
1928年（昭和3年）

11月29日出生。大阪府豊能郡豊中町大字新免1154番地。父明命
はるなが

は、裁判所書記から弁護士試験に

合格、暫らく東京にいたが大阪に移り、浪速堂島ビルディングに法律事務所を開業したばかりだっ

た。いわゆる堂ビルである。母のかめは25才で私を生んだ。

1932年（昭和7年）

父が急性腎臓炎で突然に死亡（7月6日午後10時）。このため家族一同、祖父の居住する高知市に

帰る。これより母子家庭の生活が始まったわけだが、この間のことは、殆んど記憶にない。父に連

れられて、大阪天王子動物園へ行ったことをかすかに覚えている。熊の檻の前で、「金太郎さん、い

ないね」と言ったという。このことは母から屡々きかされたために知っているのだが、自分が言っ

たという記憶は全くない。もう一つ、母から屡々きかされたことは、昭典
しょうすけ

という名の由来である。

昭和3年は、即位の大典が行われた年であるために、昭和の大典という意味で名付けた。しかも、父

が乃木希典の大ファンだったので、わざわざ、しょうすけ
．．

と読ませることとしたという。これが重

箱読みというもので、普通ではないということを教えてくれたのは、後年大学へ入って指導を受け

た我妻栄教授だった。

昭和23年春、大学入試合格者発表のとき、法学部400名の氏名の中で、昭典というのが6人もあっ

たのにがっかりしたことを思い出す。祖父は、小
しょう

助という様なけちな名前は感心しないと言ったそ

うだ。

1935年（昭和10年）

この年、入学直前の春に、帝国海軍の聯合艦隊が土佐湾に集結した。年長の従兄に連れられて、

見学に行った。これが小学入学前のほとんど唯一の確かな記憶である。はしけに乗ると底が深いの

で何も見えない。しばらく波に揺られて、軍艦に到着、大きな水兵にだっこされてラッタルを登る。

水兵は親切心からだろう、私を主砲の尖端に足をまたがせて乗せた。堅くて大きくて恐ろしかった。

楽しいという感じは全くなかった。この軍艦とは、戦艦日向
ひうが

である。戦艦日向は、太平洋戦争中に

は改装されて航空戦艦となっていた。昭和19年10月のレイテ沖海戦には生き残ったが、昭和20年7

月、瀬戸内海で撃沈された。

4月、高知市立第四小学校に入学。これは学区制による入学である。高知市は早くから全国にさき

がけて学区制を実施していた。全校児童1000名の大きな学校で、坂本龍馬の通った寺子屋の跡につ

くられたものである。龍馬の生家はすぐ近所にあった。この家は空襲で失われて、今は史蹟として

石碑が建っている。都心部の学校なので、小学校児童も今はわずか300人足らずとなっている。校庭

に東西に分かれてたつ、大きな2本のいちょうの木がシンボルの小学校だった。このことがあるので

－ 5 －

自歴譜
－私の略歴と思い出す事など－

川　崎　昭　典



後年、東大のいちょうのバッジが、私には妙に嬉しかった。

1936年（昭和11年）

2月26日、2・26事件が起った。隣家に住む年長の従兄が、号外を持って、「大変だ大事
ごと

だ」と

言って眠っていた子供達をおこしにきたことをはっきり記憶しているが、その他のことは、すべて

後年になって知ったことである。

1937年（昭和12年）

7月、日支事変はじまる。小学3年生となっていた。8月中旬に、高知第44聯隊兵士数百人の出征

を夜中に見送った記憶がある。完全武装の兵士達が汗みずくとなって、軍用犬を引いたり、軽機関

銃をかついだりして、わざわざ市民の前を5キロも行進して汽車に乗ったのである。ザック、ザック

という軍靴の響きが遠くからだんだんと聞えてきて、目の前を通りすぎると再び遠くの方へと次第

に消えていった。この軍靴の響きは、今も耳底に残っている。この部隊は上海に上陸し、かなりの

被害を受けた。私の年若の従兄も上陸後、上海で戦死している。年長の従弟の弟である。そのため

か、出征兵士をわざわざ盛大に見送ることは、その後やめられたように思う。

1941年（昭和16年）

3月、第四小学校卒業。卒業生クラス代表として、卒業証書を貰った。私が卒業証書を貰ったのは、

この小学校と旧制東京大学だけである。この年4月から、小学校は国民学校と改称された。

4月、高知県立高知城東中学校入学（これは現大手前高校）。城東中学校は、浜口雄幸首相が出身

した学校で、蔵相時代に木造から鉄筋に建て替えたもので、田舎には珍しい堂々たる白亜の鉄筋コ

ンクリート造り3階建。屋上に大時計台があった。空襲を受けたが、校舎は現在ももとのまま存在し

ている。校舎はもとのままだが、学校は旧制城東中学校が新制大手前高校にかわったのでなく、全

く別のものである。高知県は、旧制中学を完全に消滅させ、新制高校は全く新たにつくり、生徒は

すべて入れ替えられた。

入学当時、日本一の中学校であると説明をうけた。全校生徒1000名。入学にあたって1年B組組長

になった。この4月から制服は詰襟から平襟にかわり、制帽は戦闘帽にかわっていた。いわゆる国民

服型である。

12月、日米戦争始まる。

1943年（昭和18年）

旧制中学3年生。夏休み前に西部34部隊に3日入営をする。これは高知44聯隊が改称した部隊であ

る。三八
さんぱち

式歩兵銃と軽機関銃の実弾射撃の訓練を受ける。この頃、この部隊出身の兵士達がニュー

ギニアで次々に戦死し、連日新聞に戦死兵士の写真がのっていて、部隊の空気は陰惨で殺気だって

いた。夜は南京虫に大いに悩まされた。

夏休みから中学生の勤労動員が始まり、その後授業はずっと断続的になった。日章村に海軍飛行

場建設のための1ヶ月にわたる泊り込み土木作業や、農家支援のための泊り込み農作業が各地で続いた。

1944年（昭和19年）

11月になって、4学年は学級閉鎖となり、尼ヶ崎市の大谷重工業（株）に勤労動員されることと

なった。4年生200名は、土佐一ノ宮神社に参拝して、汽車に乗った。兵庫県御
み

影
かげ

町の寮に移住する

ためである。寮は大きな酒蔵を改築したもので、12畳に8名という割りふりであった。当時、御影町

には谷崎潤一郎が住んでいた。我々は間もなくこの寮のことを「みかげ監獄」とよぶようになった。

月給50円とされ、寮費および食費を差し引いて10円支給された。戦後わかったことだが、勤労動
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員学徒寮といっても、この寮ほど学徒の待遇の悪いところは少なかったらしい。生産物資や消費物

資の配給を受けるために、工員の頭数さえ揃えばいいという、けしからぬ工場だったようである。

私の作業は、平行穿削盤またの名をシカル盤という鉄を削る大工作機械の運転であって、日本人

（現在の韓国人をふくむ）の熟練工と、シンガポールから連れてきた英軍捕虜と動員学徒が一組みと

なって働く仕組みになっていた。畳2枚大の大きな盤が、左右に往復するというものであった。

英軍捕虜と絶対に口をきいてはならぬということになっていたが、時々こっそり会話をした。こ

の戦争はどちらが勝つと思うか（How do you think about this war, which country win?）、ときく

と、どの捕虜も当然のような顔をして、England win. と答えた。表現に少しの遠慮もなかったのは

少々意外だった。

10円あっても買えるものは何も売っていなかったが、1枚だけの新聞を買うこと、電車に乗ること

はできた。運がよければ、一杯1円の獣肉ライスカレーというのを一杯だけ買うこともできた。当時、

10月にはレイテ沖海戦で、海軍は潰滅的な打撃をうけ既に再起不能に陥っていた。このことは国民

には知らされていなかったが、10月下旬の神風特攻隊のことは、知らされていた。しかし中学生の

多くは必勝を信じ、はじめの頃は意気も盛んであったが、1ヶ月もたつと病人も続出し、意気は全く

上がらなくなった。工場での勤労があまりにも苛酷であったからである。

1945年（昭和20年）

2月、高知高等学校の入試を受ける者は帰郷を許すということになって、入試のために帰省した。

本当は三高を受けたい気持ちもあって、校舎の見学に行ったこともあったが、この状況下では、く

にに帰るのが一番と思って、旧制高知高等学校を受験した。旧制高等学校は、3学年制が2学年制に

変更になっていた。

口頭試問だけの受験がすんで、高知から御影町へ帰るとき、切符が揃って買えるわけではないの

で、皆ばらばらに汽車にのり、御影町をめざした。私は単身、徳島県小松島まで汽車にのり、そこ

から汽船で大阪天保山埠頭へむかった。艦載機の空襲をうけ、辛うじて深夜大阪港についた。電車

はなく、梅田駅まで休み休み徒歩で歩いた。朝の一番電車で、阪神御影駅に帰りついたことを思い

出す。昭和20年に入ってからは、通常の国内旅行はもはや出来なかった。

3月、城東中学校4学年終了と同時に卒業とされた。旧制中学の5学年制は、この年に限り4学年制

に変更された。これはこの年限りで、すぐ5学年制に戻ったので、私は一年だけ存在した旧制中学4

年卒業生である。卒業式も卒業証書もなかった。

4月、旧制高知高等学校理科甲類入学。履歴書風に書けばこうなるけれども、実際は、大谷重工業

でそのまま働いていたにすぎない。文部省の指令で、上級学校進学者は、そのままもとの中学校動

員先に残留せよということになったからである。陸海軍の学校に入学した者は、それぞれ4月から入

校するため寮を去っていった。彼等はわずか4ヶ月後に、学校がなくなるなどとは考えてもみなかっ

たであろう。

徴兵年令は、20才から19才に切り下げられていて、文科生には徴兵延期の制度はないこととなっ

ていたので、旧制高等学校の文科への入学生は、皆無に近かった。

この頃、御影の浜には迷彩をほどこした小型空母が大きく甲板をゆがめて座礁していたし、甲子園球

場には破損戦闘機の残骸が山と積まれていた。特に海軍の脚の折れた「紫電」の残骸が多かった。

楽しいことは何もなくなっていたが、4月29日（当時の天長節）に、祝日を利用して吉野山へ3人

で花見に出かけた。絶好の晴天であったが、駅に到着した途端、改札口で憲兵に捕えられた。この
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非常時に花見にくるような不忠者は許さないとして、製材工場に拉致されたのであった。木材運搬

を行えと命令されて本当にがっかりしたが、作業は1時間余で解放された。そして労賃として50銭を

支給された。このとき、材木かつぎの相棒だったのは、倉松功君、現東北学院大学学長である。も

う一人は学校の看護婦のおばさんだったので、足止めをされただけだった。この日の吉野山の花の

美しさと解放感は終生忘れることができない。このような状況の中でこの頃から、御影寮での生活

は次第に生き地獄の様相を呈してきた。

6月、御影寮、空襲を受け全焼する。寮の前にある御影師範の運動場では多くの死者がでた。幼い

男の子が二人防空壕で生き埋めとなり死亡していた。狂気の母親に求められて、助けるために人工

呼吸を試みたが、全く駄目であった。一同はその日の夜に、住吉にある工員寮に移転。一日二日の

うちにそこも焼けたので、全員高知へ帰ることとなった。200名の生徒は80名になっていた。多くの

生徒は病気になって先に帰郷していたのだ。

7月、はじめて高等学校に集合したが、ほどなく高知市も空襲をうけ、高等学校も教員官舎と南溟

寮だけを残して全焼した。運動場の焼夷弾を拾い集めた記憶がある。

7月下旬、今度は高校生として再動員、三井造船玉野造船所（岡山県）に行くことになった。今度

は寮もきれいであり、何よりも食事が大豆まじりの麦飯という上等なものだったのでびっくりした。

尼ヶ崎では、大豆粕と支那米だけの飯であった。おかずは乾燥野菜だけだった。ここでは、おかず

もかなりあった。

8月15日、木造輸送船一隻の進水式終了直後に玉音放送をきいた。全くききとれなかったため、ソ

連に対する宣戦布告だという者もいた。夜になって、終戦であると先生から説明された。いい知れ

ぬ解放感を覚えた。その後間もなく8月17、8日頃か、陸軍の上陸用舟艇が手配され、四国出身者は

それに乗って帰省せよと指示された。飛びたつ思いで、青い空と青い海の瀬戸内海を渡った。汽車

は辛うじて動いていて、高松から6時間かかって、深夜高知駅に辿りついた。午前1時であった。

9月から校舎（バラック）建設の寄附金集めのため、県下を遊説する。すべて先輩訪問である。田

舎で開業医をしている先輩が、気前よく沢山の寄附をくれた記憶がある。バラック2棟建設されて、

10月より学校再開。授業は、運動場あるいはこのバラック校舎で行われた。

学制変更により、2学年制とされていた旧制高校は、再び3学年制となった。同時に多くの学生が

転科し、文科が再編成された。文科乙類（ドイツ語）は希望者がいなくて、再編ができなかった。

ドイツ語の先生の熱心な勧奨で、私はわざわざ何人かの友人とともに文乙に変更して大いに犠牲的

精神を発揮したつもりでいた。文乙の同級生わずか17名。

1946年（昭和21年）

4月、2年生に進級。17名のうち3年生に進級した者は、わずか9名（22年4月）。史上最小人数の

クラスとなった。昨年9月から高知市にいた何百人かの進駐軍は、もうほとんどいなくなっていた。

1948年（昭和23年）

3月、旧制高知高等学校文科乙類卒業。卒業式は校庭の片隅で行われた。卒業証書はない。3年間

の在籍であるが、実際の授業は2年半にもみたなかった。

4月、東京大学（旧制）法学部政治学科入学。この年、栄養不良と経済的困難のため、どうしても

上京して生活を始めることができず、涙をのんでやむなく休学。

1949年（昭和24年）

4月、上京し復学する。東大向ヶ岡寮に入寮。これは非常な好運であった。私は1階にいたが、そ
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の真上の2階には、後に東大教授になった故竹内昭夫君（商法）と松尾浩也君（刑法）が仲好く同室に

いた。

1950年（昭和25年）

4月、政治学科にあきたらず、法律学科に転科。この年、この向ヶ岡寮の委員長を1年間つとめた（2代

目）。その間に当時高名だった南原総長が学寮視察にみえられ、2、3の部屋を案内した思い出がある。

1951年（昭和26年）

この年の秋、司法試験第二次試験および国家公務員6級職試験（現在の上級職試験）に合格。司法

試験は合格証書をくれたが、公務員試験は、合格通知だけであった。

1952年（昭和27年）

3月28日、旧制東京大学法学部法律学科卒業。

4月1日、大蔵省奉職。大臣官房文書課に配属。この4月に、日米講和条約が発効した。

大臣官房文書課には、国会勤務があった。国会内の大蔵省政府委員室に雑用掛りとして詰めるも

ので、大蔵省政府委員との連絡をする仕事である。ときどき時の蔵相池田勇人さんや、蔵相秘書官

宮沢喜一さんの走りつかいもした。若い宮沢秘書官は、アメリカ煙草をいつもどっさり持っていて、

投げるようにして雑用掛りの事務官にくれたものである。

この年、羽田空港と都心を高速道路で結ぶためのいわゆるワンマン道路建設が決定し、池田蔵相

が世銀から10億ドルを借款し、はじめて外債導入による公共事業を行うということがあった。この

10億ドルの借款証書を1年先輩の男が、押しいただいて池田蔵相のサインを貰ってきて、その場に居

あわせた一同に拝ませてくれた思い出がある。いわゆる羽横線がこのワンマン道路で、現在は狭く

て困っているが、当時、もっと貸してやるからもう一車線つくっておきなさいと世銀がいうのを、

返せなくなると困るからといって断ったということをきいていた。当時、池田蔵相をはじめ、日本

経済の復興にあたった人は、後のバブルの頃の人々と違って本当に律儀だったのである。

1953年（昭和28年）

この年、半年間、「日米会話学院」に米会話練習に派遣される。これは私が海外要員として養成さ

れたということでは全くなくて、英会話の学習が義務的に割りあてられていたことを意味する。た

またま、私が閑そうだからということであったらしい。英語は中学2年生までしか習わなかったが、

シンガポール捕虜との会話、進駐軍へのアルバイト、そしてこの学院通学のおかげで、後日海外旅

行する際に不便を感じない程度には、こなすことができるようになった。

1954年（昭和29年）

7月、東京税関に配置換。各現場を順ぐりに勉強して歩いた。横浜税関から東京税関が分割独立し

たための機構整備が主要な仕事であった。羽田税関（バラック）を国際化するために近代建築に建

替える必要があったが、航空貨物を飛行機から取出すための“ターン・テーブル”というものがい

かなるものか、誰も知らないというような状況であった。

1955年（昭和30年）

5月4日、高木玲
あき

子
こ

と結婚。9月、税関官房文書課審査係長に昇任。

1956年（昭和31年）

8月、福岡国税局調査課に配置換、法人税調査事務に従事。当時は傾斜生産方式による石炭増産

ブーム時代で、九州は石炭会社多数のため、法人税収納額は福岡国税局が全国一という大好況で

あった。
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1957年（昭和32年）

1月、国税調査官に昇任。2月、長女則子誕生。

8月、阿蘇九重国立公園を一週間かけて縦走する。6日間降られっぱなしという運のわるさであった。

1958年（昭和33年）

6月、笠岡税務署長（岡山県）に昇任。いわゆるA、B、Cと分類されていたC級の小税務署であっ

たが、所得税の全種目の収納のある署という特色があった。広島県との県境にある入りくんだ海岸

町で、島が沢山管内にあった。

1959年（昭和34年）

7月、国税庁人事課々長補佐に配置換。労働組合対策と税理士試験税法免除の修士論文の審査に従

事した。当時「全国税」という名の労働組合は、猛烈で次々に混乱をおこしていて、むやみと毎日

忙しかった。この忙しいあい間、少しの夏休みを貰って立山に登ったのが、唯一の楽しい思い出で

ある。黒部
クロヨン

ダムの建設に間組が着手したところで、将来ダムになる予定の黒部の川底に温泉がでて

いる秘境に名残りを惜しんだ。もう一つ、修士論文というものは自分達の時代にはなかったものだ

が、全くわけの分らないものだというのが、印象に残っている。

1961年（昭和36年）

7月、主計局主査に配置換。海上自衛隊と防衛技術研究所の予算を担当。国産潜水艦第1号“くろ

しお”の予算査定等をしたが、2年間に随分と多くの艦船や飛行機に試乗させられた。東京湾で水の

洩る潜水艦“おやしお”に乗って潜航したのは、楽しいというより恐ろしい思い出である。富士山

麓の試験場で、中型戦車（米軍払下げのもの）を試運転したのも珍しい体験であった。

1963年（昭和38年）

7月、大阪国税局総務課長に配置換。はじめて官用車で出勤を認められた。と言っても庁舎から通

勤駅までのわずかの距離を小型車に相のりするだけのことだったが、間もなく、総務課長はあちこ

ち移動が激しいということで、小型の専用車を割当ててくれた。これは官庁間の連絡交通や、税務

署ゆきにかなり便利であった。組合対策と税務署の監督が主要業務だったからである。

課長にはもう一つ、税理士会に関することという業務があった。当時、管内に5つの税理士会が

あって混乱していたのを、近畿合同税理士会としてまとめ上げた。

国税庁では前々から「納税者の声をきく旬間」という行事を、秋になると全国で行うこととして

いた。この行事は今も続いているが、「税を考える週間」と改称されている。この年、この旬間の行

事として私は二つのことを実施した。

一つは、財政学者の木下和夫先生（大阪大学）とテレビ対談をすることであった。木下先生はも

う故人になられたが、財政学者として偉大な人で、マスグレーブ『財政学』の翻訳者として名高い

人である。先生は大変親切にあしらって下さったが、私は話下手でどうもうまい対談になったとは

思えなかったが、当時のことで、自分の放映される姿はみていない。ビデオのなかった時代である。

もう一つは、松下幸之助さんを一日局長としてお招きして、講話を願うことであった。松下氏は

当時日本一の実業家であったから引受けて貰えないかも知れないと心配したが、いとも気軽に引き

受けてくれて、国税局全職員を前にして、楽しい講演をされた。内容としては、私はお金をかなり

稼ぐが、その80％は税金として持っていかれる。そういう点から言うと、私は皆さんと同じように

税金の運びやであるといったユーモラスな口振りで、産業の機微に入った話をされた。社内教育の

重要さということが、かなり認識され始めた頃で、松下電器はその点でも日本のトップをいく企業
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であった。税大（税務大学校）教育に関しても、参考になるような話をいくつかされた。若者はわ

れわれが全く思いもつかぬことを考えるものだ、ということを言われた。一緒にとって頂いた記念

写真が残っている。

1965年（昭和40年）

7月、再び主計局主査に配置換。警察庁、検察庁、法務省、裁判所の予算を担当。裁判所の現在の

建物の査定を行なったことと、都市再開発のために全国県庁所在地の都心部にあった刑務所を郊外

に移転させる措置をとったのが主な仕事であった。これは予算をつけるのでなく、古い刑務所の土

地を売り払って、その代りに新しい刑務所を手に入れるという、国有財産の交換による移転という

ものである。予算の非常な節約になるのだが、当時の経験が後に制度化され、国有財産交換特別会

計というものが、何年かのちに出来た。というより、理財局課長として後にこの制度を私がつくっ

たのである。

このポストに3年間もいたため、私は全国の刑務所にすべて“入牢”したという経験を持っている。

建替えのため、随分沢山の獄舎に実際に立入って調査をしたわけである。

1968年（昭和43年）

7月、名古屋国税局調査査察部長に昇任。このポストは法人税、所得税の脱税事件を担当する査察

と、大法人（いわゆる調査課所管法人）の法人税調査の二つの事務を兼担していた。この頃は、

段々分離するようになっている。

当時、トヨタ自動車は、飛躍の時期を迎えていた。大規模な調査団をフォードをはじめとして、

アメリカ各地に派遣し、ライン生産方式を大々的に導入しようとしていたのである。当時から日本

一の法人税納税であり、傘下企業の数の多さも群を抜いていた。

ある日、トヨタの若い役員が「社長が貴方に会いたがっているのでいらっしゃいませんか」と本

社に案内された。行ってみると「君はなかなかよい仕事をしているときいたので、あってみたかっ

たんだ」と言われた。少し驚いた。私は立たされたままであった。普通の感覚なら昼食ぐらいに招

くところだろう。それはともかく、当時の名古屋には優良企業が目白おしになっていた。日本硝子、

御幸毛織、愛知時計etc。

1970年（昭和45年）

7月、関東財務局管財第一部長に配置換。10月、自衛艦あけぼの（1,100トンの老朽艦）に便乗し

て、小笠原諸島父島出張。旧海軍要塞用地（国有財産）を大蔵省に引継ぐための実地調査に赴いた

もので、片道48時間の航海であった。太平洋大いに荒れて、食事一回しかとれず。到着後快晴、都

出張所宿泊施設に宿泊。小笠原父島では、面白い話がいろいろあった。私がアブラハム・リンカー

ンやジョージ・ワシントンと会見したというのもその一つである。彼らは国有財産の不法占拠者で

あった。政府は日本復帰にあたり、現住民に改姓の自由を認めた。日本的名前への変更を期待して

のことだったが、結果はこのように裏目にでていた。

1972年（昭和47年）

7月、大蔵省国有財産第二課長に配置換。8月、沖縄返還後の国有地調査のため、八重山諸島（石

垣島、西表島）出張。西表島では、日本唯一の風葬実例をみる。

1973年（昭和48年）

10月、ヨーロッパにおける公園事情の調査ということで、ヨーロッパ出張を命ぜられた。はじめ

ての海外出張となったが、米軍が占領地域縮少のため大量の軍用基地を大蔵省に返還し、この3ヶ年
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間はそのことで各地で国有地利用、払下げの要望が政治家を通じて提出され、国有二課長は、「政府

委員」にもならない「政府説明員」にすぎなかったが、国会の大蔵委員会、予算委員会に毎日のよ

うに出席して、省内随一の最多答弁者となった。国有財産処理計画の策定ということもあったが、

慰労研修の意味もあっての出張命令であったように思う。

旅行は10月16日羽田発、26日羽田着の10日間で随分と忙しい日程であったが、楽しい思い出と

なった。先ずパリでは、新都市計画による開発現場をみた。デファンス（防衛）地区といわれる場

所で、新凱旋門が着工されるのを見学した。はじめて泊ったヨーロッパのホテルの名前が、ナポレ

オンというのも愉快であった。東大法学部の入試をドイツ語で受けたが、それはナポレオンの小伝

記に関する記事の独文和訳の問題であったことを、よく覚えていたからである。

スイスのベルンでは、大蔵省から吉居時哉君（後の東日本銀行社長）が一等書記官として駐在し

ていたが、「困ったな、国会議員が4人も視察にみえている。どうしようか」と言った。「一緒にやっ

てくれ」と厚かましくも私は言ったのだが、結局一緒になって、アルプス見学をすることになった。

インターラーケンから、ユングフラウの雪の雪洞まで議員さん達は行ったが、私はそこまでは行け

ず一人だけ先に山をおりた。きびしい日程のためである。わずか一泊をともにしただけの同伴旅行

だったが、議員たちの陽気で饒舌で大ぐらいであるのに驚いた。消化薬をのみのみ料理を食っている。

議員さんとは、自民党海部俊樹さん（後の首相）、森下昌幸さん（私と同郷の高知人であるが選挙

区は徳島県となっていた）、共産党東中文雄さん、もう一人は公明党の大久保さんであった。東中議

員がしきりに「大蔵省はよく先を読んでいる。この返還国有財産の処理が重要なときに、担当課長

をちゃんとこんなところまで派遣している」と感心してくれたのには、こちらがかえって面食らっ

た。もっとも、私の国有財産の説明の仕方が気に入ったといったところもあったようだ。

ローマからフランクフルトへ行った。はじめてゲーテの家などを見たが、ジェトロ駐在員として

当地にいた大蔵省の津野修君は、この2月（2004年）最高裁判事になった。

ロンドンでは、キュー植物公園という世界一の植物園をみた。大きさというだけでなく、歴史的

に世界一なのである。帰りは北方廻りのはずだったが、飛行機に乗りおくれるという失敗をしたた

め、南廻りに変更してかえって得難い見物をすることになった。バクダッド空港に最初に着陸した

が、低空から2、3分ゆっくりと眺めたバクダッドの街は、すばらしいお伽ぎの国の寺院群のように

思えた。今テレビでみる戦火のバクダッドには、この風光がどうしてもでてこない。なぜだろうか。

次にバクダッドからニューデリーを径、バンコックへ飛んだが、ここでヒマラヤ連峰1000キロをす

べて遠望するというすばらしい光景にあった。そしてしばしの後、マウス・オブ・ガンジス（ガン

ジス河口）が眼下に見えた。驚くべき湿地帯の中の大蛇行である。世界一の航空会社パンナム航空

は、今はもう消えてなくなったが、機中の案内が極めて親切であった。

ロンドンで乗りおくれたのは、英語の全く分らない日本人の社長にうるさくつきまとわれ、出発

の放送をききのがしたためである。掲示板の方は十分注意してみていたが、なぜかそのとき会社は

ボーディングの標示をしなかったのである。この男と市中に引返して一泊よけいに泊ったおかげで、

帰途の風光にめぐまれた。

10月25日、大蔵省永年勤務者表彰をうけ、銀盃中1ケを貰う。勤続20年記念である。永年勤務者

表彰の制度は、税務職員がどんどん辞めていくのを憂慮した池田蔵相が、東京国税局長当時から温

めていた計画を蔵相になって実施したものといわれる。30年勤務を目標とし、20年で小銀盃1ケ、25

年で中1ケ、30年で大1ケとして三つ重ねが完成する仕組みであるが、上級職職員は30年も勤務する
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者はいないので、20年で中1ケを与え、25年で、大と小を1ケずつで、三つ重ねが完成するように表

彰することとしたのである。ところが、25年でもそれ以前に勧奨退職でやめて行く者も多いので、

23年としたという。

この制度は、各省庁が大蔵省にならってつくるようになったが、現在はもはや、永年勤務が美徳

とはされない社会になりつつあるのではなかろうか。しかし、今のようにアメリカ型実力社会の実

現をめざしていくのが、本当によいことだろうか。

1974年（昭和49年）

7月、国税庁会計課長に配置換。

1975年（昭和50年）

5月、アメリカの税務事情と税務予算状況の調査のためにアメリカ出張を命ぜられた。国税庁では、

すでにかなり若手幹部職員をアメリカ各地に派遣（外務省職員）していた。その人たちと会って、

要望や意見をきくという目的もあった。5月12日から22日までの10日間である。今回は成田から出

て、成田へ帰った。

5月12日、成田からハワイ経由でニューヨークへ飛び、はじめてのアメリカに夜中に入った。

ニューヨークでは大蔵省から平澤貞昭さん（現横浜銀行頭取）が赴任していて、アメリカ一古い教

会というのへ案内してくれたことを覚えている。ヨーロッパの大教会に比べると、誠に小さな簡素

なものだった。ワシントンには、大蔵省から長谷川公使が赴任していて、重要な場所すべてをじき

じき案内してくれた。この人は、レイテ島で胸部貫通銃創をうけたが、奇跡的に生き残った傷痍軍

人である。私と同じ蝶の愛好家であって、その後東京国税局長など歴任されたが、惜しくも夭折さ

れ故人となった。

ついで、シカゴからサンフランシスコへと飛び、それぞれ国税出身者の元気で活躍している姿に

接した。シカゴでは巨大なビル、二重構造の道路、大博物館の展示品（黒人の輪切り）などに驚き、

サンフランシスコでは、坂の多い街に感心した。シカゴの黒人の輪切りの展示は、その後間もなく

禁止になったという。5月22日夕方、成田に帰国した。

10月22日、第二回目の永年勤続表彰を受け、銀盃大と小の2ケを貰った。これで三つ重ねが完成

したが、正味勤続23年半である。

1976年（昭和51年）

4月、蝶の趣味本『わぎも・やぽにか』を出版、財務出版（株）4月30日発行。これは、財務出版

（株）社長の野村季樹さんが高知城東中学の先輩でもあり、大阪国税局から官房文書課にも勤務した

国税の先輩でもあり、かつ生物の愛好家という関係から出版してくれたものだったが、思いもかけ

ずかなりの反響をよんだ。何に限らず生れて初めての著書の出版でもあったので、私は大変張り

きって書いた。そのせいでもないだろうが、かなり売れたし、九州大学名誉教授の白水隆理学博士

によって、蝶学研究のための主要な文献目録に登載された。

7月、中国財務局長（広島）に昇任。広島に単身赴任し、丁度1年をすごす。はじめて金融行政に

タッチしたが、当時既に金融にかなり無理なきざしの表われているのを知った。

1977年（昭和52年）

7月、理財局次長に配置換。またもや国有財産担当である。今度は政府説明員ではなく「政府委員」

をただちに発令された。こうして、また国会通いが始まったが、政府委員はずっと退官まで続いた。
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1978年（昭和53年）

7月、総理府人事局次長に配置換。人事局長は、後に東宮大夫として、皇太子御成婚の儀を務めた

菅野弘夫さんであった。

10月10日～18日の間、中堅公務員研修旅行団の団長として、カナダ各地を研修旅行で巡った。多

くの省庁から1名ずつの参加を得て、20数名の団体である。この会は、カナダの国旗かえで
．．．

にちなん

でメープル会と呼ばれるようになったが、日本からの旅行団でアメリカへゆかず、カナダだけ巡る

というのは素晴らしいと各地で大歓迎を受けた。

1979年（昭和54年）

6月から7月にかけて、Ｉ.Ｌ.Ｏ.会議日本代表（正式には日本政府代表代理）として、職員数名とと

もに1ヶ月足らずジュネーブに滞在し、国際労働委員会に通った。公務員の労働組合について、職員

以外の者（免職者もふくむ）の参加を認めないとする日本政府の主張は、もう認められないことが

確定的になっていたが、その最終結着のための国際会議であった。フランス語で、「ムッシュウ・カ

ワサキ」とよばれたら立ち上がって「ノン」という意思表示をする手筈になっていた。ところが一

向に呼ばれない。黒人の議長はフランス語をドイツ語読みにして、「ムッシュウ、カヴァザック」と

呼んだのである。二度、三度よばれてはじめて、部下の一人が気づいて私をつっついた。ようやく

「ノン」と言った。

1ヶ月近くジュネーブで暮したが、宿はホテルではなく、自炊ペンションであった。清潔な宿なの

で別に不満はなかったが、朝食は、フライパンに蓋をして飯を炊いた。この米は下のスーパーで

買ったもので、炊き上がってもサラサラとしてこぼれる。さじですくって食べた。味はなかなかよ

かった。前年のカナダ旅行といい、今年のジュネーブ旅行といい、総理府の旅はすべてエコノミー

で、研修旅費の支給にとどまった。宿もホテルというほどのものではない。私は格下げ旅行に甘ん

じていたわけである。

これに対して、労組代表は、道路の向い側にある大ホテルに陣取り、毎日豪勢な夕食をとってい

たという情報があった。労組側は、政府を負かしたという大勝利の気分に酔ったらしいが、この

Ｉ.Ｌ.Ｏ.の結果が、実は今日の社会党の驚くほどの凋落をもたらすことになったのだった。それは政

府が、Ｉ.Ｌ.Ｏ.で破れたので、それならと便宜供与の禁止を強く打出し、それまで所得税と一緒に天

引きしていた組合費の徴収を厳禁する措置をとったのである。これによって、組合費の集まりが激

減し、結局は社会党の没落につながるのであるが、このことは案外、一般には知られていない。

いずれにしろ、公務員のストライキ権の否認はそのまま認められて、10年にもおよんだＩ.Ｌ.Ｏ.会

議は結着したのである。この年、総理府長官（総務長官）は小渕恵三氏となる。

1980年（昭和55年）

6月、再びヨーロッパ出張を命ぜられ、今度は北欧を主としストックフォルム、ブラッセルから再

びジュネーブを訪問した。帰途ブラッセルに立ち寄ったところで、国税庁次長発令の内示を受けた。

バンコックでは大平総理大臣が死去したことも知った。消費税導入に関する心労が原因だといわれ

た。今回の旅行は、人なみの一等旅費を貰ってのはじめての外遊であった。2年近い総理府生活も終

りに近づいたのでという、総理府の親心からでた有難い外遊であった。

7月、国税庁次長に配置換。消費税導入に関する議論が盛んな時期で、ひんぱんに国会大蔵委員会

等に出席した。

10月22日（水）納税功労者が昭和天皇に拜謁を賜わることとなり、長官とともに参内せよと大臣
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官房より指示されて、この日参内する。宮内庁の役人がきて、「これから陛下がお見えになる。部屋

へ入られる前に私が最敬礼というから最敬礼をし、お言葉が終って帰られるまで絶対に頭を上げて

はならぬ」と言ったのに驚いた。

11月、第2回アセアン諸国税務長官会議に長官代理として出席。インドネシア・ジャカルタに2週

間滞在する。大きなホテルは一つだけ、高速道路は100メートルだけ、テレビは全国で4台だけとい

う風に、経済建設が緒についたばかりというジャカルタであった。会議日程の中ほどで、テレビ出

演をした。税の重要さを語る対談である。しかし、ホテルにもどこにもテレビはなかったので、果

して放映されたかどうか分らずじまいであった。帰途、ボルブドールの佛跡をみて、バリ島に到り、

そこより、シンガポール、マニラにそれぞれに立寄って国税庁長官を表敬訪問した（第1回の会議は

前年、東京で開催されていた）。

1981年（昭和56年）

6月、退官。公務員歴29年3ヶ月なり。7月、蝶の趣味本『エスコート・フライト』を出版。

8月、中小企業金融公庫理事に就任。

1982年（昭和57年）

8月、ニュージーランド、豪州、インドネシア視察団に加わり研修旅行。団長は前大蔵次官田中敬

氏。帰途、飛行機故障をおこし、シンガポールに不時着。一泊する。2年ぶりのジャカルタは、かな

りビルが出来上がっていた。

1984年（昭和59年）

この前年、中小公庫の資金ぐりについて逆鞘になっているから、外債を導入しようと私は考えた。

郵便貯金の金利を郵政省がむやみに上げていたので、すべての公庫は逆鞘に悩まされていた。外債

発行は、前年12月、予算折衝をして認められていた。そこで、7月から8月にかけて、ヨーロッパ各

地の外債発行の事情の調査のため出張をした。主として東銀と興銀のヨーロッパ支店を訪問し、い

ろいろと情報を貰い、指導をうけたものである。

7月20日～8月3日、ドイツ、スイスを中心としてヨーロッパ各地をめぐった。デュッセルドルフ、

ケルン、フランクフルト、チューリッヒ等である。私はフランクフルトで日本へ帰る一行と分れて

単身、ダラスを経てメキシコへ行った。留学中の次女を訪ねるためである。ケルンにおけるローマ

遺跡の大々的発掘、メキシコ・ティオティワカンのピラミッドなどが印象に残った。このとき、過

労のため、ピラミッドにどうしても登ることができなかった。

1985年（昭和60年）

5月9日～22日、社会経済生産性本部主催の生産性の船“洋上大学”の旅行団長に推され、香港、

シンガポールへの航海10日間を経験する。中小企業職員を集めて計画したもののようだが、航海と

いうのは、神経をぼんやりとさせ、学習効果はあまり上がらないものであることを体験した。帰り

はシンガポールより飛行機とする。横浜でのテープをきっての出航式は、なつかしい思い出である。

10月、『中小企業と金融事情』を出版。財務出版（株）10月25日発行。本書は売行きよく、第2刷

がすぐ出た。

1986年（昭和61年）

7月9日～24日。ギリシャ、トルコ、ソ連、フィンランド産業経済視察団の旅行に参加。団長は元

大蔵次官吉瀬維哉氏。この旅行は小生にとって、ほとんどの地がすべてはじめての訪問で印象深

かった。特に崩壊寸前のソ連の印象はきつかった。
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フランクフルト経由でアテネへ着いたが、パルテノンの神殿、デルフオイの神殿の印象が深い。

イスタンブールからイズミール、エフエソス、アンカラというトルコの旅も珍しかった。特にエフ

エソスのローマ遺跡の外に、聖母マリアの暮したところというのに驚いた。モスクワでは、全く自

由行動は許されず、予期もしなかったが国立ホテルに罐詰めになって過した。レニングラードのエ

ルミタージュ博物館も中庭で3時間もまたされた上、わずか40分間の見学を許されたというきびしい

ものであった。ヘルシンキを見学して、パリ経由で成田へ帰る。見学成果の頗る多い旅行であった。

11月9日～23日、第4回外債発行調印の旅。外債は年2回の発行であるが、前年第1回の調印式は、

総裁が渡欧して行なった。第2回目以降順次役員が渡欧していたが、第4回目は企画立案をした私が

行けということになった。チューリッヒで調印式をすませ、ミラノ、コモ、ベニス、ローマ等を

巡って、リスボンへはじめて足を踏み入れた。11月21日、ユーラシア最西端ロカ岬にたつ。“ここに

大地は終り、これより海が始まる”という立札が強く印象に残っている。訪問証明書というのをリ

スボン市が発行していたので買った。

1987年（昭和62年）

6月、『日本経済の構造変革』を出版。財務出版（株）6月10日発行。

7月、中小公庫退職。1年間、無職ですごす。母の介護のため高知と横浜を往復していた。

1988年（昭和63年）

7月、高知県副知事に就任。

1989年（昭和64年、平成元年）

1月8日、天皇崩御、改元。平成元年となる。

5月、高知県会議員を引率して、オーストラリア、ニュージーランド研修旅行に行く。ケアンズ、

ブリスベン、キャンベラ、オークランド等を訪問。ブリスベン大学の敷地の広大さに驚く。門を

入って、川ぞいに車で10分、校舎に着くという広さ。

7月31日～8月2日、2泊3日の御予定で皇太子殿下が高知県を訪問される。全国高校体育大会が高

知県春野運動場で開催されることとなったためである。公式訪問であって、知事がすべて御案内し

たが、宿泊は市内城西館、皇族方の定宿である。

31日御到着の夜、公式行事が一切終ってから、御随行の東宮大夫菅野弘夫さん、もとの上司人事

局長であった人から、ひそかに連絡を受け、城西館を訪問。菅野さんから殿下に紹介して頂き、暫

く三人で歓談する。

10月、メキシコ・ソノラ州と姉妹県契約締結のため、メキシコを訪問することとなった。メキシ

コ市やティオティワカンは二度目の訪問であるが、今度はピラミッドに楽に上ることができた。次

にメキシコ市から、車をチャーターしてアカプルコへ行く。これは同行の水産局長や総務部長が、

メキシコ漁業状況等の調査を希望していたためである。高度2500メートルのメキシコ市から、海抜

ゼロのアカプルコまで一気に下る大レースであった。アカプルコの岩場での飛び込みなどをみて、

プールで泳ぐ。アカプルコから飛行機で、ソノラ州州都エルモッショを訪問。エルモッショよりア

メリカ・ツーソンに入国。ここでトラブルが起きた。団員の一人が所持ドルの申告を正確にしてい

なかったため、裸にされた。一行4名、ツーソン空港に一泊抑留される。ツーソンは、日米戦争時、

日系米人が収容された収容所のあった砂漠である。赤茶けた岩と砂と少々のサボテンだけの大地。

メキシコシティでは10月20日、国立民俗博物館を見学。メキシコ人と日本人は同一民族である、

との大きな標示があるのに驚いた思い出がある。
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1990年（平成2年）

8月、趣味本『蝶を語る』を出版。高知新聞社8月30日発行。これは、随筆読みものとして、高知

新聞に連載したものを単行本としたものである。売行き好調で、高知市内書店で2ヶ月連続ベストセ

ラーになった。第2刷がすぐ出た。

1991年（平成3年）

2月、腸閉塞をおこし、緊急入院手術をうける。高知県立中央病院に20日間入院する。腸の癒着が

30年来の宿痾であったが、発病したもの。

6月、副知事退任。すすめられて知事選に出ることとなっていたが、12月1日の選挙で落選。これ

は元来、国税庁退職時の蔵相渡辺美智雄さんの意向に出たものであったが、この間の事情は一言で

はつくし難い。横浜に帰る。

1992年（平成4年）

2月、夫婦で台湾一周旅行一週間。6月、日本たばこ（株）常勤監査役に就任。8月6日～8月18日、

13日間同じく夫婦で、オーストリア、チロル、ドナウ旅行（私費）。就職記念のようなもの。はじめ

てブタペストを訪れる。

1993年（平成5年）

7月、会社より南部アメリカ研修旅行に参加を要請され、アメリカ各地を旅行（7月15日～25日）。

団長は慶大教授島田晴雄氏。訪問先は、アラバマ州、ヴァージニア州、ラーレイ（日本たばこ出張

所）、モンゴメリ、バーミンガム、コロンビア、リッチモンド等。帰路シカゴに立寄る。帰りの機中

（一等）で句会あり。小生の作、“はるばるとコロラド川のほとりきて　なまずのてんぷらじゃがい

ものめし”。南方のアメリカ人は意外に質素な生活をしていたということである。

11月7日～11日、会社より中国出張。北京、香港、深 を訪問。香港以外ははじめての地である。

深 は建築ラッシュであった。北京は経済成長のきざしはあったが、まだ自転車ばかりで自動車は

少なかった。空港もバラック同然のもの。万里の長城や明の十三陵などを、はじめて見学する。そ

こですりにやられた。

1994年（平成6年）

6月28日、日本たばこ監査役辞任。翌6月29日（株）コナミ社外監査役就任。この日付の連続は全

くの偶然であった。本人はもとより、大蔵省の意図したものでもなかった。

7月1日、帝京大学経済学部教授に就任（財政学担当）。夏休みに入るところで授業の必要はなかっ

たので、7月17日～22日、カナダのバンフ地方を夫婦で旅行（私費）。バンクーバー・ケーブルマウ

ンティン等に登る。

この年度は半年間であったが学部の授業は担当せず、大学院の修士論文の指導とアメリカにある

帝京セーラム大学の帰国学習の枠外担当だけをした。財政学の教科書をいくつか調べたが、利用す

るに足るものがなかったため、教科書を自ら執筆することを決意、4ヶ月かけて執筆を完了した。

1995年（平成7年）

3月末から4月にかけて、夫婦でスペイン・アンダルシア地方旅行（私費）。グラナダ、セルヴィア

等観光。アルハンブラ宮殿の印象が強かった。リコンキスタの歴史を知る。

4月『財政学』出版。（株）弘文堂4月15日発行。この著は4版を重ねた。

8月3日～11日。夏休み利用の観光旅行として夫婦でネパールに行く（私費）。カトマンズとポカ

ラに滞在。好天にめぐまれヒマラヤを小型機で観光飛行。エベレスト山頂を目の前に見る。乗客の
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日本人O. L. たち大さわぎ。

1996年（平成8年）

春休みに夫婦で2回、観光旅行に出かける。3月23日～28日、オーストリア・エアーズロックの旅。

4月25日～28日、韓国済州島およびソウルの旅、すべて私費。

8月下旬、イスラエル、テルアビブ大学における国際財政学会に出席。国際的学会へのはじめての

出席である。家内同伴なり。本人分の旅費は大学より支給された。9日間イスラエルに滞在し、4日

間の学会出席のほか、イスラエル各地を見学案内して貰った。この旅行は、後に『財政と宗教』を

出版する契機となったもので、私のキリスト教観を一変させるような意義を持った。イスラエルは

今日の世界の不安と混乱の原点となっている国であると言えるのだが、その事情をかなり体得した。

1997年（平成9年）

3月、『やさしい財政』（新書版）を出版。財務出版（株）3月2日発行。副読本用として出版したも

のである。

3月29日～4月5日、春休みを利用して、夫婦でエジプト観光旅行。この旅行はイスラエル訪問の

結果、どうしてもエジプトを知らねばならぬと考えたので思いたったものである。カイロ、ルク

ソール、アブシンベル等訪問（私費）。

7月26日～8月6日、夫婦でチベット、ネパールの旅（私費）。上海、成都を経て、チベット・ラサ

に入る。ラサで3泊して高地適応を行ない、チベット4500～5200mの高地帯をめぐる。ヤク（チベッ

ト野牛）の実物が珍しかった。

8月下旬、国際財政学会が日本の当番となり、京都立命館大学で行われる。単身で2日間出席。宿

泊は比叡山と大津。

11月、エジプトでハトシェプスト葬祭殿事件おこる。邦人観光客もかなり殺された。

1998年（平成10年）

3月27日～31日、春休み旅行。タイ国でスコタイ、アユタヤ、バンコックを訪問（私費）。夫婦で

象に乗って喜ぶ。

5月8日、高知市にて母かめ死去。94才の長寿を全うしたが、父が早く死んだため65年間も寡婦生

活を送った、気の毒な一生であった。葬儀は高知市にて行なった。

8月下旬から9月にかけて、国際財政学会が南米アルゼンチン、コルドバ大学で行われた。夫婦で

出張。旅費本人分は大学より支給された。ブエノス・アイレスの街角で、人間が真白く塗りたて、

人形ふうに演技して金を貰っている姿が印象的であった。ウルグアイ国へも足を伸ばし、ウルグア

イ・ラウンドの現地を見学した。また、イグアスの滝を見学できたのも幸せであった。

1999年（平成11年）

3月から4月にかけて、春休みの私費旅行。夫婦でシシリー島を一周す。旅行中、ホテルに横浜の

次女より、叙勲の伝達があったと国際電話がかかってくる。叙勲を受けるか辞退するか、早急に返

答せよと国税庁から連絡してきたもの。このように本人の意向を早く知らしめよというのは、宮内

庁の意向らしい。大蔵省は金融混乱の責任官庁として叙勲辞退が2年間続いていたので、叙勲再開と

なっても、70才になったばかりの私に叙勲になるとは、全く予期せざるところで意外であった。当

然2年おくれになるだろうと予想していたからである。

4月29日、勲三等旭日中綬章を受ける。5月11日、大蔵省において伝達式あり。大蔵大臣（実際は

政務次官）より勲章を手渡された。この政務次官は、現在の谷垣財務大臣である。その後、宮中に
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参内して、皇居春秋の間に参集、勲三等以下の叙勲者一同を代表して、小生が天皇陛下に御礼を言

上した。これに対して天皇よりお言葉を賜わった。叙勲者一同とは、大蔵省と通産省の叙勲者であ

る。百数十人と思われた。これは、宮内庁と大蔵省で相談をして小生を指定したもののようである

が、全く予想もできなかった栄光であった。

8月から9月にかけて、モスクワで国際財政学会開催、夫婦で出席。本人分の旅費は大学より支給

された。往復の飛行機で、ほとんどの先生がトランクを破壊されて金や物を盗まれた。奇妙にも小

生夫婦のトランクは、往復とも無事であった。ロシヤは前回とちがって十分に自由化していたが、経済

的にはまだかなり荒廃していた。学会では、モスクワ市長等のあいさつがあった。珍しいことである。

10月14日、天皇の招宴が赤坂離宮で行われた。小渕首相と久闊を叙し、夫婦の間に入って貰って

写真をとった。小渕首相は、総理府人事局次長当時の大臣であり、時々叱られた記憶があった。首

相もよく覚えていたらしい。

11月、東大向ヶ岡寮50年祭に出席。同期生が1人しかいなかったのは淋しかった。

2000年（平成12年）

春休み私費旅行。3月22日～29日、アメリカ西部の旅、ロス、ラスベガス、グランドキャニオン、

サンフランシスコ。

5月14日、小渕首相、脳こうそくのため死去。62才。半年前にあれだけ元気であったのに、信じら

れぬ早逝である。三人で写真をとれば、真中の人が死ぬという迷信を思い出した。武道館における

葬儀に参列し、クリントン米大統領が焼香するのをみかけた。

6月、コナミ（株）社外監査役任期満了。

7月16日～19日、何十年ぶりかに日本アルプスに登る。中房温泉に泊り、燕岳山頂に一泊、再び

中房温泉に泊る。登山好きの加藤先生の企画立案によるものなり。一人では到底できない登山で

あったが、順調に山頂をきわめたので、大いに自信がついた。

8月26日～9月5日、国際財政学会がスペイン・セヴィラで行なわれた。夫婦で出席。本人分の旅

費は大学より支給された。同行の加藤先生と帰途、ハイデルベルヒ大学等を訪問し、チューリッヒ

より帰国。チューリッヒでピラタス山に登る。天候は不順で、わずかな晴間しかなかった。

9月25日～30日、中国長春の税務学院訪問のため、4人で中国出張。税務学院の卒業生を本学の大

学院に受け入れるための、筆記と面接の両試験を現地で行なう等のとりきめのためである。まず飛

行機で北京から瀋陽へ飛び、そこより汽車で長春に入った。瀋陽は旧奉天であり、長春は旧新京で

ある。いわゆる満洲国の広大さに目をみはる思いがあった。吉林市と松花江をあわせて見学。同行

したのは、菊地先生、小島先生、岩崎先生である。案内は長春税務学院劉曙野先生。

『財政と宗教』出版。（株）霞出版、10月15日発行。これはイスラエルで想を得たものを帝京経済

学研究に発表したが、それをかなり加除して一冊の書としたもので、翌年すすめられて、博士論文

として大学に提出した。

2001年（平成13年）

3月6日、経済学博士号を授与される。総長より大きな賞状を頂く。旧制法学士が経済学博士（乙

号、つまり論文博士）となったのは、嬉しいような奇妙なものである。

3月11日～15日、春休み、私費中国旅行。西安で唐の楊貴妃の池や始皇帝の兵馬
よう

をみる。桂林

（漓江下り）広州と続いて観光見学する。兵馬
よう

は何といっても世界の一大奇観である。日本の歴史

はまだ幕を開けていないのに、これだけのものが既に中国にあったとは。
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この4月より大学院の「研究」を財政学より税法にきりかえる。翌年からの税理士法改正にそなえ

てのものである。

8月25日～9月3日、国際財政学会がオーストリア・リンツで開催される。夫婦で出席したが、今回

は本人分旅費は75％を大学より支給された。リンツよりインスブルックを経て帰国。それぞれ4泊ずつ。

10月27日、日本財政学会が関西学院大学で行なわれた。公益法人論を発表する。発表希望者が多

すぎて、十分な時間を与えられなかった。

2002年（平成14年）

1月、『税法学』を出版。木鐸社1月15日発行。

2月13日～2月15日の間に21人の修士認定面接試験を行なう。これは一人の担当としては空前絶後

とも言うべき人数である。かなり苦しい思いをするが、無事終了。

春休み私費旅行。3月9日～13日、中国、蘇州、揚州、杭州、上海を見学。加藤先生御夫妻と同伴

旅行なり。蘇州の寒山寺等有名寺院を見学する。“月落ち烏
からす

鳴く”という有名な古詩があるのに、こ

の辺りには全く一羽の烏もいないのは不思議であった。

4月1日、経済学研究科長の発令を受ける。学校行政にたずさわるのは自信のないことなので、辞

退したのだが、外に目下人がいないということで受けた。

この4月より、財政学と税法の二本立てで授業を行なうこととなる。大学院では昨年度より税法研

究にきりかえたので、本年度はM2は税法演習、M1は税法研究と正式に名称変更をする。税理士法

が改正され、税法の修士論文を必要とされることとなったためである。しかも税法についても、会

計学についても、必ず1科目は国家試験に合格しなければならないという改正である。学生にとって

は、かなりきびしいものとなることが予想される。

6月25日～29日、長春税務学院出張。研究科長が交替されたからには、新しい研究科長に来て頂

きたい旨の連絡をうけたので、大学院入試（筆記試験と面接試験）を現地で行なうため、菊地先生

と二人で長春税務学院を訪問。試験を終えて、長白山国立公園に案内して貰った。朝鮮側では古く

より白頭山といわれた聖山である。頂上が国境となっており、天
てん

池
じ

という湖がある。快晴で見渡せたの

は極めて運がよかったといわれた。伝説によれば、朝鮮民族の祖先はこの池から湧いて出たという。

2003年（平成15年）

3月、春休み私費旅行で夫婦で

アンコールワット見物に行く。加

藤先生夫妻も同行する。家内、ア

ンコールワットのホテルで発病し、

旅行を途中放棄してバンコックへ

飛行機で運ばれて入院。小生も看

護人として入院、バンコック病院

で1週間すごす。日本語の分る医

師もいて、十分な治療を受けたが、

特別機をチャーターしてフライト

したなどは、全くはじめての得難

い体験であった。相当な経費のは

ずだが、すべて東京海上の旅行傷
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チェコ。チェスキー・クルムロフ城の塔と聖ヨシュタ教会の塔。

ともに世界遺産。五彩に色どられた塔はこよなく美しい。



害保険があったため無料であった。

8月22日～8月31日、チェコ・プラハにおいて国際財政学会が開催される、この夏、義兄の死亡な

ど私事が極めて多端であったが、辛うじて都合がついて単身で参加した。今回は旅費は25％しか大

学からは支給されなかった。プラハの街は、ヨーロッパ一美しいといわれるが、中世都市として世

界遺産の指定をうけて再建されたクルムロフの街は、お伽の国のようでなお一層美しかった。記念

の写真を一つかかげておく。

10月24～26日、日本財政学会が関西大学で開催された。単身で参加。神戸で宿泊し、中学時代の

友人で、御影でともに苦労した佐々山君と夕食、朝食をともにする。60年前の思い出にふける。

本年は月曜日休日となることが無暗に多く、授業時間の不足を補うため、休暇に入るのを1日ずら

して、12月24日（水）を特別補講日として、月曜日の授業を実施した。月曜休日がこのように多い

年が続くならば、月曜日授業は2、3日補習が必要となるだろう。

2004年（平成16年）

2月25日　大学院入試。

3月末日　停年退職。

4月10日、修士課程修了生（平成6年～16年）合同で、小生への謝恩会を東京で開催し

てくれた。大いに感激する。

［付記］

以上のような、私個人の履歴やそれにまつわる若干の思い出などは、元来私以外には何の意味もな

いものであろうが、私たちの世代の生活は、はげしい歴史の動きの中に翻弄されてきた。私は、社会

が一日一日崩壊してゆくのをこの眼でみてきたし、米軍占領からまた少しずつ再生しはじめて、復興、

拡張、発展していくのも日々の出来事として体験している。だとすれば、私の退職記念号を編集して

頂けるという機会に、私の生涯の簡単な骨子を残しておこうとこのようなものを書いたのも、あなが

ち無意味ではないであろう。これは単なる履歴ではないので、これに肉付けをすれば、いわゆる自分

史ができると思うが、さらに言えば、昭和史そのものが出てくるのではないか。読者諸兄姉の御寛容

を乞う次第である。

「帝京経済学研究」に発表した論文等一覧

1995年 3 月　第28巻第2号　財政改革についての考察

1997年12月　第31巻第1号　宗教と財政

1998年12月　第32巻第1号　ヨーロッパにおけるキリスト教会の展開

1999年 3 月　第32巻第2号　わが国における宗教と財政の関係

1999年12月　第33巻第1号　現代における財政思想の変遷と混乱

2000年12月　第34巻第1号　揺らぐか租税法律主義－税金に関する諸考察－

2001年 3 月　第34巻第2号　税金論叢

2001年12月　第35巻第1号　杉浦克己先生を悼む　　　租税構造論の新展開

2002年12月　第36巻第1号　大塚香代先生送別の辞　　　「付加価値」を課税標準とすることにつ

いての諸問題

2003年 3 月　第36巻第2号　構造改革は何をめざすべきか
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帝京生活9年有半 川　崎　昭　典

私は漠然と70才までは働こうという気持ちを持っていた。65才になったとき、大学講師の口でもな

いかと、人事当局に頼んでおいたところ、大学教授の口があるという。人を教えた経験がないから教

授はとても勤まるまいと辞退したら、どういうつもりか、「助教授よりは教授がいいではありませんか。

やりなさい、やりなさい」と相手は言った。

やれるかどうか分らなかったが、最初から学部の講義ではなくて、半年間は大学院の修士論文の指

導だけということだったので、勤めることに決心した。考えてみれば当時はゼメスター制などなかっ

たから、7月1日に就職した私には学部の講義の持ちようはなかったし、かといって大学院生が30人を

越していて一人の教授では到底無理な状況になっていたわけで、7月はじめに奉職して夏休み中に準備

して、9月中旬（当時の秋学期）から大学院に出れば丁度よいタイミングだったわけである。

着任のとき、「授業なんざ何でもありませんよ、大丈夫、大丈夫」と総長に言われたことを思い出す。

それでも、最初の2、3年はもうやめる、もうやめると言って、佐貫先生に何度も本気で慰留されたこ

とがある。私は、70までは働くつもりだったから、やめようというのは必ずしも本気ではなかったが、

何といっても片道2時間半の通勤が大変なこと、1時間半の講義時間が長すぎて、がやがやざわめく学

生に間が持てないこと、大学院の修士論文にあまりにも手がかかり、正月も何もないような状況で

あったことなどが、もうやめる、もうやめるとこぼしていた原因である。

それが70才はおろか、何と75才までも勤めることになったのは、何といっても1年生から2年生へと

持ち上るというシステムがあったためである。途中で投げ出すのは、学生に申し訳がないということ

である。もう一つは、片道2時間半の通勤は十二分な運動量になって、ほかに何の運動の必要もなく、

かえって健康上は好ましいということに、次第に気づいてきたということが大きな理由だっただろう。

10年近くをふり返ってみると、大学全体に前半は何となく大らかな気分もあったが、後半は段々世

知辛い感じがでてきて、不況の風は大学へは5年おくれて吹いてくるなというのが私の印象である。競

争が激化するから対策が必要であるというのは分るが、あまりに早急な朝令暮改を続けては、かえっ

てよい結果は生れないだろう。

この大学で暮してきて何と言っても有難かったのは、若い人々とつきあって、自分もいつまでも若

い気分でいられたことである。また国際財政学会への出張など、海外旅行の機会が毎年あったのも有

難いことであった。

特にイスラエルと中国東北部、いわゆる満洲へ出張する機会に恵まれたことは、私にとって望外の

幸運であったとしか言いようがない。なぜなら、この二つの地域は、私自身が個人的に旅行しようと

は全く思いつかなかったところだから、この大学に奉職しなかったら生涯知らずにすんだであろうと

思われるからだ。

イスラエルを訪問し、各地の古代遺跡を説明して貰ったことは、私のキリスト教観を一変させ、世

界歴史にしめるキリスト教の意味の大きさを考えなおす機会となった。イスラエル旅行は、『財政と宗

教』執筆の動機となったもので、現在のイラク戦争の原因も、第二次世界大戦後のイスラエルとパレ

スチナの数次にわたる対立と戦争にあることを私に教えている。そしてその戦争は、シオニズムによる

ユダヤ人のパレスチナへの強引な帰還が原因となったもので、その後民族と宗教の紛争はやむことが

ない。この間の事情をイスラエル旅行の体験がなければ、私は十分理解することはできなかったであ

ろう。現在の世界歴史の進行を理解するためには、イスラエルという国の存在がキーとなるのである。
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もう一方の、旧満洲国への旅行は、実際に行ってみてその広大な土地、アメリカやヨーロッパの平

野とちがって、全く何一つ起伏のない広大な満洲の大平野、これらを現実に眺めて、旧陸軍がなぜに

あれほど満洲に固執したかが分るような気がした。ロシアが欲しがったのも当然だし、わが陸軍がど

んな無理をしてもこの大平野、日本に全くないものを手に入れようと思ったのも、もっともであると

思えてきたのである。この大平野の存在こそが、近代日本史の動向の底にあったのではないのか。

役人生活とは別に、教員生活はそれなりに違った味わいがあるわけだが、イスラエルと満洲のこと

は、別の大学で別のことをやっていたら、私は一生ふれられなかったであろうから幸運と言わねばな

るまい。世界と日本の歴史を理解する上に、不可欠のことを体験できたのだから。だから誠に満足な

思いを持って、大学を去ることができるはずであるが、一つだけどうしても気にかかることがある。

それは学生が授業にほとんどでないということである。どの先生にきいてみても、授業に出るのは1割

くらいの学生だという。これはこの大学だけの現象ではなく、ほとんどの大学で最近はそういう傾向

になっているという。これは甚だ憂うべきことではないか、と私は思う。

この10年の間に、中国人の学生を沢山受け入れるようになった。授業に熱心に出ているのは、中国

人の学生ばかりだという先生もいる。その国の若者をみれば、その国の将来を知ることができるとは、

昔から言われてきたことだ。中国人の学生は、ハングリー精神から熱心に勉強し、意欲的である。教

え甲斐がある。日本人の学生は出席もしない。これではわが国の先は見えている。郵便局や道路公団

の民営化が一番重要な構造改革だ、国策だというより、この教育の現状を改革することこそが肝要で

はないのか。私の学生の頃は、欠席する学生は1割くらいで、丁度今とは逆の関係にあった。だからこ

そ、日本は復興したのだろう。

昭和6年（1931年）、満洲事変がおこってから、学生が退廃的になり勉強しなくなったことが大変憂

慮された時期があったようだ。私がその頃の実情を直接知っているわけではないが、この学生の精神

的退廃は、国家総動員法とか、「青少年学徒に賜わりたる勅語」とかで、次第に見当違いの方向へ持っ

ていかれて、退廃気分はなくなったようだが、今の政策当局は構造改革、構造改革とうつつを抜かし

ても、教育の現状改革には何の熱意も持っていないようだ。

なぜこんなことになったのか。私は次のように考えている。日本では、学問の自由とは教育の自由

ということだと、ずっと勘違いされてきた。学問は絶対的に自由であるべきだが、教育は自由であっ

てはならないのだ。むしろ不自由に義務的に拘束的になされるべきものだが、それが全く理解されず

に、学問の自由即ち教育の自由ということで、小学校から大学まで、教育の場が荒廃にまかされてき

たのが、この半世紀だったのである。今いわゆる学校騒動やストライキは一応おさまったのだが、後

に残ったのがどうしようもない沈滞感、不登校の普遍化なのである。

サマセット・モーム（1874－1965）というのは偉大なイギリスの作家だが、その半自伝的小説とい

われる『人間の絆』の中で、主人公にこう言わせている。「人生ですばらしい二つのものは、思想の自

由と行動の自由だ。フランスでは行動の自由はある。好きなことをしても、他人は知らん顔をしてい

る。だが他人と同じように考えなくてはならない。ドイツでは、他人と同じように振舞わなくてはな

らないけれど、好き勝手な考え方をしてもいいのだ」この主人公は、ハイデルベルヒとパリに留学し

た結果、こう言っているのだが、この発言は二つの国のキリスト教のあり方に対する深い洞察がなけ

れば言えないことだと思う。フランスは根強いカソリックの国だし、ドイツは宗教改革の起った国だ

けあって、カソリックやプロテスタントが入りまじって生活している国である。思想（信仰）の自由

のないフランスとあるドイツ。しかし行動についてはそれは逆になっているということ。
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ところで、小説の主人公は更にこう言うのである。「二つともすばらしいものだが、ぼくとしてはね、

思想の自由を取るよ。ところがイギリスではこの二つとも持てないときている。因襲にしばられてし

まう。好きなように考えることも、行動することもできない。イギリスは民主主義国家だからだ」

この最後のところの含蓄が深い。民主主義というのは、多数者が少数者を圧殺する仕組みだからと

いうことだろう。日本ではイギリスとは反対にこの二つ（思想の自由と行動の自由）ともある。それ

が民主主義というものだと考えられているということだ。日本では専制君主制に対立するだけのもの

として民主主義が理解されてきた。日本では、学問の自由（思想の自由）と教育の自由（行動の自由）

が二つともあるのが当然という民主主義がずっと育ってきたのだ。二つは全く同じものだと思ってい

る。イギリスでは、二つの自由（思想の自由と行動の自由）がないのが民主主義だという考え方が

ずっと育ってきたのだろう。民主主義とは多数決原理だから、いやでもそれに従わねばならない。

モームは最後に主人公にこう言わせている。「アメリカはもっとひどいんだろうな」

学校の荒廃や頽廃といったことは、すべて民主主義のはき違えに基因しているように私は思う。現

在の日本で一番重要なことは、イラク派兵でも、郵便局の民営化でもなく、学生の再生である。若者

に生き甲斐と目標を与えることである。文部省自身が、個性を尊重するとか自由にやらせるとかいっ

て、基礎学業を放擲するような政策をとりつづけることは早急に止める必要があろう。学問は自由だ

が、教育は不自由であるということを自覚するべきである。

考えてみれば、私は旧制中学3年生15才のときの勤労動員から、戦後の学生時代もずっとアルバイト

を続けてきたので、75才の今日まで丁度60年に及ぶアルバイター・レーベンであった。その間、大怪

我や大病もしたが、どうやら無事に今、職を去ることができる。かなりの友が既に世を去っているこ

とを思えば、幸運と言えるであろう。十分に満足してよいはずだが、やはり、この国の将来のことを

思うと十分な安息感はない。軍靴の響きも気になるが、授業にでないばかりか、就職も希望しないと

いう学生が増えているというのも気になる。私は生来の苦労性なのかも知れない。
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