田中 康 夫
今月の憂いゴト

新たな宿泊スタイルから︑
丙申年に起こる大変革︑
北朝鮮の水爆実験︑
日本経済の動向まで︒
京都にあるアート・ホステル
『 kumagusuku
』で、
藤本由紀夫展を鑑賞し、
昨今の民泊事情から話を始めた田中・浅田両氏。
１９５６年の丙申の年に生まれた田中氏による
内外情勢の予言にも耳を傾けたい。
photographs by Hiroshi Takaoka text by Kentaro Matsui
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から改めて京都にこのホステルをつくった︒

の一環として宿泊施設を開設︑２０１５年

で小豆島の﹁醤の郷＋坂手港プロジェクト﹂

﹂という宿泊プロジェクト
﹁ kumagusuku
を立ち上げ︑﹁瀬戸内国際芸術祭２０１３﹂

︵ 南 方 ︶ 熊 楠 と 城︵ グ ス ク ︶ を 合 成 し た

﹄ は︑ 静 か だ し 暖 房 も 効 い
﹃ kumagusuku
て 快 適 だ ね︒ ア ー テ ィ ス ト の 矢 津 吉 隆 は

点︑ ボ ロ ア パ ー ト の 廃 墟 を 改 造 し た こ の

ど︑夏は暑く冬は寒いところもある︒その

浅田 京都では町家の改装が流行ってるけ

浅田 ついでに言うと︑予備校の寮を改造

点が多いのも事実だよ︒

タクの線引きをどうするのか︑詰めるべき

が有償送迎するライドシェア＝相乗りと白

故を巡って訴 訟が多発している︒一般市民

田中 取り分けウーバーはアメリカでも事

かどうかは︑けっこう大きな問題だね︒

わるこうしたシステムをうまく育てられる

ん問題も多発︒旧来の宿泊業や運送業に代

質なやつは排除されると言いつつ︑もちろ

用者もネット上に評価が公表されるから悪

速に広がってる︒サーヴィスの提供者も利

ウーバーとか︑新しいシステムが世界で急

タクシーじゃなく個人のクルマを仲介する

郎の﹃楢山節考﹄が三島由紀夫に激賞され

を批判する一方︑姥捨て山を扱った深沢七

大宅壮一がテレビ時代の﹁一億総白痴化﹂

たのもこの年︒

置され︑水俣病第１号患者が公式確認され

原子力委員会が設

完成する︒他方で

てで大阪の堺市に

１号団地が４階建

日本住宅公団の第

佐久間ダムも竣工︒

まで全線電化され︑

東海道本線が神戸

事象が多くてね︑

じさせる象徴的な

急逝した大平正芳が提唱した田園都市国家

１９８０年の衆参ダブル選挙中に心不全で

石橋の小日本主義は︑同じく申年に当たる

田中

優先に転ずるんだけど︑その池田のような

岸の退陣後︑池田勇人が首相になって経済

が石橋に再起を要請したこともある︒結局︑

や江藤淳や大江健三郎らの﹁若い日本の会﹂

模な反対運動が起きたときは︑石原慎太郎

９６０年の日米安保条約改定に対して大規

橋が脳梗塞で倒れたあと岸政権が成立︑１

従属路線の岸信介を制して首相になった石

わず石橋湛山みたいな人物がいない︒対米

上げて顕在化する政党がなく︑与野党を問

潜在的な批判は広がってても︑それを拾い

年なんだね︒ただ︑安倍晋三内閣に対する

すると高齢化社会と国連が定義したのもこ

＝高齢化率︑その数値が７パーセントに達

浅田 岸︑そしてライヴァル大平の後を継

構想と似ているんだけどね︒

富国強兵ではない富国裕民を唱えた

てなかなかいい感じ︒こういう宿泊施設が

展覧会のなかで泊まれる
『 kumagusuku
』
へ。

展覧会の中に泊まるってコンセプトも面白

京都﹄も︑京都駅
した﹃ホテル Anteroom
の南にあるから馴染みが薄いものの実はそ

ている︒そうして 歳以上の老年人口比率

人物すらいない︒

い︒開催中の藤本由紀夫展がまたそれにぴ
んなに不便じゃないし︑ギャラリーもあっ

石原慎太郎の﹃太陽の季節﹄が出版され︑

ったりで︑ベッドサイドにオブジェを入れ
増えるのは悪いことじゃないと思うよ︒

よりも パーセントも少なかったんだけど︑

って従軍慰安婦問題をめぐる韓国との和解
を急いでる⁝⁝︒

田中 ﹁憂国呆談﹂では以前から幾度も話

戦時中に﹃東洋経済新報﹄誌上で台湾・

対して謙虚に真摯に対応する必要があるか

ラン事件﹂が存在する日本は︑この問題に

の間にも﹁白馬事件﹂とも呼ばれる﹁スマ

台湾だけでなく︑﹁白人社会﹂のオランダと

し合ってきたけど︑韓国や中国︑あるいは

前回の丙申の年の瀬︑奇しくも現在の天皇

朝鮮・満州の放棄を主張した石橋湛山が︑

ら１度もないというのも象徴的だよね︒

も︑安保法制成立後はアメリカの圧力もあ

いだ福田赳夫の流れを汲む現在の安倍内閣

は早生まれの３月だけど︑僕は今年の４月
ひのえ

町屋を思いつくけど︑こうい う新しい試み
じっかん

国際連合への加入

らね︒﹃サンデー毎日﹄の連載でも詳しく触

十干では竈の燃え盛る火を意味する丙︒戦

が総会で認められ︑

誕生日に当たる 月 日に内閣総理大臣に

れているので僕のＨＰでご覧いただければ

田中 昨年も１月にゑびす神社を一緒に訪

ひのえさる

﹁ も は や﹃ 戦 後 ﹄

就任する︒けれども直後に病に倒れ︑在任

うれしいけど︑２０１４年に来日したウィ

後２度目の丙申を 年ぶりに迎えるんだね︒

ではない﹂と﹁経

日で１９５７年２月 日には岸信介が首

れたけど︑この１年間で街中に外国からの
旅行客が爆発的に増えているものね︒
浅田 高級ホテルが次々に建てられる一方︑
安い民泊も急速に増加︒タクシーの運転手
が住所を言われてもわからないことが多い
外国人がウロウロしてて困るとか︑夜まで

25
み出していく 日

度経済成長﹂へ踏

＝昭和 年は︑﹁高

前回の１９５６年

浅田 なるほど︑時代の節目になる激動の

くのか︒

的な空気も世の中に漂う中︑社会はどう動

革の年と言われる丙申の今年︑大日本主義

班指名される︒はてさて︑その昔から大変

天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると︑

の 誕生日の会見で﹁私自身としては︑桓武

ワールドカップを翌年に控えた２００１年

中晩餐会で述べた言葉は実に深いよ︒日韓

レム・アレキサンダー国王と今上天皇が宮

済白書﹂が記した

本の光と影 を感

12

かまど

その出生数を上回った年は平成に入ってか

年前の１９６６年は丙 午で出生数が前年

ひのえうま

だった合計特殊出生率は１・ ︒ちなみに

セント︒昨年は ・７パーセント︒２・

の年︒当時の日本の高齢化率は５・３パー

た試験管が回転する無音のオルゴールがし
たわると上段の裏に南方熊楠の夢日記が書
いてあったり︑一見さりげないきっかけか
ら見る者をアートの迷宮に誘い込む手法が

22

で 歳になる年男︒十二支で申年の今年は︑

田中 浅田さんと僕は同学年で︑浅田さん

42

26

も面白いね︒

巧みに駆使されてる︒京都って言えばすぐ

今年の干支は丙申。
世界はどんな１年になる？

つらえてあったり︑二段ベッドの下段に横

65

23

25

60

国
31

らしい︒それに︑マンション内に見知らぬ
騒いでうるさいといった苦情も︒しかし観

と か︑
Airbnb

光都市にとって外国人は大事なお客様なん
だからね︒
ネットで民泊を仲介する
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されるまでイタリア共産党構造改革路線に

度な隠喩の形で遺憾と和解の意を表明して

には言及しないものの︑お互いに極めて高

所に強制連行し︑強制売春させられた史実

のオランダ人女性を複数の抑留所から慰安

実験に成功したと発表︒正確なところはわ

浅田 そうこうしてるうちに北朝鮮が水爆

したいという思いもあるのだろうね︒

保 は喫緊の課題だから︑この機に世代交代

る中︑新たに現場で活動してくれる人員確

も当てはまるけど︑熱心な党員が高齢化す

接近してた︒宮本顕治に抜擢された志位和

続日本紀に記されていることに︑韓国との

いるのだから︒列席していた三権分立の長
からないものの︑核実験をやったのは確か︒

ゆかりを感じています﹂と語ったのと同様

たちがどこまで理解し得たかは別問題だけ
これで日米韓の結束は強まらざるを得ない︒

夫委員長より彼のほうが﹁オリーブ﹂寄り

どね︒
他方︑その前にモランボン楽団が公演予定

に︒オランダ領東インドだったインドネシ

﹁自慰史観﹂と僕が名付けた ニッポン凄
を急遽中止して中国から帰国した︑あれは

なんじゃないかな︒

いゾ論 の人たちは︑韓国とアメリカに屈

田中 なるほど︒これは自民党や公明党に

した安倍内閣の屈辱外交だと怒っているけ
ミサイル発射の映像が背景に映し出される

抑留・捕虜とした日本軍の将校が︑数十人

ど︑そうした連中からも高い支持を集めて
のを中国が嫌ったせいらしいんだけど︑そ

アを占領し︑民間人９万人︑軍人４万人を

いた安倍内閣だからこそ今回の決断を行え

こへ﹁水爆実験﹂となると︑中国も腹に据

田中康夫

無視してあげるのが最も得策なんだけどね︒

だろうから︑ほかの５か国は冷静に冷徹に

田中 金正恩は かまってかまって症候群

ないな︒

本腰を入れて経済制裁に加わるかはわかん

に見捨てるつもりはないんで︑どれくらい

だね︒

人口７７００万人のイランも捨てがたいん

こうした中︑欧米の金融資本家にとっては

態だよ︒原油価格も維持できずに自暴自棄︒

ンへの軍事介入を強め︑中近東の金正恩状

戦的な息子のムハンマド副皇太子はイエメ

マーンが認知症で︑代わって取り仕切る好

年１月に 歳で即位した第７代国王のサル

浅田 他方︑中東はますます泥沼化︑ヨー

なかったあの国で︑昨年の地方選挙で初め

浅田 アメリカはサウジアラビアが反動的

て女性議員が当選した︒始まりかけた民主

ロッパの移民危機も続くだろうね︒ジャス

力の割拠状態が広がってる︒そこへ︑スン

化が不安定化を招く恐れもあるけど︑原則

神政国家であることを知りつつも同盟国と

ニ派のサウジアラビアとシーア派のイラン

ミン革命はチュニジアで民主化をもたらし

の対立が激化してきたし⁝⁝︒

的・ 長期的には内からの民主化が宗教対立

はいえ︑女性にはクルマの運転さえ許され

田中 王位継承権のある王子が優に１００

や民族対立に歯止めをかけることを期待す

して支えてきた︒それももう限界だね︒と

０人を超えるらしいサウジアラビアは︑穏

るほかない︒それはイランも同じこと︒

目的には左翼でも︑やってることは権力闘

件以後﹁対テロ戦争﹂一直線だからね︒名

テロ戦争﹂を煽ったように︑パリのテロ事

首相がブッシュ・ジュニア米大統領の﹁対

大統領はひどい︒かつてトニー・ブレア英

それに比べてもフランソワ・オランド仏

いよ正念場だけど︒

件なんかで難民への反発が強まって︑いよ

果たしてはいる︒ドイツ人女性への暴行事

立場を貫いて︑ヨーロッパの盟主の役割を

ーロッパは難民を受け入れ続ける﹂という

Ｕの危機を招いたと思うけど︑今回は﹁ヨ

イブレ蔵相の非妥協的な路線を支持してＥ

ャ債務危機のときはヴォルフガング・ショ

到︒アンゲラ・メルケル独首相は︑ギリシ

東の混乱で︑多数の難民がヨーロッパに殺

浅田 ともあれ︑シリアをはじめとする中

丙申の年なんだね︒

田中 こうしてみると地球規模で大変革の

健派だったアブドラ国王の死去を受けて昨

せたため力の空白の中で宗教勢力や民族勢

79

ただけで︑他の国々では政権を不安定化 さ

えかねてるだろうね︒とはいえ︑北を完全

呆

「人民党」
では
（田中）
今ひとつ
（苦笑）
。

たとも言えるだろうからね︒
浅田 もちろんカネですべて解決するかの
ような乱暴な態度はよくないけど︑テキパ
キ事を進めてるのは確かで︑去年の安保法
強行採決で下落した内閣支持率も再び上昇︒
他方︑ 野党側は壊滅状態のまま︑いまだに
﹁共産党外し﹂で人民戦線的な大同団結す
らできずにいる始末︒
田中 現存する政党の中で一度も名称を変
えていないのは日本共産党だけだから︑こ
の際︑一気に党名を変えるのも一案だよね︒
だからって︑ネット上で呟かれている﹁大
衆党﹂だの﹁人民党﹂では今ひとつ︵苦笑︶
︒
年代に﹁社会大衆党﹂という軍部

寄りの政党があったし︑イメージがよくな

浅田

いね︒ 年にイタリア共産党が左翼民主党
に移行︑ 年には﹁オリーブの木﹂に加わ
ってロマーノ・プローディ政権を誕生させ
たのをモデルにしてるのかも︒若き日の不
破哲三・前議長は宮本謙治・元議長に批判

だからって、
ネット上で
呟かれている
「大衆党」
だの
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たなか・やすお●1956年東京都生まれ。
一橋大学法学部卒業。大学在学中に『なんとなく、クリスタル』で文藝賞受賞。
長野県知事、参議院議員、衆議院議員を歴任。最新刊は『33年後のなんとなく、クリスタル』。

から驚くよ︵苦笑︶
︒ただ︑万一このまま

共和党大統領候補の中で支持率１位なんだ

アメリカはドナルド・トランプがいまだに

浅田 しかし︑エリート主義も困る半面︑

ようなもの︵苦笑︶
︒

田中 日本の民主党の松下政経塾出身者の

会党にリクルートされただけだから︒

争だけ︒そもそもエリート校でたまたま社

それはすでに明らかなのに︒

浅田 これ以上緩和してももう効かない︑

返しているけど︒

る緩和をするかもと思わせぶり発言を繰り

田中 なのに日銀総裁の黒田東彦はさらな

入し選挙目当てのばらまきに走る始末︒

を和らげると称してさっそく軽減税率を導

再建を強調すべきところ︑消費増税の痛み

国債の暴落を防ぐべく︑建前だけでも財政

田中 糖尿病の診断基準のＨｂＡ１ｃ に新

いったとしても︑本選挙ではたぶんヒラリ
ー・クリントンが勝つ︒ただ︑クリントン

媒体ごとに裁量行政で決める展開にならな

かは︑これから決めるらしい︒それぞれの

いように﹁憂国呆談﹂もいい子にしてない

とマズイかな︑なあんてね︵笑︶
︒いずれ

にせよ︑インボイスを導入しないと︑材料

納入業者も部品納入業者も最終販売業者も︑

それぞれ消費税を納付しているのに︑輸出

戻し税が最終販売業者にしか還付されない

不条理を正さないと︒消費税率 ％導入後

には年間６兆円にも上り︑自動車︑家電︑

電子機器等の超大企業上位 社で年間２兆

うと︑海外子会社からの配当金の ％は非

円に達することになるんだから︒もっと言

ＤＰの計算方法も２０１６ 年度に変わるら

課税なのも︑フェアとは言えないでしょ︒

基準が２０１０年から導入されたけど︑Ｇ

キャヴェリストだからねえ︒

浅田 あと︑税務当局の国際協力を進め︑

いて︑﹁ＧＤＰを６００兆円にするなど本当

も﹁黄色の信号﹂で注意のランプが灯って

ブログで︑２０１５年は経済も政治も社会

リックス元会長の宮内義彦が日経電子版の

田中 経済的新自由主義の信奉者だったオ

議所会頭も６００兆円はあり得ないと会見

幹事も新日鐵住金の三村明夫・日本商工会

三菱ケミカルの小林喜光・経済同友会代表

されているんだって︵苦笑︶
︒とはいえ︑

増しで５４０兆円も視野に入ったと﹁期待﹂

に執行する上でも必須なのに︑こちらの導

輸出に際し還付する﹁輸出戻し税﹂を公正

産に掛かった国内消費税額を海外への商品

上でインボイス＝税額票は不可欠だし︑生

がどれだけ消費税を納付したかを証明する

製造︑流通の中間段階で︑それぞれの業者

二百歩譲って軽減税率を導入するとして︑

田中 法人税を払っている株式会社が全体

ないってのはおかしい︒

業が︑赤字だからってほとんど税金を払わ

スに支えられて大規模な事業を展開する企

課税でいく手もある︒全国で公共サーヴィ

の脱税をなくす一方︑一定部分は外形標準

タックス・ヘイヴンなんかを介した事実上

にできるのでしょうか﹂と書いていた︒

連邦準備制度理事会︵ＦＲＢ︶議長の夫は

で述べているから︑はてさて︒

浅田 限りなく赤に近い黄色信号だね︒ア

ジョージ・アカロフっていう経済学者で︑

浅田 ちなみに︑ジャネット・イエレン米

メリカがついにゼロ金利政策を転換︑それ

例えば中古車市場では売り手は車の状態を

の３割でしかないのも︑利益に対して課税

で円安が進むことはあっても︑長期的には

よく知ってても買い手にはよくわからない︑

入は２０２２年だなんて考えられないよ︒

アベノミクスが前提する超金融緩和の時代

つまり︑情報の非対称性があるところでは

研吾チームが請け負うことになったけど︑

する仕組みだから︒外形標準課税は︑出荷

は終わ りつつある︒中進国にとっても厳し

必ずしも市場はうまく働かないといった研

それをやらずに安易な消費税増税でいこう

早くもザハ・ハディドから自分の設計案を

浅田 我々は不況下の増税には反対だった

い状況で︑中国では年明け早々︑株価下落

究をしてる︒ジョセフ・Ｅ・スティグリッ

とするのが問題だけど︑ ここでも早くまと

流用していると抗議され︑Ｂ案を担当した

額や販売額を始めとするさまざまな企業の

が続いた︒

ツなんかとも近い︒あの世代が内側から新

もなインボイスを導入して︑変な益税をな

伊東豊雄もＡ案は限りなくグレーだと指摘

けど︑１度決めたなら中断はできないとも

田中 日本の株価下落も中国経済の失速が

古典派経済学の市場万能主義を相対化した

くさないとね︒また︑軽減税率は線引きが

活動量に対して広く薄く課税する仕組みだ

影響しているとマスコミは相も変わらず報

わけね︒ところが日本はまだ周回遅れの市

し始めた︒一連の問題点は浅田さんがＷＥ

言ってきた︒﹁マイ・ナンバー﹂と称する総

じているけど︑日本の内側にも原因はたく

場万能主義︒

恣意的でよくない︑しかし︑新聞がそれを

書いているので︑次回にじっくり 憂国呆

Ｂ﹁ＲＥＡＬＫＹＯＴＯ﹂に的確な批評を

から︑もっと積極的に議論されるべきだよ

さんあるんだからね︒

田中 ﹁新３ 本の矢﹂を掲 げる﹁アベノミ

批判したがらないのは︑新聞に軽減税率を
田中 で︑書籍と雑誌にも適用するかどう

談 しま しょうか︒

適用してほしかったからでしょう︒

背番号制を導入するのなら︑所得の捕捉を

浅田 日銀がどんどん紙幣を刷っては国債

クス﹂には賛否が分かれる経済学者もエコ

てまた一難︒Ａ案の大成建設・梓設計・隈

を買って事実上の国債ファイナンスをやっ

ノミストも︑ほぼ全員が軽減税率は意味が

ね︒そうそう﹁新国立競技場﹂は一難去っ

95
低所得者には負の所得税を給付すればいい︒

しい︒従来は経費扱いで除外されていた製
ら採用しないというバカな話になっている︒

夫妻もブレアやオランドと同じ理念なきマ

10

うがいい︑と︒なのに民主党が提案したか

10

造業の研究開発費等も付加価値を生む投資

経済制裁に
（浅田）
加わるかは……。
透明化して︑累進所得税をちゃんと取り︑

金管理運用行政法人︶なんかが株を買い支

ちゃってるわけだし︑ＧＲＩＦ︵年金積立

ない︑低所得者への給付付き税額控除のほ

談
えてる︑この官製相場がいつまでもつか︒

ウェブ憂国呆談も進行中！ www.sotokoto.net
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北を見捨てるつもりはないんで、
どれくらい本腰を入れて

として加算されるようになるので最大３％

浅田 彰

インボイスなき消費増税。
軽減税率なんて不要？
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