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欧米諸国に遅れて近代化を果したわが国は、明治、大正、昭和と

いう年月の聞に国家として急速な発展を遂げ、世界に伍する経済体

制を築くに至りました。そうした成果は、国民のたゆまざる努力に

よって成し遂げられたものであることは言うまでもありませんが、

国内経済の安定と発展に向けて、財政や金融等の諸制度が果たして

きた役割には大きなものがあると思われます。大蔵省では、こうし

た財政・金融等の役割を後世に伝えることを目的として、昭和44年

に「大蔵省百年史J(全3巻〉を刊行しました。その後のわが国は、

約20年間にわたる昭和の時代には、ニクソン・ショック、二度にわ

たるオイル・ショックによる経済混乱、プラザ合意後の不況といっ

た幾つかの節目を乗り越え、さらなる経済発展を遂げ、また、平成

の時代となっては、バブル経済の崩壊によって今日のような苦心を

重ねてきているところであります。

温故知新の諺にもあるように、わが国の経済が将来に向けての展

望を切り拓くためには、時として先人たちの苦心の跡を克明にたど

り、歴史の経験に学ぶことも大切でしょう。幸い、大蔵省には従来

から、修史事業に積極的に取り組む伝統があり、これまでにも、明

治、大正、さらには、昭和の第 1次オイル・ショックまでを対象と

する財政史の編さんを 5期に分けて継続してきました。本書は、こ



明治 2年大蔵省が中央行政機関として創設されてから、本年で

百星霜をけみしたことになります。

このたび百周年を記念して、明治・大正・昭和三代の歩みを通

観する「大蔵省百年史」を発刊する運びとなりました。

当時、極東の孤立した一小国にすぎなかったわが国が、今日で

は国際社会の有力な一員となり、世界の注視を集めていることは、

周知の事実であります。

かえりみますと、わが国は、欧米先進諸国よりはるかに遅れて

明治初年にようやく近代化への第一歩を踏み出したのであります

が、それ以来、数度にわたる戦争、恐慌、大震災等いくたの試練

をへて、遂には大東亜戦争の敗戦という未曾有の破局的事態に直

面いたしました。しかし、これらの困難を見事に克服して、今日

まで世界でも類いまれな躍進を遂げてまいりましたことは、ひと

えに私たちの父祖の残した業績とそれを引き継いだ国民各位の努

力のたまものであります。

この問、大蔵省の歩んだ道も、まことに波乱と変転に富んだも

のでありましたが、常にわが国の発展と国民の繁栄のために努力

を続けてまいりました。私ども現在大蔵省に職を奉ずるもの一同

3 

夫

臣

越

大蔵

田

ば

第 77代大

福

と

「大蔵省百年史」

発刊のこ

のような不断の研究成果をもとに「大蔵省百年史Jを改訂するとと

もに、昭和の歴史を重視する意味からも昭和の終わりを一区切りと

して約20年間に及ぶ記述を新たに加え、一つの明治、大正、昭和史

として発刊したものです。

「大蔵省百年史」は当初、元主税局長の青木得三氏が編集顧問に

就任されましたが、同氏の死去にともない昭和43年 7月からは元大

蔵事務次官の谷村裕氏を編集顧問に委嘱しました。同氏は「大蔵省

百年史」の完成後も財政・金融史編さんへの熱意を抱き続けられ、

「大蔵省百年史」の絶版後はいちはやく再版作業の指示を下されま

したo そして、編集の過程において大きなお力添えを頂戴しなが

ら、惜しくも平成 8年10月不帰の客となられました。私は、谷村氏

の遺志を継ぐこととなりましたが、本書の完成を謹んで御霊前にご

報告するとともに、心からど冥福をお祈りする次第です。
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平成10年10月
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は、この百周年にあたり、再び決意を新たにして、先人の貴重な

経験と教訓を生かし、今後とも一層の努力をはらう所存でありま

す。

この「大蔵省百年史」は、大蔵省の行政や制度の歴史であると

同時に、わが国近代の財政・金融史としての内容をも備えており

ます。本書を縞くことによって歴代先輩の苦心の跡をたどりつつ、

財政・金融の百年の歴史と大蔵省の果してきた役割について理解

を深めていただくとともに、将来の飛躍のための一助として役立

てていただければ幸甚に存じます。

昭和44年10月
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仔リ 仁ヨ

1 本書は、「大蔵省百年史J(昭和44年10月10日発行〉を、今回改訂補足し、

あわせて100年以降の20年間の記述を加えたものである。

2 明治 2年から昭和64年までを下記の10期に区分して編集した。

第 1期 明治 2年~明治14年 統一国家の形成と大蔵省

第2期 明治14年~明治28年 近代財政の確立と大蔵省

第3期 明治28年~大正3年 経済の発展と大蔵省

第4期 大正3年~昭和4年 第 1次大戦と戦後反動期の大蔵省

〈以上第 1巻〉

第5期 昭和4年~昭和11年 恐慌からの脱出と大蔵省

第6期 昭和11年~昭和20年 戦時下の財政金融と大蔵省

〈以上第2巻〉

第 7期 昭和20年~昭和27年 占領下の財政金融と大蔵省

第 8期 昭和27年~昭和38年 自立経済の財政金融と大蔵省

第9期 昭和38年~昭和50年 経済自由化と大蔵省

(以上第3巻〉

第10期 昭和50年~昭和64年 経済国際化と大蔵省

〈以上第4巻〉

3 本書は、明治から昭和における大蔵省の歩みを通観することを目的とし

ているが、すべての事項を網羅しているわけではなく、紙幅の関係もあっ

て、割愛した事項も多い。また、本文の「注記」は、必要最小限度にとど

めた。

4 この間に起こった戦争・戦役・事変・事件等の呼称は、今日一般に用い
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られている呼称を採用することとし、公式の呼称である「大東亜戦争」、

「支那事変」も、通例に従って、それぞれ、「太平洋戦争」、「日華事変」と

した。また、法令・速記録その他の文書からの引用は、原則として原文の

ままとした。

5 原稿執筆は、下記の分担によった。

第 1期 川上秀正(故人〉、山村勝郎、大森とく子

第 2期 川上秀正〈故人〉、大森とく子

第 3期 大森とく子

第 4期 1/ 

第 5期 山村勝郎

第 6期 11 

第 7期 西村紀三郎

第 8期 11 

第 9期 1/ 

第10期 1/ 

なお、本文ばかりでなく、巻末の資料にも訂正を加えた。統計は、「大蔵省

百年史」は宍倉実〈故人〉が中心となって作成したが、本書では、大森とく

子が戦前期部分を補足・訂正し、また、財政史室が戦後期の主要統計を新た

に作成した。

6 期ごとにでき上がった原稿は、正確性を期すため必要に応じ大蔵省各局

・庁で確認のうえ、顧問の校閲を経て、印刷に付した。

7 第 2巻の巻末には「大蔵省主要官職歴任表(昭和20年 8月以前)Ji戦前

期主要統計Ji戦前期文献一覧」を、第4巻の巻末には「大蔵省主要官職歴

任表(昭和20年 8月以降)Ji戦後期主要統計Ji戦後期文献一覧」をそれぞ

れ収録した。

7 

8 いかなる分野の歴史を書く場合にも、近代から現代にかけては、解明の

困難な事柄が多く、長時間経過した後はじめて客観的な記述が可能になる

ものと考えられる。本書の編集にあたっても、同様の問題に逢着したが、

できる限り広く資料を収集、活用し、客観的な史実を提示するように努め

た。なお、大蔵省には、明治以来財政史を大きな規模で編集作成する伝統

がある。それらの財政史の編纂にあたっては、資料の収集その他幅広い準

備が必要であり、史実を正確に読み易く編集するように努めている。その

意味においても、「大蔵省史一明治・大正・昭和」についてのご意見や忌俸

のないご批判をお寄せいただければ幸いで、ある。

平成10年10月

大蔵省財政金融研究所財政史室
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