えない・・・
それに、財政出動で簡単に経済成⻑なんかされたら、改⾰の⼝実がなくなる・・・

MMT批判② 財政⾚字の拡⼤は⺠間貯蓄の不⾜を招き、⾦利を⾼騰させる。

➡事実誤認。
でも、「貸出し➡預⾦」という信⽤創造の基本を知らなかったなんて、今さら、

認められるかよ・・・（不都合な真実）

主流派経済学者・政策当局「お願いだから、引っ込んでてくれ、MMT！」



【参考】「センメルヴェイス反射」
通説にそぐわない事実を拒否する傾向のこと

1847年 ウィーン総合病院の医師イグナーツ・センメルヴェイスが、産褥熱に
よる死亡は、分娩を担当する医師の⼿の消毒によって防げることを発⾒。

しかし、主流派の医師たちは「⻑年、医師が素⼿で⼤勢の⺟⼦を殺して
きた」ことを受け⼊れられず、センメルヴェイスの発⾒を⼀蹴または
無視。

1850年 センメルヴェイス解任。彼の理論は、黙殺され続ける。

1860年 センメルヴェイスは著書を発表し、論敵を激しく批判。
1865年 センメルヴェイス、精神科病院に送られる。

逃亡を図ったが、守衛たちに取り押さえられ、暴⾏され、
そのときのケガがもとで、死亡。



究極の選択

選択肢①主流派経済学者・政策当局・世論の多数派

世の中を動かす⼒はあるが、考え⽅は全然間違っている。

選択肢②MMTの⽀持者

考え⽅は正しいが、世の中を動かす⼒は全然ない。


