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世界資本主義フォーラム 11月 9日（MMTと福祉国家） 事後報告 

                         2019年 11月 26日 矢沢国光 

●日時 2019年 11月 9日（土） 午後１時 30分～５時 

●会場 本郷会館 A室 

●講師 岡本英男（東京経済大学 学長 著書：『福祉国家の可能性』（東京大学出版会、２００７年）］ 

●テーマ MMT（現代貨幣理論）と福祉国家 

●参加者 17名［懇親会参加者 13名］ 

●フォーラムでしたこと 

 （1）岡本報告（前半） 90分  

 （2）伊藤誠・コメントと岡本のリプライ等 40分 

 －休憩－ 

 （3）会場からの質問 10分 

 （4）岡本報告（後半） 70分 

 

※以下の事後報告について。 

（1）岡本先生から、当日、報告レジメ（A4で、報告部分 3枚、参考文献 1枚、計 4枚）が、配付されました。 

（2）報告レジメで、キーワードとなると思われる箇所には、岡本先生著作からの引用を挿入しました。①ヴィック

リーの議論は、わたしをふくめて初耳の人が多く、不慣れな用語も出てくるので、岡本英男（2015a）完全雇用の財政学 : 

ウィリアム・ヴィックリーの完全雇用の経済学の検討 : 研究ノート からの抜粋を挿入しました。②「関根友彦の議論」について

は、岡本英男（2014a）福祉国家と機能的財政  : ラーナーとレイの議論の考察を通じて  : 研究ノート

https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/6684/1/keizai283-11.pdf からの抜粋で補いました。 

（3）岡本英男「現代貨幣理論（MMT）の思想的源流」がこの日の講演の趣旨を簡潔に文章化しています。その全文

を、貼り付けました。 

（4）当日の岡本先生の講演についての「司会者の感想」「参加者の感想」を、文末につけました。 

 

■岡本英男 報告レジメ 

MMT（現代貨幣理論）と福祉国家 

岡本英男（東京経済大学） 

世界資本主義フォーラム 2019年 11月 9日 本郷会館 

 

Ⅰ．福祉国家とは何か 

  『福祉国家の可能性』の問題意識 

［『福祉国家の可能性』の「あとがき」より］ 

本書において、バル化 1980年代以降、とりわけ 1990年

代に急速に進展したグローバル化に伴う福祉国家の再編

の実態を明らかにするには,狭義の福祉国家と広義の福祉

国家という両面から福祉国家の転換の有無を捉えなおす

ことの必要性 1980 年代以降,とりわけ 1990 年代に急速に

進展したグローを述べてきた。そして, そのような視点か

https://repository.tku.ac.jp/dspace/handle/11150/10895
https://repository.tku.ac.jp/dspace/handle/11150/10895
https://repository.tku.ac.jp/dspace/handle/11150/10895
https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/6684/1/keizai283-11.pdf
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ら, アメリカとスウェーデンの福祉国家がどのように再編

されてきたのかを明らかにした後、広義の福祉国家は近年

の経済社会の大変容に伴って大きく転換しているものの,

狭義の福祉国家はいくつかの重要な再編や改革をおこな

いながらも全体的には根強く存続しているという結論を

導き出した。さらに,福祉国家は今その正統性を問われてい

るものの,福祉国家の歴史的使命はまだ終わっていないこ

と,むしろ時代に対応するいくつかの改革をおこなうこと

によってその可能性は広がることを明らかにしてきた。 

このような本書の結論は,福祉国家はすでに解体期に入

っているという説があまりにも悲観的な見方であるとい

う批判を受けやすいのとちょうど反対に。、今生じている

現実のさまざまな動向や言説(たとえば,「格差社会」の広

がりなど)を無視したあまりにも楽観的な結論であるとい

う誇り謗りを受けるかもしれない。しかし,福祉国家とそれ

を取り巻くさまざまな重要な出来事(イデオロギーの変化、

財政の推移、制度改革, 実際の攻策政策運営と人々の 

well-being の変化など)を冷静に観察した結果, 本書は全

体としてこのような結論に達したのである。したがって,近

年におけるわが国の貧困の拡大についても、本書の 8章で

述べた方向で福祉国家システムの強化を図ることによっ

て相当程度緩和しうると考えている。 

さらに,ここで正直に述べると, この福祉国家システム

の根幹部分は今後も、当分解体しそうにないという見込み

をもっている。それは、本書が今日の社会にとって国家と

公的権威［地方政府等］による所得の再分配が依然不可欠

であると深く確信しているからにほかならない。このよう

な観点からすると,第 1 次大戦後の西西欧で,そして後にア

メリカや日本などにおいて福祉国家システムが出現した

ことの歴史的意義はきわめて大きく, 短期的な変動はいざ

知らず、長期的にみて,そのような体制が経済のグローバル

化や市場万能主義の高まりのなかであっさりと消失して

いくとは考えられない。また近い将来,国民国家を超えたグ

ローバルな再分配の仕組みを何らかのかたちで本格的に

具体化せざるをえなくなるときが到来するであろうが,そ

れもこの福祉国家システム·モデルの経験を踏まえて案出

する以外ないであろう。 

 

Ⅱ．福祉国家と機能的財政―ラーナーとレイの議論の考察

を通じて― 

１．関根友彦の問題提起 

  

２．最近の政府紙幣発行をめぐる議論 

（１）スティグリッツの議論 

（２）ターナーの議論 

３．古典的な政府紙幣発行擁護論―ラーナーとフリードマ

ンの議論― 

（１）ラーナーの議論 

 ① 国家の創造物としての貨幣 

 ② 機能的財政（Functional Finance） 

  ③ 機能的財政に対する批判 

 

（２）フリードマンの議論 

４．レイの議論 

［関根は］大内が「国家による管理されたインフレー
ション」と呼ぶケインズ的マクロ政策が，管理通貨制
度を前提として始めて可能になることが強調されてい
る点は最も注目すべき着眼点であると述べている1）。 

 
「資本主義が…商品経済的に自立する基礎をなす貨幣
制度」は，本来「商品貨幣」をベースとする金本位制
のようなものでなければならない。この場合に「商品
流通に必要な貨幣量」は，資本家的商品市場が自律的
に判断して決定するのであって，その供給量を人為的
（ないし政策的）に調節することはできない。これに
対し「管理通貨制度」とは本来的に「命令貨幣（fiat 
money）」を前提にするものであるから，商品の流通
に必要な（もしくは望ましい）貨幣量は，国家の通貨
当局の判断によって供給されるべきものである。ただ
し，この対比は理論的なものであり，実際には，原則
「金本位制度」であっても，一時的に国が金の流出入
を制限したり停止したりすることもあったし，逆に，
原則「管理通貨制度」でも何らかの形で「金」との関
係を間接に維持するものもあった。 
 
資本主義の「解体期」に現れる「カジノ資本」は，資
産価格の高騰を煽ることができるように，それを一気
に下落させ，実物経済を巻き添えにして長期的不況に
低迷させることもできる。こうなった場合には，民間
経済だけの力で景気を回復することは不可能であり，
政府部門による「超大型の財政出動」が不可欠にな
る。ところが，その財源は追加的増税にも国債発行に
も頼ることができず，「命令貨幣の発行」のみが唯一
の道である。このような状況下では，資産価格の低落
に直面した銀行制度が創造し供給する「信用通貨」だ
けでは社会的に必要な通貨量を賄いきれない。たとい
「資金（遊休貨幣）」が余っていても「通貨（活動貨
幣）」が欠乏するため商品が流通せず，経済活動が停
滞する。このような状態に陥ってもなお市中に必要な
通貨量を供給しうる唯一の手段は，「命令通貨の発行
を財源とする財政支出」でしかあり得ない6）。 
［岡本英男、「福祉国家と機能的財政―ラーナーとレイの議論の考察

を通じて―」より］ 
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（１）レイの問題意識と議論の概要 

 ① 財政赤字 

 ② 通貨価値 

 ③ 貨幣政策 

 ④ 政府債券の売却 

 ⑤ 雇用政策 

（２）レイの機能的財政論 

（３）完全雇用と価格安定のための政策 

５．むすびに代えて 

 ・侘美光彦『「大恐慌型」不況』について 

 ・マーチン・ウルフの議論 

 ・財政赤字の明示的な貨幣ファイナンスの検討の必要性 

 

Ⅲ．完全雇用の財政学―ウィリアム・ヴィックリーの完全

雇用の経済学の検討― 

１．本稿の問題意識と課題 

２．ヴィックリーの完全雇用論 

（１）社会問題の根源としての失業 

（２）完全雇用の定義と「非加速的インフレ失業率

（NAIRU）」の拒否 

（３）貯蓄と投資 

（４）完全雇用は大規模な政府債務と財政赤字を必要とす

る 

（５）大規模な政府債務の利点 

（６）インフレ 

ヴィックリーについて：岡本英男「完全雇用の経済学」

からの抜粋（中見出しと下線は矢沢） 

 ●ヴィックリーの「完全雇用」とは 

私がここで完全雇用と呼ぶのは，少なくとも仕事を探

している人と同じくらいの就職口がある状態であり，お

そらくそれは現在計測されている失業率だと1％ と2％ 

の間ぐらいの失業率である必要がある。個人のレベルで

は，目標は仕事の種類について過度にえり好みしない相

応の責任感のある人が生活できる賃金の仕事を48 時間以

内に見つけることができる状態である」。 

 

それでは，どうすれば完全雇用の達成と維持が可能に

なるのだろうか。「結局のところ，近い将来，相当な額

の貯蓄の政府によるリサイクリング，慢性的な財政赤

字，国債の長期的増加傾向なしでは，真の完全雇用状態

を安定的に維持することは不可能であろう。」 

●投資と貯蓄の関係 

…，貯蓄は支出されなかった所得であり，ヴィックリー

の言葉を用いると「非支出（nonspending）」であり

26），増大した貯蓄はそれゆえ非支出の増加となり，そ

の大部分はしばしば消費の削減というかたちをとる。こ

のことは他の人の所得の低下を引き起こし，次にそれは

所得の低下を経験する人々をして彼ら自身の貯蓄の削減

へと導く。また，増大した貯蓄は投資に転換されないの

みならず，結果として生じる総需要の縮小は投資家の期

待に影響を与え，実際に投資は阻害されるようになる。 

 ヴィックリーにとっては，投資が貯蓄を生むのであっ

て，因果関係は古典派と反対の方向に向いている。 

 

ヴィックリーは投資―貯蓄関係の分析によって，民間セ

クターの投資を貯蓄が所得の流れに還流していく手段と

見なすようになった。投資は「非支出」が支出に転換し

ていく手段である。もし完全雇用水準での貯蓄の全部が

民間投資によって支出へとリサイクルされなければ，完

全雇用水準での産出のある部分は実際の販売によって正

当化されずに終わる。そして，落胆したビジネスが生産

を削減し，労働者をレイオフする。失業者の所得は低下

し，貯蓄は民間投資の完全雇用以下の水準に等しくなる

まで低下する。このことを捉えて，フォーステイアー

は，「ヴィックリーの貯蓄―投資関係の分析は彼をして

ネットの名目貯蓄のリサイクリングという決定的に重要

な争点に焦点を合わせるように導いた」と述べる30）。

そして，この分析から導き出されたヴィックリーの対案

はいたってシンプルかつ明快である。 

●財政赤字は必要 

 財政赤字を削減するという道理に基づかないイデオロ

ギー上の目標に取り付かれているかぎり，われわれは経

済的停滞から脱出できない。財政赤字は経済上の罪では

なく，むしろ，経済上の必要物である。そして，財政赤

字の最も重要な機能は，消費に使われなかった購買力，

または民間の純資本の創出によって所得へとリサイクル

されなかった購買力を政府の借入と政府支出によって所

得へとリサイクルすることである。というのは，リサイ

クルされなかった購買力は購買されず，販売されず，生

産されず，そして失業を生むからである31）。 

●貯蓄のギャップ 

 ヴィックリーが，貯蓄―投資関係に関わる問題を明ら

かにするうえで採用したもう一つの方法は，ネットの金

融資産すなわちネットの名目貯蓄の願望する保有水準と

現実の保有水準の間のギャップに焦点を当てることだっ

た。 
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赤字財政は、資本還元上資産価値の下落をもたらすこと

なしに，租税負担を現在の所得生産活動と消費から将来

の所得生産と消費に移すことになり，現在の消費と所得

生産は奨励されることになるからである。とくに，多く

の人にとって，将来の負担はたとえあったとしても，は

るか先のことであり，そのことから強力な刺激効果が生

まれる。 

 

●「将来世代の負担」説の誤り 

国債は将来世代の負担であるという通説は致命的な誤

りであり，資源の不完全利用の状況下ではそのような通

説はまったく当てはまらない，とヴィックリーは主張す

る。なぜならば，政府債のより大きな供給はより高い支

出水準をもたらし，それゆえより高水準の販売と生産を

もたらす。販売の増加は需要の増大に対処する生産能力

を提供するための投資の増加をもたらす。このことは，

より完全な雇用によってもたらされる人的資本の高度化

についてはいうまでもなく，現実の資本プラントと資本

設備という遺産の増加を意味する。 

 

３．むすびに代えて―完全雇用の財政学を目ざして― 

 

Ⅳ．日本の「失われた 20 年」における財政政策の評価 

１．日本経済低迷の真相についてのもう一つの見方 

（１）ポーゼンと植草の財政政策有効論 

（２）リチャード・クーのバランスシート不況論 

（３）丹羽春樹の政府紙幣発行論 

２．世界金融危機以後の診断と政策提言―ターナーとシム

ズの議論― 

（１）ターナーのマネタリー・ファイナンス論 

 ① マネタリー・ファイナンスの定義と他の代替政策と

の相違 

 ② マンタリー・ファイナンスの専門技術的正当性 

 ③ ターナーの日本財政の見方―日本におけるマネタ

リゼーションの不可避性 

 ④ ヘイズと浜田による反論 

（２）クリストファー・シムズの「物価水準の財政理論

（FTPL＝Fiscal Theory of the Price Level） 

 ① 物価水準の財政理論の概要 

 ② 中央銀行の独立性 

 ③ 中央銀行の大規模なバランスシート 

 ④ アメリカ、ヨーロッパ、日本における貨幣政策の効

果 

 ⑤ 財政赤字の役割 

３．むすびに代えて―カレツキの議論から学ぶ― 

  カレツキは、不況を完全になくすために、社会的効用

が高い公的投資と家族手当や老齢 

年金をはじめとした社会保障給付の拡大が必要であると

述べているが、今日ほどカレ 

ツキの提言があてはまる時代はない。 

 格差拡大を食い止めるには税制と社会保障制度が重要

な役割を果たすが、完全雇用 

政策の復活こそ最も重要である。当然、雇用を保障する財

源をどのように調達するかが 

問題になる。 

 

Ⅴ．現代貨幣理論（MMT）の思想的源流 

 はじめに―宇野弘藏「資本主義の組織化と民主主義」

（『世界』1946年 5月号） 

１．ラーナーの機能的財政論（Functional Finance）とその

後 

 

２．ベヴァリッジ『自由社会における完全雇用』の歴史的

意義 

３．現代資本主義の歴史的特質 

 長らく不況に低迷する経済においては、中央銀行が「量

的緩和」の名のもとにいくらマネタリー・ベースを膨張さ

せても、民間の信用創造や金融仲介の拡大にはつながらな

かった。流動性の注入はすべて「遊休資金」のさらなる増

加にのみつながり、「活動貨幣」の増加にはつながらなかっ

た。「活動貨幣」を増やすには、貨幣を「財政経路」に流し

て、それを政府財源として支出しなければならない。これ

は貨幣政策であると同時に財政政策であり、このようにす

る以外に市中における「活動貨幣の不足」は是正できない。 

岡本英男「福祉国家と機能的財政―ラーナーとレイの
議論の考察を通じて―」より 
 
「支出される貨幣量が不十分であれば、不況が生じ
る。支出される貨幣量が過刺であれば、インフレが生
じる。政府は、命令と課税によって公衆から貨幣を取
り去る権力を保有しており、この賃幣を創出したり破
壊したりする政府の権限に基づいて、不況の防御と貨
幣価値の雑持という政府の二大責任を満足させるのに
必要な水準に経済における支出の比率を維持する立場
にある。」(Lerner 1947, p.314) 
これはラーナーの機能的財政論論を最も簡潔に言い

表したものであり、「現代貨幣理論 (MMT)」の核心で
もある。 
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 「現代貨幣理論（MMT）」はラーナーの機能的財政論の

エッセンスを現代に活かしながら、財政正統派の混乱した

思想に根底から批判を企てている。筆者は、公的な支えな

しで自律的に発展する能力を欠く現代資本主義の特質か

らみて、これはきわめて意義ある批判だと考えている。 

Ⅵ．内藤敦之氏から学ぶ 

１．「貨幣の名目性：表券主義の貨幣理論」 

２．財政学会企画セッション「現代的貨幣論の検討」に対

するコメント 

 ① MMTは本質的には貨幣論 

 ・国家貨幣中心の議論 

 ・ポスト・ケインジアンの内生的貨幣供給論の発展、延

長線上 

 ・MMTの構成要素  

  表券主義の貨幣論、内生的貨幣供給論、ラーナーの機

能的財政論、最後の雇用政策 

 ② 内生的貨幣供給論とMMTの関係 

 ・共通点：貨幣の内生性、有効需要の理論などのケイン

ズ的枠組み、外生的利子率、中央銀行と金融政策 

 ・内生的貨幣供給論において、位置づけの曖昧だった国

家貨幣をマクロ経済の枠組みにおいて明確に位置づけ 

 ・有効需要論に基づく財政政策の重要性をさらに強調 

 ・「政府の銀行」としての中央銀行の役割を明確化 

 ・国債の役割：単なる債券の一種としてではなく、金融

政策の重要な手段および、優良な金融資産として位置づけ 

Ⅶ．レイの邦訳『MMT 現代貨幣論入門』を読む 

Ⅷ．むすびに代えて―Reclaiming the State― 

  公的セクターの正統性が焦点 
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■伊藤誠コメント （後掲配布資料にもとづき、ほぼつぎのような主旨のコメントがあった）。 

「広義の福祉国家の再建のために、フィアット・マネ

ーに転換すべきだ」という主張は、欧米でも関心を集め、

日本でも注目されるようになっている。 

 新自由主義が、40年間、予想以上の長期にわたって、

つづいた。サブプライム恐慌後の民主党・オバマ政権で終

わるかと期待したが、トランプ大統領の出現で、右に転換

している。 

これに対する左派（米民主党・サンダース上院議員や

英労働党コービン党首ら）の反撃が始まっている。若い世

代がこれを支持して、社会主義への新しい期待が生まれて

いる。こうした風潮が、日本にも来ることを期待している。 

左派全体が必ずしもMMTになったわけではない。 

日本の左派としての責務は、「日本がMMTの好事例」

とされることに対して、そうではないことを、明示するこ

とだ。 

日本は、ピケティも指摘するように、国債の増発→公

共支出の拡大→財政危機の深刻化によって、格差の拡

大・少子高齢化・貧困等の多重危機に陥っている。 

岡本氏の言う、共同体・協働・公共性による「下からの

地域再生」は、よいと思う。ケインズの「穴を掘って埋め

る」のようなマクロ経済政策ではだめだ。日本の民主党の

「コンクリートから人へ」はその点を批判する意義をもっ

ていた。 

宇野弘蔵が強調したように、「管理通貨制度」は、資本

主義が社会主義への対抗措置として導入された。その背

景として、ソ連が国家主義的に社会主義を組織したのに

対抗して、資本主義も国家主義的に管理通貨制度を作っ

た。 

https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20190625/se1/00m/020/047000c
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20190625/se1/00m/020/047000c
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20190625/se1/00m/020/047000c
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1970年代の新自由主義の巻き返し（逆流）は、「国家

主義」の限界を問うところがあった。資本主義にとって

は、帝国主義段階以降 100年間、国家主義の時代であ

り、それはソ連型国家主義的計画経済と対抗しつつ対を

なしていた。 

MMTは、新自由主義を批判しつつ、ケインズ主義的

国家主導の経済再建の路線を、貨幣論から再構築する試

みをなしているのではないか。そこに欠けているのは、

下からの協同的社会関係再編への諸運動の位置づけでは

ないか。 

レイは、最低賃金制度と就業保証政策を重視し、それ

は評価したいところだが、その政策は、フィアット・マ

ネーがなければ提唱できないかどうか。 

日本の経済実績について、レイをふくめ欧米でのMT

の議論で、しばしばフィアットマネー的通貨発行で、赤

字国債を累積させても、破綻しない好例とされていると

ころも、大いに問題がある。日本の左派は、その点を指

摘し、解明する責務がるのではないか。 

フィアッでト・マネーで雇用対策をやれば、つねにデ

フレ脱却が可能なのか？日本で経験してきたように、フ

ィアット・マネーも退蔵されることは、ないのか？ 

コルタス・ラパヴィタス［ギリシャ生まれの経済学者

で伊藤と共著あり］にMMTについてどう思うか尋ねて

みたが、「MMTは、貨幣論として、貨幣国定説的であ

り、マルクスの自生的貨幣論と大いに異なる」という点

では、意見が一致した。欧米左派のなかでMMT派が支

配的であるわけでもない。 

マルクスは、むしろ商品経済は社会と社会の間の取引

として発生し、その過程で貨幣が発生したと説く。その

性質は、現代資本主義のもとでの貨幣・金融の役割を検

討するうえでもいぜん重要ではないか。 

岡本さんは、関根さんの「脱資本主義論」を評価され

ているが、宇野弘蔵がソ連社会主義に対抗する政策と位

置づけた管理通貨体制は、「脱資本主義」の体制とまでい

えないし、岡本さんの福祉国家論も、MMTによるケイ

ンズ派再生論も、ともに資本主義のもとでの批判的左派

の政策論で、そこから脱資本主義としての社会主義的変

革にどう展望を開いてゆくかが、さらに問われているの

ではなかろうか。 

MMT と福祉国家（岡本英男報告）へのコメント（伊藤誠 当日配布文書）  

                        2019.11.9. 伊藤 誠 

１．研究ノート『福祉国家と機能的財政―ラーナーとレイの議論の考察を通じて―』(2014.6.23)や今年 2016 月 17 日

付け『毎日新聞』への寄稿などにみられるように、岡本さんは、日本のマルクス学派では、MMTにいち早く着目し、そ

の意義を考察している。ケインズ学派の現代的再生の試みとして、レイらの提唱するMMTは、アメリカではサンダース
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派のアレクサンドリア・オカシオ・コルテスに支持され、イギリスではコービンの公約の基礎ともされて、新自由主義的

緊縮政策に対抗する欧米左派の重要な論調の一翼を形成しつつある。日本でも関心や期待が集められつつある。 

２．そのさい、レイ『MMT－現代貨幣理論入門』(東洋経済新報社 2019)にもうかがえるように、日本の国債の累積が

しばしばフィアットマネー的現代貨幣増発による政府赤字がインフレも国家破産も生じない好例とされている。しかし、

アベノミクスをふくむ日本政府の公債累積は、デフレを脱却しえないまま、格差を拡大し、経済の不安定性を増大し、MMT

に期待される効果をあげてきていない。それはなぜかを分析することは日本の左派の責務となろう。岡本さんの侘美さん

への論評もこの点にかかわっているかとも思える。MMT派はあるいは、ケインズ派の伝統にしたがい、マクロ有効需要

政策の効果を一般化し信認しすぎていないか。 

３．とくにレイが重視している就業保証プログラムは魅力的で推奨に値するが、それによる最低賃金水準と雇用機会の

保証は、フィアットマネー的貨幣供給論でなければ構想できないものかどうか。その他の福祉国家の再構築論もあわせ、

MMTとの関連性が明確でない。日本の経験からすると赤字国債累積によるケインズ主義的公共事業政策は、現代的には

少子高齢化対策としても雇用政策としてもデフレ対策としても格差是正の面でも挫折してきたのではないか。 

４．MMT には貨幣を(ケインズ以上に)国家主義的に、本来的に国定説的に理解する傾向が強い。それは、貨幣が商品

経済とともに、本来、共同体諸社会の内部の権力や支配関係のおよばない社会と社会のあいだの交易から発生し、やがて

自律的な商品経済社会を資本主義のもとで形成するとみなす、マルクスの貨幣論の基本にてらし、大きく異なる理解とな

る。貨幣は、現代的に商品貨幣から歴史的に分離はされたが、自生的な商品取引の関係性のうちに、信用貨幣、預金通貨、

外貨取引とその信用関係を生じ、地域通貨や広域通貨の統合も生じうる。現代的にも国民国家の枠組みのもとでのみ貨幣

が成立し、機能するとはみなしえないのではなかろうか。 

５．その観点からみると関根さんのフィアットマネー的管理通貨への移行により資本主義からの離脱がすでに始まって

いるとする説には、ただちに同意できないところもある。MMTも資本主義の枠内での福祉国家再建を構想しているもの

と思うが、関根説との関連をふくめどう理解すべきであろうか。そのさい、岡本さんが重視しているような分権的で協同

組合的、地域再生的なグラスルーツの 21世紀型社会民主主義や社会主義への展望に、2０世紀型の国家主義的ケインズ主

義による社会民主主義から、MMTがどのように理論的距離をおき役立てられるか、貨幣論の基本ではむしろ国家主義に

逆行しているところはないかとも危惧しているがどうであろうか。 
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■休憩のあと、会場からの質問を受けた： 

（1）（MMTに基づいて）フィアット・マネー増発すれば、増税は不要になるのか？ 

（2）主権通貨は「債務」ではなく「資産」に相当するのでは？ 

（3）完全雇用を目指すと言うが、その資源的な余裕はあるのか？ 

＊後半の講演の中で、これらの質問に言及してもらうことにした。 

 

 

 

■岡本英男 現代貨幣理論（MMT）の思想的源流 

第二次大戦直後に執筆された「資本主義の組機化と民主

主義(『世界』一九四六年五月号)において、宇野弘蔵は以

下のように述べている。 

「戦後、世界資本主義が新たなる転換を必要としつつある

ことは何人にも否定し得ない事実である。しかしこの転換

は、決して戦争によって始めて必要とせられるに至ったも

のではない。一九二九年の大恐慌以後三〇年代の不況時代、

世界資本主義はいずれもその必要を痛感しなかったもの

はない。第一次大戦後資本としてはなおかかる転換を現実

のものとはせず金本位制の復活によって、戦前の世界経済

への復帰を子想した諸国も、30年代始めの不況期には、い

ずれも金本位制を放棄して、各々その国家的政策に頼らざ

るを得なかったのである。資本主義は、 その存続のため、

恐慌と失業を克服する道を発見しなければならなかった。」

（宇野 1974：277） 

宇野は本論文で、一九二九年の大恐従以降資本主義は恐

慌と失業を克眼するために金本位制を放棄して、国家的政

策に頼らざるをえなくなったが、その国家的政策は今後ナ

チス·ドイツのような全体主義的にではなく民主的組織化

に基づいたものでなければならない、資本主義の存続はこ

の一点にかかっている、と述べている。 

以下、この宇野の「世界資本主義の転換論」を一つの切

り口として現代貨幣理論の思想的源流はどこに求められ

るかというテーマで、ラーナーの機能的財致論、ベヴァリ

ッジ『自由社会における完全雇用』の歴史的意義、 現代資

本主義の歴史的特買について論じていきたい。 

 

１ラーナーの機能的財政論 (Functional Finance)とその後 

MMT の新済学的源流と見なしうるアパ·ラーナーもまた

「機能的財政と連邦債」のなかで次のように述べている。 

「戦争勝利の必要性を別にすれば、経済的不安定の除去

ほど重要な仕事はない。 戦後、この仕事に失敗したら、民

衆的文化に対する現在の脅威はふたたび頭をもたげるこ

とになるだろう」(Lerner 1943. p.38) 
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更に、「国家の創造物としての貨幣」でも次のように述べ

る。 

「国家が貸幣の責任ある創出者であるということのな

かにはもう一つの、もっと重要な意味が存在する。近代文

明に対する全体主義の脅威に屈することなく生き残ろう

とするならば、近代文明が解決しなければならない第二の

最も重要な間題は深刻なインフレとデフレを防ぐことで

ある（第一の問題はもちろんアピーズメントあるいは備え

によって原爆戦争に陥る前に世界平知を打ち立てること

である）。」(L.erner 1947.pp313－14) 

このような危機意識でもって、すなわち、西欧の民主

主義,西欧の文明の生存を賭けて、ラーナーは機能的財政論

を提示した。 

機能的財政の中心的アイデアは、 政府の財政政策、支

出と課税,公債の発行(政府の借入)と償還、新しい貨幣の発

行,貸幣の引揚げはすべて、これらの行為が経済におよぼす

結果にのみ焦点を当て、なにが健全でなにが不健全かとい

う既存の伝統的教義に惑和わされることなく着手しなけ

ればならないというものである。このラーナーの機能的財

政の定式化は,アルヴィン·ハンセンが行ったようなショッ

キングでないかたちでの フィスカル・ポリシーの定式化

でなかったがゆえに、 すなわち最も直接的で最もロジカ

ルなかたちで提示されたために、多くの批判と反論を生ん

だ。 

言うまでもなく、 ラーナーの機能的財政論の理論的

支柱はケインズの『一般理論』である。その当のケインズ

すらラーナーの議論に困惑したことがある。 

一九四四年のワンントンの連邦準備制度での講演のな

かでケインズが戦後の「貯蓄の過利」の可能性に言及した

とき、ラーナーは 「政府はいつでも所得を増加させるため

に,財政赤子を生み出すことによって十分な支出を呼び起

こすことができる」と指摘した。この指摘に対して、ケイ

ンズは最初,それはより一層の貯蓄を生むのみに終わるだ

ろうと反対し,その後ラーナーの「十分な総支出を生むのに

必要とされる財政赤字は国債の増加によってつねにファ

イナンスされうる」という主張に対して、 「インチキ」だ

と非雑した。 

その一月後にケインズはこの非難を撤回した。また、ラ

ーナーの機能的財政論に対して「非常にオリジナルな内容

であり、かつ壮大である」と高い評価を与えていた。しか

し、連邦準備制度の講演でのラーナーの提言に対する非難

とその応酬は、ケインズとラーナーの関係を反映したもの

であった。ラーナーは、ケインズは自分の結論を貫き通す

ことができない点で臆病であると思っており、一方ケイン

ズは「ラーナーの議論は完全無欠であるが、われわれのア

イデアの現在の発展段階でそれを一般人に認めさせるに

は天の助けが必要だ」と考えていた。 

以上のように、ラーナーが新しい財政理論あるケインズ

理論の根本的ロジックを簡潔明瞭に説明する能力をもっ

ていたことは確かであり、そのことはケインズも十分に認
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めていた。しかし、理論の根本的ロジックはつねに賢明な

政策に飜訳しうるとは限らなかった。ラーナーが導き出し

た政策には政治的怒りを生み出す性格のものもあった。現

実主義者ケインズは理論をその論理的帰結まで突き詰め

るラーナーに敬意を払ってはいたものの、時代の政治的動

きに合致しないと思われる政策には慎重に距離を置いた。 

実際にその後、各国で定着したマクロ経済政策はラーナ

ーが推奨したようなものとはならなかった。各国で事実上

機能的財政は採用されたものの、それはラーナーの危倶し

たとおり「あまりにも小さすぎ、あまりにも遅すぎる」も

のであった。 

 

たとえば、一般にケインズ主義の黄金時代と呼ばれる一

九四六~六九年のアメリカにおいても、保守的な色合いを

もったマクロ経済政策が基調であった。すなわち、経済の

安定と高雇用に貢献することが政府の責任であるという

考え方は受け入れられたものの、政府の予算がそのための

唯一の手段であるという考えは否定され、金融政策の役割

が認められるようになった。また、完全雇用を狙った財政

政策がかえって経済を不安定にしたり、インフレを助長し

たりするのではないかという恐れから、経済の安定には経

済構造の急激な変化や政府の力の増大ではなく、政府が節

度と責任をもって財政金融政策を運営する必要があると

いうことが合意された。しかし、ミンスキーが明らかにし

たように、このような考えが民間信用の野放図な拡大を生

み、かえって経済を不安定にしたことは銘記しておくべき

だろう。 

 

２ ペヴァリッジ『自由社会における完全層用』の歴史的

意義 

MMTの思想的源流を考える場合、決して異端として

ではなく戦後西側世界の主流と位置付けられてきたベヴ

ァリッジの完全雇用倫についても言及しておく必要があ

る。 

「福祉国家の父」と称されるウイリアム・ベヴァリッジ

は、『ベヴァリッジ報告 社会保険および関連サービス』

（一九四二年)の著者として有名であるが、この報告は、彼

が考えていたより野心的な計画の氷山の一角でしかなか

った。ベヴァリッジは、窮乏、疾病、無為(Idle)、無知、環

境破壊という五つの巨悪を取り組むべき社会目標として

掲げていたが、戦後イギリスを再建するうえで、「無為」=

失業に対する取り組みが最優先されるべきだと考えた。そ

こで、ベヴァリッジは、社会保険と関連サービスの報告書

を書き終えるやいなや、最も重要な報告であると考えた

「雇用の安定、すなわち大量失業の回避」に取り組むこと

になった。取り組むにあたっては、ケインズの影響下にあ

った若手経済学者の協力を仰いだ。その結果、生まれたの

が『自由社会における完全雇用』(一九四四年)であった。 

彼は述べる。「この『報告』の中心的命題は、イギリスに

おいて利用可能な全マンパワーを雇用するに十分な総支
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出を常に確保する責任は、正式にイギリスの国民によって

国家に帰せられねばならないということである」と。十分

な総支出を確保する手段は、従来の予算原理と異なる「新

しい型の予算」であり、この予算政策の本質は、その 「予

算」が利用可能なマンパワーに関連して編成され、貸幣に

関連して編成されるものではないということである。 

ベヴァリッジ完全雇用論の歴史的意義を明らかにす

るには、ほぼ同時期に公刊されたイギリス政府による『雇

用政策に関する白書』と比較するのが一番である。この『白

書』の公刊は、 第二次大戦がイギリス福祉国家の進行を飛

躍的に促したことを象徴的に示す画期的出来事であった

が、ベヴァリッジは『白書』公刊の画期性を認めるものの、

政府が責任を果たすために提案された方策は決して十分

なものではないと批判する。その最大の理由を、大蔵省が

いまなお「財政上の禁制 (financial inhibitation)」に囚われ

ていることに求め、以下のように述べ る。 

『白書』の診断はその主要な問題として需要の変動を取

り扱っているものの、需要の慢性的な不足に関する問題に

ついてはまったくふれていない。わたしの『報告』は、無

計画な市場経済の中心的弱点として需要の慢性的不足が

あり、そのため完全雇用は稀なものであることを示してい

る。この診断の相違は大きい。その結果、『白書』の主要な

政策はほぼ公共事業政策に限られており、私的投資を安定

化させる政策は何もない。公的支出の範囲は拡大されてお

らず、需要の着実な増加――完全雇用はこれに依存するー

ーをもたらすものは何もない。これに対して、「報告」の診

断からは、所得の再分配によって、そして共同の利益のた

めに必要なものを社会的に需要することによって、これら

の必要に購買力を付与するということが重要な課題とな

る。 

べヴァリッジは投資の変動を防止するために、社会的

または私的な消費需要拡大のための長期計画、原生品の市

場と生産の安定化、国民投資委員会を通じた民間投資の安

定化、公的な事業部門の拡大、が不可欠だとし具体的方策

を提案したが、これらの四つの方策に類するものは『白書』

には含まれていない。この欠陥は、問題をもっぱら周期的

な需要の変動の問題と判断する『白書』の不十分な診断の

反映であると同時に、「財政上の禁制」の結果でもある。予

算の均衡化を重視することは、 ある特定の年ではなくと

も長期間において、 政府による継続的な赤字支出を排斥

する。しかし、こういった支出や消費性向の増加を目的と

した大胆な再分配を行うことは、永久的な完全雇用政策に

は不可欠だ、とベヴァリッジは主張する。 

彼は、これら二つの文書の政策上の相違は社会哲学の相

違を反映したものであるとして、 次のように述べる。 

『白書』で政府は、 生産手段の私有制を基本的なものと

して扱っている。わたしの『報告』は、それを結果によっ

て判断されるべき一つの仕組みとして取り扱っている。

『白書』で政府は、 貨幣的安定と予算均衛によって実業家

に信認を付与する必要性を強く意識している。しかし政府
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は、もっと重要な、自分たちの労働に対する需要は絶えず

途切れることなく存在するだろうという確信を国民大衆

に与える必要性についてはあまり意識していない。この国

民大衆の確信、そして政府への信頼こそ、合理的な賃金交

渉、労働と資源の完全利用に関する規制緩和に際して、彼

らの協力を得るうえで極めて重要な意義をもつ。 

上のようなベヴァリッジの視点は、彼の時代認識を余す

ことなく伝えている。 二つの総力戦と一九三〇年代の深

刻な不況を経験するなかで、 人びとはもはや「古い社会」

に住んでいるのではなく、国民大衆を主人公とする 「新し

い社会」の住人であるという時代意識が明瞭に伝わってく

る。さきに、宇野は戦後すぐに「資本主義は、民主的に組

織化されない限り、真に組織化されるものではないのであ

る」と述べたが、べヴァリッジもまたこのことを同時代の

誰よりも深く認識していたと言えよう。 

 

３ 現代資本主義の歴史的特質 

筆者は、第一次大戦、ロシア革命、世界大恐慌、第二

次大戦といった「危機の三十数年」を経るなかで、資本主

義は古典的資本主義から現代資本主義=福祉国家資本主義

へと「大転換」したと捉えている。第一次大戦前の資本主

義を古典的資本主義と規定する根本的理由は、それが労働

力商品を基軸として価値法則と人口法則が通用する社会、

すなわち市場原理が自律的な社会、すなわち本来の資本主

義社会であったからである。それに対して、金本位制が崩

壞し、国家が恐慌や失業を克服するために経済過程や国民

の生活過程に深く関与するようになると、それはもはや市

場原理が自律的な社会ではなく、市場の働きが国家の計画

原理によって補完された混合経済体制となる。 

このように第一次大戰前の資本主義も第二次大戦後の

資本主義も同様に資本主義と呼ばれてはいるが、「市場原

理の自律性」という観点からみたとき、その内実は決定的

に異なる。「市場原理の自律性の喪失」を最も端的に示すも

のは、通貨制度が金本位制から管理通貨制に移行したこと、

国家財政の規模が飛躍的に拡大したことである。 

このような観点からみると、 本稿が取り上げたラーナ

ーとベヴァリッジはケインズと並んで「民主主義的な資本

主義の存続」という時代の課題に正面から取り組んだ中心

人物であったと言える。 

しかしながら残念なことに,ラーナーとベヴァリッジ

が掲げた政策は戦後各国において非常に薄められたかた

ちでしか採用されなかった。 民間投資依存型の高雇用経

済が可能となったのは、 第二次大戦後しばらくの間、所得

水準がまだ低かったこと、また戦争によって引き下げられ

たこと、退職機の期間が比較的短かったことなどにより、

ほとんどの先進国において民間資本形成と民間貯蓄との

間のギャップがまだ小さかったからである。その後、わが

国では大量の貿易黒字によってこのギャップの解決を図

ってきたが、このような方法は本質的には近隣窮乏化政策

であり、全面的な解決にはならない。また、株式市場とそ
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の他の資産価格における投機ブームによって資産需要に

こたえることは一時的なパブルによる解決でしかなく、 

われわれが一九九〇年代の初頭に経験したように必ずは

じけて悲惨な結果をもたらす。 

「支出される貨幣量が不十分であれば、不況が生じる。

支出される貨幣量が過刺であれば、インフレが生じる。政

府は、命令と課税によって公衆から貨幣を取り去る権力を

保有しており、この賃幣を創出したり破壊したりする政府

の権限に基づいて、不況の防御と貨幣価値の雑持という政

府の二大責任を満足させるのに必要な水準に経済におけ

る支出の比率を維持する立場にある。」(Lerner 1947, 

p.314) 

これはラーナーの機能的財政論を最も簡潔に言い表

したものであり、「現代貨幣理論 (MMT)」の核心でもあ

る。 

二〇〇八年世界金融危機以降の世界経済において、そし

てわが国ではそれよりも早いバブル崩壊後の長期不況の

なかで、この言葉の正しさは誰の日にも明らかになった。 

「長らく不況に低迷する経済においては、中央銀行が

「量的緩和」の名のもとにいくらマネタリー·ベースを膨張

させても、民間の信用創造や金融仲介の拡大にはつながら

なかった。流動性の注入はすべて「遊休資金」のさらなる

増加にのみつながり、「活動賃幣」の増加にはつながらなか

った。「活動貨幣」を増やすには、貨幣を「財政経路」に流

して、それを政府財源として支出しなければならかい。こ

れは貨幣政策であると同時に財政政策であり、このように

する以外に市中における「活動貨幣の不足」は是正 できな

い。 

 

かつてウィリアム·ブライアンは「人類を金の十字架で

磔にすべきではない」と宣言した。今日の十字架は金でで

きているのではなく、人間的価値の痕跡を消し去った財政

正統派の混乱した思想からつくられている。「現代貨幣理

論(MMT)」はラーナーの機能的財政論のエッセンスを現

代に活かしながら、財政正統派の混乱した思想に根底から

批判を企てている。筆者は、公的な支えなしで自律的に発

展する能力を欠く現代資本主後 の特質からみ て、 これ

はきわめて意義ある批判だと考えている。 
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■報告者（岡本英男）による補足 

 まず、世界資本主義フォーラムにて報告させていただ

いとことに感謝申し上げたい。報告と伊藤誠先生をはじ

めとした皆様方のコメントに答える過程で、私の考えは

より明瞭になり、今後学ぶべき課題も明らかになった。 

 ここでは、補足として、私が再度強調すべきだと思う

ところを２点ばかり書き留めて置きたい。 

 MMTはアベノミクスをはじめとした日本政府のこの

間の政策を成功例としてあげているとしばしば日本の

マスメディアで報じられているが、このような見解は明

らかに誤解に基づくものである。アベノミクスの実態は、

異次元の金融緩和と緊縮財政（デフレ下での２度に及ぶ

消費税増税や将来のプライマリー・バランスの黒字化を

目標とした財政運営）の組み合わせであり、このような

政策はランダル・レイが「QE とは基本的に、FRB にあ

る銀行の貯蓄預金口座（国債）から当座預金口座（準備

預金）に資金を移動することを意味する。銀行の利益は

減ることになるが、これによって景気が刺激されること

はない」と述べているように、MMT が批判の対象とす

る政策そのものなのである。 

 また、レイは「日本の財政赤字比率や政府債務比率は

債務危機に直面したユーロ諸国のそれらよりもずっと

高かったにもかかわらず、政府債務の金利上昇を市場か

ら強いられることがない」と述べているが、これも日本

の財政政策や金融政策が経済政策として成果を上げて

いると主張しているのではなく、変動レートの自国通貨

を発行する日本のような国は、ギリシャなどユーロ加盟

諸国と異なり、「通貨を必要なだけ記帳して生み出すこ

とができるので、非自発的なデフォルトを強いられるこ

とはない」と事実を述べているのである。 

 第２に、今日換金可能な市場価値をもつ資産を供給す

る民間セクターの能力の拡大に比べて、退職後の長期化

や家族の紐帯の弛緩による個人の資産の必要性が急激

に増大していることから、満足しうる雇用水準での、民

間の資産需要と民間の資産供給との間のギャップはま

すます大きくなっている。GDP の増大する完全雇用ト

レンドを実現しようとするならば、このギャップはそれ

に対応して増大していく政府資産の供給で埋める必要

がある。 

 私が報告を行った翌日の『日本経済新聞』（11 月 10

日の日曜版）の第一面のトップ記事は、「資金循環ゆが

み拡大：日米欧企業カネ余り 借金、政府に偏在」とい

う表題のもとに、企業・家計・政府の資金過不足につい

て、1989 年から３０年間の推移をグラフに描き、借り

手だった企業も 2000 年代に「カネ余り」に転じ、家計

は高齢化でも貯蓄の切り崩し目立たず、余ったお金の行

き先は政府の借金に行ったことを「資金循環のゆがみ」

の拡大を示すものだと述べているが、私に言わせれば、

これこそ今日の世界資本主義の通常の姿なのである。ウ

ィリアム・ヴィックリーが述べるように、「経済学者た
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ちは今まであまりにも長いあいだ、経済が運動している

技術的、人口動態的環境におけるこれらの根本的変化の

マクロ経済的意義を完全に無視してものを考えてきた」

のであり、われわれは日経新聞とは異なり、今日では、

経済を完全雇用トレンドに乗せるには、に及ぶ持続的な

政府債務の増大以外にないことを明確に自覚し、政府債

務を肯定的に捉え、社会の安定と市民社会の活性化のた

めにはどのような政府支出が望ましいかを徹底して議

論することこそ必要であると考える。 

 私が「むすびに代えて」において、現在の政治の焦点

は「公的セクターの正統性」をいかに確立するかであり、

今日の経済学は「政治経済学（political economics）」で

なければならないと述べた所以である。 

（2019年 11月 24日） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■司会者（矢沢国光）の感想 

●学長という超多忙な中で、わたしたちのフォーラムの講

師を引き受けてくださり、ありがとうございました。また、

参加者の疑問に答えて、「報告者による補足」を書いて送っ

てくださいました。この「補足」は、日本経済の現状を理

解し、それに対する MMT の突きつけた問題を知る上で、

とても役に立ちました。 

 

●世界資本主義フォーラムで「財政」を取り上げるのはは

じめてです。「福祉」を取り上げるのもはじめてです。財政

と福祉は、このフォーラムの目的としての「二一世紀の人

類史的課題としての国家と資本主義のトータルな破棄」に

とって不可欠の課題だと考えます。 

 

●【福祉国家と脱・資本主義】岡本先生は「福祉国家」を、

「脱・資本主義」に向かう過程とし、世界資本主義の「段

階論」の中に現代資本主義を位置づける、という大きな構

図をもっていることがわかりました。宇野弘蔵、大内力、

加藤榮一らの「段階論」の批判的再検討も岡本先生の「福

祉国家」論の一つの背景になっている、と理解しました。 

岡本先生は「福祉国家」を「脱・資本主義」とみていま

す。わたしも同じように考えています。（2018 年 5 月 18

日フォーラム,矢沢「資本主義国家の成立――世界資本主義

論の再構築のために――）。 

ただ、「国家」の位置づけについては、次のような疑問を

持ちました。岡本先生は「国民を資本主義（多国籍企業）

から守るためには国家が必要」と言います。民間企業資本

に代わって「国家が大きな経済的役割を果たす」、その先に

「脱・資本主義」がある、というのが岡本先生の福祉国家

論のように、わたしは理解しました。「脱・資本主義」を言

うならば、「脱・主権国家」も合わせて言うべきではないか。

「国家が大きな経済的役割を果たす」、というかわりに「政
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府が大きな役割を果たす」、ではだめでしょうか？財政学

者の神野直彦氏は、中央政府・地方政府・社会保障政府の

三つの政府がある、としています。神野氏は「政府」と「国

家」を区別しています。わたしは「国家」は「主権国家」

であり、「国民を守る」のは国家ではなく「政府」だと考え

ます。 

 

●【「福祉国家」の起源】岡本先生は福祉国家の起源につ

いて「ロシア革命・社会主義への対抗措置としての福祉国

家」という宇野弘蔵・大内力氏らの見方を踏襲しているよ

うですが、世界大戦の過程を具体的に見ると、第一次世界

大戦以来の「総力戦・総動員体制」の一環として、「福祉国

家」が歴史的に登場したのではないかと考えます。ビスマ

ルクの社会保障政策は、ドイツ帝国の戦争体制への労働

者・国民の結集政策ではなかったか。「福祉国家」は、「総

力戦体制」に直接の起源をもっているとみるべきではない

でしょうか。 

 

●【国家】岡本先生は「国家をどう見るかが最も重要な

課題だ」と言います。同感です。近代国家を「国民国家」

というのは通俗的な言い方で、16 世紀世界商業以来の世

界政治と世界資本主義の歴史の中で近代国家を規定しよ

うとすれば、近代国家は「主権国家」であり、主権国家は

「国民を守るため」ではなく「武力・対外戦争を通して、

資本主義を制度的に確立するため」に、資本主義経済と国

家が結合して成立した国家、とみるべきだと思います。近

代国家を「国民国家」といったあいまいな規定ではなく、

対外的な武力行使・戦争体制としての「主権国家」として

捉え、その主権国家体制が第二次大戦後もつづき、冷戦体

制崩壊後の今日もなお続いているとわたしは見ます。「福

祉国家」は戦争体制としての主権国家の消滅によってはじ

めて実現するように思います。 

 

●【完全雇用】岡本先生はまた、「福祉国家」の最大の目

標として「完全雇用」を挙げます。近年「日本は完全雇用

で人手不足、外国人労働者の移入やむなし」という人が多

い。「完全雇用」の「雇用」とは「生活できる賃金がえられ

る雇用」、「失業しても四八時間以内に新たな仕事が見つか

る」というベヴァリッジとヴィックリーにさかのぼっての

定義は、目からうろこでした。非正規で年収 300万円では、

形は雇用されていても半失業・潜在的失業者です。「完全雇

用」の概念を改めるところからはじめる必要があることを、

岡本先生のお話で、気づきました。 

 

●【MMTとケインズ】MMTは、財政出動によって失

業を解消するという点ではケインズと同じです。MMTと

ケインズはどうちがうのか――この疑問が岡本先生の講

演で、解決されました。 

「現実主義者ケインズは理論をその論理的帰結まで

突き詰めるラーナーに敬意を払ってはいたものの、時代
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の政治的動きに合致しないと思われる政策には慎重に

距離を置いた」。その結果、第二次大戦後のアメリカの

「ケインズ主義的政策」は、ラーナーの意に反して「あ

まりに遅く、あまりに小さい」ものであり、財政出動に

特化することを避けて金融政策にも頼ろうとした。その

結果、民間信用の野放図な拡大を生み、かえって経済を

不安定にした――ラーナーの理論的鋭さ、ケインズの実

践的不徹底、ということでしょうか。 

 

●【ラーナーについて】ベヴァリッジの名前は知って

いても、ラーナーやヴィックリーは、初耳でした。岡本

先生によると、ラーナーは MMT 論の元祖的存在で、正

規の大学教授ではない一匹狼。元トロツキスト［というこ

とは改革志向を強くもっていた］。ノーベル賞を 3 回受賞

してもよいほどの天才肌。ラーナーの「活動貨幣」は、宇

野原理論に近い、というのも、面白い指摘です。また「MMT

はラーナーを超えていない」とも言われました。 

岡本先生によると、次の文章は、ラーナーの機能的財政

論論を最も簡潔に言い表したものであり、「現代貨幣理論 

(MMT)」の核心でもあるという： 

「支出される貨幣量が不十分であれば、不況が生じる。支

出される貨幣量が過刺であれば、インフレが生じる。政府

は、命令と課税によって公衆から貨幣を取り去る権力を保

有しており、この賃幣を創出したり破壊したりする政府の

権限に基づいて、不況の防御と貨幣価値の雑持という政府

の二大責任を満足させるのに必要な水準に経済における

支出の比率を維持する立場にある。」(Lerner 1947, p.314) 

国家は賃幣を創出したり破壊したりすることができる

――こうした国家によるフィアット・マネーは、「商品→貨

幣→資本」というマルクス経済学原理論の商品貨幣とまっ

たくちがうように見えます。商品貨幣は原理論、フィアッ

ト・マネーは段階論と整理できるのだろうか。 

 

●【ヴィックリー】 

 ヴィックリーが完全雇用を厳密に定義し、その達成を

最重要の経済政策課題としたことは、よくわかります。難

解なのは、完全雇用を実現するためには、大規模な財政赤

字と政府債務が必要だという結論を導き出す論理です。 

岡本英男「完全雇用の経済学」では、つぎの二つの論理

によって、財政赤字の必要性が主張される：（1）貯蓄と投

資の相互作用についての見解［貯蓄の増加は消費や投資

（生産）の減少をもたらし、生産の減少は所得の減少をも

たらす。所得の減少は貯蓄の減少をもたらす。けっきょく、

貯蓄の増加によって投資を増加することはできない。ぎゃ

くに、投資の増加が、貯蓄の増加をもたらす］、（2）「民

間の資産需要と民間の資産供給の間のギャップ」――この

ギャップが拡大しており、「政府資産－－連邦、州、地方

政府の資産－－でもって埋められなければならない」。 

（1）はわかるが、（2）はどういうことか？デフレで投

資が沈滞し、民間には投資に向かわない貯蓄が金融資産

（への投資）を求めて増えている。その「資産の需要と供

給のギャップ」は国債や地方債の発行を増やして埋めるし

かない、ということか。耳慣れない用語の連発でとまどう。 
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ヴィックリーの議論は、アメリカ経済に特有のものか、

それとも、日本経済にも当てはまるものか？ 

「資産への需要」と言えば、日本の 1980 年代後半の土

地・株式等への投機＝「資産バブル」を思い出す。資産バ

ブルの破綻は「失われた 10 年」と今なお続くデフレをも

たらした。財政赤字をもっと大拡張すれば資産バブルを防

げたのだろうか。 

 

●【日本経済の不況と脱デフレ】日本のデフレとそれに

対する経済政策について、伊藤先生と岡本先生のやりとり

があった。伊藤先生からはピケティの言う「資産課税」に

ついて質問され、岡本先生は「国際協調で課税逃れを防ぐ

動きがある」と資産課税を支持したが、「デフレ下の増税

は、やってはいけない。（財政赤字を解消するのではなく、

国債の増発等によって）財政支出を増やす必要がある」と

も述べた。財政学者の間で増税の方法をめぐって論議され

ているが、そもそも増税が必要かという問題がMMTによ

って提起されたのだ。財政赤字をどう見るか、にも関連す

る。 

岡本先生は、「井手英策は『財政赤字の淵源』の中で、「公

共事業の拡大が財政赤字をもたらした」と言うが、事実に

反する、財政赤字の増大の原因は、①不況下で税収が減っ

たこと ②社会保障費（老人医療費や年金）の支出が増え

たことによる」と言う。「不況による税収の減少」が問題だ

とすると、経済政策としては「不況（デフレ）からの脱出」

が課題となる。不況と言っても、「今日の日本は、1930年

代のアメリカ大恐慌時に比べて、GDP が大幅に縮小して

はいない。日本のばあい、（1980年代の）バブルは非常に

大きく、バブル破綻後、民間は、収益で借入金を減らすこ

とに専念したため、投資が減退した。リチャード・クーの

言う「B／S（バランス・シート）不況」だ。それにもかか

わらず「日本のGDPが落ち込まなかったのは、財政赤字

が大きくなったからだ。」と、岡本先生は言う。 

日本のデフレ・不況自体は、1970年代の石油ショックや

変動相場制への移行に伴う「円高不況」といった経過があ

り、不況原因論については経済学者の間に大きな相違はな

いようだ。論議が分かれるのは、不況・デフレにともなっ

て生じた「財政赤字の評価」「国債増発による財政支出の維

持ないし拡大」の可否の判断だ。ここで岡本先生は、きっ

ぱりと「デフレ下で増税はノー」という。そう言い切る理

論的背景に、ラーナー、ヴィックリーに淵源するフィアッ

ト・マネー論、財政赤字必要論がある。 

 

●【日本の「失われた 20年」】 

11 月 9 日のフォーラムでは、日本経済の問題につい

ては、十分に話してもらう時間がなかった。 

岡本英男「日本の『失われた 20年』における財政政

策の評価」を読むと、岡本先生の言わんとすることがだ

いぶ理解できた。クーのバランスシート不況論は以前読

んだことがありますが、財政支出がGDPの落ち込みを
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埋め合わせていたとは、初めて知りました。以下、少し

長いが引用する： 

1995 年ころから短期金利がほとんどゼロであるにもか

かわらず、日本企業はおカネを借りるどころか、ずっと借

金返済に回っていた。2002年~2003年ごろには年間 20兆

円~30 兆円という想像を絶する規模の借金返済に走って

いた。本来,資金を調達して事業を拡大しているはずの企業

が一斉にそれをやめ、借金返済に回ったら、二つの意味で

需要が失われ、最気が悪化する。一つは企業が自社のキャ

ッシュフローを再投資に回さなくなったことで失われる

需要であり,もう一つは, 企業部門が借金返済に回るため

に,彼らが家計部門の貯蓄を借りて使わなくなったことで

失われる需要である。 

本来,低金利になればおカネを借りるはずの企業が,なぜ

ゼロ金利でも借金を返済していたのであろうか。それは、

この十数年間、日本国内で空前の資産価格の下落が発生し

てしまったからである。例えばゴルフ会員権や商業用不動

産等は,最悪期の2003~04年には前者がマイナス 95%, 後

者がマイナス 87% と. ピーク時の 10 分の 1 まで下落し

た。ビーク時の 1990年から 2004年までの 15年間に株と

土地の二つの資産だけで 1500兆円という規模の富が失わ

れた。この 1500兆円という数字は,日本の個人金融資産と

同じ金額であり、 日本の GDP の 3年分である。という

ことは, 今回の資産価格の下落だけで, 3年分のGDPに匹

敵する富が消えてしまったということになる。これは恐ら

く平時に失われた富としては、 人類史最大であると思わ

れる。 

このように、全国的な資産価格の暴落が発生して借金だ

けが残り,その借金を返そうと民間が一斉に借金返済に回

ると、,経済全体が「合成の誤護」といえる非常に困った事

態に陥る。ゼロ金利でも誰もおカネを借りない。借りない

どころか,企業が一斉に借金返済に回るということになる

と、家計の貯蓄を企業に回すという「経済の根底のメカニ

ズム」が完全に機能しなくなってしまう。 

1990 年に始まった資産価格の大暴落を受け、バランス

シートに大きな穴が空いてしまった企業部門は 90年以降, 

ずっと資金調達を減らしていったが、1998年になると, 企

業部門全体が借金返済をしているという大変恐ろしい事

態になり, 2000 年には,企業部門は家計部門を超えていち

ばんの資金余剰主体になってしまう。それまでおカネを借

りて投資をしていた主体がそれをやめて借金返済に回っ

た結果、失われた日本の法人需要は GDP 比で 20%を上

回るところまで拡大した。GDP20%に匹敵する需要が消

えれば,不況になるのは当然で、 これは不況どころか, 大

恐慌シナリオそのものだったのである。 

しかし、不思議なことに、この 10 数年間の日本のGDP

は、 アメリカの大恐慌のときとは異なり、バブル期のいち

ばん高いところからほとんど変わらなかった。本来であれ

ば、このような事態になれば、 1929年のアメリカの大恐

慌のようにデフレスパイラルに陥り,今ごろ日本の GDP 

は, バブル期の数分の 1 になっていても不思議でないの

に,現実はそうならなかったのである。 

その答えは 2 つあるとクーは述べる。一つは, この間, 

家計部門はずっと貯蓄額を減らしてきたことである。この

家計貯蓄の下落は決して良い話ではなくて, そのような状

況におかれた家計にとっては極めて不幸な話なのだが、マ

クロ的な観点から見れば, 結果的にそれが銀行に滞留しか

ねなかった資金を減らし、経済を支えたということにな

る。 

もう一つは,政府部門の動きであり,これが最も重要だっ

た。政府部門は, 1990~91年はまだ黒字だった。当時はバ

ブルの影響もあって、税収が非常によかったからである。

しかし、 1992~93 年ごろからの景気の急速な悪化を受け

て,政府は国債を発行して景気対策をしだした。当初は,景

気対策が効いたと喜んだものの,次の年,前年の対策が切れ

るころになると、また経済がおかしくなってくる。なぜ財

政出動をやっても、それがボンプの呼び水にならず、再び

経済がおかしくなっていくのか。それは, 商業用不動産が

ピークから 87%も下がり、国全体で 1500兆円も富が失わ

れれば, 一年,二年の借金返済でバランスシートがきれい

になるはずがないからだ。少なくとも三年とか五年,運が悪

くてバブルのビークで不動産を買った企業は 20 年くらい

借金を返済しないと, バランスシートはきれいにならな

い。そのため、企業は収益がある限り, それを借金の返済

に回す。そうすると, 毎年,家計が貯蓄しても企業は借りな

いという構図が繰り返されることになる。一方,政府自民党

は毎年景気対策を打って、 そのギャップを埋めていった

のである。 

その結果、一般政府部門はどんどん資金不足が拡大して

いき,これが財政赤字という,日本が直面している問題とし

て残った。しかし,この財政支出があったからこそ,企業の

行動がこれだけドラスティックに変わって GDP 比で 

20% もの法人需要が失われ,しかも 1500 兆円もの国富が

失われたにもかかわらず, 日本は 500兆円のGDPをずっ

と維持してきたのである。そういう意味では,政府の財政出

動は大変重要な役割を担っていたわけであり.政府は毎年
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毎年, デフレ·ギャップが表面化するのを景気対策で回避

してきたのである。 

このように大きな財政赤字が残ったが、もしもこのよう

な財政出動をやっていなかったら日本の GDP は少なく

とも半分から 3 分の 1 になっていただろう。 大恐慌時の

アメリカは、GNP の 1年分の資産価値が失われただけで 

GNP は半分になったのだから, 今回の日本は GDP の 3

年分の資産価値が失われたことを考えれば、大恐慌時のア

メリカよりも,もっとひどい状況になっても何ら不思議で

なかった。そのような事態が当初から回避されたのは、早

い時期から政府が財政出動を決断し, それを続けたからで

ある。 

たしかにクーが述べるように、民間による借金返済から

発生する合成の誤露を、今回の日本では政府が民間と逆の

行動をとることにより回避してきた。政府はこの間、財政

出動することによって、実際には日本経済に巨大な危機が

発生していたにもかかわらず、国民の生活水準が大幅に下

落することをずっと回避してきた。クーが「これは人類史

上でも、 最も成功した経済政策」と高い評価を与えるのも

十分頷ける。 

 

●【インフレ】財政赤字を続けるとインフレになるから

だめだ、というのが財政赤字解消・財政再建論だ。これに

対して岡本先生は、「デフレ下では、資源（人、モノ）が余

っており、財政支出を増やす余地がある。インフレになっ

たとしても、3％までなら問題ない。」という。需要が伸び

てもそれを吸収する（人・モノの）余裕がある、というの

だ。「余裕」の有無は、どうやってわかるのか？インフレに

なってはじめてわかるのか？インフレの動向を慎重に見

きわめながら赤字財政によってデフレ脱却を図るといっ

た経済運営が、今の政府にできるのか。 

●【最後の雇い手】レイの「国家＝最後の雇い手」論

は、大いに可能性があると思います。政府が傭い手（公務

員）なら、労働者の待遇・賃金について、個別の民間企業

の恣意に委ねることなく、政治の場で決定できる。戦時・

戦後の「国有化」は基幹産業部門であったが、福祉国家の

現物給付の部門（子育て・障害者・介護・医療・教育等）

で「公務員化」を進めれば、伊藤先生の言う「下からの再

編」につながるのではないか。経済評論家の森永卓郎も、

「公務員の給料は、民間に比べて高すぎる。公務員給与を

民間並みに減らして、公務員の数を倍増すべきだ」と述べ

ています。とくに、子育て・教育・医療・介護・障害者等

の現物給付サービスの拡大には、（民間委託ではなく）公務

員の拡大で対処すべきです。 

 

●【財政赤字】財政赤字の是非がMMTをめぐる論点

になっています。今はたしかに、日銀が日本国債を買い支

えることができるから、「国債の暴落」はない。これは「い

つでも」成り立つことでしょうか？1990 年以降の世界資

本主義と日本資本主義の特別な地位［戦後の高成長、世界

経済の中の位置］という特殊な情況下で出現している事態

ではないか。 

他方、ラーナーやヴィックリーは、第二次大戦と第二

次大戦直後のイギリス、アメリカ資本主義の中で財政赤字

による財政出動を主張しています。資本主義経済として、

第二次大戦直後のイギリス・アメリカと 1990 年代以降の

日本の共通点は何でしょうか。 

 

●【経済学の使命】「経済学は政治経済学でなければな
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らない」という岡本先生の締めくくりのことばに、大いに

共感しました。学長という超多忙な中で、わたしたちのフ

ォーラムの講師を引き受けてくださり、ありがとうござい

ました。 

■参加者の感想 

【多田丞】ＭＭＴは新聞や雑誌の記事で読んだ程度で

あったが、現代の社会主義を考える上で重要な理論である

事が分かった。しっかり勉強してみたい。 

 

【坪田知己】財政論、マクロ経済学は素人なので、内

容は半分ぐらいしか理解できなかった。しかし、肝心のＭ

ＭＴに関しては、ＭＭＴが正しいかどうかでなく、ＭＭＴ

を支えとしつつ、公共経済部門の強化を軸に国を立て直す

という考えには賛成である。岡本先生の情熱を感じた。 

 

【柏木勉】私は、国債の日銀による直接引受、日銀保

有国債の相当分を無期限・無利子国債に替えてしまうこと

が正しいと考えていました。関根友彦氏、岡本先生も同じ

意見だとわかって、心強く思った次第です（これはあくま

で当面の政策論としてです）。 

その延長線上で考えると、ＭＭＴは基本的に正しい（管

理通貨制度のもとでは）。 

国民国家、主権国家の通貨は負債ではなく、最終決済を

行う資産だと考えるべき。 

もちろん世界貨幣にはなりませんが、不安定ながらも為

替レートで調整していくことは可能でしょう。 

現状の制度では、日銀当座預金（＝負債）から銀行が現

金を引き出すと、その分だけ日銀は負債を計上します。し

かし、これは説明がつかない。誤りでしょう。なぜなら、

「日銀当座預金（＝負債）から銀行が現金を引き出す」こ

とは、負債を決済することなのだから、負債は清算される

わけです。（現金＝日銀券は法貨であり日銀券による支払

いで決済は終了する。これは法で定められている）しかし

ながら、そのまま負債サイドに負債として計上される。 

これは金本位制の残滓が整理されておらず、その結果、

理不尽にも国民を苦境に追いやっています。 

 

【高原浩之】正直言って、ＭＭＴから大分外れた政治的な

ことしか理解できませんでした。その意味で、岡本先生の

『エコノミスト』の記事に対する伊藤先生のコメントが提

出されましたが、明確にお二人の議論という設定で会が進

められたなら、もっとよかったのにと感じました。 

①ＭＭＴを福祉国家に役立てるのは人民闘争 

 ｢福祉国家実現には完全雇用こそがもっとも有効な手段

である｣。そのために、｢国家の財源を地方へ再配分し、そ

れをＪＧＰ(完全雇用プログラム)の財源とする。｣｢ＪＧＰ

の運営は地元のＮＰＤ(非営利組織)や企業が担い、地方で

需要のある仕事(介護など)と人に充てる。｣｢地方を活性化

しうる仕事を創造する｣。この岡本先生の趣旨には賛成で

す。 
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日本では、すでに財政は国債発行で成り立っており、し

かも、消費税で大衆を収奪しながら法人税･所得税では資

本と高所得者を優遇、福祉･社会保障を切り捨てながら無

駄な公共事業や軍事費拡大。資本のためのＭＭＴと言えま

す。資本主義を護持するブルジョア国家である以上、財源

を福祉･社会保障に回すのは人民闘争の力だと思います。 

②国家財政をめぐる総資本対総労働 

その人民闘争を考える時、伊藤先生の次のコメントに興

味を惹かれました。｢岡本さんが重視しているような分権

的で協同組合的、地域再生的なグラスルーツの 21 世紀型

社会民主主義や社会主義への展望に、20世紀型の国家主義

的ケインズ主義による社会民主主義から、ＭＭＴがどのよ

うな理論的距離をおき役立てられるか、貨幣論の基本では

むしろ国家主義に逆行しているところはないかとも危惧

しているが、どうであろうか。｣ 

貨幣論における国家主義の問題はよく分かりません。し

かし、福祉･社会保障は賃金と並ぶ労働力再生産費であり、

ブルジョア国家の財政は、資本主義のシステムに大きな役

割を果たしています。これに労働者階級は積極的に対応し

なくてはならない。 

かつてのケインズ主義(｢福祉国家論｣)が｢買収｣として

機能したのは、国家財政に対する労働者階級の受け身的な

対応もありました(春闘に表現される賃金闘争と比べて)。 

現在の新自由主義(｢自己責任論｣)では、逆に、福祉切捨

と格差拡大=搾取･収奪の強化となっていて、人民は、国家

財政に積極的に介入し、福祉と社会保障の切り捨てに反対

し、その防衛と拡大のために闘争せざるをえません。国家

の対極に労働者階級を組織し動員する、総資本対総労働で

す。｢分権的で協同組合的地域再生的なグラスルーツの 21

世紀型｣の闘争です。それに人民のためのＭＭＴ理論が大

きな役割を果たすべきなのでしょう。 

 

【靑山雫】岡本先生がごく手短に「国家財政とハウスホ

ールドと同一視してはいけない」と仰られたことに、非常

に共感いたしました。これを岩田弘理論に引き付けていえ

ば、 

貨幣収支体の分化形態である、家計・企業・行政の原

理的な区別と連関を付ける、 

ということにつながっていくと考えております。 

世界資本主義フォーラムとしては、MMT を議論する以前

にマクロ経済政策の評価について、しっかりやっておくべ

きと考えます。岩田弘自身はドルの金兌換が停止された以

降は、ひたすらインフレーションが高進して、ドル＝アメ

リカを中心とする世界資本主義は衰退していく一方と、一

時ではあれ、思っていたのですから。 

 


