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デフレとは何か
〇デフレとは

継続的な物価の下落（＝貨幣価値の上昇）

＝カネの価値が上がるので、人々がカネを使うよりも

貯めておこうとする状態。

〇デフレの何が悪いのか

消費をしなくなる（現在の世代の貧困化）

投資をしなくなる（将来の世代の貧困化）

〇デフレの原因

貨幣価値の上昇＝貨幣供給の不足

デフレ対策＝貨幣供給の増加

➡ では、「貨幣」とは何か



現金通貨と預金通貨
〇貨幣＝「現金通貨」（中央銀行券と鋳貨）+「銀行預金」

〇銀行預金

・給料の振り込みや貯蓄に使用される事実上の貨幣

・貨幣のほとんどが銀行預金。現金はわずか。

・ただし、銀行預金は現金通貨との交換が保証されて

いる。（銀行預金から現金を引き出せる）

・銀行は預金の引き出しに備えて、中央銀行に一定額の

準備預金（「日銀当座預金」）を設ける義務がある。

➡では、現金通貨は何との交換が保証されているのか？

なぜ、支払い手段として受け入れられているのか。



通貨と租税

Ｑ．通貨は、なぜ支払い手段等として受け入れられている

のか（通貨の価値は何によって保証されるのか）？

Ａ．国家が通貨を「租税の支払い手段」（納税義務の解消

手段）として法定しているから、価値がある。

・ 租税の支払い手段を、租税の支払い以外の手段

（取引や貯蓄等）にも使うようになったのが「通貨」。

・ 通貨の価値を保証しているのは、徴税権を有する

「国家」



通貨と財政赤字

〇 通貨を、取引や貯蓄等、納税以外の用途のために流

通させるためには、国家は、通貨をすべて税として徴収

せずに、民間に残しておかなければならない。

➡「財政支出＞税収」でないと、通貨が流通しない。

Ｌ・ランダル・レイ『現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)』
「『正常な』ケースは、政府が『財政赤字』を運営している

こと、すなわち税によって徴収する以上の通貨を供給し

ていることである。」



預金通貨の創造

× 銀行は、企業や個人が貯蓄するために設けた銀行

預金を原資として、貸出しを行っている。

〇 銀行が貸出しを行うことで、銀行預金が生まれる。

ex)銀行がＡ社の預金口座に1000万円を振り込むには、

単にＡ社の預金口座に1000万円と記帳するだけでよい。

銀行は、元手となる資金の量に制約されずに、いく

らでも貸出し可能！ ＝「万年筆マネー」（Ｊ・トービン）

ただし、借り手に返済能力がなければならないが。

➡貸出し（預金通貨の創造）の制約は、

貸し手の資金量ではなく、借り手の返済能力

イングランド銀行「現代経済における貨幣の創造」（2014）



量的緩和

〇 量的緩和とは、銀行が日銀に開設した「日銀当座預

金」を増加させる政策

〇 しかし、銀行は日銀当座預金を原資として貸出しを行

うわけではない。

銀行預金（＝通貨）は、借り手がいなければ創造され

ない。

※借り手が増えれば、銀行預金は増える（通貨供給量が増える）

ので、銀行は日銀当座預金を増やさなければならない。

しかし、デフレで借り手がいなければ、銀行預金は増えない。

➡ インフレが日銀当座預金を増やすのであって、その逆

ではない（量的緩和ではデフレから脱却できない）。



国債の発行制約（１）
× 日本が巨額の政府債務にもかかわらず、破綻しな

いのは、巨額の民間金融資産があるから。

しかし、少子高齢化により家計の貯蓄率が低下する

ので、政府債務は持続可能ではない。

〇 民間金融資産は、政府債務の制約にはならない。

銀行の国債購入が政府預金を増やすのだから、

それ（国債増発により得た資金）を政府が支出すれば、

民間金融資産はその分増える。

Ｌ・ランダル・レイ『現代貨幣理論』

「政府の赤字がそれと同額の民間部門の貯蓄を創造するのであ

るから、政府が貯蓄の供給不足に直面することなどあり得ない。」



参考）建部正義「国債問題と内生的貨幣供給理論」

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。

② 政府は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）。

財政政策は、金融政策
国債発行（財政赤字）が通貨（預金）供給量を増やす。

国債発行に資金的な制約はない！



国債の発行制約（２）
〇 貸出しの制約は、貸し手の資金量ではなく、借り手の

返済能力。

したがって、政府債務の制約は、民間金融資産の総

額ではなく、借り手である政府の返済能力。

〇 しかし、政府は個人や企業とは異なり、通貨を創造す

る権限を有する。

したがって、政府債務が自国通貨建てである限り、借

り手の政府の返済能力に制限はない。

自国通貨建て国債は、（政治的意志によって返済を拒否し

ない限り）デフォルトし得ず、歴史上の例も皆無。

デフォルトした例は、自国通貨建て以外の国債のみ。



国債の発行制約（３）

Ｑ．自国通貨建て国債がデフォルトしないならば、財政赤

字は、無限に拡大できるのか。

Ａ．財政赤字の拡大により、通貨供給量が増大すると、

インフレになる。

財政赤字（通貨供給）が過剰に拡大すると、過剰なイ

ンフレを起こすので、無限には拡大できない。

➡国債の真の発行制約は、物価上昇率。

デフレである限り、財政赤字の拡大の制約はない。

日本はデフレなので、財政赤字は多すぎるのではなく、

少なすぎると言うべき。



デフレ下の財政再建は、無駄な骨折り

①税収＝「税率」×「国民所得」

政府は「税率」を意のままに決定できる。

しかし、「国民所得」は景気に依存する。

政府は「税率」を操作できても、不景気である限り、

税収は増えず、財政再建は不可能。

②誰かの債務＝別の誰かの債権（政府債務＝民間債権）。
「国内民間部門の収支＋国内政府部門の収支＋海外部門の収支」

＝０

デフレ（民間債権の増大）時に政府債務を減らすことは、
不可能。



政府債権の増大（財政黒字）＝民間債務の増大（バブル）
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それでも納得できない方のための補足



財務省ＨＰより 「債務残高（対ＧＤＰ比）の国際比較」



「財政赤字が拡大すると金利が上昇して、債務の返済負
担が重くなり、大変なことになる！」

＜反論＞

① 2000年代以降、政府債務は累積し続けたが、長期金

利は世界最低水準で推移。

財政危機国家ならば、なぜ国債の金利が低いのか？

② デフレで借り手がいない限り、金利が急激に上昇する

ことは、まずあり得ない。

ex) バブル期の20年国債金利は７％超。

③ 金利が上昇し始めたら、それは借り手が増えた（デフ

レ脱却・景気回復）の兆候なので、むしろ喜ばしい。

金利上昇を恐れるのは景気回復を恐れるに等しい。



財政危機ならば、なぜ、異様に金利が低いのか？
国債の応募者利回り推移 出典：http://www.pmas-iicp.jp/data_bank/tabid/75/Default.aspx

年平均

５年国債 １０年国債 ２０年国債 ３０年国債

1990 6.746 7.009 

1991 6.316 6.667 

1992 5.266 5.742 

1993 4.288 5.188 

1994 4.219 4.690 

1995 3.473 3.946 

1996 3.132 3.733 

1997 2.364 3.025 

1998 1.518 2.253

1999 1.732 2.658 

2000 1.710 2.305 

2001 0.572 1.293 1.997 2.335 

2002 0.447 1.278 1.962 2.070 

2003 0.408 0.988 1.526 1.601 

2004 0.661 1.498 2.096 2.405 

2005 0.639 1.361 2.018 2.419 

2006 1.233 1.751 2.162 2.499 

2007 1.264 1.697 2.145 2.449 

2008 1.409 1.515 2.185 2.407 

2009 0.708 1.358 2.045 2.144 

2010 0.425 1.187 1.974 2.119 

2011 0.432 1.147 1.896 2.078 

2012 0.235 0.860 1.693 1.909 

2013 0.244 0.721 1.638 1.762 

2014 0.167 0.565 1.402 1.636 

2015 0.079 0.380 1.138 1.411 

2016 0.173 0.031 0.437 0.564 

2017 0.108 0.075 0.644 0.824 



「日本の財政が国際的な信認を失ったら、国債は暴落し、

金利は急上昇する！」

＜反論＞

① 日本の国債はそのほとんどを国内で消化しており、国

際的な信認とはほとんど関係がない。

② それ以前に、そもそも国債発行は、（国内外問わず）

民間金融資産の制約を受けていないので、信認とは本

来無関係。

③ 仮に何らかの理由（日本が財政破綻するという風説の

流布によるパニック？）で、日本国債の投げ売りが起き

たとしても、日銀が（量的緩和として、現在、行っているよ

うに）国債を購入すれば、金利の上昇はあり得ない。



「財政再建の規律を緩めると、歳出拡大の歯止めがなくな

り、ハイパー・インフレになる！」

＜反論＞

① 何もハイパー・インフレになるまで歳出を拡大しろとは

言っていないだろ、落ち着け。

② これまで財政赤字の拡大が抑制できなかったのは、

デフレ不況による税収の急減が主原因。

③ デフレ下で歳出抑制や消費増税まで断行した国が、イ

ンフレ下で歳出抑制ができなくなるはずがない。

④ ハイパー・インフレの事例は極めて少なく、しかもいず

れも戦争等による供給能力の破壊が原因。

⑤ 万一ハイパー・インフレになったら、ご懸念の政府債

務は実質的に急減するのだが・・・。



「公共事業は無駄が多いから、やっても無駄。」

＜反論＞

① 財政支出の中身は公共事業に限らないし、公共事業

も必要なものや効果的なものに限定すればよい。

とにかく重要なのは、デフレを脱却するまで、財政赤

字を拡大し続けること。

② デフレ下においては、「無駄な公共事業による財政拡

張」は、「無駄な公共事業の削減による財政縮小」よりも

はるかに望ましい。

③ 1990年代前半の公共投資は無駄であったという議論

があるが、これについて、ＩＭＦ「世界経済見通し」(2014
年10月)は、効果はあったが、規模が不十分と分析。



「もはや、かつてのような経済成長は望めない。これ以上、
欲しいものもないから、無理に成長する必要はない。」

＜反論＞

① 経済成長が必要か否かを論じる前に、最低限、デフレ

という異常事態からは脱却しなければならない。

② デフレは消費のみならず、投資をも縮小させる。

投資とは、将来の世代の生活水準の維持・向上のた

めのもの。現在の世代が欲しいものがなくても、将来性

大のための投資は必要であり、そのためにデフレ脱却

が不可欠。

③ 自分が欲しいものがないからと言って、デフレを放置

し、投資を怠る発想こそが、将来の世代へのツケ。



経済政策の基本的な二分類
インフレ対策とデフレ対策は、政策の方向性が正反対になる。

現象 インフレーション デフレーション

原因 需要＞供給 供給＞需要

対策 需要抑制／供給強化 需要刺激／供給抑制

政策目標 物価安定・賃金抑制 雇用の確保・賃金上昇

政策

需要対策

小さな政府
緊縮財政
増税

金融引き締め

大きな政府
積極財政
減税

金融緩和

供給対策
競争促進・生産性の向上

自由化、規制緩和、民営化
労働市場の流動化

グローバル化の促進

競争抑制
規制強化、国有化
労働者の保護

グローバル化の抑制

理論 新自由主義、主流派経済学 ケインズ主義、制度主義、社会主義

時代 １９７０年代 １９３０年代、現在

補足



「それでも、日本は財政危機。なぜなら、みんな財政危機

だと言っているから。経済学者もみんなそう言っている。

ＧＤＰ比230％という世界最悪の政府累積債務が、いつ

までも続けられるはずがない。

これ以上、財政赤字を拡大すると、何か分からない理由

で、いつか必ず何か悪いことが、突然起きるはず。

そうなってからでは遅い。

後世にツケを残さないのが政治家の責任、官僚の矜持。

財政赤字は不健全、不道徳。

とにかく、財政再建。

できない理由ばかり言っていては何もできない。

待ったなし。決める政治。この道しかない。」



＜反論＞

「・ ・ ・ ;」

Ｔｈｅ ＥＮＤ


