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「マイナス金利の導入」 
  
  貸出金利は、名目経済成長率と一致しなければならない 
 
 
はじめに 
 
「不景気」と言われてから随分時間が経ちますが、未だに日本経済は本格的な回復に向か

う兆しを見せていません。一体いつになったら景気は回復するのでしょうか。 
 そもそも、なぜ景気が悪くなったのでしょうか。 
「バブルがはじけたから景気が悪くなった」 

ということを聞きますが、なぜバブルがはじけると景気が悪くなるのでしょうか。 
 また、不良債権にしても、なかなか処理が完了しません。銀行がいくら処理しても、次々

と新たな不良債権が発生してしまうためです。何故不良債権は増加を続けるのでしょうか。 
  
 従来の経済理論では、これらの状況に対する明確な説明はできません。日本の経済状況

に適した理論が存在しないためです。理由は簡単です。従来の経済理論は考察が不十分で

あり、理論に欠陥が内在しているためです。ですから、全ての経済現象を的確に説明する

ことができないのです。 
 
 その たるものが「金利」です。金利に対する明確な定義が無いのです。 
「金利はプラスである」ということが、経済理論の大前提になっていますが、なぜ金利は

プラスでなければならないのでしょうか。そもそも金利はどのように決定されるべきもの

なのでしょうか。このような重要な点について、十分に検討されていないのです。 
 
 本書では、貨幣の本質的な意味から考察を進めることにより、金利を明確に定義してい

ます。そうすると、金利はプラスにもマイナスにもなり得ることがわかります。そして、

現在の日本経済を回復させる政策は「マイナス金利の導入」以外にありえないことが、容

易に理解できるのです。 
 
 本書を通じ、金利の本質を理解することにより、現代の日本経済に起っている問題点の

本質を理解していただきたいと思います。そして、対策としては「マイナス金利の導入」

以外にありえないことを認識して頂きたいのです。そうすれば、現実の政策として「マイ

ナス金利」が実現する可能性が高くなります。実現すれば日本経済は回復に向かうのです。 
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お金とは何か 
 
 経済・金融理論を見直すためには、お金に対する考察から始めなければなりません。お

金とは何なのでしょうか。 
 本書ではお金のことを「貨幣」と呼ぶことにします。硬貨も紙幣も全て「貨幣」としま

す。 
 貨幣の重要な役割は価値の交換機能です。物やサービスを購入する際に、対価として支

払うのです。支払われた貨幣は、受け手の貨幣となります。このように、貨幣は物・サー

ビスの購入者から、提供者に対して、その価値の分だけ支払われることになります。です

から、貨幣には交換された価値の大きさと方向を示す機能があるのです。貨幣の保有によ

り方向を示し、金額で大きさを表しているのです。 
では、交換後の貨幣はどうなるのでしょうか。貨幣の価値は物・サービスとの交換が行

われた時点で、初めて確定します。経済取引以前には、貨幣の価値は確定しません。です

から、交換後の貨幣の価値も、次の経済取引が行われるまで確定しないのです。 
 
「経済取引に使われていない貨幣は、金額を持ち得ない」 
 

ということです。経済取引が行われた時点で、貨幣はその取引額の分だけの価値を保有

することになるのです。 
以上の考察から、価値の交換機能と保存機能を両立させるためには、 
 

「貨幣の価値を経済取引時にのみ発生させる」 
 

というルールを制定する必要があります。取引がない時には、貨幣の価値を無くしてし

まうのです。 
従来の経済理論では、貨幣にはその金額分の価値があることになっています。貨幣所持

者が、金額に応じた価値を保有しているのです。しかし、もし貨幣受領後に社会混乱等が

生じ、経済取引が一切成立しないとしたらどうでしょうか。貨幣と交換できるものは何も

ないわけですから、貨幣には何の価値もないことになります。 
もし社会が安定し、貨幣で何かが購入できるならば、その購入が実現した瞬間に、その

購入した物と同等の価値を、貨幣は取り戻すことができるのです。 
 

以上の考察から「貨幣そのものに価値がある」という従来の経済理論には欠陥が内在し

ていることが分かります。貨幣の価値は持続しないのです。貨幣は経済取引が成立した瞬

間に、その交換される物と同等の価値を保有することになるのです。経済取引が終了すれ

ば、貨幣の価値は消滅します。この貨幣が次の経済取引に使われる時、再び貨幣は価値を

取り戻します。これが貨幣の本質的な意味なのです。ですから、貨幣の保有は、 
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「以前に経済取引を行い、貨幣の金額に相当するだけの価値を社会に提供した」 
 

という記録としての役割を果たしていることになります。 
しかし、このように説明すると、 
 

「それじゃ何のために働いているのか分からん。給料をもらった瞬間にそれが消えてしま

うなんて現実とかけ離れているのではないか。」 
 
 と反発する人がいるかもしれません。 
 ここではあくまで貨幣の本質的な意味を説明しているのです。給料はあくまで残ってい

るのです。ただ、価値が実現していないだけです。価値が実現するのは、その給料を使っ

て何かを購入したときです。その給料が何かの価値と交換されるとき、初めて給料の価値

は実現するのです。よろしいでしょうか。 
 
 
金利とは 
 
 貨幣は、経済取引の発生と共に価値を保有するものだと説明しました。次に、この価値

の変化を表現する方法が必要になります。 
 100 円として経済取引に使用された貨幣が、次の取引で 110 円として使用される場合、

この貨幣の価値は 10％ほど増えたことになります。この貨幣の価値の変化率を「金利」と

呼びます。 
例えば、労働力の対価として給料を口座振込みで受領する場合、預金として金融機関に

預けることになります。預金には金利があるため、利息がつきます。ということは、我々

は給与を支給額よりも大きな金額として、経済取引に使用することになるのです。 
このようにして給与を全額使用した場合、給与の価値は利息分だけ増加したことになり

ます。 
この例では、金利を「給与の変化率」と定義していることになります。但し、その金利

が確定するのは、給与全額が経済取引に使用された時点です。それ以前では、経済的な価

値が発生するとは限らないため、金利を確定することはできないのです。 
 
金利は経済取引が行われてから確定することができます。ということは、金利は本来、

事後的にしか確定できないということを意味しているのです。ですから、金利が事前に決

定されている現在の預金の仕組みは、正しい制度とはいえないのです。 
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金利の決定方法 
 
 金利を「貨幣の価値の変化率」として定義しました。では、この変化率は何に基づいて

決定されるべきなのでしょうか。 
従来の金融・経済理論では、金利はプラスに限定されていました。金利がプラスである

ということは、貨幣の価値が常に増加することを意味します。 
 
「貨幣には価値の保存機能がある。」 
「金を借りたら全額返すのが当然である。利息も当然支払うべきである。」 
 
 という常識的な考え方が、金利をプラスに限定する理由だと思われます。しかし、本当

にこの考え方は正しいのでしょうか。ここでは簡単な経済取引例を説明して、金利の決定

方法について検討を加えたいと思います。 
 尚、経済取引以前には、貨幣は存在しません。経済取引と共に貨幣は発生します。また、

貨幣は債権ということになります。何かを購入する権利、ということです。債権と債務は

必ず同時に同額発生します。権利（債権）と義務（債務）は必ずセットで成立するのです。 
 
 経済取引を行う３人の人間を想定します。この 3 人をＡ、Ｂ、Ｃと名付けます。Ａと B
の間で取引を行い、C は銀行の役割を果たすものとします。 
 

Ａが商品を生産し、これをＢに売却するとします。価格を 100 円とします。この時、Ｃ

は 100 円の貨幣を発生させて、これをＢに貸付けます。Ｂはこの貨幣でＡから商品の購入

を行います。Ａは 100 円を獲得することになるので、この貨幣を銀行Ｃに預けることにし

ます。Ｂには 100 円の借金が残ることになります。貨幣の価値は経済取引時に発生するた

め、これらの貨幣の流れは全て同時に発生するものと考えます。 
 
 
                   Ｃ（銀行） 
 
 
         100 円借入           100 円預金 
 
                   100 円 
           Ｂ               Ａ 
                    商品 

 
 

次いでＢが商品を生産し、これをＡに売却することにします。価格を 110 円とします。
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先程の 100 円の取引から今回の 110 円の取引までの期間の預金利息、貸出利息を共に 10
円とします。Ａは預金 100 円と利息 10 円をＣから引出します。B は借金 100 円と利息 10
円をＣに返済します。110 円の取引とＡの預金引出、Ｂの借入返済を同時に行えば、この

110 円の取引が成立します。 
 
 

                   Ｃ（銀行） 
 
 
   110 円（借入返済+利息）           110 円（預金引出+利息） 
 
                   110 円 
           Ｂ               Ａ 
                    商品 

 
 

 この２取引において、生みだされた経済的な価値は 100 円から 110円に増加しています。

これは経済取引規模の拡大を意味しています。このように経済取引により生み出される価

値の変化割合のことを、経済成長率と呼びます。この２取引の期間を１年間とすれば、経

済成長率は（110－100）/ 100 = 0.1 （年率 10％）となります。 
 この間の貸出利息は 10 円でしたから、金利に換算すれば 10％ということになります。

このように、金利と経済成長率が完全に一致するとき、借入と返済が矛盾なく行われるこ

とになります。以上から、 
 
「金利と経済成長率は、完全に一致しなければならない」 
 
 ということになります。そうしないと、経済取引は成立しないのです。 
 
 通常、銀行の預金と貸金では、金利が異なります。貸金の金利を預金よりも高くするこ

とにより、銀行は収益を確保しているのです。 
 先程の 110 円の取引を、120 円の取引に変更して考えてみましょう。預金利息を 10 円

とし、貸出利息を 20 円とします。そうすると、この取引はＡの資金不足により成立しな

いことになります。Ａは 110 円しか保有していないからです。 
 この場合、120 円の取引の内、110 円分をＡが購入し、残りの 10 円分をＣが購入すると

考えます。そうすれば、取引は矛盾なく成立することになります。 
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                  Ｃ（銀行） 
 
               商品  
120 円（借入返済+利息）             110 円（預金引出+利息） 
                10 円 
                   110 円 
          Ｂ                Ａ 
                    商品 

 
 
 この場合、経済成長率は 20％ということになります。貸出金利も 20％となりますから、

貸出金利と経済成長率は完全に一致することになります。一方、Ａの預金金利は 10％です

から、これと経済成長率には整合性がないことになります。以上から、 
 
「貸出金利と経済成長率は完全に一致しなければならない」 
 
 という結論が得られたことになります。 
  
 以上は極めて単純な取引例ですが、経済の本質を理解するためには、このように取引に

無関係の資金を一切排除して考える必要があるのです。そうすると、経済の本質を理解す

ることが極めて容易になるのです。 
 
 現実の経済活動では、多数の経済主体が取引を行っているため、全体像を把握するのが

困難になります。また、生産物にも大別して「中間生産物」「 終生産物」の２種類がある

ため、考え方が複雑になります。 
「中間生産物」と「 終生産物」は、自動車の生産で例えれば、「自動車の部品」と「自動

車」ということになります。部品はあくまで自動車を生産するための中間的な生産物なの

で、「中間生産物」と呼ばれているのです。 
 終生産物の価格には中間生産物の価格が含まれているため、 終生産物の取引のみを

集計すれば、全体の取引量が把握できることになります。ですから、単純化のために 終

生産物の取引のみを考慮することにします。（中間生産物を考慮すると、付加価値額を多重

計上してしまうのです） 
 日々発生する取引の総額を把握します。すると、これが日々発生する貨幣の総額になり

ます。日々の取引ですから、当然総額には増減があります。すると、この取引総額の変化

率が、日々の金利ということになるのです。同様に考えれば、１年間の平均金利は、１年

間の取引総額の変化率で、ほぼ代用できることが分かります（いつ、いくら発生するかに

より、誤差が生じます）。 
国内で一定期間内に生産された 終生産物の価値の総額を、国内総生産（GDP）と言い
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ます。GDP は経済指標として定期的に発表されています。また、GDP の変化率のことを

経済成長率と言います。（取引例でも経済成長率という言葉を使いましたが、GDP の変化

率が一般的な意味です） 
 
以上の考察から、 

 
「経済指標としての経済成長率と貸出金利は本来一致するべきである」 
 

ということが、容易に理解できるのではないでしょうか。 
 
尚、経済成長率には金額そのものを意味する名目経済成長率と物価変動率の調整を加え

た実質経済成長率の２種類の概念がありますが、本書で経済成長率と呼ぶのは、物価変動

を考慮しない名目経済成長率のことになります。 
（GDP には全ての経済取引が含まれているわけではないので、本書の経済成長率という言

葉と完全には一致しません。本書の経済成長率という言葉に意味の近い経済指標が、名目

経済成長率だということです） 
 

 従来の経済理論で、金利の本質を定義できなかったのは、経済取引の行われていない貨

幣に経済的な価値を認めているためです。現金取引を主にした現在の経済体制では、必要

以上に多くの貨幣が流通しています。これら全てに経済的な価値を認め、金利を適用する

ため、金利の本質が見えにくくなっているのです。貨幣の価値は経済取引時にのみ発生す

るものであり、それ以外の貨幣など本来必要ないのです。現金主義を廃止して、貨幣にＩ

Ｔ技術を採用すれば、不要な貨幣など必要なくなるため、経済取引を理論的に矛盾なく運

用することも可能となるでしょう。そうすれば、現在のように経済運営に四苦八苦するこ

とはなくなるのではないでしょうか。 
 

金利と経済成長率が一致するということは、経済取引規模が図のように曲線状に変化す

るとき、金利が下の曲線のように変化することを意味します。 
経済成長がプラスの時には金利はプラスになります。しかし、経済成長がマイナスのと

きには、当然金利もマイナスになります。 
 
 ある時間 tにおける経済規模を X ( )t 、金利を ( )tr  とすれば、 

( )tr  = ´100
dt
dX

X
1

 (%) 

という計算式で、金利 ( )tr を定義することができます。 dtdX  は経済規模の変化額を意

味します。これを経済規模 X で割ることにより、経済規模の変化率を算出することができ

るのです。さらに 100 倍してパーセント単位に変換しています。 
 



9 9

経済規模

金利

 

以上の考察から、従来の経済・金融理論には致命的な欠陥があることがお分かりいただ

けるのではないでしょうか。プラス金利という前提には何ら理論的な根拠が存在しないの

です。金利には当然マイナスも存在するのです。経済規模が縮小することは、貨幣の総額

の減少を意味します。この減少は、マイナス金利を適用することにより実現することがで

きるのです。 
 
従来の経済理論でも、好景気の時には金利を上げ、不景気の時には金利を下げるべきだ

との結論が出されていました。 
本書の説明とは別の考察から結論が導かれていたわけですが、この考え方よりも、本書

の考え方のほうが単純で分かり易いのではないでしょうか。要するに、国の基準金利は経

済成長率そのものなのです。これより金利が高ければ、債務者に過大な負担がかかり、逆

ならば債権者（預金者）に負担がかかるのです。よろしいでしょうか。 
 
マイナス金利の導入は、時価主義の導入と考えれば分かり易いのではないでしょうか。

株式の資産額は、購入価格ではなく、時価（市場で取引されている価格）で評価します。

市場価格が上昇すれば資産は増加し、価格が下落すれば資産は減少するのです。購入時の

価格は関係ありません。 
 貨幣の総額を決めるのは、市場経済の規模そのものということになります。経済取引の

発生と共に、貨幣は発生します。規模が拡大すれば、貨幣は増大します。逆に規模が縮小

すれば、貨幣は減少するのです。経済取引が無くなれば、貨幣の価値も無くなります。 
以上の考察から、経済規模が縮小したら、貨幣の総額も当然減少させるべきなのです。

貨幣総額変動のパラメータが金利です。ですから、経済規模縮小時には、金利をマイナス

にして、貨幣の総額を減少させなけばならないのです。 
  

 
 
 

0 
 

 

 
経済規模と金利の関連 
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金利と経済成長率の不一致 
 
 先程の取引例で、金利と経済成長率は一致することがお分かりいただけたと思いますが、

これが不一致の場合、一体何が起こるのでしょうか。 
 
 先程の２回目の取引で、貸出金利を 20％とし、取引を 110 円とします（預金金利を 10％
とします）。この場合、経済成長率は 10％になります。すると、Ｂは 110 円の売上で、120
円の返済を行わなければなりません。しかし、差額の 10 円を支払うことは不可能です。

この 10 円は銀行Ｃの債権です。回収できない債権ですから、これは不良債権ということ

になります。 
 

                   Ｃ（銀行） 
 
       10 円（不良債権）    
   120 円（借入返済+利息）           110 円（預金引出+利息） 
     
                   110 円 
           Ｂ               Ａ 
                    商品 

 
 
 このように、経済成長率を銀行の貸出金利が上回る場合、必ずその金利差分だけ不良債

権が発生することになります。 
 
 経済成長率は国家全体の計数ですから、 
「国全体で平均すると、不良債権が発生する」 

ということになるのです。返済原資が存在しないのですから、返せるはずがありません。

もちろん財務体質の優良な企業では大丈夫でしょうが、財務状況の苦しい企業ほど、不良

債権発生 → 倒産ということになりかねないのです。 
 ですから、不良債権の発生を防止するためにも、金利と経済規模の変化率には整合性を

保つ必要があるのです。 
 
 ここまでの考察から、不良債権が発生するメカニズムがほぼ把握できたのではないでし

ょうか。1998 年度以降、名目経済成長率はマイナスに転じていますが、銀行の貸出金利は

プラスのままです。この差は返済原資が存在しないのですから、不良債権として顕在化し

てしまうのです。 
 ですから、経済がマイナス成長の状態では、いくら銀行が不良債権を処理しても、不良

債権は増加を続けることになります。理論的に当然の帰結なのです。 
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 また、日銀がゼロ金利政策を実施しているにも拘わらず、企業の借入意欲が乏しい理由

も簡単に理解することができます。経済がマイナス成長で貸出金利がプラスの場合、借金

は損失につながる可能性が高いのです。平均的に見ると、損失の発生する可能性の方が、

利益を得る可能性よりも高くなるのです。 
 
 ですから、企業の投資意欲を高め、経済を活性化させるためにも、経済状況に適した金

利、マイナス金利を導入する必要があるのです。 
 
 預金者保護の観点から、金利はプラスにして元本を保証するべきだ、という意見もある

かもしれませんが、これは本来無理なことなのです。経済があって貨幣は存在するのです。

経済が縮小すれば、当然貨幣は減少します。このとき貨幣を減少させなければ、預金者は

本来存在しないはずの貨幣を保有することになってしまうのです。このような貨幣が増加

すると、経済全体に対する信用が失われてしまいます。ですから、経済縮小時には預金に

もマイナス金利を導入する必要があるのです。 
  
 また、経済成長率を超えた金利は、過度な返済負担になるため、企業を倒産させてしま

うかもしれません。そうすると、金利負担以上の経済的な価値が失われることになります。

国家全体としてみれば、預金者の受取利息によりメリットよりも、企業倒産等によるデメ

リットの方がはるかに大きいことになります。つまり、金利を経済成長率より高くすると、

経済を破壊してしまうのです。 
 ですから、金利は常に債権者、債務者に等しい負担となる値に設定するべきなのです。

その値が、経済成長率ということになるのです。よろしいでしょうか。 
 
 
政府活動の金利への影響 
 
 経済主体は個人や企業だけではありません。政府も重要な経済主体です。政府は租税や

公債発行により活動資金を調達し、各種サービスや公共財等を提供します。ですから、政

府の活動も国内総生産（GDP）に影響を与えています。金利にも影響を与えていることに

なるのです。ですから、金利を正しく定義するためには、政府の影響も考慮しなければな

りません。 
 しかし、政府と企業を分離すると、金利の考え方が複雑になります。ですから、政府も

企業の一部と考えることにします。その方が金利の本質を把握しやすいのです。各企業が

税金分の費用を支払い、政府の活動を自らの事業として展開していると考えればいいので

す。そうすると、企業と国の活動に差がなくなります。ですから、 
 
「貸出金利と経済成長率は完全に一致しなければならない」 
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という結論は、そのまま成立することになります。 
以上の考察から、国債や地方債の金利にも経済成長率を適用すべきだという結論を導く

ことができます。 
 
 
基準金利の算出 
 
「貸出金利と経済成長率は完全に一致しなければならない」と説明しました。しかし、本

書の経済成長率という言葉は、GDP（国内総生産）の変化率とは完全には一致しません。

経済取引全体を含める必要があるからです。この全経済取引の変化率を基準金利と呼ぶこ

とにします。 
GDP には株価変動による利益や、中古品の売買による利益等が計上されていないので、

これらを追加して基準金利を算出する必要があるのです。 
 しかし、株価は GDP に連動するはずです。また、中古品市場もそれほど大規模ではな

いはずです。ですから通常は（名目）経済成長率と基準金利には殆ど差は生じないはずで

す。しかし、株価が大きく変動した場合には、多少差が生じるかもしれません。 
 マイナス金利を導入する際には、経済運営を正確に行うためにも、基準金利の算出式を

明確に定義しなければなりません。今後の検討課題の一部なのです。 
 
 
貨幣はフラクタルな構造 
 
 貨幣の構造について考察を進めます。貨幣の 小単位は１円です（円の場合）。これが多

数集まって、経済取引が成立しているのです。 
 貨幣には区別がありません。企業間の取引で使われている貨幣も、コンビニで使用する

貨幣もすべて同じものです。ですから、これらの貨幣は全てつながっているのです。一連

の流れとして貨幣は存在するのです。そしてこの貨幣を通じて、全ての経済活動は連動し

ていることになります。 
 ということは、例えば目の前に 100円硬貨がある場合、この硬貨の中には全ての貨幣（円）

が内包されていることになります。お分かりでしょうか。 
 貨幣総額を全体とする場合、各貨幣はその部分になります。しかし、どの部分も全て全

体につながっているのです。単独で存在する貨幣など無いのです。ということは、このつ

ながりを考慮すれば、部分としての貨幣には必ず全体が内包されることになるのです。 
 
 
 
         部分      全 体 
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 このように部分に全体が内包される構造のことをフラクタルと呼びます。ですから、貨

幣はフラクタルな構造体ということになるのです。 
 
 
デフレ発生の法則 
 

経済取引全体の内、10％が不良債権になったとします。不良債権は回収することができ

ない債権のことです。すると、貨幣全体の 10％が流通しない貨幣ということになります。 
この場合、100 円硬貨を想定すると、その中の 10 円が不良債権だと考えることが出来

ます。 
先程、貨幣はフラクタルな構造体であるということを説明しました。ということは、100

円硬貨には貨幣全体が内包されていることになります。貨幣全体の 10％が不良債権になっ

たということは、100 円の 10％、即ち 10 円が不良債権になったと考えられるということ

なのです。 
ですから、この 100 円硬貨には 90 円の価値しか存在しないことになるのです。100 円

あるように見えるのですが、実は 90 円分の価値しかないと考える方が正しいのです。 
これは時間の経過と共に実現します。不良債権は流れない貨幣、経済取引の行われない

貨幣ということになります。貨幣は本来、経済取引に応じて発生するものです。不良債権

分の貨幣が流れないということは、経済取引の規模が縮小することを意味します。10％不

良債権があれば、それだけ経済取引が減少することになるのです。結果として、貨幣総量

も 10％減少することになります。 
このようにして、不良債権は経済の規模を縮小させる働きがあるのです。経済規模の縮

小はデフレの発生を意味します。このように、不良債権はデフレを引き起こす働きがある

のです。 
このような考え方は従来の経済理論には無かったので、これを 
 
不良債権による「デフレ発生の法則」 
 
と名付けることにします。不良債権はデフレを引き起こすため、早急に処理する必要が

あるのです。 
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貸出金利と経済成長率の差による不良債権の発生状況 
 
 

＜国内総生産（名目）の成長率と、銀行貸出金利の比較＞ 

       

年度 GDP 経済成長率 銀行貸出残高 貸出金利 金利差 損失額 

  （10 億円） （%） （10 億円） （%） （%） （10 億円） 

1984 305,144 6.85 210,479 6.54 -0.30 -639

1985 324,290 6.27 237,170 6.27 -0.01 -20

1986 339,363 4.65 300,165 5.29 0.64 1,914

1987 355,522 4.76 337,784 4.92 0.16 536

1988 379,657 6.79 372,175 4.96 -1.83 -6,798

1989 406,477 7.06 412,407 6.43 -0.63 -2,612

1990 451,473 11.07 443,304 7.68 -3.39 -15,009

1991 474,993 5.21 462,644 6.50 1.29 5,979

1992 483,607 1.81 473,913 5.20 3.39 16,054

1993 487,891 0.89 479,977 4.18 3.29 15,807

1994 491,640 0.77 480,267 4.00 3.23 15,506

1995 504,038 2.52 486,356 2.71 0.19 911

1996 516,729 2.52 488,290 2.50 -0.02 -92

1997 521,153 0.86 493,023 2.37 1.52 7,483

1998 514,418 -1.29 488,820 2.22 3.52 17,184

1999 510,687 -0.73 468,810 2.05 2.78 13,020

2000 515,478 0.94 463,916 2.05 1.11 5,145

2001 502,602 -2.50 448,223 1.88 4.37 19,609

    損失額合計（1984～1990） -22,628

             損失額合計（1991～2001） 116,604

       

＊金利差は、（貸出金利－経済成長率） にて算出    

＊損失額は、銀行貸出残高と金利差の積にて算出    

＊計数は経済要覧平成 15 年版（内閣府経済社会総合研究所編）による 

 
 銀行の貸出金利と名目経済成長率の差を表形式でまとめました。更にこれに銀行貸出残

高を掛けて、金利差によりどれ位の債務者損失が発生したかを試算しました。 
すると驚いたことに、1991 年～2001 年の 11 年間で、110 兆円もの損失が発生している

ことになります。年平均で 10 兆円、GDP の 2％程度の損失が発生していたことになりま

す。これは、貸出金利が経済成長率に一致していたならば、債務者が払わなくて済んだ資
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金なのです。 
現在の不良債権問題の本質がどこにあるのか、この表で理解できるのではないでしょう

か。経済成長率以上の貸出金利が、不良債権の新規発生が続く根本要因なのです。 
経済成長率以上に経済価値は増えませんから、利息は払いようがないのです。ある特定

の債務超過企業のことを言っているのではありません。日本の企業の平均値として、払う

ことができないのです。 
この超過利息を払う場合、何か別の資産を売却して、これを返済に充てなければなりま

せん。1991 年から、日本の企業はこれを続けていたことになります。しかし、10 年以上

続ければ、資産も底をつきます。となると、返済不可能ということになり、倒産してしま

うのです。 
 

「金利はプラスでなければならない」という考え方には、何の理論的根拠もないのです。

この前提条件で金利運営を行った結果、日本の企業全体に莫大な損失を発生させてしまっ

たのです。そして、その責任を、金融の中核である大手金融機関に押し付けているのです。 
現在のように経済成長率を貸出金利が上回る状態が続く限り、不良債権の発生は止まり

ません。不良債権は「デフレ発生の法則」により、景気を後退させます。現在のプラス金

利政策は、日本経済を破壊してしまうのです。 
 2003 年の 1～3 月期も、名目経済成長率はマイナスのままです。2003 年度の政府の経

済見通しでも、名目経済成長率はマイナス 0.2％となっています。 
  

マイナス成長で、貸出金利がプラスならば、必ず不良債権が発生するのですが、政府は

このことに気づいていなのです。2003 年度の銀行貸出金利を 1.8％とすれば、年間で 8～9
兆円の不良債権が発生することになります。 
（全てが表面化するとは限りません。潜在的に損失が発生するということです） 

つまり、政府はこの不良債権の発生を容認していることになるのです。にもかかわらず、

実際に不良債権が発生すると、銀行の経営責任にしてしまうのです。恐ろしいと思いませ

んか。金融政策のミスを民間企業に押し付けているのです。 
 このことが理解できたならば、政府は早急にマイナス金利導入のための法整備を開始す

るべきです。そうしないと、いつまでたっても日本経済を回復軌道に戻すことはできない

のです。 
 
 
日本が不景気になったメカニズム 
 
 本書のこれまでの考察により、日本が不景気になった理由を理論的に解明することがで

きます。 
 スタートはやはり 1980 年代後半のバブル経済ということになります。ここで株価や地

価が大幅に上昇し、経済取引が拡大したのです。 
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 問題はバブル崩壊後の対応です。株価や地価が大きく下落したため、経済的な価値は大

きく失われました。この点だけを考えれば、金利はマイナスにして、この失われた経済的

な価値の分だけ貨幣を回収しなければならなかったのです。しかしプラス金利を継続した

ため、不良債権が大量に発生しました。損失により債務を返済できない個人・企業が続出

したのです。 
 1992 年度には、株式と土地の保有損失額が合計で 600 兆円を超えています（1989 年度

比）。結果として不良債権が大量に発生したのです。不良債権が発生すると、「デフレ発生

の法則」により、経済規模が縮小します。1992 年度の経済成長率が前年に比べて 3％以上

縮小したのも、この不良債権の発生が原因なのです。 
 1992 年～1997 年には、景気対策として 10 兆円程度の財政政策が繰り返されましたが、

経済は 0.7～2.5％程度の低成長に留まっています。ですから、景気対策がなければ、1992
年頃から経済はマイナス成長（もしくはゼロ成長）に陥っていたはずです。それだけバブ

ル崩壊によるデフレ圧力が強かったのです。 
 景気対策を行ったにもかかわらず、景気が回復しなかったのは、金融政策を誤ったため

です。1991 年以降、銀行貸出金利が経済成長率を上回る状態が続きました。この金利差分

だけ、不良債権の新規発生が続いたのです。 
 財政政策と同時に金利を大幅に引き下げ、貸出金利が経済成長率を下回る状況を継続し

ていたならば、不良債権増加に歯止めがかかり、景気は回復していたはずなのです。 
 しかし「金利はプラスである」という従来の経済体制では、貸出金利を経済成長率以下

にすることはできなかったのです。経済成長率が低すぎたのです。 
結局、金利のコントロールミスにより、不良債権の増加を止めることは出来なかったの

です。 
 
 財政政策は、景気拡大に効果があります。しかし、資金源である国債の償還費用を増税

で賄う時には、逆に景気を縮小させてしまいます。ですから、将来有望な投資資金として

活用されない限り、これらの財政政策は根本的な景気浮揚策とはなりえないのです。結局、

経済安定の為には財政政策よりも、金融政策の方が重要なのです。ここでミスを犯したた

めに、日本経済は重症に陥ってしまったのです。 
 
 1991 年～2001 年の 11 年間で、金利差による債務者の損失が 110 兆円に達しています。

年平均で 10 兆円程度の損失が続いたため、景気が悪化したのです。過大な負担に耐えら

れない企業が続々倒産し、銀行に不良債権処理の負担が集中してしまったのです。 
 

失業問題の原因もここにあるのです。企業は過大な金利負担を人件費の削減により賄っ

たため、失業者が増加したのです。正社員が減少し、契約社員や派遣社員が増えたのも、

人件費を削ったためなのです。正社員の人件費を一人あたり年間で 500 万円とすれば、10
兆円は 200 万人分の人件費に該当します。ですから、もし企業が過大な金利負担を負わさ

れなければ、200 万人程度正社員を増やすことができるはずなのです（金利負担減少分を
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全て人件費に回すことは無理かもしれませんが、それでも 100 万人程度正社員を増やすこ

とはできるはずです）。完全失業率が 5％以上の状態が続いていますが、失業者が 200 万人

減少すれば、完全失業率はバブル前の水準に戻ります。結局、過大な金利負担により失業

者が増加し、景気を悪化させてしまったのです。 
 
 1998 年度以降は、経済成長率がマイナスになっています。ということは、貸出金利もマ

イナスにする必要があるのですが、プラス金利が続けられました。金利差が拡大したため、

1998 年度以降は年平均 10 兆円以上の不良債権が発生し続けているのです。 
不良債権の発生は経済を縮小させます。景気を悪化させるのです。ですから、早急に銀

行貸出金利を低下させ、新たな不良債権の発生を防止しなければならなのです。そうしな

ければ、安定した経済を取り戻すことができません。そのためにも、マイナス金利が必要

なのです。 
 
 1990 年代以降、企業に勝ち組み、負け組みという言葉が使われるようになりましたが、

その原因は金利運営のミスにあるのです。銀行貸出金利と経済成長率の差だけ、債務超過

企業は必要以上に多くの負担を強いられ、逆に債権超過企業は多くの資金を確保出来たの

です。そして、時間の経過と共にそのメリット・デメリットは拡大しました。このように

して財務体質の強い企業はより強く、弱い企業はより弱くなったのです。銀行貸出金利に

マイナス金利を導入していれば、このような言葉は発生しなかったはずです。 
 
 尚、不良債権の表面化が遅れたことも、景気悪化の要因と思われます。不良債権問題が

表面化したのは、1997 年に北海道拓殖銀行や山一證券が倒産してからの話です。それまで、

不良債権は過小評価されていたため、存在が軽視されていたのです。 
大規模な不良債権の発生が早期に表面化していたなら、不良債権処理も早期に行われた

はずです。不良債権は金利要因等により、時間の経過と共に増加を続けました。ですから、

早期に処理をしていれば、費用負担は軽く済んだはずです。そうすれば、経済はこれほど

悪化しなくても済んだのではないでしょうか。不良債権の隠蔽については、銀行と旧大蔵

省に責任があると言わざるを得ないのです。 
 
  
マイナス金利の必要性 
 
 1991 年度以降、銀行貸出金利が経済成長率を上回る状態が続いたため、貨幣総額が経済

規模よりもはるかに大きくなっています。その結果、国債・地方債残高の増加や不良債権

の増加等の現象が発生しているのです。経済規模に比べて過大な債務を国民全体が背負っ

ているため、経済が安定しないのです。 
この過大な貨幣を減少させるために現実に行われている作業が、不良債権処理というこ

とになります。民間企業である銀行が債権を放棄することにより、この膨らんだ貨幣を減
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らしているのです。膨らんだ貨幣は本来存在しない貨幣ですから、必ず何らかの形で債権

者が放棄せざるを得なくなるのです。 
ですから、本来は国がこの貨幣の膨張を解消しなければならないのです。そのための根

本政策がマイナス金利の導入なのです。 
 

 我々が享受できる経済的な価値は、今後発生する経済価値の総額です。例えば、今後 10
年間に享受できる経済価値は、今後 10 年間に発生する経済価値のみです。それ以上の貨

幣（価値）を存在させても無意味です。ということは、経済規模が縮小すれば、貨幣総額

を減少させなければならないのです。 
 貨幣は使わなければ価値が失われます。逆に、使えば使うほど、価値が大きくなります。

これを制度上で実現することにより、国民に周知徹底する必要があるのです。 
 ここ数年、名目経済成長率はマイナスに転じています。また、株価も下落しています。

ということは、貨幣総額も当然減少しなければならないのです。これをマイナス金利の導

入により、国民に知らせるのです。 
 
「お金は使わなければ減少する」 
 

ということが分かれば、消費意欲を喚起することになるはずです。消費が増加すれば、

不景気と呼ばれる状況を脱却することは、それほど困難ではなくなるのです。 
 財政再建のため、消費税の増税が検討されているようですが、このように考えると極め

てナンセンスな発想だということがお分かりいただけるのではないでしょうか。消費税の

増税は消費意欲の減退につながり、経済活動が停滞してしまうのです。消費意欲を喚起す

ることが、景気対策の根幹でなければなりません。 
消費に回される貨幣は経済価値を生み出しているのです。企業収益に直結し、法人税や

その企業に勤める人々の所得税という形で財政に貢献するのです。 
問題なのは滞留している貨幣です。経済的な価値を生み出さないためです。ですから、

この貨幣への課税方法を考える方が、消費税の増税よりも重要なのです。そして、この課

税と同様の効果を生じるのが、マイナス金利ということになるのです。マイナス金利を貨

幣全体に課すことにより、余剰貨幣を削減すれば、経済全体が活性化するのです。 
  
 国債の発行も当然マイナス金利で行うことになります。国債購入により資産が減少する

わけですから、金融機関や個人はこれを購入しなくなるはずです。ですから、日銀が全額

引受ける必要があります。この点の法整備等が必要になるでしょう。 
 国債にマイナス金利が導入されると、今の日本経済における大問題である「国債の増加」

については、一応解決の目途がつくことになります。マイナス金利ですから、残高は時間

と共に減少します。 
1998 年以降、経済はマイナス成長に転じているため、国債も当然マイナス金利で発行す

べきだったのですが、プラス金利で発行したために、そのギャップの分だけ余計に国債残
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高が増加しています。ということは、逆に今後数年間は、経済成長率よりも低い金利で国

債を発行する必要があるということです。そうしなければ、国債の水ぶくれを解消するこ

とができないのです。 
 国債の信用度・格付が低下しているのは、経済規模に比べて残高があまりにも大きくな

ったためです。真の経済価値は、実体経済で生み出されている付加価値のみです。この規

模に比べて過大な国債が発行されているため、その債権の実現性が疑問視されてしまうの

です。それが格付の低下という形で示されているのです。 
 
 
マイナス金利導入の効果 
 

マイナス金利を導入すると、円の売り圧力につながるため、円安に向かいます。円安に

なると、輸出産業は販売価格が下落するため、売上が増加します。景気回復の一助となる

のです。 
また、円安は日本人の賃金水準の低下を意味します。「産業空洞化」と言われているの

は、日本の賃金水準がアジア諸国と比べて高いためです。円安になればそのギャップが縮

まるので、空洞化を減少させる効果を発揮することになります。これは労働者数の増加、

即ち失業対策に直結します。失業者が減少すれば、消費が活発になりますから、景気は回

復に向かうことになるのです。 
 貸出金利と経済成長率の差の分だけ、企業は過剰な金利負担を強いられています。マイ

ナス金利によりこの負担がなくなると、人件費を過度に削る必要がなくなります。その結

果雇用が増え、失業者数が減少します。このように、マイナス金利は直接的な失業対策に

もなるのです。その結果、所得増により消費が喚起され、景気は回復に向かうはずです。 
 
 マイナス金利を導入すると、銀行の機能は回復するはずです。マイナス金利は、融資残

高（債権額）の減少を意味します。ですから、不良債権額も減少します。このように、マ

イナス金利は不良債権対策としてストレートに効果を発揮するのです。不良債権が減少す

れば、「デフレ発生の法則」による、経済の縮小を食い止めることもできるのです。 
また、貸出金利と経済成長率の差による不良債権の新規発生が止まるため、不良債権処

理の費用負担が無くなります。その分、自己資本を増強することができるのです。自己資

本が増えれば、「貸しはがし」と呼ばれる融資資金の回収も必要がなくなります。自己資本

比率規制により、融資資金を回収しているのです。自己資本が増えれば、融資総額を増や

すことができるため、「貸しはがし」も必要なくなるのです。 
 マイナス金利になると、借入により利息を受領することができるため、資金需要が旺盛

になります。これが様々な投資に直結し、日本経済は成長軌道に戻るはずです。 
 
 貸出金利が経済成長率を上回る状態が 10 年以上続きました。ということは、企業の財

務体質を改善させるためには、貸出金利が経済成長率を下回る状態を 10 年程続ける必要
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があるということなのです。単純に考えれば、この方法により過去 10 年間の債務者の損

失を取り戻すことができるのです。そうすれば、不良債権は消え、日本経済の資金の流れ

が円滑になり、経済は安定的な発展基調を取り戻すはずです。 
 不良債権が減少し、企業の財務体質が改善されれば、株価は上昇します。株価の上昇は

国民の資産の増加を意味しますから、消費が喚起されるのです。消費が増えれば、企業業

績は回復します。この循環により、日本経済は回復に向かうのです。 
 
 以上の理由から、マイナス金利の導入が日本経済にとっていかに有効な政策であるか、

理解していただけるのではないでしょうか。 
 
 マイナス金利はモラルハザードにつながると考える方もいるようですが、それは金利の

本質を理解していない為に生じた誤解にすぎません。経済成長マイナス下では、平均して

貨幣の価値が減少するのです。マイナス金利を導入しなければ、不良債権額が増加するの

は、理論的に当然の帰結なのです。 
 
 
銀行制度の改正 
 
 マイナス金利の導入で 大のネックとなるのが、銀行の位置付けでしょう。銀行業務は

預金を集め、これを融資することが基本です。共にプラス金利を適用します（現行制度）。

貸出金利を預金金利よりも高くすることにより、利益を確保するのです。 
 マイナス金利を導入すると、預金を集めることが困難になります。マイナス金利下では、

預金者は銀行に利子を支払わなければなりません。ですから、この点だけを考えれば、預

金をすることなどありえないのです。ということは、銀行が資金調達を行えなくなるとい

うことです。ですから、銀行の資金調達方法を確立する必要があるのです。 
 日銀がマイナス金利で銀行に資金を供給するのが も有効かもしれません。国の基準金

利をマイナスと考えれば、日銀の貸出金利がマイナスでも問題はないわけです。銀行の民

間企業に対する融資金利は、この日銀貸出金利よりも多少高い値とします。そうすれば、

金利差の分だけ銀行は利益を確保することができます。 
 ここで検討しなければならない点は、民間企業（銀行）にマイナス金利で資金を供給し

ていいのか、という点でしょう。マイナス金利による資金の供給は、資金の供与になりま

す。ですから、国有化してから実施すべきである、等の意見が出ないとも限りません。今

後十分な検討が必要になるものと思われます。 
 マイナス金利導入の実現方法として、国内の資金全体に課税するならば、預金を集める

ことができるかもしれません。税金免除等のメリットを預金者に与えればいいのです。預

金により支払う利息が税金より少なければ、預金には当然メリットが生じるためです。 
 
 不良債権処理の方法論も検討が必要です。従来は銀行の経営責任ということになってい
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ましたが、本書の説明で、必ずしもそうではないことが理解していただけるはずです。 
 経済成長率より貸出金利が高い場合、その差により生じる利息分だけ不良債権は増加す

るのです。理論的にそうなるのです。ということは、経済がマイナス成長であるにも拘わ

らず、マイナス金利を許さない現在の経済体制そのものが、不良債権増加の根本原因とい

うことになります。 
 にもかかわらず、その処理費用を民間企業である銀行が全額負担するのは、本来筋違い

と言えるのです。この点を国民に説明した上で、国が不良債権処理に直接乗り出す時がき

ているのではないでしょうか。 
 銀行の資本が減少しているのも、経済制度の不備による矛盾を全て押し付けられている

ためです。バブル直後の不良債権発生の責任は銀行にもありますが、 近の不良債権の新

規発生は金利のコントロールミスによるものなのです。ですから、不良債権を全て銀行に

押し付けることは、国や日銀の責任逃れと言われても仕方ないのです。 
 
 
金利設定ルールの変更 
 
 金融機関では将来の金利を予定して預金や保険等の契約を結びますが、これは理論的に

不可能なことを行っていることになります。 
 経済規模の変化により、その間の基準金利は変化します。つまり、将来の金利はその時

にならないと確定することはできないのです。これを事前に予定することは、金融機関に

とっても、契約者にとっても、共にリスクが大きすぎるのです。 
 生命保険の予定利率引下げ論議も、金利の本質を理解しないまま、契約を拡大した結果

なのです。バブル直後の保険では、年６％以上の利回りになっていました。これでは日本

経済が毎年６％程度の成長を記録しない限り、生保に赤字が発生するのも当然なのです。

金利の本質を理解しないまま契約残高を増やしたため、生保の経営は苦しくなってしまっ

たのです。 
ですから、金利は経済情勢で変更可能とするべきです（マイナスもあり）。この前提で、

金融機関は契約を行うべきです。このように制度を改正することにより、安定した経営を

続けることができるのです。 
 
 

マイナス金利による資産の拡大 
 
 マイナス金利の導入で一番問題になるのが、資産の減少についてでしょう。マイナス金

利は貨幣を減少させますから、当然資産も減少することになるのです。 
「預金者保護の観点から、マイナス金利は受け入れられない。」 

という意見が出そうです。しかし、冷静に考えて下さい。経済のマイナス成長下でプラ

ス金利を継続すると、貨幣総額は増加しますが、経済的価値が増加するわけではないので
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す。マイナス成長下では貨幣の増加分以上に債務者損失が生じます。これが不良債権の発

生理由なのです。この損失により受取利息は支えられています。ですから、受取利息には

経済的価値は存在しないと考えるべきなのです。結局、マイナス成長時にプラス金利を継

続しても、預金者は実質的には豊かになることができないのです。貨幣総額が経済規模よ

り大きくなるだけなのです。 
経済成長率以上の金利を続けた結果、預貯金等の債権の総額を見ても豊かさを把握する

ことはできなくなっています。貨幣よりも実際の経済的価値の方が小さいためです。 
この乖離幅を縮小させるためにも、マイナス金利が必要なのです。マイナス金利を導入

すると企業の債務負担が減少し、雇用が拡大します。労働者の増加は収入の増加につなが

るため、消費が増えます。消費が増えれば景気が拡大し、経済活動による付加価値が増加

します。付加価値が増加すれば、国民は豊かになれるのです。経済成長がプラスになれば、

金利もプラスに戻すことができるのです。 
結局、マイナス成長下では預貯金をプラス金利で維持するよりも、マイナス金利を導入

して景気回復を図るべきなのです。その方が生活は豊かになるのです。これが国民の共通

認識になれば、日本経済の再生もそれほど困難ではなくなるのです。 
 

高齢者や働くことができない人々は、マイナス金利により資産が減少すると生活に不安

を感じるかもしれません。しかし、マイナス金利により景気が回復すれば、企業収益や税

収が増加します。国富が増大するのです。この富の再分配を適切に行えば、高齢者も豊か

になることができるのです。 
 
 過大な資産の追求が、少子化の原因ではないでしょうか。プラス金利の継続は債務者に

対して過大な金利負担となります。その結果、企業は人件費を削減し、若年層の正社員数

が減少しているのです。 
国債・地方債残高もプラス金利により過度に増加していますが、その返済負担は若年層

ほど重くなります。低年齢の人ほど返済する期間が長いからです。残高が 700 兆円とすれ

ば、国民 1 人あたり 550 万円ほどの借金になります。若年層では 1 人 1000 万円近くの借

金を抱えていることになります。このように、国債・地方債残高は若年層の高齢者に対す

る借金になっているのです。高齢者が豊かになる分、若年層が貧しくなっているのです。 
 その結果「豊かではない」という雰囲気を若者が感じているのです。経済的に不安定で

あり、余裕を感じることができないのです。将来に不安を感じているため、子供の数を増

やす気になれないのです。 
 この不安を解消するためには、若年層を経済的に豊かにするしかありません。そのため

には、マイナス金利を導入すればいいのです。 
 マイナス金利は債権・債務の総額を減少させます。国債や地方債残高も当然減少します。

企業の債務返済負担が軽減されるため、雇用が拡大するはずです。そうすれば、若者の正

社員数も増加するはずです。社会的な地位が安定すれば、将来に対する不安も解消し、出

生率は上昇するはずです。そうすれば、日本の高齢化問題も解決に向かうのです。子供が
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増えれば、国民全体が豊かになれるのです。 
 結局、プラス金利に固執し、資産の保有に躍起になればなるほど、過大な債務が発生し、

国民全体が貧しくなってしまうのです。日本より貯蓄率の低いアメリカ経済が世界一の規

模と影響力を維持し、日本が追いつけないのは、アメリカ人が積極的に消費を行う為なの

です。ですから、日本人も適度に消費し、適度に貯めることを学ぶ必要があるのではない

でしょうか。そうすれば、経済はより活性化するのです。 
日本人にとって資産とは日本経済そのものです。ですから、経済が安定的に発展する状

況を実現することが、資産を拡大させる 善の方法なのです。それが生活の安定に直結す

るのです。そのためにも、マイナス金利を導入する必要があるのです。 
 
 
経済理論の再構築 
 
 本書のこれまでの説明で、従来の経済理論に欠陥があることは明白でしょう。金利をプ

ラスに固定する考え方には、何ら合理的な根拠が存在しないのです。ただ、従来の経済制

度がプラス金利を前提にしていたので、それを踏襲して理論構築を行っていたにすぎませ

ん。 
 経済理論の 大の矛盾点は、市場原理（自由価格競争）とプラス金利（経済規模拡大）

の２つの前提を同時に成立させようとしている点です。市場では価格競争により、販売力

を競っています。当然価格は上下に変動します。平均価格が上昇すれば経済は拡大します

が、平均価格が下落すれば、当然経済は縮小します。 
一方、プラス金利は経済の拡大のみを前提にしており、経済の縮小は想定していません。

ですから、この２つの前提条件は同時には成立しないのです。要するに、経済理論はスタ

ート時点で矛盾しているのです。ですから、理論としては未完成なのです。この未完成な

理論を基に経済運営を行っているため、経済危機なる状況が頻繁に発生してしまうのです。

価格が大幅に下落して経済規模が縮小すると、プラス金利（経済規模拡大）の前提に反す

るため、経済理論の矛盾が露呈してしまうのです。 
マイナス金利を導入すれば、市場原理（自由価格競争）と金利（経済規模拡大・縮小ど

ちらにも対応）に矛盾がなくなり、理論としての完成度は格段に向上するのです。ですか

ら、マイナス金利の導入により、経済理論を再構築する必要があるのです。 
 

 現在の経済理論の矛盾は以下の形で、経済の破壊に直結します。 
プラス金利で価格が大幅に下落すると、不良債権が発生します。不良債権は企業倒産等

を引き起こし、経済規模を縮小させるため、さらに不良債権が増加します。このようにし

て、経済規模の縮小が続きます。いわゆるデフレスパイラルの発生です。しかし、貨幣は

プラス金利で増加を続けます。 
この状態が続くと、貨幣総額と経済規模が大きく解離します。貨幣が実体経済よりもは

るかに多くなるのです。すると、貨幣の信用度が低下します。信用がなくなると、高金利
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をつけなければ、国債による資金調達ができなくなります。国債が高金利になると、金利

全体が大幅に上昇します。すると、物価も連動して急上昇します。いわゆるハイパーイン

フレーションの発生です。物価の急上昇により、経済規模は急拡大します。このようにし

て、貨幣総額と経済規模は結局一致します。しかし、物価急上昇過程は経済の破壊を意味

します。経済の安定が損なわれることを意味するのです。ですから、このような物価の急

上昇を起こしてはいけないのです。 
 
現在の経済理論はこのように経済が破壊される状況を想定しているのです。しかし、経

済は我々の生活そのものです。決して壊してはいけません。ですから、我々はこの経済理

論を基に経済運営をしてはいけないのです。修正しなければ、今の経済理論は実用に堪え

ないのです。 
不安定な経済状況が実現するのは、経済規模と貨幣総額が大きく解離して、貨幣の信用

が失われたためです。この解離がなければ、貨幣の信用が失われることはないため、経済

が不安定になることはないのです。そうすれば、安定した経済運営を継続することができ

るのです。 
近日本国債の格付けが低下しているのも、経済規模に比べて過大な量の国債が発行さ

れているためです。円の信用が下落しているのです。経済規模縮小時にプラス金利を継続

すると、貨幣総額と経済規模に解離が生じるため、貨幣の信用が失われてしまうのです。 
マイナス金利を導入すれば、貨幣総額と経済規模は常に一致するため、貨幣の信用が失

われることはありません。そうすれば、常に安定した経済運営を行うことが出来るのです。

安定した経済は社会の安定につながります。 
 
以上の考察からも、マイナス金利の導入による経済制度の改正、及び経済理論の再構築

は、我々にとって必須の課題だということがお分かりいただけると思います。 
 
 
デフレ問題の解決 
 
 経済発展はある時点で一段落するのではないでしょうか。例えば、人口の問題がありま

す。20 世紀は人口が急激に増加したため、経済の急成長につながりました。また、新たな

科学知識の実用化により、製品の種類も爆発的に増えました。 
 しかし、今後、人口もあるレベルで落着くのではないでしょうか。いつまでも人口の増

加が続くとは思えません。世界的に人口の増加率は減少に向かうはずです。 
また、科学理論の中心である物理学の進展が停滞しているため、新製品の開発ペースは

20 世紀よりも遅くなるでしょう。そうすると、企業は価格競争により利益を確保するよう

になります。ＩＴ化の進展も、世界的な価格競争の激化に拍車をかけています。 
人口増加が一段落し、新製品が少なく、価格競争が激化すれば、経済規模は拡大から縮

小に向かっても不思議ではありません。いわゆるデフレの発生です。 
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 世界共通の課題として、デフレの克服が叫ばれています。経済の悪者呼ばわりされてい

るわけですが、このように考えれば、デフレはいつ発生しても不思議ではないのです。 
 問題なのは、プラス金利を前提とした従来の経済理論、及びこれをベースにした経済体

制ということになります。 
 金利は経済成長率そのものです。この本質を理解しないまま、金利をプラスに固定した

経済体制では、マイナス成長を意味するデフレを恐れるのも当然なのです。 
 しかし、マイナス金利を想定した経済制度を実現すれば、デフレもこの経済制度で矛盾

なく対応できるのです。マイナス成長に対しては、マイナス金利を適用すればいいのです。

そうすれば、経済が破綻することはありえません。 
 これからの世界経済の手本として、まず日本でマイナス金利を実現すればいいのです。

そうすれば、世界がこれを見習うはずです。このようにして、デフレ問題を解決すること

ができるのです。 
 その意味においても、マイナス金利を前提とした経済制度を早急に構築する必要がある

のです。 
 
 
真の豊かさとは 
 
「豊かさ」とは何なのでしょうか。経済が発展し、生産性が向上すると、従来よりも短時

間の労働で、必要な物・サービスを提供することができます。余った時間は趣味などの余

暇や他の自由な活動に費やせばいいはずです。 
 しかし、現在の経済制度では、生産性が向上すると、価格競争により物価は下落傾向に

陥ります。経済成長が止まり、場合によってはデフレになります。デフレはプラス金利を

前提とする従来の経済体制と矛盾するため、経済の破壊につながります。この矛盾を回避

するためには新サービスを次々と生み出して、経済規模の拡大を図らなければなりません。 
 要するに、いくら仕事をしても、更に仕事を続けない限り、安定した経済運営を続ける

ことができないのです。現代人が短時間労働を実現できないのは、このような制度上の矛

盾によるのです。 
しかし、マイナス金利を導入すると、デフレになっても経済に矛盾は発生しません。安

定した経済運営を続けることができるのです。ですから、経済拡大のための仕事という考

え方は無くなります。新サービスも必要に応じて開発すればいいのです。開発負荷が軽減

されるので、労働時間は短くなります。このようにして自由時間が拡大し、精神的な豊か

さを享受できるようになるのです。 
 

 本来、経済の発展とはこのような豊かさにつながるはずです。しかし、プラス金利の経

済体制では、必死に経済を拡大させねばなりません。生活のために経済があるのではなく、

経済のための生活になってしまうのです。これでは何のために生きているのか分からなく

なってしまいます。 
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 ですから、真の豊かさを享受するためにも、マイナス金利を導入する必要があるのです。

マイナス金利の導入は、人生のゆとりにつながるのです。 
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滝沢 輝（たきざわあきら） の経歴・活動実績 
 
1985年     宗教家としての活動を開始。 
1989 年    東京大学工学部卒業、三井銀行（現三井住友銀行） 入行 
1994 年度     「これから情報通信革命が起こる。パソコンが銀行になる。システムを戦略部門にすべ 

きである。」 と（さくら）銀行に提言。この後、さくら銀行は日本初のインターネッ 
ト専門銀行（ジャパンネット銀行）を設立する等、ＩＴ戦略で銀行業界のトップを独 
走。この動きが各産業界へのＩＴ導入や日本のＩＴ戦略へつながった。  
上記提言が日本のＩＴ戦略の原動力になったのである 

1995 年 6 月   総合企画部配属。ALM 担当。 
1999 年 7 月   霊位が釈迦、イエスを超える。(釈迦より霊位の高い方は、他にもいます) 
2000 年 6 月     ５次元等研究のため、退社。 
2000 年 12 月  ピラミッド形（万物の創造原理、かつ磁界エネルギー（人の活動エネルギー）生成装置を 
31 日      天より授かる。 
        イエスの再臨である。 
2001 年 9 月   「釈迦を超えた日」を出版。５次元を提唱。 
2003 年 2 月   「５次元理論」（本書）を出版。世界がフラクタル構造（点に空間が内包されている構造）

であることを理論的に解説。５次元導入による物理学の全面的な改定作業の必要性を提言。 
2003 年 6 月   「マイナス金利の導入」を著述。日本経済再生のため、経済理論の再構築を実施。 

名目経済成長率と金利水準が一致すべきであることを理論的に解説。1990 年代以降の 
不景気の原因が、高すぎた金利水準であることを同時に証明。金利水準と名目経済成 
長率の関係を逆転させることにより景気・財政の回復を図るべきだと主張。 
本書を政府・日銀等に送付後、金利を下げるべきとの認識が国内に広まり、景気回復の 
原動力となった。リーマンショック後の世界各国における低金利政策の理論的根拠にも 
なっている。 

2004 年 1 月   フラクタル構造に電磁波を蓄える性質があることが確認される（朝日新聞の１面に掲載）。 
「５次元理論」の内容の一部が学術的に確認されたことになる。 

2005 年     「５次元理論」の続編の執筆を開始。基本構造について、日本物理学界等へ送付。 
2005 年     天界入りを果たす。（天界はオーラ半径 156 メートル以上の世界） 
2006 年 11 月  「５次元理論 ～その２」を著述。日本物理学会等へ送付。 
2007 年     「貨幣へのオプション概念の導入」「外国為替理論の再構築」を著述。各方面へ送付。 
2008 年 6 月   人類救済のため、「輝の会」設立。「人類救済の基本原理」を発表。 
2009 年 8 月   「フラクタル経済理論」を著述。バブル発生理由の理論的解明に成功。 
2009 年 10 月  「５次元理論 第３巻 認識の原理」を著述。５次元のアウトラインを解説。 
2011 年 10 月  「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を発表。 
2011 年 11 月  創造神界入りを果たす。 
2011 年 12 月  「延命・長寿サービス」をスタート。人類の長寿化開始。キリスト教の千年王国の実現であ

る。 
2011 年 12 月  「磁界エネルギー（オーラ）発生装置」を発表。磁界エネルギー（オーラ）を機械的に生成

することに成功。 
2012 年 2 月   「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を日本物理学界へ送付。 
2012 年 7 月    
 
 
 
現在       輝の会会長 
 
ホームページ http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 
メール    info@taki-zawa.net   
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野田首相に「原子力発電全廃は必須」というタイトルの提言を実施。その結果 

2012 年 9 月 14 日に「2030 年代に原発稼動ゼロ」を目指す新しいエネルギー政策 

「革新的エネルギー・環境戦略」が政府から発表された。 

本提言が、日本の原子力政策を正しい方向に導いたのである。  


