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デジタル時代の通貨についての雑感 

電子マネーまたはデジタル通貨と政府・中央銀行・民間銀行の役割分担 
 
東京都内で4月16日（月）に開催された「FinTechコンファレンス」における日本銀行の雨宮正

佳副総裁による閉会挨拶 1が日銀のウェブサイト上で公開された。雨宮副総裁の挨拶（邦訳）のう

ち、中央銀行と民間銀行の役割分担に関して言及した箇所を以下に引用する。 
 

日本銀行を含め多くの中央銀行は、歴史的には、支払決済手段の濫立やこれに伴う混乱に対

処するために誕生しました。すなわち、銀行券および中央銀行預金というファイナリティのある「中

央銀行マネー」を一元的に供給する役割を与えられました。これにより成立した近代的な通貨制

度は、中央銀行と民間銀行との「二層構造」を特徴としています。 
現在、中央銀行は、銀行券と中央銀行預金の供給に特化する一方で、民間銀行はこれを核と

する信用創造活動を通じて、広義マネーとしての預金通貨を供給しています。これにより、民間銀

行は一般の人々に支払決済サービスを提供しながら、経済への資金配分の役割も担っている訳

です。 
このことを情報処理の観点からみると、中央銀行の登場により、それまでの、「数多くの支払決

済手段の信頼性をいちいち調べなければいけない状況」から脱却することができました。支払決

済システムにおける情報処理コストは大きく低減しました。同時に、民間銀行は自らの情報処理

機能を通じて、資金の効率的配分に貢献してきました。このように、中央銀行と民間銀行による二

層構造は、通貨制度の安定性と効率性を両立させる、歴史的知恵であったと言えます。 
 
出所： 日本銀行 （脚注 1 を参照） 

 
中央銀行デジタル通貨（central bank digital currency, CBDC）の可能性については、数年

前から議論が見られる。ウルグアイの中央銀行は、パイロットプログラムとして 2017 年 11 月に

CBDC の発行を開始している。しかし、主要先進諸国では、いまのところ、CBDC を具体化しようと

いう動きは生じていない。 

1 雨宮副総裁は英語でスピーチを行った。日本銀行「デジタル時代と中央銀行 IMF・金融庁・日

本銀行共催 FinTech コンファレンスにおける挨拶の邦訳」 2018 年 4 月 16 日 
http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2018/ko180416a.htm/ 
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国際決済銀行（BIS）の決済・市場インフラ委員会（CPMI）と市場委員会（MC）が取りまとめて今

年（2018 年）3 月 12 日に発表した “Central bank digital currencies” （「中央銀行デジタル

通貨」）と題する文書 2は、各国の中央銀行に対してCBDCの導入に関しては慎重に検討するよう

に促している。雨宮副総裁の挨拶の趣旨は、これとも整合的であるように思える。 
 

政府債務を転換して経済に投入する CBDC の効果についての研究 

イングランド銀行（Bank of England）が2016年7月に発表した “The macroeconomics of 
central bank issued digital currencies” （「中央銀行が発行するデジタル通貨のマクロ経済」）

と題する同行職員によるワーキングペーパー3では、もし誰もが 24 時間・365 日、電子的に中央

銀行の付利可能な口座にアクセスできる（つまり、CBDC）があったとすれば経済にどのような影

響が及ぶかについて、一定の前提を置いて、マクロ経済モデルを使った実験（筆者注：実験と呼

べるかどうかはさておき）を行った。 
金融危機前の米国を想定したマクロ経済モデルを用いた実験で、GDP の 30％に相当する

CBDCが供給されると、主に金利低下による影響で、GDPを3％押し上げる結果となった。当初に

投入される CBDC は政府債務から転換する（国債保有者が政府を相手に国債と CBDC を交換す

る取引と、銀行預金と CBDC を交換する取引が発生する）。また、この実験結果では、驚くことに、

CBDC を投入すると、銀行預金は減少するのではなく増加する。これは、金利低下に伴い、銀行

による貸出が増加する（銀行が貸出しを増やすと、その分、銀行預金が増える）ことに伴う。 
このような研究成果を発表しているとはいえ、Bank of England が CBDC の導入検討を具体

化しているかというと、そうでもない。同行 Chief Casher の Victoria Cleland 氏が 2017 年 7
月に雑誌に寄稿した記事 4では、結論は CBDC の導入について研究を続けると述べるにとどまる。

2 Bank for International Settlement (BIS), CPMI Paper No. 174, Central bank digital 
currencies, 12 March 2018  https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.htm 
3 Bank of England, Working Paper No. 605 By John Barrdear and Michael Kumhof, 
“The macroeconomics of central bank issued digital currencies” 18 July 2016 
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2016/the-macroeconomics-of
-central-bank-issued-digital-currencies  “Staff Working Papers describe research 
in progress by the author(s) and are published to elicit comments and to further 
debate. Any views expressed are solely those of the author(s) and so cannot be 
taken to represent those of the Bank of England or to state Bank of England policy.” 
4 Bank of England, Digital future for sterling: assessing the implications - article by 
Victoria Cleland - This article was originally published in 'Global Public Investor 
2017’, 5 July 2017 
https://www.bankofengland.co.uk/article/2017/digital-future-for-sterling-assess
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今年 3 月に Mark Carney 総裁がエジンバラの大学で開催されたコンファレンスで行った “The 
Future of Money” （「未来のお金」）と題する講演 5でも、Bank of England はCBDC導入の是

非について “open mind” を持っているものの、誰にでも使える信頼性の高い CBDC は近い将

来において実現しそうにないと述べている。 
昨年（2017 年）10 月 4 日に黒田総裁が日銀本店で開催された国際決済銀行（BIS） の決済・

市場インフラ委員会（CPMI）の会合で行った挨拶 6で、中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関して、

「現時点でデジタル通貨を発行する具体的な計画は有していないものの、将来的に、新しい技術

を自らのインフラ改善に役立てていく余地がないのか、不断の研究を重ねていくことが求められま

す」と述べた。黒田総裁は、同スピーチで「全くの思考実験ではありますが、中央銀行デジタル通

貨を万人向けに発行することは、『中央銀行口座へのアクセスを大幅に拡大し、中央銀行決済シ

ステムを 1 年 365 日、1 日 24 時間使えるようにする』ことに近いともいえます。このように、中央

銀行デジタル通貨を巡る議論は、『中央銀行は自らの決済インフラを、時間・空間の両面でどこま

で踏み込んで経済社会に提供していくべきなのか』という、中央銀行にとって本質的な問題を再考

させる一面を持っています」とも述べていた。 
 

銀行預金が通貨として流通している現代の主要先進国社会 
 
銀行預金は法定通貨ではない。日本の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は日本

銀行が発行する銀行券と政府が発行する貨幣のみを「法貨として通用する」（ただし、貨幣は額面

金額の 20 倍まで）と定める。しかし、現代の日本においては、商品や役務の売買に伴うものであ

れ、金銭の貸借に伴うものであれ、金銭債務の弁済の大半は銀行預金をもって行われている銀

行振り込みは銀行預金の付け替えであり、現実に用いられる小切手や約束手形は支払場所を銀

行に指定し、振出人の銀行預金を取り崩して支払われる。クレジットカードを用いる取引でも、カー

ド会社から加盟店への支払い、カード利用者からカード会社への支払い共に、そのほとんどが銀

行預金の付け替えによって行われている。 
複数のシンクタンク等の研究所および大学に所属し、ロンドンを拠点に活動している南アフリカ

ing-the-implications---article-by-victoria-cleland  
5 Bank of England, The Future of Money - speech by Mark Carney, 2 March 2018 
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2018/mark-carney-speech-to-the-ina
ugural-scottish-economics-conference 
6 日本銀行「デジタルイノベーション、金融、中央銀行 国際決済銀行 決済・市場インフラ委員会

アウトリーチ会合における挨拶の邦訳」 2017 年 10 月 4 日 
http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2017/ko171004a.htm/ 
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共和国出身の経済学者 Ann Pettifor 氏 7が昨年出した “The Production of Money—How 
to Break the Power of Banks” （仮訳「マネー創造―銀行の権力をどうしたら潰せるか」）と題す

る書籍 8は極めて興味深い。この本で Pettifor 氏は信用創造に関するマクロ経済の教科書など

で説明されている理論を否定し、銀行が貸出を行うことによって創り出される通貨（銀行預金）が

現代の米国や英国で用いられている通貨の大半を占めることを説明したうえで、様々な考察を行

っている。この点は、英国を拠点に活躍しているドイツ人の経済学者、 Richard Werner 氏が支

持している信用創造理論 9と全く同じである。 Werner 氏は、英国政府は法貨（legal tender、法
定通貨）である Bank of England が発行する銀行券での納税は受け付けておらず、通貨として

法的な裏付けのない銀行預金による納税を求めている 10ことも指摘している。 
中央銀行または政府が発行するデジタル通貨なり電子マネーを導入することは、銀行券（１万

円札や千円札）や貨幣（100 円硬貨や 10 円硬貨）を電子的に置き換えて行くというよりは、現実

的には、かなりの部分、民間銀行の債務である預金（そして、その銀行預金の大半は、銀行が貸

出を行うことによって創出されたもの）が担っている役割を置き換えて行くことになる。 
本稿の冒頭で紹介した雨宮副総裁の講演に戻りたい。雨宮副総裁は CBDC の導入は、「単純

化していえば、一般の家計や企業が中央銀行に直接口座を持つことになります」と述べた。おそら

く、日本銀行が 1 億人を超える個人や数百万社の法人や団体の口座開設に応じることは不可能

なので、誰もが使える CBDC を導入するにしても、既存の金融機関か資金移動業者かクレジット

7 ご本人のウェブサイト http://www.annpettifor.com/ 
8 出版社のウェブサイト 
https://www.versobooks.com/books/2706-the-production-of-money 
Pettifor 氏がこの本を出した前後の Pettifor 氏による講演資料や講演録（この本の要旨が盛

り込まれている）のうち、インターネット上で無償公開されている事例 
2017 年 9 月の国連貿易開発会議（UNCTAD）での 講演資料

http://unctad.org/meetings/en/Presentation/Ann_Petifor_PRIME_11_Sept_2017.pd
f 
2017 年 2 月の London School of Economics and Political Science における講演録およ

び講演の動画 
http://www.lse.ac.uk/Events/2017/02/20170208t1830vOT/The-Production-of-M
oney 
9 Richard Werner, How do banks create money, and why can other firms not do the 
same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking, 2014 
https://eprints.soton.ac.uk/372868/  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001434 
10  “Today, tax payments cannot be made in legal tender (Bank of England notes), 
but only in bank credit money, which is private company credit” 前出の論文 76 ペー

ジ 
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カード会社か（場合によっては携帯電話会社か？）を代理店とするような仕組みを構築せねばなら

ないだろうし、日銀と CBDC の利用者との間に何か決済機関を置くことで個人や企業が直接

CBDC を保有するのではなく間接的に保有する形態を採ることも考えられようが、そうした形態を

採ったところで、実質的に個人や企業などが日銀に口座を開設するに等しい。雨宮副総裁は、

「情報技術の進歩に伴い、通貨制度や中央銀行インフラのあるべき姿、経済活動に付随する情報

の活用のあり方といった根源的な問題が正面から問われることとなるでしょう」とも述べた。 
中央銀行がデジタル通貨の発行に消極的ならば、政府に発行させればいいという議論もある

かもしれない。日本では、2004 年頃から 2008 年頃に掛けて、一部の政治家が政府紙幣発行を

主張していたことがあった。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」は、政府に貨幣の発

行を認めており（同法第４条および第５条）、「貨幣」の定義はないことから、何ら法令改正をせず

ともすぐにでも政府紙幣は発行可能だと主張していた人もいたように筆者は記憶している。こうし

た一時期の政治家の「政府紙幣」説は、国の有利子負債である国債を無利子で償還期限のない

永久国債に等しい政府紙幣に置き換えることで財政問題に対処しつつ、マネーストックを増加させ

経済活動を促進させることを理由として挙げていたように記憶している。政府がデジタル通貨を発

行することは、デジタル版の政府紙幣を発行することに等しい。その場合に検討せねばならないこ

とは、国と中央銀行との役割分担ということになろう。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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限られた読者のために提供されたものであり、弊社の書面による了解なしに複製することはできません。 
信用格付に関連する注意 本書は、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。本書で言及ま
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著作権表示 © 2018 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９５号  

所在地   ：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 
            日本橋室町野村ビル  
      Tel : 03-6880-6000（代表）                   
加入協会 ：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会  

一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
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