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第 1 章 はじめに  
 

21 世紀初頭に及ぶ日本経済の不況に対して既成の経済政策をもってすれば限界がある。 
 赤字財政による公共投資の増大は、一部の産業を潤すだけで、サービス産業化した経済

の実態に合わないし、民間の設備投資にリンケージしない。相乗効果もさほど期待できな

い。また、赤字財政のつけが将来回ってくる。景気対策を永続させる訳には行かず、その

後が問題となる。  
 減税、特に恒久減税は効果的であるが、財源を要し、将来の増税につながる。また、貯

蓄に回る恐れも有る。  
 金融政策で利率を低下させても、現実に需要が見込めなければ企業は設備投資を行わな

い。住宅ローンを組むことも躊躇われている。  
 新産業の育成は当然行うべき政策だが、先見性が必要な上、効果が上がるまでに時間と

金がかかる。また、構造改革による経済全体の需要の創出・拡大はさほど期待できず、即

効性も無い。  
 輸出ドライブによる景気回復は許されず、内需による成長が求められている。  
 そして消費が不振なのは、高齢化社会の到来と少子化、財政の悪化、将来の負担増の恐

れ、経済の低調（リストラや雇用不安など）により将来が不安だからである。公共投資や

減税で景気回復を図れば財政が悪化し、将来に不安が積み重なる。景気回復のための新し

い経済政策が必要である。ここへきて従来型政策の無力さが共通認識となりつつある。  
 ところで、不況の元凶はバブルの清算過程で生じた地価と株価の下落による一千兆円の

消失である。一千兆円もが煙のごとく消えうせてもしごく当然のこととして受けいれられ

ている。経済の動きからすれば、有っても無くても不都合が無い金なら、有るものとして

不況対策に使えないものかと考えてしまう。市場の能力を万能視し、市場による金儲けの

結果を動かしがたいものとする考えに素朴な疑問を覚える。現行の市場システムを補完す

る新しいシステムが望まれる。  
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第 2 章 価値資本の正当性  
 
 私は、新しい経済政策の必要性を感じるとともに、素朴な疑問を元にして、思考を深化・

発展させて新しい経済政策を案出した。社会全体の有効需要は、消費需要、投資需要、政

府が作り出す需要、輸出入からくる需要からなる。政府が作り出す需要は行き詰まってい

るし、輸出入からくる需要には限界がある。投資需要は低利によって刺激されても消費需

要が無ければ増えない。そこで、消費需要を直接作り出す政策を考えた。実行しても赤字

国債などの将来への不安は残らず、不況対策として消費需要を直接喚起し、効果的かつ画

期的なものとなるような構想を得ることができた。  
 私の案出した経済政策とは以下のようなものである。  
 電子マネーと情報ハイウェーとコンピューターデータバンクを結び付けて、新しいコン

ピューター情報ネットワークを建設する。それを利用して、価値資本を国民に贈与する。

国民は価値資本を使って必需物資だけを購入できる。必需物資を売った者は価値資本が転

化した、何でも購買可能な通常の現金が手に入る。そのような経済システムを構築するの

である。  
 価値資本について説明する。価値資本は経済活動によって得られたものではない資金で

ある。指定された必需物資の消費にしか使用できないし、他人への譲渡や蓄積することが

できない。一度消費に使用されれば通常の現金に転化する特殊な性質をもった現金である。

価値資本を贈与することは、政府が贈与する目的で印刷した強制通用力を有する紙幣を不

特定多数の国民一人一人に無償で贈与することに相当する。  
 価値資本の贈与に対してはその正当性に対して疑問が考えられるので、検討してみる。  
 まず、価値資本は不当に国富を増大させるという純朴な疑問に対して。価値資本は現金

と同じく、日銀に対する債権・債務が増えるだけで、これは国富に含まれない。価値資本

の贈与の結果、生産活動が活発化して国富が増えることも予想されるが、それは生産を行

った労働の力によるものであり、何ら不当なものではない。  
 しかし、総資産が増大することは確かである。だが、総資産は投機によっても増大する。

バブルによる株価、地価の値上がりによって増加することが認められているのだから、現

金にあたる価値資本によって増大させても何ら不当ではない。通貨量が基本的にその国の

自由にまかされていることからも不当ではない。  
 そして、価値資本の贈与を行えば国民所得が増大する。しかし、国民所得は「生産物の

総額」とも定義されるのだから、国民所得の増大に比例して生産が増大すれば、不都合は

無いはずである。  
 正当性に対する最大の疑問は価値資本を受け取る個人に対するものである。経済活動の

結果ではなく、不労所得であり、不当ではないかとの疑問である。資本主義経済下では、

市場を通じた経済活動によって購買力を獲得するのが原則である。  
 それを支える根拠としては、まず、経済活動に励むことによって社会の生産を支え、進

歩がもたらされるということがある。これに対しては新経済システムを通じた価値資本の

贈与は労働の動機を損なうものではないと反論できる。なぜなら、価値資本では必需物資

が買えるだけであり、快適な生活を望むなら、それ以外の財貨・サービス購買のための金
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を手に入れるために労働せざるを得ないからである。また、現状では価値資本を生活に必

要な必需物資すべての購買が可能なだけ贈与するものではない。すなわち、価値資本の贈

与は家計を助けるものなのである。従って、国民の生活は楽になるが、それだけでは暮ら

して行けないことも明らかであり、勤労の動機が失われることはないのである。  
 次に、経済活動の成果だからこそ、その結果としての購買力の獲得が承認される。それ

により社会秩序が維持されるという論拠がある。これに対しては、国民全員に対して新経

済システムを通じて一人一人に整然と価値資本を贈与するのであるから、社会秩序に対す

る悪影響は無いと言える。「調整インフレを起こすために空からヘリコプターで金をばらま

く」ことは比較の対象にならない。極めて秩序ある贈与なのである。  
 経済活動を通じて購買力を得るのが社会の確信であるとの論拠がある。これに対しては

生活保護や補助金といった例外は現在でも存在するし、国民全員が生活を下支えされるこ

とは国民一人一人の生存を保障する生存権の理念（憲法 25 条）に合致すると言える。  
 これに対し、自活するのが原則であり生活保護等はあくまでも例外であり、例外を原則

にすることは許されないとの立場も考えられる。しかし、現在でも個人の自活は様々な公

共的サービスの上に成り立っており、しかもそれは必ずしもその個人の公的負担に対応す

るものではない。価値資本はこの公共的サービスの拡張に含みうると反論できるだろう。  
 また、国民一人一人に等額の価値資本を贈与するので、貧富の差の縮小にも役立つ。国

民の生存を保障する力となるので、その上に立って文化活動も盛んになるだろう。  
 アダム・スミスの言うとおり、市場はある一致した評価に基づいた善行の金銭的な交換

を行い、資源を配分・経済を調整する効率的な機構である。しかし、市場だけで需要不足

を解決できないことは歴史的経験からみて明らかであり、市場の機能を損なわない限り、

異質な制度を持ち込んでも構わないのではないか。翻ってみると、財政政策を行う政府と

いう存在も市場とは異質なものである。ここで、私の新システムを導入しても、市場での

金儲けの動機や市場の機能は損なわれない。そもそも経済は人間の必要を満たすために存

在するのである。経済のために人間が存在するのではない。経済を破壊せずに人間の必要

を満たせる経済システムを排斥する理由は無い。  
 では、具体的にどの程度の価値資本の贈与を行うのか。現在では、毎年の価値資本贈与

の総額は日本のＧＤＰ５００兆円に対し約５パーセントほどの成長率に相当する 25 兆円
程度が目安となろう。これだけの金額を栄養剤として、従来の経済機構の外部から日本経

済に毎年、注入するのである。  
 私は今でも投機の横行するあの大バブルを潰したことは正当だと思っている。確かに、

バブルには人々の金持ち願望を充足して有効需要を刺激し、経済成長に欠かせないという

面があった。だが、浮利を追い、実利を忘れ、投機が横行して弱者を食い物にする実態が

ある。金儲けは社会に利益を与える限度で認められるべきである。バブルによる経済成長

のかわりに、価値資本の贈与を通じて需要を拡大し経済成長を図るというのが、私の経済

政策である。  
 私は市場の効率性を認めるが万能視はしない。市場の不完全なところを認めて現行の市

場システムを補完するために、経済の安定と成長のために、新経済システムを案出した。

これにより、日本型システムの長所を残したまま、かつ、財政再建路線を維持したまま、
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景気回復を実現することが可能になると考えている。付随的に日本経済をより強化する改

革を行うことも可能となる。  
 
 
 
第 3 章 価値資本の経済への影響  
 
 価値資本が贈与されれば、消費が増大し投資が増大するであろう。その一方では貨幣供

給が増大し、インフレ（ディマンドプルインフレーション）の恐れが考えられる。しかし、

消費の増大に対応する生産があれば、インフレは生じない。インフレは避けられるであろ

うか。生産増大の一般的可能性を検討する。  
・資本は、日本には十分存在するし、価値資本からも転化して供給される。  
・また、インフラストラクチャーも十分整備されている。  
・労働力は、機械化を進めることにより省力化が可能である。省力化を進める技術もある。 

労働の効率化も考えられる。  
・原材料については、リサイクルを進めれば節約できる。また、可能性としては宇宙にも

求められる。新素材、新資源の発見も見込める。  
・増産の技術も十分である。  
・環境問題も保護のための科学技術や、リサイクルなどで解決可能である。  
・生産設備も十分だし、生産財も、右記の検討により、増産可能なことは明らかである。  
・以上に加えて、現在日本は不況下であり、失業者と遊休資本が存在し、これを増産に動

員できる。  
 現在、文明は、一般的に生産力が過剰であり、増産が可能な状況下にあるのである。  
 また、必需品を買える価値資本が贈与されるからといって、必需品の消費が爆発的に増

えるということは考えにくい。現在でも必需品は満足すべき程度に行きわたっているから

である。よって、必需品の購入に価値資本を使うことによって浮かした収入で、奢侈品（電

化製品、耐久消費財など）や趣味・娯楽への支出が増えると予想される。これに対して、

日本の強力な産業は十分対応できるだろう。  
 そして、日本の主要シンクタンク中の四つがデフレギャップを４～６％の間だと推計し

ているので、デフレギャップを埋める程度の５％の価値資本贈与によるインフレの可能性

は低い。  
 インフレの不安に関しては、価値資本の贈与は現象的に赤字国債の日銀引き受けに類似

し、財政法５条の趣旨に反するのではないかという疑問が考えられる。  
 しかし、価値資本の贈与による悪性インフレの恐れは少ない。刺激の対象は官需・軍需

ではなく民需であり、それに応じて消費物資が増産されるからである。すなわち、官需・

軍需により民需が圧迫されて消費物資が不足し、一般物価が高騰してインフレが進行する

ようなことは無い。また、財政支出ではなく国民の消費支出が増大するだけなので、国の

財政悪化は無い。価値資本の消費による現金獲得のための競争が行われるので、国や企業

の能率に悪影響を及ぼさない。公債が後に残らないため、将来への不安も残らない。  
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 従って、価値資本の贈与は実質的にも財政法５条に反するものではない。  
 一九九二年秋以降、岩田規久男教授は不況対策としてハイパワードマネーの供給増によ

ってマネーサプライの伸び率を引き上げるべきだと主張した。これに対して、日銀は言う。

「ハイパワードマネーの量を増加させると同時に、金利政策とは別ルートでマネーサプラ

イをコントロールするというメカニズムは成り立たない」。（岩波新書『日本銀行』川北隆

雄著より）。  
 確かに、現在の手法でマネーサプライを増やせば、そのとおりだろう。しかし、価値資

本の形で現金を増加させれば、コントロール可能となる。なぜなら、国民に直接与えた価

値資本を国民の消費後に、日銀が銀行や市場を通じて吸収することが、新経済システムに

おいては可能だからである。価値資本の入り口と出口は別になるからである。  
 このように新経済システムにおいては、生産の増強に加えて、日銀が貨幣供給を抑える

ことによっても、インフレ対策が可能となる。価値資本を贈与する一方で、日銀が売りオ

ペレーション、預金準備率の引き上げなどを実施しても何ら矛盾するものではないのであ

る。当然、利上げも実施すべきである。  
 なお、通貨の供給が増大することによって懸念される円安について述べる。円安は、新

経済システムにより日本経済が回復・強化されるので起こりにくい。また、対策として日

銀は金利を上げることが可能になる。  
 では、コストプッシュインフレはどうか。  
 まず一般的に言って、価値資本は利潤から分配される所得ではないから、製品価格に転

嫁されてコストプッシュインフレとなることがないのは当然である。  
 また、私の経済政策と同じ総需要政策であるケインズ政策に対する批判も、価値資本に

はあてはまらない。  
 マネタリストは、ケインズ政策を実行すればインフレによって実質賃金が目減りするの

で労働者は高い名目賃金を要求し、企業はそれを製品に転嫁するので、コストプッシュイ

ンフレが進行し、ケインズ政策の効果を減殺するとする。しかし、価値資本の贈与の場合

は、賃金の目減りに数段勝る家計の補助が得られるし、生じたとしてもインフレ自体も穏

やかで、価値資本をインフレに応じて増額することも可能であるので、賃金上昇を抑える

ことが可能である。マネタリストの批判は、ケインズ政策に対する当否は別として、新シ

ステムには当てはまらないのである。  
 さらに、合理的期待論者は、企業家はインフレを期待して生産を増加しないので効果が

無いとケインズ政策を批判する。この批判も価値資本には明らかに当てはまらない。なぜ

なら、企業家は現実の民間の消費需要増に応じ、それに比例して一定の価格レベルでの供

給をともに増大させると合理的に期待できるので、物価の上昇は穏やかだと予想するのが

合理的だからである。  
 以上のように、私の経済政策はインフレーションの恐れが少ない上に、財源が必要ない

ため将来への不安が残らない。効果は大だと考える。  
 近い将来、新システムが導入されて景気が回復し、５％の価値資本の贈与で自然に経済

成長率が増大した場合は、価値資本の額は据え置くことになろう。景気の下支えに物価上

昇率程度の増額で十分だろう。  



 7

景気が過熱した場合は、通常、価値資本の減額以外の手段（利上げなどの従来の経済政策）

を行うべきである。価値資本の贈与は生存権の実現である国民の権利であるし、価値資本

を減額すれば国民に将来への不安が生じるからである。  
 景気は回復しても成長率は低い状態が続く場合は、価値資本を増額して強制的に経済成

長を図る道がある。  
 経済政策を大きく誤らなければ好況が永続する道が開けるのである。  
 
 
 
第 4 章 新経済システムの姿  
 
 価値資本の贈与を行うために電子マネーと情報ハイウェーとコンピューターデータバン

クを結び付けて、新しいコンピューター情報ネットワークを建設する。価値資本を国民一

人一人に迅速かつ整然かつ容易に贈与する。価値資本を使用して国民は指定された必需品

だけを購入できる。そして、使用した価値資本を通常の現金となんらかわりなく受け取っ

てもらえるためには、情報システムの形を取る必要が有るのだ。価値資本の特殊な性質を

実現するためには、これが必要なのである。電子マネーの形であれば、小売店は何ら違和

感なく懸念無しに価値資本を受け取るであろう。加えて、このような先進的システムを建

設すれば、支払いの利便性が増すとともに税制、犯罪捜査などで改革が可能となるからで

ある。  
 これから、この新経済システムの具体的姿を述べようと思う。まず、システムの基礎に

なる現金口座と電子財布というものについて説明する。  
 現金口座は国民が一人一口座だけ一つの銀行（住民票の所在地内にある銀行支店の中か

ら選択する）に開くことが出来る。現金を寄託する口座のことである。普通預金口座、個

人の当座預金口座は現金口座に統合される。一人一口座なのは事務処理・情報処理を行う

便宜のためであると同時に電子マネーの偽造などの不正を防止するためである。また、ペ

イオフはあり得ない。  
 口座主は、現金口座の現金を次の用途に指定できる。少額の電子マネーの支払い用。高

額の電子マネーの支払い用。のし袋などの贈与のための小切手の支払い用（従来の個人用

の当座預金口座に相当する）。口座振替やクレジットカードなどの支払い用（従来の普通預

金口座に相当する）。これらに指定して別別にプールできるようにする。口座主に現金が手

元に有ると同様に使途を指定できる利便性を与えるためである。  
 現金口座には、コンピューターデータバンクを利用して、金額、日時、相手方、購買品

目などについて通常の現金と価値資本の出入りの全てがそれぞれ記録されることになる。  
 また、現金口座の現金は消費寄託ではなく、単に銀行に寄託するのであり、預かった現

金を銀行は預金として貸し出すことはできない。当然利子もつかない。現在手元にある現

金と同じようにその存在を保証し安心をもって預けられるようにするためである。  
 電子財布とはＩＣと記録装置を組み込んだ、電子マネーの入れ物である。高額の電子マ

ネー、少額の電子マネー、価値資本の電子マネーを区別して収納・記憶する。電子財布は
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一人が一つだけ持つことができ、一つ一つに番号がつけられて厳格に管理される。また、

保安のため暗証番号機能を持つとともに利便性のため、液晶画面で電子マネーの金額を確

認できるようにする。指紋の情報も記憶できると良いだろう。  
 以下、国民Ａが現金口座から電子マネーを引き出して商店Ｂで買い物をする過程を具体

的に説明する。  
 Ａの自宅には銀行の管理する現金口座につながった端末が有る。この端末は家庭にある

パソコンに接続してパソコンの機能を援用できるようにする。そして、少なくとも電子マ

ネーの機能に関してはパソコンを家電並にするべきである。この端末を通じて、電子財布

に電子マネーを補充できる。また、プールする現金の指定ができるとともに現金口座に記

録された現金の出入りの記録を閲覧できる。もちろん、街頭にも電子マネーの補充が可能

な端末が銀行によって設置されている。  
 少額の買い物の場合、Ａが端末で電子財布に少額の電子マネーを補充すると同時にその

金額が現金口座上で少額支払い用にプールされる。それから、Ａは小売店Ｂへ行って買い

物をする。Ｂは自分の店舗に設置した端末を通じて代金に相当する電子マネーを受け取る。

この時点で売買は効力を発生する。  
 Ｂで発生した買い物の情報は、まず、小売店の端末から回線を通じてＡの現金口座を管

理する銀行へ行き、Ａの現金口座から代金が引き落とされる。その後、引き落とし・入金

の通知がＢの現金口座を管理する銀行にネットワークを通して行き、Ｂの現金口座に代金

の入金が記録される。  
 この過程では、商店の電子マネー受け取りの時点で売買が効力を発生する結果、Ａは自

分の現金口座に代金が無いことを理由に売買を否定することはできない。また、そのため

に少額支払い用のプールは撤回することができないものとされる。それでも、万一、プー

ルされた現金が無かった場合は、小売店は遅延賠償金を含んだ代金を強制的に徴収できる

簡易な手続きを設ける。  
 価値資本で買い物をする場合も少額の場合に準じる。但し、指定された必需物資を購入

した後、Ａの現金口座の価値資本が引き落とされ、Ｂの現金口座に通常の現金が入金する

ことになる。  
 高額の買い物の場合について説明する。Ａが電子財布に高額の電子マネーを充当すると

同時に、現金口座に高額支払い用のプールが作られる。小売店ＢはＡから電子マネーを受

け取る。が、これだけでは売買は効力を発生しない。ＢはＡの現金口座から高額が引き落

とされたことを確認しなければならない（この確認をしないで商品を引き渡して、後で引

き落としが出来なかった場合、その危険は小売店が負う）。引き落としの情報がＡの現金口

座を管理する銀行からＢの端末に帰ってきたところで、売買が効力を発生し、商品が引き

渡される。ただし、少額の場合と違い、引き落とされるまではＡが高額用のプールを撤回

できるようにする。また、高額の場合は、暗証番号か指紋により、電子財布の使用者がＡ

本人かどうか確認するようにする必要があろう。後は少額の場合と同様である。  
 電子マネーの細かい授受の手続きについて述べる。次のようにできればとても良いだろ

う。店の端末が代金の情報を表示した後、客がその金額の電子マネーを与えることを店の

端末のボタンを押すことによって承認する際に、電子財布に内蔵された指紋の情報を確認
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できるようにする。  
 電子財布には買い物の記録も記憶される。Ａは家庭に帰って電子財布上の記録を端末に

保存して、閲覧し、銀行の現金口座の記録と照合できるようにする。電子マネーを引き出

すと同時に、それまでの電子財布の記録が自動的に端末に保存されるようにすれば便利だ

ろう。不正を発見した場合は訂正変更請求や告発ができる。  
 ＡがＢから出前を取ったりした場合、Ｂは携帯用の小型の端末（集金器）を持って集金

に回り、Ａの自宅で電子マネーを受け取り、帰ってから、店舗の端末を通じて銀行に情報

を送る。  
 電子財布が盗難に遭った場合を説明する。高額のプールは盗んだ者が使用する前に端末

を通じて自分で撤回可能である。また、盗難の届け出により電子財布の番号を地域の銀行

や小売店の端末に発信し、その電子財布を端末で使用できなくする仕組みを設ける。そし

て、盗難を受けた電子財布の使用情報は直ちに警察に通報されるようにする。また、一時

的に盗難を被った者の現金口座からの引き落とし不能にもできるようにする。  
 右に見たように現金の移動は引き落とし・入金を通じた現金口座の振替によって行う。

従って、現金口座の残額が現金なのであり、電子マネーは法律上現金口座の引き落とし請

求権という性質を持つにすぎないことになる。  
 よって、新システムが実現すれば各銀行の現金口座間の振替情報は膨大なものになるだ

ろう。内国為替制度（全銀システム）を改編・強化する必要が有る。全銀行を大容量の光

ファイバーで結ぶ情報ハイウェーを建設するとともに、事務処理の自動化を行う必要が生

じる。振替の情報がさみだれ式や遠距離になると通信コストがかさむので振替情報をまと

めて発信するセンターの建設を考えてもよい。各銀行内部でも機能を強化する必要がある。

ただし、銀行間で入金・支払いの超過による決済の必要は無くなる。振替自体により、現

金の移動は済んでしまうからである。  
 銀行は現金口座の取り扱いに関しては価値資本を管理する行政委員会（管理本部）の命

令によって増額できるだけで、それ以外は現実の経済の動きに厳密かつ忠実に従った情報

処理ができるだけである。銀行は口座数に応じた管理の手数料を管理本部から受け取る。  
 ただし、日本銀行だけは自己の現金口座の金額を自由に増減できるのはもちろんである。

日銀は今まで通り現金の創造と消却の特権を有する。また、各銀行は日銀に現金口座を持

つことになろう。  
 銀行は店頭、街頭に端末を設置して暗証番号あるいは指紋で確認の上、サービスを行う。

振り込み送金は電子財布と端末を使って行う。現金口座の金額情報を元に定期預金などの

商品に勧誘することが許される。個人の小切手の現金口座への入金も扱う。銀行と国民は

数年契約の現金口座管理契約を結ぶ。契約期間が終了すれば、他の銀行に現金口座を移す

ことができる。  
 企業は事業所数に応じた複数の現金口座を持てるようにする。そして、営業の便宜のた

め一つの口座に対して複数の財布を持つことが許される。これまで通りに当座預金取引を

行う。ただし、口座に応じた事業所が現実に存在するか実質的に審査する。  
 従って、企業の手形交換制度は現状のままだし、クレジットカード制度も引き落とされ

る普通預金口座が現金口座に代わるだけである。  
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 ところで、電子マネーは以下のような問題点を有するとされる。  
                   （『図解電子マネー』東洋経済新報社より）  
１  複写、偽造、盗難を予防する技術  
２  不正利用を防ぐ技術  
３  利用者のプライバシーを保護する技術  
４  他者への譲渡を可能にする技術  
５  電子マネーと実際の通貨の双方向性、等価性  
 これらに対する私のシステムの答えは以下のようになる。  
１と２について。  
 情報のやり取りには暗号鍵などの暗号技術を駆使する。電子財布には記述内容を勝手に

書き換えられない耐タンパー性領域を確保したＩＣを使う。また、電子財布はセキュリテ

ィ確保のためにアイデンティティーを書き換えると使用不能になるようにする。さらに、

電子マネーの使用状況が現金口座と照合される。盗難に対する対策については前述した。  
 Ａが、Ａの現金口座からＡの電子財布に電子マネーを引き出し、Ａの電子財布を使用し

て消費を行い、その結果、Ａの現金口座から引き落とされる形を守っていることも対策の

一つと言える。  
 対策としてシステムを保護するために刑事の特別立法を行う。革新的なシステムに対し

て、罪刑法定主義の観点からも立法が要請される。システム自体（施設、設備、回線、業

務など）の侵害罪、現金口座の不正操作罪、電子マネーの偽造罪、電子財布の盗取罪、シ

ステムの秘密漏泄罪などについて検討する必要が有る。  
３について。  
 現金口座は銀行が管理するので、最大のプライバシー侵害者となる可能性の高い国家に

対して保護される。  
 国民は自己の現金口座の記録しか閲覧できない。  
 小売店は、客の電子財布の番号と支払い可能性が分かるだけにする。  
 銀行は各口座毎に原則として出入りの日時、金額と相手方の口座番号が分かるだけにす

る。行員は現金口座に関する全てについて公務員並の守秘義務を負う。法律上、現金口座

の取り扱いに関しては公務員と見做す。ただし、本人に対する定期預金の勧誘等の営業は

許される。  
 新システムの通常の業務は銀行員が行うが、保守・修繕などは管理本部が行う。  
 また、立法で現金口座に関する情報の売買を禁止する。  
４について。  
 現金の他者への譲渡は現金口座の振替の形を取り、電子マネーは現金の引き落とし請求

権に過ぎない。  
５について。  
 電子マネーは情報であり偽造されやすいので、管理可能とするためにも、完全に通貨と

同じにすることはしない。現金口座の引き落とし請求権にとどめる。  
 大枠はこれでよいと思うが、システムの詳細についてはよくよく考えることが必要であ

り、英知を結集することが望ましい。  
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第 5 章 価値資本の贈与  
 
 新経済システムを通じて国民に贈与される価値資本は譲渡も蓄積も不可能にする。すな

わち、自分による消費しかできないようにする。そして、国民が消費した価値資本は通常

の現金に転化する。また、価値資本の消費によっては公に指定された必需物資しか購入で

きないようにもする。  
 どのようなものを指定するかだが、浪費を招かないこと、労働意欲を損なわないこと、

趣味・娯楽や耐久消費財などは除くこと、が原則となろう。具体的には食料品、アルコー

ルを除く飲料、日用雑貨、ＯＡ製品を除く文房具、下着類、超高級店を除く外食（アルコ

ールを除く）、クリーニング、銭湯などが、手はじめとしては適当だろう。また、同じ品目

で環境に配慮した商品とそうでない商品が競合する場合に、配慮した商品だけを指定すれ

ば、環境対策にもなる。  
 また、毎月の価値資本贈与の金額は国民一人一人に対して、大人が１万８千円、十五歳

以下の子供が１万２千円とする。これだけの価値資本が贈与日になると決まって現金口座

上に存在するようにする。つまり、月の一定の日になると、現金口座上の価値資本の残り

の金額は、消費されて残った金額から、大人なら１万８千円に回復するのである。ただし、

子供は現金口座を持たず、母親か父親の現金口座に子供分の価値資本を贈与することにな

る。子供が多いほど、一家の贈与を受ける金額が多くなり、家計のやり繰りの余地が広が

ることになる。平均的な親二人子二人の家庭では月６万円、年 72 万円の補助となる。子
育てに対してもかなりの補助となる。毎年の贈与の総額は、大人の人口が一億人、子供が

二千五百万人として、二十五兆二千億円となり、ＧＤＰの５ .０４パーセントに相当する。 
 現金口座、電子財布を含む情報ネットワークは価値資本について右記のようなことが可

能なように構築する。  
 贈与する価値資本の総額は巨大なものとなるが、担保の裏付けもなしに発行して通貨不

安が起こらないか。  
 現在、強制通用力を有する通貨に対する信頼は強い。最近の日銀法の改正により、日本

銀行券の最高発行額制限と発行保証制度が廃止されてもいる。また、価値資本は日本の国

富を担保としているのだと言えないこともない。国民全員に贈与されるのであるから、そ

ういうことも許されるであろう。  
 ところで、価値資本の贈与は国民が現金を「ただ」でもらえることに近く、政治家の人

気取りに使われる恐れがある。しかし、価値資本の贈与は経済の成長能力と供給能力とイ

ンフレの恐れをにらみつつ客観的な経済的見地からなされなければならない。そのために

は価値資本贈与の決定の過程を工夫する必要がある。  
 価値資本の贈与の金額を決める機関は政治から切り離された独立行政委員会とすべきで

あろう。仮にこの委員会を経済管理委員会と名付けよう。経済管理委員会は管理本部の長、

政府の代表、日銀の代表、消費者の代表、財界の代表から構成されることになろう。そし

て、毎年の価値資本贈与総額の増加等の、その決議の重要事項は国会の承認を得る必要が

あろう。  
 管理本部は経済管理委員会の決定を実行することになる。管理本部は次の部門から構成
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される。総務・人事・経理を担当する部門。価値資本の分配指令部門。ネットワークや電

子財布などのハードウェアの管理部門。システム運用のソフトウェアの開発・維持・管理

部門。必需物資の指定部門。不服審査や検査・犯罪の告発を担当する部門。  
 そして、分配指令部門からの指令に基づいて、銀行は価値資本の贈与を現実に実行する

ことになる。必需物資の指定に当たっては公聴会を開くことが望ましい。  
 また、管理本部は価値資本の消費に伴う消費税を政府から受け取って財源とすることに

なる。  
 
 
 
第 6 章 新経済システムの利点  
 
 以上のような新しいシステムを構築すると他にも次のような利点が生じる。  
 税制改革が可能となる。すなわち、銀行は現金口座の記録に基づいて個人の収入の総額

を税務署に報告する。そして、その個人は現金口座の記録に基づいて自分からプライバシ

ーを公開して税金の控除を申請する。以上に基づいて税務署は累進課税を行う。その結果、

税制がガラス張りになり、不公平税制が解消される。納税に関する作業の簡素化が可能と

なる。総合課税と実質的な納税者番号制（現金口座番号が相当する）の導入となる。これ

らを元にして累進税率等を望ましい方向に改革することが可能となる。所得の把握率が上

がる代わりに税率を下げることとなろう。また、消費税についても消費を行ったときに消

費税を消費者の現金口座から直接、政府の現金口座へ振り替える改善が可能となろう。脱

税が困難になり、税収も増加するだろう。脱税をする権利などというものは存在しないの

だから文句は言えない。  
 現金口座の情報を犯罪捜査に利用することも可能となる。都市型社会化が進み、犯罪捜

査の困難性は増している。当局の司法令状の入手を条件として、特定人の現金口座の記録

内容を特定日時に限って当局が閲覧できる道などを開くべきだろう。  
 価値資本の贈与により日本経済が成長し規模が大きくなればなるほど、成長を維持する

ために贈与可能な金額は増大する。それにより将来余裕が生じれば、価値資本の贈与を福

祉にも振り向けて利用することが考えられる。すなわち、その年の経済状況に応じて福祉・

医療（もちろん薬も買える）にだけに利用できる一定の金額の価値資本を国民に贈与する。

しかも、価値資本でありながら、それを積み立てることと親族に譲渡することが可能とす

る。これを福祉価値資本と呼ぶことにする。これにより、積み立てた金額を老後に看護の

費用などとして使えるようにするのである。そして、高齢化の進行と積み立ての状況に応

じて資格試験に合格した福祉士を大量に養成するとともに福祉産業を育成する。しかし、

福祉価値資本は、その年の経済状況に応じて与え、減額が可能なものとする。従って、福

祉価値資本による景気調整も可能となる。  
 現状では通常の価値資本による景気対策が優先されるが、日本経済がさらなる成長を遂

げ、贈与可能な価値資本の金額に余裕が出来た場合、福祉価値資本を考慮すべきであろう。

福祉価値資本は国民に対するボーナスと考えられる。新システムもあらかじめ福祉価値資
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本に対応したものにしておく必要があろう。  
 新システムにより日本経済の三重苦は解決可能なのである。まず、新システムの導入に

より景気の低迷から脱却できる。それにより、不良債権の中から良好な債権に転化するも

のが現れ、金融システムの改革の実現がより容易になる。なおかつ、価値資本は財源を必

要としないうえに、景気回復による税収の増加が見込めるので、財政赤字・政府債務の問

題も解決可能となる。  
 この新システムの長所を国民、国家、企業・小売店、銀行の立場から整理してみる。  
 国民にとっては、電子マネーによって支払いが便利になるし、価値資本を受け取ること

によって家計が楽になるし、税制が簡素化されるし、財産管理が効率化する。好景気が実

現し、雇用も増大し、収入も増加する。  
 国家にとっては、先進的なシステムを導入して景気対策となるし、財政も悪化させない

ので財政再建が可能となるし、納税事務が効率化するし、税収の増加があるだろうし、犯

罪捜査が助けられるし、通貨を管理することも出来る。そして、日銀は景気対策の重荷を

免れ、「物価と通貨の番人」の任務に専念できることになる。  
 企業、小売店にとっては、消費が拡大するし、経済が成長しパイが大きくなるし、貨幣

の扱いの繁雑さを免れるし、現金輸送の危険性が低下するし、税率の低下も見込める。  
 銀行にとっては、貨幣の扱いの煩雑さを免れるし、現金口座を管理できて営業に生かせ

るし手数料も入る。従来のシステムが激変する訳ではない。不良債権が良好な債権に転化

しうる。  
 以上のように日本経済全体にとって計り知れないメリットがあるシステムである上に、

現在の技術力で十分建設可能な現実的な政策である。盛んに行われている電子マネーや電

子決済の実験で使用している技術を越える技術は必要としない。政府は国家事業として私

の政策を推進すべきである。また、新システムの建設と同時に金融システムの安定化・不

良債権の処理、行政改革などを行えば、日本経済が力強く再生し、更なる飛躍を遂げるこ

とは間違いないだろう。新システムの建設を公共投資として行えば、建設自体が景気回復

策ともなる。  
 そして、新システムの実施に当たってはコンピューターによるシミュレーションが欠か

せないだろう。また、大きな改革となるので、実験をしてみることが必要かもしれない。

北海道か、沖縄あたりはどうだろうか。北海道は広いので建設に手間がかかるが、産業に

与える影響がよく分かるだろう。沖縄では建設に比較的手間がかからないだろう。先進的

システムを理解させるために、建設には普及・指導活動が必要だろう。  
 日本全土に新システムを建設した後も初めは現金口座からの貨幣の引き出しと現金口座

への貨幣の入金を認める。それからしばらく後、現金口座からの貨幣の引き出しを禁止す

る。それからまたしばらく後の一定の期日をもって、現金口座への貨幣の入金も禁止する

とともに、貨幣の強制通用力を奪って貨幣を無効化することになろう。この過程と同時に

国外では国外でだけ使用可能な新しい貨幣への交換手続きを行う。  
 日本国内の新経済システムが完成した段階では、将来的には日本国内には貨幣は流通せ

ず、国外で流通する新貨幣は国内では銀行を通じて現金口座に入金することとなる。また、

全世帯に最低一台端末が設置されることとなろう。パソコン購入や習得の補助を行うべき
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だろう。  
 新システムには建設の必要があるため即座に価値資本を贈与することはできないという

デメリットも存在する。相当程度のつなぎの従来の経済政策が必要だろう。しかし、新シ

ステムという希望を明日へつなぐ事ができる。私の経済政策は革新的だが確実な経済再生

策である。日本国民は先進的システムに将来の希望を託せるだろう。  
 
 
 
第 7 章 終わりに  
 
 以上の立論は日本経済の回復を願い日本経済を前提にしたものである。この立論がすべ

ての国に当然に妥当するものではない。極端な例だが、自給自足の少数民族に必需物資を

買える価値資本を贈与すれば、食料品などが買えるので、耕作などの正業を放棄すること

も考えられる。また、価値資本の贈与によって輸入だけが増大し危機を招く国も考えられ

る。別途の考慮が必要だろう。  
 米国シティバンクの「電子通貨システム」のように制度について特許を取るのは論外で

ある。私の案出したシステムが、日本で建設されると同時に、全世界に公開されて、各地

の実情に応じて応用され、日本国民、世界人類の福祉の増進に役立つことを念願とするも

のである。経済成長の結果、貧困が減少するのではなく、貧困の追放の結果、経済成長が

達成されることを望む。  
ただし、新経済システムを導入する国は国民の経済的生存が保障されるのであるから  
麻薬覚醒剤などの製造販売を業とすることを根絶しなければならない。  
 また、この制度は男女の幸福にも影響を与える。夫婦の不幸の多くは自分の好きだとい

う感情に従わずに金や地位や名誉、評判、計算に従い、結婚することから起こる。新経済

システムにより個人の経済的基礎が確立されれば、そんなことに左右されずに、自分の感

情に忠実になれる。経済的基礎の保障の上に、金や地位や名誉を夫婦の協力で築きあげる

ことが容易になる。  
 最後に述べたい。経済的裏付けが無い価値資本の贈与も、汗を流して働く勤労者がいる

からこそ可能になるのだ。このことを周知徹底する必要がある。日本が新システムを歴史

上初めて建設できるとしたら、それは強力な製造業のお陰であることを付け加えておく。  
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補足  
☆  
 現金口座に現金を寄託することはその性質上銀行の大金庫に現金を預けることと同じで

あり、記録が残っている限り支払が絶対的に全額保障される。現金を寄託するという現金

口座の性質上、ペイオフは問題となり得ない。  
 
☆  
地球上が安定するまでの暫定的措置としてまたは妥協的措置としてすべての貨幣を消却

してしまうのではなく、1万円札と 5千円札だけを消却して強制通用力を無くしてしまい、
少額の紙幣と貨幣は残すことも考えられて良い。  
 
☆  
 少額の買い物と価値資本については、通常の電子マネーと同じ形をとることも考えられ

て良いと考える。すなわち、まとまった金額の電子マネーの引き出し（ないし預け戻し）

だけが、現金口座上に記録される。そして、まとまった金額の電子マネーを買い物に使っ

た細かい使用は現金口座には記録されないものとするのである。  
 
☆  
 新経済システムは現在の、ネット銀行のように一カ所で集中して情報処理をする形をと

らない。銀行の各支店が現金口座を管理し、各支店において情報処理が行われる。新経済

システムは全銀行の本支店すべてをネットで結ぶ形をとる。インターネットのような分散

処理の形をとる理由は次のようなものである。  
一カ所で集中処理する形をとれば、そこがダウンした場合、被害影響が甚大となる。ま

た、一カ所に膨大な情報が集中すれば、システムがダウンしやすい。分散処理の形を取れ

ば、各支店に技術者が必要となり、雇用が確保される。各支店が現金口座を責任を持って

管理すれば、不正が発生しにくいし、不正の規模も小さくなる。各支店が責任を持って現

金口座を管理すれば、地域の顧客のニーズに応じたきめ細やかな対応が可能となる。  
 
☆  
 現金口座の記録は重要なので、二重三重のバックアップ体制を構築すべきである。  
 
 
 

 
 
 


