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三橋貴明の「新」日本経済新聞ゴールドメンバー講座

ポイントまとめ&月刊三橋が10倍おもしろくなる経済用語集
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▶TRACK1　直近のニュースPar t1

‐ 日経平均、続落、どこまで下がるか。日本の株価を決めているのは外国人投資家。取引の71%が外国人投資家。

外国人投資家にとって、円高は株売り時、円安は買い時。円高になっている理由は中国経済の失速に伴う新興

経済諸国の経済失速。これによって、金利の安い「円」を借りて投資していたお金が「円」の返済の方へと向

かった。

‐ 10―12月の実質GDP、年率1.4%減。下落率が最も大きいのは「耐久消費財」。暖冬は関係ない。日本経済は天候

に左右されるほど弱くない。

‐ 慰安婦問題、外務省が国連で「強制連行」「性奴隷」を否定。しかし、国連の文書には残っていない。外務省の

HPにも載っていない。外務省のHPには英語で載せるべき。

「マイナス金利の嘘 ~ マスコミが報じない緊縮財政という本当の大問題」

▶TRACK2　直近のニュースPar t 2

‐ EU離脱の是非をめぐるイギリス国民投票、どうなる。移民に対する社会保障等をイギリスは自国の主権で決め

るといった話なので、この譲歩案が通った時点で、すでにEUのグローバリズムの枠組みは崩壊しかかっている

と言える。

‐ 朝鮮半島情勢はどうなる。北朝鮮を抑え込めるのは中国だけだが、関係悪化している。北朝鮮はアメリカ側に付
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▶TRACK4　何のためにマイナス金利を導入したのか？

‐ マイナス金利で得するのは政府。損するのは銀行と家計。住宅ローンを持っている人だけは金利が下がって少し

だけ得するかもしれないが、トータルでは損になるはず。結局は家計のお金が政府に移ることになるので、増

税と同じこと。

‐ マイナス金利をやったということは、名目金利はいじらないはずのリフレ派理論が失敗だったということ。ここ

を認めることから始めないといけない。

‐ もし、多くの人が「金利が高いからお金を借りない（消費や投資をしない）」のであれば、「マイナス金利でデフ

レ脱却」という理屈も正しい。しかし、そうではない。デフレで儲かる投資先がない、収入の伸びを考えると

家を買う余裕がないという理由でお金を借りないという理由でお金を借りないので、金利が低くてもほとんど

関係ない。

▶TRACK3　マイナス金利とは何がマイナスなのか？

‐ 銀行は日銀当座預金残高に応じて、貸し出すことができる金額の上限が決められている。

‐ 論理的には、銀行は無限にお金を貸し出すことができる。しかし、無限にお金を貸し出すと無限にお金が使われ、

無限にインフレ率が高まることになる。それを防ぐのが準備預金制度。

‐ 日銀が行った金融緩和とは、銀行の所有する国債を日銀が買い取り、その代金を日銀当座預金の残高増として支

払う。これによって、人々はインフレ率が高まると期待するはずなので、実質的な金利が下がる。金利が下が

ればお金を借りやすくなるので、多くの人や企業がお金を借りて消費や投資をする。それによって実際にイン

フレ率も高まり、消費増や投資増によって景気もよくなる、という流れを意図していた。これが、リフレ派の

岩田規久男理論。しかし、そうはならなかった。

‐ いま、日本全体で銀行が貸し出すことができる上限は約2京円。実際に貸し出しているのは約900兆円。

‐ 現在、日銀当座預金には年利0.1%の金利がついている。そうしないと銀行が国債を売ってくれないから。しかし、

今後は、このうちの一部にマイナス金利をかけることにした。これが今回の「マイナス金利」。

‐ 日銀当座預金の一部にマイナス金利がかけられ、銀行は日銀当座預金にお金を預けていると金利を支払わなけれ

ばならなくなった。なので、その分のお金を家計や民間企業に貸し出して金利を得ようとするはずだ、そうな

れば、デフレ脱却できるはずだ、というのがマイナス金利の狙いだった。しかし、銀行は家計や民間企業に貸

し出さず、国債を買うという方向に走った。

‐ 国債の金利もマイナスになったが、それでも日銀が買い取ってくれて、そこにはプラスの金利がつくの、−0.1%

の金利を取られるより断然いい。

きたいのだろう。

‐ 中国の南シナ海進出、アメリカは中国を抑えられるのか。中国が西沙諸島のウッディー島に新たな戦闘機を展開。

中国は、アメリカが大統領選挙前で大きな動きができないと踏んでいる。一気にやらずに、少しずつ既成事実

化していくやり方をしてくる。かなりきな臭くなってきている。
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▶TRACK6　マイナス金利導入の影響

‐ マイナス金利は円高対策にならない。中国や新興経済諸国の経済失速で、今後も円高は避けられない。

‐ 仮に個人口座までマイナス金利になったら、取り付け騒ぎも起こりかねない。

▶TRACK5　マイナス金利で国債は大暴落するのか？

‐「マイナス金利で国債大暴落」などと言っていた人もいたが、実際は大暴落どころか、国債の金利がマイナス、

つまり価格がどんどん上がっている。みんな、安全な日本国債を買いたくて殺到しているということ。

‐「国債が大暴落する」と言っていた経済学者たち、伊藤元重氏も吉川洋氏も土井丈朗氏もみな、政府に残っている。

「国債大暴落」がウソだったと明らかになっても、責任も取らない。彼らは財務省の御用学者。

‐ 日銀が国債を買い取ることで、事実上、政府の負債はどんどんなくなっている。この時点でいわゆる「国の借金

問題」は解決している。100%日本円建ての日本国債は、日銀が買い取ることで返済できる。これでどうやって

財政破綻するのか。「そんなことをすればハイパーインフレーションになる」と言っていた人もいるが、日銀が

200兆円ものお金を発行したのに、インフレ率はゼロ。日銀がお金を発行してもモノやサービスを買うわけでは

ないので、インフレ率にはまったく影響しない。

‐「財政破綻する」「ハイパーインフレーションになる」は間違いだったと安倍政権は証明してくれた。

‐ マイナス金利はEUですでに導入されていて、ドイツ国債が大幅に値上がりしていた。今回、日本でもそれと同

じことが起こった。

‐ 禁輸緩和の効果がゼロだったということではなく、金融緩和だけではデフレ脱却には不十分だったということ。

‐ 金融緩和、マイナス金利は円安誘導だという指摘もある。実際、円安になったが、大国である日本はそんなこと

をしてはいけない。世界的な通貨安戦争の引き金になってしまう。そもそも、円安になっても輸出は増えてい

ない。アメリカでビジネスをしているなど、外貨で決済していた企業が為替差益を得ただけ。

‐ 為替レートは結果である。

‐ 日銀が国債を買い取る形で行われている金融緩和も、年間80兆円くらいのペースで買い取っていて、もう銀行の

保有する国債も残り250兆円ほどしかない。同様のペースで買い進めれば、あと3年でなくなってしまう。金融

緩和の量を増やせば、その期間はさらに短くなる。銀行が持っている国債がなくなったら、そこで金融緩和は

終わる。すると、超円高になる。だから、金融緩和の量的拡大はこれ以上はできない。

‐ 残る手立てはマイナス金利の幅と深さの拡大。新たに国債を買い取った分にもマイナス金利をかけるとか、金利

の利率を上げるといったことしかない。しかし、そんなことをしても、また国債が買われるだけで民間への貸

し出しは増えないので、消費や投資は増えない。

‐ 財務省は常に緊縮財政がしたい。しかし、政治家は「デフレ脱却には財政政策が必要だ」と主張する。それを抑

え込むのに、岩田規久男氏らリフレ派の理論が都合よかったので、導入した。「インフレターゲットを設定して

コミットメントし、量的緩和すれば期待インフレ率が上がる。だから、財政出動しなくてもデフレ脱却できる」

という理論を利用して、財務省の意向通りに緊縮財政と増税を断行してしまった。
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‐ 日本は「貿易立国」「輸入依存国」などという誤解がいまだにはびこっている。日本の輸出依存度は約15%。世

界で下から3番目ぐらい。そもそも、日本経済は貿易に依存していない。円安になれば輸出が伸びて、経済成長

するだろうというのは幻想。

‐ 小泉政権時、大幅な円安になった。実質の輸出が4~5年で倍近くまで増えた。しかし、これはアメリカの不動産

バブルのおかげ。今回も円安になれば同じようなことが起こると思ったのだろうが、結果はむしろ減ってしま

った。

‐ リーマンショック後の世界経済は中国が中心だった。中国バブルが終わってしまったいま、これまでのパターン

は踏襲されなくなった。

‐ 世界的に需要が減っている中、もう世界は貿易に経済成長を依存することはできない状況になっている。にもか

かわらず、日本は円安による輸出拡大で経済成長しようとした。当然、輸出は増えなかった。

▶TRACK7　背景にある世界経済の動き

‐ 中国の問題は極端な供給能力過剰。鉄鋼は余剰だけで、日本の需要量の約4倍。もう工場をつぶすしかないが、

簡単にはできないし、やってしまったら失業率は大幅に上がってしまう。

‐ 中国に資源を売っていた国も、資源供給能力過多になってしまった。

‐ 日本は、2013年度は積極的な財政政策によって景気がよかった。その後、緊縮財政路線に転換し、デフレが深

刻化してしまった。

‐ 小国の場合は内需に限界があるので輸出に依存するのも仕方がない。しかし、日本のような経済大国は、経済成

長を輸出に依存してはいけない。各企業が輸出に依存するのはともかく、政府がそれではいけない。

‐ 日本は輸出ではなく、輸入を増やすべき。それによって、新興経済諸国の経済成長を助ける役割を担うべき国。

▶TRACK8　「国の借金問題」の本当の問題点

‐ 誰かがモノやサービスを買わない限り、インフレ率は変わらない。民間が買わないなら、政府が買うしかない。

‐ 2015年の実質消費は野田政権期よりも低くなってしまった。緊縮財政（公共投資削減）と消費税増税が最大の

原因。なぜそんなことをしたのかというと、いわゆる「国の借金問題」というありもしないウソに引きずられ

たから。

‐「安倍政権下で公共投資が増えている」というのはウソ。2013年度、2014年度は増やしたが、その後、大幅に減

らし、鳩山政権期よりも少なくなっている。

‐政府の消費と民間の消費を合わせると、それほど減っていない。激減しているのは「投資」。特に民間の設備投資、

住宅投資が激減しているところに、政府の公共投資削減が追い打ちをかけた。

‐ 産業革命前は生産の量を決めたのは「土地」と「労働」。そう簡単には増えないので、生産量はずっと横ばいだ

った（経済成長していなかった）。産業革命後、経済成長するようになったのは、生産の量を決めるものが「資本」

と「労働」と「技術」になったから。一人当たりの生産量が一気に上がるようになった。「資本」に含まれる「設

備」「機械」「工場」といったものを増やせるようになったことが大きい。
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‐ いわゆる「国の借金問題」で公共投資を減らしているためにデフレ脱却できない。「次世代につけを回すな」な

どと言うが、このまま緊縮財政を続けてしまう方がよっぽど次世代につけを回すことになる。投資をしないと、

経済の3要素「モノ」「ヒト」「技術」のうち「モノ」と「技術」がボロボロになる。次世代が経済成長するため

の基礎がガタガタになってしまう。日本は、産業革命前の「土地」と「労働」だけで生産量が決まり、所得が

横ばいになる世の中になってしまうだろう。

‐ 緊縮財政は大蔵省、財務省の伝統文化。それを抑え込んだとき、日本は経済成長してきた。昭和恐慌後の高橋是

清、高度経済成長期に「所得倍増計画」を打ち出した池田勇人らの政策がその典型。

‐ 実質賃金はここ数年、悪化し続けている。つまり、アベノミクスは日本を貧困化させる政策だったということ。

▶TRACK9　経済成長とは何か？

‐ 経済成長とは生産性の向上のこと。生産性の向上とは、一人当たりの生産量が増えること。生産額ではない点に

注意。

‐ 生産量を決める要素が「モノ（資本）」「ヒト（労働）」「技術」。

‐ 工場なしに製造業の生産性を上げることはできない。工場を作るという投資によって生産性向上が可能になる。

‐ 日本の人口は経済成長を妨げるほど減っていないし、そもそも経済成長と人口の増減は関係ない。

‐ 投資には「直接的にGDPを押し上げ、短期的に経済成長するため」と「将来の生産性向上のため」という2つの

意味がある。

‐ OECDは「財政均衡主義による緊縮財政はやめるべき」と述べているが、日本のマスコミは報じない。載ってい

たのはロイターとブルームバーグだけ。

‐ 一人当たりの生産量が増えるのが経済成長。その結果として国民の所得が増える。物価は一人当たりの所得に影

響を与えない。

‐ なぜ財務省は国民を貧困化させてまで増税や緊縮財政をするのか。官僚は「出世」のために生きている。財務省

は増税や予算削減に成功すると出世できる。財務省の中にも、デフレを促進させ、国民を貧困化させる増税や

緊縮財政をやるべきではないと思っている人がいるはずだが、自らの出世のためにはやらざるをえない。そん

な財務省が異様なほど強い力を持っていること自体が間違い。

‐ 経済学的には、政府は非効率なので収入の分だけ支出せよということになっている。そもそもこれが間違い。

▶TRACK10　反グローバリズム経済の流れは進むか？

‐ 財政均衡主義に基づく緊縮財政と構造改革は、基本的にはパッケージ。政府の役割をできるだけ小さくするとい

う考え方に基づいている。これをするとインフレ率が下がる。しかし、デフレの国でインフレ率を下げてどう

するのか。

‐ デフレによってお金の価値が上がると、お金を持っている人たちが得をする。お金をもっている人たちとはグロ

ーバリストたちのこと。

‐ 今のアメリカは1%の人たちが全体の25%の所得を稼いでいる。経済成長しても、増えた所得はほとんど上位の
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1%の人たちがもっていってしまう。一般の人たちは、80年代からほとんど増えていない。さらに、この構造が

固定化されてしまっている。

‐ 本来なら、アメリカのような極端な格差社会は、民主主義によって是正されるはずだったが、ウォール街は共和

党にも民主党にも献金しているため是正されなかった。ただし、献金に屈しないという大統領候補も出てきた。

大富豪ゆえ献金を必要としないドナルド・トランプ氏。社会民主主義者を自称し、小口の寄付を募って活動資

金にしているバーニー・サンダース氏。真逆に思えるこの二人の政策は、実は似ている。どちらも反グローバ

リズムという共通点を持っている。

‐「TPP反対」を唱えるアメリカ大統領候補も、人によってその理由が少し違う。「グローバリストを利するだけで

アメリカ国民の利益にならないから反対」と言っているのが、トランプ氏とサンダース氏。「（為替条項が入っ

ていないなど）まだまだ甘いから反対」と言っているのがクリントン氏。

‐「右翼対左翼」「保守対革新」などという時代は終わっている。現代は「グローバリズム対反グローバリズム」。

つまり、ごく一部のグローバル資本家だけを利する政策を支持するのか、広く国民一般を利する政策を支持す

るのか。「反グローバリズム」に対して「共産主義」「社会主義」とレッテル貼りをしようとする人たちがいるが、

国民が豊かになる政策を支持することと「共産主義」「社会主義」は違う。安倍首相はごく一部のグローバル投

資家だけが利する政策ばかりしているようにしか見えない。
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▶経済用語集

【マイナス金利】
銀行の預金金利がマイナスになること。また、その金利のこと。普通は銀行にお金を預けておくと預金者が金利を

もらえるが、マイナス金利になりと、預金者が金利（手数料）を支払うことになる。ただし、実際にECBが行った

政策は、中央銀行の当座預金の金利をマイナスにしたことなので、一般の預金者には直接的には関係ない。これに

よって、銀行は中央銀行の当座預金にお金を置いておくと損をしてしまうので、他の使い道を探るようになる。本

来の目的は「企業や家計への貸し出しにお金を回すようにする」ことだったが、実際には企業や家計にはあまり回

らず、国債が大量に買われることになった。日本では、2016年2月に歴史上初めて、銀行がもつ日銀当座預金の一

部に対して0.1%のマイナス金利を課すマイナス金利政策を始めた。ECBと同様「企業や家計への貸し出しにお金を

回すようにする」ことが目的だったが、ヨーロッパと同様に国債が大量に買われることになり、国債の長期金利ま

でもがマイナス金利になってしまった。

【日銀当座預金】
日本銀行が金融機関（市中銀行）等から受け入れている当座預金のこと。主に（1）金融機関が他の金融機関や日

本銀行、あるいは国と取引を行う場合の決済手段、（2）金融機関が個人や企業に支払う現金通貨の支払準備、（3）

準備預金制度の対象となっている金融機関の準備預金、の3つの役割を果たす。原則として無利子だが、2008年11

月からは利息がついている。

【準備預金制度】
金融機関に対して、「受け入れている預金等の一定比率（預金準備率）以上の金額を日本銀行に預け入れること」

を義務付ける制度。銀行は理論上、無限にお金を貸すことができるが、それではインフレ率も無限に上がっていく

ことになるため、歯止めをかける仕組みが必要となる。その歯止めが「準備預金制度」である。ただし、日本など

短期金融市場が発達した国では、そうした役割よりも短期金融市場における資金需要を安定的に維持する仕組みと

して機能している。

【預金準備率】
準備預金制度のもとでは、金融機関は一定額の預金を日銀当座預金に残高として保有しておかなければならない。

その額を決める比率のことを預金準備率という。ただし、短期金融市場が発達した現在の日本では、本来、預金準

備率がもっていた金融緩和・引締めとしての機能は、事実上、失われており、1991年10月以降、準備率は変更され

ていない。

【信用創造】
銀行等の金融機関が預金と貸し出しを連鎖的に繰り返すことで、お金（預金通貨）が増えていくしくみのこと。例

えば、Aさんが銀行に1万円を預金し、銀行がその1万円を企業B社に貸すと、市場には2万円のお金があることになる。

B社が借りた1万円を銀行に預金すれば、銀行は別のC社にその1万円を貸すことができる。すると、市場には3万円

のお金があることになる。これを繰り返すことで銀行は、理論上、無限にお金を貸し出すことができ、市場のお金

を無限に増やすことができる。

【スロートレード】
経済成長率を貿易の増加率が下回る現象。通常は、経済成長する場合、その経済成長率を大きく上回るペースで貿

易が増加するが、世界中で需要が縮小する状況では貿易が増加せず、スロートレードとなる。
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【プライマリーバランス】
国の財政収支で、歳入（国債など借入金を除く）から歳出（国債の利払い等を除く）を引いたもの。国家の収支バ

ランス。「プライマリーバランス黒字化」とは、わかりやすく言えば、「国家は税収の分だけ支出する」ということ。

【OECD】
「Organizat ion for Economic Cooperation and Development」の略。「経済協力開発機構」と訳される。本部はフ

ランスのパリ。加盟国の経済的発展、開発途上国への援助、貿易の拡大等を目的としている。前身は、第二次大戦

後のヨーロッパの経済復興を目的としたOEEC（欧州経済協力機構）。日本は1964年に加盟。

【スーパーパック】
アメリカの政治資金管理組織。「スーパーパック」の「パック」とは「Polit ical Action Committee（政治行動委員

会）」の略。アメリカでは、企業、組合、個人は、候補者とは独立にキャンペーンを行うなら、政治献金の金額に

まったく制限がなくなった。特定の政治家を応援することはできないが、対立候補のネガティブキャンペーンは可

能。多額の資金を使ったネガティブキャンペーン合戦は、アメリカでの選挙前の風物詩となってしまった。
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▶「マイナス金利の嘘」復習問題

【問題1】
2016年2月に導入された「マイナス金利」とは（　　　　　）の一部の金利をマイナスにすること。

もともと（　　　　　）には、年利0.1%の金利がついていた。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題2】
マイナス金利を導入すれば、銀行はその分を民間に貸し出し、市場でお金が回るようになるだろうというのがマイ

ナス金利の目論見だったが、実際は銀行がその資金で（　　　　　）を買いあさっただけだった。

【問題3】
いま、日本全体で銀行が貸し出すことができる上限は約（　　　　　）円。

実際に貸し出しているのは約（　　　　　）円。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題4】
マイナス金利で得するのは（　　　　　）。損するのは銀行と家計。（　　　　　）を持っている人だけは金利が下

がって少しだけ得するかもしれないが、トータルでは損になるはず。結局は家計のお金が政府に移ることになるの

で、（　　　　　）と同じこと。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題5】
もし、多くの人が「（　　　　　）が高いからお金を借りない（消費や投資をしない）」のであれば、「マイナス金

利でデフレ脱却」という理屈も正しい。しかし、そうではない。デフレで儲かる投資先がない、収入の伸びを考え

ると家を買う余裕がないという理由でお金を借りないという理由でお金を借りないので、（　　　　　）が低くて

もほとんど関係ない。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題6】
日銀が国債を買い取る形で行われている金融緩和も、年間80兆円くらいのペースで買い取っていて、もう銀行の保

有する国債も残り（　　　　　）兆円ほどしかない。銀行が持っている国債がなくなったら、そこで金融緩和は終

わる。すると、超（円高/円安）になる。だから、金融緩和の量的拡大はこれ以上はできない。

（前者は数字を入れる。後者は正しい方を選ぶ）

【問題7】
「マイナス金利で（　　　　　）大暴落」などと言っていた人もいたが、実際は大暴落どころか、（　　　　　）の

金利がマイナス、つまり価格がどんどん上がっている。みんな、安全な（　　　　　）を買いたくて殺到している

ということ。

（それぞれ同じ言葉が入ります）
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【問題8】
日銀が国債を買い取ることで、事実上、（　　　　　）はどんどんなくなっている。この時点でいわゆる「国の借

金問題」は解決している。100%日本円建ての日本国債は、日銀が買い取ることで返済できる。これでどうやって

財政破綻するのか。

【問題9】
日銀が国債を買い取り続けて、お金の量を増やし続けたら「ハイパー（　　　　　）になる」などと言っていた人

がいたが、ハイパー（　　　　　）直近の（　　　　　）率はゼロ。モノやサービスが買われるわけではない国債

の買い取りで（　　　　　）になるはずがない。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題10】
マイナス金利は（　　　　　）ですでに導入されていて、ドイツ国債が大幅に値上がりしていた。今回、日本でも

それと同じことが起こった。

【問題11】
金融緩和、マイナス金利は（　　　　　）誘導だという指摘もある。実際、（　　　　　）になったが、大国であ

る日本はそんなことをしてはいけない。世界的な通貨安戦争の引き金になってしまう。そもそも、（　　　　　）

になっても輸出は増えていない。アメリカでビジネスをしているなど、外貨で決済していた企業が為替差益を得た

だけ。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題12】
日本は「貿易立国」「輸入依存国」などという誤解がいまだにはびこっている。日本の輸出依存度は約（　　　　　）

%。世界で下から3番目ぐらい。そもそも、日本経済は貿易に依存していない。

【問題13】
小泉政権時、大幅な円安になった。実質の輸出が4~5年で倍近くまで増えた。

しかし、これはアメリカの（　　　　　）のおかげ。今回も円安になれば同じようなことが起こると思ったのだろ

うが、結果はむしろ減ってしまった。

【問題14】
世界的に（　　　　　）が減っている中、もう世界は（　　　　　）に経済成長を依存することはできない状況に

なっている。にもかかわらず、日本は（　　　　　）による輸出拡大で経済成長しようとした。当然、輸出は増え

なかった。

【問題15】
中国の問題は極端な（　　　　　）能力過剰。鉄鋼は余剰だけで、日本の需要量の約4倍。もう工場をつぶすしか

ないが、簡単にはできないし、やってしまったら（　　　　　）は大幅に上がってしまう。
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【問題16】
日本は、（　　　　　）年度は積極的な財政政策によって景気がよかった。その後、（　　　　　）路線に転換し、

デフレが深刻化してしまった。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題17】
小国の場合は内需に限界があるので（　　　　　）に依存するのも仕方がない。しかし、日本のような経済大国は、

経済成長を（　　　　　）に依存してはいけない。各企業が（　　　　　）に依存するのはともかく、政府がそれ

ではいけない。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題18】
日本は（輸入/輸出）ではなく、（輸入/輸出）を増やすべき。それによって、新興経済諸国の経済成長を助ける役

割を担うべき国。

（それぞれ正しい方を選ぶ）

【問題19】
誰かがモノやサービスを買わない限り、（　　　　　）率は変わらない。民間が買わないなら、（　　　　　）が買

うしかない。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題20】
「安倍政権下で公共投資が増えている」というのは（事実/ウソ）。

（正しい方を選ぶ）

【問題21】
政府の消費と民間の消費を合わせると、それほど減っていない。激減しているのは「（　　　　　）」。特に民間の

設備（　　　　　）、住宅（　　　　　）が激減しているところに、政府の公共（　　　　　）削減が追い打ちを

かけた。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題22】
産業革命前は生産の量を決めたのは「（　　　　　）」と「（　　　　　）」。そう簡単には増えないので、生産量は

ずっと横ばいだった。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題23】
産業革命後、経済成長するようになったのは、生産の量を決めるものが「（　　　　　）」と「（　　　　　）」と 

「（　　　　　）」になったから。

（それぞれ別の言葉が入ります）
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【問題24】
（　　　　　）は大蔵省、財務省の伝統文化。それを抑え込んだとき、日本は経済成長してきた。昭和恐慌後の高

橋是清、高度経済成長期に「所得倍増計画」を打ち出した池田勇人らの政策がその典型。

【問題25】
（名目/実質）賃金はここ数年、悪化し続けている。つまり、アベノミクスは日本を貧困化させる政策だったという

こと。

（正しい方を選ぶ）

【問題26】
経済成長とは生産性の向上のこと。生産性の向上とは、一人当たりの（　　　　　）が増えること。生産額ではな

い点に注意。

【問題27】
（　　　　　）は「財政均衡主義による緊縮財政はやめるべき」と述べているが、日本のマスコミは報じない。載

っていたのはロイターとブルームバーグだけ。

【問題28】
官僚は「（　　　　　）」のために生きている。財務省は増税や予算削減に成功すると（　　　　　）できる。財務

省の中にも、デフレを促進させ、国民を貧困化させる増税や緊縮財政をやるべきではないと思っている人がいるは

ずだが、自らの（　　　　　）のためにはやらざるをえない。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題29】
財政均衡主義に基づく（　　　　　）と（　　　　　）は、基本的にはパッケージ。政府の役割をできるだけ小さ

くするという考え方に基づいている。これをするとインフレ率が下がる。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題30】
デフレによって（　　　　　）の価値が上がると、（　　　　　）を持っている人たちが得をする。（　　　　　）

をもっている人たちとはグローバリストたちのこと。

（それぞれ同じ言葉が入ります）

【問題31】
アメリカで、「ウォール街からの献金に左右されない政治をする」可能性がある大統領候補が現れた。もともと大

富豪で献金などもらう必要がない（　　　　　）氏と社会民主主義者を自称し、小口の寄付を募って活動資金にし

ている（　　　　　）氏。二人は真逆のようにも見えるが、反グローバリズムという点で共通している。

（それぞれ別の言葉が入ります）

【問題32】
「右翼対左翼」「保守対革新」などという時代は終わっている。現代は「（　　　　　）対反（　　　　　）」。つまり、

ごく一部のグローバル資本家だけを利する政策を支持するのか、広く国民一般を利する政策を支持するのか。

（それぞれ同じ言葉が入ります）
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模範解答

【問題1】 日銀当座預金

【問題2】 国債

【問題3】 2京／ 900兆

【問題4】 政府／住宅ローン／増税

【問題5】 金利

【問題6】 250 ／円高

【問題7】 国債（日本国債）

【問題8】 政府の負債

【問題9】 インフレ

【問題10】 EU

【問題11】 円安

【問題12】 15

【問題13】 不動産バブル

【問題14】 需要／貿易／円安

【問題15】 供給／失業率

【問題16】 2013 ／緊縮財政

【問題17】 輸出

【問題18】 輸出／輸入

【問題19】 インフレ／政府

【問題20】 ウソ

【問題21】 投資

【問題22】 土地／労働

【問題23】 資本／労働／技術

【問題24】 緊縮財政

【問題25】 実質

【問題26】 生産量

【問題27】 OECD（経済協力開発機構）

【問題28】 出世

【問題29】 緊縮財政／構造改革

【問題30】 お金

【問題31】 ドナルド・トランプ／バーニー・サンダース

【問題32】 グローバリズム


