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随想 

実学こそ命 !! 我が命 !! 
 

 

河 野 惟 隆 

 

 

 かつて40数年前に、キミこそイノチ !! わーがあああイノチ !! と歌い上げる歌手がいた。 

 

１ 実学と研究教育 

 現在、帝国の崩壊という言葉に掛けて、大東亜帝国の崩壊ということが、巷間、囁かれている。つ

まり、近い将来、大東亜帝国の大学は、定員割れを招来するであろう、と囁かれている。崩壊と言わ

れ始めたのは、最近であり、以前は何となく定員割れが囁かれていただけだったが、愈愈、それが現

実化しそうである、ということなのであろう。 

 私が帝京大学に奉職し経済学部の教務委員長を拝命した2004年当時は、定員が充足されるのは日東

駒専までであり、大東亜帝国以下は定員割れは必至と囁かれていた。事実、私が経済学部の教務委員

長を拝命した2004年度の翌年度あたりから、帝京大学においても、その囁きは現実のものとなって

行った。 

 先ず、理工学部の定員割れが始まり、最終的には理工学部は 4 学科の全学科が定員割れに追い遣ら

れ、次いで文学部において国際文化学科などが定員割れ寸前に追い遣られ、外国学部の新設によって

再興が図られ、短大の 1 学科も定員割れに見舞われ、これも学科再編で克服策が図られた。他方、法

学部は、数字が少々不正確かもしれないが、学生定員が、約720名から550名に削減して定員割れを謂

わば追認していった。 

 医学部だけは隆盛を極めているが、慶応大学の医学部でさえ単独では赤字で経済学部・商学部・法

学部などによる内部補助により漸く収支均衡が維持されていると予想され、本学の医学部の隆盛も、

文系の経済学部・法学部などの内部補助によって、どうにか維持されているものと思われる。しかも、

慶応大学の医学部に比し、本学の医学部は医師の国家試験の合格率が低迷しており、予断を許さない

状況にあるように思われる。 

 ともあれ、私が経済学部の教務委員長を拝命した2004年に囁かれていたことは、その後の展開で不

幸にも現実のものとなった。現実化するかしないかはさておき、私は、教務委員長として、最低行う

べき目標を、少なくとも、経済学部の定員割れを阻止することとした。自分の代で、最低限、定員割

れだけは阻止すること、これを目標とした。 

 教務委員長として心掛けたことは、和して同ぜず、の姿勢で事に当たることであった。護送船団方

式では、到底、定員割れを防止することは覚束ないと考えた。具体的には、経済学部の目標を、ヨリ

良き教育を行うこと、現実に対応出来る学生を育てることとし、それによって、定員割れの防止を図

ることとし、教員間の人間関係を第一義とする、和をもって貴しとす、という態度では、到底、定員

割れを防止することは覚束ないと考えた。そして、個人的には、教務委員長の前に教育者であり、教
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育者である前に研究者であり、とにかく、研究者として教務委員長職を全うしようと考えていた。定

員割れ防止は、根本的には、あるべき経済学研究の在り方を錦の御旗に掲げながら、対応しようと考

えた。 

 差し当たり、当たり前のことだが、受験生諸君を惹きつけるには、どうしたら良いか、ということ

が、直接の課題であるが、教師としては、如何なる教育が、受験生を惹きつけるか、ということにな

る。併せて、私としては、受験生諸君の、会社勤めなど仕事をしておられる保護者の方に、如何なる

教育が、アピールするか、ということを考えた。受験生諸君にとって、保護者の方の助言の持つ力は

極めて大きいと考えたからである。尚、保護者が自営業の方の場合も同様に、その影響力は極めて大

きいので、自営業者の方に、如何なる教育が、アピールするか、ということも考えた。受験生と保護

者とでは、受験生諸君よりは、実社会に通じておられる保護者の方をヨリ重視して考えた。敢えて言

えば、保護者の方にアピールする教育とは何か、ということを、第一義的に考えた。 

 結局、主として保護者の方々を、そして副次的に受験生諸君を、惹きつけられる教育とは、実際に

役に立つ学問を教えること、つまり実学を教えること、と考えた。経済学部なら、現実の経済の原

因・結果・対策と、対策が因となり果となる過程とを教えることが、基本と考えた。経済と言えば、

現実の事柄なので、わざわざ、現実の、という形容を付けるのは、おかしい、というのが、健全な常

識的な考えだろうが、しかし、経済学部で教える経済学の大半は、現実の事柄では無く、従って現実

に役に立つような代物では無いのである。だから、敢えて、経済という言葉に、現実の、という形容

を付けたのである。尚、日本人に日本で教えるので、現実の経済とは、現実の日本経済ということに

なる。 

 例えば日本経済史は、経済学の基礎科目と看做されている。経済学が、現実の日本経済の分析を意

図するものではない、とすれば、日本経済史は、そういう経済学の基礎科目であり得るのであろう。

しかし、経済学が、現実の日本経済の分析を意図する学問とするならば、日本経済史は、そういう学

問の基礎科目足りえない。日本経済史をいくら勉強しても、現実の日本経済の分析に貢献し得ないか

らである。 

 イギリス経済史・ドイツ経済史・フランス経済史そしてアメリカ経済史などの西洋経済史は、日本

経済史と同様に、経済学の基礎科目と看做されている。経済学が、現実の日本経済の分析を意図する

ものではない、とすれば、西洋経済史は、そういう経済学の基礎科目であり得るのであろう。しかし、

経済学が、現実の日本経済の分析を意図する学問とするならば、西洋経済史は、そういう学問の基礎

科目足りえない。西洋経済史をいくら勉強しても、現実の日本経済の分析に貢献し得ないからである。 

 そもそも、例えばアメリカ経済史を勉強しても、現実のアメリカ経済の分析に貢献するするとは思

われない。その前に、日本人による、日本語での、アメリカ経済史の研究を、現地語つまり英語に翻

訳した時、アメリカ人の研究者に、「通説を批判し、Something New がある」ものとしてどこまで評

価されるか、疑わしい。管見の限りでしかないが、アメリカ人の研究者による通説を批判したものを

見たことがないからであり、寡聞にして聞いたことがないからである。ウォッチャーの域を出ないの

ではないかと思われる。そういうアメリカ経済史の研究が、現実のアメリカ経済の分析に、延いては、

現実の日本経済の分析に貢献するとは思われないのである。 

 アメリカ経済論は、経済学では重要科目の一つである。経済学が、現実の日本経済の分析を意図す

るものではない、とすれば、アメリカ経済論は、そういう経済学の重要科目であり得るのであろう。

しかし、経済学が、現実の日本経済の分析を意図する学問とするならば、アメリカ経済論は、そうい
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う学問の重要科目足りえない。アメリカ経済論をいくら勉強しても、現実の日本経済の分析に貢献し

得ないからである。 

 そもそも、日本人による、日本語での、アメリカ経済の研究を、英語に翻訳したとき、アメリカ人

の研究者に評価されることなど、想像すら出来ない。考えるべくも無い。アメリカ人の研究者のよる

「通説を批判し、Something New がある」研究として評価されたということは、寡聞にして聞いたこ

とが無い。ましてや、アメリカ人の実務家に、参考になった、ということなど、全く無い。むしろ、

日本人による、日本語での、アメリカ経済の研究は、アメリカ人によるアメリカ経済の研究の二番煎

じである、悪くすると、剽窃であると言われかねない。アメリカ人による、従って英語による、アメ

リカ経済論が、いわば並行輸入されているからである。そういうアメリカ経済論が、現実の日本経済

の分析に貢献するとは思われないのである。 

 現実の日本経済は、それぞれ実務家によって担われている。例えば、現実の日本の国の一般会計の

歳出については、財務省主計局の方が、国税の法人税・所得税については財務省主税局の方が、財政

投融資については財務省理財局の方が、そして、地方財政については総務省の方が、それぞれ担って

おられる。年金・老人医療・介護・健保・児童手当等については厚生労働省の方が、公共事業関係費

については国土交通省の方が、義務教育については文部科学省の方が、それぞれ担っておられる。金

融については日本銀行の方が担っておられる。民間に目を転じれば、産業界・銀行業・中小企業・農

業等々に、それぞれ実務家が居られる。 

 これら、官界・民間の方々を、実務家と総称すると、実務家の知見は、相当に深く広範である。そ

れへの批判など、一筋縄では行かない。この実務家の周辺にはジャーリストがおられ、実務家の仕事

に対してそれなりの知見を有しておられる。 

 

 しかし、これら実務家・ジャーリストの知見を批判し、Something New のある論文で無い限り、例

えば、博士の学位の取得は不可能である。実務家・ジャーリストと同じようなことを書いた文章では、

Something New がないからである。 

 大学の研究者が、総じて言えば、アカデミッシャンが、現実の日本経済を研究しようとすれば、こ

れら実務家の知見と格闘せねばならず、大変なので、日本経済史・西洋経済史・外国分析に逃げるな

らば、それは、生き永らえの死を意味する。現実に対して無力だからである。しかし、現実の日本経

済に貢献する学問を、経済学とするならば、実務家の方々の知見を批判しつつ、Something New があ

る研究を行う必要がある。そのような研究に基づく教育を行う必要がある。実学とは、そのようなも

のである。ハウツウのような小手先のものは、あるべき研究教育が志向する実学ではない。 

 

 大学間競争は、学生間の競争ではなく、教員間の競争である。大東亜帝国における競争は、学生間

の競争ではなく、教員間の競争である。入学試験で同じ能力で入学した学生諸君の学力の 4 年間の伸

び具合が、大学間での優劣を決める指標であり、その伸び具合は、教員の教育力に依存し、その教育

力は教員の研究水準に依存するので、結局、大学間競争は研究をめぐる教員間の競争なのである。ヨ

リ良き研究が、ヨリ良き教育を、ギャランティーするのである。 

 組織が、その社会的使命を最優先課題に掲げず、和をもって貴しとする、と言って、内部の人間関

係を重視する時、そういう組織は崩壊の一途を辿る。かつてビール業界では、キリンビールと拮抗し

ていたアサヒビールが、消費者を軽視し、内部の人間関係を重視し、その結果、衰退の一途をたどり、
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ビール業界はキリンビールが圧倒的なシェアを占める典型的なガリバー型産業と、産業組織論で称さ

れたが、しかし、アサヒビールは、そのいわばドン底の状態で、人間関係を重視する社風を排し、社

是に、改めて消費者重視を掲げ、再度、キリンビールと拮抗するまでに復活してきた。かような例は

枚挙に暇がない程である。 

 本学に、他大学の学生諸君と同じ学力で入学してきた諸君を、 4 年間で、他大学よりも優れた人間

に育て上げるには、如何にすべきか、ということが、恒常的な最優先課題である。卒業後、現実の経

済の世界で生きてゆく学生諸君には、現実の経済を分析でき、現実的な対策を立てられるように教育

することが、究極の課題である。その為には、教員が、現実の経済分析において、他大学の教員より

も秀でた研究業績を挙げ続けることが、必要不可欠である。 

 

２ 実学と講義 

 私は、現実の日本経済を、財政の側面から研究し、それを講義した。学生諸君は、卒業後、現実の

日本経済の中で生きてゆくのであって、それに最適に対応出来るためには、現実の日本経済に対する

ヨリ良き認識の獲得が必要不可欠だからである。講義では、通説を批判し、具体的には、研究者・関

係当局・マスコミの認識の問題点を指摘し、挙証責任を果たす為に、絶えず参考文献を紹介し、図書館

で実際に確かめるように、と述べた。「先生が、講義で、『自分だけが正しく、他は間違っている』、

と豪語 !? しても、諸君は、不安でしょうから、是非とも、図書館で参考文献を繙き、どちらが正し

いか、自分で考えてほしい」、と毎回話した。冗談だと、予め断ったうえで、未だ放送されておらず、

従って観てもいない、例えば、来週放送される、NHKの『クローズアップ現代』は、間違っている、

理由は観てから説明する、と述べたが、講義では、マスコミ批判に終始した感があった。正直、講義

しながら、マスコミの影響力が大きいだけに、マスコミの浅薄さには、何とかしなければ、と思うこ

と、切であった。自分としては、批判のための批判を回避するために、Something New を出したつ

もりだが、果たして、である。通説批判も Something New も、著書あるいは学会で発表済みであり、

「逃げも隠れもしない」と豪語 !? した。私の講義内容を、トピック的に述べれば、以下の通りであ

る。 

 

「日本の財政」 

  3. 11の東日本大震災以後の今でこそ、電源 3 法の電源開発促進税による原子力発電所所在地への、

発電所設置の同意を得るための、交付金が注目されているが、私は夙に、本学に奉職した2004年にこ

れに触れ、以後、毎年講義して2010年度まで 7 年間に渉って講義してきた。個人的には、1993年に上

梓した拙著『財政投融資の研究』でこれについて触れていた。 

 政府系金融機関の民営化が実現されたが、その根拠は、その仕事は民間でもデキルから、というこ

とであった。しかし、私は、デキナイ、と考えた。と言うのは、政府系金融機関は、政府から補助金

同様の出資を受け、あるいは、各年度に補助金を受け、それによって融資活動が可能になっており、

従って、そのような融資活動は、民間金融機関にはデキナイからである（前掲書ならびに拙著『地方

交付税と地方分権』税務経理協会、2010年、第 6 章参照）。そして、デキル必要もないのである。 

 その後の政投銀や、独立した国際協力銀の、実質的には政府系金融機関としての活動は、デキナイ

ことを証明している。『日本経済新聞』2011年 8 月31日（水）朝刊は、政投銀が東日本大震災の災害

復旧計画で企業に低利融資行うことにした、と報じているが、低利が可能なのは、政投銀が広義での
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補助を受けているからであり、補助を受けていない民間にはデキナイのである。デキル必要もないの

である。『日本経済新聞』2011年 9 月 1 日（木）朝刊は、政投銀の社長が、東京電力に対し、今秋に

も公的資金を使った『危機対応融資』で追加融資を検討する考えを表明し、追加融資の条件として、

東電が原子力損害賠償支援機構から資金支援を受けて債務超過を避けられると判断する必要があると

強調した、と報じているが、公的資金を使い、原子力損害賠償支援機構からの資金支援を条件にデキ

ルのは、政投銀が政府系金融機関だからであり、実質的に民営化されていないのである。民間金融機

関には、デキル必要もないのである。 

 

「財政政策論」 

 「昨年度、全国1700余の基礎自治体のうち、政府の援助を受けずに自治を行った市町村（地方交付

税不交付団体）はわずかに74しかない。日本のほぼすべての自治体が政府の『お恵み』で自治を行っ

ている現状を見れば、本来の地方交付税の意味である『地域格差是正』でなく、『地方に言うことを

聞かせるため』に、税の仕組みがあるとみるべきだろう」「辛坊 治郎の甘辛ジャーナル」『週刊朝

日』2011年 7 月29日号。 

 上記の認識は、誤りであり、その逆が正しい。「日本のほぼすべての自治体が政府の『お恵み』で

自治を行っている現状」こそが、「本来の地方交付税の意味である『地域格差是正』」を実現している

からである。というのは、地方交付税の財源の国税には、地域格差があり、経済力の高い地域は国税

を多く納付し、逆は逆、であり、他方、地方交付税は、前者の地域には少なく、後者の地域には多く

交付されており、結果的に、現状こそが、地域格差是正を実現しているからである。 

 

「日本の税法」 

 法人税法の条文自体に、間違いがあり、又、通説の法解釈も問題含みである。 

 通説の最大の欠陥は、所得金額と利益積立金額それぞれについて、法人税法の規定と、実際に計算

する法人税法施行規則とが、明示的に異なるにも拘らず、同値であることを明確に出来ていないこと

である。これら両者は、法人全体の活動と、税との関係を表しているものなので、結局、通説は、法

人全体の活動と、税との関係を明確に出来ていないことになる。 

 全体について、明確化出来ていないことが、実は個別の項目についても、多くの点で不明確な解釈

を、惹起している。そもそも、平成19年度から改正され実施された減価償却の定率法は、条文自体が

間違っている。平成18年度に追加補足された適格合併の条文も間違っている。圧縮記帳についても、

限度額の算出方法に、三つの相異なる方法がある、と通説は、税務当局出身の大学の先生の書籍も含

めて、解しているが、これは、誤りであり、三つは同値であり、同じことの変換でしかない。貸倒引

当金についても、同じ事業年度における、一方での引当金の計上による損金算入と、他方での前年度

引当金の洗替えによる益金算入とが、通説では統一的に解されておらず、バラバラに解されている。 

 

「租税政策論」 

 所得税法に関する通説の最大の欠陥は、法定税率表に対する誤解である。例えば、345万 5 千円に

対して、法定税率の20％が適用される、と規定されている時、通説は、その345万 5 千円を、全部で

345万 5 千円の課税総所得金額を保有する納税者の、その345万 5 千円であると理解し、その345万 5 

千円全体に、20％が適用される、と理解している。しかし、このような理解は誤りである。 
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 全部で345万 5 千円の課税総所得金額を保有する納税者の345万 5 千円に対しては、5 ％、10％、

20％の三つの法定税率が適用されるので、法定税率表の345万 5 千円を、全部で345万 5 千円の課税総

所得金額を保有する納税者の、その345万 5 千円である、と理解したのでは、法定税率表の理解とし

て、誤りなのは明白である。 

 この20％は、全部で 1 億円の課税総所得金額を保有する納税者の 1 億円にも適用されるので、法定

税率表の金額は、かようなことも内包し得る規定になっているのである。結論的に言えば、法定税率

表における345万 5 千円とは、 1 千円を意味し、但し、（345万 5 千円÷ 1 千円＝）3456番目の 1 千円

を意味し、そして、全部で345万 5 千円以上の課税総所得金額を保有する納税者の、3456番目の 1 千

円を意味するのである。 

 これが所得税法を理解する際の、全ての出発点である。 

 

３ 実学と大学院教育 

 大学院では、 2 年間の間に、「通説を批判し、Something New がある」修士論文が書け、併せて、  

 2 年目の最後に行われる修士論文の口頭試問において、修論を見ないで、発表でき、質問に答えられ

る、ということを目標にした。 

 実は、これは、私が、1960年代に在籍した東京大学の大学院で指導教授から受けた指導に基づいて

いる。当時、私はゼミで報告する度に、指導教授から、私の報告は「通説を批判しているか否か」、

私の報告に「Something New があるか否か」を徹底的に問われ、そしてそれらを「見ないで言い給

え!!」、しかも、「 5 分で（或いは10分で、或いは15分で）言い給え!!」と厳しく指導された。このよ

うな指導を受けて得たものは、その後の私の研究者としての、延いては、教育者としての、骨格を成

している。私が68歳になっても、「通説を批判し、Something New がある」と自負でき且つ書評も受

けた拙著『法人税法の研究』を上梓出来、続いて、69歳になっても、同じく「通説を批判し、

Something New がある」と自負でき且つ書評も受けた拙著『地方交付税と地方分権』を上梓出来たの

も、40数年前に受けた厳しい御指導の賜物であり、指導教授にはいくら感謝しても感謝しきれない。 

 帝京大学では大学院の講義時間は 1 時間半であったが、時限を 1 日の最後の 5 時限に設定し、 5 時

限終了後も引き続き勉強できるようにし、毎週、 2 時間半ぐらい勉強した。毎週、教師の私が、個々

の院生に質問し、「見ないで答えて下さい」と言い、院生諸君が正しい答えを出すまで質問し続け、

正しい答えが出たら、次の院生に移り、同じような質疑応答を行っていった。毎週、院生全員に、し

かも、繰り返し、行っていった。 

 そもそも経済学は思考実験いわゆるシミュレーションを行う学問である。現実に実験が不可能な学

問であり、従って、思考の中で実験を行う学問である。医者が患者を診断して処方箋を下すように、

現実に経済現象に直面する経済主体は、その経済現象という結果の原因を突き止め、その対策を講じ、

そしてその対策が因となり果となる過程を予測しなければならない。このように円滑に対応出来る為

には、思考の中で、様々な結果の原因を究明出来、同じことであるが、様々な原因が惹起する結果を

明確に出来なくてはならない。医者と同様に「診断でき処方箋を下せる」為には、様々な因果関係と

対策を「何も見ないで言える」ようになる必要がある。 

 「 2 年目の最後に行われる修士論文の口頭試問において、修論を見ないで、発表でき、質問に答え

られる」ように、 2 年間に渉って、「見ないで答えて下さい」を行ってきたのも、実は、経済学が思

考実験を行うものである、という経済学の性格に基づいている。修士論文を見ながらその内容を説明
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するのでは、医者のように、経済現象を診断し処方箋を下せないからである。卒業後に、その内容を

生かせないからである。 

 質問した内容は、毎週、通説批判と Something New の全部だったのではない。或る週は、法律の

条文を如何に解釈しているか、であり、他の週は、通説を如何に理解しているか、であり、さらに、

他の週は、通説を如何に批判しているか、であり、そして、Something New は何か、であった。 

 修士論文は、「通説を批判し、Something New がある」ものでなければ意味がないので、院生諸君

が、法律の条文と通説とを根底的に理解できるまで、徹底的に質問していった。院生諸君が正確な理

解を示すまで、徹底的に質問していった。それと言うのも、院生諸君が自分で考えて正解に辿り着か

ないと意味がないと考えていたからである。各院生諸君が在籍している 2 年間、教師の私が、答を示

したことは、一度も無い。私は、院生諸君から正解を引き出せなかったら、教師失格と考えていたか

らである。院生諸君が、分らなかったら、如何してだろうかと考え、何処から質問したら、正解を引

き出せるだろうか、と考えて、質問していった。教師として正解を示すのは、簡単だが、院生諸君に

様々な観点から質問し正解を引き出すのは、難しい。しかし、正解にたどり着いたとき、院生諸君に

目の輝きが出てくるが、それを見れるのには、教師冥利に尽きるものがあった。 

 法律の条文と通説の正確な理解が、結果的に、それらへの批判となり、Something New を出せるよ

うに、いわば誘導的に質問していった。正確な理解それ自体が、批判を内包し、Something New を内

包するように、質問していった。しかし、これは、文字通り、言うは易く、行うは難し、であるが、

教師の学識が問われる場面でもあり、意欲的に行えた。とにかく、院生諸君が卒業後、他の方から、

「さすが、大学院卒だけのことはある」、と言われるように、 2 年間の間に、実力をつけることを目標

にした。 

 毎週ゼミの後は、食事会と称し、全員で食事を共にした。月に 1 回、イヴェントと称し、公民館を

借り切り、全員で、餃子を具から作ったり、さまざまな料理を作って楽しんだ。夏は軽井沢合宿と称

し、バーベキュウに舌鼓を打ち、冬はスキー合宿を行った。この過程で院生諸君の間に濃密な人間関

係が築かれていった。修士論文を作成しえたのは、教師の貢献が半分、彼ら相互の議論の力が半分で

あった。卒業後も、教師抜きに、彼らが人間関係を持続しているのを聞くにつけ、教師としては、良

かったな―と思い、教師冥利に尽きる思いがする。 

 

４ 実学とゼミ 

 ゼミでは、現実に生起しつつある経済問題について、毎週、『日本経済新聞』をコピーして、その

記事を材料にして、経済問題が因果関係にあることを、ゼミ生諸君が理解するように努めた。経済現

象の背景にある原因を探り、その結果が、経済問題であり、さらにそれらへの対策が因となり果とな

る、という過程として、理解するように努めた。 

 このような因果関係を、ゼミ生諸君が自分のアタマで、引き出してくるように、努めた。そのため

に、教師としては、あらゆる角度から、ゼミ生諸君に質問していった。90分のゼミの時間は全部、質

問に終始した。ゼミ生諸君に因果関係を説明させ、その説明を教師としては細大漏らさず聞き、その

説明について教師が質問し、その際に矛盾を突くような質問をし、次第に学生諸君自身が正解に到達

するように、いわば誘導的に質問していった。 

 教育学で言うソクラテスの産婆法を地でいったのである。産婆師は、新生児を引っ張り出すのでは

なく、自分から出ようとする新生児に側面から手助けするものだが、教育も、自分で考えようとする
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学生諸君を、教師が、上からの目線で教え込むのではなく、側面から援助するものなのである。ゼミ

生諸君は、自分のアタマを使って考えれば、経済問題も分ってくるのだ、と実感したとき、目が輝い

てくるが、それを目の当たりにする瞬間は、教師冥利に尽きる最高の瞬間であった。 

 勿論、ゼミ生諸君が、最終的には何を見ないで説明できるように努めた。暗記ではなく、思考する

ように、教師としては努めた。その思考過程を辿るようにして、何も見ないで言えるように努めた。

ゼミ生諸君は、何も見えないで言えるようになったとき、自信に満ち溢れていたのである。 

 ゼミ生諸君は、就職活動の面接において、現実の経済問題をその因果関係について何も見ないで話

せたので、それなりのところから内定を頂き、就職していった。思い出すままに就職先を挙げれば、

次の通りである。 

  J R 東海 

 多摩信用金庫 

 日本郵政株式会社 

 三菱東京 UF J 銀行（女子学生） 

 第一生命 

 三井生命 

 りそな銀行 

 住友不動産 

 東急リバブール 

 新光証券 

 巣鴨信用金庫 

 伊勢丹信用部門 

 埼玉信用金庫（女子学生） 

 八十二銀行（女子学生） 

 プリンスホテル 

 私は、ゼミの最初の時間で、開口一番、「現実の経済についてその因果関係を理解し、見ないでも

言えるようにして見せる。しっかりしたプリゼンテーションが出来るようにする。30回のゼミの時間

は、毎週、自分のアタマで考えるようになり、見ないでも言えるようになるための、実に地味な時間

である。しかし、ゼミの最後の30回目を終えるとき、『本当に成長したなー』と実感させて見せる。

騙されたと思って私について来い」、と豪語した。結果に大いに自己満足した。 

 尚、現実に生起している事態を報道しているものとして、新聞を使ったが、それは、新聞記事が論

理的である、と考えたからではなく、逆に、新聞は如何に論理的に弱いかを、絶えずゼミ生諸君に説

明し、活字に対する、学生諸君の幻想を打ち砕くことにも力を注いだ。結局、自分のアタマで考えざ

るを得ず、自分のアタマで考えれば何とかなる、ということを実感させるようにも、努めた。 

 

５ ジャーナリズムの現実分析力 

 『朝日新聞』2011年 9 月 1 日（木）朝刊、「天声人語」は、以下で引用する順序で、全文で、現実の

日本の政治を分析している。 

 

 「新首相の野田さんには、好きな 3 人の小説家がいる。司馬遼太郎、藤沢周平、そして山本周五郎。 



- 29 - 

 3 人の小説には、夢、矜持
きょうじ

、人情という、政治家に必須な資質が凝縮されているからだ」。 

 しかし、「政治家に必須な資質」は、「夢、矜持、人情」ではなく、現実の分析力である。「夢、矜

持、人情」だけで総理になった、つまり、人望だけで総理になった、そういう人物を総理に抱くのも、

かえって国民にとって好都合かもしれない。日本では、官僚諸氏が優秀だから、政策的主張の出来な

い政治家が伊達に政策に口を挟むよりは、官僚諸氏が政策を立案し、構想し、実行し、政治家は官僚

諸氏の単なるイエスマンに徹した方が、国民にとって幸せかもしれない。 

 細野原発担当相が、福島原発について、記者会見しているが、原発について専門家ではなく、俄仕

込みで話しているだけで、専門家の意見を、受け売りしているだけであるが、専門家ではないので、

自分の知見が無く、自分の意見を挟めずに、専門家の意見を、受け売りして呉れる方が、国民として

は安心して聞けるからである。政治家は、常に、最終判断をせざるを得ないだけに、人望よりは、現

実の分析力が必要であるが、残念ながら、受け売りが現実である。 

 しかし、政治に根本的に必要なことは、例えば、被災地への国からの災害救助費・災害復旧費は、

その他の非被災地からの支出であり、結局、地域間所得再分配であり、地方交付税や国庫支出金にお

ける、経済力の高い地域から低い地域への地域間所得再分配がほとんど固定的なのに対して、災害救

助費等によるそれは、被災地と非被災地との役割が時間の経過とともに相互に交換するので、変動的

で、相互扶助になっており、公平である、ということを明確にできることである。 

 

 鳩山元首相は、普天間基地について、少なくとも県外へ、と公言していながら、最終的には腰砕け

になり、同じ県内の辺野古で、アメリカと合意し、結果的に辞任を余儀なくされた。しかし、全国に

存在する米軍基地の70％超が沖縄県に存在し、それが沖縄県に、他都道府県に比べ相対的に低い経済

力を強いており、公平を図るために、何らかの措置を取る必要があった。沖縄県には、国から、基地

交付金が支出されているが、これは、究極的には、基地の無い他都道府県から、沖縄への、支払いで

ある。基地設置に同意し受忍して貰い、日本全体の平和を維持する為の支払いである。しかし、現実

には、基地の存在が沖縄に全国的に低い経済力を強いている。沖縄の経済力を、ある程度の水準まで

引き上げるために、他都道府県への地方交付税・国庫支出金を減額し、その減額分で沖縄への基地交

付金を増額し、沖縄の基地を代替しても良い、という他都道府県が出てくるまで、増額分を引き上げ

続け、同額を減額し続けるべきである。結局、基地交付金を、他都道府県から沖縄への支払いである、

という認識がなかったところに、鳩山元首相の迷走があったのである。かような認識が欠けている点

で、その後の菅前首相そして野田首相も、同罪である。 

 

 「その一人、藤沢の随筆に、『駄作』に触れたくだりがある。たとえば短編の場合、『気合に欠けた

り、うっかり最初のボタンをかけ違えたりすると、最終的に読むに堪えない駄作が出来上がって来る

というわけです』。あの名手にして反省は多い」。 

 しかし、「気合」を入れて、先ず、野党の自民党と公明党との 3 党党首会談を行い、 3 党合意の遵

守を約束したが、「気合」などより、冷静な判断こそが、求められる。つまり、 3 党合意とは、民主

党のマニフェストを見直し、子供手当て・高速道路料金・高校授業料・農家戸別所得保障などに関す

る主張を見直すのであるが、これらは先の衆議院選挙での公約であり、もし、見直すのであれば、解

散して選挙でその是非を問うのが筋である。選挙を行わずして、公約を見直すのは、選挙民の国民へ

の背信行為である。｢気合｣などより、冷静な判断が望まれる所以である。 
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 「野田政権は名作と咲くか、駄作としぼむか。気合は十分と見るが、問題は最初のボタンだろう。

小沢氏に近い輿石
こしいし

氏の幹事長起用は『両刃の剣』との見方がもっぱらだ。党内融和を最優先した人

選だが、かけ違いはないか」。 

 「党内融和を最優先した人選だが、かけ違えはないか」と言うのは、反語的用法であり、筆者は、

「かけ違え」と考えている。人選は「党内融和を最優先」すべきではなく、小沢派の国会議員を要職

に就けるべきではない、と考えている。しかし、脱小沢を標榜するのならば、国会で、小沢派の票を

当てにしないことである。小沢派の国会議員を民主党から除名し、自分たちだけで、国会で首班指名

を勝ち取り、政権に就くべきである。脱小沢を標榜して、政権に就けなくなるのならば、それを甘受

すべきである。 

 先の衆議院議員選挙において、当時、幹事長だった小沢氏は全国津々浦々を回り、うだるような猛

暑の中、背広にネクタイの姿で、りんご箱の上に立ち、演説をしていた。そういう地を這うような努

力によって、多くの新人議員を当選させ、結果として民主党は政権に就けた。しかるに、政権獲得か

ら 1 年後に、菅前首相は、脱小沢を標榜し、小沢グループを人事面で干し上げ、他方、国会の法案決

議では、党議拘束を掛け、反対できないようにした。人間として最低やってはいけないことをした。

戦後66年の政治史上において、（恐らく戦前の政治史においても）、政権に就けることを可能にしてい

る自分の党の、反対派を、これほどまでに敵に回した事実は寡聞にして知らない。自己矛盾である。

上に述べたように、脱小沢を標榜するなら、政権の座に就くために、小沢グループに頼らないことが、

人として取るべき道であった。小沢氏が汗水たらして取ったものを、横取りした菅氏の脱小沢路線は、

実に狡すっからいものであった。 

 小沢グループの票を当てにしてでも政権に就いていたいのならば、小沢氏を守るべきであった。検

察庁が 2 回にわたって不起訴にしたものを、匿名で責任の所在の不明確な検察審査会は起訴したので

あるが、その理由を、党として、不当である、或いは、不明である、として、小沢氏を擁護するか、

或いは、擁護しないのならば、結果的に、下野の方向をとるべきであった。菅氏は、下野もせず、狡

すっからい方向を取ったのである。 

 

 「民主党の内紛にも増して、そもそも世間には『小沢氏的なもの』への嫌気
いやけ

がある。幹事長は『人

事とカネ』を握る。小沢さんは機嫌を直すにせよ、そんなことで動いたり止まったりする政治への旧

弊感は、やはり否めない」。 

 「世間には『小沢氏的なもの』への嫌気
いやけ

がある」と述べて、「世間には」と述べているが、筆者が肯

定的に引用している限りにおいて、これは筆者の見解である。しかし、『小沢氏的なもの』の内容を

明確にせず、従って「嫌気
いやけ

がある」理由を明確にせず、その限りで、小沢氏への単なる個人的な誹謗

中傷でしかない。公憤ならぬ私憤の類である。 

 「幹事長は『人事とカネ』を握る。そんなことで動いたり止まったりする政治への旧弊感は、やは

り否めない」と述べているが、しかし、『人事とカネ』「で動いたり止まったりする政治」が存在した

ことを、事実と当然視しているが、その事実を明確にしないままに、「旧弊感は、やはり否めない」

と結論付けている限りにおいて、小沢氏への単なる個人的な誹謗中傷でしかない。 

  

 「小沢一郎・民主党元代表の 3 人の元秘書が起訴されている陸山会事件の裁判は」、「テレビや新聞
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を通して展開を見守ってきた人々は、小沢氏の『政治とカネ』を裁く裁判だと思っていたのではない

か。  実は、全く違う。 

 問われているのは、 

①2004年に購入した土地代金の支出を、04年ではなく05年の政治資金収支報告書に記載したことの是

非 

②土地購入に際し、小沢氏が 4 億円を立て替えたことを報告書に記載しなかったことの是非 

③小沢氏の他の政治団体との間で行った資金の融通をいちいち報告書に記載しなかったことの是非 

―の 3 点だ。 

 この程度のことが、『政治とカネ』を象徴する事件に格上げされたのは、検察側の戦略に裁判所と

マスメディアが乗ったためだ。 

 検察側は、②の動機を説明するとして、中堅ゼネコン水谷建設からのヤミ献金の立証に力を入れた。

小沢氏の 4 億円は後ろ暗い金だったので秘書らは報告書への記載を避けた、というのがその筋立て。 

 4 億円には水谷建設からの 1 億円のヤミ献金が含まれ、それは大型ダム建設の工事受注を巡る謝礼と

された。 

 この検察ストーリーは、初公判の時からすでに破綻
はたん

していた。検察側冒頭陳述によれば、会計担当

秘書だった石川知裕氏（現衆院議員）は、小沢氏から受け取った現金 4 億円を、04年10月13日から 5 

銀行 6 支店に開設された陸山会の口座に分散入金した。一方、水谷マネーはその後の同月15日と翌年 

 4 月19日に 5 千万円ずつ小沢氏サイドに渡された、とされた。日付を見れば、仮にその授受があった

としても、小沢氏の 4 億円に含まれていないことは一目瞭 然
りょうぜん

。要するに、この裏金問題は起訴事実

とまったく無関係なのだ。 

 しかし東京地検はこれにこだわった。検察にとって『メーンストーリー』はあくまで、水谷裏金問

題だったのだ。 

 にもかかわらず、それを裏付ける証拠は脆 弱
ぜいじゃく

だった。特に石川氏に渡されたとする 5 千万円につ

いては、都内のホテルで渡したとする水谷建設の川村尚社長（当時）の証言のみ。それもフロント前

の無料スペースということで、領収書はない。同行者もいない。同社の運転手の運転日誌にも、川村

証言に合う記録はない。逆に『社長をそのホテルに送ったのは、翌年以降』という証言も出た。さら

に、同社で実権を握っていた水谷功会長（当時）は、裏金を渡す時には必ず授受を目撃する『見届け

人』を同席させるなどのルールがあったのに、川村社長がそれに従っていないことに疑問を呈した。

同社から 5 千万円の裏金が支出されたことには複数の証言があっても、その金を川村社長がどう使っ

たのか、実はまったく分からないのだ。 

 形式的な政治資金収支報告書の記載時期で起訴したものの、今なお未練たらしく、『動機は裏金隠

しだ』 と主張し続けている。昨年、大阪地検特捜部の押収証拠の改ざんなどが明るみに出た後、伊

藤鉄男最高検次長（当時）が『引き返す勇気が必要だ』と述べた。東京地検の面々は、この言葉を

しっかりかみしめるべきだろう」江川紹子「『政治とカネ』裁きようのない茶番法廷」『週刊朝日』

2011年 9 月 2 日号。 

 

 「聞けば輿石さんは、野田さんに『どじょう』の詩句を教えた人だという。泥臭さで売る『どじょ

う宰相』だが、ものの本には、食べやすくした『骨抜きどじょう汁』が江戸で人気を呼んだとある。

柳川鍋のルーツらしいが、そうならぬよう注意願いたい」。 
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 「食べやすくした」つまり、小沢グループに歓迎された、『骨抜きどじょう汁』、つまり、小沢氏の

政治とカネの追求がゆるむこと、「が江戸で人気を呼んだ」、「とある。柳川鍋のルーツらしいが、そ

うならぬよう注意願いたい」、と言うのならば、筆者には、小沢氏の政治とカネの事実に関する挙証

責任がある。裏献金の贈賄側と思しきゼネコン大手と、収賄側と思しき小沢氏の自宅と事務所を、地

検はそれぞれ 2 回にわたって家宅捜査を行ったと記憶しているが、それでも証拠は出てこなかった、

と報道されている。天声人語の筆者が、地検の捜査を上回る証拠を有しているとは思われず、その限

りで、かような言辞は誹謗中傷に思われる。 

  

 「やはり藤沢の随筆にきびしい一文がある。『政治というのは、声が高いわりには非力で、人間を本

当に幸福にしたことなどなかったのではないか』。読むに堪えない駄作短編でない、名作政治を切に

望むが」。 

 しかし、非難さるべきは、政治ではなく、『天声人語』の筆者である。上述とは正反対に、次のよ

うに読み替えるのが正しい。「やはり藤沢の随筆に」、政治に対してではなく、『天声人語』の筆者に

対して、「きびしい一文がある」。「『政治というのは』」、ではなく、『天声人語』の筆者というのは、

「『声が高いわりには非力で、人間を本当に幸福にしたことなどなかったのではないか』。読むに堪え

ない駄作短編でない、名作政治」ではなく、名作『天声人語』「を切に望むが」。 

 戦後66年、曲がりなりにも、平和が維持されたのは、政治の所為である。全国同一水準の義務教

育・老人保健医療・介護・子ども手当てなどが、地方交付税・国庫支出金による地域間所得再分配に

よって実現されているが、これを法定化したのは政治である。全国同一水準の道路・高速道路・河川

の堤防・空港・公営住宅・下水道・土地改良などが実現されているが、これを法定化したのは政治で

ある。国の一般会計に計上されている災害復旧費・災害救助費の支出は、時間の経過とともに被災地

と非被災地とが役割を交代するので、相互扶助の地域間所得再分配を意味し、公平であるが、これを

法定化したのは、政治である。国際協力銀行は開発途上国への直接借款を行い、日本貿易保険は開発

途上国との貿易を後押ししているが、これらを法定化したのは政治である。 

 かような政治を実質的に推進したのは、政治家ではなく、官僚機構であり、政治家は、官僚機構の

優秀な分析力・構想力に基く提起を受け売りしただけである。政治とは、恒常的に、複数の選択肢の

中から特定の一つを選択する行為であり、社会の維持・建設に必要不可欠な重要な行為であるが、政

治家には選択する能力は無く、官僚機構にある。選挙自体は非常に重要であり、官僚主導よりも、政

治主導が望ましいが、後者の政治主導は、政治家による政治主導よりも、当面は、官僚による政治主

導の方が、国民のためである。3.11東日本大震災以後の事務次官会議の復活は、そのことの何よりの

証左である。 

 結局、『天声人語』の筆者には、政治に「きびしい一文」を投げかける資格は無く、逆に、「きびし

い一文」を『天声人語』の筆者に投げかける資格があるのは、政治の方である。糾弾さるべきは、

誤った認識を社会にバラマイている『天声人語』の方である。唾棄さるべきは、したり顔で、憂国の

士を気取り、ひとり自己陶酔に耽溺している『天声人語』の方である。害あって益なし、である。 

 

 NI E つまり新聞を教育へ（生かそう）という運動があるが、この逆のEIN つまり教育を新聞記者

諸氏に（生かそう）の運動こそが望まれる。上記のような『天声人語』の記事を読むと、NIE など

冗談じゃない、との感を深くする。新聞記者諸氏には、もう少し、社会を見る目を養って貰いたいと
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望むこと、頻りである。 

 

 鉢呂経産相が、「死の町」と「放射能をつけてやろうか」という発言で辞任した。しかし、新聞記

者諸氏は、大臣に対しては、その政策のみについて報道し、その是非を、新聞記者諸氏は、御自身で

判断し、書くべきである。国民にとって最も大事なことは、大臣によっていかなる政策が実行され、

いかなる結果をもたらすか、いうことである。このような発言を捉えて、大臣を辞任に追い込んで、

一国の政治を動かした、と自己満足に浸っているのでは、政策の判断が出来ないから、そういうこと

をやっている、とみなされても仕方がない。何時の日か、遠い将来、政策で紙面を賑わす日が来るこ

とを期待したい。尚、政治家諸氏も、政策の判断に寄与しない番記者制度は拒否すべきである。日本

政治の発展に寄与しないからである。 

 

６ アカデッミッシャンンの現実分析力 

 『朝日新聞』2011年 7 月26日（火）朝刊は、紙面の半ページを使って、東京大学の総長を務めた蓮

見 重彦東京大学名誉教授に、女子ワールドカップ第 6 回ドイツ大会について語らせている。 

 

 蓮見教授談「私はNHKで解説をしていた川上直子さんが日本代表だった頃、ちょんまげのように

結った髪を揺らして右サイドを駆け上がっていく姿にひかれて女子サッカーを見るようになりまし

た」。 

 

 蓮見教授談「日本の得点は美しくなかった。 1 点目は宮間が敵の混乱を突いてボールを冷静に流し

こみました。驚嘆したが、爽快さは感じられませんでした」。 

 しかし、このような見方は、シュートの瞬間だけを見る近視眼的な見方であり、その背景を見ない、

大局的な観点を欠く見方である。そもそも、アメリカも相当に鍛えられており、優れて組織的であり、

自滅して「混乱」するようなチームではなく、しかも、その「混乱」は、日本のゴール前で起きてい

たのではなく、アメリカの自陣のゴール前で起きていたのであり、日本の重層的・波状的・連続的・

組織的な攻撃が「敵の混乱」を惹起したのであり、日本の得点は、偶然ではなく、必然であった。日

本の得点を偶然と見るのは、「混乱」だけを近視眼的に見て、それが惹起された背後を見ない、視野

狭窄な見方である。木を見て森を、つまり、アメリカの「混乱」という木だけ見て、日本の重層的・

波状的・連続的・組織的な攻撃という森を見ないのでは、「爽快さは感じられませんでした」、という

感想になるのも宜なるかな、である。「爽快さ」を得るためには、何よりも大局的な見方が必要なの

である。尚、アメリカのキーパーは、大会の優秀選手 3 人の 1 人に選出された選手であり、局所的に

見ても、宮間の得点は、フェイントをかけて、その優秀なキーパーの動きの逆を突くものであり、極

めて美しく爽快なものであった。 

 

 蓮見教授談「沢の 2 点目も、流れるような動きの中でのゴールではなかった。どさくさ紛れの 1 点

みたいな感じ」。 

 しかし、アメリカ守備陣の「どさくさ紛れ」も、先と同様に、日本のゴール前で起きていたのでは

なく、アメリカの自陣のゴール前で起きていたのであり、日本の重層的・波状的・連続的・組織的な

攻撃が、「どさくさ紛れ」を惹起したのであり、日本の得点は、偶然ではなく、必然であった。まさ



- 34 - 

に、「流れるような動きの中でのゴール」だった。大局的な見方こそがサッカーの醍醐味を堪能させ

てくれるのである。尚、仮に沢のシュートが敵味方に当たっても、熊谷・丸山・岩清水などの日本選

手がゴール・エリア内にいたし、その近くに永里・坂口選手もいたし、そして沢選手もいることにな

るし、これらのプレッシャーのもと、こぼれ球のシュートの可能性が十二分にあったと思われる。大

局的に見て、日本がこの時点で圧倒していたのであり、自陣近くで「どさくさ紛れ」に追い込まれて

いたのはアメリカであり、日本が敵陣近くで「どさくさ紛れ」に追い込まれていた、のではないので

ある。 

 

 蓮見教授談「PK戦での勝敗は、アクシデントのようなもの。日本が勝った試合というより、米国

が自滅した試合でした」。 

 この批評にはかなりのコメントを付けた解釈が必要である。 

 「P K戦での勝敗は、アクシデントのようなもの」と言っている以上、「日本が勝った」とか、「米

国が自滅した」というのが、P K戦について言及しているのでないことは、確かである。 

 「日本が勝った」のは、PK戦であり、米国が負けたのもPK戦であり、日本は、前後半戦・延長戦

の120分では、勝っていないし、同様に、米国も負けてはいない。それにも拘らず、「日本が勝った試

合」と言い、「米国が自滅した試合」、と言うのが妥当ならば、それは、「日本が勝った試合」という

ことの含意が、前後半戦・延長戦の120分において、日本が負けずに引き分けに持ち込めた、という

ことだからであり、「米国が自滅した試合」ということの含意が、米国が勝たないで引き分けに持ち

込まれた、ということだからである。 

 しかし、日本の、 1 対 1 で勝つことはあっても負けることは無い個人技と、それに基づく濃密な連

係プレーと、アメリカの強力でスピードのある個人技と、それに基づく力強い組織プレーとは、まさ

に、技と力の、がっぷり四つに組んだ拮抗した試合であった。アメリカだって「自滅」するような、

そんなヤワなチームではなかった。「自滅」というのも、そのように見えただけであり、実は、日本

の実力を前にして、タジタジとなったということである。試合は、相手のあることなので、相手と独

立に「自滅」することなどあり得ず、その「自滅」も、日本が追い込んだのである。ただ、追い込ん

だ、といっても、拮抗できる程度に、である。 

 

 尚、「P K戦での勝敗は、アクシデントのようなもの」とは言うものの、日本選手のプレーには、

アクシデントと言っては切り捨てられない素晴らしいものがあった。特に海堀選手の天才的なプレーは、

そうであった。 

 ゴールキーパーの海堀選手は、 1 番目のキッカーが、ボールを蹴るまで動かなかったので、蹴る前

に動くと思い、それを見て蹴ろう、と予期していたキッカーは、一瞬、逡巡し、あわてて蹴り、ボー

ルのスピードが弱く、海堀選手も球筋を見ることが出来たので、阻止出来た。 2 番目のキッカーも、

海堀選手が、ボールを蹴るまで動かなかったので慌てふためき、 1 番目のキッカーのグラウンダー

（ゴロ）を海堀選手が阻止したので、グラウンダー（ゴロ）では阻止されると一瞬考え、慌ててバー

近くを狙って、結果的に外すことになったのである。 3 番目も、海堀選手は、ボールを蹴ってから動

くので、阻止できた。 4 番目のワンバック選手のスピードにはさすがについてゆけなかった。 

 他方、アメリカのキーパーのホープ・ソロ選手は大会の 3 人の優秀選手の一人に選出されるほどの、

極めて優れたキーパーであり、PKの練習でもほとんどを阻止する選手である。この優れたキーパー
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に対して、日本の最初のキッカーの宮間選手は、フェイントを掛け、いとも簡単にキーパーの動きの

逆を衝き、しかも緩いグラウンダー（ゴロ）でゴールした。 3 番目の坂口選手もコースを読まれなが

らも強引に押し込んだ。 4 番目の熊谷選手はワンバック選手並みのスピードで蹴りこみ、さすがのソ

ロ選手も手も足も出なかったのである。 

 「P K戦での勝敗は、アクシデントのようなもの」、ではあるが、高がPK戦、されど、P K戦、で

あった。 

 

 蓮見教授談「ただ、日本代表が突出した強さを持っていたわけではなく、優勝は出来すぎだと思い

ます」。 

 この批評についても、上と同様のコメントが必要である。「優勝は出来すぎだ」というのが、P K

戦について言及しているのでないことは、確かである。 

 日本が「優勝」「出来」たのは、P K戦に勝ったからであり、米国が負けたのもP K戦であり、日本

は、前後半戦・延長戦の120分では、勝っていないし、同様に、米国も負けてはいない。それにも拘

らず、「優勝は出来すぎだ」、と言うのが妥当ならば、それは、「優勝は出来すぎだ」、ということの含

意が、前後半戦・延長戦の120分において、日本が負けずに引き分けに持ち込めた、ということだか

らであり、米国が勝たないで引き分けに持ち込まれた、ということだからである。 

 しかし、上でも述べたように、「出来すぎ」とは言えないように思われる。“日本の、 1 対 1 で勝つ

ことはあっても負けることは無い個人技と、それに基づく濃密な連係プレー”は、決して「出来す

ぎ」というような付け焼刃ではなく、実力であり、“アメリカの強力でスピードのある個人技と、そ

れに基づく力強い組織プレー”に劣る、というようなものではなかったからである。アメリカの力に、

十二分に対抗できる技であった。アメリカにリードされても、日本の選手が「まだやれるよ」と言い

合って平然としていたのは、粘りがあったからではなく、選手自身が、自分たちが、技ではアメリカ

に勝っていると肌で感じていたからである。 

 

 蓮見教授談「準々決勝のドイツ戦での丸山のゴールにはしびれました。難しい角度から右足でゴー

ル左すみに蹴りこむ。あの舞台で実現させた丸山の動きの聡明さには驚きました」。 

 しかし、このような見方は、一面的であり、複眼的ではない。丸山選手のゴールが素晴らしかった

のは、蓮見教授の言うように「難しい角度から右足でゴール左すみに蹴り」こんだからでは無く、丸

山選手が一瞬の判断でフェイントをかけ、キーパーの動きの逆を突いたからである。勿論、丸山選手

が蹴りこんだ方向にキーパーが動いていたら狭いコースだったからキーパーに取られていただろう、

と言って丸山選手を貶めてみても、意味を成さない。そのときは、丸山選手は、同じくフェイントを

かけ、逆を突きキーパーのいない方向に蹴りこんだであろうからである。ともあれ、「難しい角度か

ら右足でゴール左すみに蹴り」こんだことだけ見て、他方の、キーパーが飛んだ方向を見ていない限

りで、極めて一面的な見方であり、複眼的ではないのである。 

 丸山選手のゴールを、「聡明」と見るのは、丸山選手を男性の視点から異性つまり女性として見る

見方である。サッカー選手と見ていたら、素晴らしいと表現するであろうからである。丸山選手と同

性の女性は、あれを「聡明」とは見ずに、素晴らしいと感ずると思われる。男性のメッシ選手やルー

ニー選手が、「難しい角度から右足でゴール左すみに蹴り」こんだら、男性は「聡明」とは見ずに、

素晴らしいと表現するだろうし、女性でも、サッカーをスポーツとしてみる人は、「聡明」とは見ず
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に、サッカー選手として素晴らしいと表現するであろう。 

 丸山選手がGK山郷選手を相手にシュートの練習をして、山郷選手にシュートをよく止められてい

たため「どうして？」と理由を尋ねたら、山郷選手から次のように返ってきたそうである。「あんた

は他の選手とはシュートのリズムが決定的に違う。私はそれに合ってきたけど、外国のGKは慣れて

ない。今のままのリズムで、何も変えないで打てば、きっと入るよ」。結局、大舞台で何事も無いよ

うに自然に逆を取れたのも、常日頃の練習の賜物であったのである。あの素晴らしいゴールは「聡

明」か否かとは関係無いのである。 

 

 蓮見教授談「敵味方を問わず彼女たちの動きの美しさを味わってほしい」。 

 「美しさ」と言う表現は、男性の視点から、女子サッカーを、異性つまり女性として見ているので

ある。同性の女性は「美しさ」とは表現しないと思われる。男性のメッシやルーニーのプレーを、男

性は「美しさ」とは表現しない。「美しさ」の対語は、『逞しさ』であろうが、異性の女性も、メッシ

やルーニーはサッカー選手として素晴らしいと考え、彼らを異性の男性とは見ないので、彼らのプ

レーを、動きの『逞しさ』とは表現しないと思われる。 

 “日本の、 1 対 1 で勝つことはあっても負けることは無い個人技と、それに基づく濃密な連係プ

レーと、アメリカの強力でスピードのある個人技と、それに基づく力強い組織プレー”、まさに、“技

と力の、がっぷり四つに組んだ拮抗した試合”の素晴らしさこそ、「味わってほしい」サッカーの醍

醐味である。 

 

 「アメリカ・ヨーロッパ『では』・・・のように素晴らしいことが行われており、これに対して、日

本『では』・・・のように貧相なことが行われている」というタイプの発言をする人々を、秋田・山

形を意味する出羽の国との語呂合わせで、「デワの国の人々」と言う。この言葉の背景には、揶揄が

ある。これらの人々の日本語によるアメリカ・ヨーロッパ研究を、現地語の英語あるいは独語あるい

は仏語等々に訳したとき、これらの人々がこれらの国々を賞賛するにも拘わらず、皮肉にも、これら

の国々の人々から全く相手にされず評価されない、という揶揄がある。サッカーを近視眼的・一面的

に見て、大局的・複眼的に見ない見方は、「デワの国の人々」の見方と軌を一にするように思われる。 

  

 私は、日本社会がヨリ健全な社会に向かうためには、日本人は、もう少し、スポーツを楽しんだ方

が良いと愚考する。アメリカで野球・バスケット・アメフット・アイスホッケーの 4 大スポーツが独

立採算で成り立つ程度に、又、ヨーロッパでサッカー・ラグビー・バレー・スキー等々がプロとして

成り立つ程度に、スポーツを楽しんだ方が良いと愚考する。お酒は人間関係の円滑油であり、適度の

飲酒は精神的に良いとしても、仕事のストレスの解消策が、赤ちょうちんでの酒ではメンタルに貧し

過ぎる。定年退職後、何もすることが無くなり、もぬけの殻になるのでは、陰惨に過ぎる。研究者が、

教育者が、ひ弱な体力では、ひ弱な研究教育しか約束されない。なでしこジャパンの活躍で、当面、

中学や高校に女子サッカー部が叢生し、喜ばしいが、究極的には、百年河清を待つ感があるが、日本

社会が、スポーツが独立採算出来る程度に、スポーツを愛好するようにならない限り、女子サッカー

の発展は、総じてスポーツ界の発展は不可能である。スポーツ界の発展を自己目的にするのではなく、

飽くまで、日本社会の健全な発展の構築を目的とするが、もう少し、と愚考する次第である。 
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 菅前首相は、なでしこの諸君は粘り強かった、と賞賛し、自分もそれにあやかり、粘り強くありた

いと言った。しかし、彼女らは、歯を食いしばり、頑張ったわけでもなく、体力差で戦ったのでもな

い。個々人の優れた技術と、それに基づく濃密な連携プレーを有していたので、リードされても、平

然としておられ、「まだいけるよ」とお互いに声を掛けられたのである。しかし、菅氏には、優れた

技術＝構想力豊かな政策は無く、味方（小沢グループ）の所為で政権に就けているのに、その方々を

締め上げるのでは、又、辞めることを条件に、不信任案への賛成者が反対に回り、相手は約束を履行

したのに、約束の順守の後番の立場を悪用して、自分は約束を果たさず、味方に狡すっからく対応す

るのでは、濃密な連係プレーは不可能であった。むしろ、菅氏は、なでしこの諸君と無縁の人であり、

真逆にいる人であった。公的な約束を後番の立場を悪用して実行しない、そういう人物は人間のクズ

と言われても、恬として恥じずに、居座ることを、粘り強く続ける、のであるが、粘り強く、という

言葉をそのように使うのは、言葉の誤用である。空前絶後の、感心するほど鉄面皮な御仁であった。 

 

 定年間際になってラグビーに嵌まった。そうなるなんて夢想だにしなかった。2008年度の全国学生

選手権の決勝戦に本学のラグビー部がコマを進め、応援に誘われて出掛け、一挙に開眼した。翌09年

度は 6 回、10年度は 7 回、秩父宮と国立での本学のラグビー部の試合に足を運んだ。特に10年度は、

次に対戦する相手チームの試合を、録画して、何度も何度も見て、観戦に臨んだので、楽しみは倍加

した。 

 とにかく本学のラグビー部は、しっかり体力作りをし、それを基に、スクラムで相手チームを圧倒

し、モールで圧倒し、ラックで相手チームに押し戻させず、ブレイクダウンでボールを支配し、バッ

クスは相手選手に正面から突撃して引き摺り込み、他方、ディフェンスではタックルに次ぐタックル

で圧倒し、特にクイックモーションで奇策を弄する相手選手は組織的な連係プレーで一網打尽にした。

小手先の邪道・覇道を排し、まさに、ラグビーの王道を堂々と邁進するものであった。 

 09年度も、10年度も、何れも、関東学生対抗戦では 4 位であったにも拘らず、全国学生選手権では

優勝した。対抗戦では、ターンオーバーで相手にボールを奪われると、一瞬相手を見てしまい、密集

のなかから、相手選手に抜け出され、独走され、トライされるところがあった。相手チームにすれば、

本学と正面から立ち向かうと、打ち砕かれるので、密集戦に持ち込み、ステップやフェイントで本学

の選手をかわしながら、抜け出すのが、最良の作戦だったのである。しかし、選手権に入ると、これ

が対抗戦の時のチームと同じチームかと疑わせる程、凄い集中力を見せ、ディフェンスでは組織的・

重層的・波状的な徹底した低い鋭いタックルで、相手チームを圧倒した。『朝日新聞』の記者にボン

ド選手が語っていたが、「対抗戦の時と、選手権の時とで、技術的には全く変わっていない」、しかし、

集中力が圧倒的に高まっていたのである。対抗戦終了から選手権開始までの 2 週間で、選手諸君の集

中力を高めた、監督の岩出先生の指導力には痺れた。いくら口を酸っぱくして「集中力を高めよ」と

選手諸君に話しても、高まる訳がなく、岩出先生は、恐らくは、密集戦から相手選手に抜け出させな

いように、集団対集団の実戦を想定して組織的なタックルの練習を徹底して行わせ、集中力を体で覚

えさせたのだろうと、後になって思ったが、素人の私が言うのも僭越だが、岩出先生の指導力の高さ

には舌を巻くものがあった。相手チームだって 2 週間の間に帝京戦に備えて徹底して研究し対抗策を

練習したはずであり、岩出先生の指導力は、それを上回る卓抜なものがあった。 

 帝京はスクラムが強い、と言われているが、特に、他大学よりも体力的に優れた選手がいたわけで

もなく、そして夏前までは他大学より強かった訳でもなく、しかし、夏合宿を契機に他大学を圧倒し
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たのは、他大学も夏合宿を行うのであるから、結局、指導力が他大学を上回っていたからであろう。

因みに、2010年度の全国高校大会の同率優勝の二つの高校のレギュラー選手は全員が、早慶明法筑波

の 5 大学に進学し本学には一人も来なかったが、過去も、そういう中で、優秀な選手を育ててこられ

たのであるから、帝京が強いのは、指導力の高さ以外の何物でもない。 

 帝京の選手は各人の体がデキている、と言われる。これは筋トレの賜物である。しかし、筋トレな

ら他大学の選手も行っている。筋トレは、それ自体は手段でしかないので、ある意味では退屈である

が、試合を想定し目的を明確にして行うと、意欲をもって持続できる。又、筋トレは闇雲に回数だけ

をこなしても有効ではなく、鍛えるべき筋肉の部分を常に意識して行うことによって初めて効果が出

てくる。結局、どこまで目的化できるか、又、意識化できるかは、つまり動機づけは、一に、指導者

の指導力に懸っている。どこの大学の選手も筋トレは行っているのであるから、特に、帝京の選手が

各人の体がデキている、のは、岩出先生の指導力が抜群だからである。 

 テレビの実況放送の解説者も、『朝日』・『日経』・『読売』等の各紙のスポーツ欄の記者諸氏も、何

れも異口同音に、10年度の決勝戦で本学に早稲田が負けた敗因を、早稲田らしさを発揮できなかった

点に、求めていた。しかし、これは、因果関係の分析ではなく、同義反復でしかない。早稲田らしさ

とは、準決勝までは勝てる実力を意味し、決勝戦では負ける実力を意味し、決勝戦で早稲田らしさを

発揮できなかったのは、負ける実力であったからということで、負けたのは、負ける実力だったから、

というのでは、完全に同義反復である。結局、早稲田は過去に強かったから現在も強いハズであり、

高校時代に活躍したキラ星のごとき選手を揃えているから強いハズである、という根拠なき権威主義

に囚われ、現実を直視する姿勢が無く、思い込んでいるだけなのである。 

 

 「今の日本で、それぞれの業界で威張っている人というのは専門能力が高いわけじゃない。業界の

細かい雑用と細かい人間関係をこなせているだけ。大多数が小役人になってしまっています。だから

何かあったとき、そういう人に聞いても要領を得ないのは当然です。原子力の分野もそうだった。そ

れがいま、恐ろしい形でわかってしまいました。 

 新しい分野に挑戦しようとする研究者は損をします。その現状を変えようとすると、『業界の和を

乱す』と言ってつまはじきにされる。仲間内の論理を優先しさえしていれば、少しずつ給料が上がっ

て、研究者なら研究費をもらえて、役人はちょっとずつ権限が増えていく。その中で生きている人は、

決してその外に出ない。そのために、ものすごい同質化圧力をかけて、能力が高まる可能性のある人

をつぶしていく。こういった人材の『逆育成』みたいなことを、この大惨事を機に改めなければ、こ

の国に未来はありません」池内 恵（東京大学 準教授）「人材の『逆育成』にピリオドを打て！」

『週刊朝日』2011/5/6-13合併号、157-158頁。 

 

７ 老後は趣味に生きるのだ !! 

 定年退職してからも、 3 箇所で週にそれぞれ 1 回ずつ教えているので完全に隠居生活に入ったので

はないが、これらは非常勤であり、常勤が無いという意味では、隠居生活に入っている。その隠居生

活を始めてから、消費税法を新たに勉強し始めた。標準的教科書で、消費税法の全体の勉強をし終え

たので、これからは、消費税法の条文に当たり、法律自体が正しいか否かを検討し、併せて、研究書

に当たり、研究書による法解釈が正しいか否かを、財務省主税局の立案者自体の法解釈が正しいか否

かを含めて、検討することにする。間違いである、ということになれば、新しい研究成果が出たこと
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を意味し、逆は逆、である。 

 「消費税法が制定されてから20数年経過し、散々研究し尽くされてきたので、20代、30代の若い研

究者なら、まだしも、71歳のジジイに、新しい研究成果などムリムリ」と言う声が聞こえてきそうで

あるが、そういう声が聞こえてきても、私としては消費税法の研究を止める気などさらさらないが、

しかし、消費税法は法人税法の応用のように思われ、自分としては新しく始めたが、内容的には新し

さは無く、従来の研究の延長線上にあり、新しい研究成果もムリではないような気もする。71歳のジ

ジイなどにはムリムリ、などと頭ごなしに意気阻喪させんばかりに言われると、かえって若い人がジ

ジイに脅威を感じているのか知らん、と思ったりもする（認知症の始まりか知らん？）。 

  2009年、68歳のときに上梓した拙著『法人税法の研究』税務経理協会、について、税務会計研究学

会の副会長の成道 秀雄教授（成蹊大学）から、次のような書評を頂いた。 

 「著者は法人税法の研究者として、通常であれば各条文を読んで、感覚的に当然のこととして理解

し、それで終わらせてしまうところを、徹底的に各条文の内容を各側面から分析し、その内容に矛盾

がないかを、他の関連条文とも摺り合わせて、精緻に検討し、独自の結論を開陳している。本書に顕

されているような極めて論理的な研究アプローチは、他の著書には見られないものであり、それゆえ

立法者は謙虚に著者の研究をサーベイし、各条文の構成内容の見直しを行うべきといえる」『産業経

理』Vol. 70 No. 2 2010。 

 翌2010年、69歳のときに上梓した拙著『地方交付税と地方分権』税務経理協会、について、桃山学

院大学副学長の竹原 憲雄教授から次のような書評を頂いた。 

 「本書のねらいは地方交付税論、地方分権論の再構築にある。その主張は明快であり、また刺激的

である。一連の通説批判は議論展開に力強さを与え、三位一体論が議論全体の主旨を明快にまとめて

いる。本書が早急な課税自主権や地方公共財の再検討に強いインセンティブを与えることは間違いな

さそうである」『税経通信』2011年 5 月号。 

 つい 1 ～ 2 年前に、このような書評を頂いたので、これからも 5 ～ 6 年は、このようなレヴェルで

の研究が可能なような気がするのである。そんなに認知症も進行しないと思うのである（と言ってる

のが進行か知らん？） 

 「消費税法の勉強を老後の趣味とする」と言えば、「勉強が趣味とは何と心が貧しいことよ」と非難

される向きもあるかもしれないが、この非難の場合の勉強には、勉強とは暗記することである、とい

う含意があるが、つまり、勉強することとは、暗記することである、という含意があるが、私にはそ

ういう勉強をする気は全く無い。 

 そもそも私が研究者を目指したのは、社会認識に疑問を覚えたからであった。様々な社会認識が

誤っていると感じたからであった。正しく認識したいからであった。飛躍するが、それは、暗記重視

の教育への嫌悪感であり、思考重視の教育を目指すことと一致する。正しいか否かを考えさせる、の

ではなく、それとは無関係に、ただひたすら暗記させる、そういう暗記重視の教育からの脱却を目指

すことと、正しく認識しようとする試みとは、軌を一にした。教え子の院生諸君に冗談交じりに、

｢暗記は人類の敵である」と言いつつ、自分のアタマで考えることを促してきた。 

 消費税法が存在する理由は何か、又、消費税法は整合的か、を考えることは楽しく、自分なりに、

存在理由を考え、整合性を追求するのは楽しいので、そんなことをしながら、老後を送ってゆきそう

である。併せて国の財政、地方財政、法人税法、所得税法なども考えてゆくと思う。他に、集合論、

位相論、ルベーグ積分、関数解析などの数学も面白いので、これは全くの道楽として嗜んでゆきたい。



- 40 - 

マタイ受難曲、シャコンヌ、無伴奏チェロ組曲、音楽の捧げもの、フーガの技法、イギリス組曲、フ

ランス組曲、ブランデンブルク協奏曲、ゴルトベルク変奏曲、平均律クラヴィーア曲集など、何10回

何100回となくCDで聞いていて、これらは私にとっては、歌謡曲ファンにとっての北島サブちゃんで

ある。しかし、それでも、数学を勉強する方が、そして社会現象を研究する方が、遥かに楽しい。 

不悉 


