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「経済の請って、難しい……」。そんなあなたに送るのは、山本太郎が

今まさに、「経済政策」について教わっている二人の学者との座談会。

松尾匡さん（立命館大学経済学部教授）と朴勝俊さん（関西学院大学総合政策学部教授）を

．甲劃窪お題図」霊規挫 
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－まずは今日、このメンバーでの座談会と

なった背景を教えてください。

太郎　もともとお二人と出会ったきっかけ

は、松尾さんが16年1月に出版された『この

経済政策が民主主義を救う　安倍政権に勝て

る対案』（大月書店）を読んだことです。そ

の本を読んで衝撃を受けました。要は安倍政

権をどうやって倒すかという時に、なくてほ

ならないものがある。それは安倍さんを越え

る経済政策だと。

それまで、経済についての知識はほとんど

ありませんでした。「財源どうするんだ？」に

対しては、儲かってるところから取るしかな

いだろうっていう本当にざっくりした考え

だったんですけど、この本には、デフレ不況

の時にしかできない経済政策もあるんだって

ことが書かれていて、これはもうバクるしか

ないと思って。NHKの日曜討論に出た時に、

「大胆な財政出動が必要だ」という話をした

んです。松尾さんの本の内容そのまま拝借し

て（笑）。
－そうしたら、松尾先生がその番組を見て

いて驚かれたと（笑）。

松尾　そうなんです。悪い本でも読んだん

じゃないかと思って（笑）。

太郎　ええ、読みましたとも（笑）。それで、

松尾先生に「知恵をつけてください」とメー

ルしたんです。

－随分ストレートなアプローチですね。松

尾さんはとう思いましたか。

松尾　もともと、会う前から大変誠実な方だ

と思っていました。（3．11後）現場で犠牲に

なっている方を思って運動をやっている人だ

なと。そうしたら本人からメールが来たとい

う。最初はなりすましかと思いましたが本人

だった（笑）。

－そこから太郎さんに経済学を叩き込むと

仙宙的軒恥的F明太∫　一弟I昨溺去考

授業をしたんですか？

朴16年夏から、私たちは左派・リベラル

派のための経済政策をつくる「ひとびとの経

済政策研究会」というのを立ち上げました。

私たちに西郷甲矢人さん（長浜バイオ大学准

教授、数学）を加えた3人が共同代表で、あ

と何人か若者が研究者として参加していま

す。ちょうどそんな時に山本太郎さんが松尾

さんに経済学を教えてはしいということで、

みんなで集まって勉強を始めたんです。

－でも、普通の授業みたいな形は頓挫した

とか・…

太郎　最初は会議室みたいなところで教えて

もらってたんですけど、数式とか出てくると、

マイナスとマイナスをかけたらプラスになっ

たりする。そんなズルい事が許されるのはお

かしいじやないかと、そこから蹟いて（笑）。

朴　ああ、その辺からなのか…　つて（笑）。

僕たちが教えてもこれは道のりが長いぞとい
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うことになげまして、これは逆に、

山本さんが先生役として教えるとい

う体裁を取った方がいいなと。僕は

普段からわかりやすいプレゼンテー

ションを心かけてパワーポイントを

作って演っているんですけど、それ

を山本さん用に作って、「あなたが人

前で読むんですよ」と。たぶん、「こ

ういう資料を作ったから読んでくだ

さい」と言ってもタメで、これを何月

何日に皆さんの前でやるから、それ

までにしっかり読んで何度も練習し

てくださいって。

－太郎さんの性格を理解した素晴

らしいやり方ですね！

朴　そういうやり方で、これまで4

回、経済学の基礎的な知識について

の講義を山本さんにしてもらいまし

た。最初は50人の前でやって、それ

だと狭くなって100人の部屋に。台

絃笠　　風の時以外は全部満員でしたね。

松尾さん、
朴さんの経歴に迫る
－そんなふうに現在、太郎さんの経済政策

を支えるお二人ですが、簡単にこれまでの経

歴などをお話してもらえますか。

松尾　僕はもともと文化人類学に興味があっ

たんですが、大学の時、教授に「君の考えは

経済学の考えだ」と言われて、経済学部を勧

められたことがきっかけで理論経済学を始め

ました。今訴えている経済政策はもともと

ずっと前から言っていたんですか、民主党時

代には『不況は人災です！みんなで元気に

なる経済学・入門』（筑摩書房）という本を出

しています。要は景気を良くしないといけま

せんという話です。不況の状態というのはみ

んなお金を溜め込んでしまう。例えば銀行も

貸し渋りをしてお金を溜め込んでしまう。お

金を出させることが一番鍵になるんですよと

いう話で、日本銀行がお金をたくさん作って、

政府支出をする資金に使ったりして景気を良

くする方法もあるという話を当時からしてい

ていました。ですが、なかなか受け入れられ

ないうちに今度は安倍さんが似たような話を

し始めた。こりゃ安倍さんは改憲のために選

挙で圧勝しようと景気回復作戦を本気で取っ

てくるそ、と警告してきました。なので、今

の野党側の人たちがこのままの経済政策でい

たら負けてしまいますよ、ということを言っ

てきたつもりです。そしたら僕が、安倍さん

の手先みたいに思われて叩かれたりするんで

すが（笑）

－政策の内容についてはのちほどじっくり
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語って頂きます。では朴さん、お願いします。

朴　私は環境経済学というのを専門にやって

いるんですけど、もともと中学校の時に広瀬

隆さんの『東京に原発をi』（集英社文庫）を

読んで、原発って怖いなと思って、そのこと

がずっと念頭にあって、大学に行く時、何か

それに関わるところはないがと考えて、経済

学やと思ったんです。それで大学院に行って

ドイツにも留学したんですけど、一番大きな

影響を受けたのは、ドイツのワイツゼッカー

博士という環境学者です。その人がエコロ

ジー的税制改革というのを唱えた。それ以前

は、原発を止めるためにはエネルギー消費量

を減らさないかん、そのためには経済成長を

止めなきゃいかん、マイナス成長を続けにや

あかんという考え方だったんですけど、ウイ

ツゼツカー先生のエコロジー的税制改革は

違った。経済成長はすればいい、環境に与え

る影響が半分になればいいじやないか、エネ

ルギー消費量が半分になればいいじやない

か。そのためには資源を使う効率を4倍にす

ればいい。それに何が一番効果的かというと

税金だと。エネルギーとか環境に悪いものに

税金をかけていく。環境税の税収は、他の税

を減税して返していくから、増税じゃありま

せん。例えば労働にかかっている社会保険料

とか税金とかを下げるように返していくと雇

用も増える、と。

すごいな、環境の問題を経済から解決して

いくってこということなのかと思いまして、

環境税制改革の勉強をしてきました。原発に

ついては、大学生の頃から反対運動に関わっ

ていましたし、03年には、大飯原発で大き

な事故が起きたらどれくらいの損害になるの

かという試算をして論文も出しました。

－原発が入り口だったとは、太郎さんに出

会うべくして出会ったような経歴ですね。そ

して11年、東日本大震災が起きたんですね。

朴　痛恨です。で、3．11後は原発に関する

経済的な問題や法的な問題、省エネ、再生可

能エネルギーの問題などで講演活動をしてき

ました。13年には『脱原発で地元経済は破

綻しない』（高文研）という本も出版しました。

太郎　それは、モデルになった国とかあるん

ですか？

朴　ドイツです。00年にドイツのグリーン

ピースが出した報告書があるんですが、国全

体としては、原発をやめても経済は悪くなら

ないし、むしろ雇用は増える。問題は今原発

があるところですね。だから再生可能エネル

ギーの拠点にしていくべきという提言があり

まして、それは一番モデルになりました。

「緊縮」「反緊縮」ってなに？
－それではこの辺りからお二人が所属する

「ひとびとの経済政策研究会」の政策につい

てお聞きしたいのですか、「反緊縮」という

ことがキーワードですね。まず、「緊縮」と

はなんなのか、そこから説明して頂けますか。

松尾　緊縮とは、一言で言えば小泉（純一郎）

さんがやったようなことですね。基本的に財

政を削減して、なるべく支出をしませんと。

社会保障費や公共事業をカットしていく。だ

けど「公共事業で無駄遣いをしてけしから

ん」っていうのが自民党への批判としてずっ

とあったから、その点はそれほとマイナスに

評価してない人か多かったんじゃないかな。

「緊縮」って言う人は、財政赤字はいけません、

財政は健全じゃないといけませんっていうの

か基本的なイデオロギーなんです。そういう

立場の人は、消費税を上げましょうというよ

うな大衆課税の立場が多いんですね。あと、

インフレは絶対タメだから、日本銀行がお金

を増やすことは許さない。そのような政策

パッケージが「緊縮」です。

太郎　もっと平たく、本当に雑な言い方をす

ると、「ドケチ」が緊縮で、反緊縮は「ケチケ

チしてるんじゃねえ」という考え方。

松尾　そのとおり。素晴らしいまとめ（笑）。

太郎　今みたいに国民の6割近くが「生活が

苦しい」という状況なのに、「国は財政を健

全化させるためにお金を出しません」と社会

保障を絞り、借金返済の為に増税したらどう

なるか。景気はもっと悪くなる。世の中に出

回るお金を調整するのが金融政策。それを増

やして政府が大胆に、いい意味でのバラマキ

をしろ、と。政府が削ってる分野は言い換え

れば1番伸びしろがある分野なんだし、ケチ

ケチせずそこにお金を出せ、大胆に財政出勤

しろ、これが「反緊縮」ですね。

朴　補足すると、不況の時ってみんな節約し

なきやいけないって思うんですよね。でも、

みんなが節約するとみんなが苦しくなるのか

不況というものです。これを専門用語で「合

成の誤謬」って言うんですが、経済学を知ら

ない人はここが分かっていない。だから緊縮

の目的が財政の健全化であっても、みんなで

無理して節約すると財政の健全化も遠のくん

です。それが「失われた20年」。だからこそ、

まずは経済を回復させることを第一に考えな

いといけない。

実は借金じゃない
－そのためには、具体的にどんなことをし

ていげはいいのでしょうか。
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松尾　例えば企窮ま内部留保をいっぱい溜

め込んでますけど、本来だったらそういうと

ころが労働者にいっぱい賃金を出すとかで

使っていくべきなのに、そうなっていない。

社会全体でそういうことができる環境を作っ

ていきましょうということです。安倍さんも

いろいろやってるんですけど、基本的にはこ

んなものでは足りませんよ、ということです。

例えば、日本銀行でお金をたくさん作って出

したんですが（金融緩和）、銀行の中に溜まっ

たままになっています。もともとは、そうやっ

てお金をたくさん出したら物価が上がるだろ

うと予想されていた。そうなると企業の人た

ちからすると、借金した時、借金が実質的に

目減りするので設備投資をたくさんするだろ

うと。しかし、簡単にはそうなりませんでし

館　　　　　　　　　　　　●．

インフレーションが起こった場合には、その

歯止めのためになんらかの増税が必要にな

る。その時に本当の意味での財政の健全化が

必要になる。インフレを止めるた勘こ増税す

るんです∴そのための税金は必ずしも消費税

である必要はない。私が環境経済学者として

優先的に考えているのは環境税ですね。エネ

ルギーに課税しましょうという。そしてやは

り、今格差が広がっている時代なので、所得

税の累進制を強める。あるところからしっか

り負担してもらう。

松尾　なんで税金をかけるかと言ったら、総

需要を抑えるために税金があるんです。
－太郎さん、総需要とはなんでしょうか？

太郎　頑張って説明してみます（笑）。総需

要というのは、消費＋設備投資＋政府支出。

モノやサービスを買う金額を表していて、

GDPはこれで決まります。景気を良くする

ためには、この総需要をどんどん拡大してか

なきゃならない。その総需要の中で6割を占

めるのか個人消費。みんなが今よりもっとお

金を使える状況にならないと景気は良くなら

ない。なのに今、消費の部門に税金を高くか

ける政策をやろうとしている。金融緩和（日

銀が通貨の供給量を増やす）をしなから増税

というのは、お金を多く流通させようとしな

がら、そのお金を吸収しようとする行為で、

アクセルとブレーキを同時に踏んでる状態で

す。それでどうやって景気が良くなる

の？　って話なんですね。景気を良くする為

に消費を大きくしようとしたら、賃金を上げ

なきやいけない。同時に、金融緩和で銀行に

積み上げられたお金を誰かが借りて、積極的

に設備投資に使われなきゃいけない。けど、

みんなお金がなかったり、将来の不安で使わ

ずにいる。そんな人が沢山いれば、消費は伸

びない。だったら、設備投資も積極的には行

なわれない。この国の将来に展望が兄いだせ

ないのが大きいと思います。少子化を諦めて

るなら将来は尻すぼみ、投資しても意味ない

わって企業側も思いますよ。完全に政治の失

敗のツケが廻ってきてますね。

僕と同世代のロストジェネレーションや団

塊ジュニアの人たちについて言うと、90年

代、00年代にベビーブームが来るような施

策を打たなきやならなかった。だって人口が

多いんですから。でも何もやらなかった。こ

の世代が結婚して子どもが作れるようなお膳

立てが積極的に必要たったのに、「失われた

20年」とドンかぶりして悲惨な状況を放置

した。この世代は今も大変な状況にいます。

でもこれがわかったのって2年前、5年前じゃ
”なくて、何もやらなきや、そうなることはわ
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ていく。
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朴　私たち、「赤字は怖くない」とか言って

るから不健全だと昼われてるんじゃないかと

思って、「新しい健全派」というラベルを自

分たちに貼りました。今、政府が財政赤字を

出していると言っても、ほとんど国債を日銀

か買っている。政府と日銀を連結決算して考

えたら、日銀は政府の子会社でしょう？　日

銀が国債を買い上げたというのは、民間に対

して借金を返したのと一緒なんですよ。日銀

が買った国債は、もはや国の借金ではない。

国債は、全部返そうなんて思っては本当はタ

メで、民間に出回ってる国債の残高と名目

GDPとの比率が安定していればいいので

あって、返そうなんて思う必要はないんです

よ。本当に返そうとして、日銀に入ってる国

朴勝俊ぱく・すんじゆん

関西学院大学総合政策学部教授。著書に朋党原発で地元経

済は破綻しない」（高文研）など多数。

た。一般の人で言うと、借金をして家を建て

たりする時、将来の借金が目減りするかどう

かは大きいですよね。そういう時、物価も上

がるけど、貸金も上がるという予想じゃない

といけない。物価は上がりそうだけど賃金は

全然上がりそうではないねという予想だった

ら、将来大変になるから今は溜め込もうとなっ

て景気にとってマイナスになる。ちゃんと賃

金が上がるとわかることが必要です。

なので、ひとつは最低賃金を上げていくス

ケジュールを作る。雨が降っても槍が降って

も毎年何パーセントで上がっていきますって

決めてしまえば、予想になると思います。そ

れは企業にとってはコストですから、コスト

が上がると価格も上げる。そっちの方が予想

がつきやすい。でも、今は銀行に溜め込まれ

たままになっている。日本銀行がお金を出す

んだったら、それを政府が使えばいいじやな

いかということです。国債を日本銀行が買っ

て、出したお金を政府か使う。それを社会保

障や介護者の賃金、教育の無償化などに便っ

侯までゼロにしたらお金もゼロにな

る。経済が回らなくなるんですよ。

太郎　家計と国の財政を同じように

考えちやいけない。借金は悪いこと

だから一刻も早く返せ、となるけど、

国が存在する長さは80年とかでは

なくて、1000年単位とかそれ以上

ですよね？　その中で健全化を目指

していけばいい、という話ですね。

しかも今の政府の借金、貸し主は日

銀、ですから。事実上、日銀が政府

の借金を引き受けている状態。もち

ろん借金ですから、利息を払うんで

すが、結局日銀に入った利息分は、

国庫に返納されます。日銀の上がり

は政府に上納される。日銀は政府の

子会社なんだもん、その方法で足りないとこ

に大胆に使おうよって事です。

朴　実は日本って、先進国の中でもっとも小

さな政府なんですね。公務員がすごく少な

い。日本より小さいのは韓国だけ。なのに、

社会福祉を増やすとか公務員を増やすとかい

うと、大きな政府になって持たないと思い込

んでいる。でも、市場でやり取りされない保

育所ニーズや医療保険のニーズや介護という

のは、もっと政府がお金を使って人々の将来

の安心を保障すべきです。そのための政府支

出は増やすべきだと思います。私たちが掲げ

ているのは小さな政府ではなくて、ルールに

従った大きな政府なんですよね。

消費説はどうなる？
－でも、大きな政府だと、消費税高くなる

のか、と言われませんか。

朴　私たちは、まだ物価安定目標が達成され

ていないので消費税は上げるべきでないとい

う立場です。しかし、物価安定目標を越えた



かってたけと何苦対策しなかっただけ。要

は、国はずっと「持硫可能な国作り」という

のは横に置いて、企業側にいかに楽をさせる

か、儲けさせるかということばかりをやって

きた。その結果が今、すべて出揃ってしまっ

ている。この国を持続可能にしていくために

は、まず少子化の改善ですよね。そのために

は、，教育に負担をかけない、低廉な住居の提

供、賃金の補填をやるしかない。国が積極的

にやらなかった、ある意味のびしろがある分

野、みんなが一番困ってる分野に大胆にお金

を出すという政策をやっていくべきです。保

育園、介護施設、奨学金の問題など、今デフ

レなんだから、お金を作って大胆にやってし

まえばいい。

－なるほど。今の太郎さんの説明はどうで

したか？

松尾　僕ら何も言う必要なくて、今の話だけ

で済みました（笑）。

太郎　悪い本と紙芝居に書いてありましたか

ら（笑）

－素晴らしい！それでは、最後にこれだ

けは言いたいということをお三方からお願い

岩音＝右順化じゃない

朴　とにかく、今の常識的な人の考え方とい

うのは、特に恵まれない層の命とか健康とか

を犠牲にしながら財政を黒字にすることを健

全だと勘違いしているので、それは改めても

らいたいと思います。私たちも改めてもらえ

るようにこれからも発言していきたいです

し、山本太郎さんという強い味方ができまし

たので、より一層発信していきたいです。

松尾17年の衆院選の結果を受けて、若者

が自民党に入れてる、若者は右傾化してるっ

て話になってるんですけど、実はそうじゃな

いということを話したいと思います。

9条改憲にしても、若い世代のほうが改憲

に反対する人は多い。中国や韓国に親しみを

感じるかという質問にも、若い世代ほど親し

みを感じる人が多い。だから若者右傾化説っ

ていうのはまったくの濡れ衣で、間違ってる

んですよね。にも関わらず、安倍自民党に入

れてるということを、もっと重く受け止める

べきだと思います。それは何かというと、経

済のこと以外にないわけで、若い学生にとっ

ては就職は大きな問題ですから、就職は良く

なっていると。じゃあ野党が政権を取ったら

これが維持できるのかとなったら、やっぱり

不安に思っている人が多いと思いますよ。な

んか経済のことに弱そうとか、景気刺激に反

対しそうとか。それで自民党に入れてしま

つ。
t　ノ●

ロスジ工ネ世代の人たちも、今で

もひどい状況だと思うんだけど民

主党政権の時代っていうのはそれこ

そ職がなかったりしたわけです。職

がなかった人が、ひどい労働条件か

もしれないけれど職を得た、あるい

はむちゃくちゃひどかった派遣先が

少しまともな派遣先に変わったと

か、そんな状態になってると思うん

で、満足できるような状態じゃな

かったとしても、昔に戻るのかと

言ったらそれは嫌たって感じが強く

て、安倍自民党はそういう人たちに

松尾匡まつお・ただす

立命館大学経済学部教授。著書に『この経済政策が民主主義を救う

安倍政権に勝てる対案』（大月書店）など多数。

支持されていると思うんです。

なんだかんだと言いながら、景気

は結局良くなってきている。いつも選挙前に

は公共事業増やしてその後息切れするんです

が、今のところそれで持続している。そうい

う状態の中で、「来年こそ恐慌になる」だとか

「アベノミクスは破綻する」と言い続けていて

も、通じないんじゃないかって気がするんで

すよね。

既存の野党の人たちは、自分たちを支持す

る層は左側にいて、それをどこまで広げてい

けるかって発想で野党共闘とかを考

えていると思うんですね。それで安

倍さんに票を入れるような人は遠く

の右にいて、そこまでひっくり返す

ことはできないと。そんなところが

あるんじゃないかと思うんですが、

実際はそうじゃなくて、本来は野党

を支持するはずの人たち、新自由主

義に苦しめられてきた人たちってい

うのは、直接極右に行くんですよね。
－そうですね…ら

松尾　直接取り合ってるんですよ。

二フェスト　2017（案）」という素晴らしい

マニフェストがあります。そこに書かれてい

る内容を見れば、この人たちは本当に人間を

大切にしようとしているなってことがひしひ

しと伝わってくる、すごく熱くてグッとくる

内容のものになっています。マニフェスト読

んでグッとくるってなかなかないと思うんで

すけど、本当にいい政策なので、これを実現

できるような力を持ちたいって思いますね。

誰もが希望を失わずに生きていける、本当に
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都知事選だって、宇都宮健児さんか

田母神俊雄さんか迷うっていうような状態で

す。そこを理解していないですよね。でも、

実際はそうなんですよ。野党は、本来はそう

いう、極右的な安倍さんに入れている層の票

をどう取るかってっていうことが大事なので

あって、安倍さんに入れている層が何を考え

ているかっていうことですよね。この現象

は、世界的に起きています。トランプさんに

入れる層、ルペンさんに入れる層というのも

同じ。だからそれは、本来は左翼政党が取る

層なんですよね。そういう発想をしないとい

けないと思っています。

－それでは太郎さん、最後に一言、お願い

します。

太郎　先生方が作られた「反緊縮経済政策マ

人間の尊厳を大切にするためにはこれをやる

しかないじゃないかって言えるくらいの内容

なので、本当に政治に反映させられるように

精進します。その前に、もつと経済のことを

わかりやすく話せるように頑張ります（笑）。

－お二人にとって、太郎さんは生徒として

どうですか？飲み込みが早いとか教えがいが

あるとか。

松尾・朴　試験をしてないのでわかりません

（笑）。

太郎　怖い怖い（笑）。
－今日はお忙しいところ、本当にありがと

うございました。　　　　　　lR1劇置
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