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https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/JPY?type=Currencies&period=ALL

日本円

2017年以降、ビットコインの取引に占める割合は、日本人が 大



ビットコインの仕組み
ビットコインは、金属貨幣をモデルとしている
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ビットコイン

「マイニング（採掘）」（コンピュータ上の難解な数

理処理）の報酬として入手。

ただし、普通は、取引所を通じて入手。

金属貨幣（金貨や銀貨等）

鉱山の採掘により、貴金属を入手。

ただし、普通は、市場で入手。



http://doublehash.me/%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%8
3%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E6%80%A5%E6%BF%80%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B/

ビットコインの発行上限は２１００万ＢＴＣ。
発行量が増えるとマイニングが難しくなる仕組み。
需要が増えると稀少性が高まり、価値が上がる。

ビットコインの発行量とその予測



竹中平蔵氏
東洋大学教授、慶應義塾大学名誉教授

政府未来投資会議議員
(株)パソナグループ取締役会長

仮想通貨は、基本的には今出てきてるUBERやAirBnB等と
基本的には同じだと思います。

今までは、一種の国がお墨付きを与えるようなインフラがない
と社会が機能しませんでした。例えば私がどこかに宿泊すると
なると旅館業法に基づく旅館やホテルじゃないと安心して泊ま
れなかったわけですよね。

同じように、通貨決済の手段としても、国や権威やお墨付きが
無ければ安心できなかったのだけれども、新しい技術を駆使す
ることによって、そうじゃなくてできるようになった。なので、この
ような一連の流れで、UberがありAirBnBがあり、同じような意
味で仮想通貨があると認識しています。
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https://coinchoice.net/takenaka_heizo_bitcoin1/



スティーブ・ウォズニアック氏
コンピュータ・エンジニア
アップルの共同創業者

金は、採掘技術が進歩すれば、供給が増え、
価値が下がる。

米ドルは、中央集権的な権力が創造できる
「インチキのたぐい」に過ぎない。

ビットコインの供給には、予測可能な有限性
があるから、金や米ドルより優れている
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https://blog.unocoin.com/steve-wozniak-bitcoin-is-better-than-gold-and-
usd-4fdbfcb6e5bb



東浩紀氏
仮想通貨の技術はすばらしい。

通貨は信頼によって成立している。従来の通貨にお
いては、その信頼は各国の中央銀行が支えていた。と
ころが仮想通貨を生み出した「ブロックチェーン」という
技術は、その信頼を匿名の計算機の集合で生み出し
てしまう。この仕組みを使えば、中央銀行のような権力
に頼ることなくだれでも通貨が発行できる。これは画期
的な技術で、たしかに社会のありかたを根底から変え
る可能性を秘めている。

ところが今回明らかになったのは、そのすばらしい技
術を肝心の人間がうまく使えていないという、じつに残
念な事実である。
https://dot.asahi.com/aera/2018020700031.html?page=1 6



ブロックチェーンという技術で、「中央銀行のような
権力に頼ることなくだれでも通貨が発行できる」。

しかし、だれもが通貨を発行し、次々と流通していっ
たら、通貨の価値は暴落、ハイパーインフレに。

だれでも発行できる通貨は、だれも欲しがらないと
いう「じつに残念な事実」。

したがって、ビットコインには、発行上限（予測可能
な有限性）があり、その価値を担保する仕組み。

しかし、それはそれで、また別の問題が・・・・。
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東浩紀氏の誤解



ウォズニアック氏の誤解

ビットコインは需要されるほど、価値が上昇。

貨幣価値の上昇とは、物価の下落＝デフレのこと。

ビットコインの「予想可能な有限性」は、デフレを招く。

世界恐慌（大デフレ不況）は、金本位制（金の量が足
かせになって、貨幣供給量を増やせない）が原因。

世界恐慌からの脱出は、金本位制からの離脱が不可
欠だった。

（ウォズがインチキ呼ばわりした）米ドルは、供給量を
増やして貨幣価値を下げられるから、デフレを防げる。8



デフレとは何か
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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



商品貨幣論（よくある誤解）

貨幣とは、物々交換の効率の悪さを克服するために、
交換手段として利便性の高い「物」として、導入された。

貨幣は、金銀などの貴金属でできており、それ自体が
価値のある「商品」として取引される。

紙幣は、金属貨幣より使いやすいから用いられるが、
その紙幣の価値の根拠は、あくまでも貴金属との兌換
（交換）が保証されている。

【反論】

・ 米ドルは、1971年に金との兌換が停止されているが、

国際通貨として流通し続けている。

・ 貨幣が物々交換から生じたという歴史的事実はない。
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信用貨幣論（正解）

「貨幣とは負債の一形式であり、経済において交換手

段として受け入れられた特殊な負債である。」

貨幣とは、 共通の計算単位（円、ドル、ポンド等）で
表示された負債のこと。

ただし、デフォルト（返済不能）の可能性のある負債な
ど、だれも受け取らない。

よって、デフォルトの可能性が極めて低い特殊な負債
だけが、貨幣として使われる。

そのような貨幣とは「現金通貨（中央銀行券と鋳貨）」
と「銀行預金」 11

イングランド銀行季刊誌「現代経済における貨幣：入門」（2014）



現金通貨と預金通貨
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〇貨幣＝「現金通貨」+「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
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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。

・ 通貨には、国民の納税義務を解消する手段として

の価値がある。

・ 租税の支払い手段（通貨）は、租税の支払い以外

（取引や貯蓄等）にも使われる。

・ 通貨の価値を保証しているのは、徴税権を有する

「国家権力」



竹中平蔵氏の誤解

「仮想通貨は、基本的には今出てきてるUBERやAirBnB
等と基本的には同じ」

⇒つまり仮想通貨は商品（サービス）。

この貨幣観は、商品貨幣論。

「（ UBERやAirBnB等と）同じように、通貨決済の手段と

しても、国や権威やお墨付きが無ければ安心できなかっ
たのだけれども、新しい技術を駆使することによって、そ
うじゃなくてできるようになった。 」

⇒いや、できるようになっていない。

国や権威やお墨付きが無ければ安心できない。
14



通貨と財政赤字
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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
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× 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

イングランド銀行季刊誌「現代経済における貨幣の創造」（2014）



量的緩和
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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）。
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財務省ＨＰより 「債務残高（対ＧＤＰ比）の国際比較」



財政制度等審議会
「財政健全化に向けた基本的考え方」（平成26年5月）
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「諸外国と比較しても、歴史を振り返っても、我が国の債務は、ほ
とんど他に類を見ない水準まで累増しているが、これまでは家計が
保有している潤沢な金融資産と企業部門の資金余剰という国内の
資金環境を背景に、多額の新規国債と債務償還に伴う借換債を低
金利で発行できている。」

「高い家計貯蓄率と国内の豊富な資金余剰という、これまで国債
の安定的消化に寄与してきた国内の資金環境が将来にわたって確
実に維持される保証はなく、国債市場における海外投資家のプレゼ
ンス が高まることも予想される。こうした中では、国債発行額を減ら

して債務残高を圧縮し、金利変動に伴う財政リスクを出来るだけ少
なくする必要がある。」
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信用貨幣論が示すように、銀行の預金は、銀行の貸出

しの制約にはならない。

同様に、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、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。」

財政制度等審議会
「財政健全化に向けた基本的考え方の基本的間違い」



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。
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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！



財政赤字の拡大（公共投資の拡大・社会保障費の膨張）

⇒負債の増加

⇒貨幣供給量の増加⇒インフレ（貨幣価値の下落）

⇒消費・投資の拡大⇒経済成長⇒税収増

⇒財政赤字の縮小

財政赤字の削減（増税・歳出削減）

⇒負債の減少

⇒貨幣供給量の減少⇒デフレ（貨幣価値の上昇）

⇒消費・投資の縮小⇒経済停滞⇒税収減

⇒財政赤字の拡大 ←ｲﾏｺｺ

ということは・・・ 22
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財政悪化なくして、
財政再建なし！
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「国債発行額を減らして債務残高を圧縮し、金利変動に伴

う財政リスクを出来るだけ少なくする必要がある」？

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 低水準で推移。

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。

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。

④ どうしても金利変動を抑制したければ、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
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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 



日本の財政破綻はあり得ない
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〇 信用貨幣論が教えるように、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、通貨を発行

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
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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。



橘玲氏の御意見（よくある御意見）

「それに加えて、「金融緩和に効果がないなら政府債務をさらに
拡大して無理矢理インフレにしろ」という、マッドサイエンティスト
のような主張をする学者も出てきました。私たちはいまだに、い
つ日本国の財政が行き詰まり、国債が暴落し急速な円安が進
むかわからない崖っぷちの狭い道をおそるおそる歩んでいるの
です。」

「日本国の財政赤字も構造的な問題で、国家が無限に借金す
ることはできないのですから（もしそれが可能なら錬金術になっ
てしまいます）、このままでは危機はいずれ現実化するでしょう。
その影響が計り知れないものである以上、私たちは個人として
そのリスクに備えなければなりません。」

⇒錬金術？もしかして、商品貨幣論？
28

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54159?page=2



よくある御意見のせいで、これ
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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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よくある御意見のせいで、これ
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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）】

※内閣府及びOECD統計より、島倉原氏作成（『表現者クライテリオン』掲載予定）。
※GDPと財政支出は各国通貨建ての名目値。
※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）の投資と消費の合計。

※点線は回帰直線の式「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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よくある御意見のせいで、これ
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• 論⽂数（左）、論⽂シェア（右）の国際⽐較 2005-2015年の⽇本の分野別論⽂数の変化

※出典︓NATUREINDEX 2017 JAPAN



まとめ
貨幣とは何かを分かっていないので・・・

（信用貨幣論を理解していないので）

⇒ 量的緩和でデフレ脱却しようとして、失敗

⇒ あり得ない財政危機を懸念して、

財政健全化に励み、二十年も経済停滞の上、

財政悪化

⇒ 仮想通貨に殺到して、大損

したがって、結論は・・・

（ハイ、皆さんご一緒に）
32
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財政悪化なくして、
財政再建なし！


