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五十嵐レポート 2019 年 5 月 31 日 

 

金融に対する誤解が生む不都合 

 

マネー（お金）とは何か？ 

先日、社外から質問の手紙をもらった。日本の財政の健全性について強い関心を持ち、真

剣に考えて、こんな方法はどうだろうかという提案が示されていた。必ずしも目新しいもの

ではないが、多くの人たちに共通する誤解に基づいた提案だった。 

曰く、日銀が持っている国債の半額を消す。その費用は日銀がお札（さつ）を印刷して賄

う、というものだ。緊急避難的に輪転機を回すことによって、国の債務負担を一気に軽くし

ようというアイディアだ。魅力的な提案に思えるかもしれないが、専門家と呼ばれる人たち

ですら陥りがちな誤解であり、この際、本欄で取り上げてみたいと思う。 

 金融面から見た財政の問題なので、考察の前提として、関連する金融の知識を押さえてお

きたい。何よりも、まず以下の 2 つの認識が不可欠である。 

 

① お金（マネー）とは預金のことである。 

② その預金には 2 種類ある。1 つは民間の銀行が受け入れている預金、もう 1 つは日銀が

民間の銀行から受け入れている預金である。 

 

現金（日銀券）も勿論お金だが、世の中にある現金（以下、流通現金）は、我々（家計、

企業）が銀行の預金口座から引き出したものだ。口座から現金を引き出せばその分、預金残

高は減るから、預金残高と流通現金の合計額は変わらない。つまり基本的には預金と流通現

金は同じものである。そこで両者を合わせて「マネーストック」と呼んでいる。流通現金の

残高は現在 100 兆円程度だが、預金残高はその 10 倍もあるので、預金こそがマネーだと言

える。現金（日銀券）はあくまで預金がたまたま引き出されたものだ。 

民間銀行は日銀に当座預金口座を持つことが義務付けられている。銀行は、受け入れて

いる預金の一定比率以上を、当座預金の形で常時日銀に預けておかなければならない。その

比率は、銀行の規模によって、また銀行が保有している預金の種類（流動性預金か定期性預

金か等）によって異なるが、平均すると民間銀行の預金総額の 1％程度の額を日銀に預けて

おく必要がある。これを日銀当座預金（以下、日銀当預）と呼んでいる。 

我々が銀行から現金を引き出す際、銀行は自らの日銀当預口座から現金を引き出し、そ

の支払いに充てる。その結果、日銀当預の残高が減少し、流通現金が増える。他方で、我々

が現金を銀行に預けると、銀行はその現金を自らの日銀当預口座に入金する。当然、流通現

金が減少し、日銀当預が増加する。いずれにしろ、流通現金と日銀当預の合計額は変わらな

いから、大局的に見れば両者は同じものだ。この合計を「マネタリーベース」と呼んでいる。 
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銀行預金＋流通現金＝マネーストック 

日銀当預＋流通現金＝マネタリーベース 

 

もっとも、マネーストックやマネタリーベース自体が増減することがある。前者は銀行

の負債、後者は日銀の負債だから、銀行の資産が増減すれば、見合ってマネーストックが増

減し、日銀の資産が増減すれば、見合ってマネタリーベースが増減する。 

(注) 流通現金自体は、銀行の資産でも負債でもない。銀行は、日銀と企業・家計との現金のやり取り 

の仲立ちをしているイメージ。 

一般には、マネタリーベースが増えることを「日銀が輪転機を回す」とか「日銀がお札

を刷る」と言われることが多い。しかし厳密に言えば、それは日銀当預が増えることに他な

らない。日銀当預の増加が流通現金の増加につながるかどうかは、我々が自分の預金口座か

ら現金を引き出すかどうかに依存する。換言すると、流通現金の量を決めるのは我々であっ

て日銀ではない。日銀は 1 枚約 20 円のコストで 1 万円札を印刷することができるが、いく

ら印刷しても、それだけでは流通現金は増えない。実際、順序は逆で、日銀当預が引き出さ

れる際に、それに応じるために日銀が銀行券を印刷すると考えるべきだ。そして引き出され

た結果として流通現金が増加するのだ。 

 

日銀当座預金が必要な理由 

日銀当預はなぜ必要なのか。この当座預金の目的の 1 つは銀行の支払い準備だ。我々が

銀行に預けている当座預金や普通預金は、いつでも引き出せる預金だ。不意の引き出しにも

応じられるように、銀行は自らがいつでも引き出せる預金を日銀に置いている。 

もう 1 つの目的は銀行同士の支払い決済のためだ。A 銀行に口座を持つ a 氏が B 銀行に

口座を持つ b 氏にお金を振り込む場合、銀行のバランスシート（以下、B/S）に生じる変化

は、A 銀行では負債の預金(a)が減少するとともに、同額の日銀当預が減少し、B 銀行では

日銀当預が増加する一方、同額の預金(b)が増加する、というものだ。つまり a 氏から b 氏

に預金が移動する際には、同時に A 銀行から B 銀行に日銀当預が移動するわけだ。民間で

日々行われる支払い・決済は、その背後で銀行同士の日銀当預のやり取りを伴う。銀行は、

そのためにも日銀当預を持っている必要があるのだ。 

以上の 2 つの目的を満たすために、銀行は法律で日銀当預の保有が義務付けられている。

ただ、上述したように、そのために必要な日銀当座預金の額は、銀行が受け入れている預金

総額の 1％程度にすぎない。つまり 10 兆円程度だ。 

 

日銀保有の国債は消せるか？ 

さて、冒頭で紹介した提案は、「日本銀行が持っている国債（の半分）を日銀の B/S 上か

ら消してしまうというものだ。例えば、その額が 200 兆円だとすれば、200 兆円分の日銀 
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券を新たに「印刷して」、その費用に充てるというものだ。奇策だが、一度だけの特別立法

をしてやったらどうかという提案だ。 

「日銀の資産である国債を B/S から消すのはコストがかかるだろうが、しかし日銀はタ

ダ同然のコストで日銀券を印刷することができる。それでコストを賄えばよい」という発想

だと思われるが、この提案が深刻な誤解に基づいていることはもうお分かりだろう。我々が

日銀券と聞いてイメージするものは流通現金だが、それは基本的には日銀当預と同じであ

ることは説明した通りだ。つまり、日銀券も日銀当預も日銀の負債なのだ。そうするとこの

提案だと「新たに負債を作って既存の資産を消す」という奇妙な操作をすることになる。 

B/S 上で資産を消すには、同額の負債も消さなければならない。日銀の B/S から国債を

消すなら、他方で消される負債はマネタリーベースだ。このうち日銀当預は銀行の資産でも

あるから、それを消すことは銀行の B/S から同額の負債を消すことになる。つまり、我々

の預金が消えてしまうわけだ。また、消されるマネタリーベースのうち流通現金の方は、

我々が預金を引き出して手元に持っている資産だ。結局、例えば日銀の B/S から 200 兆円

の国債が消されるとすれば、我々の資産である現金と預金が合計 200 兆円消えてしまうこ

とになる。明らかな憲法違反であり、実現不可能な提案であることがわかる。 

 

通貨発行益という幻想 

こうした誤解に陥らないためには、金融の問題は B/S で考えるという習慣が必要だ。と

くに現金（日銀券）は、目に見えるし、手に持てるし、それでものが買えるので、価値が実

感できる。それだけに、それをわずかなコストで印刷できる日銀（広い意味では政府）は、

まるで「打ち出の小槌」でも持っているかのように誤解されてしまいがちだ。 

典型的な誤解が「通貨発行益」だ。安倍首相も国会でこんな発言をしたことがあるよう

だ。「日銀は紙とインクで（紙幣を）刷るわけでありますから、20 円で 1 万円を刷るんです

から、9,980 円の貨幣発行費（益）が出るんですよね。貨幣発行費については基本的には政

府に納付しますから、これは政府が紙幣を発行するというのと同じというふうに考えてい

ただいていいと思います。これは余り政治家が言うと、円の信認を傷つけるケースがありま

すから、これを余り言うことは控えておきますが、まあそういった仕組みになっていますか

ら、孫子の代にツケを残すということにはならないと申し上げておきたいと思います」（筆

者注 裏を取った引用ではない）。 

首相が本当にそう思っている（誤解している）かどうかは不明だが、多くの識者と呼ば

れる人たち（経済学者、エコノミストなど）が、まさにそう考えていることは確かだ。なぜ

そんな誤解が生じるのか。 

日銀が国債を購入して資産に計上すると、負債側で同額の日銀当預が計上される。これ

が「日銀が輪転機を回して国債を購入する」と言われることもある。確かに日銀当預の一部

が現金で引き出されることはあるだろうが、ただ、それは問題の本質ではない。 
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日銀当預にせよ流通現金にせよ、この負債を持つことによって日銀に生じるコストは負

債額に比べればわずかなものだ。そこで、そのコストを無視すれば、日銀にとっては、保有

する国債から得られる金利収入がそのまま利益になる。これが通貨発行益と呼ばれるもの

だ。国債の額が 100 で金利が 3％なら、通貨発行益は年間で 3 ということになる。 

しかしこの場合、通貨発行益は 100 だと主張する人たちがいる。その理屈はこうだ。金

利収入は年あたり 3 だが、日銀が国債を一切手放さず永久に持ち続けるとすれば、将来に

わたる金利収入合計の割引現在価値は 100 になる。B/S の右側にある日銀当預や流通現金

は、本来、返済を迫られることがない負債だ。ずっと持っていても（返さなくて）いい負債

に見合って、左側には国債が計上されている。しかもこの国債は、割引価値が最終的に資産

額に一致する収益をもたらす。資産と負債は永久に保有し続けるのだから、資産が生み出す

100 の割引現在価値はそのまま利益（通貨発行益）だと言える、というわけだ。 

とはいえ、通貨発行益は現在の B/S に計上できるものではない。今のように、国債の利

回りが限りなくゼロに近ければ、将来にわたる金利収入の総額（割り引くのを無視するとし

ても）が元本に一致するには数千年もかかることになる。通貨発行益を使って国債を消す

（償還する）ことなど不可能。消した途端に将来の金利収入も消えてしまうからだ。通貨発

行益は、理屈の上では存在しても、所詮は使えない利益なのである。 

 

日銀当預を増やし続けてきた金融政策 

銀行が貸出をしたり、債券を購入したりすると、それは資産の増加だから同額の預金が

増加する（生み出される）。これを銀行の「信用創造」と言う。マクロで見ると、銀行は預

金を貸出や債券購入として運用するのではなく、銀行が資産を増やすことで預金が新たに

生み出されるのだ。因果関係は逆なのだ。 

銀行は、創造した預金の 1％程度の日銀当預を新たに持つ必要があるが、その原資は日

銀による国債購入だ。銀行は元々保有していた国債を日銀に売却し、代金として日銀当預を

受け取るわけだ。このことを視点を変えて眺めてみると、日銀が銀行から国債を 1 購入し

て日銀当預を 1 増やすと、銀行は資産を 100 増加させて 100 の預金を生み出してもよいこ

とになる。これが量的金融緩和政策の本来の意味だ。しかし今の 1000 兆円程度の預金に必

要な日銀当預は 10 兆円程度だから、残りの 460 兆円は全く無用の長物だ。「ブタ積み」と

呼ばれたりする所以である。 

では、なぜ日銀はそんなに日銀当預を増やしてきたのか。リフレ派と呼ばれる人たちは

貨幣数量説にシンパシーを感じている。「世の中にお金が溢れると（お金のありがたみが薄

れて）お金の価値が下がり、物価が上がる」という理屈だ。しかし、お金が溢れればインフ

レになるのだとしても、①そのお金はマネーストックであって、マネタリーベースではな

い、②日銀が増やすことができるマネーはマネタリーベースだけであり、③マネタリーベー

スを増やしても、資金需要が弱ければ、マネーストックは増えない、という事実がある。ま

た、貨幣数量説が日本に当てはまるのであれば、日本がデフレに陥っているのはマネースト 
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ックの量が少ないからだということになる。しかし、「マネーストック／GDP」の比率をみ

ると、主要国の中で日本は抜きん出て高いことがわかる。日本のデフレの原因はマネースト

ックが少ないことではなく、それが使われていない（使わない人がマネーストックを持って

いる）ことなのだ。日本では貨幣数量説は破綻している。 

黒田総裁は、さすがにもう少し現実的で、大胆に金融を緩和する（マネタリーベースを

大幅に増やす）ことの目的は、人々の「物価上昇予想」を高めることだと言ってきた。それ

が実現すれば、実際に物価も上昇するという理屈だ。 

しかし、普通の市民はマネタリーベースとマネーストックの違いを知らないし、意識す

ることもないだろう。異次元の緩和にもかかわらず物価上昇予想が高まらないことは、初め

からわかっていたことだ。とはいえ、予想（＝期待）に働きかける政策を取ってきた日銀が、

「間違っていました」などと言えば、それこそ市場に混乱を生じさせかねない。それが怖い

から、「やってきたことは正しい」、「いずれ物価は上昇する」と言い続けるしかないのが今

の日銀だ。 

そのことが、経済を成長させる（景気をよくする）ためには財政政策も最大限に利用す

るという政権の方針の下で、発行される国債を日銀がひたすら買い続けるという政策と結

びついてしまった。本来であれば、財政の先行きを懸念して国債が値下がりする（利回りが

上昇する）局面でも、日銀が無制限に買い支えることを市場は見込んでいるので、あえて売

り叩こうとはしないのだ。 

実際、日銀がマネタリーベースを増やすためにひたすら国債を買い続けてきたことで国

債の発行が野放図に増加する事態を招いた。経済同友会の小林前代表幹事が言っているが、

「（安倍政権の）6 年間で約 60 兆円の GDP が増えたと言いますが、国と地方の借金は 175

兆円も拡大しました」（朝日新聞、19 年 1 月 30 日）。深刻な財政状況を改善させるために

経済成長が必要なことは論を待たないが、注入した「呼び水」の３分の 1 しか水を汲み出せ

ない政策は間違っていると言わざるを得まい。 

財政（歳出拡大、減税、増税見送り等々）を使って経済成長を促すことは、現在の日本

では機能していない。それを続けると財政の健全性を示す指標である「債務残高比率」（債

務残高／GDP）は益々悪化する。「国には通貨発行権がある（から大丈夫）」と言う人は多い

が、それこそが事実誤認だ。通貨の発行とは日銀当預を増やすことであり、それは広義の政

府の債務を増やすことだ。日銀が負債であるマネタリーベースをいくら増やしても問題な

い、見合いの資産である国債も一気に消してしまう方法はある、といった議論は、金融の仕

組みに対する大いなる誤解に基づいている。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 

 

  



 
 

 
 

- 6 - 

 

ＭＵ投資顧問株式会社 

登録番号 金融商品取引業者 

関東財務局長（金商） 第 313 号 

一般社団法人日本投資顧問業協会会員 

一般社団法人投資信託協会会員 

 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－３－１１ 

電話 03-5259-5351 

※この資料は、三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング㈱とタイアップし、同社調査部
の作成した経済レポートを中心に掲載しております。本資料の記載内容の一部を引用
あるいは転載される場合には、必ず｢ＭＵ投資顧問株式会社 資料より｣と明記してく
ださい。 

※本資料に含まれている経済見通しや市場環境予測は、必ずしも当社の見解を示すもの
ではありません。内容はあくまでも作成時点におけるものであり、今後予告なしに変
更されることがあります。 

※本資料は情報提供を唯一の目的としており、何らかの行動ないし判断をするものではあ
りません。また、掲載されている予測は、本資料の分析結果のみをもとに行われたもので
あり、予測の妥当性や確実性が保証されるものでもありません。予測は常に不確実性を伴
います。本資料の予測・分析の妥当性等は、独自にご判断ください。 


