お客様からいただいた「質問」へのトッテンの回答
トッテンの講演でお客様からいただいた質問やコメントに対する回答をまとめました。
■日本国は国民に BS と PL を公表すべきだ。増税は民主党が主体だったように記憶しています。今の政府だけ批
判するのはアンフェアに感じます。日銀は賛成です。
トッテン：自民党だけの問題でないという点につきまして、全くその通りです。消費税については現政権だけを非難
するつもりではありませんでした。消費税 3％を導入したのは自民党 竹下内閣でした。そして橋本内閣で
5％に増税されました。10％まで段階的に上げることを決めたのは民主党 野田政権でしたので、もっと明
確に説明すべきでした。ご指摘ありがとうございました。
■今後の若い日本の人に期待することは何ですか。
トッテン：国家の問題に興味を持ち、それについて学び、可能な解決策について考えて 欲しいと思います。また 20
代の投票率は低いので（平成 26 年 12 月に行われた第 47 回 衆議院議員総選挙では、20 歳代が
32．58％、30 歳代が 42．09％）、より良い政府を作るためにもぜひ選挙に行って欲しいと思います。
■今の安倍政権のせいというよりも、財務省の考え方でデフレ政策がなされてきたと思います。それを進めてきた
のはアメリカの圧力ではないでしょうか。安倍さんは少し変えようとしていると思いますが、だまされているので
しょうかね。また、多くのお金が医療に使われているとも考えます。
トッテン：財務省の考えであったとすれば、なおさらそれに従順に従う安倍政権というのは何なのでしょうか。
国を統治するために国民が選ぶのは政治家であり、官僚は選べません。政治家が官僚をコントロールす
べきであり、コントロールされるのはおかしいと思います。アメリカの圧力だとすれば、なおさら日本は NO
と言うべきです。
医療費は日本の GDP の約 10％、米国では 17％も費やしています。
{1} http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS/
日本は一人当たり 3,768 ドル医療費に費やし、米国は一人当たり 8,713 ドルです。
{2} https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_per_capita
そしてこのデータによると、日本人は米国人よりもずっと健康だと言えます。
{3} http://www.worldlifeexpectancy.com/life-expectancy-asia
例えば日本は寿命は世界一ですが、米国は 37 位です。麻薬は日本は 127 位ですが、米国は 3 位です。
日米の健全さについての比較は様々な指標からみることができます。
{4} http://www.worldlifeexpectancy.com/world-health-review/japan-vs-united-states
■いまさらですが、アナログ（クローズのネットワーク）のインターネットができないでしょうか（例、 i モード）。コピーさ
れるデジタルより、匠のアナログに少し戻るべきでは？
トッテン：少なくともロシアでは、プーチン大統領が国民にその危険性を警告しています。
http://www.afpbb.com/articles/-/3013530?ctm_campaign=nowon
また 6 億人とも言えるユーザを抱える中国は、検閲を強化して 2014 年末には Google を完全に遮断して
います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/中国のネット検閲
ロシア、中国という国は反米の立場にあるからできて、技術的には優れている日本は米国の属国である
がゆえにできないというのであればあまりにも皮肉だと思います。
■中国に関しては、経済の観点からはわからないでもありませんが、国家の体制や人権での点で懸念が多いこと
も事実ではないでしょうか。
トッテン：日本のメディアが、反中国のプロパガンダを日々ニュースで流している中で、日本人が中国を信頼するよ
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うになるのは難しいと思います。しかし世界の国々の指標を示す 様々なデータが提供されていますので、
新聞やテレビの報道だけでなく、そうした情報を自ら調べてみることも重要ではないでしょうか。
例えば、講演で使った、クレディスイスが発表した世界の地域別の富（資産）分布のチャートがあります。
これを見ると、日本が追随する欧米は貧困層や富裕層が突出しているが中間層は薄いこと、一方で中国
は貧困、富裕層は薄い代わりに分厚い中間層が存在します。今中国から観光客が日本に沢山訪問し、大
量に買い物をしていくのはこうした中間層の人々です。貧富の格差の激しい国を我々は目指すべきでしょ
うか。
また米国のシンクタンク、ケイ トー研究所が発表している 世界の悲惨度指標（ World Misery Index）
は、108 ヵ国を対象に、インフレ、失業率、貸出金利が低い一方で GDP が成長しているかどうかを比較し
たものですが、ここで中国は 106 位（最も悲惨でないほうから数えて 3 番目）に位置し、米国は 95 位（下か
ら 14 位）となっています。
http://www.cato.org/blog/world-misery-index-108-countries
人権については、日本では、米国の事件がほとんど報じられないように思います。警察官による殺人や暴
力事件は、米国が先進国の中で圧倒的に多く、武器を持たない黒人少年が白人警察官に射殺される事
件を発端として、人種差別的な暴力行為に対して警察官と抗議者との間で大きな衝突も起きています。ま
た、銃乱射事件も、自動小銃などに関する販売・所持や、業者や個人が一度に購入できる銃器の数量に
規制がないため、誰でも銃を手にすることができるので日常茶飯事となっています。国内だけでなく米軍
はアフガニスタンで NGO の「国境なき医師団」が運営する病院を誤爆するなど（これは一例に過ぎません
が）、世界のあちこちで殺人を犯しています。
日本のメディアによる反中国、親米の報道により、同じ「人権問題」「国家の体制」について評価する時
に、我々は二重基準で中国と米国を見ていないかということを、改めて考えるべきだと思うのです。
■数値データを踏まえた経済の見方や、IoHT、IoST、IoLJ など IoT に対する考え方は大変興味深かった。ロボッ
ト、AI が雇用を奪うとあったが、労働供給量が高齢化で縮小していくことを考えると代替労働としての見方もある
と思うが。日本の借金については全く同感である。
トッテン：利益を上げるには人件費の節約が一番簡単なので、高齢化を理由に、経団連は海外からの移民受け入
れを推進しようとしています。移民を受け入れるのなら、ロボットや AI を活用するほうがましだと思いま
す。しかし高齢化といっても、急激に起きるものではなく、そのために国民に十分な賃金を払える仕事を 、
ロボットにやらせる必要はあるのでしょうか。
講演で十分説明できませんでしたが、社会的に有益であり、必要とされる仕事は、国営にして政府が失業
者を雇用して行うべきだと思っています。利益がほとんど、または全く出ないので民間企業は参入しない
けれど国や国民の暮らしを良くするための仕事はたくさんあります。
私がよく例に出すのは農業です。日本が失業者や、正社員の職に就けずアルバイトなどをしながらもっと
賃金の高い仕事を探している人を雇って農業をすれば、日本の食料自給率はすぐに 100％になるでしょ
う。日本はあまりにも多くの食料を輸入に頼っています。その中には遺伝子組み換えなど安全性に不安
のあるものも多く含まれます。食料輸入企業の利益よりも、国家安全保障（食料問題）や国民の健康を一
番に考えるのなら、農業を失業対策、国策に位置付けるのが良いと思います。その他にも国民の健康に
役立ったり、民間企業がやらないものの、国民や国にとって必要な仕事を政府が行い、国民を雇うことが
できる例は数多くあると思います。日本経済の 80％は、民間と政府を合わせた消費が占めています。講
演で強調したように、先行投資を含めると日本経済は 97％が消費によって動いています。国民が完全雇
用になれば消費やサービスの需要が増え、日本経済は必ずや回復します。そうなれば誰もが勝者とな
り、敗者はいません！
■日銀を国有化し、債務をなかったことにすれば、日銀券は信用を失い、ハイパーインフレが起きませんか？
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トッテン：ハイパーインフレは起きないと思います。日本政府と日銀は 1998 年以降日本のマネーサプライを 957 兆
円も増加させたのに、インフレは起きていないからです。一般的に国家がインフレに苦しむのは、マネー
サプライが消費需要よりも大きくなった時であり、またマネーサプライが過剰に大きくなった時、国はハイ
パーインフレになります。
簡単な計算をすると、マネーサプライが 10 で、消費需要も 10 だとします。価格は 10／10＝1 です。もし、
マネーサプライが 20 になり、一方で消費需要が 10 のままだったら、価格は 20／10＝2 となり、インフレと
なります。そしてもしマネーサプライが 100 となり、消費需要が 10 のままなら、価格は 100／10＝10 でハ
イパーインフレとなるのです。日銀は半分日本政府が株主ですが、残りの半分は民間企業と資本家が株
主です。おそらくその株主は、資本家の目的である利益の最大化を、四半期ごとに日銀に求めているの
だと思います。民主主義社会では政府を選挙で国民が選びます。日銀が 100％国有になったら、民間の
資本が半分入っている今の日銀と、どちらがより信頼に値するでしょうか。
■個人消費が必要と考えるのは同感です。しかし、高齢化により個人消費は伸びないのでは。農業は輸出を中心
に政府は考えているが、まさにこの対応が問題であると思いますが、個人消費はどうなりますか。
トッテン：高齢化が消費減退の一因にあることは確かかもしれません。高齢者であっても、また年齢には関係なく日
本国民が消費を増やさなくても健康で幸福に暮らしているのであれば、私は消費を増やす必要はないと
思います。しかし今の日本の現状はどうでしょうか？特に、多くの生活保護世帯、失業者、非正規雇用の
仕事に就いている人たちなどはどうでしょうか。社会的に有益であり必要とされる仕事を国営で行い、働き
たい人々を雇用して、それにより労働者の得る賃金が国全体で増加すれば、日本の消費はずっと増える
し、あわせて国内経済は回復すると思います。また、食料自給率が 5 割にも満たない国が、農業を輸出
向けにするなど、愚かで傲慢としかいいようがない考えだと私は思います。安倍首相は国会でＴＰＰにつ
いて、農業を成長産業化させると述べていましたが、エネルギーや食料といった国家安全保障の基本を
すべて輸入に頼ってもよいという考え方はまともだと思えません。
■日銀の国有化で負債が消滅したとして、以降の国債の発行が不可能になるのではないでしょうか。
トッテン：日銀は民間企業です。日銀の株は半分しか日本政府が持っておらず、残りの半分は民間人（企業、投資
家、個人）が所有し、四半期ごとにこれらの資本家から利益を最大化するよう圧力をかけられているので
す。日銀はすでに政府の国債のほとんどを買い取りました。その方法は、国債を買うために必要なお金を
印刷するか、またはデジタル的に作り出すだけなのです。これと同じことをして同じ結果を出すのに、半官
半民の機関（今の日銀）なら良くて、国有になったらそれができなくなるのでしょうか。
本当は日銀は必要ないと思います。国債を発行する代わりに、日本の政府が、政府の目的である GDP
や GDP の成長率を達成するために民間消費や民間投資を補うのに政府の消費と投資にいくら必要なの
かを測り、そのゴールに見合う、日本社会に有益な消費と投資を作るために十分なお金を創造し、使うこ
とができるし、そうするべきだと私は思います。
■現金をしつこく使う、には共感を得た。マインドコントロールされている。我々一人ひとりが次にどう行動するかが
大切であると感じる。消費税は年金に回されると思うが、それでも悪か？
トッテン：もし日本政府が消費税の収入は社会保障費のためだと言うのなら、国民に嘘をついていると思います。な
ぜなら、講演でも述べたように、1989 年と 2014 年を比べると、消費税の税収は 0 から 19 兆円に増えまし
たが、所得税、法人税、相続税の税収は減税により 9 兆円も減っているからです。
私は消費税は悪だと思います。日本経済を支えているのは国内消費です。経済を活性化するためには税
制を失われた 27 年以前の、昭和の税制に戻すべきだと思います。日本が経済の奇跡を達成できた理由
の 1 つは、税制度にあったと思います。つまり、所得税の最高税率を 75％に、相続税の最高税率を今の
55％から 75％に、法人税を 24％から 43％に戻し、消費税を 8％から 0％にするのです。またキャピタルゲ
イン税（株式譲渡益課税）も所得税と同じ税率にするべきだと思います。
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また消費税ですが、年金の受給資格を得るのに必要な加入期間は現在 25 年ですが、政府は消費税
10％になったらその資格期間を 10 年にすると規定したそうです。法人税を減税しながら、消費税を上げ、
それを国民に納得させるために年金の受給資格と関連づけることはとても姑息なやり方だと思います。 25
年が長すぎるなら、それは別に議論すべき問題です。
■デリバティブは誰が損すれば誰がもうかると思いますか、それでも経済はまずいのでしょうか？
トッテン：デリバティブ（金融派生商品）が実際どのように取引されるのか私も詳しくありませんが、株式や通貨が将
来的に上がるか下がるかということにお金を賭ける、“ばくち“のようなものだと理解しています。これは競
馬場に行ってどの馬が勝つか、または明日の天気はどうなるのか、といった賭けと同じです。競馬とデリ
バティブの違いは、その取引金額の大きさです。世界全体でデリバティブの想定元本は、世界の GDP の
8 倍にもなっていることです。米国の取引は米国の GDP の 13 倍であり、この金額は米国で流通している
通貨の 220 倍の金額で、銀行にあるすべての預金総額の 22 倍です。そして米国の 4 つの銀行が、米国
のデリバティブの 96％を持っていて、それは 4 行の総資産の 32 倍にもなるのです。実体経済を大きく上
回るお金で行われる金融のばくちが、経済にとって良いはずはありません！
■永遠に積み上がって換金も返金もされることのない日本保有米国債が最近時々ネットの話題になっています。こ
れを流動させると莫大な資金が作れるものの、円高が進んで別な影響が出ると思いますがいかがでしょうか？
2009 年の G7 でこれを流動化させようとした中川大臣（故人）と IMF 理事のストラマカーンが失脚したのは偶然で
はないといううわさですが。計量経済学、面白いです。
トッテン：米国政府に反対されると、日本の腰ぬけ政府は何もできないのと同じ理由で、日本政府は米国債を売却
することができません。これが事実なのです。なぜなら 1945 年、米国は日本を植民地にしたのです。そし
て、それから 70 年たった今も、日本は臆病で従順な米国の植民地であり続けているのです。
■「公的債務の帳消し」、すなわち日銀の国有化のデメリット／メリット、また IoT により仕事が失われることについ
て詳しくお聞きしたい。
トッテン：日銀が国有化されるメリットは、もしあなたが奥様からお金を借りたら、あなたは奥様に借金をしていること
になりますが、あなたの家自体は外に借金をしているわけではありません。財務省はお金を借りるために
国債を発行しますが、その国債のほとんどを、購入しているのが日銀です。ですからもし日銀が国有化さ
れ、日本政府の一部となれば、財務省は外の誰にも借金をしていないことになるのです。日本国民が正
直に国民に奉仕する有能な政治家を選挙で選んでいる限り、または有能で正直な官僚が日本の国を運
営している限り、日銀国有化のデメリットは思いつきません。日本だけでなく、世界のどの国も中央銀行を
国有化するべきだと思います。2010 年に出版した「アングロサクソン資本主義の正体」（東洋経済新報社）
もお読みいただければ幸いです。
自動化やロボットが普及すると、勝者はその技術の所有者であり、敗者は仕事を失った労働者です。労
働者は仕事を失うと同時に、消費能力も奪われます。
ご参考までに、これがボストン・コンサルティング・グループの記事の抄訳（日本語）です。
http://www.bcg.co.jp/documents/file182082.pdf
ですから経済にとって、また労働者（一般国民）にとってもっともよいことは、日本政府が高額所得者の所
得税を上げ、高額の相続税の税率を上げ、最大の利益である法人税を増税し、その税収で失業者または
わずかの所得しか得られていない働く意欲のある国民を雇い、国にとって必要かつ有益な仕事をさせるこ
とだと思います。これが経済を改善し国民をより幸福にする解決策だと信じています。
■現在の日本経済がこうなった理由がよくわかりました。進むべき道を実行する政治家は誰でしょうか？
トッテン：残念ながら、私は政治家に期待をしていません。日本が繁栄していた江戸時代、または小さく貧しい国
だった日本が 5 年間も太平洋戦争で日本より大きく豊かな米国と戦った時代、そして昭和の高度成長期、
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日本の官僚は強く、政治家は弱かったからです。ほとんどの国民は、日本を正直かつ効果的に統治する
政治家を選ぶために十分調べることもなく、むしろ政治や政治家にほとんど興味がないと思いますし、政
治家に統制されている NHK や広告主である企業に統制されている民放テレビや新聞といったその他メ
ディアの洗脳もますますきつくなっています。ですから進むべき道を実行してくれる政治家に期待すること
はあまり意味がないように思います。しかし国民は官僚を選べません。私が期待するのは、再び戦前のよ
うに「国民のために奉仕する」官僚が現れ、政治家の力が弱くなることです。お答えになっていなくて申し
訳ありません。
■企業は社会的責任やコンプライアンスと言っているが、一番大切なことを行っていないでしょう。
社会的責任＝雇用増や賃金増 コンプライアンス＝社会の活性化活動
このようなことを考えず規制がかかる方向になっている。国内経済や生活活性化が政策であり、企業のマネジメ
ントであるべき。本講演は角度が違うと思うが主旨に共感です。「グローバル化の先」「グローバル化の病」を考
えたい。グローバルトップ企業はその先、何をしたいのでしょう？競合企業をつぶしてその先は何をしたいの
か？日本は「グローバル」の言葉で病にかかっている。企業間の共働になる時期ではないか・・・ 金融の未来
は？金融商品の乱発は何の幸せをもたらしているのか？損得ゲームは幸せか？
トッテン：高度成長期の時代、ほとんどの企業はその資本を銀行から借り入れていました。企業と銀行が求めてい
たのは、近視眼的な利益ではなく、長期的な安定と利益でした。しかし 1980 年代末頃から米国の圧力に
より日本政府は規制を緩和しました。そして日本企業は海外や短期的な利益を上げることを目的とする株
式市場で資金を調達するようになりました。多くの日本企業の焦点が長期的な安定と利益から、短期的な
利益へと移ったのはこの頃からです。
「グローバル化の先は？」というご質問の答えは、つまり、 将来のことではなく、目先のことしか考えていな
い、考えられない状況にある、ということではないでしょうか。もし未来をより良いものにしたいと思ってい
たら、このような損得ゲームを行っているはずはないと思います。
■日頃もやもやしていた日本の動きに対して鋭く指南していただき、すっきりしました。私が感じるのは「衣食足りて
礼節を知る」のは現代では違うのではなかと。「衣食足りるとますます礼節を失っていく時代」「金だけ、今だけ、
自分だけ」の風の流れはいいのか？！物欲の時代が加速化されていると感じるが、私はインターネット時代を疑
問視していますから。
トッテン：聖徳太子の時代から 1945 年に米国が日本を植民地化するまで、日本の教育は自然神道、仏教、儒教
（武士道も加味された）による倫理と道徳中心でした。日本の社会と日本人の倫理観は、これら倫理と道
徳に重きを置いた教育から距離を置き始めるのと一緒に衰退していったと思います。聖徳太子の時代か
らの倫理と道徳教育をもう一度取り戻す必要があると私は思っています。
■刺激的で面白い。日銀の国有化は大きなインフレにつながるのでは。マイナス金利は国債利息減につながり、
ある意味正しい。
トッテン：もし日本が能力のある正直な政府によって統治されていれるのであれば、日銀の国有化がインフレを起こ
すと考える合理的な理由は何もありません。しかしその政府（政治家）を選挙で選んでいるのは国民だと
いうことを忘れてはならないと思います。日本の歴史を振り返ると、江戸時代や高度成長期の時代、日本
を統治する上で力を持っていたのは政治家よりも官僚でした。そいういう意味では、正直で国民のことを
考える官僚がいれば国有化されてもインフレにつながるようなことはないと思います。
マイナス金利は、すべての貯蓄や、投資の益（利息を目的として国債を購入することで得られる益）を減ら
します。将来に消費したり将来のために投資するよりも、人々に「今」消費することを奨励するのです。こ
れこそがマイナス金利の目的であり、今経済を成長させるために、今の消費を刺激することが目的なので
す。
■確かに[高齢化」で片づけるのは単純すぎると思いますが、高度成長期との差には「生産年齢人口の減少」、すな
わちモノを購入したい世代の減少がきいていると思います。内需、消費拡大の策があればご教示願いたいです。
5

トッテン：若者だけでなくあらゆる年齢層の人々が過剰な広告によって消費を奨励されていますが、社会消費が不
十分なために、問題が起きていることを忘れてはなりません。日本政府は民間消費の奨励を強調しすぎ
ていて、公共や社会的な消費への奨励が足りないと思います。また、日本はあまりにも低い自給率のた
めに、6 割の食料を海外から輸入しなければなりません。輸入食品の安全性を考えると、日本国内では使
用が禁止された農薬が使われた野菜が持ち込まれたり、長い輸送に耐えうるように収穫後に農薬や防腐
剤を散布、それが残留した果物が売り場に並んだりすることなど大きな問題になっています。内需を拡大
するために消費拡大だけに集中するのではなく、消費者の所得を増やすこと、講演でも触れましたが、そ
のためにも国が国民を雇用して農業を行うことで、所得増と自給率の向上を目指してはどうかというのが
私の提案です。
■トランプ氏が大統領になる確率は？
トッテン：正直わかりません。でも、私は彼が大統領になることを期待しています。米国の民主党と共和党は、実際
その中身は全く同じで、両党とも金持ちと大企業のための政党です（日本の自民党と民主党がそうである
のと同じです）。米国の民主党と共和党は、共に米国の 8 割の国民の福祉を無視しています。トランプは
言動は過激ですが、これら権利をはく奪された 8 割の国民にとりいる政策を公約しているので、私は彼が
大統領になると良いと思っています。
■法人税の減税については御社もその恩恵を受けているわけですし、また 消費を増やせとの主張と、御社の社員
の待遇改善との関係への言及もなかったことなどに、若干の矛盾を感じました。
トッテン：私は、（１）日本政府が低い法人税でもやっていけるのであれば、なおかつ（２）法人税減税をすることに
よって勤労者の人々への課税が増えないのであれば（現在の逆進的な消費税 によって）、法人税減税を
歓迎します。勤労者を犠牲にした法人税減税は、結果的にアシストはその益を享受することはなくなると
思います。なぜなら国内消費が経済の 97％を牽引しているわけですから、日本経済（つまりアシストの市
場です）に回りまわって害を及ぼすことになるからです。
また過去の講演で、私は消費は良くないと強調しました。その時の講演は、税金を「良い税金」と「悪い税
金」という視点から話をしていたためでした。今年は、日本経済がなぜ 1989 年から伸びていないのかとい
う視点で論じたために、消費を奨励する内容となりましたが、より明確に話をすべきでした。確かに誰もが
十分に持っているのであれば、これ以上日本の経済が成長する必要はありません。
今回も、消費の奨励に合わせて段階的な消費税の提案をすべきでした。私は今でも一人あたり年間 100
万円以内の消費は 0％が良いと思っています。そして 100 万円消費が増えるごとに、1％ずつ消費税を
とっていくのが最も良い課税方法だと思います。
0～100 万円 （年間）消費税
100～200 万円
200～300 万円

0％
1％
2％

このように、100 万円ごとに上限なしに 1％ずつ増える累進的な消費税です。
そしてもしこれでも政府が財政的にやっていけなければ、所得税、相続税、法人税を、経済成長期のレベ
ルに戻すべきだと思います。また株の譲渡益に対して、所得税と 同じ割合で課税することも提言すべきで
した。

お問い合わせ
株式会社アシスト 広報部 kouhou@ashisuto.co.jp
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