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2014 年 01 月 「電気料金はなぜ上がるのか」 朝日新聞経済部 岩波新書  

原発のある自治体には、国から電源立地地域対策交付金が出る。公共施設や道路の整備など

にあてることができ、地元にとって使い勝手のいい

お金だ。敦賀原発 3、4 号機の建設計画により市は

約 145 億円を使える予定で、すでに公民館の建設な

どに約 66 億円を使っている。 

「総括原価方式」という制度のもとでは、発電のた

めの経費だけではなく、広告費や業界団体の会費ま

でが「原価」として積み上げられ、さらに利益が加

算されたうえで、電気料金が算出されてきた。 

 

廃炉には多額の費用がかかるうえ、資産から外れる

と、会計上、財務内容が悪化する。 

感電は 12 年 11 月に値上げを政府に申請する際、電

気料金を決めるための「原価」に、日本原電の敦賀

原発と北陸電力の志賀原発を維持・管理するための

「基本料金」、合わせて年 466 億円を含めた。 

関電の値上げ申請は、発電費用などの原価は年間約

2 兆 7000 億円になり、これまでより約 3600 億円増

えるというものだった。この増加分をもとに家庭向

け料金を平均 11.88%値上げしたいと申請した。原

価増加分のうち日本原電と北陸電への支払い

は 13%を占める。 

基本料金の内訳：全体の費用は、08 年は年間

594 億円だったのに対し、12 年は 466 億円に

なる。まったく電気を送ってもらわない想定な

のに、08 年の 8 割ものお金を支払うという。

内訳の中でもっとも多いのは発電所などが古

くなって資産価値が年々下がっていくことを

費用として処理する「減価償却費」で、135 億

円かかっている。つまり相手方が実際にはお金を払っていなくても、企業の会計上発生して

いる費用を負担している。 

「事業報酬」という名目で日本原電と北陸電の利益が 41 億円上乗せされている。 

電力各社の原発費用を、東日本大震災の影響をほとんど受けていない2010年度と比べると、



それぞれ 6～7 割りかかっており、平均で 74%にもなる。原発は維持・管理費が圧倒的に高

い発電方法で、核燃料費は大きな問題ではない。裏を返せば、原発は動かさなくても多額の

費用がかかるため、電力会社はできるだけ動かしたい。 

政府のコスト検証委員会が 12 年 12 月にまとめた報告書では、原発事故がおきたときの賠

償や廃炉費用などを原発発電コストに含めると、その合計が 10 兆円かかる場合は 9.3 円／

kwh。20 兆円なら 10.2 円／kwh になる。今回のような事故のコストを考慮しない 04 年の

経産省の試算では 5.9 円／kwh だったが、事故コストを含めれば、液化天然ガスによる火

力発電の 10.7 円／kwh に近い。石炭火力なら 9.5 円／kwh ですむ。検証委員会は、風力と

地熱の発電は 10 円前後で、風力は 2030 年には 9 円／kwh 前後まで下がると試算してい

る。 

電力会社は電気料金を通じて原発を促進するための「電源開発促進税」を集め、政府に納め

ている。税額は 0.375 円／kwh。手元の電力会社から毎月届く「電気ご使用量のお知らせ」

には「燃料費調整」「再エネ発電賦課金」「口座振替割引」といった電気料金に関わる細かい

内訳が載っているのに、原発促進のための税金は示されていない。 

東京電力が 2012 年 9 月に値上げをした際の申請では、電気料金の原価に年間約 3000 億円

の税金が含まれていることが明らかになった。その 2/3 は固定資産税や法人税といったもの

だが、残りの 1/3 の 1000 億円が、電源開発促進税である。未曾有の原発事故を起こした東

電が、今でも原発を推進するための費用を集め続けている。我々は好むと好まざるとにかか

わらず、電気を使うたびに原発を増やし続ける仕組みに組み込まれてきたのである。 

見えない「原発促進税」に対して、太陽光などの自然エネルギーを普及させるための利用者

の負担は「再生可能エネルギー発電促進賦課金」などの形で、検針票に金額が明記されてい

る。 

原発が止まったいま、北陸電は、関西電力や中部電力などから発電していない原発の基本料

金を受け取りながら、原発事故後に増えた自然エネルギーの買取の負担の多くを、利用者に

回す構図の中にいる。 

原発の基本料金は、すでに指摘したように、発電をしていたときの額の 8 割にものぼる。そ

れは維持・管理費が中心で、核燃料費などが除かれている。自然エネルギーについては、そ

の裏返しの使わずにすんだ燃料費分しか負担していない。 

原発に代わるエネルギーのひとつとして自然エネルギー発電を普及させるには、買取価格

と賦課金のバランスを考え、電力会社の役割を増やすこともこれからの課題になる。 

そもそも、検針票に自分たちに都合がよい電源開発促進税は載せず、増えて欲しくない自然

エネルギーの負担はしっかりと載せている姿勢からして恣意的ではないか。燃料費が課題

とうのであれば、原発だけでなく自然エネルギーの普及にも、もっと力を入れる必要がある。 

電力会社は、ことあるごとに燃料費負担が増えて経営が圧迫されていると強調する。それは、

原発で発電していた分の燃料費の話で、もともと火力発電をしていた分は燃料費調整で自

然に電気料金を上げることができるため経営に影響しない。 



前回、電力会社が電気料金を改定した 08 年燃料価格が高騰して燃料調整上限単価 1.5 倍を

超えそうになった。電力会社は、燃料費調整ができなくなると本当に経営が圧迫される。そ

こで考え出したのが、わざわざ「電気料金の改定」を申請して、「基準燃料価格」を“リセ

ット”してしまうことだった。 

通常の原子炉（軽水炉）の燃料には核分裂を起こしやすい 235 が使われる。しかし、 

自然界のウランには 235 が 0.7%しか含まれ 

ていないため、発電のためには濃度を 3～5%程度に高めて使っている。原発で 235 を 238

と一緒に使うと、238 の一部が自然界には存在しないプルトニウムに変化する。プルトニウ

ムは核分裂を起こすので発電に使うことができる。そこで、使用済み核燃料からプルトニウ

ムを取り出して、通常の原子炉では使えずに余ったウラン 238 と混ぜ合わせた MOX 燃料

で発電し、投入した以上のプルトニウムを生み出すというのが高速増殖炉だ。通常の原発で



はほとんどエネルギーを生まないウラン 238 が貴重なエネルギー源に変わるため、「夢の原

子炉」と言われている。 

軽水炉でできるプルトニウムは燃料全体の 1%程度にすぎない。さらに、高速増殖炉は性能

を確認するための「原子炉」であるもんじゅがナトリウム漏れ事故を起こすなどして止まっ

たままになっている。プルトニウムは核爆弾にも使えるため、発電に使わずにいつまでも持

ち続けると、日本が核兵器開発の疑いを持たれる可能性がある。そこで政府と電力業界は、

MOX 燃料の利用方法として、通常の原子炉で使う「プルサーマル計画」に重点を置いてい

る。軽水炉ではプルトニウムの濃度が高い MOX 燃料を燃やすことは想定していない。さら

に使用済みのウラン燃料を再処理してわざわざ 1%程度しか含まれていないプルトニウム

を取り出すのは、高速増殖炉でウラン 238 を有効利用するためだが、プルサーマルではプ

ルトニウムの生産の効率が悪いため、経済的には意味がない。 

電事連では 2003 年、使用済み核燃料の再処理や最終処分のための処理事業費（バックエン

ド費用を 19 兆円と試算した。再処理事業が 05 年に始まり、40 年間に 3.2 万トンの使用済

み核燃料を再処理しながら MOX 燃料も作る。最後は工場を閉鎖して、ガラスで固めた高レ

ベル核廃棄物を地下深くに埋めることを想定している。このうち、再処理では 11 兆円が使

われるという。そのうち、六ヶ所再処理工場でのプルトニウム取り出しなどに使われる費用

を 7 兆 600 億円と試算している。残りは高レベル廃液をガラスで固める作業と、その貯蔵

などだ。 

日本原燃は 2 兆円を超す再処理工場の建設費を捻出し、10 年 10 月には、再処理工場がで

きていないのに、次の工程である MOX 加工工場の建設に取り掛かってしまった。 

新規電力事業者は既存の電力会社に発電した電力の送電を委託している。その委託料に再

処理費用の一部が上乗せされているので、新電力は原発を持たないのに、費用も負担させら

れている。新電力は過去の原発事故のツケを払いながら、すでに原発を持つ電力会社と競争

することになる。 

いまのままでは、核燃料サイクルなどの実現性が乏しい政策が消費者の負担で続けられる

心配がある。これを変えるためには発送電を分離して、新規の電力会社が参入しやすい環境

を整備するしかない。本当に「原発は安い」のならば自由化しても問題ないはずだ。福島原

発事故で福島のみならず東日本の広い範囲に放射能がばらまかれ、多くの人がふるさとを

失った。原発事故の怖さは身に染みてわかったはずだ。このまま、原発が「安い」という神

話のもとに復活してもよいのだろうか。 

 

2012 年 01 月 「弱い日本の強い円」 佐々木融 日経プレミアシリーズ  

もし、世界中のすべての投資家が、自分が保有する資産の 1%を対外投資に振り向けたら、

どの通貨が売られるであろうか？元々の投資資産をより多く持っている国の通貨が売られ

ることになる。そして投資資金を多く持っている国は米国と日本。だから世界景気が上向き

な時は米ドルと円が弱くなるのだ。 



世界の投資家や企業がリスクを回避しようと思うときは、投資資金を手元に引き戻そうと

する。つまり、資本フローはお金を持っている投資家や企業が多くいる国に戻ってくる。つ

まり米ドルと円が買われるのである。 

主要通貨の中で円と全く逆の性質を持っているのが豪ドルである。このことは、主要通貨ペ

アの中で最も大きく動くのが豪ドル／円相場となる。 

日本は短期、長期ともに金利が主要国の中で最も低水準である。また金融資本市場が非常に

大きく、国内の投資家・事業法人も資金を豊富に持っていることに加え、資金調達も行いや

すい状況にある。したがって世界的に景気が上向きで、投資家も企業も積極的にリスクを取

っていくときには、国内投資家・事業法人が保有する豊富な資金が海外投資に向けられるほ

か、日本以外の投資家や企業も調達コストが最も安い円を借りてリターンの高そうな国に

投資を行うので、結果的に円が最も売られることになる。一方、世界的に景気が下向きで、

投資家も企業もリスクから逃げようとする時には、景気がよかった時に投資に向かってい

た資金が円に戻ってきてしまうため、円が最も強くなるのである。 

変動相場制を採用して資本規制がない国としては日本が最大の経常黒字国となる。日本の

経常黒字は他国に比べて非常に大きく、米ドルベースで比較すると、主要国中で三番目に大

きいスイスの約 2.5 倍以上となっている。これだけ巨額の資金フローが「経常的に」円買い

方向に流れているのだから、円という通貨は非常に強くなってしまうのである。 

日本は世界最大の純債権国である。日本の対外資産は 251 兆円、うち民間が保有する対外

純資産は 205 兆円ある（2001 年末時点）。このことは日本人が常に非常に大きな為替リス

クを負っていることを示す。円を買い戻して為替リスクをヘッジする要望は常にある。 

日本が経常黒字国である点と純債権国である点は米国とは正反対である。米国は世界最大

の経常赤字国であり、世界最大の純債務国である。円のほうが経常収支から発生する恒常的

な円買いがあるため、結果的に米ドルよりも強い通貨となる可能性が高い。 

通常、財政赤字を懸念して当該国の通貨が売られる場合は、その国の財政赤字の大半が海外

投資家によってファイナンスされている場合、つまり、当該国の国債保有者の多くが外国人

投資家の場合である。 

投資家のリスク回避志向が強まった場合には、純債権国家である日本にはお金が戻ってく

るので円高になる。 

日本の経常黒字はかなりの部分が所得収支（証券投資収益 8.3 兆円。うち債権利子が 7.4 兆

円）で占められている。今後製造業の海外移転が進めば貿易黒字は減少ないし赤字になる可

能性は小さくない。しかし所得収支の黒字は配当金や利子収入なので、そう簡単にはなくな

らない。 

世界中の輸出業者が米ドルを売ったとき、それを相殺する米ドル買い需要が弱ければ米ド

ルは下落する。世界の輸出企業は市場が注目しようがしまいが、毎日米ドルを売る必要があ

るもだ。 

米ドルという通貨は常に経常赤字から発生する売りに晒されており、米ドル相場が一定レ



ベルで安定するためには、この売りを吸収するための米ドル買いが必要となる。市場では米

国以外の世界中の輸出企業が毎日 18 億ドル程度の米ドル売りを行う必要があり、毎日それ

を補うだけの買いの需要がなければ米ドルは下落してしまう。 

中央銀行が資金を大量に金融システムに投入すれば、当該国の金利を押し下げ、当該通貨を

安くする効果がある。しかし金利がもともとゼロの場合、いくら中央銀行が資金を市場に投

入してもそれが為替相場に影響を与えるメカニズムはない。 

 

2012 年 01 月 「リーダーの条件が変わった」 大前研一 小学館新書  

「3.11」以前に約 3 兆 5000 億円あった東電の時価総額は、今や 6200 億円ほど。2011 年 3

月期の決算は、売上高が 5 兆 3685 億円で、有利子負債が 9 兆円以上もある。さらに 10 兆

円の賠償金が上乗せされる。 

このままでは結局、国民がその失政のツケを払わされる。 

2011 年当初予算は 92 兆円。国債償還費を除くと 71 兆円の歳出。財政赤字を半減させるた

めには 20 兆円の歳出削減をしなければならない。日本には国家公務員と地方公務員、さら

に郵便局や国立大学法人の職員など公務員に準ずる人々が、計 700 万人もいる。これら公

務員の総人件費は、一説によれば、年間 60 兆円もかかっている。つまり、20 兆円を削ると

いうことは、公務員の数をギリシャと同様に１／３削減しなければならないということだ。 

残る 20 兆円赤字減らすためには、消費税 1%UP で年間 2.5 兆円の税収増なので 8%引き上

げ必要。国家財政は高齢者人口増加に伴い、毎年 1 兆円以上悪化していくため消費税は最

終 18%程度にしなければならない。 

ゆうちょの通常預金口座は約 1 億 1500 万口座で約 180 兆円。このうち休眠口座が数十兆

円ある。このお金を国債の元本償還に充てるべき。 

 

2011 年 06 月 「日本経済はこうすれば復興する」 竹中平蔵 アスコム  

日本は経済大国だというウソを国民が信じ込み、もっと政府や自治体におねだりしていい

はずだとか、誰かのところに余っているカネをこちらに回せというような発想が蔓延する

世界になってしまったら、この国に将来はないのです。 

グローバル化は厳然とした事実であって、選ぶ選ばないという問題ではありません。事実と

は、市場経済が 27 億人から 60 億人のものに拡大し、激しい競争とチャンスが生まれたこ

とです。世界全体がひとつのマーケットになり、国境を越えて物や資源が移動し、フラット

化していくグローバル化の現実に対してどうするのかが問われている。 

農林水産省は現在 8 兆円の農業が TPP で 4 兆円に減ると試算していますが、ここにもウソ

があります。日本の米の価格を世界の米の価格の 4 倍として計算しているのは 10 数年前の

数字。現在は 1.5～2 倍程度です。近年の円高は、日本の農業が世界へ打って出るネガって

もないチャンスなのだと考えるべきです。ちなみに農水省は、一般会計予算で経済産業省の

7 倍の予算を使っています。にもかかわらず、農業を消極的に守る政策しか打ち出していま



せん。日本の農業のためにも、TPP に参加し、農業を積極的に強くする政策に転換すべき

です。 

農業への新規参入や農地の集約を拒みながら、小規模だから全滅してしまうと嘆いていま

す。発想を転換し、ピンチをチャンスに変えなければダメです。補助金などあてにせず、自

分でもっと頑張り、農業ビジネスを拡大していきたいと思っている農家や、TPP をチャン

スと見ている農家もあるのです。しかし農水省や農協が、がんじがらめに縛って、そう言い

出せない状況を作っています。TPP を本気でやるならば、根本的に変えなければならない

問題が二つ手付かずのままです。ひとつは郵政問題です。国民新党が主導した現在の郵政法

案は明らかに WTO の内国待遇違反ですから、TPP をやりながら WTO に提訴されるとい

う矛盾が生じてしまいます。もう一つは農家への戸別補償です。これは一律に金をばら撒い

て零細農家を温存する政策ですから、農業の集約が必要な TPP と矛盾します。 

これほど高い技術を持ち、これほど大きな資本があり、これほど優れた人材がいる国が、な

ぜ成長できないのか。日本が成長できないということはありえない、というのは世界の常識

的な考え方です。 

同額の GDP を生み出すときに日本が出す CO2 の排出量は、アメリカやヨーロッパの 1/2。

中国やインドのなんと 1/9 にすぎません。これは省エネルギーや CO2 削減に関する日本の

技術水準が高いことに加えて、「もったいないから電気を消そう」「天気のいい日は窓を開け

てエアコンを切ろう」といった日本人のライフスタイルがもたらした結果です。世界の国々

が日本と同じような技術とライフスタイルを身につけてくれれば、現在の世界の GDP を生

み出すときに排出される CO2 量は、なんと 67%も減って 1/3 になるのです。 

 

2011 年 02 月 「ユーロ連鎖不況」 中空麻奈 PHP 新書  

日本の国債はゆうちょ銀行とかんぽによって約 35%、その他金融機関によって 35%保有さ

れている。これに GRIF（年金積立運用独立法人）を加えると 46%。つまり国が国債を保有

している。 

69 歳代以上の世帯で日本の個人資産の 60%。50 歳代を合わせると 81%を占める。 

2007 年のサブプライム問題が金融システム不安に転嫁し、その不安を抑えるために公的債

務が増大化。これが 2010 年のソブリンリスクの遠因となった。 

  



日本に住み、普通の貯蓄行動を取っていると、私たちの財産はいつの間にか日本国債に委ね

られているのです。そんな状況だからこそ、日本国債と日本ソブリンの行く末を考えていか

なければならない。 

中長期的には、いずれ日本円は円安のほうに向かっていく。 

政治に世界ではいま、財政健全化が先か、景気対策が先かといった議論がさかんになってい

ます。本当はどちらが優先されるべきなのでしょうか。そもそもこの議論をするには、日本

の財政赤字は膨らみすぎており時期を逸している。 

いま、私たちが子ども手当てを受け取り、消費税増税を避けることは、自分の代わりに子ど

もの負担が増えるということです。 

消費税を 20%近辺まで上げてやっと 2014 年度の赤字増大傾向に歯止めがかかる。 

できるだけ早く、将来世代の負担を私たちの責任で少しでも減らすべき。 

日本には将来に残したいものがたくさんあります。 

  

成長できない国でもトリプル A になれる。格付けクライテリアでは成長などしなくていい

のです。債務に対する支払いの確実性を高めればそれでいい。これからの経済成長は緩やか

でも問題はありません。 

 

2011 年 02 月 「競争と公平感」 大竹文雄 中公新書  

オスとメスが同数いるとすれば、メスが長い時間をかけて子育てをする場合、子育てをして

いないメスの数は、配偶者を探しているオスの数よりも少なくなってしまう。そのため、オ

スがメスをめぐって競争する。 

日本企業は、非正規社員の雇用期間を短く制限し、単純な仕事だけを行ってもらい、正社員

に訓練を集中させるという傾向を強めてきた。こうした日本の労働法制が、二極化を促進し

てしまっているのである。 

胎児の期間の栄養状態が悪いと、代謝のメカニズムがその環境に応じて、飢餓時に体内に脂

肪を蓄積しやすいようにプログラムされて生まれてくる。ところが生まれてくると飢餓の

世界ではなく、飽食の世界だ。飽食の世界ではメタボリック症候群をもたらしてしまう。 

日本では年齢が高い人のほうが年齢層内の所得格差が大きい。人口高齢化によって日本人

のなかで所得格差が大きいグループが増えてきたため、日本全体の所得格差が広がってき



た。 

 

2011 年 01 月 「自分を守る経済学」 徳川家広 ちくま書房  

人口 2000 万人のイラクの場合は 2010 年 9 月の戦闘終結までで控えめに見積もって 50 兆

円以上が費やされている。（250 万円／人） 

アメリカの対外債務＝13.5 兆ドル（1,350 兆円）。中国の外貨準備額は 200 兆円（そのうち

半分がアメリカ） 

アメリカのＧＤＰ＝1,200 兆円。日本・中国のＧＤＰ＝500 兆円。 

原油価格が長期的に上昇傾向にあることはほぼ間違いない。2020 年頃には 200～300 ﾄﾞﾙ／

ﾊﾞﾚﾙ。 

中国・インドの成長。人口の増加。天候不順等により食糧価格は上昇する。エネルギー価格

と食糧価格の上昇は世界的なインフレ基調をもたらす。貧困国では政情不安。海上輸送への

悪影響。これらすべてが一次産品価格の上昇に貢献する。アメリカ覇権の終焉。 

日本の政府債務は 900 兆円。今後高齢化により政府財政負担増加。財政赤字による失業率

の増加か、国債増発による金利上昇か？日本の財政は破綻する。日本は世界的に見ればまだ

ましの部類。国債が価値を失い、銀行預金も事実上消失。労働力の半分近くが失業状態。 

エネルギー価格の上昇は肉体労働の働き口を増やす。農業補助政策は終焉し、農業は自由化

される。自転車と鉄道の利用者は増える。航空会社の国内便は壊滅。巨大駐車場を備えたシ

ョッピングセンターは消失。財政破綻前にできるだけ資産を増やして、財政破綻後の投資収

入を大きくすべき。 

新しい日本は今よりは貧しくともその時点では世界最富裕国。日本の資産が有利。 

 

2011 年 01 月 「お金の流れが変わった」 大前研一 ＰＨＰ新書  

現在の過剰流動性は、世界的に高齢化とモノ余りが進み、需要が低調でお金がモノに転換さ

れなくなったのが主な原因。 

世界で活躍できる人材なら企業は何人でも採りたいと思っている。世界最大の累積債務を

抱えながら、雇用確保と称してダメ人間に補助金をつけるという民主党の発想は救いがた

い時代錯誤の政策だ。 

毎年 40 万人ずつ働く人が減っていく日本はＧＤＰは上がらない。デフレで物価が下がり、

贅沢を言わなければそれほどお金を使わなくてもそこそこの生活を送ることができる。日

本経済を本気で活性化させるには、この状態に慣れ満足してしまっている人たちにお金を

使わせる気を起こさせるしかない。 

日本の金融機関は結局国債しか買っていないのである。国民は銀行や郵貯に預金したと思

っているが、じつは間接的に国債を買っていたのだ。つまり日本国民の金融資産の大半は日

本国債なのである。 

日本にまかせれば 30 年早く先進国にキャッチアップできる。都市からスラムがなくなる。



鉄道が生活のインフラの一部になる。ケータイが電子財布になる。公害が解消される。その

ような興奮を新興国の人々に与えることができれば、官公需ビジネスにおいて日本の一人

勝ちはまちがいないだろう。 

現在、原子炉建設の技術をもっている会社はアメリカのＧＥとウェスティングハウス、フラ

ンスのアレバ、そして日本の東芝、三菱重工、日立製作所だけなのだ。しかもウェスティン

グハウスは東芝の傘下で、三菱重工はＧＥ，日立はアレバと組んでいる。旧ソ連のチェルノ

ブイリ原発は圧力容器がなく、爆発したら終わりの古いタイプの原子炉。欧米や日本の原子

炉は圧力容器があって、炉心溶融が万一起こっても、放射能はすべて中に閉じ込められる。

この圧力容器を製作できるのは世界でも日本製鋼所だけになってしまっている。 

自民党は均等な国土の発展をめざし、田舎の開発を行った。しかし田舎には需要も金もない。

だから結局、税金を持ち込んで、工事が終わったら閑古鳥というのがこれまでの経済対策だ

った。これからは都市の再開発を目指すべき。 

4000 兆円のホームレスマネーが日本復興の鍵だ。これ以上税金を使ったら国家の破綻につ

ながる。 

日本には 1400 兆円もの個人金融資産が手付かずで眠っている。国民の消費マインドが高ま

ってこれが市場に出てくれば、景気は一気に回復する。 

 

2011 年 01 月 「バランスシートで考えれば世界のしくみが分かる」高橋洋一 光文社

新書  

政府の内部にお金が滞留していて、民間が資金不足にあえいでいる。民間にお金が回れば経

済活動によって富を増大させることができますが、政府がお金を抱えていても一銭も増え

ません。 

国の大きさを示す GDP＝500 兆円。債務残高＝1000 兆円。資産 700 兆円。 

純債務＝1000－700＝300 兆円（GDP 比 60%） 

円キャリー＝低利の円を借りて一定期間外国の資産を保有し、それを売却して利ざやを稼

ぐ取引のこと。 

自由経済の建前からいっても、過剰な外貨準備を持つことはやめるべきです。やめればポン

と 100 兆円の借金が減る。 

元々年金は、先に生まれた人が有利で、後から生まれた人は不利になる制度です。そもそも

年金制度は親に仕送りするようなもの。年金といってもしょせんは税金。日本の年金システ

ムの健全性は高い。保険料未納は脱税と同じ。 

日本と出生率が変わらないのに、約 3 倍のリプレースメント・レシオで国民に年金を払っ

ているギリシャと、健全なバランスシートを維持している日本とが、同じように破綻すると

いう説はまことに不思議です。 

日本は、国際紛争の解決手段として武力を用いないことを世界に宣言している平和国家で

す。武力で協力できないことに、金銭を以て充てることは少しも恥ずかしいことではありま



せん。経済的な発展によって国の内外を豊かにし、外交的には平和主義を貫くということは

まさに近代国家の理想です。日本は今後ともこの崇高な理念を追求すべきです。 

 

2010 年 12 月 「ゴールドマン・サックス研究」神谷秀樹 文春新書  

CDS という保険は A 社が破綻したら債務を満額支払うという保険。これは企業に対する保

険金殺人である。GM は破産した。この保険を買った人々が債権者会議に行き、あらゆる再

建案に反対したからである。「まず一旦殺せ。そして俺たちをたっぷり儲けさせよ。それか

らなら再建しても構わない」こうして多くの失業者を出したその中でたっぷり儲けた人間

がいたのだ。これがまともな金融業なのだろうか。 

もっとも大きな懸念を持つのは 1 兆ドルを超える年間赤字予算を組むアメリカ、40 兆円も

税収がないのに 92 兆円を超える予算を組んだ日本、そしてイギリスという経済規模が大き

な 3 国の財政破綻である。 

国家が返済できない借金の始末は、貸出人が海外に居れば棒引きしてもらい、国内に居れば

インフレで通過の価値を落とすというのが常道。 

今後多くの老人を養い、また自分たちもより良い生活をしたいのならば、その分稼ぐほか道

はない。今のように国債発行という形での次世代からの移転所得で、なんら生産性をあげず、

ぬるま湯につかった生活を維持することなど継続不可能なのである。一日も早く、現実を直

視し、心を入れ替え、自分立ちの進むべき方向を次世代を担う人々に見出していただきたい

と切に思う。 

 

2010 年 10 月 「日本経済のウソ」 高橋洋一 ちくま新書  

2009 年の政権交代時、日本の 10 年国債の利回りは 1.2%。10 年物価連動国債の利回りは

2.4%です。これから一般物価の将来予想は-1.2%となります。一方、アメリカの 10 年国債

利回りは 3.2%。10 年物価連動国債の利回りは 1.5%です。これから一般物価の将来予想は-

1.7%となります。したがって、日本とアメリカで、それぞれ名目金利は 1.2%と 3.2%。実質

金利は 2.4%と 1.5%です。このように実質金利が日本のほうが高いので、今後日本の設備投

資に懸念があるのは当然です。 

 

2010 年 08 月 「家計・非常事態宣言」萩原博子 朝日新書  

日銀が公表している 2009 年末の対外資産負債残高を見ると、海外の資産から負債を差し引

いた純資産は、なんと 266.2 兆円。 

家計は資産運用によってお金を増やすことよりも、お金を減らさないことに腐心すべき。た

とえばグロソブの場合、運用手数料が年 1.25%。毎月 1 万円につき 4 円の配当をするとな

ると、年 4.8%の利回りが必要ということで、手数料と配当を足すと 6.05%になり、これを

稼ぐには年 7～8%で運用していかないとファンド本体が痩せていくことになる。 

 



2010 年 06 月 「日本の大問題が面白いほど解ける本」 高橋洋一 光文社新書  

プライマリー・バランスと債務残高の対 GDP 比には、次の関係があります。 

公債残高 GDP 比の改善＝プライマリー・バランス GDP 比の黒字＋（成長率―金利）ｘ1.5 

国債依存度というのは、新規国債発行額が予算歳入の何%を占めているかという数字です。

新規国債発行額は普通の国では、国債残高の 1 年分の増加額に等しい額ですが、日本では、

国債残高の 1 年間の増加額に、政府内に貯める資金（2010 年度予算でいえば 10 兆円）を

加えた数字になっています。重要なのは毎年の政策的な経費が税収などの収入で賄われて

いることで、それがプライマリー・バランスなのです。 

89 兆円という歳出のうち 20 兆円は国債費なのです。国債費といわれれば、これはかならず

支払われなければならないものだと誰もが思いますが、この 20 兆円のうち本当に支払われ

なければならない利払いは 10 兆円だけです。あとの 10 兆円は、実は債務償還費という名

目で国債の借り換えに使われています。つまり 10 兆円の予算を使って国債を 10 兆円償還

するのではなく、ただ借り替えているのです。このわけのわからない 10 兆円が H21 当初

予算の 33 兆円（後に補正予算で 44 兆円）発行した国債の 1/3 を占めています。国債依存

度という他に例のない数字を使って財政が大変だというのも日本の財務省だけ。国債償還

費を一般会計に繰り入れているのも日本だけ。 

国の破綻とは国債が暴落すること。10 年国債の場合、いまは金利 2%ですが、これが 5%に

なれば、国債価格は 25%低下します。金利が 10%になれば 50%低下します。 

 

2010 年 05 月 「日本経済の真実」 辛坊治郎 幻冬舎  

2007 年度の日本の GDP 

生産  516 兆円 

分配 家計 266 兆円  企業 199 兆円  その他 51 兆円 

支出 家計 298 兆円  政府 93 兆円  設備投資 121 兆円 

    純輸出（輸出－輸入） 8 兆円 

 設備投資の内訳 住宅 17 兆円、企業設備 81 兆円、政府 20 兆円、 

民間在庫 3 兆円、公的在庫 0 兆円 

2009 年 6 月末現在個人金融資産の状況 

負債 家計 375 兆円  民間 1032 兆円 政府 979 兆円 

資産 家計 1441 兆円 民間 766 兆円  政府 475 兆円 

日本の企業が人から設備まですべてそのまま外国に運んで工場を移設し、原材料から縫製

まで一貫して現地生産した 900 円のジーンズを日本に輸入して 1000 円で販売すれば、日本

国内で生み出された付加価値、すなわち GDP は 100 円ですが、この会社が海外工場も含め

て生み出した付加価値、すなわち GNP は 1000 円です。日本国内の人々が豊かになるため

には、GNP ではなく、GDP を増やすことが大切です。日本企業はどんどん外国に進出して

いくけれど外国企業は日本に来てくれない。これが日本の GNP が先進国の中で特異的に



GDP を大きく上回る理由のひとつ。 

間接金融の中でもとりわけ郵便局が政府の打ち出の小槌です。郵便局は郵便貯金や簡易保

険で預かったお金の実に 8 割を国債の購入に充てています。郵便局が国債を買えばみんな

の貯金は政府の赤字の穴埋めに使われます。郵便局はまさに「政府の財布」です。1000 兆

円あまりの個人の貯蓄のうち 500 兆円ほどが政府の借金に充てられている。国の借金が将

来の経済成長につながる「価値ある資産」として残っていれば、この 500 兆円は有意義に

生かされているといえます。しかしこの借金が、政府の赤字の穴埋めに使われたり、ススキ

の原っぱとなった工業団地や、飛行機の発着しない飛行場、あるいは船の形すら見えない巨

大な釣堀状態の港湾に化けたりしていたら、国民の大切な貯蓄、すなわち国民がせっかく節

約した GDP の一部が、いつのまにか消えてなくなっていることになります。国債のかたち

で民間から吸い上げたお金は、民間に代わって政府が使います。 

借金をして人気取りに走る政治家は間違いなく国家を破綻に導きます。個人が一斉に金融

資産を取り崩して消費を始めたらパニックです。預貯金の残高が急減して、銀行も郵便局も

国債を買う余裕がなくなります。持っている国債も売らなければなりません。買う人がいな

ければ国際の値段は暴落します。新しい国債が売れなくなれば、政府は満期の来た国債の払

い戻しができなくなります。つまり国家財政の破綻をきたします。 

国民の貯蓄の多くが、国債に回って、それが無駄に使われて、国の借金だけがどんどん積み

上がっているという現状は、国民の多くの貯金は不良債権化していて実質はほとんど残っ

ていないということになる。国家財政が破綻して、政府が国債の払い戻しをできなくなった

瞬間に、年金資金も貯金もパーになる可能性があります。 

すでに日本中の預貯金の少なくとも半分以上は間接金融を通じて政府に吸い上げられてい

るのです。このままの状態が続けばある日、国債価格が下がり始め、場合によっては突然暴

落する日が来るかもしれません。国債価格が暴落するということは、世の中の金利が暴騰す

ることを意味しています。国債の値段が下がるということは、金利が上がるということと

100%連動しています。例えば、国の借金を 1000 兆円とすると、金利 1%なら,毎年の政府

の金利支払いは 10 兆円です。しかしもし、金利が 10%に上がったら、政府は毎年金利だけ

で 100 兆円支払わなければなりません。税収が 40 兆円のままで金利の支払いだけで 100 兆

円になったら、絶対に政府はつぶれます。そのときがひたひたと忍び寄っています。 

デフレが問題なのではありません。国内で生産効率を上げて値下げしたのでは間に合わず、

中国やベトナムの人に職を与えて日本人を失業させる構造が進んでいるところに本質的な

問題があるのです。 

もしあなたが、仕事を持たない友達から「私にお金を貸してちょうだい。貸してくれたら君

にあげる」と言われたらどうします？この友達こそ、現在の日本政府の姿なのです。あなた

が友達に 1000 万円貸したのは事実です。しかしあなたの手元に元から 1000 万円あったわ

けではありません。毎回 90 万円返してもらってそれに 10 万円だけ上乗せしているのです

から、最初の 100 万円と 2 回目から 10 回目までの 10 万円ｘ9、すなわち 190 万円しか持



っていなかったのに、形の上では友達に 1000 万円の債権を持つことができたのです。実は

日本政府が国債として吸い上げた国民の貯蓄の一部は、国民に払い戻されて、それらがさら

に貯蓄に回っているものもあります。この構図から分かるのは、見かけ上の国民の貯蓄額と、

国の借金の残高だけから単純に破綻の時期は確定できない。 

システムや技術の開発拠点を海外に置いて、情報をインターネットでやりとりしながら仕

事を進めることができるようになると、日本は技術者が安くて優秀な中国やインドの技術

者との競争に晒されます。事務処理の世界でも、同じことが起こり始めています。何気なく

電話している企業のコールセンターが、実は海外にあるということも珍しくない時代です。 

財政赤字を拡大し借金を積み上げて家計に配るさまざまな給付にしても、家計を支援する

だけのものに止まり、それが労働力、設備、技術の発展にどのように結びつくのかという展

望が開けません。政権の基本的スタンスとして、家計への分配を優先して企業、中でも大企

業に負担を課すことを当然とする姿勢が感じ取れます。儲けすぎる大企業は悪、弱い家計や

中小企業は善、という発想では、日本全体が衰退します。 

健康な若者が、生活保護を得て自宅で 24 時間ゲームに熱中する、そんなことが、日常の風

景の中に入り込んできています。彼の生み出す GDP はゼロです。今は、社会に寄生して生

きるだけの余力が、その生活を支える日本に蓄積として存在しています。しかし、その蓄積

が切れたときにどうなるか。 

外国人が日本に投資しないどころか､日本企業が、日本国内で得た利益をどんどん海外に投

資している状況です。こうなると、雇用が生まれ、消費が増え、GDP が向上するのは、そ

の投資先の国ということになります。そういう意味では、人気の 100 円ショップや、格安

衣料品チェーンのビジネスモデルが日本にとって最悪だということがわかります。 

多くの昔ながらの商店主は、食うに困らないだけのたくわえを持っていたり、駐車場や不動

産賃貸ビジネスなどの別の収入があったりするために、シャッターを下ろしたまま商店街

を放置してしまう。 

豊かさに慣れた国民はやがて国への依存心を高め、それに迎合して矜持を忘れた政治家や

メディアと、縦割り行政の中で自らの利益を優先する官僚組織に日本は蝕まれてしまう。 

 

2010 年 02 月 「高校生のための経済学入門」 小塩隆士 ちくま新書  

利子は流動性を失うことの見返り、逆に言えば、流動性を手に入れるためのコストと捉える

こともできる。 

1980 年代後半は、インフレは驚くほど安定していました。なぜかというと、余ったお金は

モノやサービスではなく、株式や土地の購入に向けられたからです。株価や地価の上昇を期

待して、多くの人がお金を借りてまで株式や土地を購入していきました。 

日銀がお金を市場に大量に供給する量的緩和策をとった 2001 年以降を見ると、お金が足り

なくて日本経済がうまく回っていないというわけではない。今度は株式や土地の購入には

回らず、国の発行した借用証である国債の購入に回っているというのが一般的な見方です。 



国民負担率＝（租税負担＋社会保障負担）／国民所得 

現在、日本の国民負担率は約 40%です。この水準はアメリカとほぼ同じですが、ヨーロッ

パ諸国の多くは 50%を超えており、スウェーデンになると 70%に達しています。 

財政赤字は、政府が行う行政サービスに必要な財源のうち、税収では賄い切れない部分を将

来に先送りしている部分です。簡単に言えば、私たちは分不相応な生活をしているというこ

とになります。その部分は、将来自分たちが、あるいは将来世代が負担しなければならない

はずです。 

国債を保有していれば、政府がそのために国民に税金を課しても、その国債を換金すれば税

金を無理なく納めることができます。つまり国債は政府にとって負債であると同時に国民

にとって資産である。したがって両者は相殺される。 

私たちがどれだけ将来世代のことを思って行動しているか、換言すればどこまで「利他的」

か？私たち現在世代が、国債償還のために増税に苦しむであろう将来世代のことを思って

貯蓄を増やしている限り、国際の累積は大きな問題にはなりません。しかし､貯蓄率を 

増やそうとすれば、消費はなかなか増やせません。そのため､政府が国債を発行して政府支

出を増やし、景気を浮揚しようとしてもあまり効果があがりません。国債の発行による政府

支出の増加で景気が上向くと考えるのは、人々が利他的でなく、つまり「将来世代のために」

と思って貯蓄を増やしたりするようなことはせず､自分のために消費を増やすと想定して

いることを意味します。社会保障や財政という政府の役割を通じて、現在世代と将来世代と

の利害は対立している。 

 

2010 年 02 月 「民主党が日本経済を破壊する」 与謝野馨 文芸春秋  

輸出が二割減るとなると､非製造業までの波及効果を合わせて雇用は約 100～200 万人は減

る。失業率にして 2%から 4%弱の悪化だ。最近の IMF 予測では 2010 年に失業率が 6%を

超えると見通している。 

中間的なホワイトカラー、IT 技術者、サービス業関係者などが次々と中国やベトナムなど

の優秀な大卒との競合にさらされていく。 

雇用調整助成金など短期的な雇用対策と、環境・アジアなどをキーワードにする長期的な成

長戦略の間に、中期的な「雇用の裂け目」が生まれてしまっている。 

仮に長期金利が 1%上昇すれば、2 年後に国債費は 4 兆円程度増加する。これは防衛予算に

肩を並べるほどの額だ。 

ファッション、建築設計、それから、意外に歌謡曲やポップス、映画、それにマンガやアニ

メといった分野がさらなる成長の可能性を秘めている。国立メディアセンターも実は日本

の将来のメシのタネを育てようという動機で予算を計上した。 

人間がさまざまな製品に求める「便利さ」というものは技術的には限界に近づきつつあるの

ではないかと思っている。何でも手に入れられるし、便利なものも何でも持っている。新し

く欲しいもの、がそうそうたくさんあるわけではない。そうした飽和状態になった先進諸国



を対象にモノづくりで頑張っていくというだけでは限りがあるだろう。 

1.5%の金利では思うように資金が調達できなくなって消化できなくなってくる。長期金利

がどこかでパンと跳ね上がる恐れが常につきまとっている。長期金利が上がると、影響が及

ぶのが国債だけではない。設備投資資金など長期間にわたってお金を借りている企業の金

利が上がってしまうし、個人の住宅ローンの金利も上がってしまう。つまり金利が上がれば、

経済活動は全体として停滞に向かう。みんなが現に持っている国債の評価がいっぺんに下

がってしまう。いま持っている国債は 1.5%の金利しか生まないのだから、これはずいぶん

条件の悪い国債だという話になるのだ。国債の評価が下がるということは、円そのものの評

価が下がるということにもつながる。 

金利の上昇を防ごうとして、仮に日銀が国債を直接引き受けるような政策をとれば、これは

マネー・プリンティング・オペレーションそのものだ。 

今のところ国債は個人の過剰貯蓄のおかげで国内でほとんど消化できるし､長期金利も上

がっていないから、みんながその痛みを感じずに過ごせている。 

プライマリーバランスというのはその年の公共事業や社会保障などの政策経費を賄うため

に新たな借金をせず、税収等で賄えている状況を指す。プライマリーバランスで現役世代の

受益はひとまず見合っているといえるかもしれない。だから財政再建の一里塚と言ってい

る。しかし、これとは別に年々膨らむ過去の借金の元利払いが厳然として存在している。こ

れを賄うために毎年、新たな借金を重ねているわけで、将来へのツケはなお続いている。長

期金利が成長率を上回って上がってしまえば、税収が増える以上に借金の元利払が大きく

膨らんでしまうので、財政が持続可能かどうかは保障できない。 

私たちが目指す安心社会とは、まず「働くことが報われる、公正で公平な社会」でなければ

ならない。次に「家庭や地域で豊かなつながりが育まれる社会」でもなければならない。人

は人とのつながりの中で安心を感じ、モラルを高め、成長することができる。助け合い、い

たわりあい、支えあうコミュニティを持続させていくような支援が必要だ。さらに安心して

働き、生活していくには、教育・訓練、医療、保育、介護、住宅などの基本的な支えが欠か

せない。これを言い換えれば、国や自治体、民間企業、非営利民間団体などが連携して安心

作りに取り組む「働き、生活することを共に支えあう社会」という言い方もできるだろう。 

 

2010 年 01 月 「使える！経済学の学び方」 小島寛之 ちくま新書  

モノを買うことに対して、買うタイミング、何を買うとかいったことを留保することができ

るという効能、それを「流動性」の効用と称する。流動性とは「時間を買う」ことである。

財を買うと貨幣は代わりになくなってしまうが、「時間を買う」場合、貨幣はなくならず手

元にある。このように、貨幣は「時間の流れ」を通じて購買力を飲み込み、「供給あまり」

を引き起こす。 

「何でも買えるという可能性」こそが流動性。１万円札は任意のものが買える。この「任意

性」に人々は魅力を感じる。生産力が拡大し、「特定の」モノがあまり欲しくなくなる豊か



な社会になると、「任意性」へと欲望が向かう。 

 

2009 年 07 月 「血税空港」 森功 幻冬舎新書  

静岡空港は 70%の搭乗率を JAL に保証。ドル箱路線でさえ 60%あまりしかないのに 70%

は無謀。 

2010 年に第四滑走路が完成する羽田の 10 万回の発着枠増。国交省はこの増枠分をできる

だけ国内路線向けに残そうと懸命だ。あえてそれを押し付けている理由が地方空港の経営

問題なのである。政府は道路整備特別会計そっくりの空港整備特別会計を使い、日本全国の

津々浦々に 100 近く建設してきた空港を放っておくことはできない。 

 

2009 年 04 月 「強欲資本主義ウォール街の自爆」 神谷秀樹 文春新書  

アメリカの GDP はその 7 割を個人消費に頼っている。その個人消費は、借金で賄われてお

り、ホーム・エクィティ・ローンやクレジット・カードなど、消費者金融に大いに頼ってい

る。 

2008 年の景気対策の総額は 1680 億ドル。これを中産階級以下にばら撒いた。つまり、個

人が浪費のために個人の力で借金できなくなってしまったのなら、政府が代わって借金し

て現金を配るから、とにかく「浪費を続けよ」という政策である。アメリカの 2008 年の予

算は 4100 億ドルの財政赤字となる。この主たる要因には医療保険年金などもあるが、1680

億ドルがばら撒きで、2476 億ドルが軍事費である。これらのお金が生産性を向上させ、新

たな生産基盤を創造し、真の経済価値を生むためのものとして使われない。 

ありとあらゆる面から見て、アメリカは経済を縮小し、身の丈にあった生活に戻るほか回復

の道はないのである。アメリカの浪費に合わせた経済運営をしていた国も、これまた同様で

ある。アメリカへの輸出に頼ってきた国や企業は、いまや過剰設備に泣いているだろう。処

方箋は「縮小」以外にはない。すべてはそこからやり直しだ。 

巨額な赤字を生んだシティグループとメリルリンチの CEO 二人の退職金は、合わせて 2 億

ドル。リーマン・ブラザーズを倒産させたディック・ファルド会長の昨年のボーナスは 4000

万ドル。 

「何のための“成長”なのか」、「何をもって“成長”と考えるのか」といった基本的な議論

が十分なされないままに、数値目標を追いかけた結果は、より強欲な者に富を集中させ、お

金以外の価値あるものがないがしろにされ、社会全体としては格差が拡大し、決して幸福と

は言えない状況を生み出しているのではないだろうか。 

もう、要らないものを消費者に買わせたり、買わせた物はできるだけ早く陳腐化させ、新製

品に買い換えさせるというビジネスモデルは崩壊したのではないかと思う。消費者は明ら

かに、もっと精神的な満足を求め始めている。 

 

2008 年 12 月 「間違いだらけの経済政策」榊原英資 日経プレミアシリーズ  



価格構造の変化、あるいは、価格革命なのです。つまり供給能力が急速に増加し、明らかに

需要を超えていくと思われる製造業の製品、特にハイテク製品の価格は傾向的に下落し、需

要が供給能力を超えていくことが予想される資源価格は上昇し続ける可能性が高いのです。

資源価格がトレンドとして上昇するとなると円高のメリットは輸出産業にとっても増大し

ます。円高を目指す必要はないにせよ、少なくとも円高を阻止する理由はなくなってきます。

またエネルギーや食糧不足が顕在化してくるのですから、エネルギ－政策や農業政策を強

化していかなくてはならないでしょう。 

この国の姿形を明らかにしないで、総量や平均の議論を続けてもらちがあきません。大きく

世界が変わっている今、日本をどういう国にしたいのかを、まず示すことが政治と行政に求

められているのです。 

 

2008 年 12 月 「世界潮流の読み方」 ビル・エモット PHP 新書  

日本政府は膨大な債務を負っているが、アメリカと異なるのは、アメリカが世界中に債務を

負っているのに対し、日本の場合は国内の貸し手だけに債務を負っているということだ。 

 

2008 年 12 月 「この金融政策が日本経済を救う」高橋洋一 光文社新書  

政府は財政再建の必要性をよく主張します。日本には現時点で 981 兆円もの借金があり、

国民一人当たり 800 万円にのぼるという説明がなされます。また国は年間 83 兆円のお金を

使うが、税収が 58 兆円しかないということもよく言われます。 

実は政府は 690 兆円もの世界最大の資産を持っている。日本が他の先進国と比べて特徴的

なのは、現金・預金 37 兆円、有価証券 91 兆円、貸付金 217 兆円、運用寄託金 96 兆円、出

資金 65 兆円と、金融資産が大きいことです。 

 

2008 年 11 月 「日本は財政危機ではない」 高橋洋一 講談社  

税収は約 50 兆円、予算は約

80 兆円（国債の利払い 20 兆

円、地方への交付 20 兆円、

社会保障 20 兆円）。日本の

GDP は 500 兆円。 

財務省の指摘するように、現

在「租債務の対 GDP 比」は

160%という高率で、これは

国際的にもダントツ。 

一方、政府の資産は約 700 兆

円もあり、純債務は約 300 兆

円。純債務の対 GDP 比は



60%で、管理できない数字ではない。 

   

特別会計 178 兆円のうち、約 80 兆円は国債償還や国債利払いに充てられており、国債整理

基金特会を右から左へ素通りしていくだけ。 

ニュージーランドやドイツの基準を採用して、道路事業の採択を厳しくやれば、自民党の道

路族のいう今後 10 年間で道路特定財源 60 兆円の投入は 20～30 兆円ですむはずだ。 

政府保有の郵政公社の株式売却で 5 兆円。日本政策投資銀行、商工中金の民営化による株

式売却で約 8.2 兆円。日本貿易保険、都市再生機構、能力開発機構などの独立行政法人の民

営化で 1.5 兆円の収入。 

JT 株の売却で 2 兆円。国立大学への出資金を株式にすれば 2.3 兆円の売却益。 

財務省は国有財産を管理するための職員が 1000 名以上いる。 

地方公務員の人件費は 25 兆円。国家公務員の人件費は 6 兆円。 

 

2008 年 10 月 「すべての経済はバブルに通じる」 小畑績 光文社新書 

住宅価格が上昇していれば、借り手は低金利の期限が来たときに、別のサブプライムローン

へ借り換えを行うことによって再び低金利からスタートできるようになる。 

証券化とは、様々な実物資産を集め、これら資産から生じるキャッシュフローを権利として

まとめる。その権利を細かく分けて証券とする。その証券を投資家に売る。証券化すると、

突然投資家が群がってくる。証券化によりリスクは分散化・除去され、極めて信用度の低い

債権がトリプル A という信用度が最も高い格付けの債権に生まれ変わる。 

投資商品は、その資産の特性のすべてがリスクとリターンに反映されているから、複雑な個



別の資産特性を考慮しなくてもすむようになる。 

原資産という実体がキャッシュフローの実績という結果の数字だけで評価される商品とな

ったのと同時に、証券化はリスクの変質をもたらした。原資産から生じると期待されるキャ

ッシュフローの将来における不確実性というリスクから、この投資商品が将来、望む価格で

売れるかどうかというリスクに変質した。すなわちリスクの対象が原資産という実体から、

他の投資家の動向という目に見えないものに変化したのである。いわば、他人の価値観が将

来どうなるかというリスクに変質した。そして他の投資家とは、集団としての投資家たちで

あるから、その動向とは市場における流動性であり、それは群集の動向に他ならない。つま

りリスクは原資産の実体のリスクから、将来の投資家たちという群集の動きのリスクとな

り、リスクがいわば社会化したのである。証券化による「商品化」がリスクの「社会化」を

もたらしたのだ。 

サブプライムショックとは、2007 年 8 月、フランスの金融機関、BNP パリバによるファン

ドの解約凍結を発端に、世界の金融機関が大混乱に陥った一件を指す。 

サブプライムローンの借り手は、そもそも収入が少なかったり安定していなかったりした、

普通の住宅ローンが借りられなかった人々である。したがって、当初の少額の返済額ならな

んとか払えても、返済額が急増した後は毎月払えるはずもなく、地道に完済する選択肢はな

かったのだ。 

「円キャリー取引の巻き戻し」とは、円を借りてリスクの高い市場や資産に投資していた投

資資金を引き揚げるために、資産を売却し、それを円に替え、円で借りたお金を返すことを

指す。したがって「巻き戻し」が起こると、リスクの高い資産は売られるため、その価格が

暴落する。その一方で円は買われるため急騰することになる。 

ほとんどのヘッジファンドが出資者から預託された出資金以外に、借金をしてさらに投資

額を膨らませているのだ。いわゆるレバレッジを効かせているのである。こうしなければラ

イバルにあっさり負けてしまう。 

自己増殖を止めない金融資本は、投資機会を自ら作り出すことを求める。その成功により金

融資本はさらに増殖するが、実体経済には過度の負担がかかり、金融資本に振り回されるこ

とになる。 

一旦自己増殖メカニズムが崩壊すれば、金融市場は未曾有の大混乱となることは明らかだ

った。実際、金融資本にとっては小さな存在であった実体経済が躓けば、その景気変動が異

常に増殖されて、金融市場に大きな衝撃としてフィードバックされることとなる。その結果、

増殖した金融資本は脆くも簡単に崩壊することになる。 

二十一世紀のリスクテイルバルブをはじめとするキャンサーキャピタリズムは、金融市場

に構造的に埋め込まれてしまっているから、これを除去することは不可能である。キャンサ

ーキャピタリズムにおける金融資本の自己増殖願望を根絶しないかぎり発症および増殖を

とめることはできないのだ。 

キャンサーキャピタリズムの病が癒えるのは、この病に蝕まれた既存の金融資本が一度消



滅してからとなろう。いくつかの投資銀行の破綻などにその兆候は現れているが、さらなる

発症が続くであろう。今後多くの識者の議論に反して、実体経済が相対的に力を持つように

なり、金融資本の影響力は低下することとなる可能性がある。原油高、資源高、穀物高によ

るインフレ危機が騒がれているが、これはモノの値段が上がっているのではなく、お金の価

値が下がっているのである。これこそ、実体そのものである資源や穀物と、マネーとの価値

の逆転現象であり、金融資本の低下、衰退を示している。これがさらに進めば、実体経済と

金融経済との主客が逆転し、本来の姿に戻る可能性がある。そのときこそ、本当にキャンサ

ーキャピタルが決定的に崩壊し、病が完治するときである。しかし、今回のリスクテイクバ

ブル崩壊は、まだ第一次崩壊過程と思われ、今後、幾度となく、キャンサーキャピタリズム

は発症し、リスクテイクバブルは繰り返され、さらに別のバブルやそれ以外の発症があるで

あろう。 

キャンサーキャピタリズムの完治はいつか。それは意外と遠いようで近い気もする。しかし、

それまでには、これまで以上の激痛と悶絶を経なければならないだろう。少なくともその覚

悟だけは、我々は今からしておかなければならない。 

 

2008 年 9 月 「お金は銀行に預けるな」 光文社新書 勝間和代  

個人向き商品に限っていえば、銀行は主に定期預金と住宅ローンで儲けていて、手間のかか

る普通預金や決済サービスではさほど儲かっていない。 

どんなに外国の金利が高かったとしても、債権を買ったり、預金をして預入れ期間後に再び

円に戻そうとしたときには、理論的には円がどんどん円高の方に向かっているため、結局は

儲からないはずなのです。 

住宅ローンの金利だけでも 3～4%かかるので、金利分だけで税金などの負担もなくその一

戸建てが借りられることになってしまう。景気というものは、いかに住宅を買わせ、いかに

借金を背負わせるかというところで決まるといっても過言ではありません。 

 

2007 年 06 月 「人間にとって経済とは何か」  PHP 新書 飯田経夫 

私が日ごろよく思うことだが、これだけ豊かになれば、消費者はもう新しく買いたいものが

なくなってしまっているはずだ。それなのに、「飽食」して「満腹」で、「もう食べたくない」

といっている彼らの口を力ずくでこじ開けて、「もっと食え、もっと食え」とばかりに、食

べ物を無理に押し込もうとしてきたのが過去の一連の不況対策であり、その最も愚かな例

が 99 年に発行された「地域振興券」による消費振興策ではなかったか。環境への負荷を増

すだけのような“浪費のすすめ“がいったい許されていいのか、という疑念は別にしても、

そんなことで消費の進行など期待できるはずがない。 

大げさかつ傲慢に聞こえると恐縮だが、私はもはや経済学には絶望している。「飽食」で「も

う食べたくない」といっている消費者に、無理やり食べ物を食べさせようとすることを「不

況対策」の名のもとに主張するような経済学には、私はもはや愛想が尽いている。 



私は、経済学はやがてなくなるのではないか、と予想している。そして、それはそれでかま

わないのではないか、と考えている。「足るを知る」ことをみんなが知らなければならない。 

弁護士になってまだ日も浅い頃、中坊氏が担当した案件に「森永ヒ素ミルク事件」があった。

そのとき氏の心をいたく打ったのは、ヒ素ミルクの犠牲者である赤ちゃんたちの母親たち

の態度であった。母親たちは、森永乳業やその社長を恨みに思うどころか、ひたすら自分を

責めていたというのである。 

「母乳の出ない女が母親になったのが間違いだった」 

「子供がミルクを嫌がるからと、重湯に切り換えた人もいたのに。。。この子に無理やり毒を

飲ませたのは私だ」 

「もう少しカネを払えば安全なミルクが買えたのに、安物を買い与えたバチがあたったの

だ」―――と、自責の念ばかり口にする母親たちの心根のやさしさに、中坊氏は大変なショ

ックを受けた。 

日本人、とくに庶民もしくは「ヒラの人たち」には、自分に責任ないことまで、ひたすら自

分の責任と思い込む心根のやさしさがある。おそらくそれが「日本的」やさしさなのだろう。 

「足るを知る」という思想は、長い日本の風土の中で熟成し、きわめて「日本的な」発想と

して定着したものと思われる。少なくとも、西欧的な発想でないことはたしかである。 

最近の世相で、教育改革を含む「心の問題」は、「足るを知る」意識の涵養によって対処す

る以外に手はないように思われる。それはまた、環境問題のキーワードである「リサイクル」

の思想とも合致する。 

日本では「ヒラの人たち」が生きがいをもって働き続けたから、経済の高度成長を達成でき

たのである。そして、その成果が還元された結果、彼らは非常に豊かになった。 

日本にはこれまでに蓄積した個人資産が 1400 兆円もあるという。この資産を、株や投資信

託などで荒稼ぎするアメリカ流のカネ儲けに投げ込むよりも、「ヒラの人たち」がもっと心

豊かに人生を過ごすような社会を作るために投入できないか？ 

 


