
 

 

 

 

 

 

 

お金の仕組みの変遷と 

嘘と本当のところ 
 

第二章 現在のお金の仕組み 騙され続ける日本国民 
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◆現在のお金は無から生み出される 

 

前章最後の、銀行と中央銀行の仕組みの解説の通り、現在お金は無から生み出されます。 

それもほとんどが電子情報だけで作られます。実施の紙幣などの実物通貨は市場にあるお金の量の 1/10 以下に

しか過ぎません。 

だからこそ、日本では現金主義で、タンス預金をしている人々も多くいらっしゃると思います。40兆円もあると

言われているようです。預金好きな日本人ですね。 

 

なのですが、だからこそ、この現在のお金の仕組みを多くの人が誤解しています。私自身も数年前まで誤解して

いたので良く分かります。 

まずは、前章でも開設した通り、銀行で生み出されるお金についてですが、 

皆さんが銀行から借りるローンなどのお金は、誰かが銀行に預けたお金を貸し出しているわけではありません。 

ただ、銀行があなたの口座に○○円と電子情報で記入するだけです。 

？？？何で？？？ 

おかしいですよね、なんだか。 

でもそれが今のお金の仕組みなんです。これが信用創造です。 

 

 

Q、じゃあ銀行は誰かの預金が無くても、貸出＝お金を生むことは出来るという事？ 

可能ですよね。ただし BIS 規制(バーゼル規制)という国際的な基準があり、銀行の自己資本を 8％以上（海外拠

点が無い場合は 4％）と決められていますので、全く何も規制が無いわけではありません。 

 

Q、じゃあ銀行って物凄い権利を持っているという事？ 

そうですよね、次の中央銀行と同じく大きな権力ですよね、お金を生み出せるわけですから。単純に貸し借りや

保管をしているわけではないので。 

 

重要なので、もう一度。 

現在のお金は、信用創造という仕組みは、銀行が無から生み出すことが出来ます。 

 

 

 



◆中央銀行は何を？ 

日本の中央銀行は、日本銀行（日銀）です。 

日銀だけではないですが、中央銀行の役割としては、FRB のところで解説した通り（※第一章参照）、物価の安

定を図ることを通じて、経済の健全な発展をさせる事とされています。具体的には、民間銀行への貸出をする際

の金利の調節や、通貨供給量を操作する金融政策を行います。金融政策は諸外国との為替、株式市場などにも影

響を与えるので非常に重要な役割です。 

 

日銀では具体的にどのようにお金が生み出されるのか？ 

図で解説していきたいと思います。 

 

中央銀行でお金が生み出されるプロセスとは 

① 政府（財務省）が「国債」という借用証書を発行します。 

② 「国債」とは一つの金融商品で金利が付いています、そして日本政府が保証しているので世の中の金融商品

の中では最も安全性の高いものだと認識されています。この「国債」を民間銀行などの金融機関が購入しま

す（勿論円建て）。 

③ この「国債」を、日銀が買い取ることで、日銀はお金（日本円）を生み出します。 

この生み出した日本円は、日銀当座預金という企業・国民が使うことが出来ない口座にて生まれます。 

 

これが、中央銀行によるお金の創造です。 

何故、わざわざ民間銀行を介すかのか？ は、約 70 年以上前の戦後に起きた第二次世界大戦後に日銀が政府か

ら直接国債を引き受け、極端なインフレを起こしたことが教訓（恐怖）となって直接引き受けは原則禁じられて

います。ただの妄想なのですが・・・。 

 

この日銀による国債の引き受けが金融緩和で、現在の黒田総裁が就任してから積極的に実施してきた政策です。 



 

300 兆円以上のお金を 5-6 年で生み出したことになります。 

 

このグラフやお金の規模を見て、ゾッとする国民が多いと思いますが・・・それでは次項へ 

 

◆日銀当座預金は実体経済で使えないお金 

この金融緩和は、日銀当座預金の中にあるお金です。 

これは、企業、国民は引き出すことは出来ません、勿論。ですから実体経済において使えないお金であるという

事です。 

ただし、金融経済においては使えるお金です。金融経済とは、株式や証券、そして為替などの金融市場です。 

実際、この黒田総裁の金融緩和での成果は以下の通りです。 

 

【為替】2011 年 75円までの超円高に対して、金融緩和で 120 円を超える円安に 

    その結果、輸出産業（トヨタ等々）の株価は急上昇へ 

 

【株式】円安誘導による輸出産業の株価上昇＝これは GDP（貿易収益）の上昇にも 

また、この株価をこの数年支えているのは・・・ 

日銀による ETFと言われる証券の購入＋日本政府が国民からの年金で集めた資金を運用するGPIFによる 

日本株購入 



株式は売買で価格が変動するので、買いを入れれば入れるほど株価は上昇します。 

 

これによって・・・日銀は、日本の上場企業の半分の筆頭株主となる異常事態に陥っています。 

 

これって、どういう意味なのでしょう？ 

 

日本国家の中で、お金を生み出せる日銀という中央銀行があります。この中央銀行は政府の子会社だからある程

度何でも言うことを聞いてくれるんだ。この日銀が、この数年お金を大量に生み出して、そのお金で日本の上場

株式を買い続けて、日本の株価は好調になって投資家達がやった～！って盛り上がっている。 

 

どう思いますか？この異常っぷり。 

 

知っている人ははいその通り。いまいちよく分かっていなかった方は徐々に分かってきたと思いますが、日本政

府そして子会社の日銀は、お金を作り出すことが出来ても、なかなか経済が良くならない＝GDP が向上しない。

※日銀当座預金という企業国民が使えないお金を増やしているだけですから GDP が向上するわけがないのです

が・・・。 

だから、株価を上げようと方針を変換して、必死に！必死に！！必死に！！！買い続けて買い続けて買い続けて、

虚像の日本株式市場を作り上げている、作り上げられたという事です。 

 

これを、「金融経済」と「実体経済」の違いと言いますが、我々国民の給料が上がったり、企業の収益が上がった

り、そしてそれらベースアップは心の余裕を生み、好きなものを食べたり、買ったり・・・という＋スパイラル

になること＝これが資本主義経済においての経済成長です。 

 

じゃあ、今はどうでしょうか？ 

生み出されるお金は我々国民の所得に回ることなく、金融経済にだけ流れ込むことで、虚像を作り出しているにす

ぎないという事です。 



 

 

上場企業はその潤沢な資金で次の投資をしているのだろうか？そして賃金は向上しているのだろうか？ 

国民人々の生活は豊かになっているのであろうか！？ 

次項に続く・・・ 

 

◆日本の実体経済はボロボロ 

経済を測る指標として様々なものがありますが、以下に絞って見ていきたいと思います。 

「GDP」「インフレ率」「賃金」 

 

まずは名目 GDP（物価上昇を加味しない表面上のGDP 推移） 



 

名目 GDP のアメリカ、中国比較  完全に日本だけが悪いことが顕著です。。。 

 

 

物価は上がっているか？あら、増税した時だけですね・・・そして 98年から 2013 年まで完全にデフレ 

今はほぼ 0。 

 



 

諸外国と比較したら・・・あら、日本だけデフレを突っ走る～～～ 

さて、ここまで見てきて、デフレって悪い事なの？という単純な疑問が出てこられる方もいらっしゃると思いま

す。デフレは物が安く買えるという事ですから、そのミクロで考えると確かに良いかもしれません。お得ですか

ら。ユニクロ、激安スーパー、ファーストフード店等々この数十年（平成時代）で大きく活躍した企業店舗が多

数あるかと思います。実際収益性を高めている企業も多くあると思います。しかしその実態は、その企業で働く

人々は企業努力という名で賃金は向上せず、残業代も支払われずといったブラック企業が問題となったり、勝ち

残っている企業はまだ良いですが、負けていった企業は多数ある中で、その経営者や従業員たちは・・・失業で

すよね。。。こうして、資本主義社会の弱肉強食の世界は、弱いものは生き残れない世界でもあります。そしてこ

のデフレはこれが顕著に表れる＝勝ち残れない者はさらに貧困化していく事が必然です。 

 

その結果・・・ 

 

あれ、下がってる・・・ 



 

それも日本だけが・・・ 

 

おいおい、やばすぎでしょこの国・・・ 

 

この数十年、国民、企業は相当な努力をしてきたと思います。小泉政権時に、小泉首相が言った「痛みを伴った

改革」が思い出されますが、家計も企業も、削れるところは削って贅肉を削ぎ落していった時代であったと思い

ます。 

 

しかし、これそもそも何故デフレになるのでしょうか？ 

 

これは単純、「需要」と「供給」のギャップで需要＜供給 になっているデフレギャップが働いているからです。 



 

※三橋貴明氏 HPより 

 

う～ん、供給が多いというのは、なんとなく分かる。物が世の中にあふれているから。では「需要」は何故減っ

ているのでしょうか？ 

様々な理由がありますね、 

・欲しいものが無い 

・やりたい事が無い 

・お金が無いから買いたいものがあっても買えない 

・節約志向だから無駄なものは買わない 

・お金はあっても景気が悪いから投資しない 

・お金はあってもいつ何があるか分からないから使わない 

これらがデフレマインドです。 

 

まぁ、国民の半数近くが貯蓄ゼロという異常事態にその人々は、使いたくても使えない・・・これが大多数でし

ょう。国民の生活を考えると大きな問題。また欲しいものが無いという視点では、技術開発が足りない！新しい

産業や革新的な物やサービスを生むことが重要。そして経済というマクロ視点では、お金があっても使わない

人々のマインド、これが一番問題。 

 

さて、ここから核心に迫っていきたいと思いますが、これらデフレマインドは、企業国民が主語です。企業国民

がお金を使えない、使わないという事です。 

 

この、企業国民の生活を豊かにする仕事をしている人、組織はなんでしょうか？ 

 

勿論政府、そしてこれら経済の需給コントロールをする役割を持っている中央銀行＝日銀です。彼らはどんな政

策を実行しているのでしょうか？ 

 

驚くなかれ、知らない方が幸せだったかもしれないという、あまりにも酷い内容です。→事項に続く 

 



◆日本政府の推進する国民を貧困化させる経済政策とは 

 

経済という言葉は、経世済民の略語とも言われます。中国の古典の言葉ですが、経世済民は、「世を經（おさ）め、

民を濟（すく）う」の意味になります。その通りで、経済とは国民の生活をすくい、豊かな生活を促すことだと

理解できると思います。 

 

そして、政府の役割とは何なのか？ 

 

このように、企業国民に国家で生活をする上においてのサービスを、それは基本的人権を尊重する日本国憲法に

基づいた国民の生活を守る事だと理解していますが、果たして・・・。 

 

それでは本題に。 

現在の日本政府（与党）が推進している主な経済政策は以下の通りです。※恐ろしい政策です・・・ 

・金融緩和 

・緊縮財政 

・消費税増税 

 

しかし、アベノミクスと呼ばれる政策は、元々以下の通りです。 

デフレの克服を命題として、 

・大胆な金融政策 

・機動的な財政運営 

・民間投資を喚起する成長戦略 

そして今現在は下記の通り ※言葉だけだという事がこの後良く分かってくると思います。 

・希望を生み出す強い経済（＝GDPの向上） 

・夢をつむぐ子育て支援 

・安心につながる社会保障 

 

よって、「金融緩和」これは日銀に国債を引き受けてもらう事で、実施されました。前述の通りです。 

「財政」これが大問題です。機動的な財政運営、GDP の向上を目的とした政策なんですが、 

はっきり言って希望的観測を言葉だけ言って、実際にやっている事はその逆です。 

それも全くの真逆です！ 

 



財政とは、「国や地方公共団体が行う経済活動」であるとありますが、要は「政府」が「国の財務」を機能的に動

かすことで経済活動を行う事です。そして、GDP を上げる！と言っているわけですから、その為に必要な事は

何か？ 

これが財政出動です。 

 

財政出動とは、「日本政府」がお金を生みすこと。 

 

そしてその生み出されたお金を実体経済に対して経済活動を実施するという事です。 

「国民・企業側」はお金を生み出すことは出来ません。国民企業側は需要の創出と供給の創出です。 

そして、いま日本は長い間デフレ＝需要が足りていない訳です。 

ですから、この需要を創り出すことが、今最も政府が実施するべき経済政策です。 

もう一度言いますが、市場に任せていた（政府が財政出動などの介入しない）状態で長い間デフレになってしま

っている日本をデフレ脱却する為に、 

「政府」がやるべきことは何でしょうか？ 

財政出動＝お金を創り出し、公共投資を民間にさせる事で、その民間企業は需要の生まれた活動範囲で仕事とい

う供給を実施し、所得を稼ぐ。 

これを 1企業だけではなく、様々な分野にて様々な企業に対して政府がお金を作り、民間の仕事を作り、企業業

績を上げることで、従業員の所得を上げるように“やり続ける”という事です。所得が上がり、物価が緩やかに上

がるまで。 

これをやったのが、日本では高橋是清や、海外ではルーズベルト大統領のニューディール政策や第一次世界大戦

後のドイツのヒットラーがいます。特にヒットラーはよくユダヤ人の大虐殺で極悪人として登場しますが、第一

次世界大戦で焼け野原になったドイツを第二次世界大戦までの 10年強で見事復活させた張本人です。 

 

ヒットラーは何をやったのか？財政出動です。 

 

政府がお金を発行し、民間に仕事をさせ、所得を得る。またお金を作り仕事を与えて所得を得る。これをやり続

けたんです。特にヒットラーは。ヒットラーで拒否反応を覚える方もいらっしゃるかと思いますが、現実として

NHK スぺシャル映像の世紀などでも紹介されていますのでご覧になってみてはいかがでしょうか。物事の判断

は、見た目の印象だけではなく様々な角度から見ることで本質が見えてきますよね。 

 

しかし、こういった財政出動＝政府がお金を創り出すという事は、政府が借金をするという事 

→日本の財政状況がとんでもなく酷い状態になっているのに、更に借金をするなんて、とんでもないことだ！経

済の素人が何を言ってるんだ！という声が聞こえてきそうです(笑) 

 

こういう情報を新聞、TVなどで見たことがあると思います。 



 

これ全くの大嘘なので、これから論破していきますね。 

 

ということで、ここでのまとめになりますが、 

 

日本は今政府は国民に対してお金を生み出さない＝これが緊縮財政です。 

 

財務省の言い方としては、プライマリーバランス(PB)の維持。 

政府の歳入と歳出のバランスをとっていきましょう！ということです。 

確かに、入ってくるお金と支出するお金のバランスを取らなければいけませんよね、家計なら。 

・・・さぁこれが、財務省のテクニックです。 

分かりましたか？ 

 

次項から更に解説していきます。 

 

 

 

 

 

◆財務省による国民を騙すそのテクニック 

 



さて、この記事ですが、良く新聞、TVで見たり、聞いたりすると思います。 

「国の借金が、1000 兆円を越してしまいました。国民一人当たり 800 万円を超してしまう状態。この借金を次

世代（子孫世代）に引き継いではならないですよね。だから消費税増税、他増税して借金を返していきましょう！」 

言い方はそれぞれかもしれませんが、池上彰氏しかり、様々な有名大学教授や、経済学者達が TV、新聞などで

説明していると思います。本当に酷いプロパガンダですよ、これらは。 

一つずつ嘘という殻を破っていきたいと思います。 

 

１、「国」の借金ではなく、「政府」の借金 

国って聞くと、なんだか我々国民企業も含まれている気がしますよね、実際日本国家っていうとそうなのでしょ

うが、正しくは「政府」の借金です。 

 

２、政府の借金＝国債という金融商品なので負債でもあり資産でもあります 

日本政府の借金＝政府が発行した「国債」であるという事は前述しました。「国債」は政府が発行した金融商品の

一つで、株や証券のように市場で売り買いされます。そして、「国債」というものは政府の資産になります。ちょ

っと分かりずらいかもしれませんが、国債という政府の借金というものは、国債という資産になる＝負債がある

という事はそれと同じ分の資産もあるという事になります。これは簿記をやっている方でしたら一発で理解でき

ると思います。 

 

３、そもそもですが、お金とは銀行と中央銀行（政府）によって生み出されるので、政府が国債を発行すること（政

府の借金が増える）で世の中にお金が出回ります。 

 

「政府の支出」が世の中にお金を生み出します。 

 

「政府の支出」が日本経済に需要を生み出します。 

 

「政府の支出」が国民の所得を向上させる根源となります。 

 

「政府の支出」が国民の貯蓄を増えすことになります。 

 

今度は逆説的に考えてみましょう。仮に政府の言っている国の借金が大変だ～という事で、借金を満額返したら

どうなるでしょうか。日本国民・企業は約 1700 兆円の金融資産を保有しています。これを 1000 兆円分全部返せ

ば良いという極論を実施したら、日本市場から 1000 兆円がきえます。借金は返したら消えるんです。世の中か

ら今あるお金が消えるという事は・・・銀行に行ってもお金が無いから貸してくれない。それこそ保険もおりな

い。住宅ローンも組めない、クレジットカードも無くなる・・・という具合になります。 

政府の言う「国の借金を返す」ということは＝「世の中からお金を無くす」という事になるわけです。 

 

ですから・・・ 

今、日本人の 4 割が貯蓄ゼロと言われています。これらの人々は、ほとんどが非正規雇用だったり、年収が 200

万円以下であったりと（小泉政権下の竹中平蔵のパソナによる派遣労働の推進の影響が大）、中世ヨーロッパで

いけば奴隷と同じレベルといっても過言ではありません。そういう状態にしたのは、彼らが努力していなかった

からなのか？企業の努力が足りなかったのか？いえそうではありません（極論を言うつもりはありませんが）マ

クロで見ると、 



国民貧困化の最大の要因は、政府が国民に対してお金を生み出さない＝使わないから 

 

これが貨幣の仕組みから見た真実の姿です。 

 

いや、そんなことは無い。 

実際にはお金の量は増えているじゃないか！？ 

はい、日銀当座預金という実体経済に使えない＝民間企業・国民が使えないお金だけは増えていますよ。 

ポイントは、前述の通り、実体経済にお金を流すことが国民の所得を上げ、結果的に貯蓄を増やすことに繋がり

ます。 

それは、政府が民間に仕事を与えて（正直何でも良いのです。ケインズもそのように言っていますよね）最低賃

金を向上させて、所得を上げてあげればよいのです。 

 

いやいや、そんな政府がこれ以上借金したら将来にさらにツケを回すことに・・・ 

 

本当にそうですか？ 

 

本当に本当にそうですか？ 

 

政府の債務は、日銀が国債を引き受けます。その日銀の国債は円建てで、日本という大きな家族で貸し借りをし

ているだけの話です。これが外国からドル建てなどで貸してもらっていたら大変なことになります。しかし、今

言っているのは、自国通貨建てで、大きな家族で貸し借りしているだけです。その家族の一人が日銀で通貨発行

権を持っているんです。要はよく言われる「打ち出の小槌」を持っているという事です。 

ですから、どんどん政府は国民の為に、お金を生み出し（＝国債発行）、民間に仕事を与え、国民所得を上げてい

く事を意図的に政府がやる＝需要を生み出すという事です。 

これが政府がやるべき事。 

約 70-80 年前にケインズも同じような事を言っていたのですが・・・、今経済学の主流派が変わってしまった・・・。 

 

Q、それでは国の借金は永遠に無くならない？ 

A、政府の借金ですが、これは現在の資本主義経済下では無くなりません。資本主義という経済構造は、常に成

長し続ける事を是としているので、少しずつインフレ＝物価が上がってく＝所得が上がっていくことを目指して

います。これは市場のマネー量が増えていく事を意味しますから、政府が発行する国債（＝政府の借金）はどん

どん増えていく事が必然です。 

 

 

４、政府の借金って貸しているのは誰でしょう？ 

政府が 1000 兆円借りている。この国債を直接購入しているのは民間金融機関です。そこには我々国民企業の預

金があります。実際にはこの預金が無くとも国債は購入できますが、政府にお金を貸しているのは、我々国民側

です。 

 

「国の借金 1000 兆円」 

と、 

「貸し手が企業国民側で借り手が日本政府」 



って全く印象が違うのではないでしょうか？？？ 

 

 

さて、少しずつ財務省の嘘とテクニックが分かってきたところで・・・ 

 

Q、でも政府の借金って多くて大変なのでは？少子高齢化で社会保障費の負担が増えるから増税は致し方ないの

では？ 

A、前述の通り政府の支出が世の中にお金を生むことになる＝これが現在のお金の仕組みなので、必然なんです。

それを意図的に財務省が国の借金が～って煽っているということなのです。ただし、実際、社会保障費は高齢化

が進んでいるので負担が大きくなっています。 

であれば、前述の通り、政府がお金を創り出して、医療や介護などの設備や仕事を創り出せば良いだけの話です。

その分、確かに政府支出が増える＝政府の借金は増えることになりますが、何度も言う通り、それが今のお金の

仕組みなのです。 

 

Q、いやいやそんなことをしたら、日本国債の信用がなくなって暴落してしまう！ 

A、日本国債の暴落というのは、日本円の価値が低下するという事ですから、持っているお金が 100 万円あった

としても、実際にその価値が落ちてしまうことで、100 万円でお水が 1 本しか買えないようないわゆるハイパー

インフレ―ションになるようなことを言います。 

しかしながら、現在日本政府は膨大な国債を発行して、借金を増やし続けています。それもこの 5年で 300 兆円

以上の膨大な量を。 

しかし！実際日本国債の信用＝金利で測ると、現在ほぼ 0％と超低金利状態です。 

これは、国際金融市場でこの金利が付くという事になる＝世界が日本の国債の信用は高い！と認めている事にな

ります。 

これだけお金を発行しているのに、です。 

はい、これは今まで作られたお金が実体経済に流れ込んでいないからです。 

実体経済に流れ込んでいけば、賃金は向上し、少しずつインフレが起きていくようになります。 

しかし、国債暴落やハイパーインフレや財務省御用学者達は、財政出動したらインフレになってしまう！と言い

ます。 

 

小学生でも分かりませんか！？ 

デフレが悪なので、インフレにしましょう！その為に財政出動！ 

インフレ率が 4％5％と過熱して来たら、財政出動を弱めたり、それこそ増税したりすればよい話です。 

これだけ実体経済が冷え込み、デフレが続き、国民が貧困化している状態化で、「消費税増税」になったら！？

GDP は間違いなく落ちますよ・・・。そういう金融商品あったら買いです。GDP が下がるという証券。※勿論

皮肉です 

 

 

 

 

 

 

 



５、日本の財政を家計の財政に例えるテクニック 

 

家計に例えると分かりやすいので、よくこういった図が出てきますよね、TV、新聞で。 

実際、この図のように家計で毎月 35 万円の借金をし続けなければならない収入と支出の状態だったら、これは

マズいです。ですから支出を切り詰めることと、収入を増やすことをやらなければなりません、家計ならば。 

家計と政府の大きな違い、これは政府にはお金を発行できる権利を持っている（通貨発行権）中央銀行＝日銀を

持っているわけです。ですから、政府がちょっとお金足りないから貸してくれる？というと日銀はお金を無から

生み出して発行することが出来るわけです。これが何度も説明している国債の発行という事です。 

家計って、通貨発行権持ってましたっけ？？？ 

 

条件が全く違うのに、こうやって騙すわけです。恐らく日本国民の本当に多くが、特に新聞 TV を見続けている

年齢層の高い人々の多くはこれに騙されていませんか？ 

 

Q、何故、財務省はこんな嘘を国民につく必要があるの？ 

一言、増税する為です。 

これは衝撃的なことかもしれません。特に性善説の好きな日本人にとっては。 

日本政府は国民の為に、安倍首相も、菅官房長官も、政治家、政府は国民の為に頑張ってるんだ！と思っている

と思いますし、そう信じたい気持ちもあると思います。 

しかし、現実は大きく異なります。 

政府は、政府の中でお財布を握っている省は・・・「財務省」 

財務省は、増税をする事だけをただただ実行しています。 

この事実は、元財務省官僚の高橋洋一先生や、元内閣官房参与を務めれらた藤井聡先生、実際に安倍首相と会談

された三橋貴明氏など多くの方々がこの事を指摘しています。 

財務省には一首相でも逆らえない権力を持ち、財務省職員は増税する事で、出世に繋がるという事です。 

嘘！？と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、財務省職員も人間です。もしあなたの息子さんが財務省職員

だったらどうですか？出世して給料 UP してもらいたくありませんか？それが人間であり、それが財務省です。 

 



◆財務省の考え 

前述の通り増税することが彼らの出世の道であり、目的になっているのが現状です。 

悲しいかなそれが現実なのですが、一つだけフォローをしておきたいと思います。 

 

財務省設置法 にこう書かれています。 

第三条  『財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管

理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを

任務とする』 

 

健全な財政。これは政府財務省の健全化を意味していると理解すると、財務省職員たちは頑張って政府に支出を

削減させて、国民企業には頑張って働いてもらってより多くの税金を徴収する。という真っ当な事をやっている

と主張されると思います。 

 

それは、政府という自分たちの事だけを考えた自己最適化のなにものでもないわけですが、そもそも政府は国民

の為、国民の生活を豊かにする為という事が抜けてはいないでしょうか？ 

財務省設置法の上に当たる憲法 13 条にはこう書かれています。 

『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉

に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』 

国民は自由であり、幸福を追求、そして国民にはその権利がある！という事です。 

そして、財務省や政府は、その憲法に基づいて国家運営をすることが必然である。 

藤井聡先生はこれら財務省の行動は、この憲法 13条に違反していると訴えていらっしゃいます。 

 

さて、この財務省はいったい何をしたいのか？ 

ただただ「増税」なんですが・・・財政の健全化という事で、プライマリーバランス(PB)の維持という歳入と歳

出のバランスを取る→黒字化させるということを安倍政権下でも重要な政策としています。 

これは何を意味するのか？ 

 

「政府」と「国民・企業」という世界を二つに分けてみると分かると思いますが、 

「政府」が財政健全化するということは、お金を生み出すことが出来る「政府」はお金を生み出さない＝赤字に

なってしまうから。 

そこで、「国民企業」から税金をガンガン徴収してなんとか「政府」が！黒字化することを目的にしているという

事です。 

 

これが財務省、政府の考えです。 

 

これは二つの考え・意図があると思っています。 

１、 財務省官僚たちが、本当にお金の仕組みを理解せずに、ただただ財務省設置法に沿って粛々と業務をこ

なしている＝国民・企業から増税 

もう一つは、 

２、 国民は、お金の仕組みを理解していないから、新聞 TV大手メディアを利用して（大手メディアは財務

省からの発表をそのまま出すだけ）国民を騙して、借金が大変だ～って煽って、増税しよう！としている 



 

皆さんはどちらだと思いますか？ 

 

ちなみに、１については主流経済学者と言われている人達（東大教授とか肩書がついている人々）は次項の日本

の財政破綻問題を理解していない（間違っていた）ので致し方ないとも言えなくもないかもしれません、どうい

うことなのか？次項を→ 

 

◆日本は財政破綻しない！？ 

日本の財政を考えるときに、良く出てくるこの“財政破綻” 

こんなに、日本は借金漬けになってしまって、大変である！このままでは財政破綻する可能性が出てくる！とい

う何十年も前から財務省や偉い肩書がきがついた経済学者達が TV、新聞で言っています。 

 

結論から言うと、日本は理論的に財政破綻しません、しようがありません。 

 

何度も同じことになりますが、借金というものは「国債」という金融商品でもあり資産です。 

且つ、政府の借金が世の中にお金を生み出すことになるわけなので、借金は無くなりません。 

 

また、財政破綻しない最大の理由は、前述の通り、政府が発行している国債を購入している（＝お金を貸してい

る）のは円建てであり、日本の金融機関＋日本の中央銀行が購入・保有しています。 

この「円建て」であるという事、そして「日本国内」での貸し借りであるという事。これが最大の理由です。 

財政破綻した国は過去何度も諸外国であります。近年では、ギリシャ、アルゼンチン、古くはブルボン王朝時代

のフランスやハプスブルグ家が支配していたスペイン等々。 

古い時代は現在のお金の仕組みと違うので（中央銀行が無く重商主義であった）比較になりません。近年のギリ

シャ、アルゼンチンなどに共通するのは、お金を借りている通貨が自国通貨建てではない or 自国通貨を発行でき

る中央銀行を自国内で保有していないことです。 

ギリシャの例でとると、ギリシャはユーロ圏にある一国です。ユーロは欧州中央銀行が発行します。ギリシャは

発行できません。そのギリシャはユーロ建てでお金を借ります。しかし財政が悪く返せなくなります。そこで財

政破綻＝返せないと宣言することになります。 

 

日本はどうだったでしょうか。 

日本国債は円建てです。そして政府の子会社に当たる日銀が中央銀行として日本円を生み出すことが出来ます。 

 

これは、家族を考えてみると分かりやすいかと思います。 

大家族がいたとします。その家族の中に、お金を創り出せる息子がいました。 

お父さんは娘たちにお金を貸します。娘たちは仕事をしてお金を返す努力をします。しかし全額は返せませんで

した。どうしましょうか？息子に頼んでお金作ってもらえれば良いだけです。大きな家族間で貸し借りをしてい

るだけです。そしてそのお金というものは形、単位、何でもいいわけです。その家族が信用するものであれば。 

日本は、大きなこの家族の中で貸し借りをしているだけです。そして日銀という政府の子会社がお金を生み出せ

るわけです。 

この状態でどうやったら破綻するんでしょうか？ 

 



『いや、そんな事は無い 

お金を大量に発行してしまったりしたら、そのお金の信用は薄れていくことになる。一度その信用が崩れたら、

国債が暴落してハイパーインフレになる（前述の通り）』 

という論説が聞こえてきそうです。 

 

分かりますか、この論議のおかしなところ。 

“信用が崩れたら”という仮説が入るんです。 

要は、信用が崩れるという事が前提になっているという事です。 

確かに今現在のお金の仕組みは信用創造です。ですから人々が信用することで皆同じ通貨を使っているわけです。 

この信用は、今現在「国債」という金融商品によって信用価値が測られています。 

ですから現在のお金の仕組みは、国債本位制と言っても良いのではないかと思います。 

 

この信用価値は何に基づいているでしょうか？ 

１、まずは誰が誰から借りているのか？ という構造の問題を明らかに 

２、日本国家の資産がどの程度ストックとしてあるのか 

３、日本国家の経済の強さがどのくらいか？フローで稼ぐ力がどのくらいあるか 

になります。 

 

１、前述の通り日本国内で貸し借りしているだけです。そして更にその国債を今現在は日銀が買い取っているの

で、政府の子会社である日銀とで貸し借りをしているという事は・・・その分の国債＝政府の借金は０というこ

とになります。日本政府＋日銀＝統合政府という考え方 

よって、これを永遠にやり続けることで、日本の借金問題なんて無いことになります。 

『いやいやそんなわけは無い、そんな打ち出の小槌みたいな話があるわけがない』 

という意見も出てくるかもしれませんが、しょうがないです、それが今のお金の仕組みなんですから。 

日本政府は打ち出の小槌を持ってるんです！ 

これを最近では、MMT（現代貨幣理論）という言葉でアメリカから出てきた理論で、騒がれています。※次に

続きます 

 

２、日本の中央政府の資産は金融資産で 200兆円を超えています。 

企業・政府の海外純資産は 300 兆円をゆうに越え※この約 300 兆円はアメリカ国債で戻ってくる保証はありま

せんが・・・。 

そして日本の家計金融資産は 1800 兆円もある 

要は、日本は世界一金持ち国家であるという事です。 

 

３、じゃあ国内の経済力はどうなんだ？GDP国内総生産について 

この 20-30年、失われた 20年とも言われますが、日本の GDPは伸び悩んでいます。 



 

確かに中国、アメリカには差をつけられる一方・・・しかし！それでも世界順位でいけば 3位。実質 GDP比較

では 4 位のドイツの約 1.5 倍以上と圧倒的なんです！ 

 

さて、どうでしょうか。これで日本国債の信用が崩れる事（＝国債暴落）ってあるのでしょうか？？？ 

 

この信用の証が、今現在の国債の価格の高さ＝金利が低い（ほぼ０）です。 

 

日本国債の信用が崩れることが一つだけあるかもしれません。 

それは、これだけ日本国民を騙し続けた財務省を筆頭とした日本政府への信頼が失われ、民間金融機関や投資家

が日本国債を買わなくなるということです。理由はどうであれ、ハイパーインフレ論者や財政破綻論者はこうい

う“日本国債”が信用されなくなることを前提に話が進むんですよね。 

ということで、日本国債は暴落などしないのでご安心を。心配しなくてはならないのは我々国民の生活です。こ

こまででお分かりの通り、日本政府は国民の事を考えて、国民の生活を豊かにしようなんて全く思ってませんよ。

やることは、ただ増税という国民の資産を搾取する事です。 

 

 

◆MMT（現代貨幣理論）とは？地動説＆天動説？ 

前項の国債暴落なんてしない、財政破綻なんて起きないという事は、きちんと経済の仕組みや簿記の仕組みを知

っている方からすると常識です。 

そして、財政破綻論者たちがビジネスとして様々な破綻本を出版することで儲けていたり、売名行為に使ってい

る事もご存知です。 

尚且つ、財務省がその諸悪の根源だという事もよくよくご存知です。 

しかし、残念ながらまだ圧倒的にその理解されている人々の数が少ないという事も事実です。 

何故ならば、前述の通り財務省のプロパガンダ（嘘）を大手メディアはそのまま発表します。間違ってアナウン

サーや評論家が真実のことを言ってしまったら、それこそ財務省からの鉄拳が下されます。それで何人もの有識

者達が TVに出れなくなったことや・・・。 

TV 局もそんな政府・財務省にたてつくようなことはしたくありませんから（財務省は国税を傘下に置いている

ので敵対視したら大変なことになります）、評論家たちも財務省のいわゆる御用学者達を揃えています。東大卒



や京都大学教授などなど肩書が凄いので、みんな信じてしまう・・・。 

 

さて、その評論家、財務省がヤバイ！と思っている事が最近起きました。 

アメリカの経済学者達が発している MMT（Modern Monetary Theory=現代貨幣理論）です。 

この理論は簡潔に言うと、独自の通貨を持つ国の政府は、通貨を限度無く発行する権利を持っている為、債務返

済が滞ってデフォルト（財政破綻・債務不履行）に陥ることは起こらない。したがって政府債務残高がいくら増

加しても問題ない、という考え方です。 

 

ここまで解説してきたまさに今の日本の状況の事です。 

そしてこの MMT 理論のまさに実験場になっているのが日本でその成功例だという意見も出ています。 

一方で、この理論に批判を呈しているのは、 

アメリカの中央銀行にあたる FRB 議長パウエルや日本の財務省、そして日銀総裁黒田氏、他様々 

ないわゆる御用学者達です。。 

真実を言われてしまった時の人は慌てますよね。まさに今そのような状況で、批判の理論が筋が通っていないん

です。通るわけがないのですが、だからこそ～～べき、とか危険であるとか、抽象的で感情的な表現を使う事で

批判している状況が続いています。 

 

この事は、世界のマネーの仕組み＝国家構造そのものを変えてしまうような物凄い大きなことが起きていると認

識してよいかと思っています。 

何故ならば、今まで政府債務はダメ、節約する！赤字になったらその分、税金を上げる。景気が回復して税収が

増えたら少しは緩和しても良いかな。というロジックで基本世の中のお金というものは、政府が国民・企業から

税金を徴収するという仕組みであり、それは日本国憲法にもある国民の義務の一つ納税の義務である。 

しかし、この MMT 理論は、拡大解釈そして極論を言うと、そもそも国民企業は納税をする意味があるのか？と

いう事にもなってしまう。 

勿論、税金は納める必要がある。そうしなければ経済のグリップを利かすことができなくなってしまうから。し

かし、理論的には納税する必要は無い。何故ならば、MMT 理論は、今の日本やアメリカのように、自国の独自

通貨を持つ国は、お金を無限に生み出すことが出来るわけですから、税金という収入が無くとも政府・財政は破

綻しない。 

税金を０にして、政府が発行する国債を日銀が買取し、お金を政府が民間に様々な投資、発注する事で、世の中

にお金と需要を創り出していく。それだけで民間企業・国民は所得を稼ぎ、納税しなくても良い。政府は債務が

増えていくけれども、破綻しない。それこそ日銀が国債を買い取ることで or 永久国債（＝永久に返さなくて良

い）などにすればよいだけ。こうやって「政府」がお金を生み出し、「政府」が民間に仕事を与える、そして国民

は所得を稼いでいく。税金がないから、国民は可処分所得が劇的に向上するので、自分たちが好きな物を買い、

サービスを受け、それこそ海外旅行に行ったりと今までには出来なかった事ができるようになる。 

国家の公共投資としても、道路、水道、電気など全て政府がお金を発行し、民間企業に発注しきちんとした国土

強靭化をしていく。勿論高齢者への社会保障も政府支出で民間に受注する。 

 

何か問題があるでしょうか？？？ 

 

この概念は、約 500年前の大航海時代に起きた、天動説と地動説の論理と一緒です。 

元々地球が宇宙の中心であったとする天動説、紀元前 400 年頃から約 1900 年間信じられていたものが、コペル

ニクスによって唱えられた地動説、地球は太陽の周りを回っていた・・・。 



そんな事が、今このお金の仕組みという事項で起きようとしています。 

 

今まで税金は払うもの、憲法にもあるから、と信じていたもの 

これが実際は 

税金は払わなくてもよいものであった、となったら・・・どうでしょうか。 

 

100 年後の教科書に、書かれているかもしれませんね。 

地動説と天動説のようだった、と。 

 

◆MMTに慌てふためく日本 

この MMT理論が、最近アメリカの経済学者やメディア、そして議員からも出てきています。元々これだけ大き

く取り上げられるようになったのは、アメリカの民主党で 29 歳の新星で将来の女性初大統領候補とも言われて

いるオカシオコルテス議員がこの MMTを支持したことで話題になりました。 

 

さて、日本はアメリカの属国です。突然何を言うんだ！？という批判もあるかもしれませんが、アメリカは日本

をそのように見ています。これは薄々でも良くでも気づいていらっしゃるのではないでしょうか。日本がどれだ

けアメリカという国家から武器を購入したり、援助したり・・・、沖縄の基地問題などは顕著な例です。日本の

財務省批判をここまで徹底的にやってきましたが、その財務省の裏には勿論アメリカがいます。 

さて、その日本の金庫番、財務省は、アメリカの議員たちやメディアまでもこ MMT 理論を支持し、さらに日本

を名指しで政府支出を増やさない？プライマリーバランスの維持？消費税増税？何言ってるの？と批判され始

めているのです。 

トランプも、安倍さんに景気悪い（賃金低下、デフレ）のに消費税増税とか何馬鹿な事やってるの！？と言って

います。アメリカがコントロールしている財務省なのに、アメリカ大統領のトランプが何故批判？ 

この辺りは、第一章を含めてご覧頂くとご理解できると思いますが、今アメリカを含めて勢力は二つに部 b ン段

されています。FRB 等の通貨発行権を保有する国際金融資本（グローバリストとかディープステートとも言われ

ています）と、その権力からの脱却を指し示しているトランプ他です。なので、アメリカは二つの勢力に分かれ

ているということです。そして日本は完全に反トランプ＝国際金融資本家勢力によって財務省を握られ、増税を

繰り返し、日本国民の所得が、税金という名で搾取され続けているという事です。これを推進している政党が自

民党であり、公明党です。 

 

日本政府、財務省は日本国民から何を言われても、様々な権力を使って潰し、メディアで情報コントロールをし

続けるでしょう。 

しかし、表向きアメリカ様（反国際金融資本家）に言われると、それも名指しで。。。 

 

『ヤバいなぁ』 

 

という声が聞こえてきませんか、霞が関より 

7/21（日）の参議院選挙の開票日夜、選挙開票 TV番組に出演した“れいわ新選組”の山本太郎代表が、この MMT

の理論について、普通に事実として語ったところ、番組プロデューサーから CM!CM!との声が・・・笑 

メディアが必死に隠そうとしている事が良く分かる光景でした。 

 



◆政府債務が国民を救う （政府支出＝国民所得） 

政府の支出（お金を生み出す）が、国民企業を豊かにします。 

勿論企業、国民一人一人の努力も大切です。しかし根本的に今の様なデフレ下（＝需要が足りていない）では、

その需要を引き出すことが政府のやるべき施策です。 

需要少なく供給能力が大きい時には、企業努力は更なるデフレを進めてしまいます。この 20-30年がまさにそう

です。 

しかし、安倍さんも当初アベノミクス 3 本の矢で積極的な財政出動！って言ってたんですけどね・・・ 

消費税増税を延期したばかりに、財務省から圧力をかけられて、森友加計問題を暴露されて・・・ということで、

財務省の緊縮財政に逆戻り。 

結果、下記の通りで、『政府は国民の為にお金つかいませ～ん』です 

 

ちなみに、政府支出→GDP の向上→国民所得の向上→国民貯蓄の増加を意味します。 

そう、マクロで見ると我々国民の貯蓄が少ないのは、政府の怠慢です、というよりもそれが分かっていながらや

っていることこそ、これは憲法 13 条に違反するものと多くの評論家が提言を出しています。『国民の生命、自由

及び幸福追求に対する国民の権利を尊重する』 

勿論、ミクロで見れば、才能と努力で成功した人々は多額の報酬を得て、上手くいかなかった人々は派遣社員な

どで生きる生活ギリギリであるという個別の差はあります。 

政府は、このどちらにも制裁を与え続け、自分たち利権を保有している人々達だけが潤う社会構造がおかしいと

言っているわけです。 

 

さて、話は戻しますが、結果 GDP は向上せず、その間にアメリカ、中国はガンガン積極財政やっています。ト

ランプはさらに減税することで、最低賃金はどんどん上がり、失業率はこの 50 年で最も低い水準になり、GDP

は 3％以上伸びているという絶大な効果を出しています。前述の通り、トランプは基本的に半国際金融資本家勢

力です。なので、FRB にも楯突き、金利を下げさせるなどの交渉を行っています。 

さすが経営者トランプ！という感じです。そしてアメリカファースト！反グローバリズム＝ナショナリズム＝自

国を一番にするという政策ですね。 

 

日本は？・・・グローバリズム ＝ 世界基準に合わせて競争社会を作っていきます（表向きには）ですが、要



は『日本国民は守りません』反ナショナリズムです。 

 

中国が崩壊するすると言われ何年が経過したでしょうか。 

確かに、統計不正や共産国家という組織構造など様々な問題はあるにせよ、政府は積極的にお金を作り、投資し

続けています。中国も自国通貨建てですから政府債務なんて問題ありませんので。 

これだけ政府のやっている事が異なれば、アメリカ、中国との差が広がっていく一方になるのは必然です。企業

国民は頑張ってるのに・・・。その努力の結果がデフレをさらに招く・・・。 

 

 

 

 

 

◆グローバリズム＝日本 と ナショナリズム＝アメリカ他 

前述の通り、アメリカはトランプ大統領になってからナショナリズム政策です。 

大手新聞や TVなどではトランプの過激発言を捉えて、そして世界平和や世界の平等というあたかも美しい性善

説でトランプ批判をしています。 

しかし、トランプも中国もイギリスも皆自国を大切にする！中国は共産党なので少々経路は異なりますが、間違

いなく共通するのは自国民が優先です。 

確かに世界には貧困化している国や子供、様々な発展途上国や紛争が起きている地域もあります。その人々を助

けなくてはという素晴らしい心を持つことは必要だと思います。しかし、その人々を助けて、自国民を貧困化さ

せるというのは違います。 

今、日本が進めているグローバリズムはそういうことです。 

ヨーロッパ諸国で移民受け入れの問題で、IS のテロ行為による中東の移民たちを EU 諸国が引き受けた結果、犯

罪が増えたり、賃金が低下したりと自国民を危険や貧困化させるようになってしまったが為に、移民反対！そし

てイギリスはその影響もあって EU 離脱を進めています。健全です、自国民を守る事が政府の役割です。 

しかし、日本はどうなんでしょう？？？ 

グローバリズム＝人と物の国境を越えた自由な取引を進める考え方 ですが、その結果は諸外国がある意味手本

になっているのにも関わらず、日本は移民を受け入れ、TTP 参加し・・・日本政府とは誰の為の政治なのでしょ

うか？ 

そう、日本の特に自民党の掲げる自由貿易とうたう“グローバリズム”は自国民の豊かさは関係ありません。商売

が出来れば良いですし、海外の人々にどうぞ、日本で自由に活動してね！という日本国民を大切にするという考

え方では全くありません。 

 

 

さて、この章の最後にこんな疑問がまだ残る・・・というような Q&A を用意しました。 

Q、ヨーロッパは何故そこまで成長していない？ 

A EU は加盟国内で自由な取引をするまさにグローバリズム政策を敷いていますが、中央御銀行が欧州中央銀

行という一つです。ですから 1 国の政府が支出をする事が出来ないわけです。ですから、デフレや経済成長が鈍

化しているときに融通が利かない＝政府の抜本的な手立てが無いということです 

ブレグジットでイギリスが EU からいよいよ抜けます。イギリスは大きな成長を遂げるはずですよ！ 

 



Q、お金がそんなに増えてしまったらハイパーインフレになってしまうのでは？ 

A、前述の通りですが、日本のお金の量マネタリーベースはこの数年で爆発的に増えています。しかしハイパー

インフレどころか一向に 2％の物価上昇目標にも達しません。 

実体経済にお金が増えないからです。また、供給＞需要下では実体経済に相当な需要を創り出さない限りは極端

なインフレにはなりません。お金の量がインフレを生むのではなく、需要がインフレ＝価格の上昇を生むのです。

※重商主義ではないので  

※あるとしたら、意図的に誰かが何かをした時です これは次章で 

 

Q、財務省って何でそんなに権力を持っているの？ 

A、何故でしょう、これは前述の取り、日本を含めてグーロバリズムを推し進めてきているのはディープステー

トと呼ばれる人々。国際金融資本家とも言いますが、FRB の株主であり、中央銀行を作っていった人々、そして

今は IMFや世界銀行を含めた現在のこのお金の仕組みを作っていった人々です。第二次世界大戦（大東亜戦争）

で敗戦し GHQ によって日本はアメリカの言いなりになるように教育、組織、仕組みを全てコントロールされる

ようになり、今もそれが続いています。これが日本側では財務省＝日本政府の金庫番であり中枢にあると思われ

ます。いわゆる財務官僚と呼ばれる人たちですね。 

 

Q、投資家として資産を守りたいという思いはあるけれども何が安全だか？？？ 

A、日本国債！と言いたいところですが、金利がほぼつかないので正直あまり意味が無いですし・・・次章で少

しだけ資産について触れていきます 

 

Q、日本政府に怒りを覚えます。じゃあどうしたらよいでしょう？ 

A、まずはこのお金の仕組みをしっかりと自分自身で理解する＝理解するというのは他人に自分の口で説明でき

るようになるまで自分のものにしないと、いろいろ言われると、あれ？ってなってしまうので。 

そして、真実を広めて、本当に国民の為になる政治家を支持していく。現状、れいわ新選組の山本太郎くらいし

かいないのですが・・・。必死に彼を叩くメディアの姿は滑稽です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



最後までお読み頂きましてありがとうございます！ 

7/21（日）れいわ新選組 山本太郎代表の党が、2 議席獲得致しました。 

腐った政治・国会・官僚組織に風穴を開けることを期待して、これから恐らく彼は衆議院議員となり、近い将来

総理大臣になると予言します。 

そして、この隠され、騙され続けた詐欺的マネーシステムと、社会構造が変わるとき・・・日本を発信とした革

命が起きることを意味すると思われます。 

それまで何年かかるかも分かりませんが、0 からわずか数か月で、そしてメディアが選挙開票後まで一切取り上

げず、メディアがコントロールできない SNS、ネットだけでその真実が国民の支持を受け、2議席を獲得し、比

例代表の得票数では圧倒的な得票数（90 万票を超える）で合ったこの現象は、現在の霞が関を中心とした“彼ら”

に相当な恐怖感を与えているものと思われます。 

本記事には記載しませんでしたが、日本政府の財政には、以下「特別会計」の闇があります。 

 

一般会計の 2-4倍の規模になる（370 兆円）我々の税金から成立され、それは一切中身は非公開。 

これを追求した衆議院議員 石井紘基氏は 2002 年に殺されました。そしてそれ以降、国会でも誰も追及してい

ませんが、これがまさに闇の中の闇であり、我々の吸い上げられた年金もここに充当され、これらは、彼ら政治

家、官僚達の天下り先の特別法人にて彼らの懐に流れ込んでいます。 

先日、財務省官僚が隠し持つとあるワイン倉庫に行ってきました。ロマネコンティ(1 本 300 万円程度)が何百本

もあり、これらも全て我々の税金で購入されているものです。そして勿論、それらは非公開です。 

また、毎年何十兆円もアメリカに貢い（オスプレイの購入等）でいるという事が、もう何十年も続いています。 

 

彼らは、我々国民の事を豊かにしようとも、国家を豊かにしようとも（GDP を上げる）目指していません。 

そして、貧困層からも、勿論富裕層（彼ら以外の）からも増税という名の収奪を繰り返しています。 

まさに国民 360度包囲です。 

 

国家暴力団！by 副島隆彦氏 

先日のセミナーでは、彼がこう言っていました。 

まさに暴力団であり、現在まで行われている行為は、国家ぐるみの犯罪そのものだと思います。 

 

 

 



逃がせ隠せ個人資産 by副島隆彦氏 

 

是非、ご自身ご家族の為に、何をするべきか 

日本国家の為に何をするべきか 

国家の為には何もお手伝いできませんが、皆様ご家族の資産防衛には、当社をうまくご活用頂ければ幸いです。 

また、MMT（現代貨幣理論）についてのみ、注力をして、動画配信を実施しています。 

ご希望の方は、 

info@uvac.jp 

まで、MMT 動画配信希望 とお送りくださいませ 

追って動画 URL をお送りいたします。 

 

正確な知識を持って、資産防衛を！どうやって資産防衛を！？という方は、同封の冊子、そして①の“誰も言わな

い”国民の為の資産設計“他 動画配信をしておりますので、どうぞご連絡ください 

 

 

mailto:info@uvac.jp

