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（はじめに） 藤井聡先生・中野剛志先生の論点確認

①デフレがあらゆる問題を引き起こす！

②デフレの原因は総需要不足（＝財貨を購入する貨幣量不足 ｂｙ中野）

③デフレ脱却のためには財政出動を（１０～１５兆円規模を数年必要）

④建設国債発行を恐れる必要なし！

⑤デフレ下で財政健全化を目指すＰＢ目標は、日本経済を潰す！

（本日の問題意識）

★なぜ２０年以上もデフレ状況が放置されてきたのか？

その原因は財政出動を阻む三つの経済通念に縛られていたため！
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本日の主論点

（Ⅰ）「経済成長と財政再建の因果関係」を確認する

政策の優先順位を間違えれば日本経済はデフレへ逆戻り！

（Ⅱ）財政出動を阻む三つの経済通念の誤りを糾す

①政府は非効率である →構造改革論、小さな政府論

②貨幣量が物価を決める →マネタリズム、リフレ派

③借金は悪！（財政規律を最優先）→財政破綻論、次世代負担論

（Ⅲ）統合政府（政府＋日銀）から財政問題を考える必要性
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（参考１）デフレの長期化で衰退する日本の国力
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名目ＧＤＰの推移（単位：１０億＄） ★失われた２０年間に欧米
諸国の名目ＧＤＰは２倍以上
に。もしも日本が欧米並みの
成長を遂げていれば、現在
の名目ＧＤＰは１，０００兆円
を超え、社会保障の財源問
題など存在すらしていない。

（出所：内閣府）

★２０年間、何をしてきたのか？
橋本内閣以降、財政再建を目指
し、行き詰ると財政出動の繰返し
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（Ⅰ）成長と財政の関係

総需要がＧＤＰを決定する
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ＧＤＰと財政の関係①：ＧＤＰ決定の二学説

①国民所得勘定の恒等式（事後的に成立。但し因果関係は特定しない）

ＧＤＰ＝内需（民需＋官需）＋外需（貿易収支）

②因果の方向は経済学では二通り：需要側（ケインズ）ＶＳ供給側（主流派）

総需要がＧＤＰを決定！足し算！（構成式）

ＧＤＰ ＝ 民需＋官需＋外需
ＧＤＰは生産要因で先決されている！（分配式）
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ＧＤＰと財政の関係②： ＧＤＰ統計と財務省

（ⅰ）内閣府発表のＧＤＰ統計 「総需要がＧＤＰを決定する」立場

ＧＤＰ＝Ｃ＋Ｉ＋Ｇ＋（Ｘ－Ｍ）
（Ｃ：民間消費、 Ｉ：民間投資、Ｇ：政府支出、Ｘ－Ｍ：貿易収支）

それゆえ、各需要項目の経済成長への貢献度を重視している

経済成長率＝民需、官需、外需の寄与度の合計

(ⅱ）財務省は、主流派経済学の立場で考えている！？

ＰＢ目標の達成手段 （消費税再）増税＋歳出削減

Ｑ．総需要を減らせばＧＤＰは減少、成長率も低下するのでは？

Ａ．問題なし。ＧＤＰは先決されている。減った分だけ、他が増える！
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経済成長と財政再建の因果関係： 優先すべきは？

①経済成長を目指せば、結果的に税収が増え、財政状況は好転する。

国民を豊かにすれば、おのずと財政再建は達成される！

②逆に、財政健全化を優先すれば、結果的に経済は不健全化する。

国民を貧しくすれば、財政はますます悪化する！

③財制審の考え方「先憂後楽」→現実は「先憂後苦」であった。

•１９９７年の消費税率アップ（３％→５％）が長期停滞の発端。

•失われた２０年間、財政再建と頓挫の繰返し（インフラ整備を怠る！）

• ２０１４年の消費税増税の悪影響によって、実質消費の低迷は継続

④ＧＤＰが総需要によって決まると現実的に考えれば、①②は明らか
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経済成長と財政の関係： 税収弾性値の問題

①成長によって税収はどれほど増えるか？

税収弾性値＝税収増加率（％）÷名目ＧＤＰ成長率（％）

②最近１５年間の平均＝「４」 ＶＳ 財務省試算＝「１.１」

③財務省見解（HPより）

•「４」は、デフレ期・デフレ脱却期の数値（サンプル数が少ない）

•「１.１」は、バブル期前の平均数値（経済の正常期）

④デフレ脱却期の現状において「１.１」を適用したい理由は？

•成長による財政再建は不可能！だから増税、歳出削減を！
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（参考２）税収弾性値の決まり方

•税収が全て比例税（所得の一定割合：τ）の場合

税収弾性値＝１
eｘ．所得１００、税率τとすれば税収は１００τ。

所得が１％増加し１０１になれば、税収も１％増加し１０１τへ。

•税収が比例税（消費税）だけでなく、累進的な所得税や黒字
企業に課される法人税からも構成されれば、税収弾性値は、
景気に左右される（消費税の税収に占める割合は３割程度）。

eｘ．デフレ脱却期は所得税収が増加すると共に、赤字企業の黒字化に
より税収弾性値は大きく上振れする（成長による財政再建が可能な好機）。
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（Ⅱ）経済通念の誤り①

政府は民間より非効率？
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「効率」を測る民間基準 ： 社会面の無視

①効率性の基準を「（労働）生産性」だけで考えると・・！

生産性＝生産量（Ｙ）÷労働投入量（Ｌ）

②事実 ： 製造業の生産性 ＞ サービス業の生産性

③構造改革論の内容（改革なくして成長なし）

非効率部門（ゾンビ企業・産業）に雇用されている諸資源（労
働・資本）を効率部門へ移動させれば経済は成長する！

④論理的帰結：経済を成長させるには？

サービス業に従事する労働者を全て製造業に移動させる？？
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構造改革論の致命的欠陥

①生産部門間の多様な特性を無視し、一律に効率性のみで評価

•機械化（省力化）が容易な部門 → 製造業、サービス業の一部

•省力化の困難な（対面）サービス部門→ 教育、医療、福祉、芸術等

（公的サービス部門の大半が含まれる）

•政府活動を民間の効率性の基準で評価することは不適切！

②生産性に関する合成の誤謬無視（個の真理の総計≠全体の真理）

各企業が生産性を向上させても、マクロの生産性が上がるとは限らない！

ex.省力化投資（L↓）の場合、失業者が発生し総需要は減少する（Y↓）。

GDP減少＞L減少の場合には、生産性は上昇するが、それが良いとは限ら
ない（例：ギリシャ（21位）は日本（22位）より生産性が高い）。
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「小さな政府」の誤解

•「小さな政府」とは、財政規模が小さい政府ではない

行政改革で小さな政府を目指すことは的外れ！勘違い！

•「政府の為すべき範囲（Agenda)」が小さい政府を指す！

夜警国家→国防・治安維持・法整備・外交に限定

福祉国家→社会保障の充実・経済の安定化へ拡大

•小さな政府を指向する論拠は二つ

政府活動は非効率（前掲） →主流派経済学の論理

政府活動の縮小は自由の拡大→新自由主義思想

•客観的事実： 政府支出・公共投資の削減＝デフレ化政策
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（参考３）新自由主義の構造①：理念

経済原理 イデオロギー

（新古典派の世界） （究極的価値としての自由）

市場機構 自由主義＊

完全競争市場 権力の排除

パレート最適 （政治権力+経済権力）

自由な経済活動

経済的自由

＊ここでは古典的自由主義、いわば反リベラリズム（リバタリアニズム）を指す

結合
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（参考４）新自由主義の構造②：目標

•経済的自由は、完全競争市場において達成される

•完全競争市場は、パレート最適状態でもある（最も効率的）

•全ての市場が完全競争状態にあれば（＝新古典派の想定世界）
その社会は経済的自由が保証され、かつ最も効率的な社会となる

•理想郷を目指すために為すべきこと➡規制緩和！➡ 競争！
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（Ⅲ）経済通念の誤り②

貨幣量が物価水準を決める？
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貨幣（量）とは何か？： 経済学と現実の混同

•貨幣数量説： 貨幣量と物価水準（Ｐ）は比例する

→ここでの貨幣は「財貨を購入するための現金」を指す（下記Ｃ２）

→資金貸借（金融取引）、現金保有（貯めておくカネ）は含まない

•（現実の）通貨の定義

ベースマネー（現金）

＝Ｃ１＋Ｃ２

マネーストック

＝Ｃ２＋預金（Ｄ）
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み民間金融部門
（銀行）

保有現金Ｃ１

み民間非金融部門
（実体経済）

マネーストック：Ｃ２＋Ｄ

民間経済



ｍ

日銀の量的緩和が効かない理由

•ベースマネーを４年間で３２０兆円増加させたが・・

→コアＣＰＩ＝▲０．３％（2016年平均）＜・・＜日銀目標の２％

•量的緩和の方法（＝民間保有国債の購入）を考えれば明白！

•ベースマネーの定義：Ｃ１＋Ｃ２

ベースマネー増加策＝銀行保有の国債購入＝日銀当座預金増加
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日銀
日銀当座

預金
Ｃ１

実体経済
保有現金Ｃ２ ＋ 預金Ｄ

（マネーストック）

民間経済
現金

景気に影響

国債

銀行



なぜ日銀は間違えたのか？

Ｑ.日銀の量的緩和（リフレ派政策）失敗の原因は？

Ａ.黒田日銀総裁および岩田副総裁が、自分達と同じように、
「国民も貨幣数量説に基づき物価上昇を予想（期待）する」と
誤解していた。彼らのコミットメントを信じると考えていた。

→リフレ派理論（デフレは貨幣現象）に頼り、現実を直視せず

Ｑ．日銀は何を学んだのか？（2016年9月の日銀総括より）

Ａ．国民の大半は過去と現在の経験から将来を予測すること
が分かった。今後はよりコミットメントを強化する！・・？？？
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（参考５）金融政策の限界：紐では押せない
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【量的緩和だけでデフレ不況脱却は不可能】 
 
 
   

民間経済 

政府 

（日銀） 

金融政策（量的緩和） 

財政政策（公共投資）の

必要性 

カネの入口 

出口 
（資産効果のみ） 

民間非金融部門 

財市場（需要不足） 

民間金融部門 

金融市場（バブル） 



（Ⅳ）経済通念の誤り③

借金（国債発行）は悪か？
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国債（発行）の機能：「眠ったカネ」の所得化
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【国債発行における貨幣循環】 
 

借金（資金調達） 

 民間経済 

産業的流通内のカネ 

金融的流通内のカネ 

政府 

国債発行 

公共投資等 

貯蓄 融資 

活動貨幣 

不活動貨幣 

国債は貨幣の役割を変換させる！ 

•金融的流通内に

滞留したカネ

（不況時に融資先無し）

↓
•政府がバイパスと

なり実体経済へ

送り込む役割！

（総需要増加！）



国債償還（債務返済）に関する誤解

•財務省のプロパガンダ ← 日本経済を疲弊させる根源！

国債の償還資金は、将来の増税によって賄う必要がある

•個人（家計）と政府（財政）を同一視することから発する誤解

•政府は永続する存在であるため償還方法は三つある

①増税経路：所得化するカネを土に埋める→景気過熱期用

②借り換え経路：返済の先延ばし→最適経路！→いつまで？

③日銀引き受け（国債買い切り）経路：デフレ不況期に最適
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（参考６）国債償還の三方法

•最適な償還法

↓
•経済が変調に
なるまで「借り
換え」で対応

↓
•過熱期：増税

•デフレ不況期：

日銀引き受け
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【国債償還時の資金調達経路】 

 

 

「借り換え」経路 

 民間経済 

金融的流通 

（不活動貨幣） 

政府 

国債償還 

「増税」経路 

 

産業的流通 

（活動貨幣） 
日銀 

「 日 銀 引き

受け」経路 



次世代負担論の正体： 負担も受益も将来世代

•「国債償還＝増税」という前提から発する誤解！（現実無視）

•国債発行時の貨幣循環

•国債償還時の貨幣循環（増税経路）
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国債

増税 償還

国債

所得化 運用

国債保有



国家の信認とは何か？

•国家の信認＝ 国家の信用＋通貨への信頼（通貨の信認）

•国家の信用は、長期金利に反映されている！

信用の無い国の金利は、信用のある国の金利より高い

日本は量的緩和以前より低金利状態＝最も信用のある国

•通貨の信認は、インフレ率に反映されている！

貨幣価値＝１/物価水準 ←インフレにより貨幣価値は下落

•デフレ脱却途上の日本は、信認されすぎている状況！
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（参考７）現状における政策の優先順位
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中国

•日本の財政は充分な信

認を得た状態であり財政再
建は優先課題ではない。
•２０年続くデフレは深刻

で、このままでは日本は後
進国へ転落しかねない。
•経済成長のためには、将

来にわたる継続的な総需
要の創出、「国土強靭化投
資」が必要である。



（Ⅴ）統合政府の観点

財政問題は既に解決している
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統合政府のバランスシート（簡略型）

•統合政府＝政府＋日銀 ＊徴税権＝将来のＰＢ余剰＝国の信用

（政府Ｂ/Ｓ） （日銀Ｂ/Ｓ） （統合政府Ｂ/Ｓ）

＋ =

•統合政府のＢ/Ｓから日銀保有分の国債残高は消失する

30

徴税権 国債
残高
（Ｂ）

資産

国債
日銀

保有分
（Ａ）

現金
（ＢＭ）

徴税権

資産

現金
（ＢＭ）

民間保有
国債



統合政府の純債務

•政府の総債務＝国債残高（Ｂ）

↑財務省はＢを減らしたい（政府債務対ＧＤＰ比↓、ＰＢ目標）

•統合政府の純債務＝{Ｂ－Ａ（日銀保有分国債）}＋ＢＭ（現金）

＝民間保有分国債残高

•普通国債残高 ８３８兆円（２８年度末） 財投債は政府債務ではない

うち日銀保有分 ４２５兆円（２９年４月末）

•純債務（ND)＝４１３兆円 名目ＧＤＰ＝５３９兆円（１６年Ｑ３）

•統合政府債務の対ＧＤＰ比＝７７％
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現在１６１％



日銀の国債買取りペース：量的緩和

•本年度国債発行予定額 （復興債・財投債を除く）

新規国債３４兆円＋借換債１０６兆円＝１４０兆円

•借換債発行は国債償還のため→ 国債残高は増えない

•日銀の国債買取り目途：年間８０兆円

•本年度、民間保有国債の減少分： ８０－３４＝４６兆円

ＮＤ＝４１３－４６＝３６７兆円

仮に経済成長が０％でも、ＮＤ/名目ＧＤＰ＝６８％へ減少！

•日銀は量的緩和継続を宣言しているため、この傾向は続く

32



国債残高の解消手段：出口を間違えるな

•日銀の量的緩和 → 現在は「国債の買取り」段階

•出口戦略とは？

買い取った国債をどう処分するかの問題である

•出口は二つある

①入口から出る→民間部門へ売り戻し→最悪の結果が待つ

②統合政府内で処理する＝民間から国債を買い切る

→国債問題の最終解決→民間への悪影響（金利上昇、インフ
レ）は？→デフレ不況下では生じない！（フリー・ランチ！）
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適切な出口戦略①：統合政府内での処理方法

•日銀保有国債のうち償還期限の来た国債を、順次、政府の
新規「長期ゼロクーポン債（無利子永久国債が最善）」と交換
していくこと（無利子国債は金利上昇の悪影響を被らない）

•この交換は「政府の借換債（長期ゼロクーポン債）を日銀が
引き受けること」を意味する

•この手段によって日銀Ｂ/Ｓの資産側（普通国債＋無利子国
債）において、無利子国債の比率が上昇する（５～６割目途に）

→マネーストックが増えるわけではない（インフレ懸念なし）

→将来、金利が上昇しても日銀のＢ/Ｓは毀損しなくなる
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適切な出口戦略②：現行法内で実現可能

•財政法第五条但し書き規定より

「日銀保有国債の中で償還期限が到来したものについては、
借換えのための国債を日銀は引き受けることができる（日銀
乗り換え）」

•現在、日銀が引き受けている国債は１年物割引短期国債
で、その償還期限には現金償還が行われている

•運用上の工夫によって長期の無利子国債と置き換える！

•民間に対する債権債務関係は変わらない（悪影響なし！）
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結語： 政府債務をデフレに肩代わりさせる

（未来のために、今、認識すべき事実）

•失われた２０年間、先進諸国で唯一、日本の国力は絶対的にも
相対的にも低下の一途をたどってきた

•その原因は経済政策（財政運営）の誤りにある

•ありもしない財政破綻への強迫観念に社会のエリート層が囚わ
れてきた（まさに集団幻想、負の連鎖）

•これまでと同じ政策運営を続ければ、日本の長期低落は決定的

•発想を転換し、デフレ期を借金を肩代わりさせる好機と考える

•「（国債を）日銀が買い、政府が売る」ことが成長を実現する！
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