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前論考（消費税増税）の論点整理 

• 消費税は、一律税率のため低所得層に負担を強いる逆進性をもつ。その一方、
所得税、相続税などは、累進税率のため高所得層に応能原理に則した負担を増
やす累進性を持つことを明らかにした。 
 

• 一方では消費税増税（税率3％1989年導入）、その後の税率5％引き上げ。

また一方では逆に所得税、法人課税の税率引き下げによる大減税。その
結果、税収は大きく落ち込み現在に至っている。不公平税制改悪 

 

• 減税された法人企業の利益剰余金（内部留保）は281.7兆円（2011年）。 

• 現在、わが国の租税負担率は国際的にも低い値にある。 

• 平均給与所得者の年収の減少 1998年             2011年現在  
                      423.8万円（頂点）   →  358.3万円  差65.5万円 
 

• 一律税率の消費税は、国内の需要面にあまねく課税されるため、ほかに
経済成長を押し上げる柱がない限り、消費税増税は民間最終消費支出を
冷え込ませ、結果的には経済成長を引き下げる結果となる。 
 

現時点にて消費税増税は行うべきではない。 
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統計データを読むとは 
• 政府統計総合窓口・ﾈｯﾄ検索により参考資料入手 

   内閣府・国民経済計算 

   財務省・法人企業統計・国税庁・統計情報 

         税制・わが国税制・財政全般に関する2013.5 

           わが国の財政事情2013.1 

   厚生労働省・雇用構造の実態 

   日本銀行統計・通貨関連統計・資金循環統計 
 
• 統計データそのものは膨大な量の数字の集積 

• 時系列統計excelデータ → 組合せ・グラフ化 
    
• 時系列統計データがなにを語りかけてくるか 

       正常な動きと異常な動き 
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「失われた２０年」 
• バブル景気は1990年（平成2年）頃から後退し始め、バブ
ル経済も崩壊。それによって消費や雇用に悪影響を及ぼ
し、デフレーションになった。 
 

• かつては、そのような状況であった1990年代から2000年
代初頭までの経済を「失われた10年」などと呼ばれていた
が、サブプライムローン問題をきっかけに世界金融危機へ
発展し、世界同時不況へと陥った。 
 

• このようにバブル崩壊以後、経済の低迷が改善に向かわ
なかったため、いざなみ景気の期間を含め、失われた10
年と2000年代以降の経済を併せて「失われた20年」と呼ば
れるようになった。 
 

• バブル崩壊後の「失われた20年」で株と不動産の損失は
1500兆円とされる。 
 

実際はどうだったか 
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「バランスシート不況の経済学」 
あらまし 

5 



1990年バブル崩壊以降、 
財政赤字は意図的につくられたか 

真相はどうだったか 

リチャード・クー氏（1954～）  
野村総合研究所・主任研究員・エコノミスト 

「バランスシート不況の経済学」を提唱 
 
1990年以降の財政出動は、デフレギャップを
埋めて、日本経済が恐慌に落ち込むことを阻
止した、正しい選択だった。 
 
これが日本経済を救った。「失われた20年」で
はなかったと主張。 
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もう一人の「バランスシート不況の経済学」の提唱者 
木下栄蔵 名城大学都市情報学部教授（1949～） 

2004年「経済を支配する2つの法則-神の見えざる
手と合成の誤謬の世界」電気書院を出版。 

 
バランスシート不況との表現こそ使っていないがリ
チャーク・クー氏共に、木下栄蔵氏はこれまでのマ
クロ経済学が見落としていた不況時の場面につい
て共通の認識に達していた。 
 
前者は主に日本銀行統計を使い金融経済面から
論じ、後者は数式を交え通常経済と恐慌経済が
OR（operations research）的表現で双対問題だと論
じている。 
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「バランスシート不況の経済学」とは 1/4 

昭和から平成への移行期に、日本経済は巨大
なバブル発生とバブル崩壊が起こした。 
 
約1,500兆円以上という土地・株式の国民資産
価値が失われた。 
 
多くの日本企業はバランスシート毀損を起した
ため、設備投資を一時中止し借金返済に走った。 
 
借金返済は企業経営者としては正しい判断。 
 
その後遺症により今日まで平成不況が続く。 
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「バランスシート不況の経済学」とは 2/4 

バブル崩壊により巨大なデフレギャップ（原因）が生じ平成不
況（結果）を引き起こし、これを政府の財政出動が公的需要
（対策）をつくりだした。デフレギャップ分をこの公的需要とい
う有効需要によって埋め恐慌に陥ることを防いだ。 
 

デフレギャップ  平成不況  公的需要（有効需要） 
     （原因）     （結果）      （対策） 
 

リチャード・クー氏は、日本銀行統計等から金融機関の総貸
出の減少、日本企業の資金調達の減少などを超低金利まで
下がっても日本企業は金融機関から借金して設備投資をし
ないという、従来のマクロ経済学では説明つかない現象を発
見した。 
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「バランスシート不況の経済学」とは 3/4 

日本企業の投資抑制・借金返済と家計の借金返済によ
り巨大な資金（デフレギャップ相当）が金融機関に流れ
込んだ。 

金融機関から、その預金がより安全な国債等に姿を変えて貸
出された。（約30兆円とも40兆円ともいわれる） 

 

それが利益剰余金、海外投資の増加を生み、現在、そ
の巨大資金は民間需要にあまり向けれられていない。 

デフレ経済（不況）の主要原因 

民間需要の減少・滞留する資金 
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「バランスシート不況の経済学」とは 4/4 
 
「バランスシート不況の経済学」は、景気サイクルには
インフレ経済（好況）とデフレ経済（不況）の二つの場面
があり、好不況の景気のサイクルの二場面でそれぞれ
異なる経済法則が適合することを唱えた経済学。 
 
供給側は1990年までに過剰な設備投資を行った。すで
に供給量は十二分にある。 
 
デフレ経済（不況）の根本原因は供給側にあるのでは
なく、需要側民間最終消費の減少にある。 
 
供給側対策（既に過剰）よりも需要側の有効需要（不足
をいかに増やすか）対策が眼目。 
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「バランスシート不況の経済学」 
と税制改革 

両氏の景気対策 

インフレ経済（好況）財政再建 

デフレ経済（不況）財政出動 

どの場面で財政再建・財政出動が眼目 

 

税制改正（課税対象と増減税）には触れていない 

税は政治の問題か 

（経済学は政治を取り扱わないようだ） 
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序  論 
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バランスシート基本モデル 

資産の部 

金融資産 
現金・預金 
証券・その他 

 

非金融資産 
土地・建物・設備 
・（国民資産：インフラ） 

金融負債 
掛金・証券 
借入金・その他 
 

正味資産 
資本金 
利益剰余金 
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負債の部 
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国全体のバランスシートは健全 
（但し、一般政府は財政破綻） 

1990年頃まで資産は増え続け、その
後は増えてないで維持している。 

 

バブル発生×バブル崩壊後 

国富はほぼ約3000兆円を維持 
その間、各部門のバランスシートは大きく変動 

家計ほぼ健全 日本企業健全 一般政府財政破綻  
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国民の金融資産と負債 
の差額は一貫して黒字 
（但し、一般政府は赤字増加） 

     1980年頃 約50兆円 
  

 1990年頃 約100兆円 
  

 2000年頃 約170兆円 
 

 2011年現在 約265.4兆円 
（対外純資産に相当） 
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バブル崩壊後、資産価値大暴落 

土地と株式の資産価値 
  
   1989年頂点    2011年現在 
   約3200兆円    約1500兆円 
 

その差額 
頂点マイナス約1700兆円の激減 

経済社会構造に激震が走りその 
後遺症が現在にいたるまで続いている 

  
26 



27 

生産→分配→支出    経済の循環 

生産面・分配面・支出面の三面等価とは 

企業等の生産者は、労働力や機械を用いて他の企業から原材料、電気・
ガス、輸送サービスなどを購入して財（財貨）・サービスを生産。 
 
生産された財・サービスの額（産出額）から電気・ガス、輸送サービスの他
の生産者から購入した額（中間投入額）を差し引いた額が、その生産者が
新たに生み出した付加価値。 
 

その合計が総付加価値即ち国内総生産（GDP）になる。 
生産面で生み出された財・サービスは、分配面で各経済主体へ供給して
分配され、支出面に需要となって行き渡る。 
 

国民経済計算は供給と需要が一致することが前提 
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名目国内総支出 

 輸出入を除外すると 
 

民間需要 約８割 
 

公的需要 約2割 
 

名目国内総支出/名目国内総生産 

1990年以降2013年まで、約500兆円前後で推移 
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（参考）日本の発電電力量 

1965年 原発が加わる 
 

1980年頃  約0.56兆ｋWｈ 

1990年頃  約0.85兆ｋWｈ  

2000年頃  約1.14兆ｋWｈ 

2008年頃  約1.20兆ｋWｈ 

2011年   福島原発事故 
2012年末 約1兆ｋWｈ以下か（約2割省エネ） 
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日本企業の設備投資 対 公債発行 
比率の推移 

        1975年  民大   公小 

      １979年  民大   公小 

      1991年   民極大 公極小 

      2003年   民半分 公半分 

      2007年   民大   公小 

      2011年   民小   公大 
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日本銀行統計と国民経済計算 

マネタリーベース（ハイパワードマネー）2013.5現在 
約１３０兆円→200兆円へ（日銀）量的金融緩和継続中 

マネーストック2013.5現在 
約830兆円 
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M2：マネタリーストック 
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本  論 
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土地神話と地価・株価 
土地神話と土地本位制 

土地は本来、社会的に利用されることにより価値を持つものである。しか
し日本では、土地自体に、銀行融資を受ける時の担保という、土地利用
を超えた金融的な機能・役割があって、それを通じて土地の存在を、わ
が国の経済活動に不可欠なものにした。 

このような状況の下で形成された土地本位制の下で、金融緩和政策がと
られ投機と結びついて、バブル経済を引き起こした。 
 
地価・株価の連動 

８０年代後半に始まる土地の高騰は、株価に波及していった。それを支
えたのは、企業は工場等の不動産を所有し、その価格が上昇するので、
企業価値、つまり株価も上昇する、という理論であった（トービンのQレイ
シオをまねた理論）。 

土地と異なり、株価はいくら上昇しても、困る人はいない。企業は株高で
安く資金調達できる。また、株の含み益は、銀行の自己資本（BIS規制）に
カウントされることとなった。土地、株価一体となって上昇を続けた。 
 

「日本における土地神話の形成と崩壊」財務省財務総合政策研究所所長森信茂樹 一部を抜粋 
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1986年～「英米国政権金融ビックバン」 
本主義は経済成長することを前提としている。1980年頃よ
り先進国は経済成長が一様に鈍化しはじめた。先進国は
絶えず市場を拡大しながら経済成長を進めてきたが、地球
規模の市場に限界が見え、世界経済は停滞期に入った。 
 
金融システムが世界標準化した結果、実体経済の約2倍
以上という世界金融経済が生まれた。これを運用する一部
強欲なヘッジファンドがハイリスク・ハイリターンを求めて、
経済成長が止まった先進国から経済成長が見込まれる
BRICs諸国他の新興国に投資してバブルを起させ、破綻寸
前に売り抜けて巨大な利益を確保し、次々に投資国を変え
ていった。 
 
マネーで膨れ上がった金融資本主義世界経済は頻繁な売
買による虚構の投資（マネーゲーム）によって目先の巨額
の利潤追求に走るようになった。 
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1990年代バブル崩壊により日本企業がバランスシート
を毀損、この修復のため一斉に借金返済に走った 
 

国民資産の正味資産（国富）は1990年から今日まで約3,000
兆円を維持している。その間に失われた国民資産は国富の
約半分以上という巨額に上った。 

 
金融機関や資本市場調達した資金で土地・株を購入した多く
の日本企業は、この暴落によって巨額の資産価値低下を招
き巨額のバランスシートの毀損を起こした。 
 
この当事者等は、一斉に事業拡大や投資は一時停止し、ひ
たすら借金返済に走った。これは経営者としては経営体質を
改善する当然の行為だった。 
 
多くの日本企業のバランスシート毀損の実態はあまり知られ
ていない。これが明るみにでると財務内容不良から株価下落
が予想されたためとおもわれる。 
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リチャード・クーと木下栄蔵の 
「バランスシート不況の経済学」の形成 

供給側よりも需要側の有効需要をいかに増やすか 
 
供給側は1990年までに過剰な設備投資を行った。す
でに供給量は十二分にある。 

デフレ経済（不況）の根本原因は供給側にあるので
はなく、需要側民間最終消費の減少にある。 

デフレ経済（不況）の場面では有効需要をいかに増
やすかが最大の眼目である。 

「バランスシート不況の経済学」は、資本主義経済の
なかで繰り返すインフレ経済とデフレ経済が相反す
る二場面をもっており、それぞれの場面に適合する
経済法則が違うことを発見した。 

そして、その場面に適合しない経済理論を適用する
と経済が破綻することも明らかにした。 
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リチャード・クー 「陰」と「陽」の経済学 
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木下栄蔵 世界がいま陥っている経済学の罠 
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用語解説 

｢神の見えざる手」 政府の関与はなるべく減らし、市場に価格調整を委ねる。そ
うすれば企業は利潤最大化、消費者は効用最大化を追求するが、市場の価格調整機能
はうまくはたらき大多数の最大幸福が達成される。     アダム・スミスの『国富論』
第4編第2章 

｢合成の誤謬」 ミクロの視点では正しいことでも、それが合成されたマクロの世界では、
かならずしも意図しない結果が生じる。個人の節約は美徳だか、全体が節約すると消
費(需要)が減り。その結果、生産(供給即ち所得)が減る。 
｢有効需要の原理」 国民総需要を有効需要と呼び、有効需要が国内総生産(供
給)を決定するというケインズ経済学の中心理論。 
総供給量＝総需要量＝有効需要、 
Y（総供給量即ち所得）＝C（総消費量） + I（総投資量） + G（財政出動）      S(貯蓄) 
 
  
 

｢セイの法則」 「供給は自ら需要をつくりだす」を主張。商品を作りさえすれば市場の
価格調整機能がうまくはたらき、売れ残りはいずれなくなると仮定した古典派経済学の中
心理論。 
クラウディングアウト 
公的需要を増やすため大量の国債を発行すると、市中金利が上昇し民間資金
需要が抑制され民間投資が減る。経済停滞が起きる。 
流動性の罠 
名目金利がこれ以上下がらない下限に到達した状態。マネーストックを増加してもこれ以
上の金利の低下ができなくなり、単に貨幣需要の増加に吸収されてしまうので金融政策
の有効性は完全に失われる状況。 

インフレ経済 ：Y ≡ C + I、 Y ―C ≡ I ← S 
利子が高いため、貯蓄よりも投資に回る。 

デフレ経済 ：  Y 〉 C + I、 Y – C 〉 I → S  
利子が低いため、投資よりも貯蓄に回る。 
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デフレギャップとは 

需要と供給のバランスが崩れ、需要が供給より
も落ち込んだ時の需給差をいう。 

 

バブルが崩壊した1990年以降、日本企業と家

計から金融機関に流れ込んだ資金（預金等）に
相当する。その額は約30兆円とも40兆円ともい
われている。 
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乗数効果とは 
インフレ経済（好況）場面ではプラスにはたらき、デフレ経済（不況）ではマイナスにはたらく公理。輸

出と輸入を無視すると約8割が民需、2割が公的需要になる。この二つを合わせて需要とし、

その中身を(消費+投資)とすると、その合計が国民総所得。 
経済学の考察は単純化したモデルで行うので、次のように仮定する。 

国民総所得（Y）＝消費（C） + 投資（I） （注：IもGも消費の一種） 

インフレ経済（好況） 
乗数効果 

Iが1単位（ΔI）増えるとYは「Y+ΔI」 
そうするとYはΔIだけ増える。        
増えたΔIは9割消費して残りの1割を貯
金したとする。消費は1番目「ΔI×0.9」
増える。するとYはさらに2番目
「ΔI×0.9」増える。つまり0.9の2乗の
「ΔI×（0.9）2」分増える。 
 
次々に3乗、4乗と波及効果で増え続け
てゆき、これを合計するとΔY = 10Iにな
る。即ち、1単位の投資が10倍になり、 

Yに10I分加わる 

デフレ経済（不況） 
逆乗数効果 

 
インフレ経済とは反対にIが1
単位（▽I）減ると、2番目
「▽×（0.9）2」減り、 

Yは最終的に10▽I分減る。 
 
（投資の減少が消費を減らし、
次々に投資が減少がし民所
得を激減させる） 
 
デフレスパイラルに陥った究
極の姿はYが激減。 

大恐慌 
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おわりにかえて  

調べて分かったこと 

• 2013年現在、国民資産のバランスシートは正味資
産、対外純資産はいずれも世界でも有数の健全さ
（但し、一般政府を除く：財政破綻）を示している。 

• 1990年以前後期昭和時代のインフレ経済（好況）
バブル発生まで、バブル崩壊以降の平成時代のデ
フレ経済（不況）の二場面が相反関係にあること。 

現在、求められていること  

いまがどの場面にいるかの状況判断 

正しい政策の選択 
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変容する資本主義経済 
1990年以前から1990以降 

アダム・スミスの成長を前提とし 
最大多数の最大幸福を実現を目ざした 

（一億総中流といわれた） 

神（公正）を畏れる資本主義 
 

 
成長が前提にできなくなった 
富が偏在する格差社会 

（世界の富の９９％は、全人口の５０%の人が保有という） 

神（公正）を畏れない 
金融資本主義世界経済 
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ご清聴ありがとうございました 

本論考は、わたくしの次のホームページに掲載しています。    
・「一粒のオリザ」 
http://www.oryza101.com    
 ・サブページ 
  「バランスシート不況の経済学」をもとに、昭和から平成への移行期に起   
  きた日本経済の変容を考える      
  
 ・パワーポイント版（簡略版） 

   その１ 「バランスシート不況の経済学」とはなにか 
 

   その２ 「バランスシート不況の経済学」をもとに、デフレ経  
       済（不況）下の経済政策を考える 
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参考資料 「バランスシート不況の経済学」関係 

リチャード・クー村総合研究所主席研究員 
• バランスシート不況」を知ろう  
   日本記者クラブ研究会「2009年経済見通し」2009.1 

http://www.jnpc.or.jp/files/opdf/378.pdf 

• 参考資料（バランスシート不況）野村証券研究所2012.12 
http://www.resona-ao.or.jp/pdf/20120120_No02_shiryo.pdf 

 
• デフレとバランスシートの経済学 徳間書店2003.10 
• 陰と陽の経済学 東洋経済2007.1 
• 日本経済を襲う二つの波 徳間書店2008.8 
• 世界同時バランスシート不況 徳間書店2009.8 

 
木下栄蔵 
• 経済学はなぜ間違え続けるのか 徳間書店2009.5 
• 経済学革命 彩図社 2011.8 
• アメリカの次の覇権国はどこか？ 彩図社 2012.1 
• 世界がいま陥っている経済学の罠 徳間書店 2012.5 
• 世界経済の覇権を握るのは日本である 扶桑新書 2013.2 
• 忍びよる世界恐慌 扶桑社新書 2013.9 
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