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ま え が き

1）この速記録は、昭和55，56、・57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通

りである。

江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内済、
西平重言干（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、

松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）

2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援莇を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照gこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）．この速記録の利用に制限はつけないが・話し手・聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。

5）速記録を個人的に研究するため・コピー牽希望する方は・代表
者がコピーしやすい形で保管しているのそ、それを利用すること
ができる。
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η．て、．介・申す、．I 揄噤D

k一…㌧1→娃諦4・一基．碇ぼく。レで＝．｝。咋は

．†．、！、ワソ．の．、木．．ミ、亨止、奮．不仁7ミ．一い1．ポダ．、．．．、、三．〜ず†ン．でひ中止÷
の

}フギ．払．1．1∵一L靖

?B壱1LIゼ。ア．IてL＝斤1，l1一．も．らI∴・・ナナ．1＋lll」弓

、1．．．まI

一1

∵千／．1で・て三…Cr参印二合！千11∴∵・テニて一一！サいご二／1｛
とす三ニセ．｝二Ilま右・．ん・．らない㌧ミz・∵す。．．与え．4和斥享

蓉．洲葎

紬琴困1素升拓．．に、一が．1表；紬専素． ！叶に対象1
し1観牽弗れ｛二肌1…、・レメ）．すい一1詞二㌶†掌の，

率1彪十1い・1・（けい1千い1、礼
上言己・、場合、戸列値け一わ．十．、．マ．い㌻．一ド、／、い1・つて、」
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こい．グ11ぐ．ゾよ。
1テペ㌃∵こ1、∵．ギベピ十！ル1I値 l1本1㌘1組に．／伯ナ＾一い
．

f音か啄1、ぺ．ら

←て書1＋パ、上11I｛λべ十余大

tr一眼

、っ．、1声、廼二．㌻ ブ5＝っ．1マ 亨．幸．．す一。i l

こ、パ苛踊

穴偉大一正

、京，珊カ

こ略和つ初句二がけて

二へ叶恥、！測二神㌢イ帥凋∵6！ぺ1イ呼舛デ旅
程。！え言†亨、千．．∵二片午、1七二μ†一いに碕ット繍二て手二つ

散．擢仰、亨．．1㍉記．む祥、lll，1：す1つ，1いて、二1！㍗1乃充
昏．い完皮は行←件でいませ一ん1・。

恭理気計学例一方がふ／けデ∴！Iゲ不！て1，1ピろ
．毫．牟シ確にピえぐセ1．万1亥ゼろ1

、わト押れめκ

時ト旅百ての尺亨†を才巴握す3こをけて
を頬別し 羊看もイ㌧し、千一すうして、〜

1ま・1

ご㌃い、 こか一4
ト乞ξえぐ＜二3よラ

ドぐせわポパ㌃い、こい行ラ†えく州I税片方1麦プ巧タ

い1ハ．㌶．秤へ配的1 け㍍そ／マ託言ナ†わ
雌11土1ダク1いい1見解1べ真．和い1ピ税汀多
は杜令械η去

ハ平か」亨ビん1・ll・ぼF．、｝ザ

㍗叫ぺ。ψ帆！・戸加伽／S市11・心・・1・ゲ
．g二〃8｛．千7．々、†ノ単一ベマい一3尾帯四「廊叶一学一は．平Lく平均

．9二室．い叶．1．、1．．1ニケ1刈一11㍗1・、小言ん÷・β〃ん／

ダ・叶へ和ψ…1戸1私舳ぺ・・
解

㌘ピ乞いわれましト。 それで

印…・身＝早

当時、統計学の試液1

ピ平I Iリ｛含・…Iいllパ州遡バよくいけ！
．めズす。
一口に．平

÷ウI

｢日1／、、＝平1均ザ1方い・1・け硬表ニヂ

．パ書す。それで

、こ、のいいが崎つ鳥義や使い方ガ

畔二1．ケプ、1」T．∴碑隼叩ゼいを．平．ウ・マ、一．払ら㍉
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月二戸二二剛．卒丁，r二岡．牟ぺ1一二ニー二心1いI争」｝、一ゲメ1！甲っI変すλく、j

二1二ぐ、二年一二準二碑㍗．二1チ・下一（二・ル妙舳昨二．・二．仲十・、之ニニ∵二、lll；
．二一、．山9二子二．冬．亨一！・．苧！†、．率、々。童窓＝一！1一…寸．ヂヘ、ブ1．も．．グI．す・、．二．．1二・．」

ζ二・阜二、．二外．ザ．一千ミ．をCん、1．小1．の乍鮒．て．ヤた．・｝け．く＝
1」左二・二．←二、」．ρ・．4、ぺ．ナイ1．ノ〃十孔／！．．・戸伽11㍗｛一／箏二丁

、1二山一・．戸．一．…／』一〆！・λ、一J㍗1ζ．
一文

、ポ〃。

島人しと1∵一瓦ノIκ孔二

1・ぺ・油ギ七ピ1く一
・I

…グト音い．て、ソ．二二帝

一 j、、9，6、ごピ〆、〜、〃、現ゲし、、ルン、、に1，1〜少し」5

∵そ・・妄口、べ

ム、ム．∬、ξ．

二1τ・ナ。ITんレ、二∵」

ﾂ、な二牟ギア人・ム・ヲ∴〃舳

諱A・・幸け・7打・平．lg、・に1い1ふ．べ・1いい1ろ．．1、

二．テ、の啄木リ＝参考ドい／l㍉
小、斤量税琴糾基11一÷研充奉克．．／

．ギ、いい．

1．、通1軋

、．T。㌻．．㌣、、㌻．右1年率！す二1、．．．1．ニヅ準率、戸．、、、、千二々。．が・窒午．」去．す
＝二幸一二・？…ズ．二ろ・．！二二、！一一いTl−1一戸一ネ、、二1㌃ニニげ．えら一1㌃て．二一一．マニ幸二←．，．ポ、．一二、！舳二．

三二、r二∴ヂ外砕奉辛、二字ニヂ1■兵I／直11：．千ネニーぎ一．ピ市ギニニ、lI二1半11一

、．マ平均、1亨二事辛辛一つ、度、太峠卜結．れLヴ．、てい二．、干二す一∴」竿卓

．別とい←払．言．も．〃け．、．、今二・月一のI乳化からすれ1言

雁束．印残存一

＝ポ｝・ペパ戸ふル1・岬〉一に十手．い二，1｛寺1
．社、瓜圭一清．η神枇辛．事月形：†

的濃率トすテニで、、珂η、丁．

二奉性」袴二1／1．属一亨ゼ付…／．パ・・ゐ一1。そ打は一人向／÷

々．

、苧雇1…徴候二岬二叶、｝戸1、㍗小生．ぺ小ノに㌧二1｛、
．一斗1阜ネ1すI．、1り．I．ヶ、、に．、＿．碩、．亘、」／二j、．．1す．ぺ，ス、つ、一、、埼一．姉1
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二．峯1書．．辛幸ド．な一1．・1．㍗、ll〆一小Iレ…論11

．、フ1．毎篶と1∴、かニハさ一I

て

い．ま1す

てI云い斗1∵1こ、1て」；糾

，ll∴｝二い二叶．〆．！∵、i妙1I

謠?A一二伸・1

かご∴、卜亨

毛．→1い1て1いll
1ろ11二1．1尾∴・
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l IIドー

l

l

II

1藍．由一一、ぺI復、一．毛・生一」の閤、ぺ二1｛完一・が1多

．が

．ってい・rζよう．．い忌わ牝言，ん．て

†、ポ

＾すけ．れと．

ベニ

りて一な

む、、、え←らっ

．我フ．ヵ・につ．ドてお．何1、けもい≡と思います。

ﾅ初に、元ほと・I｛べ衛．！I〆台べし税訂勾でI剛書・L国
民． 一晩計バ片／去亨ポけI一τ・い・1い．τ・すll・、これ
、

g（乞尽います。 そしマ

について毛，ち窒列利一先バ1．追わ、ら．

ま〔芙脊巧才も担当寸グ・い㍑

、当市㍑いな岡遷．

ゐ・一片・「匂い、 まト、そ勿研実、をF国訪瓦国民所得Jセい．

1肴暑でI、忙しが1㌻和・σ妙刊行戸㌧仁一七忌います一ゲ、

㍑音拘けい，わドな…イケて一

すけ／・lI・1、を．刀辺

の苧惰I㌻ピ；．ぢ．貯）さし一トい㌣。呂・い著す、，

中．1つ、靖1目尻．所．待つ．植言す．1・・1さ、前、亨、・ク
」方I

・ガ1図富つ

{一ヘゲ羊、／一南I〜十斉ブ小、、二【…そ1．ピ．、uて・封査I†け一一1・…す、

．キ．ヤ、ナ川ボ率†！・！勿稚でソ、1．．戸．デ、二卵．蝉、」！い
二㌧存｝！一．い．l／．、I〆呼卓卜、二や」1、．叶二布二物つ

け竜一庇す．婁、 この三÷、す；小わ亨自

I畠

方一を

氏素

と．囲え所一斤」〆同稀

卜重施マ1いよ1ド、ヅに：ぼ一、．局1程度ヲ1得1ザニ1充良腎
童ボ地

烽ﾄ・巧．

ｾい土べて㌧・1‡す与

高榊」艮氏は、明1書・ク年、1回・1争叶か咽図竃壱雄計
して、厚ポ言39キい 「帝国の一富一カ、 と、通して祭秦ざトブニの
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在外争て一／∵プベ∵ll．箏1フ、け

ll∴叶11…一1二、

∴∴．1久柵査一∵胆上十．乏．上ヘケ．1ぺ÷いく1．て一如乏

一向食合1妹1ニピ，．÷意向払．貢1攻

つ．1程．亨

わっ、砲紅幸1ぺ之ガ和
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イ．斗1ζ幸々請ひ1、哀ぺ其毛戎

3・ぎ．こヒ

古」木・に一仏ん

」1．す一1．二．㌻．ぺ／＋．乍」．い。1・一で。す・

1ポ．1÷列に．、．．キ．叶全二歳〜トよワIて1、明治・／争事グ割

㌣巾今岬二1咋㍗、小11㍗！．1㌔、中村〜1ヂ、明批
二苛、㌧、吻争1峠9、小図㍗．竹一㍗、1㍉㍗ゼ｛マ
∴氏∵所荷来山樟訂…ざ、わて、ジ争．、．1大㍗、．．．口李4艮行■、。．よ…、ス、刊．

．ギざ！！．∴．什、毫」受∴．1．、周1卵け二㍗、キ．千1二叩午
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・け1㍗決畔卒！し1㌧1∴セ、．伽㌧・一ヤク
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・父二表生いニギギ。・！二一・レン1・㌧甫、車／二呼声、1．白
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1
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一孫けけ一

4、荒つぼ・い雇片方烹て・・、ちI、て、1

I｛限！

ﾓし二よい一 ｢〜一す。・

輪ポいは国民所デ1一例雄1言ナ11当．グて、沖ザ1
1戦1ボ図菖一乃Iグ1・l1言因榊碍川／丁ほ外す．1ハ・
そφ植．言すf方ど一乃よラ㌻・毛

11プ乞・．て

（・書．て

及んで．

灯わ一3ぺ市か芝

I、・二←・（す国民戸行得パ歩合1・一才れτ・す1かい、問

題．い、．、、て1，㍑す。．いえ｛ブ、．対価枇支払←ナ中
柱1㍗．1自叶帝．、卜二1碑

1．．人ト＝い；寸1、一1∴．

黶D合に

星11手一老．牟÷、、そ自

和二辛一．も．1如一ヂニ㍗二一蓮二率二一争ヅ争．1辛一曲廿碍・クニニフ二11．わ・1

外．イ．1＼一戸二率二畔Iすニナ、．㌧叶酬」所⊥将トニ付11㍗な、いφ
、二窄・、急ヴ．げとlI 窓F痔

l11紬十1．1け、ちこ1、．、1が・

外回㌣リ豆いト．イ亭令そ主ミ払い谷一て…け1ソン．産に
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ﾘぎす。
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．てI、一．1．肉
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富I斌童、メ、〆専、粒1ヂ再ひ
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1）実．耗
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貧
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ﾓ克を、、・貧刺に．たビて迷べ・一ブ・いて・・け。
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置い1案んズバし㌧旅えらいピろタ穴て1Iけ。
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い列パ

めさ，し1・し、1トク何1・・ろいいい乞、けが…意・苅
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対自 （フ。一〜 ・ソフ） τ．ち㌣ 〜、 三作はイ反琴1・すぎ

38

す二

統計数理研究所学術研究リポジトリRISM

意即い・

物ゲつい．㍑1いかバ1に屠け1．追越
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†異容慾し・を冴っ、．い書はい、夢が二

於十jわば

・再ボ賞な

さ睡卿ト辰さ。竜ト衣ぎ」ので・す弓この瞬、弘に1言句巧落
ちが育 も 生す・書 こ セ1言わり ま1せ人

夢のせ芥は苦い臼残か1・優秀㌃雀牛で

、寛1塁け界ぼ・祈

しい円かぺ・秀勢㌃セ界1． あいもいわ1リ札い弘一パ
死に坊す縦1ψぱ、川1、斬い・白残グrぎ、パよい ・す。

和、1了知ら姶舳二夙3。細〜ゼ．眠…いいフパ〜〜
ゲて童に人1。しかピこパ1ひ推移1‡、弘が一直冬
1二知1いい・一太穴！てポ1ま々ん、私はいトい㌃い1
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って

ｷがζ。 し戸小一って、既彦ヒい一ラこしリ本，弘州知ク

セいうこてて

1李私1二け迅：らす一・他人にの払忽一二さ呪象

ｷ。いわ昨今比にっいマい同体を

て

こり†τ
し一

τ

さσい。知れ・げ

∴柚け払っ死竜知蔓

．払げ‡だ．圭責マい彦列ゼ†。

噤oゲっマ、死毛比人的現象て・す。私が・九ねどいラニヒ
は、和げ元めこセ．ぼ汀いρて

す。

牢既由・ら目覚カ言ヒさ，過、責を宵蔓つト払ト、籍険り
臼戎も・一戸）いっれ婁。二のよう11弘重よ与か一えら寸彦巧序
知恵のなすわγて・す。記惇巧イ勤亨グなげト量ゴ、 この弘は
Iよみ．κえリ尖三こセ！‡ないブしよラ。
前に五．ぺたよラ1・、 自我。剛差ζは廷障〜キ列離同てI

す。

払†・がら納得のいく説明が

しょラ

奇らわト■ボよいわげて

州、それか一まブ㌃ガひヵ・得られ㌃い￠ヵぐ千ノら状て一す。
豊田 ヒ

わ

ラ毛一長時剛あツがとうこ一

はす。
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