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旨

有権者が選挙を通じて的確に政権選択をなし得るために必要な民主主義のインフラと
して政策評価機能を充実させることは、日本の学界にも問われる重要課題である。これ
を安倍政権の政策の中核である「アベノミクス」について試みれば、それは実体経済の
改善に効果を挙げないまま、むしろ経済破綻リスクを高めており、持続的な成長と財政
健全化という日本経済の最大の課題に答を見出すには至っておらず、加えて、安倍政権
が立脚する政治的立場である保守主義の考え方からも乖離しているという評価になる。
、異次元の金融緩和策については、予想インフレ率２％への引上げも、そ
「第一の矢」
れに必要なマネーサプライの増大も、金融機関から大量に国債を購入することでマネタ
リーベースを拡大する現行方式には、銀行がその壁となることによる限界がある。米国
Fed の事例にならって購入資産を多様化するなど、市中マネーを直接増大させる新たな
方式を金融政策に導入する必要がある。アベノミクスの唯一の成果は円安がもたらした
株価上昇とされるが、これ以上の円安は超高齢化社会が進展する日本にとって必要な長
期的な経済力増強の観点からみると、弊害の方が大きく、さらなる追加緩和策で過度な
円安をもたらすことは極力、慎むべきである。大量の国債購入によって長期金利を力づ
くで抑制する異次元緩和策は、金融の健全な機能をも抑圧しており、持続可能ではない。
いずれ来たる「出口」までの間に財政健全化の道筋を描かなければ、層の厚みを失った
国債市場において長期金利が急騰するリスクが増大している。金融政策をソフトラン
ディングさせる前に、政府は消費税率10％超への引上げも含めた具体的な財政再建計画
を策定して、これにコミットすべきである。政府の中期試算は財政の深刻な実態を糊塗
するものであり、今後10年以内に60兆円程度の国民負担増なくして財政の辻褄は合わな
い。
「第二の矢」
、機動的な財政政策は、財政健全化の要請の下では効果は小さく、経済
成長の阻害要因にもなりかねない。政府投資は長期計画の下に、段階的、継続的、戦略
的に行うべきである。
「第三の矢」
、民間投資を喚起する成長戦略は、新たな経済成長の
実現を専ら民間投資の促進に期待する政策のあり方そのものに限界があるのであって、
国が政府にしかできない国家基盤の強化に注力し、日本の将来像を示して次世代に向け
た投資を推進すべきである。これらの問題を是正し、アベノミクスが奏功してその所期
の目的を達成するために、日本銀行に基金を設置し、銀行による信用創造を通さずに実
体経済に直接ニューマネーを投入する新たな政策スキームを提案する。これは、民間で
は不可能な30年程度先の超長期を見据えた投資として政府が国家戦略分野を特定し、そ
の財源としての債券に政府保証を付し、日銀の基金がこれを購入するものであり、今後
10年にわたり必要となる財政の国民負担増を相殺する規模で実施することで、経済成長
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と財政再建を両立させるべきである。

Keyword
保守主義の立場に立つ経済政策、安価になった日本経済、中長期の経済財政に関する
試算、次世代国家基盤構築計画、日銀基金
Economic policy in the position of conservatism The Japanese economy which
became cheap Test calculation about the medium-and-long term economy and
finance Plan to build a ne t-generation national base The fund established in the
ank of Japan

安倍政権誕生後２年半が経過した。2014年

の中立性である。特に社会科学の場合、事象

12月には、同政権が最優先の政策として掲げ

の分析に当たっては、経済社会についての一

る「アベノミクス」と呼ばれる経済政策につ

定の理念型が想定されているのが通例である。

いて、その継続の是非を争点として設定する

従って、学問的な視点から経済政策について

形で総選挙が行われたが、その評価を有権者

の意味ある評価を行うに際しては、ある程度

に求めることには、内容的にも時期的にも無

の価値判断や立場性に立脚しなければ、およ

理があり、結果として政治上の意味ある選択

そ無味乾燥なデータ分析に終わりかねず、広

肢が見えない選挙に対する有権者の関心は低

く国民に政策選択の視点を提供するには至ら

いものとなり、史上最低の投票率を示す国政

ないことになる。
本稿は、以上のような問題意識に基づいて、

選挙となった。
一般国民が国政選挙を通じて的確に政権選

アベノミクスの成果についての中間レビュー

択をなし得るためには、政権が掲げる重要政

を行い、併せて、今後採るべき政策を展望し

策を国民が評価できるための視点を評価基準

ようとするものであるが、これは、これから

として提供する営みが欠かせないが、アベノ

の学界に期待される新しい役割としての政策

ミクスについてはその準備が不十分なまま選

評価機能の構築に向けた一つの試みでもある。

挙が行われたといえよう。そうした評価機能

その際、安倍政権が政治的には保守主義の立

の整備が健全なる「民主主義のインフラ」と

場に立つものであることに鑑み、本稿も評価

して問われるところであるが、日本は他の成

に際しての価値判断の視点をあえて保守主義

熟先進国に比べてもその面では遅れており、

に置くことで、政権が目指すはずの理念から

ここに専門家集団としての学界の在り方を問

みて実際の成果はどうかという観点を加味し

う上での一つの課題がある。政策科学学会に

た評価を行うよう努めてみた。

期待される役割の一つであると考えることも
できよう。

１．実体経済上の成果

ここで留意すべきは、こうした政策評価に

１−１．実体経済の改善に成果を挙げたか。

は「中立性」が必要とされることが多いが、

内閣府が2015年３月に発表した国民経済計

およそいかなる社会現象も、純粋に価値中立

算速報によれば、日本の実質 G P は、四半

的な観点から意味ある議論は形成されないと

期別の季節調整済み前期比年率では、2014年

いうことである。必要なのは党派的な意味で

第１四半期は消費税率引上げ前の駆け込み需
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要で＋5 1％の高い伸びとなったが、４月に

為替も株も外国勢の動きによるものであって、

消費税率が５％から８％に引き上げられた第

国内経済の動きを映じたものとはいえなかっ

２四半期は▲6 4％、第３四半期は▲2 6％と

た。

なり、第４四半期になって＋1 5％と、２四

これまでのアベノミクスに実態があったと

半期連続のマイナス成長（景気後退）からは

すれば、それは超緩和的金融政策のひと言に

形式的には脱した。

尽きる。それが与えた効果は、悲観論で極端

他方、暦年ベースでみると2014年の日本経
済は実質でゼロ％成長となった。また、この

に割安だった株価を、超金融緩和をきっかけ
にして修正したことだった。

前年の2013年も、1 6％の実質経済成長率に

しかし、この修正は2013年４月末で終了し

過ぎなかった。これに対し、民主党政権下で

た。少なくとも現時点までは、これがアベノ

は、2012年には1 8％、東日本大震災があっ

ミクスのメリットの全てだったとすらいえる。

た2011年には▲0 5％だったが、2010年には

その後の株価は、異次元緩和でバブル的に

4 7％の高めの成長率だった。

なった市場において、投資家がアベノミクス

この数字からみれば、不手際な経済政策運

とは無関係に上下させているものである。

営 と 批 判 さ れ た 民 主 党 政 権 時 よ り も、 パ
フォーマンスが低いという結果を示したのが、

１−３．マネーは実際に増えたのか。

最近２年間余りのアベノミクス下の日本経済
であった。

「デフレは貨幣的な現象」としてデフレ克
服策をマネーの増大に求めるリフレ派の立場

すなわち、アベノミクスは実体経済に未だ

に立つのがアベノミクスであるが、これまで

十分な成果を挙げていないという評価となる。

異次元の金融緩和で起こったことは、マネタ

消費税率引上げの先送りも、増税可能な環

リーベース（日銀の負債）の拡張で日銀のバ

境を作るはずだったアベノミクスが、期待通

ランスシートが拡大したことだけである。い

りの成果を実体経済にもたらすことが遅れた

わば、金融部門でリザーブが積み上がっただ

ことを示すものといえる。

けであり、肝心の実体経済で回っているマ
ネーサプライは顕著には増えていない。

１−２．アベノミクスには実態があるのか。

マネタリーベースは2012年度は平均残高で

アベノミクスが実体経済に与えた最大の効

125 7兆円（前年比8 7 ）だったのが、日銀

果は円安とされるが、円安はもともと、国際

は、異次元緩和策が開始された2013年第二四

金融情勢がもたらしたものであり、アベノミ

半期には155 8兆円（前年比30 2 ）と約30兆

クス以前から始まったものだった。当時の国

円増やし、その後も2014年第四四半期まで前

際金融情勢とは、具体的には、欧州債務危機

年比35〜55

の一段落であり、国際的な投機的資金の動き

年第四四半期は260 8兆円と、2012年度に比

であった。アベノミクスがもたらしたとされ

べて２倍の水準にまで増やした。

る株価の上昇も、こうした国際金融情勢がも

増の勢いで増やし続け、2014

しかし、マネーサプライは、2013年第二四

たらした円安によるものだった。しかも、日

半 期 以 降、 前 年 比2 8〜3 4

本の株式市場取引の３分の２が外国勢であり、

まっている。民主党政権下でも２
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びだったのであり、アベノミクスによって顕

対するリファイナンスの道が中心だった。
日銀の場合、日本が間接金融中心の市場構

著な増大に転じたとはいえない。
日銀は市中銀行保有の国債を大量購入する

造の国であるにも関わらず、異次元緩和では

ことでマネタリーベースを増やしているが、

大規模な債券購入の道を選択した。この場合、

市中銀行の側では、国債を日銀に売却して得

日本が間接金融中心の国であるがゆえに、銀

たマネーを日銀当座預金に積んでいるだけ

行保有の国債を購入することにならざるを得

（俗に「ブタ積み」と呼ばれる）で、本来、

ず、銀行という「壁」が存在することで、マ

そのマネーを市中（民間）への運用（信用創

ネーサプライ増大の効果は薄いということに

造）に回さなければ、マネーサプライは増え

なる。

な い。 期 待 さ れ た の は、 銀 行 の 資 産 構 成

米国 Fed でも EC でも、マネタリーベー

（ポートフォリオ）が、国債から市中への貸

スの拡大がマネーサプライの増大に与えた影

付、運用へとシフトすること（ポートフォリ

響は小さく、両者とも、むしろ、リーマン

オ・リバランス）だったが、実際には、国債

ショック後の急激な金融収縮という事態を、

から日銀当座預金にシフトしただけである。

中央銀行がリスク分担することで回避するこ

日本経済での資金の流れは、相変わらずの

とが政策の主眼だった。すなわち、
「リスク

「民から官へ」の金融社会主義であるといえ

オフ」状態を是正して「リスクオン」状態に

よう。

することを目指した政策だった。

2013年中はマネーサプライの伸びは少し高
まっていたが、それは公共事業と消費増税前

１−５．
「第二の矢」と「第三の矢」の成果

の駆け込み需要による住宅投資増という、い
ずれも政策要因によるものだった。

第二の矢の「機動的な財政政策」も、数次
にわたる補正予算をみても、新規国債発行増

「第一の矢」は、このままではマネーを増

によらないとしており、あくまで財政再建路

やせない。アベノミクスはマネーを増やそう

線から逸脱しない範囲内のものにとどまって

とする方向としての「べき論」（sollen）と

いる。新しい財源面での工夫が出ているわけ

しては正しいが、政策手法としての sein 論

ではなく、従来の政策対応と本質的に異なる

としては、効果が未だに不十分である。

新規性はみられない。景気対策としては、ど

結局、実体経済で最終需要が増えなければ

の政権でも採ろうとするものといえる。これ
が、例えば国土強靭化のための大盤振る舞い

マネーサプライは増えないと考えられる。

であれば、突出した政策として「アベノミク
１−４．量的緩和の政策手段としての妥当性
非伝統的な金融政策の一環としての SAP

ス」としての存在感になるが、そこまで踏み
込んでいるものではない。

（ arge Scale Asset Purchases） は、 各 国

「第三の矢」も、アベノミクスとして特徴

の金融市場の特性に応じてその中身が異なる。

づけられる大きな目玉とはいえない。現状で

米国のような直接金融中心の市場構造の国

は、どの政権でも官僚が許す範囲で盛り込む

では Fed は債券購入の道を採り、EC （欧

であろうメニューの羅列にとどまっている。

州）のような間接金融中心の場合は、銀行に
― 18 ―
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−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

経済の趨勢はマイナス成長だった。

１−６．成長シナリオは描かれているのか
国債大量購入で人為的に長期金利の抑制を

日本経済は安倍政権誕生直後の２四半期

図る道は持続可能ではなく、いずれ来る出口

（2013年／１−３月期、４−６月期）は好調

戦略がもたらす長期金利の急騰で経済や財政

だった（年率でそれぞれ実質5 6 、3 3

が破綻に至らないためには、相当な工夫が必

成長）
。しかし、13年７−９月期は実質成長

要である。

率は年率1 4

国際経済金融動向の荒波に翻弄されず、日
本自らが成長に向けた力強い新たなストー

の

に低下し、消費の伸びも季節

調整済み前期比で13年４−６月期の＋0 8
から＋0 3

リーを歩むことが必要である。保守主義の立

へと大きく低下した。

その後、実質 G P は年率で13年10−12月

場に立つのであれば、経済政策を単なる経済

期は▲1 2

の問題として捉えるのではなく、現状のよう

で▲0 2

な脆弱な日本経済の構造を打破するために国

府投資と駆け込み需要による住宅投資という

家基盤を強化することに、より一層注力すべ

政策要因が支える姿だった。14年に入ってか

きである。

らの成長率の推移は前述のとおりの低迷を示

その手段として、国家経営のシステムを樹

に、消費も季節調整済み前期比
へと、マイナスに転じ、それも政

した。

立し、国全体をバランスシートで管理して財

総じていえば、アベノミクスが実体経済を

政の持続可能性を確保しつつ、社会保障制度

目に見えて良くしていたのは総理就任後の半

の持続可能性につき、ゆるぎない信頼を与え

年間だけであり、その後は経済停滞が続いて

る計画を策定する必要がある。安倍政権が

いた中での消費税率引上げだった。

「新しい国づくり」を掲げるのであれば、そ
の中身を具体化すべきであり、地方創生に当

２−２．消費増税引上げとデフレ
97年４月の消費増税（３

たっては、地域づくりの「公共計画」を明確

→５

）の際、

同年７−９月期にいったん成長に復した日本

化する必要がある。

経済が一挙に落ち込んだのは、同年10−12月

２．消費税率引上げ

期だった。同年11月の大手金融機関破綻から

２−１．増税が実体経済に与えたインパクト

経済指標は急激に悪化し、過剰負債という莫

へのアップによる2014年４

大なストック処理で信用収縮状態に入った日

−６月期の成長率落ち込みのあと、14年７−

本経済は、翌年から、その後15年続くデフレ

９月期にはリバウンドが期待されたが、それ

経済に突入した。

消費税率８

がなく、マイナス成長が続いたのは、在庫調

この間も日本経済の労働生産性は他国並み

整と、増税前の駆け込み需要が大きかったこ

に上昇してきたが、その上昇分は過剰負債の

とによるものであって、
「消費税ショック」

返済に充てられた。負債の返済＝貯蓄の増大

とは言い切れない。

ゆえ、IS バランス上、それに見合う投資の

より本質的な問題は、G P のマイナス成

増加がなければ国民所得は縮小する。しかし、

長は消費税率引上げから始まったものではな

負債の処理と財務の立て直しに追われる民間

いということである。2013年10〜12月期以来、

企業は設備投資を手控える。企業は収益を上
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額分1 8兆円を差し引いて3 1兆円）
。

げても、投資ではなく内部留保に回す。
民間投資が委縮する状態では、政府投資を

これは2012年度補正予算の約10兆円、2013

拡大しなければ経済は縮小均衡するという意

年度補正予算の約5 5兆円と比べ、日本経済

味で、高水準の政府投資が求められたのは確

の景気の悪化に照らしても、規模は小ぶりで

かである。

あり、景気浮揚と財政健全化の二兎を追う結

保守系論者や一部の経済学者も、デフレの

果、
「二兎追う者は一兎も得ず」となってい

原因を公共投資の縮小に、そしてデフレ対策

るとの見方がある。2015年度当初予算も、政

を公共投資の拡大に求めている。

策経費は72兆8 900億円と、2014年度当初予

しかし、数字をみると、91年のバブル崩壊

算に比べて、約2 800億円の増に過ぎない。

後、景気対策で40兆円台まで膨れ上がった政

積極財政がアベノミクスの「第二の矢」と

府投資（名目公的資本形成）は、日本経済が

位置付けられているにしては、財政政策は財

デフレ入りする時期の97、98年度とも40兆円

政再建との関係で腰が引けているといえよう。

台を維持しており、99、2000年度も30兆円台

累次の補正予算では、財源を税収増や経費

後半の高さ（ピークは95年度の44 4兆円、そ

の圧縮に求め、国債発行増は回避してきたが、

れが近年は、08年度の21 2兆円まで縮小、最

マクロバランス上、財政政策が有意になるの

近は、アベノミクスで25兆円程度までアッ

は、政府部門の投資超過の拡大（財政赤字拡

プ）となっていた。国の建設国債発行額は、

大＝国債発行増）の分である。そもそも、税

当時、17兆円とピーク（現在は６兆円前後ま

収増や経費圧縮分を財政支出に回すのは、景

で縮小）となっており、政府投資の縮小がデ

気中立的な自然体の財政運営である。これら

フレの原因とはいえない。

を国債償還に充てれば、マクロバランス上、

21世紀初頭まで政府投資は日本経済を下支

景気にはマイナスになる。そうではなく、財
政支出に回すのは、その分だけ、財政再建努

えする役割を十分に果たしていた。
しかし、そもそもデフレの原因が財政要因

力を放棄したというだけのことになる。

ではなく、民間の過剰ストック問題（過剰債

つまり、財政再建はそもそも景気にはマイ

務→フローのマクロバランス悪化、過剰設備

ナスであり、財政再建を掲げる限り、財政を

→民間投資の低迷、過剰雇用→リストラによ

マクロ経済政策として大きく位置付けること

る非正規労働・ワーキングプアの拡大）だっ

には自己矛盾の面がある。上記の状況は、財

たため、財政政策の効果は、経済の下支えが

政再建を政権として掲げる以上、国債発行増

精一杯だった。

による景気対策、つまり、マクロ経済にとっ
て積極的な意味のある財政政策は打てないと

３．「第二の矢」の財政政策

いう制約を、政権自身が認めていることにな
る。

３−１．政策手段としての妥当性

ましてや、消費税率10

2014年度補正予算による追加財政の規模は

への引上げが先

3 1兆円となった（政策的経費3 9兆円、東日

送りされた以上、財政再建への姿勢が政権に

本大震災復興特別会計への繰入額が約１兆円、

より厳しく問われることになり、
「第二の矢」

この両者の合計4 9兆円から国債費などの減

への制約はより大きくなったといえる。
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３−２．「第二の矢」と成長戦略、地方創生

−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

な人手不足経済の場合、たとえ公共事業で高

第二の矢の経済効果をみると、2012年度補

賃金を出しても、将来に向けて継続して能力

正予算の効果が大きく出た2013年度の実質政

を高められる雇用機会をあきらめて一時的に

府投資は10 3

もの大幅な伸びとなり、同年

公的需要に応えることになるため、その人に

度の実質 G P 成長率（2 1 ）への寄与度は

とっては、その間の機会費用（他の労働者に

05

もの効果があった。しかし、その後、

代替されてしまう）が大きくなるということ

14年度政府見込みでは、実質 G P 成長率予

にある。元の雇用に戻れず、貴重な人的資源

想が▲0 5 （名目1 7 ）の中にあって、実

の質の向上の機会を逃す（他の人たちはその

質政府投資は2 4

業界の知識、経験を身につけている）
。これ

の伸びに低下し、15年度

政府見通しでは、実質 G P は1 5

成長（名

は生産性上昇の阻害要因といえる。つまり、

目2 7 ）という中にあって、実質政府投資

一時しのぎの景気対策の仕事をつくることは、

の伸びは、補正を想定していない現段階で▲

長期の成長機会を失わせる。

15 0

の大幅マイナスであり、実質 G P 長

地方創生も、一時的な仕事を地方に配るの

率に大きなマイナス寄与をする姿となった。

であっては、同様に、地方経済を殺すことに

四半期ごとに推移をみると、政府投資は12

なる。政府投資は継続的、計画的、戦略的な

年度補正で大きく積み上げたため、その後３

ものであってこそ、初めて意味あるものにな

四半期にわたり、前期比年率で二桁の伸び

る。

（13年／１−３月期＋21 1 、13年／４−６
は＋13 4 、13年／７−９は＋23 6 ）で経

３−３．保守主義の立場と積極財政

済成長率を支えた。しかし、それが失速（13

政府投資について大事なのは、フローとし

年／10−12月期＋2 6 、14年／１−３は▲

ての額（マクロ的景気刺激効果）ではなく、

6 6 ）してから、G P 全体の伸びも大きく

その質、中身である。それによってストック

低下した。

効果（生産性を高める）が発生する。そのた

一般論として、日本経済そのものが成熟経
済に至っている。その中で「戦後レジーム」

めには「計画」が必要であるが、国土計画を
妨げてきたのが財政の単年度主義だった。

型の政策で無理に成長率を引き上げようとす

いわゆる新自由主義とは、人間不信の経済

ると、その反動でかえって成長しなくなる。

学でもある。
「ハ―ヴェイロードの前提」を

現局面の特殊状況に即して考えてみても、

頭から否定し、人間の英知を信じない。確か

日本経済は全体として完全雇用状態にある。

に、政府の民間への過剰な介入は排するべき

失業率は３％台前半まで低下しており、潜在

だが、次世代に向けた国家の方向性を明示す

成長率はゼロ

ることは、人間の英知の営みに属するもので

台である。現実の成長率は

ほぼそれに見合った数字であり、この面では、

あろう。これがないままでの「改革」は、円

普通の状態ともいえる。これを無理やりに高

滑な社会運営を阻害し、経済主体を覆う不確

めると、その後の反動も大きくなる。

実性を拡大させる。

「第二の矢」のもう一つの問題は、それが

新自由主義も社会主義もともに否定してき

一時しのぎの需要創出であると、現在のよう

たのが「次世代への投資」である。
「第二の
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矢」は、次世代への投資によって初めて効果

供給力が伸びていたのであれば、08年当時よ

を発揮する。これが保守主義の立場である。

りもより少ない需要（現実の G P）であっ
ては、需給ギャップが拡大して失業率が上

４．「第三の矢」の成長戦略

がっていたはずである。つまり、これは潜在
成長率がほとんどゼロだったことを示してい

４−１．成長戦略は成果を挙げているか。
現段階では、
「第三の矢」は奏功していな

る。
物価上昇率が大方の予想より早くプラスに

い。
2015年版世界銀行のビジネス環境ランキン

転じたのは、円安や政策の効果だけでなく、

グでは、日本は29位で、前年の27位から低下

成長の天井自体が低下しているからでもある。

した。先進国の中での順位も前年の15位から

歴代内閣が策定してきた成長戦略が成果を

19位に低下したが、
「2020年までに先進国３

あげていないことが潜在成長力の低下に示さ

位以内に入る」が成長戦略で掲げた目標だっ

れた。アベノミクスで発見されたのは、日本

た。2015年版でトップ３位以内にランクイン

の潜在成長率の低下だった。

したのは韓国であり、安倍政権が掲げる「日
本を世界でいちばんビジネスしやすい国にす

４−３．問題は需要不足ではなく供給力不足

る」とは逆の結果になっている。
日本の開業率と廃業率はいずれも５

日本経済の潜在成長率の低下、すなわち、
未

供給力不足の原因は、投資を怠ってきたこと

前後の英米に大きく水をあけら

にある。バブル崩壊後、民間企業では実物投

れている。新陳代謝無くして潜在成長率アッ

資も人的資源への投資もリストラで委縮して

プは困難である。

きた。

満と、10

「第三の矢」とは、正確には「民間投資を

供給力を高めるためには、単に外国人労働

喚起する成長戦略」であり、安倍政権は民間

者を増やす、女性や高齢世代の労働力化を進

投資を妨げる「岩盤規制に穴を開ける」とし

めるというだけではなく、また、単に設備投

て規制緩和を中心に「日本再興戦略」を策定

資をすればよいといった量的な課題ではなく、

しているが、国民経済計算速報が示している

質の高い労働力、ニーズに合った実物資本、

のは、実質 G P が消費税増税後、2015年10

将来にわたってニーズをつかみ続けるような

〜12月期にプラス成長を取り戻す中にあって

柔軟な研究開発能力こそが求められている。

も、民間設備投資はマイナス（季節調整済前

日本の民間企業がどこまで、この時代的な
要請に応えられるかが課題であるが、右肩上

期比で▲0 1 ）を脱していない姿だった。

がりの「戦後システム」から、不確実性と変
動性、多様性が拡大した経済へと移行してい

４−２．潜在成長率の低下
人々が「消費税ショック」を受けた2014年
７−９月期の実質 G P は、水準でみても08

る現在、
「成長戦略」は民間の設備投資に大
きな期待ができなくなっている。

年１−３月期に及ばないが、失業率は、当時
よりも低い。

すなわち、
「戦後システム」が前提として
いたような、右肩上がりで需要が持続的に拡

これは何を示しているか。もし、この間に

大する経済ではなくなり、現在のような成熟
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−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

経済のもとでは、設備投資は今日の需要には

て、国家にしかできない投資で未来の国家基

なるが、明日の供給力として有用とは限らな

盤づくりに専念すべきである。

い。21世紀の世界は変化が激しく、今年売れ
るものが来年売れるとは限らず、今期有用な

５．インフレターゲット政策

設備が来期も有用で効率的とは限らない。量

５−１．予想インフレ率上昇で問題解決するか

的、質的両面で不確実性が高く、無駄な投資

数十パーセントもの物価下落ではなく、▲

となり、過剰設備になりかねない。現在の経

０

済は複雑で多様性に富み、変化も激しく、市

消費や投資を停滞させる原因にはならない。

場も世界に広がっている。

消費者は必要なもの、欲するものを、物価が

経済成長を目指すなら、国家が国家しか担

台程度の物価下落であれば、それは、

下がるという理由で何年も買い控えすること

えない分野で、自ら国家主導のイニシアチブ

はない。買いたいものは買いたい時期に買う。

をとって未来への投資を推進する必要がある。

企業も、ビジネスチャンスがあるにも関わら

「戦後レジーム」を超えた新たな枠組みでの

ず、物価の下落で投資を先送りすれば、商機

成長戦略として、国家の役割を再認識すべき

を失うことになる。

である。

スパイラル的な価格下落が起こるのは金融
市場である。資産価格が下がれば売り急ぎ、

４−４．保守主義（自立型）の経済政策の理念
保守主義に立脚した経済政策とは、第一に、

買い控える、皆がそうするから、資産価格下
落予想は自己実現し、スパイラルとなる。大

政策に頼らない経済と、政策に頼らない人々

恐慌もリーマンショックも、1997〜98年の日

の姿勢をつくるための政策である。現状は円

本の金融危機も、こうした現象は金融市場で

安と低金利に頼った株高景気であり、これは

生じた。

自立型の景気パターンではない。第二に、国

実体経済での消費や投資の委縮は、物価下

家と民間とが明確に役割分担をして、国家は

落ではなく、将来に対する悲観的想定の蔓延

国家にしかできないこと、国家がやるべきこ

が主因である。
同様に、裏返せば、円安、株高は物価上昇

とに、国家主導で注力することである。それ
は次世代への「新しい国づくり」投資である。

期待によるものではなかった。2013年にマイ

現状の成長戦略や地方創生は、民間や地方

ンドが変化し、円安、株価上昇で高額消費が

の自立を表面では標榜しながらも、それを大

盛り上がり、資産効果によって消費が増える

義名分とした事実上の官の介入強化につなが

など、アベノミクスの効果が発現したように

る要素が強い（国家戦略特区、産業競争力会

見えたのは、物価上昇期待によるものではな

議など）。国は民間投資の障害は除去しても、

い。円安はコストプッシュを通じて、むしろ

民を手厚い促進策に頼らせるのではなく、国

景気にはマイナス要因になる。物価とは無関

家は国家としての仕事、民間は民間で自立、

係に株式市場、金融市場が盛り上がり、多く

という明白な区分をすべきである。

の投資家が資産を購入するだろうという金融

国家主導は民間経済に対しては慎み、次世

市場の自己実現の論理が働いた。円安も、多

代の「新しい国づくり」
（安倍総理）に向け

くのトレーダーが円売りに動くだろうという
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認識しており、２％のターゲットを掲げなが

予想によるものだった。

らも、それに達しなくても出口に向かい始め
たからである。目的は米国経済であり、失業

５−２．インフレ目標への固執の弊害
人々は物価予想がマイナスから＋２

に

なっても消費は増やさないだろう。消費の水

率が下がれば出口に向かうという判断ができ
た。

準は将来の所得の予想によって決まる。イン

日本が２％目標を最重視すると、現状のよ

フレ予想はかえって、将来の消費可能性が減

うに原油価格が大場に低下することによる物

少するというマインドになる。インフレ

価下落要因に不適切な向き合い方をすること

所得増加、という思考回路は、あまりみられ

になる。原油価格の低下は物価を低下させ、

るものではない。

インフレ期待も低下させる。これを防ぐため

日銀が目指す２％のインフレ率について、

にさらなる緩和政策を採ると、原油安でせっ

社会全体の安定的なコンセンサスができれば、

かく生じた交易条件改善効果を円安が潰して

確かに期待インフレ率は２％になる。しかし、

しまい、本末転倒の政策になる。

日本の場合、それは１％という説もある。

ちなみに、2003年〜07年の「実感なき景気

消費を増やす上で大事なのは、将来の不確

回復」においては、生産も雇用も実質 G P

実性の軽減である。インフレ期待が安定的に

も伸びていたが、資源高と円安による資源輸

２％よりも低い水準となっている場合、それ

入関係への支出増に可処分所得を奪われてい

を変えようとする政策は、安定的な予想を攪

た。

乱して不確実性を拡大する。それ自体が消費
や投資の抑制要因になりかねない。
欧米では現実の物価上昇率は２

５−３．予想インフレ率の操作可能性
よりも

予想インフレ率の引上げは、現実のインフ

高い状況が続いたため、２％の目標設定はあ

レ率がある程度の期間、２％を継続して初め

り得るが、日本では15年間も物価下落が続い

て実現することである。アベノミクスで円安

た。

にし、コストプッシュで無理やり２％のイン

米国 FR の物価目標は一つの参考指標と

フレ率を実現したところで、経済のマイナス

しての位置づけであり、大事な指標は雇用に

要因（コスト高）を組み込んでの２％インフ

置いている。ゆえに、物価が達成されなくて

レは、かえって消費者マインドを冷やし、

も雇用改善がみられるから出口戦略（テーパ

「景況感なき物価上昇」となって、経済停滞

リング）を志向し始めた。インフレ目標２％

を長引かせることになる。

は先進国の国際標準だが、各国とも期待イン

特定のインフレ率を達成する直接的な手段

フレ率を２％に上げることを最優先目標にし

はない。期待に働きかけることが可能なのは、

ているとは限らない。

中央銀行がコントロールする変数である金利

量的緩和政策の要諦は、経済がバブリーに
なったところで逃げ切り、うまく手じまいす

である。現在、日銀は名目長期金利を人為的
に下げることには成功している。

ることにある。米国ではこれが可能なのは、
FR がインフレ目標を目的ではなく手段と
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５−４．インフレ率よりも名目経済成長率目標
異次元緩和策について、浜田宏一氏などリ

−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

きくなる。50

の下げが１年続けば、日本

の名目 G P は年1 2 、金額で5 6兆円、押

フレ派の主張は、金融政策でまず、予想イン

し上げられるというのが内閣府の試算であり、

フレ率が上昇するということが出発点になっ

50

ている。その効果経路は、インフレ期待が

の押し上げ効果ということになる。ゆえに、

２％へと高まることを前提として発動される

27

との説明である。

長率という計算になる。政府の目標は３

で1 2
＋0 55

であれば、23 3

であれば0 55

で、15年 度 は3 25

の名目成

確かに、予想インフレ率が上がれば、実質

ゆえ、15年度はこれを達成して上回る。これ

金利の低下、株価の上昇、資産効果、設備投

はバブル崩壊直後の91年度以来の高い成長率

資の上昇、担保価値増大等々を通してマネー

である。

サプライが増大し、実際の物価上昇につなが
る。

原油価格半減の経済効果は６〜７兆円とさ
れ、この効果を発現させるために、これ以上

しかし、最大の問題は、予想インフレ率の
上昇は、原油価格の下落など政策ではいかん
ともしがたい外生的な要因によっても左右さ
れる不確実なものであるということである
（日銀は2015年度の物価上昇見通しを1 7

の過度の円安にしないことが、経済対策の要
諦になる。
６．円安の評価
６−１．円安と実質賃金

から１％に引き下げたが、それはそのまま原

マネーが経済に回って現実の物価上昇が将

油価格低下分だった）
。15年にわたりデフレ

来にわたって期待される状態にならなければ、

が継続した日本では、実際に物価上昇がある

人々の抱く予想は変化しないが、そのために

程度継続しなければ、予想インフレ率自体が

は名目賃金の上昇が力強く起こらねばならな

簡単には上昇しない。

い。

デフレ脱却の手段をインフレマインドの醸

しかし、そもそも実質賃金は、生産性上昇

成に求めているからこその物価目標であり、

率と労働分配率と交易条件によって決まって

そもそもデフレの何が問題なのかを考えれば、

おり、近年の日本の場合、生産性は上昇して

それは経済活動の委縮である。

も、交易条件の悪化がそれを相殺する形と

原油価格下落は実質成長率を押し上げる要

なって、実質賃金は上昇しなかった。

因であり、大事なのは名目成長率である。日

21世紀入り後、成長しているようにみえる

銀と政府がその目標を共有し合い、政策の整

時期でも回復感の乏しい景気だった元凶は、

合性を確保していくことがより重要である。

資源価格高騰による所得の海外漏出の継続

原油価格低下の日本経済への効果をみると、
政府経済見通しは、2015年度名目2 7

だった。

であ

円安は交易条件を悪化させるため、追加金

り、その前提は原油輸入価格69 3ドル／バレ

融緩和など、現状以上に円安をもたらす政策

ルであるが、14年度の94 5ドル／バレルを

は、賃金上昇を抑制してしまう。

26 7

下回る。50ドルを下回れば（50

油安）、政府の想定よりも下落率は23 3

の原

企業の内部留保を吐き出させて賃金アップ

大

に回せという主張があるが、企業の内部留保
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とは、利益から税金と配当を差し引いたもの

黒田日銀総裁は「ファンダメンタルズを反

であり、貸借対照表上は、負債の側に「利益

映した円安なら経済にプラス」とするが、日

剰余金」として積み立てられている。日本企

本の技術力などからみて、一人当たり韓国並

業全体では内部留保は2013年度末で328兆円、

みの経済になる円安がファンダメンタルズを

うち、資本金１億円以上の企業では、206兆

反映した円安といえるのか、議論の余地があ

円であり、これは、リーマンショック時の08

る。

年度末以降の５年間で34兆円増加したに過ぎ

基本的国力を反映しない為替レートに甘ん

ない。資産の部に長期有価証券（活発化した

じるのは、国家としてのプライド、長期的な

海外 M ＆ A など）や現預金・短期有価証券

国力涵養という意味でも、保守主義政権の採

が積み上がっているわけであるが、流動性の

るべき道ではないかも知れない。そもそも円

高い資産が大幅に積み上がっているわけでは

安は、日本国家が安価になることであり、海

必ずしもない。

外勢によって、美しい日本の国土、優れた企

「景気回復を全国津々浦々まで届ける」
（安

業を始め、日本国が次々と買収されることは、

倍総理）ためには、全般的な賃金上昇によっ

保守政治が目指す目的にも逆行する。円安を

て家計が広く潤うことが不可欠である。しか

奇貨として、海外の投資家や企業が日本の不

し、円安、低金利に依存した成長パターンは、

動産、知的所有権、水資源、企業、ノウハウ、

家計の購買力や利子収入の低下と裏腹であり、

人材など、価値ある資産を買収していけば、
、

「実感なき景気回復」になる。消費が伸びな

安倍政権が標榜する「つよい国、ニッポン」

い背景には、これによる家計から企業への所

とは逆方向の結果になりかねない。

得移転がある。

日本の国富（負債を除いた正味資産）は、
2012年度末で約3 000兆円であり、１ドル80
円であれば37 5兆ドルだが、１ドル120円で

６−２．円安のデメリット
円安は本質的には交易条件の悪化であり、

あれば25兆ドルにまで下がる。12 5兆ドルと

円安がファンダメンタルズ（経済の基礎的条

国富の３分の１を円安（アベノミクス）で

件）以上に進めば、経済にはメリットよりも

失った計算になる。この12 5兆ドルを世界で

デメリットのほうが大きい。円安はコスト

運用していれば得られたはずの利回り収入は

プッシュで大半の層にマイナスであるだけで

莫大なものになる。
2013年度の家計貯蓄率は、国民経済計算で

なく、日本経済全体に損害を与えている。
2012年 の 一 人 当 た り G P は 世 界 第15位

▲1 3％（マイナスの貯蓄率）にまで低下した。

だったが、１ドル80円を120円の現状に変え

高齢化により、日本はいよいよ貯蓄取り崩し

て試算すると、日本は世界第28位に転落し、

段階に入った。円の価値を高めることで世界

韓国にほぼ追いつかれる水準にまで落ち込む。

への運用機会を拡大することは、超高齢化社

1 600〜1 700兆円の個人金融資産は20兆ドル

会を乗り切る基本的な国力として必要なこと

から13兆ドルに激減した。日本経済はフロー

である。

でもストックでも４割縮小し、国富の４割が
失われた。

アベノミクスは円安による株価上昇の資産
効果で2013年の前半は消費を盛り上げるなど、
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効果を発揮したが、そこで効果はいったん止
まった。短期的な景気効果を狙う刹那的な政
策から、中長期的な力強い成長軌道に乗せる

−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

７．金融市場の混乱と破綻リスクの管理
７−１．国債市場の混乱
日銀が莫大な国債購入により、力づくで超

政策へのバージョンアップが必要ではないか。
その際、日本経済の実力を低下させる円安は

低金利を演出している。結果として、国債は

食い止めるべきである。海外資産で有利な

金利が低すぎて投資対象にならない、いつか

ポートフォリオを組むためにも、円高のほう

は限界が来るとの市場の不安が台頭している。

が有利である。

長期金利が乱高下する事態もみられる。
国債市場の機能が劣化すれば、異次元緩和
策自体の効果が低下する。金利の乱高下で、

６−３．円高がもたらす国益
国内で生産して輸出することだけが日本経

国債を市場で買って日銀に売ってくれる投資

済の道ではなくなった（円安が国益の時代で

家が減少することになる。国債売買が円滑に

はなくなった）
。それも「戦後レジーム」の

なされず、日銀の思惑通りに金利を動かせな

経済運営だったのであり、安倍政権が真に戦

い事態になる。

後レジームから脱却した強い新しい国づくり

アベノミクスの異次元緩和で「ブタ積み」

を目指しているのであれば、第一に、
「戦略

という現象だけは起こったが、銀行の側から

的投資国家」
（所得収支で黒字を出す成熟債

すると、保有の国債を日銀に売却して、それ

権国）という投資国家の道と、第二に、日本

が日銀当座預金に入れ替わるというポート

経済の繁栄基盤を日本列島から広大なアジア

フォリオの変化が起こっていることになる。

太平洋地域へと拡大する新たな経済秩序の樹

日銀当座預金は金利はわずか0 1

立こそを目指すべきである。その基本となる

銀行としては、それが、国債を保有し続ける

のも、ある程度の円高である。

ことよりも有利でない限り、日銀による国債

円高は生産拠点を海外に移転させる効果が

であり、

購入には応じないはずである。応じていると

あるが、それはポジティブに捉えるべきもの

いうことは、0 1

のほかに、日銀に国債を

である。成長する海外市場に近い位置で生産

転売することによって得られる利益が大きい

活動を行うメリットは大きい。大事なのは

からだということになる。
すなわち、国債を保有し続けることによっ

「儲け」である。日本国内は広大なアジア太
平洋プラットホームにおいてバリュー創造の

て得られる利回りよりも、0 1

センター機能を担う方向を目指すべきであろ

債を売却することによって得られる利益
（α）

う。

が大きいということであり、このαとは具体

既に日本は、フローで豊かさを追求する時

＋日銀に国

的に何なのかということになる。

代から、ストックの活用で豊かさを実現する

実際に起こっていることは、日銀に持ち込

時代に入った。その際、日本の資産価値を低

むために業者（証券会社や信託銀行の自己売

下させる円安は、上記のような新たな国益に

買部門など）が、銀行から値段に関わらず国

反する。

債を買っているということである。日銀は値
段に関わらず、金額を先に決め、一か月の購
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入量を公言している。市場関係者は、
「日銀

らみて、日銀の国債購入を現在のペースより

は金利が上昇に転じて損を出す直前に最も国

拡大することは難しい。2012年より、名目

債を抱えることになることを分かった上で、

G P 成長率が長期金利を上回る局面に入っ

このような無謀な政策を遂行している」と認

たが、この状態は1980年代後半〜90年代当初

識している。

のバブル期以来の現象である。その後は基本
的に逆が続いてきた。この状況を支える日銀
の総資産は、現状で G P の約６割に達する。

７−２．金融の機能不全
銀行の不良債権の処理は終わっているため、

現状の継続はバブルにつながる恐れが大きい。

日本の金融機関にとって低金利は必要ない。

バブルは必ず崩壊し、その後、10年にわたっ

むしろ、長短金利の利ザヤが薄くなり、融資

て経済を停滞させる。いつまでも異次元緩和

の収益性が低下し、これが銀行による信用創

は続けられるものではない。

造（マネーサプライの増大）の抑制要因にも
なっている。

まずは、これ以上、マネタリーベースの増
加ペースを拡大させずに、現状ペースを維持

金融機関の側からは、現在の超緩和政策は

しつつ、量的には少しずつスローダウンさせ、

日本の金融機関を破産に追い込み、外資系に

それが市場の思惑を呼ばないよう、異次元緩

買収させるものだとの声すら出ている。国内

和の手法にさまざまな工夫を凝らすべきであ

のインフラ開発などよりも外債投資に向かわ

る。

せ、外債の高値つかみを日本の金融機関にさ
せる「売国奴政策」であるとの見方すらある。

７−４．銀行の融資姿勢

確かに、ここまで長期金利が低いと、銀行

アベノミクス以前の問題として銀行の融資

の利ザヤがあまりに薄く、銀行の収益にはマ

姿勢が市中マネー増大の壁になっているとい

イナスというのが異次元緩和策である。

う問題がある。日本経済の「負け」の真因は、

いまや日本の機関投資家は、足元の短期金

金融機関を含め、日本の民間大企業組織が全

利は２％程度、10年金利は４％程度で推移し

体としてサラリーマン的な責任回避体質のも

て欲しいと考えている。現在の、足元金利ゼ

とで、リスクテイクに係る自立的な判断を回

ロ、10年金利0 4％では、金融機関に死を宣

避しようとする傾向が強いことにある。この

告しているようなものかも知れない。金融緩

ことが、国（官僚）のパターナリズム（父性

和で借りやすくなる投機ファンドだけが利益

主義）とも相まって形成された、他者依存型

を得る政策だということになりかねない。

の「戦後レジーム」ともいえる。保守主義の
政策の要諦の一つは、経済主体の行動を自立
型へと転換することにある。

７−３．出口の模索
但し、先進各国がそろって金融緩和をする

日銀が異次元緩和で自らの負債（マネタ

中で（米国も「テーパリング」としながらも

リーベース）を拡大しても、肝心の銀行がそ

緩和を継続）
、異次元緩和を停止するわけに

れを信用創造に回さずに日銀当座預金に積ん

はいかない。急激な円高は避けるべきだろう。

でいるだけでは、マネーは増えない。追加緩

しかし、年間の国債発行総額約150兆円か

和でこれを上積みするよりも前に、こりまで
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積み上げたマネタリーベースのもとでマネー

−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

てはどうか。
各国で採られている量的緩和、すなわち、

サプライを増大させ、緩和効果を浸透させる
ことが先決であろう。

SAP（ arge Scale Asset Purchases）にお

この銀行の壁を打ち破る上で、赤字企業へ

い て も、 米 国 FR

は QE １ 〜 ３ の 中 で、

の融資が自動的に要注意債権に分類されてし

M S（住宅ローン担保証券）や政府支援企

まう（銀行は引当金を積むという負担を負う

業（GSEs: ファニーメイやフレディマック

結果になる）金融庁の検査マニュアルを改訂

など）が発行するエージェンシー債を大量購

し、表面上は赤字であっても、事業性、収益

入している。後者は、事実上、政府が保証し

性が十分に見込めると判断される融資につい

ているとみなされている。

ては正常債権とできるようにすべきである。
中小零細企業や新規ビジネスの勃興を妨げて

７−６．日銀保有国債の減価と当座預金の金利

きたのは、こうした銀行の壁によるところが

日銀の政策スタンスの変更として受け止め

大きい。

られるような事態（量的緩和のこれ以上の拡

金融庁が設定した基準に依存し、専ら担保

大はしない等）が少しでも生じれば、市場の

価値（不動産鑑定士）に判断を委ね（責任回

思惑による国債価格の暴落が避けられない可

避になる）
、銀行の本来の使命である融資判

能性がある。

断を自ら放棄してきたことが、本来は赤字企

その際、前述のように、実勢よりも高値で

業を育てることで涵養される銀行員の資質も

国債を買っている日銀は大きな含み損を抱え

劣化させてきた。

ることになるが、実際には、日銀の会計では、

金融庁など政府の規制をエクスキューズし

国債は取得原価で計上することになっており、

てきた銀行の融資姿勢を改革することは、マ

洗い替えの必要もない。国債を満期保有して

ネーサプライの増大のみならず、自らの自立

いれば、日銀には何ら損失は発生しないこと

判断によるリスクテイクを怠ってきた日本の

になる。
但し、日銀の財務上は、資産である国債金

大企業組織全体の弊を改める突破口にもなる

利が負債である当座預金の付利を上回ってい

であろう。

ないことが、日銀に損失が発生しない条件で
ある。

７−５．日銀の購入資産
金融機関の保有国債を市場で大量購入する

この際、日銀当座預金への付利をやめて、

手法が限界に直面していることが、アベノミ

貸し出しに回りやすくすることを考えてもよ

クスの問題を大きくする。金融緩和政策の手

いのであろう。EC など欧州では、中央銀

法を、「量から質へ」の観点から工夫する余

行がマイナス金利を付す事例もある。

地がある。
その一つの方策として、現状のように、

７−７．日銀による国債直接引受け

（ETF のような一部の例外を除き）国債一

日銀が国債を直接引き受けることについて

辺倒となっている日銀の購入資産について、

は、財政ファイナンスへの懸念から長期金利

リスク性資産まで含めて、購入対象を拡大し

が急上昇するリスクがあるとされてきたが、
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マーケットは本当にそのような反応をするだ

債の売買金額に占める外人の比率が高いこと

ろうか。

が挙げられてきた。しかし、実際には、
（短

現状でも、2014年10月の追加緩和で、毎月

期債を除く）国債の売買金額に占める外人の

発行される長期国債のほとんどが日銀に吸収

比率は低下している。金額自体は過去最高だ

されていくことになった。これは限りなく財

が、数年前に８％程度だったのが、昨年末で

政赤字ファイナンスに近く、実質的にはすで

は５％弱になっている。国債発行残高が増え

に日銀による直接引受が行われているに近い。

ているからである。

それが野放図な財政ファイナンスではない

国債の投げ売りが起こる心配は実際にはほ

ということの証（あかし）は、日銀があくま

とんどないというのが、マーケット関係者の

で市場を通じて国債を購入していることにあ

見方である。国債は地方の機関投資家にとっ

る。そうであれば、金融機関からの力づくで

ても大切な運用先であり、しかも担保価値が

の国債購入で市場に混乱をもたらすのではな

高い。

く、日銀も他の金融機関と同じ立場で国債発

そもそも対外純資産が約325兆円（2013年

行時点での入札に参加し、発行市場で国債を

末）と、世界で群を抜いて一位を20年以上継

購入してはどうか。

続してきた日本には、海外の金融市場に莫大

もはや、タブーは実質的には破られている。

な「貯金」があり、最終的にはこれがバッ

確かに、日銀は、既存の国債保有者（銀行

ファーになる。破局的な大規模災害の事態を

や年金など）が抱えていた膨大な国債保有リ

除けば、デフォルトという意味での財政破綻

スクを一括して肩代わりし、リスクシェアを

は生じない。

することで、金利のパニック的な急上昇を防

むしろ懸念されるのは、中央銀行のスタン

いできた。しかし、今やそれが市場実勢から

スである。消費増税の延期で日本国債の格付

乖離した購入となっている以上、日銀自らが

けが下がったが、信用の下がった国債の購入

発行市場に参画することが妥当であろう。

に日銀が慎重姿勢を示すことになると、異次

今後、出口戦略の中で、量的緩和の縮小が

元緩和が終局するとの思惑で、市場で投げ売

長期金利の急騰をもたらす事態になるのであ

りという事態になりかねない。政権と日銀総

れば、その時こそ国家緊急事態として、日銀

裁との間でよく調整する必要がある。問題は

による国債買い支えが必要になるのであり、

むしろ、国債購入に過度に依存した量的緩和

国債直接引受そのものをあらかじめ排除すべ

の手法の方にある。

きではない。
８−２．異次元緩和の出口と財政再建の道筋
８．日本の財政の持続可能性

デフォルトという意味での財政破綻は生じ
ないとしても、国債投げ売りが起こらないと

８−１．財政破綻懸念と国債暴落
消費増税の先送りなど、財政の持続可能性

いえるのは、異次元緩和策が現状のペースで

に懸念が生じる材料が出ると国債の投げ売り

続いていることが前提である。しかし、そう

が起こり、長期金利が上昇するリスクが高い

した日銀オペレーション自体が持続可能では

とする財務省などの警告の根拠の一つに、国

ない。
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−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

アベノミクスによって日本経済が異次元緩

こうした「流動性の蒸発」現象は、1987年

和を「手じまい」できるだけの成長が実現し

の日本国債の「タテホショック」の際にもみ

たとしても、前述のように潜在成長率自体が

られた。当時、長期金利が真空地帯を抜ける

低下した以上、経済成長で財政赤字を解決す

ように、半年足らずの間に２％台から６％台

るとのシナリオも、当面は成り立たなくなっ

へと急騰したことを忘れてはならない。

た。
従って、異次元緩和を「手じまい」する前

８−３．プライマリーバランス達成目標

に、日本の財政再建の道筋を描いておく必要
がある。

政府は2020年度に、国と地方の財政のプラ
イマリーバランス（基礎的財政収支）を達成

しかし、現状ではそれは描かれていない。

するという目標を掲げてきた。しかし、
［表］

描かれていない限り、
「この道しかない」と

が示すように、最近の政府の中長期試算でも、

するアベノミクスは「破綻への道」になりか

2017年度に予定通り消費税率を10％まで上げ、

ねない。その際の破綻とは、金利の上昇で日

そして、経済再生ケースで今後の名目成長率

本国債の大半を保有する日本の金融機関の資

を3 5％前後、実質成長率２％台前半という

産が毀損し、それが金融の機能不全を招くこ

相当な楽観的想定を置いてみたところで、

とが、実体経済に重大な悪影響を与える「経

2020年度の国と地方のプライマリーバランス

済破綻」である。

は▲9 4兆円もの赤字である。ベースライン

特に避けるべきなのは金利が数％も急上昇

ケースは、名目成長率１％台半ば、実質成長

する事態であり、その場合、2015年度末に

率は１％弱と、手堅い想定であるが、その場

800兆円を超える見込みである普通国債（国

合、2020年度のプライマリーバランスは▲

の一般会計が元本利子の償還負担をする赤字

16 4兆円もの赤字となる。

国債、建設国債、及びそれらの借換債）の発

経済再生、デフレ脱却でできることは、両

行残高を抱える財政の側でも、利払い費が急

ケースの差の約７兆円を埋めるにとどまるわ

増する。現行ゼロ％台の異常に低い長期金利

けである。これは、3 5％超へと名目成長率

下でも2015年度予算には10 1兆円の利払い費

を高めることで実現できる税収の上振れ分に

が計上されており、金利上昇でこれが２倍、

相当する。

３倍の規模で膨らむことになる。これによっ

そもそも、成熟経済どころか人口減少局面

て必要になる国債の追加発行が、さらに金利

に入った日本経済にとって、名目成長率3 5％

を上昇させる悪循環に陥る可能性もある。こ

前後の成長が一貫して継続すると考えること

こにアベノミクスの副作用として、異次元緩

自体、空想的ともいえる。ユートピアを描い

和策で国債の市場流通量が日銀に吸い込まれ

て国民に夢を振り撒き、それに向けて努力す

て枯渇していくという問題が加わる。市場の

る姿勢は、政治の一つのあり方かも知れない。

厚みが低下していると、何らかの原因で大量

しかし、百歩譲って、それが本当に実現する

の売買ニーズが発生した時に市場は大混乱に

としても、経済成長による税収増で財政を改

陥る。売りたくても売れず、買いたくても買

善できる限度は、経済再生ケースとベースラ

えず、となり、価格が急激に変動する。

インの差分の約７兆円に過ぎないということ
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［図］中長期の経済財政に関する試算（平成27年2月12日

経済財政諮問会議提出）より抜粋

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 平成32 平成33 平成34 平成35

年度

経済再生ケース
実質 G P 成長率

％

21

▲0 5

15

21

08

26

21

22

22

23

23

名目 G P 成長率

％

18

17

27

33

31

39

35

36

36

37

37

消費者物価上昇率

％

09

32

14

18

33

20

20

20

20

20

20

07

04

12

18

23

30

35

40

43

45

46

兆円 ▲27 8 ▲25 4 ▲16 4 ▲15 4 ▲15 1 ▲12 0 ▲10 7

▲9 4

▲7 2

▲6 3

▲4 9

▲1 6

▲1 2

▲1 0

▲0 7

名目長期金利

％

基礎的財政収支 国＋地方

（対名目 G P 比）％
公債等残高

兆円

（対名目 G P 比）％

▲5 7

▲5 2

▲3 3

▲3 0

▲2 8

▲2 1

▲1 8

926 6

959 6

985 2 1009 3 1034 6 1059 2 1085 9 1115 0 1146 4 1181 0 1218 8

191 8

195 3

195 1

193 6

192 5

189 6

187 7

186 0

184 6

183 4

182 6

ベースラインケース
実質 G P 成長率

％

21

▲0 5

15

13

00

13

08

09

09

09

09

名目 G P 成長率

％

18

17

27

16

14

18

13

14

14

14

14

消費者物価上昇率

％

09

32

14

11

25

12

12

12

12

12

12

07

04

12

15

17

20

22

23

25

25

27

名目長期金利

％

基礎的財政収支 国＋地方

兆円 ▲27 8 ▲25 4 ▲16 4 ▲16 0 ▲16 8 ▲15 7 ▲16 0 ▲16 4 ▲16 7 ▲17 6 ▲18 4

（対名目 G P 比）％
公債等残高

兆円

（対名目 G P 比）％

▲5 7

▲5 2

▲3 3

▲3 1

926 6

959 6

985 2 1009 9 1036 2 1062 7 1091 4 1122 4 1155 8 1192 2 1231 8

191 8

195 3

195 1

196 8

▲3 2
199 1

▲3 0
200 6

▲3 0
203 5

▲3 0
206 4

▲3 0
209 6

▲3 2
213 2

▲3 3
217 2

会保障費しかない。相当な政治的困難を伴う

が肝心なのである。
問題は、経済の先行きについて最大限の理

が、医療や介護などで抜本的な自己負担増を

想である楽観ケースでも、9 4兆円ものギャッ

国民が受け容れれば、社会保障の自然増を４

プがあり、これは歳出削減か増税かで埋め合

〜５兆円程度、抑制できる可能性はある。し

わせる以外に選択肢はないということにある。

かし、それでも目標には届かない。

異次元緩和は永続できない。その出口が意

安倍政権は、消費増税は５年に一度が限度

識され始めた頃に、金利急騰の大混乱を招か

であり、10％より先は考えないとしているが、

ないためには、相当な説得力ある財政健全化

そこまで踏み込んだ消費税率引上げを想定し

の道筋が描かれなければならない。政府は

なければ、異次元緩和の手じまいが金利急騰

2015年夏までに具体的な計画を提示するとし

をもたらすリスクを十分に軽減できるまでに

たが、その中身が具体的であればあるほど、

財政健全化の道筋が描かれたことにはならな

政治的な困難は大きくなる。年金の大幅削減

いだろう。

か、10％を上回る水準までの消費税率引上げ
を書き込むなど、税の自然増収には頼れない

８−４．公債等残高対 GDP 比率の引下げ

部分について、どこまで具体策に踏み込んだ
絵を描くかが問われる。

理論的には、プライマリーバランスよりも
国民経済にとってより意味がある指標は、政

現実に大幅な歳出削減効果がある費目は社

府債務残高の対名目 GGP 比が拡大的発散を
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止めて一定値に収束し、できれば安定的に低

−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

８−５．財政の長期的な要対応規模

下していくことである。政権として逃げ道が

2024年度以降までは時間があり、そこまで

あるとすれば、これを目標として前面に打ち

考える必要はないという発想が、必ずしも成

出すことかもしれない。安倍総理もこの指標

り立たないことを示したのが、2014年春に、

を重視するようになっている。経済が成長す

政府の財政制度等審議会に提出された2060年

ることによって分母の名目 G P が大きく増

度までを推計期間とする長期推計である。そ

えていけば、この比率は低下していく。まさ

こでは、今後、日本経済が何十年にもわたっ

に、「上げ潮」派の発想である。

て名目成長率３％を続けるという、これも理

［表］における「公債等残高の対名目 G P

想的な想定を置いた上でも、そして、2020年

比」をみると、確かに、政府は、経済再生

度にプライマリーバランス目標が達成された

ケースにあっては、この比率が2014年度を

としても、その直後の数年間で46兆円もの収

ピークとして、その後はほぼ横ばいの中で若

支改善を行うことで初めて、一般政府の債務

干低下する姿を描いている。ベースライン

残高の対 G P 比率が一定水準に収束する可

ケースの場合、それが次第に拡大する姿に

能性が出てくるということが示された。46兆

なっているから、もし2020年度にプライマ

円を消費税率に換算すると、15％程度に相当

リーバランス目標が達成されなくても、経済

する（2014年通常国会衆院内閣委員会におけ

が成長すれば、公債等の対 G P 比率が低下

る甘利経済再生大臣答弁）
。

して財政は持続可能になる、アベノミクス成

以上から計算すると、アベノミクスが成功

功の結果である、と政権が誇示することは十

して経済が理想的な成長を一貫して継続する

分に考えられるところだろう。

よ う に な っ た と し て も、 公 債 等 残 高 の 対

しかし、ここには大きなまやかしがある。

G P 比率の安定を専ら消費税増税によって

［表］にある通り、政府の本試算の推計期間

実現するためには、東京五輪の年の2020年度

は2020年度までとなっている。日本の財政の

におけるプライマリーバランスとのギャップ

大問題は、その先にあるが、日本政府はこれ

9 4兆円が消費税率３％分だとすれば、その

まで、2024年度以降の推計を公表したことが

後の2020年代の数年間で消費税率をさらに

ないのである。

15％アップして、10＋３＋15、つまり、現在

2024年は、団塊の世代が全員、75歳以上の

から10年後の2025年度頃には28％程度の消費

後期高齢者世代入りを完了する年に当たる。

税率になっていなければならないことになる

それまでは年金給付が膨らんできた社会保障

（公表された数字から単純計算した数値）
。

給付は、その頃から、今度は医療と介護を中

もちろん、財政の改善努力のすべてを消費

心に急膨張していく。現状では恐らく、その

税の増税に頼るわけにはいかない。消費税率

頃以降に公債等の対名目 G P 比率が安定的

を10％台に抑えるために、消費税率10％相当

に低下する姿は、描かれ得ないはずである。

分の歳出削減をする選択肢は当然ある。ただ、

ゆえに政府も、そこまでの推計はあえて避け

それは社会保障に強烈なインパクトを与える

ていると考えられる。

ことになる。社会保障給付の削減とは裏返せ
ば、年金の削減か医療や介護の自己負担の増
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加であり、それも国民負担の大幅な増大にほ

の必要性の観点からみると、弊害が大きい。

かならない。

③異次元緩和策は持続可能ではなく、いずれ

そうであるがゆえに、筆者は、その大半を

来たる出口までの間に財政健全化の道筋を描

高齢世代が保有する日本の巨額な個人金融資

かなければ、日本経済が大混乱に陥るリスク

産が個々人の選択の結果として社会保障分野

が増大している。④第二の矢、機動的な財政

へと回ってくよう、
「コストからバリューへ」

政策は、財政健全化の要請の下では効果は小

を基本とする社会システム再設計を提案する

さく、経済成長の阻害要因にもなりかねない。

ものであるが、それでも、消費税率が10％で

⑤第三の矢、民間投資を喚起する成長戦略は、

済むようになると考えるのは非現実的であろ

専ら民間投資の促進に新たな経済成長の実現

う。

を期待する政策には限界がある。

（注）以上に示した政府試算については、税

これらの問題を是正し、限界を突破するこ

収弾性値の想定が低すぎるとして、高橋洋

とで、これまで経済の実体面を改善させる効

一氏のように税収弾性値を４程度とする見

果が必ずしも十分でなかったアベノミクスを

方があり、それによれば税収の増え方が大

真に成功させるためには、①については、マ

きく高まるため、財政は政府試算より大き

ネーサプライ増大の壁となっている銀行を通

く改善することになる。しかし、この弾性

さずに市中マネーを増大させる新たな方式を

値は推計期間の取り方によって大きく異

金融政策に導入する必要がある。②について

なってくる。景気回復の初期局面などでは

は、これ以上の追加緩和策で過度な円安をも

企業の累積欠損が急速に消えるため、急激

たらすことは極力、慎むべきである。③につ

に税収が増えるが、その後は長期トレンド

いては、異次元緩和策の終了はソフトラン

の弾性値にならざるを得ない。景気による

ディングを目指し、政府は消費税率10％超へ

変動が最も大きい法人税収は累進課税では

の引上げも含めた具体的な財政再建計画を策

なく、長期的にみれば、税収は経済規模と

定して、コミットすべきである。④について

ほぼ比例的に増大するとみるべきである。

は、政府投資は長期計画の下に、段階的、継

現実の弾性値が、政府想定が想定する1 1

続的、戦略的に行うべきである。⑤について

〜1 2を大きく上回るとは考えにくい。

は、国は国にしかできない国家基盤の強化に

まとめ

専念し、日本の将来像を示して次世代に向け

アベノミクス修正提案

た投資を推進すべきである。

以上、本稿が試みたアベノミクスの評価を

これらを踏まえ、アベノミクスを一部修正

まとめると、①第一の矢、異次元の金融緩和

するべく、次の「日銀基金構想」を提案した

策については、予想インフレ率２％への引上

い。

げも、それに必要なマネーサプライの増大も、

（a）日銀購入資産が国債に偏っていること

金融機関から大量に国債を購入してマネタ

が金融市場の混乱と機能不全をもたらし、

リーベースを拡大する現行方式では限界があ

出口における長期金利上昇リスクをも高め

る。②これ以上の円安は超高齢化社会が進展

ている現状を是正するとともに、銀行を通

する日本にとって必要な長期的な経済力増強

さずに実体経済に直接、マネーを供給する
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−ニューマネーを創出する新規スキームの提案−

ことでマネーサプライ増大に実効をあげる

資によって初めて採算性が見込める分野で

ために、日銀に基金を設置して、金融緩和

ある。長期にわたって国家が目指す方向が

政策に新しい手法を導入する。

明確化することは、民間投資を方向付け、
これを喚起することになる。

（b）日銀は前述の米国 Fed の事例（政府支
援企業発行のエージェンシー債を大量購

（f）政府の計画に基づき指定された各分野に

入）にならって、本基金の運用として政府

おいて行われる長期投資については、その

保証債を購入する。

担い手は法人（主として独立行政法人や政

（c）政府は30年後の2045年頃の次世代におけ

府出資企業などの政府系法人が想定され

る日本の将来像を構想し、その構築に向け

る）とし、その財源は財政（税や国債）に

て国家のみが担い得る超長期の「未来への

依存せず、投資の実現に政府の関与による

投資」分野を特定する「次世代国家基盤構

財源調達が不可欠と判断される部分につい

築計画」
（仮称）を策定する。

て、法人は債券を発行し、これに政府保証

（d）その対象分野としては、例えば次が想

を付けることを基本とする。この政府保証

定される。①世界を先導する新エネルギー

債は30年程度の超長期債券を中心に据える。

体系の構築（技術開発、実用化、普及促

（g）政府が政府保証の対象を審査し、予算

進）
、②人口減少、超高齢化に対応すべく

とともに国会の議決対象とすることで規律

人体機能を代替する高度知的ロボット技術

を確保する。

の開発、普及（介護ロボット3 000万台、

（h）この政府保証債は金融市場での発行の

人工知能、一人当たり生産性の向上など）
、

形を採るとしても、主として日銀基金が購

③食料安全保障の強化と「食」の価値創出

入する。現状では、日銀の資産購入は国債

国家の実現に向けた全国里山計画による新

に過度に偏重しているが、政府保証債が新

たな列島改造地域創成計画の推進、④交通

たに日銀のポートフォリオに加わることに

や情報のネットワーク機能の基礎インフラ

なる。

の整備・高度化による列島強靭化及び道州

（i）これを購入する日銀側からみれば、国債

制分権国家基盤強化の推進（交通について

と同様の信用度の高い資産を保有すること

は高規格幹線道路網の完成やリニアモー

になり、日銀が政府保証債を購入したこと

ターカー、新交通システムなど）
、⑤地下

による負債側でのマネタリーベースの拡大

共同溝（電柱地中化）による都市基盤整備、

は、民間金融機関という壁を通すことなく、

⑥防災インフラの整備とインフラ老朽化へ

実体経済に直接、ニューマネーを供給する

の対応、⑦シニアリビングタウンなど共同

ことになる。

体形成の基盤整備、⑧宇宙開発、海洋開発、

（ ）他方で、財政の側では、2020年度プライ

⑨先進医療・創薬・バイオ等の研究開発の

マリーバランスの達成と、公債等／ G P

基盤構築等々。

比率の収束との財政再建目標を堅持し、そ

（e）これらはいずれも、民間では担えず、国

のために必要な国民負担の増大（社会保障

家が主導すべき性格の投資分野であり、国

費の抑制と消費税率引上げ）を実現する。

家のみが展望し得る超長期の時間軸での投

（k）
「次世代国家基盤構築計画」に基づく
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