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	 	    	    日本銀行と OECD  実録と考察	  
          	 	  〜 内外経済の安定と発展を求めて〜 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	  	   重原 久美春  
 
帯文   

1. 福井俊彦（元日本銀行総裁）  

 これからの若い人には、特定の組織の中で栄進、栄達することのみを目標とするのでな 

く、常に世界全体を見渡し、その中で自分の果たすべき役割を見出す、そういう姿勢が求 

められていると思います。重原さんはその良き先達です。  

2. ドナルド・ジョンストン（前 OECD 事務総長）  

 この本は、組織記憶の伝達者がほとんどいない OECD にとってかけがいのないものです。  

3. 矢後和彦（早稲田大学教授）  

 国際経済の激動や内外政治のうねりの渦中にありながらも独自な光芒を放ちつづけた重 

原の思考の根底には、「人間の連帯」への信頼と期待がいまなお脈打っている。本書を手に 

とった読者がこうした重原の思想の奥深くに流れる価値観を読みとっていただければ幸い 

である。  

刊行直後に寄せられた主な感想  
 
1. 鈴木淑夫（元日本銀行理事、元野村総合研究所理事長、元衆議院議員） 

 
	 詳細にわたるので、内容についての賛否はあるかもしれませんが、貴重な公共資産を残さ

れたことは疑いなく、そのご功績は高く評価されると信じます。 
 
2. 浜田宏一（東京大学名誉教授、イェール大学名誉教授） 

(1) 円高を放置した日本の政策、ジャーナリズムについては貴兄と同じような感じを持っ
ています。 

(2) 日本のようにみなと合わせる社会に、世界に向けて発想できるものを許容する地盤が
ないことをどう考えるかが問題となってきます。 

 
3. 遠山敦子（元文部科学大臣） 

 
 御高著「日本銀行と OECD」を購入し、拝読いたした。と申しても、金融経済に関す専門
的な部分は、ざっと目を通させて頂いた程度です。 
 
周到な準備と綿密な記述とで、筆者が多年にわたりいかに真摯に自らの仕事に取組んでこら

れたか、分かりやすく書かれており、その重い内容に感銘を受けました。 
 
どんなポジションにあっても、常に専心、英知を働かせ、磨かれた専門的な知見に基づき成

果を発揮してこられたことに敬意を表します。読後の感想は、多くの方々が示された高い評

価と重なります。 
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同時代、同学年、同一学部で学び、かつ、厳しい時代を生き抜いてきた者の一人として、随

所に共感を覚える部分もありました。 
 
この貴重なご経験の記録が、より複雑・困難に直面すると思われる次世代に勇気を与え、生

き方の一つの指針として活用されることを期待しております。 

4. 川口順子（元外務大臣） 

 日本の、そして世界の、経済の史料として貴重な本です。 

5. 道下匡子（作家・翻訳家） 
 
 まず「余禄	 生い立ちと学び」「あとがき」「解題」へと読み進め、深い感銘を受けまし
た。OECDで副事務総長という、初の日本人、いや初のアジア人として最高の地位に就かれ、
輝かしい功績を残された著者によるこの回顧録は、「組織記憶の伝達者がほとんどいない

OECDにとって、かけがいのないもの」、世界中の（英語版の出版が待たれます!）経済、政治の
専門家の方々にとって、極めて重要なものであることは明白です。しかし私の関心は、日本

が生んだこの稀代の国際人は、一体どのようにして「つくられたのか」ということにありま

した。 
 
 日本社会は、本質的に未だに村のままで、「世間」という名の下に、自分たちと少しでも
異なる者、優れた者を排除し、「攻撃」します。嫉妬と羨望の塊ともいえます。もし著者が、

東京大学、日本銀行と、いわゆる「エリートコース」を順調に走り続けるままでいたなら、

この「回顧録」の誕生はなかったことは明らかです。それが何であれ、生涯をかけて何かを

成し遂げるには、能力と人一倍の努力、それにいくつもの幸運が必要だと、この書を読む多

くの読者は、再び実感することになります。しかし幸運は、ただ待っていても、向こうから

やってはこない、手繰り寄せるのも、また能力–––強い意思と持続する夢？–––の為せるわ
ざでしょう。 
 
 著者が７歳のとき、ご尊父は 32 歳で沖縄で戦死、葬儀の日、沖縄の土と砂の入った骨壺
を前に「久美春７歳、格 2 歳。これから成人するまで頑張らなければなりません」と日記
に記したご母堂の痛切な決意が胸にささります。高潔な日本人、国際人として、著者の根底

にある揺るがない平和主義、民主主義、人間主義の源流は、おそらくここにあると私には思

われるのです。 
 
 この本は、たんに国際経済の専門書にあらず、世界で–––日本でも同じことでしょうが––
–何かを成し遂げるためには、専門分野の知識と能力はもちろん、常に弱者の視点から問題
を捉え、全人格的にも優れていることがいかに大切であるかを伝える文学、哲学の書ともい

えます。その意味で、とくにぜひ多くの、強い意思と夢を持ち、日本と世界の未来を担う若

いひとたちに読んでいただきたいと切に願っています。 

６. 堤富雄（元通商産業次官） 

 とても大部であり、全体についての感想など浅学な私には無理だと思いながら、休みに速
読させていただきました。 
  
 私と同じ時代を生き、時々交流し、多くの部分では別の分野で懸命に働く姿がほうふつと
してきて大変感激を覚えました。大きく言えば貴兄はお金の面から、しかも日本内側だけで

なく外側からも観察したのに対し、私は、モノの面から、しかも日本の内側からの観察が多

かったと思いますが、所々で、同じ感情を持っているなと思うことがありました。 
 
 特に、日本が欧米を相手に貿易摩擦を起こし、随所でバッシング的なことを受けるときの
体験には、感激すら覚えました。同じ時期、別な場所で日米貿易摩擦、日米技術摩擦に、同
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じ群馬育ちの人間が遭遇していたことを知り、オーバーですが司馬遼太郎の「坂の上の雲」

の同じ松山出身の正岡子規、秋山好古，真之兄弟を思い出しました。 
 
７. 元経済官庁幹部 
 
	 貴兄が日本銀行、OECDに在籍中に遭遇した数々の出来ごとに対して真摯に取り組んだ分
析力、また将来どうあるべきかを展望した洞察力の確かさに驚かされます。克明な記録と注

釈資料も、後世の研究家にとって貴重な資料となることは間違いありません。 
 
 この書は、金融機関に関係している方々のみならず、経済学者、エコノミスト、政策決定
にかかわる官僚、政治家たちにぜひとも広く読んでほしいと願っています。また将来、国際

社会で活躍したいと希望している若者たちに、ぜひ読んでほしいものです。 
 
 今後、英語版の出版も期待されます。 
 
（追伸） 
 
 ご存命の元日銀の方で在職中にエコノミストとして最も世に知られていたのが鈴木淑夫氏
ではないかと思いますが、新著はその鈴木さんから「貴重な公共資産」との評価があり、最

近の総裁としては最重鎮の福井俊彦氏から推薦の言葉が新著の帯に収録されている本です

から、出来るだけ多くの方々に読んでもらってしかるべきと考えます。 
 
  日本経済新聞が書評欄で取り上げれば、このカテゴリーでは稀な発行部数になるのではな
いかと期待しています。 
 
８. 元都市銀行幹部 
 
	 著者は東京大学法学部から日本銀行へ入行、その後国内主要ポストを歴任、更に OECD
で４回、併せて 17 年の長い勤務を経験、若手のエコノミストから最高位のエコノミスト、
副事務総長（NO2 で、OECD加盟国政府の閣僚級ポストに相当）にまで上り詰め、日本銀
行と OECDで画期的な大きな功績を残してきました。OECDでは、金融経済問題はもとよ
り、社会厚生、教育、地政学など広い分野での知識・見識を駆使し、ネイティブと変わらな

い抜群の英語とフランス語によるディベート力、卓越したコミュニケーション能力を発揮し、

各階層の職員から抜群の信頼をかちえて、アジア人として最高の実績と評価を得てきたのは、

間違いない事実であります。 
 
	 内外の著名な友人・知人からの勧めもあって、将来の研究者や実務家の方々のために、そ

の実績と経験を記録に残そうと思い立ち、時間をかけて懸命に構想を練って、まとめ上げた

ものが今回の「回想録」になりました。 
 
	 小生も金融界に奉職して、在職中には日本銀行ともかかわりが有りましたので、その発行

を期待して注目してみていましたが、今回、大著の仕上がりとなりました。生い立ちから学

生時代、さらに日本銀行入行の経緯、銀行と OECD における実践での豊富な経験を克明に
鋭く分析、将来の内外の政治経済についても大きな洞察力をもって展望しており、今までに

誰も書いてこなかった分野に及ぶ貴重な歴史的資料となっています。 
 
	 重厚で、品格のある立派な仕上がり、本文の紙の質感、程よい大きさの活字とマッチして、

大変読みやすく出来上がっています。はしがき、あとがき、矢後教授による解題、とよくバ

ランスが取れています。収録された写真も、嫌みのない自然体のものばかりで、国際機関に

おける著者の活躍がよく表れている、素晴らしいものばかりで、選択のセンスの良さが窺が

われます 
 
	 本書が、後世の学者や実務家の人々の為にも大きな「日本の財産」となって永遠に役立つ

ことを期待しています。 
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（追伸） 
	  
	 日本銀行の諸先輩が新著を高く評価した言葉を読みました。日本銀行を代表した、人格・

見識の高い鈴木淑夫氏と福井俊彦氏の称賛の言葉は最高の勲章と同然です。 
 
	 内容は、自身の生い立ちから記して、生涯の経験を率直に、全身全霊で書き上げた、まさ

に金融経済界に歴史上燦然と輝く「記念碑」であり、鈴木先輩の言われる「貴重な公共資産」

（私の言葉では「日本の財産」）です。この本を読まれた方は、沢山出版されている、いわ

ゆる「回顧録」とは違い、著者の並々ならぬ情熱に感動すると思われます。 
 
	 日銀関係の方々にも、いろいろな意見をお持ちの方がいらっしゃいますが、福井俊彦元総

裁からの推薦もあり、海外で活躍したい若手を中心に、ぜひとも率直な気持ちで読んでほし

いものです。 
 
	 前日本銀行総裁の白川方明氏の著書「中央銀行」が、日本経済新聞から「経済図書文化賞」

を受賞したようですが、日銀 OBが著述した図書として、重原氏の新著との比較がなされる
かもしれません。歴史的史料価値として、個人的には圧倒的に重原氏の著書が高く評価され

ていいと思われます。 

９. 元大手商社幹部 
 
	 品の良い明るさと格調の高さを感じさせる素晴らしい仕上がりに感嘆しました。 
 
 本著の刊行は貴兄に取っては或る意味で戦争だったと想像していますが、志を貫いて本著
の様な立派な内容で回顧録を刊行出来たことで貴兄は立派に勝利したと思います。 
 
 本著の刊行によって、貴兄の経済・金融政策上の持論、日銀と OECDでの業績（特に国際
機関 OECDでの異次元の活躍）、揺るぎない信念に基づいた生き方等々が明らかになった
結果、次世代の若者達だけではなく現役の方々に対しても強力な Impactを与えることにな
ると確信しています。 
	  
 本書が、世に出て、後世の学者や実務家の人々の為にも大きな日本の財産となって永遠に
役立つことを期待しています。 
 
（追伸） 
 
	 	 貴著について斯界の権威の方 （々福井俊彦氏、鈴木淑夫など）から贈られた賞賛の言葉

には特別な意味があると思います。著者は日銀と OECDに於ける業績、考察を含めた言論
活動、生い立ち等々を、達意の文章で公正に、正確に、且つ詳細に書き残した事で、個人の

回顧録であることを超えて、著者が生きて来た「時代そのもの」を描き出すことに成功した

と思います。鈴木淑夫氏の「貴重な公共資産」との讃辞が良く理解出来ます。貴著には古典

となり得る内容と風格が充分備わっています。高橋是清の随想録とは違った形で、貴兄の生

きた時代を後世に伝える事になると思われ、素晴らしいことです。「昭和天皇実録」関連の

本を読んでいますが、（何れは歴史となる）事実を過不足なく正確に文字にして残す事の重

要性を痛感させられています。 
 
	 貴著が金融界を目指す若者達への生きた指針・教訓となって、日本を変えて行くことを願

っています。 
 
10.元大手商社幹部  

	  金融や通貨には門外漢の僕ですが、内容を読みながら、そうか、このような論議を国際
舞台で行われていたことが、ようく理解できました。様々な局面での政策をめぐる白熱した

議論は小説を読むよりも面白く思いました。その意味では、この歳になって改めて勉強をさ

せてもらいました。中でも、世界経済や金融の形が歪んだ時の議論や検討の実態は、多くの
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読者の蒙を啓き、改めて、過ぎし時代を振り返る要因になるものと思います。あの時に、こ

うしていたら、ということは、時が過ぎてしまってからでは遅いとも言いますが、決して、

そんなことはなく、後世になってから省察する価値があるものと思います。  

	 著作の活用を考える人がいるとすれば、私としては、いくつかのパートについて提起され

ている問題につき、東大や、一ツ橋などで「ケーススタディー」として設問して、ゼミで検

討、議論、考究する意義があるものと確信します。様々な、数式や統計を使いながら、あの

時代に異なる施策を導入していたら、どんな社会環境が創設されたのかは、十分、検証する

意味があると思います。	  

 人脈については、正確な固有名詞、世界の舞台で活躍された方々の名前が綺羅星のごとく
出現しますが、すばらしい仲間をお持ちなることができたのも、重原さんの寛容かつ博愛の

精神があったからこそだと思います。交遊録としても一級の資料です。いつの日か英語版が

でれば世界中の友人や、同じ分野で仕事をされた方々が、それなりにコメントを寄せて、更

に内容が充実し、補完されていくことだろうと推察しています。  

11. 小林元（元大手合繊メ―カー幹部） 
 
	 本を手に取って品格のあるカバー、帯の風格のある色調と適格なキャチコピーに感心しま

した。 
 
 本のしっかりした装丁とほど良い重みに、貴兄のエコノミストであると同時に OECDとい
う国際機関の事務局の最高責任者としていかに活躍したが記されていることを感じました。 
 
12. 吉澤富雄（元一流鉄鋼会社幹部 ） 

	 大作なる故にまだ全部を読みきった訳ではありませんが、貴兄のこれまで歩んでこられた

仕事への思いがよくわかりました。 

 現役時代から伺っていた貴兄のご活躍を改めて感嘆の思いで読ませてもらっております。 

 グローバルな組織で世界の超一流の人材を相手にOECDチーフエコノミストとしての存在
感を高めた実績は日本人として誇らしく思います。 

  貴兄のような見識と実績を持った人材が日本で生かされなった事、他の友人が指摘するよ
うに、今も本当に残念に思っております。  

 これからの日本の将来を考えると大変に心配ですが、貴兄のような世界を相手にリードで
きる若手後継者がこの本を切っ掛けに増えてくれることを祈るばかりです。 

13. 女性画家 
 
	 若い人たちにとって生き方の指針となる貴重なご本です。独身生活をしてきた私には子供

はおりませんが、甥と姪がおりますので、成人祝いとしてプレゼントいたします。 
 
	 奥様の曄子さんのお友だちの一人として、重原様がご本を奥様に捧げるという文章で「あ

とがき」を結んでおられるのを読んで、重原様のお仕事を支えられてきた曄子さんのご苦労

を思うと共に、単なる専門書とは違う親みを感じました。 
 
 
14. 会社員（50歳代） 

	 専門ではありませんが、国際金融機関や世界のダイナミズムが感じられ、最後まで一気に

拝読しました。後半の人間模様もとても参考になりました。 



 6 

 高校生、大学生の子供たちがおりますので、是非、「世界を感じる」参考にさせていただ
きます。 

15. 北村行伸（一橋大学経済研究所教授、前研究所長） 
 
	 歴史的なエピソードとご自身の自分史およびその時々で考えられたことが、非常に綿密に

記述されており、大変参考になりました。著者がいかに人生を大切に生きてこられたのかが、

直接伝わってきました。 
 
16. 鶴光太郎（慶應義塾大学大学院商学研究科教授） 
 
 ご高著から伝わってくる圧倒的な人生の迫力に押しつぶされそうな感覚に襲われます。 
 
 その中で、ふと思ったのは、もしもということがあれば、英文学でも科学哲学でも経済学
でも、もし学者の道をお進みになられておればどのように大成されていたかということでし

た。世に中におもねず、真理を追究し続ける姿が随所から伝わってきたためです。 
 
 一気に通読するには読者の相当な覚悟、気合が必要な本です。 
 
17. 元日本銀行エコノミスト 
 
終始、大変爽やかな印象を持ちながら読ませていただきました。登場した日銀関係の方々

とのやり取りなども懐かしく当時を思い出しながら拝読しました。 
 
ご著書の素晴らしさは、すでに多くの方々のお言葉にある通りで、改めて付け加えるま

でもありませんが、物事の起きた経緯や理由などを「主観的」な思いとしてではなく、周囲

の人々の言動を冷静に観察され、それを踏まえて「客観的」に記述されていることが大きな

特徴と感じました。お蔭さまで、一つずつ頷きながら読ませていただくことができました。 
 
また、その時々の経済問題に対するお考えや書かれたペーパーの論旨なども違和感なく

読ませていただきました。いくつか例を挙げると、日本が変動相場制に移行する前後のお考

え、1980 年代の米国の極端なマネーサプライ重視政策を行っていた頃の関係者の考え方、
バブル崩壊後の影響評価・対応など、ご指摘の通りだと思いました。本当に素晴らしい御本

だと思います。 
 

 
刊行から１年を経て寄せられた主な感想  
 
 
1. 安部憲明（外務省国際貿易課長） 
 
書評：重原久美春 著『日本銀行と OECD	 実録と考察：内外経済の安定と発展を求めて』 
 
     「世界経済評論」2021年 1・2月号 http://www.world-economic-review.jp 
 
 
2. 長澤道隆（元都市銀行幹部） 
 

 商業出版物と異なり新聞広告もなされなかった貴兄の著書が、最近時点のアマゾンの売れ

筋ランキング（一般・投資読み物の部門）で、ポール・ボルカー元連邦準備制度理事会議長

やティモシー・ガイトナー元米国財務長官の回顧録を圧倒しているのは痛快です。 「中身

の違い」がはっきりしてきました。  

 今後の推移にも期待できそうです。  
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3. 林	 昭彦（元経済官庁幹部） 
 

 貴兄が自身の考え方に沿った構成、章立て、題名、装丁の著書を完成させてから1年3ヶ月た

った現在、静かに読者が広がり、活用されつつあることは嬉しい限りです。 �  

4. 著者のリジョインダー 

 
	 私の回顧録を先ず日本語版で出版することは見合わせるよう日本銀行の一部の先輩から

アドヴァイスされたものの、早稲田大学・矢後教授が企画された基本線に沿い、貴兄など

大学教養学部同級生有志たちの心からの応援を得て、「日本銀行とOECD 実録と考察」と

いうタイトルの本を上梓してからもう１年３ヶ月になります。  

	 ボルカー回顧録は実は金融市場記者クリスティン・ハーパーとの共著であり、その草稿の

段階で実に多くの人たちのコメントを得て書き直されています。その上、商業出版物として

職業的な編集者が細かい編集を担当しています。この点、拙著の文章は完全に私一人の手

によるものであり、また、章立て、題名を含めて編集も全て私の考えを完徹しました。  

	 国内・国際金融経済政策問題の研究者の便宜を図る趣旨から、記述の根拠に関する章末の

注記にあたり、引用・参考文献の該当箇所のページまで明記する配慮を怠りませんでした。

また、人名索引に関しては、600名近くの数になる内外の人物のフルネームを漢字、外国語、

カタカナで表記する配慮を施しました。 

	 その上で、通常２回で校了とするゲラを筆者自身による第３校正まで行い、外国語による

記述箇所などの細かい部分について出版社が手配した職業的な校正者では見つけられなか

った印刷ミスを鋭い眼力を持った妻・ 曄子の手助けによって修正し、装丁にも彼女のアイ

ディアを取り入れ工夫をこらして漸く完成しました。  

	 こうした「手作り」の拙著が派手な宣伝広告なしに発売されてから一年余を経て、静かに 

読者が増え、拙著を「研究」の対象とする動き(注)も現れてきており、これまで私が日本語や

英語で書いた本を出版した後とは全く違った感慨があります。  

    (注)  https://ikuo.officeblog.jp/archives/cat_168138.html  

5. 大学教養学部・法学部同期生 

 重原さんの著書が静かに広く読まれ始めたのは、何よりです。大学教養学部同級生有志の

皆さんの熱い応援や曄子さんの支援も背後にあったとのお話しは感動的です。 

 執筆と出版に当たっての集中したご努力の結果は、あの本にはよく結晶されていると思い

ます。 

（更新日：2021年3月20日）  

 
 


