
近世後期大阪における米価変動と米穀取引機構

-正米価格と帳合米価格の動き-
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I　はじめに

周知のように,享保15年に帳合米取引が幕府によっ

て公認されて以来,大阪堂島米会所では正米取引と帳合

米取引が公然と並び行われるようになり,実物取引と先

物取引からなる組織的市場が出現するにいたったといわ

れている。ここで正米取引とは,諸藩の大阪蔵屋敷発行

の米切手の実物を取引する(受渡し4日以内)ものであり,

一方帳合米取引は1年を3期に分けて,各期に建物米を

定めて売買し,それを帳簿に記入して,売方・買方の限

日までの反対売買を相殺し,限日に,売買代金の差金の

決済を行うことを主とし,個々の取引ごとに,米切手・

現米,代金銀の授受を行わない取引であった1)。正米取

引においては,米切手担保金融を行う入替両替屋が設け

られたことにより,投機取引もある程度可能であったが'

本来的には米切手の実需取引に適するものであったoこ

れに対し,帳合米取引においては,売買希望者は,清算

機関である米方両替(根来両替)にわずかな敷銀(売買証

拠金)と歩銀(手数料)を支払うだけで,売買に参加でき

たから,大量取引,投機取引,掛けつなぎ取引に通して

いた。このような両取引の成立2)により,大阪堂島米市

場は,大量の取引が継続的,組織的に行われる市場とな

り,そこでの相執ま全国の基準となり,同時に異時点間

の米価平準化の機能も発揮したといわれている。そして,

この場合,とくに帳合米取引の成立の意義が強調されて

いることは周知のところであろう。

ところで,このような帳合米取引や正米取引の取引仕

法やそのあるべき姿については多くのことが明らかにさ

れているとはいえ,その具体的機能の態様やその歴史的

変化についてはなお不明確な点が少くない。そして,そ

れらを明らかにするためには,実際に両取引であらわれ

1)正米・帳合米取引については,さしあたり島本
得- 『徳川時代の証券市場の研究』昭28,須々木庄

平『堂島米市場史』昭15を参照のこと0

2)周知のように堂島にはこの他に石建米取引とい
う小規模な帳合米取引類似の取引があったOこれは文

久3年以降仕法改正されて盛行となった。島本,頚々
木前掲書。
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てくる価格がどのような関連をもって動いていたかを検

討することが一つの有効な方法であろう。なぜなら・両

取引が価椿形成上においてある機能を,また実需取引の

ための保険機能を果していたとするならば,正米・帳合

米両米価はそれにしかるべき動きをしていなければなら

ないが実際にはどうであったろうか,またそれは歴史的

にどのように変化しただろうかといった諸点を検討すれ

ば,逆に正米・帳合米取引のもつ機能やその変容をある

本皮知りうると考えられるからである。この基本的視角

に基づいて進める以下の考察では,まず,正米と帳合米が

従来指摘されているような機能を果すた桝二は価格の動

きの上でどのような条件が必要であるかを一般的に検討

する。ついで宝暦以降の現実の正米・帳合米価椿の動き

を,とくに正米・帳合米取引の米価平準化機能,掛けつ

なぎ機能との関連で観察し,それを通じて大阪米市場の

機能の具体的態様およびその変容を明らかにすることを

試みる3)。そして最後に以上のファクトファインディン

グのまとめを行うことにする。

II　帳合米取引の価格平準化梯能・掛けつなぎ

機能と帳合米価格の動き

先物取引が行われる商品取引所の果す経済的機能とし

ては,一般に1)継続的市場の成立, 2)安全かつ大量の

取引の実現, 3)適正かつ合理的な価格の形成, 4)空間

約・時間的な価格の平準化, 5)掛けつなぎによる保険機

能,などをあげるのがふつうであろう4)。期日受渡し制

度を原則として欠くとされる帳合米取引が厳密な意味で

先物取引と呼べるかは多少問題はあるが,売買の差金決

済が一定限月に行われる取引という意味で,これを先物

3)米価の動きから,近値米穀流通機構の機能とそ
の変容を明らかにしようとする試みとして,筆者はさ

きに「近壇後期大阪米価の短期変動」(『大阪大学経済
学』第24巻3号,昭50)と屈する論文を明らかにしたQ

同論文は実質的に本稿と姉妹第をなすものである。併

せて参照していただければ幸いである。

4)向井鹿松「商品取引所」(『現代商学事典』昭42)
93-112ぺ-ジ.鈴木正武『新版商品取引所通論』昭
48, 32-38ぺ-ジo
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取引であるとしておこう。とすると,正米・帳合米両取

引からなる近催堂島米会所取引には上にあげたような諸

機能が期待されるのであるが,本稿での目的は主として

これらのうち, 4), 5)の機能が堂島米市場にあったかど

うかを検討することにある。それでは,この4), 5)の機能

を果したとするならば,正米・帳合米両米価はどのよう

な関連をもって動かねばならなかったであろうか.米価

の動きの分析に先立って, .=の点を明らかにしておこうo

II-1価格の平準化棟能と価格の動き

先物取引の価格の平準化機能というとき,それには時

間的平準化作用と,異地問すなわち空間的な平準化作用

の2つがあげられよう。そしてこれらの機能が発嫁され

たときには,先物取引の価格は,実物取引でのそれより

長期的には安定するであろうし,短期的にも,毎日の値

動きの頻度は実物取引よりはげしくても,一定期間の変

動の幅は実物取引より小さいであろう。そして,この先

物価格の平準化は,先物取引と実物取引との間で斡取り

売買がおこなわれれば,実物価格にも影響してその価格

を平準化させる機能を果すであろう。このような観点か

ら,以下では,実物取引の正米価格と先物取引の帳合米

価格について両者の連動性長期および短期の両者の変

動の度合などを検討し,帳合米取引が正米価格形成上ど

のような影響を与えたか考えてみる。

n-2　掛けつなぎ放能と正米・帳合米価格

正米・帳合米取引との間に掛けつなぎがおこなわれ,

それが相場変動リスクを回避するような保険機能を果す

た糾こは,正帳両米価はどのように関連して動かなけれ

ばならないだろうか。

ところで,帳合米取引はどのような目的で利用された

であろうか。詔書5)の伝えるところを参考にすれば,大

略それは次の諸点となろう。 1)はじめ正米(米切手)を買

い,同時に帳合米を売り,後日になって正米を売り,同

時に帳合米を買う場合, 2)はじめ正米を買い同時に帳合

米を売って,後日帳合米を買い戻す場合, 3)はじめ帳合

米を売って,後日正米を売り同時に帳合米を買い戻す場

令, 4)はじbI帳合米を売り,後日帳合米を買い戻す場合。

これらはいずれもはじ糾こ帳合米を売るから帳合売方と

5) 『米商旧記』(『大阪経済史料集成』第3巻,第4

巻,昭48)c　同書第3巻243-254ページには,堂島米
方年行司が大阪町奉行-提出した「御上様江堂島米商

仕様書差上候写」(明和7,天明8,文化4年)という史
料があるが,これには帳合米を利用する諸目的が記さ

れている。その他『稲の穂』 『難波の春』 『芦政秘録』

(いずれも島本得- 『堂島米会所文献集』昭45)など
が参考となる。
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呼ばれる。つぎにこれとまったく表裏をなす売買がある。

5)はじめに正米亮・帳合米見後日,正米買・帳合米亮

の場合, 6)はじめ正米売・帳合米見後日帳合米亮の場

令, 7)はじ砂帳合米買,後日正米男・帳合米亮の場合,

8)はじめ帳合米見後日それを売る場合,これらはいず

れも帳合買方と呼ばれる。

これらのうち1)は米切手買挿入が相場変動による所

有物件の価値の変動T)スクを避けようとするもので売り

つなぎの例であり, 5)は米切手所持者が資金の融通のた

め一時的に米切手を手放すが,後に相場変動のリスクを

うけずそれを買戻したいとき用いる買いつなぎの例であ

るoこれらは'商品配給過程における生産者-消費者間

の値幅(商業利潤)を利得することを本来的業務とし,柄

場変動リスクから独立であることを本旨とする実需業者

たとえば米問屋商人に利用されたといえよう。しかし,

次のような金融的目的でこの形式を利用するケースも想

定できる。すなわち第1は,近せ中期以降,調達切手,

先納切手を担保として蔵屋敷へ貸付を行った商人が米で

表示された債権(米切手)の米価下落による損失を回避す

るた軌　貸付と同時に帳合米を売っておく場合,第2に

未着米や空米に対して米切手を発行した蔵屋敷は,後目

米切手を買い戻す必要があるが,そのさい相場上昇によ

る損失を回避するため,過米切手振出しと同時に帳合米

を買っておく場合。これは純然とした借入金担保として

の調達切手の場合にもあてはまり,米で表示された債務

の米価上昇による損失をカバーする目的で縞り用されよ

う。第1の事例は近世中期以降,浜方(堂島関係者)によ

る調達切手を担保とする大名貸がおこなわれ,さらに貸

手は入替両替屋にその調達切手を担保として差出して金

融を受けることが広く行われていたといわれるから,そ

れが帳合米買付資金となったことは十分推測できる。こ

れに対して第2の事例は,管見の限りあまり明らかにさ

れたことはない。ただ伊奈健次氏はかつて,文化期の久

留米藩御用商人であった手津屋圧助が,当時一般化して

いた過米切手の買戻しのさい米価上昇によって受ける蔵

屋敷の損失をカバーするた軌帳合米を利用した掛けつ

なぎ取引を行っていた事例を報告されている6)。もっと

6)伊奈健次『林田正助伝』昭13, 38-39ページ。
これに関して伊奈氏が紹介された史料としては「文化

9年の記録」として次のものがある。 「当春4私儀(辛
津屋一往)帳合之掛ケ繋仕候儀も兼而中上候通り如何

様にもして御失費御立不被遊候様二心掛少にても御大
切之受持大数之石高之凌のために相成候得かしと奉存

毎年帳合之掛繋キ仕候者決而私之私用にては不仕候」O

つまり,これは過米切手価格の上昇による男戻しのさ
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もこの仕組みの詳細はわからないし,それがどれほど一

般化できるかも今後の検討にまつべきであるが7),論理

的にはこの形による短期金融の道が蔵屋敷にもあったこ

とは指摘できるであろう。以上のような商品取引,金融

取引上の一種の安全装置として帳合米取引を利用できる

可能性があったことは,近牡大阪の経済的地位を考える

場合,一つの注目すべき事柄と思われる。

さて,先に戻って,帳合米取引を利用する他のケース

を考えてみよう。 2), 7)は,いずれも帳合米を買った日

の価格で正米を買い入れることを図る手段である。また

3)と6)はいずれも帳合米を売った日の価格で正米を売

ることを図る手段である。これらが成功するためには,

正米帳合米両取引を同時に利用する日の正米帳合米価格

が一致していればよい.これらは一種のつなぎ取引であ

るが,相場が一方的に上げ調子,下げ調子となったとき

には希望の価格で正米を売ったり買ったりできないから'

木目場変動の危険がある程度ある。

つぎに4),8)はいずれも純然とした投機取引で,相場

変動による得失を目的とした取引であ.る。

さて以上のようにわれわれは帳合米取引が利用される

8つのケースを見てきたが,これらのうち1),5)は完全

な掛けつなぎによる保険機能を目的としたものであるが,

他方4),8)は全くの投機取引であり,その中間的なもの

として2),3),6),7)があることを指摘してきた。そこで

ここで帳合米取引のもつ掛けつなぎ機能を見るた糾こは,

もっとも完全なつなぎ取引である1),5)のような取引が

その目的を果していたかどうかをまず検討すればよいこ

とになるだろう。それでは,この1),5)が目的を果すた

糾こは,正米価格と帳合米価格はどのような関連で動く

ことが必要であろうか。ここでは,詳しい説明を省いて,

1).5)のような取引によって,その取引を行った人がど

のような場合に利得となるか,損失となるかを示した表

1を掲げることにした。いうまでもなく. 1).5)のよう

なつなぎ取引では,利得・損失が生じることが望ましい

ことでなく,むしろ得失がほとんどない場合に所期の目

的が果されるのである。そして衷1で見ると,このよう

いの損失を帳合米を利用してカバーしようとする行為

がおこなわれていたことを示唆するものであろう.

7)また森泰博氏は宝暦末-明和以降,浜方関係者

が諸藩の蔵元や掛屋に登用されることが多くなったと

いわれている(同氏著『大名金融史論』昭45, 15ペー

ジ137-185ページ)。とすれば,このような浜方関

係者を使って,蔵屋敷が帳合米取引を掛けつなぎに利

用するという可能性は大いにありそうである。しかし

この点は全く今後の検討にまつべきである。
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表1正米・帳合米取引の利用による得(+)失(-)と

正米帳合米価格の動きの関係

帳合売方　帳合買方

正男帳売　正売帳冥
→

正売帳買　正男帳売

上鞍-上斡

下朝一下斡

上鞍-下鞠　　　　　　+

下斡-上鞄　　　　　　　　　　　+

注)上鞠とは帳合米価楯>

正米価棒。
上鞠-上帝とは最初

および後日の売買日と

も上稗の場合であるD

縮小,拡大,不変は

上斡もしくは下鞘がそ
れぞれ縮小,拡大,不

変の場合をさすo

正男帳売とは最初正

米買・帳合売,後日正

米売・帳合異のことを
示すo

になるためには一般には,正米帳合米の価格比や価格差

があまり変動しないことが必要であるといえよう。また

上に述べた2),3),6),7)のケースを考えると,両米価の

轟離率(価格比)や価格差はあまり大きくない方がよいと

いえよう。したがって以下で正米・帳合米価格の関連を

見るとき,これらが一つの焦点となる。さらにIII-3で

は,正米・帳合米価格のデータを使って,実際に1).S)

のような掛けつなぎ取引においてどの薄皮表1における

帳合売方・買方の得失が均衡していたかを明らかにする

ことにしよう。

III　正米価格と帳合米価格の動き

III-1両米価の変動の方向

まず最初に正米,帳合米両米価の変動方向を比較する。

まず長期の動向から見る。ここで正米価格については,

資料[2], [3], [4]から肥後米の年平均価格を得,それら

を5カ年移動平均値とし,その文化1年対応値を100と

する指数系列を作成した。帳合米については,1年3期の

取引期間S)ごとに銘柄が異なるから,ここでは「帳合米

の銘柄別価格差調整済の価格指数系列」なるものを次の

手続きで求めることにした。資料[1]および[5]から帳

合建物となった銘柄の帳合米および正米の同一月の価格

を得ることができるから,正米/帳合米価格の年平均値
St . ∑(Su/Cu)

ct
で求めた

(付表 ・3)欄はこの芸×100
ただしここでSityGitはそれぞれ正米,帳合米のt年i

月の価格, nは月数である0 -いで,この芸につ-て
5ヵ年移動平均値系列を求軌　それでもって,先に算出

した文化1年を100とする正米(肥後米)の5ヵ年移動指

数系列を除すれば,その商は文化1年の正米5ヵ年移動

8)すなわち,第1期(春)-1月8日-4月27日,

第2期(夏)-5月7日-10月8日,第3期(冬)-10月

17日-12月23日である。
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図1正米価格指数・帳合米価格指数・正米/帳合米価格比　(5カ年移動平均,文化1年の正米価格(5カ年移動平均値)-100)
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平均値を100とする肥後米換算帳合米価格の5ヵ年移動

平均指数系列というべきものになる。このようにして求

めた3つの系列を図示したものが図1である。

図1によってまずわかることは,正米と帳合米価格は

その長期的動きにおいてほとんど一致していたことであ

る。つまり,両米価は天明・寛政期や天保以降のように

時としてその水準に轟離が見られても,その変動の方向

表2　正米価格と帳合米　はほとんど同じであったといえ
価格対前年比の相関
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る。これをもう少し短期的に見

るため上で求めた正,帳それぞ

れの年平均価格の対前年比系列

を作り,その両系列の時系列木目

関を見ようとしたのが表2であ

る。これを見ると,毎年の平均

価二格で見ても,正米と帳合米価

格がほとんど同一の方向へ変動

ほ1%水準で有意。デー　していたことがわかる。すなわ

タほ資料〔1〕〔5〕よりo　　ち,全期間についての相関係数

は, .908とかなり高い。ただ注意すべきは,このような

両米価の連動性もようやく安政期以降になるとかなり弱

まること,第2に,天明期,天保-嘉永期も,宝暦期,

明和・安永斯,寛政期,文化期,文政期とくらべるとい

くぶん小さくなることである.これらは天明飢醍期や幕

末混乱期における米市場の動揺を表すものであろう。

つぎに,正帳両米価の連動性についてもっと微視的な

正
米
価
格
指
数
・
帳
合
米
価
格
指
数
(
文
化
1
年
の
正
米
価
格
=
塑

文　文　文　天　天　弘　嘉　安　安　元
政　政　政　保　保　化　永　政　政　治

7  12　5  10  1　　　　6　1

観察を行う。その方法として,各月の正帳米価のそれぞ

れについて対前月比を計算し,この両系列について,上

と同じく時系列相関係数を求めることにした。データは

資料[5]からであるが,これは正米,帳合米とも帳合米

の各期(春夏冬の3期)ごとに銘柄がことなるので,資料

表3　正米帳合米価格対前月比　[3], [4]を用いて,まず
の相関(すべて1%水準で有意。デ

ータは資料[3][4][5]より。)

相関係数　月数

宝暦7′-13

明和1.-安永9

天明1.-8

寛政1-12

孝和1.一文化

文政1・-10

天保11-弘化

4　　　　41
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正米価格の銘柄による価

格差を調整し,ついで正

米についての銘柄別価格

itを帳合米にも適用した。

これらの操作により得ら

れた結果を各年ごとに示

したのが付表(5)欄であ

り,また一定期間ごとに

示したのが表3である。

まず付表(5)欄を見ると観察した年数78ヵ年のうち, 53

カ年(68%)については有意(5%以上)な正の相関関係を

兄い出すことができたo　また表3最下段の全期間につい

ての相関係数も,高い自由度(763)にもかかわらず,か

なり高い数値を示していることは注目される。つまり,

全期間を通じて一般には短期的関係においても正米と帳

合米価格は高い連動性を有していたといえるのである。

しかし時期別に見るとこの正米帳合米の価格連動性には

種度の差が見られた。すなわち宝暦期,明和・安永期で

は付表(5)欄に見るようにほとんどの年のγは有意であ
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り,しかもその数値は大きいし,表3においても,他の

期間に此して隔絶した高い値となっている。これに対し,

天明期になると一般にはなお正米と帳合米の価格連動性

は見られるが,天明4,7,i年といういわゆる天明飢僅期

には,その相関係数は低くなっているか,統計的に有意

でなくなっている。これは飢僅期には,米価が高騰する

が,その影響は正帳米価に等しくあらわれなかったこと,

具体的には,後述のように,正米に此して帳合米があま

り高騰しなかったことによるものである。なあ　表3に

おいて,天明期のγはそれ以降よりなお高いが,これは

飢任時をのぞくと一般になお天明期には両米価の連動性

が比較的高かったことのほか,この時期には自由度(61)

'が他の時期より小さいことも考慮しておく必要がある。

寛政一文政期では表3で見る限り,両米価の連動性の

度合にあまり大きな差はない。しかし付表(5)欄で見る

と,文化・文政期に此して,寛政期にはγが有意に出て

いない年が12ヵ年中6年と半数を占めることが特徴的

である。寛政期には『米商旧記』などの記録が伝えると

ころでは9),しばしば帳合米立会いについて紛糾が生じ,

寛政2-6年の間で,計8回もの帳合米立会い中断がな

され,その結果寛政2年3月, 5年5月, 6年10月など

で取引仕法の改正あるいは定法の確認がなされている。

このような現象の生じた理由は詳らかでないけれども,

この時期には何らかの帳合米取引の機能をチェックする

ような要因があったといわなければならないだろう。つ

づく文化・文政期には年により相関係数が低い年がある

とはいえ,一般にはなお両米価の連動性はかなり高かっ

たと見られる。ところが天保後期以降は事情が一変し,

天保13, 14年をのぞいては正米と帳合米価格はいちじる

しく連動しなくなっていた。ただ,表3の数字はなお,

価格の連動性がある程度あったことを示しているが,こ

れは数カ年について見ればそうだということであろう。

これらは先に正帳対前年比の相関関係で見たことと合わ

せると,幕末にかけては,中期的にも,短期的にも,正

帳両米価の密接な関係が以前より弱くなってきたこと,

すなわち,正米取引と帳合米取引が分離しつつあったこ

とを物語っているものと考えられる10)。

9)前掲書第3巻259-316ページ。頚々木前掲書
255-258ページ。

10)以上は時期別の観察であったが,個別年につい

ては次のことなどが観察できる。 1)米価引立てを名目

とした幕府御用金令が出された年あるいは翌年におい

ては(たとえば宝暦11,文化3,10年とそれらの翌年)

相関係数はその前後と比べて低くなり正米,帳合米価

櫓の連動性が弱くなっていることが明らかとなる。御
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m-2　両米価の希離率と帳合米の価格平準化機能

つぎにわれわれは正帳両米価の希離率の動きや両者の

変動の此較の検討を通じて,帳合米価格と正米価格の関

逮,とくに前者の後者に与える影響について考えてみる。

まず最初に長期の動向を見るた糾こ,図1に戻ること

にする。図1の(正米!帳合米価格) ×100の線(破線)を見

ると,これにはいくつかの特徴を兄い出すことができる。

第1に指摘できることは,宝暦一明和初期,文化文政期

といった相対的米価低水準期には,帳合米価格が上斡と

なっており,天明・寛政期,天保後期以降などの米価高

水準期には,帳合下鞘となっていたことである。この明

白な特徴が5ヵ年移動平均法による統計的虚構でないこ

とは,付表(3)欄の各年の数値によって確認できるはず

である。このことは,明らかに長期的に見て,帳合米価

格が正米価格より安定的であったことを指摘することを

可能にするものであるoそしてこの帳合米価椿の相対的

安定性は,大阪における米切手の時々の需給量などに影

響される度合が大きい正米価格に此して,帳会米の価格

形成が,空間的には全国的な需給関係を,また時間的には

より長期の市況の見通しを基礎として行われていたこと,

したがって帳合米取引が先物取引としての機能の1つを

具備していたことを物語るものといえるかもしれない。

このように長期的には帳合米価格は相対的に安定して

いたが,短期的にはどうであったろうか。そこで図1の

正米・帳合米価椿指数を再び比較してみると,両米価の

上昇期,下降期いずれにおいても,両米価の動きの方向

は同じであるが,その変動の度合は正米価格の方が大き

いことが知れよう。また,正帳両米価の毎月価格の年変

動係数を比較してみたのが付表(1) (2)欄である。そして,

これをまとめて正米価格変動係数,帳合米価格変動係数

いずれが大きいかを見ようとしたのが表4である。これ

用金政策の効果や米相場予想に与える影響が正米と帳

合米で異なっていたことを推察できよう。 2)しかし,

米価引立てを直接的な名目としない御用金令が出され

た年には(天明5, 6,文化7年など),相関係数は高く,

この政策が正米,帳合米価格の連動性にあまり影響を

与えていないことを知ることができる。御用金令の目

的により米市場への影響が異なることは注目される。

以上付表(5)欄参照。 3)′貨幣改鋳がおこなわれた年(た

とえば付表(5)欄の数字のある年でいえば明和2,安

永1,文政1, 2, 3, 7年)の相関係数は,文政1年を

除いてそれほど小さくなっていない。また付表(1)槻

(2)欄を比較しても,改鋳年の正米,帳合米価椿の変

動係数に大きな差があるとはいえない。これらからす

ると,貨幣改鋳の影響は正米,帳合米双方の価椿にほ

ぼ同じようなものであったと考えられるかもしれないO
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表4　正米価格と帳合米価格の年変動係数の比較

(1)　　　(2)　　　　(3)

正米ev<帳合　正米ev>帳合　_型-×100
米evの年数　　米ovの年数　　(ll+12)

宝暦6・-13
明和1′-安永9

天明1.-8

寛政1-12

孝和1.-文化14
文政1一-10

天保11.-安政6
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全　期　間　　　　　　27　　　　　　　　　　　　　　30.V

注)付表(2)(3)欄より。 cvは変動係数の略O

を見ると月別価格の変動で見ても,正米価格の変動の方

が帳合米価格より大きかったといえそうである。

さて,以上のように,米価低水準期-上鞘,高水準期

-下鞄　および帳合米の正米に此しての長期ならびに短

期の安定性という現象は,米価形成の上にどのような効

果をもたらしたといえるだろうか。これを検討するため

に,宝磨6-文久3年の帳合米取引の各期について,期

首と期末の(実際にはその近傍の日付のデータ)正米/帳

合米価格比を計算し,それが上鞠,下軸いずれにかかわ

らず,期首から期末にかけて,垂離率が縮少したか,紘

大したかを観察してみた。 (すなわち,串離率が1に近

づけば縮少,遠ざかれば拡大である)。これによると総

期間数249のうち, 162期(65%)は乗離率が桁少し,伯

方拡大していたのは79期(32%)で,不変であったのは

8期(3%)であった。このことは,帳合米価格が長期な

らびに短期で正米価格より安定的であったことと考えあ

わせると,ある時に正米と帳合米価格が諦離していても,

期末にかけて,前者が後者に輪寄されることが多く,し

たがって,米価低水準期には米価引上げ,高水準期には

米価引下げとなるような作用を帳合米がもっていたこと

を示唆していると思われる。こゐような帳合米のもつ米

価平準化件用は従来詔書に述べられ,一般に信じられて

きたことであるが,ここでの指摘はそれを物価史の上で

追認することになるといえよう。

このように一般には帳合米価格が正米価格の変動をな

めらかにするとはいえ,その機能が発揮される度合は,

明らかに時期別に異なっていた。すなわち,上軌下斡い

ずれであろうと,天明期を除いて, ~宝暦一文政期では両

米価の垂離率は,上下とも4%以内におさまっているの

に対して,天保後期以降は5%以内がまれであり10%

を超えることがしばしばであった。さらに付け加えれば,

付表(4)欄に見るように,月別正米/帳合米価格比の年

平均値についての標準偏差は宝暦一明和・安永期には小

さく,文化文政期がそれにつぎ,天明・寛政期はやや大

研　　　究 Vol. 26　No. 4

きくなり,天保後期以降はかなり大きくなっている。こ

の標準偏差は,各年内における各月の正米!帳合米価格

の奉離率の変動の度合を示すもので,それが小さければ,

その年内の正帳乗離率は固定されている傾向にあったこ

とを物語る。このように見れば,明和・安永期には長期

的にも短期的にも,正帳面米価はその水準,変動方向と

もにほとんど一致し,また宝暦期や文化・文政期もやや

その度合は落ちるとはいえ正米と帳合米価格が手をたず

さえて動いていたことがわかる。そしてこれは帳合米の

もつ正米価格平準化作用が,長期・短期ともにこれらの

時期にはかなりよく果されていたことをあらわしている。

これに対し,天明4, 7,i年や天保以降においては期末近

くには正米と帳合米の値開きはある程度縮少したけれど

も十分ではなく,またそれ以前にはかなり値開きがあっ

た(したがって両米価の年平均価格には大きな差があっ

た)。そして,これは上とは逆に,帳合米の価格平準化

作用がこれらの時期は多少阻害されつつあったことを意

味するのである。

III-3　両米価の動きと掛けつなぎ機能

II-2で見たように正米・帳合米両取引との問でつな

ぎ取引がおこなわれ,それが保険機能を果すためには,

正米・帳合米価格の価格比や価格差があまり変動しない

ことが必要な条件であった。これらのうち価格比-奉離

率についてはすでにかなり述べてきたから,これによっ

て正米,帳合米取引の掛けつなぎ機能の時代別の変化は

ある程度推察できる。しかし,ここではあらためて異な

る角度からの考察をIIL3-(l)で行う。そしてつづく

III-3-(2)では,両米価の価格差の動きと両取引の掛け

つなぎ機能との関連をみる。

1)両米価の禾離率と掛けつなぎ機能

さて,両米価の乗離率があまり変動しないとき,掛け

つなぎ機能が果されるというのは,いいかえれば,両米

価の変動方向および変化率があまり異ならなければよい

ということである。したがって,いま正米帳合米の2時

点間の変化率をそれぞれX,Yとすれば　X-Yとなっ

ていればよいということであるから,これをある一定期

間について観察しようとすればYのXに対する直線回

帰式Y-AX+Bにおいて,勾配(A)が1に,切片(B)が

0に近いほど上の条件が満たされるということになる。

そこで,われわれは,帳合米価格の対前月比系列の正米

価格対前月比系列に対する直線回帰式を求め,この検討

を行うことにした。表5はそれを示したものであるO

さて,表5を眺めると,宝暦,明和・安永期,享和・

文化期においては勾配は1に近く切片が0に近いという
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表5　帳合米価格対前月比(Y)の正米価格
対前月比(X)に対する直線回帰式

勾配(A)切片(-B)

宝暦7.-13

明和1-安永9
天明1.-8

寛政1-12

享和1一文化14
文政1-10

天保11.-弘化4
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データは資料〔5〕よりO

条件がほぼ滞されているといえよう。ただ決定係数(i?2)

がこれら3時期のうちでは,享和・文化期がもっとも低

くなっていること,つまり前2期に比べれば,承離率の

月によるバラツキがあったことは留意しておかなければ

ならない。これに対して天明,寛政,文政期には上の3

期と此べて,勾配はより1から,切片はより0から遠ざ

かっている。これは一般にこの時期には上の3期より奉

離率が月により変動することが大きかったことの表れで

ある。天嘩以降では勾配は1より,切片は0よりかなり

遠ざかっている。つまりこれらのことは,宝磨一明和安

永執事和文化期では正米・帳合米取引との問で掛けつ

なぎ取引をする価格上の条件がかなりよく満たされてい

たこと,天明・寛政,文政期ではややその条件が弱めら

れたこと,天保後期ではその条件がなくなりつつあった

ことを教えていると思われる。

ところで,表5における7時期についての回帰式はい

ずれも勾配はO<A<1,切片は0<Bとなっており,

かつA,Bの値はX-1のときY≒1となるような数値

となっている。そしてX>1のときにはX>Y.X<1の

ときにはX<Yである.ここでX-l,F-lというのは

それぞれ正米,帳合束価格が対前月比不変であったこと,

X>1,Y>1はそれらが上昇したこと,またX<1,Y<1

は下落したことである牟ら,上のことは一般に正米が上

昇する下落するいずれにしても,帳合米も同一方向に動

くが,いずれの場合も正米価格の変動率の方が大きかっ

たことをあらわし,また正米が変動しないときには帳合

米も変動しないことを示すのである。これはIII-2で述

べた帳合米価格の相対的安定性を再び確認するものであ

るといえよう。

2)両米価の価格差と掛けつなぎ機能

ここでは,正米・帳合米両米価の価格差の動きと掛

けつなぎ機能の関係を検討してみる.表6は,宝暦8-

文久3年の問の計270の各帳合米取引期間(1年3期)に

おいて,期首近くにおいて正米を買い帳合米を売り,期

末近くに正米を売り帳合米を買った人((1ト(a)潤)ある,

いは,それとまったく逆の順序で取引を行った人((2ト

(d)潤)がそれぞれ利得・損失となったか,またその利得

損失は売買米高1石に付きどのくらいであったかを計算

し,それを時期別に集計したものである。そしてそのさ

いどのような価格の動きのとき利得・損失が生じるかは-

II-2の表1で示したところである。また正帳取引を利尉

してのつなぎ取引のメリットを明確にするため,正米あ

るいは帳合米取引一方だけを利用した人の相場変動によ

って受ける得失((l)-(b), (1主(o), (2ト(e), (2主(f). (4>、

- 1.W-(m)の各欄)との此較も行うことにするO表6・

の説明については表6の注記を参照されたい。なお以下

で単に(a)の人. (b)の人とかいう表現をするがこれは.

それぞれ各欄に示したような売買取引をする人のことを

さす。

さて,表6の検討を行おう。既述の理由により,正米・

と帳合米取引との問の掛けつなぎ取引が成功していると

いえるた糾こは(a)欄と(d)欄の数字が均衡(すなわち(g)・

欄が50%近傍の数字でなければならない)していなけれ

ばならないし,また(k-1)欄の数字は0に近い値となっ

ていなければならない。そこで,これらの欄をみると,

ケース数((a), (d), (g)欄をみよ)では明和・安永瓢文

政期は比較的この条件を満たしている。しかし,他の時

期については必ずしもそうでなく,とくに天保期以降で-

は(a)の人に比して. (d)の人が利得を得るケースがJア:

倒的に多くなっている。ところがCk-1)欄をみると,こ

れは(a)の人の時期別の平均得失をあらわしたものであ.

るが,明和・安永期,天明期,享和・文化瓢文政期で

は, 0に近くなっているO　そして,宝磨・寛政期もそれ_

ほど大きい数字ではない。しかし天保期以降は絶対値の

大きいマイナスの数字となっている。以上のことは結鳳,

明和・安永瓢文化期,文政期などではきわめて良好に

掛けつなぎ機能が果されていたこと,宝暦・寛政期など

でもやや程度は落ちるとはいえその条件があったといえ

よう。ちなみに明和・安永期をとれば(a)の人は100'

石の正米,帳合米売買について,わずか平均18匁の;裾

得となっており,保険機能の完全さがわかる。また天眼

期は(k-1)欄で見るかぎり-0.53匁と値は0に近いが,

その標準偏差は大きく. (a)の人の得失が大きく変動し

たことを物語るから,掛けつなぎという点では多少問檻

があったと見なければならない。これらに対して,天保

期以降では. (a)の人は売買100石について,平均837

-988匁の損をしたことになったから,まったく掛けつ・

なぎの目的は果せなくなってしまっていたのである。
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表6　正米取引・帳合米取引利用による得失

Vol. 26　No. 4

mm1-3?
7%9("49)情緒冒
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( 〟　34)

文政1-10
( 〝　30)
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(霊宝完封が警:)

(a)正米買帳合売-正米売帳
合只

(b)正米買・→正米売

(C)帳合亮一帳合買

2
 
7
㈹
　
2
6
の
2
 
6
の

2)霊宝芸芸)ご讐o
(S3)

(霊宝雷雲)が警:)

(a)正米売帳合買-正米買帳

合夕己

(e)正米売-正米買

(f)帳合買-帳合売

3)此　　率(%)

(g) 」竺L
(a)+ (d)

(h) _SL
O> +(<>)

(i) _(cL
o+f

(j)　　　a+Ob+ o)

(a)+(b)+(o十(d)+(e)+(f)

(k)帳合売・
正米買-帳
合男・正米
売

4)帳合売方・正米買方
の時期別平均得(+)
共(-)

(売買1石当り匁)

(k-1)平均得
失(標準偏差)

k-2　得失の
絶対値平均

(〟)

(1-1)平均得
失(〟)

(1-2　得失の
絶対値平均

(〟)

m-1平均得
失(〟)

(m-2)得失の
絶対値平均

(〟)

牲)表の見方を宝暦8-13年に例をとって説明する。この時掛こは観察期間数が18であった。そのうち, 14期については,はじめ正米を買い帳

合米を売り,後日正米を売り帳合米を買う人が利得した((a)棉)が, 4卿こついては.これと逆の取引を行う人が利得した((d)潤)D同じく(b)欄と(e)

欄(c)欄と(ゴ)欄も麦茶をなすもので,その数字合計18となっているOなお(1)欄の( )の数字は利得.損失のないケース数である。つづいて(4)潤

は, (1)欄のa),b),c)それぞれの人の当該取引によって得る得失を計18の各期について計算し,それを宝暦8-13年の時脚こついて平均したものD

たとえば(k-1)欄には1.04匁とあるが,これはa)の人が当該取引によって売買1石当り1.04匁の得をしたことを示している。また(k-1)欄の( )

の数字は上段の平均についての標準偏差である。つぎに(k-2)欄は(a)の人の各期の得(+),失(-)の絶対値を宝暦8-13年の期間について平均したも

ので,下段( )の数字はその標準偏差である(1-1), (l-2),(m-1),(m-2)欄も以上と同様であるOなお,(t-1),(Ll),(m-1)欄の平均値の符号を逆にす

れば,それぞれd),e),f)の人の得失を衷すことはいうまでもない。なおデ-タはparaより得た。

つぎに(a),(d),(g)欄を見ると,天明期までは(a)の人

の方が(a)の人より利得を得るケース数が多かったのに,

寛政期以降は,文政期を除いて逆となっている。また

(k-1)欄を見ると,明和・安丸まではプラスの数字であ

ったのが,文政期をのぞいて天明以降マイナスとなって

おり,前者では(a)の人の利得であったのに,後者では

(d)の人の利得となっている。このようにケース例と平

均得失例とでは時期に多少のずれはあるが,大体天明期

をさかいとして(a)の人,すなわち帳合売方,正米買

方がつなぎ取引で損失を受けるようになったといえよう。

ところでここで考えておくべきは. (ォ0の人は最初正米

買い付けには代銀全額を要するが,帳合米売り代銀は後

日の反対売買まで入手できないこと,これに反して,

(a)の人は逆に最初正米を売った日に売り代金陶芸入り,

帳合買い代銀は後日の反対売買の日まで支払わなくても

よいということである。つまり(a)は授信者, (d)は受信

者的性格をもつ。このように考えれば,つなぎ取引であ

っても授信者的性格をもつ(a)の方に利得が生れる方が

ノーマルであるといえるかもしれないo　そしてこの限り

では,宝暦・明和・安永斯,文政期の状況は常態という

べきであり,他の時期は,とくに天保期以降はきわめて

(a)の人に不利. (d)の人に有利となったといえよう.と

ころで,ここで(a)の形の取引をする人はIL2で述べた

ように大阪市場で米を買付けようとする米問屋商人や,
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大名貸を行う商人であり,他方(a)の形は蔵屋敷から購

入した米切手を売り捌こうとする米仲買や,金融上の-

ッジングを行う蔵屋敷側であった。つまり前者にとって

紘,授信取引的性格を持つつなぎ取引における安全性が

予想されないかぎり,大阪で米切手を買い付けたり,大

名貸を行うことに消極的になるということである。した

がって,天保以降のように受信者側がつなぎ取引におい

てかえって利得を得るというのは,一時的には歓迎され

えても,それが連続すると,米切手の買手や金融の貸手

を兄い出すのが困難となりかえって不都合となるのであ

る。この観点からみると文政期まではとくに宝暦斯,明

和・安永期,文政期には,大阪堂島米市場は商品取引の

男手,売手,金融取引の貸手,借手に一種の安全装置を

擁供していたと見られるのであり,これに反して天保以

降ではとくに商品の買手,金融の貸手にいちじるしく不

利となり,その結果として,商品市場,金融市場ともに

不振とならざるを得ない状況が作り出されつつあったの

である。

さてつぎにわれわれは表6 (k-1)欄の標準偏差. (t-2)

欄の得失の絶対値平均をみることにしよう。この数字は

ともに大きいほど,帳合売方・正米買方および帳合買方・

正米売方双方にとって,つなぎ取引による得失の変動が

大きいことを示すもので,それゆえ掛けつなぎの機能が

阻害されることを意味する。そこでこれらを見ると,明

和・安永期,享和・文化期,文政期などはこれらの数字

が小さく,ついで宝暦・寛政期となり,天明期はやや大

きくなり,天保以降いちじるしく大きくなっていること

がわかる。これらの結果は掛けつなぎの機能に関するこ

れまでの議論を再確認するものであるが,天明・寛政期

がその点で,天保期以前の他の時期と少し様相を異にし

ていたことは留意しておかなければならない。

(k-1)欄の標準偏差や(k-2)欄の数字は, (1-1)> (1-2),

I(m-1), (m-2)欄との比較で興味深いことを数えてくれ

る。つまり(近)欄のように正米と帳合米取引のつなぎ取

引を行う目的は(1),(m)欄のような正米だけあるいは

帳合米だけの取引と異なって相湯変動による得失をなく

すことにあるが,数期間について見た得失では, (近-1),

(1-1), (m-1)欄を此較すればわかるように天保斯以前で

は,つなぎ取引における得失の方が,その他2着の取引

におけるそれより大きいことが少なくない。これは,正

米だけの取引,帳合米だけの取引の場合,個々の期間に

ついては得失があるのが当然であるが,数期間について

みれば,得失が売方,買方に均衡している方が正常であ

るからである。そしてこの限りでは,天保期まではおお
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むねそのような条件は満たされていたといえる。以上の

ように数期間についてみれば,つなぎ取引の得失より正

栄,帳合米だけの取引の方の得失が均衡する場合があっ

たが,個々の期間についてやはりつなぎ取引による得失

の大きさは他の2取引より小さかったといえる。それを

示しているのが(k)-(m)欄の標準偏差,絶対値平均で

あり,天保期以前では,いずれの時期においても, (k)

欄の数字は(1), (m)欄のそれらよりかなり小さいのであ

る。つまりこのことは,天保期以前におけるつなぎ取引

のメリットを物語っているものにはかならない。ところ

が天保以降になると> (k)欄の数字が(1), (m)欄の数字

を上回り,つなぎ取引が,正米だけ,あるいは帳合米だ

けの取引よりかえって危険となったのである。そして,

つなぎ取引が一般的に行いえなくなったことは,正米取

引と帳合米取引をますます遊離化させることになり,そ

れがまたひるがえってつなぎ取引を不可能とするという

ことになったのである。かくて,文久3年に帳合米取引

仕法が改正され,石建米取引が行われるようになるが,

これは小規模取引であり,かつて,実物取引と先物取引

を組み合わせることによって全国からの大量の買い売り

注文を処理していた堂島米会所の機能は終りをつげるの

である。

IV　む　す　び

さいごに以上のファクトファインディングのまとめを

しておく。

1)一般的にいうならば,近世堂島の帳合米取引は,

正米に対して価格平準化作用をもち,正米取引と掛けつ

なぎすることによって保険機能を果していたという従来

からの説は,米価史の上からも支持できる.

2)しかし,その価格平準化機能や掛けつなぎ機能が

どの程度発揮されていたかは時代別に異なっていた。わ

れわれの分析ではあらゆる観点から見て,明和・安永期

において上述の帳合米取引の諸機能は最も十分に果され

ており,また宝暦期にもおおむね良好な市場機構があっ

たと思われる。そして,多少その機能に動揺が見られた

天明・寛政期をはさんで,享和・文化期には再び堂島は

その諸機能をかなり回復し,それは文政期までつづいた。

しかし,天保後期以降は明らかに帳合米価格が正米価格

をT)-ドするという機能は弱められ,さらに掛けつなぎ

機能の画では重大なチェックが生じるようになった.こ

の文政から天保後期にかけての堂島の変質がいつはじま

ったかについては,われわれの観察に,文政後期-天保

前期のデータを欠いているため正確にはいえないo
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3)明和・安永期を代表として,宝暦-文政期におい

て,堂島の正米取引と帳合米取引が上述の掛けつなぎ機

能を有していたことは米穀取引上において,売手男手双

方に安全な取引を保証し,それゆえ大量取引を行う継続

的市場を大阪に成立させたのみならず,金融面において

ち,帳合米取引を利用することによる貸手・借手双方に

安全な金融的手段を提供することになったと思われる。

そして,これは商品取引および金融上における近丑大阪

の経済的地位と重要な関連をもっていたと考えられるo

それゆえ逆に天保後期におけるこのような正米・帳合米

取引の機能の衰弱は,幕末における大阪経済の後退を語

る場合重要な意味合いをもつといわなければならないで

あろう。　　　　　　　　　(大阪大学経済学部)

Vol.26　No. 4

(1)大阪正米価楯変動係数(2)大阪帳合米価櫓変動係数

(3) (各月正米価格/各月帳合米価格)年平均×100

(4) (3)の標準偏差(5)各月正米価格対前月比と各月帳

合米価櫓刈前月比との桐関係数(r)
注1) (1)(2)欄の変動係数は,各年ごとには正米・帳合米同一

銘柄の米価から算出されているが,全体については年により

銘柄が異なるので,変動係数の時系列上の比較に用いるには,

多少問題があることを指摘しておこうO

注2) (5)欄における*印は1%水準で, **印は5%水準

で有意であることを示す。

琵3)依拠したデータ資料は以下の通り(1)欄-[6],(2)欄-

[5], (3)潤-[5コ, (4)潤-[B], (6)欄-[1],[5コおよび補助デー

タ(銘柄による佃棉差調整のため)として[2],[3],Mを用い
た。
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三井合名会社成立の諸前提

-日本金融独占資本成立史-の1アプロ-チ-

松　　元

1.問題の所在

最近,財閥研究が盛んになってきたと言われる。盛ん

になってきた原因には,つぎのような2つの現代的な課

題ないしは問題意識の登場があると思う。 1つは日本帝

国主義の史的究明において,その物的基礎の追求を目指

して戦前期金融独占資本の中核であった財閥分析が改め

て要請されてきたこと,もう1つは, 「資本主義的競争

秩序」を維持すべく提案された独禁法改正にすら反対す

る日本独占資本の特有の体質,この特質を解体前の財閥

にさかのぼって歴史的に究明すること,である。

本稿ではこのような問題意識を前提に,財閥が何時ど

のような特質を備えて金融独占資本として成立するのか,

という点をめぐって若干の整理をおこなうつもりである。

ここで取上げる対象は,日本最大の財閥であった三井で

ある。三井がその本社部門(Central once)を持株会社

三井合名会社に改組したのは日露戦後の1909年のこと

であり,通常この事実が財閥コンツェルン成立のメルク

マールとされている。ところが,その財閥コンツェノレン

を金融独占資本の成立として捉えるとなると見解は必ず

しも一致しない。柴垣和夫氏はその著書において, 「--

財閥におけるコンツェルン形態の採用が,じつに帝国主

義段階への移行期におけるかれらの多角経営の実体の変
°　°　°　°

質一金融資本的なそれへの変質-を,それにふさわしい

形態において追認し,かつその変質を促進するものとし

て実現されたものである,ということを確認しておかな

ければならない(傍点引用者)」1)と述べ, 「金融資本的変

質」について, 「それぞれの事業分野にその個別的特殊

性を根拠として専門化し分化したものとしての多角化か

ら,その多角化した諸事業(企業)が相互に資本的・金融

的関連を有するところのひとつの共通する実体,つまり

金融資本的実体に収放したものとしての多角化への変

化」2)と説明している。柴垣氏は明らかに一般的金融資

本の成立をここに見出しているのである。柴垣氏の見解

1)柴垣和夫『日本金融資本分析』(東京大学出版会

1965年)216ぺ-ジ。

2)同上215ページ。

宏

に批判的な加藤幸三郎氏は最近の論文において, 「=--

政商資本としての三井が,明治九年七月創立の三井銀

行・三井物産(共に私盟会社)という前期的商業資本から

『近代的』商業資本に転化し,おくれて明治二十五年六

月創設の三井鉱山という近代的な鉱業資本を中軸として,

大略明治三十年代の日本資本主義確立過程を通じて,綿

糸紡績業・製糸業を中心とする産業資本(ならびに国家

資本)との対応の中で,自己を転化させて三者の結合・

補完を通じて財閥資本を形成し,ひとまず明治四十二年

十月の三井合名創立で,その成立をみたといってよいで

あろう」3)と述べている。加藤氏は, 「財閥資本」とい

う日本固有の独占体の成立として捉えようとしているの

である。財閥分析の先達者である両氏の見解は別にこの

点にのみ限られないが,与えられた紙面の都合上紹介す

るゆとりはない。部分的であることを承知のうえで論評

すれば,私は財閥が固有の独占体に転化すると考える加

藤説に賛成しながらも,加藤氏の見解が十分な実証的論

拠に立っていないと考えている.その要点は,財蘭資本

が「近代的な鉱業資本を中軌に,括弧つきであれ近代

的商業資本と同じく銀行資本この3着の結合形態で独占

を形成するという点である。私はむしろ前近代的な財閥

(初期独占,加藤氏のいう政商か)がその性格を打刻され

たままどのような構造で近代的独占-転化するか,を念

頭においているのである。私はその過程を日本金融独占

資本の成立と考え,その特質を決定づける条件は,日清

戦後日本資本主義確立過程との相互連関で編成される財

閥の蓄積基盤ならびに蓄積方式にあるとみている。以下,

三井合名会社成立に至る諸特徴を提示することで私自身

の問題揺起の一端としたい。なあ私は柴垣氏の見解と

異なり国家ないし国家資本と財閥との構造的連繋を不可

欠の条件と考えているが,ここではさ;しあたり財閥の動

向に焦点をあてる4)0

3)加藤幸三郎「財閥資本」(大石嘉一郎編『日本産

業革命の研究上』東京大学出版会1975年所収) 284ぺ
~ンノo

4)本稿と関連する拙稿「三井合名会社の発展と資

本構造」(『三井文庫論叢』第5号, 1971年)および同
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2.三井家憲の制定

1900(明治33)年7月1日,三井家長年の懸案であっ

た三井家憲5)が制定施行された。著名な法学者穂積陳重

を主たる起草者として作成されたこの三井家憲は,井上

馨・都筑馨六らの立会の下で三井11家からなる同族の

当主全員の署名宣誓による契約によって,この時から三

井家全体を律する私的憲法となったのである。三井家憲

は,三井家憲施行法・共同財産二関スル規則・財産分与

規則・分家規則など細かに規定された附属関連規則と合

わせて,以後第二次大戦後の財閥解体に至るまで6)明治・

大正・昭和の3代にわたって,三井家の同族結合ならび

に共有財産を維持する支柱として機能したといってよい.

三井家憲はまず三井同族集団の範囲を歴史的に確定さ

れてきた三井11家の当主および家督相続人に限り7),さ

らに11家につき総領家・本家・達家の家格と,同族の

席次とを決め,同族集団内部を厳然たる身分制ヒエラル

ヒ-で秩序だてたoそして,これらの同族が政治へ関係

すること,負債および債務の保証をなすこと等を禁じ,

また同族会の許可なく商工業へ投資・従事すること,≡

井家事業以外の経営へ参加すること,官公務職へ就任す

ること等を禁止した。そのうえ,同族間の如何なる紛争

も裁判所に出訴することなく,同族内部の私的な仲裁で

決着をつけることを決めた。一方で,同族が三井家事業

へ従事すること,さらに三井家事業にたいする定期的

な視察・検査をおこなうこと,同族子女に公的教育をほ

どこすことなどを義務づけた。このような同族の身分・

義務については,婚姻・養子縁組・分家・後見人・禁治

産・相続等に至るまで綿密な規定がなされ,違背者には

厳しい経済的制裁を課することが決められ,同族の個人

的自由はこの家憲の枠内に封じ込まれることになった。

つぎに重要な契約は財産に関する規定であった。同族

の財産は「営業資産」 ・ 「共同財産」 ・ 「家産」の三種に分

けられ,それぞれに規定が設けられた。 「営業資産」が

三井家事業に投資されている資金で, 「共同財産」は主

「日本帝国主義成立期における財閥資本の形成」(『歴史

学研究』 1973年度大会報告別冊)を参照されることを

希う。

5)全10孝108条からなる。 『三井事業史資料第三』
(財団法人三井文庫, 1974年)所収。

6) 1946年7月16日三井家同族会において, 「三井
家憲ヲ廃止シ三井家同族会ヲ解散シテ同族11家ノ結

合ヲ解体スノレコト」を決議している。

7) 1898年7月施行の民法で長子相続制が保証さ
れたこととかかわる。
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に同族各家の冠婚葬祭・分家・災害等不時の支出に備え

る予備積立金であり, 「家産」はいちおう同族各家の自

由処分にまかされた各家の財産であった。そして,この

「営業資産」と「共同財産」との2種分が三井家同族の

共有財産として三井家同族会の管理下で運用されること

が規定されたのである。運用によって得られる年々の剰

余金の配分も細かに規定され,重役賞与金・共通事務経

費・営業準備金・各種積立金・同族各家歳費等が支出さ

れた。同族各家が家計費として実際に受領する歳費にし

ても,予算・決算書の作成を義務づけられ,各家執事の

厳密な監督の下で支出されるほどで,同族は財産あるい

は蓄積資金を処分する個人的自由を大幅に制約されてい

た. 「家産」を除く共有財産の持分は,総領家23パーセ

ント,本家11.5パーセント(5本家で57.5パーセン日,

達家3.9パーセント(5達家で19.5パーセン日と規定さ

れ,歳費その他の同族分配金はこの持分比に応じて配分

され,同族間の家格差は経済的にも裏づけられることに

なった。

このように同族各自の生活や行動と共有財産の管理と

を同族の個人意思にゆだねず同族集団の「共同意思」と

いう形で一体的に機関化することによって,三井家とそ

の資産の永遠の存続が企図されたのである8)。すでに設

立されていた三井家同族会(同族会議と同族会事務局と

の袷称)と三井家事業の重役たちで構成されてきた重役

会(三井商店理事会から三井営業店重役会と改称)とが改

めて三井家憲のなかで規定され,上述の目的を達成する

ための中枢機関として強化されることになった。同族集

団の「共同意思」を決定する場が同族会議であり,その決

定は同族会事務局で執行された。三井家同族会は三井家

の最高意思決定機関であり,同時に三井の事業本部であ

った。重役会では,三井家事業の具体的問題について各

営業店を代表する重役同士の合議がおこなわれ,それは

同族会の事業本部としての機能を補完する役割を担ったO

三井家は1890年代の三井家事業の発展(主に銀行・物

産・鉱山の各直轄事業)を基礎に,商法施行に対応して

直轄事業の合名会社への改組をおこなってきたが,民法

施行に対応する合名会社出資持分の完全共有形態への改

定9)を経て,三井家憲の制定施行によって,同族11家

が三井家事業資産を集中・共有する体制を発足させたの

8)この同族集団の構成を一種の擬似天皇制とする
見方がある(福島正夫『日本資本主義と「家l制度』

東京大学出版会1967年)0

9) 1898年11月,直轄事業4合名会社-の社員出
資を同族11家全員の共有とした。
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であった。だが,同時にその集中・共有体制は,合名会

-杜組織とした事業のいっそうの発展と蓄積基盤の拡大・

多角化によって新たな矛盾を生ずることになった。

3.三井家事業の発展

1900年7月に発足した三井家憲体制は,同族集団の

頚吉合を強国にし,三井家財産.を同族の家産と事業資産と

・に完全分離し事業資産を同族の共有財産として集中する

ことを明確にした。だが一方で,それは現状維持に適合

した体制であり,日清戦後における三井家事業の飛躍的

発展とそれがもたらす事業資産の著増は,恐らく三井首

脳が予測しなかった事態であったに違いない.したがっ

て,三井家憲の制定を1890年代乗の三井家諸改革の総

丑上げとのみ捉えるのではなく, 1900年代における三井

財閥転態過程の出発点としても考えることが必要である。

ここで各事業の発展を詳しく述べるつもりはないO　さ

しあたり事業の発展過程の特徴を指摘するにとどめよう。

三井銀行・三井物産・三井鉱山の3合名会社が三井家の

3大事業に発展したのは日清戦後のことであった。三井

銀行は不良貸付や国定貸金の整理を中心に経営改善をお

こない最大の都市銀行として預金・貸金量を増大させて

いった10) 1900-01年頃を境に日銀貸出を不要とする

ほど資金量が豊富になっていた。だが,頭金の増加は一

方で取付けの危険を増すものとして,預金の定期化が促

進され,運用の面では不動産所有・株式投資など資金固

定をできるだけ避けて手形形式による貸付など短期運用

がおこなわれるようになった。三井銀行のいわゆる「商

業銀行」化とはこのことであり,けっして商業金融が増

えたわけではなかった。たとえば1905年11月の支店長

会で池田成彬営業部長は「現今会社ト云フロ-,東京二

をル大キイ会社ノ取引-大抵出来夕積リデゴゲイマシテ

一日・商人ノ方モ多少-出来テ居リマシテ・--」11)と述べ

ているように,産業金融が増えていたのである。株券整

理についても,端株・不良株の処分はおこなっても,≡

井が経営権を握る鐘紡・王子製紙等の大量な持株や山陽

鉄道・九州鉄道・日本鉄道・北海道炭硬鉄道等の鉄道株,

また京仁・京釜鉄道や湖南汽船等の植民地投資株などは

簡単に処分できる事情ではなかった。すなわち,三井銀

行に代わるどこの機関でこれらの三井関係会社投資株あ

10)三井銀行の発展をみるために, 1895年12月末
と1905年12月末とを比較すると,総預金額は1,973

万円から4,938万円に,総貸付・割引金額は1,644万
円から3,523万円に増大している。

ll) 「三井銀行支店長会速記録」
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るいは三井財閥としての責任投資株を保有することが可

能であるかが,同時に検討されなければならなかった。

それは,三井家にとって「銀行が唯一の家業1であった

時代が終わり,物産・鉱山などの発展による三井家事業

の多角化の一環として三井銀行が三井財閥ないしは三井

家事業の銀行部門に位置づけられていく過程であった。

もちろん,銀行の営業が最大の都市銀行へと外延的に拡

大するなかで,三井家事業との取引が占める比重も高ま

り,各事業の発展と銀行の発展とは相互補完をいっそう

深めていった。 1906年秋,当時の好況を背景に財閥本

部機構の改組計画を直接的な契機として,三井銀行では

いったん合名会社を清算のうえその剰余資金を三井家へ

返納し,三井家が金融業者(丘nancier)となること,演

行の営業は新たに株式応募者をつのり株式会社として再

発足することが計画されていた12)。このことは日露戦

後の三井銀行がすでに単なるr商業銀行」の枠をこえた

金融資本的な銀行へ発展していたことを物語っている。

つぎに三井物産についてみれば,その飛躍的発展はい

っそう著しかったォ)日露戦後の1900年代後半,三井

物産一社の貿易取扱高は本邦貿易総額の20パーセント

に達していた。幕末開港以来の不平等条約下で直貿易商

としての三井物産の独占的地位は,この数値に何よりも

表現されていると思う。主な取扱商品は,石炭・棉花・

綿糸・生糸・砂糖・機械・鉄道用晶等であったが,取扱

品目は工場製晶に限らず小生産者による種々の楚晶(た

とえば,麦樺真田・花道等)に及ぶまで拡大されていっ

た.市場も国内・海外ともにこの時期に拡大している。

いわゆる「総ノ飢商社としての起点はこの段階にあると

考える。

最も主要な商品であった石炭についてみると,日清戦

後期を境に船舶焚料炭を中心とした取扱いから諸産業の

動力用炭へと拡大している。需要の拡大と多用途化にと

もない,三井物産の取扱炭は三井鉱山炭から他社炭へ

(量的拡大),また三池炭から多種炭へ(質的拡大)と拡張

されている。その拡張の手段は,三井物産による炭抗へ

の前貸的投融資を条件とした排他的一手売買契約の締結

であった。三井物産が手数料(commission)商売に徹し

ていたからといってそれは生産者に売買の主導権があっ

たわけではない。むしろ生産者が剰余を入手する以前に

12)具体的に「金融業者トシテノ損益勘定」・「後継

銀行設立ノ議」(井上交付書類第21冊)という案が作成

されている。

13)拙稿「日本資本主義確立期における三井物産会

社の発展」(『三井文庫論叢』第7号1973年)に詳しい。
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売買手数料が天引された点にその意味があった。こうし

て後進日本産業資本の脆弱性を前提とした流通独占が形

成されていったのである。ところでこの過程における三

井鉱山の役割も重要である。石炭業における巨大会社と

しての三井鉱山の存在は,三井物産が三井鉱山にくらべ

てより劣悪な生産条件にある中小炭坑と前貸的投融資・

一手売買契約を結ぶ挺子になったといってよい。石炭商

売の拡大にともない三井鉱山自体も生産の拠点を三池か

ら筑豊へさらには北海道へと広げており,三井物産の流

通独占と三井鉱山の生産の集中独占化とは,両者の有機

的な連関のなかで促進されていったO　さらに,前貸的投

融資に変する多額の資金が三井銀行あるいは財閥本部

(三井家同族会)からの融通で補われたように,三井全体

の資金力が重要な役割をはたしていた。

三井物産が三井全体の資本力・資金力をバックに前貸

的投融資によって一手売買権を獲得したのは石炭業に限

らなかった。それは,強弱の差はありながらも紡績業・

製糸業・糖業・製紙業・窯業など近代工業として興隆し

始めた諸産業部門に及んだ.もちろん三井物産が産業資

本を前貸的投融資によって掌握した側面だけではなく,

一方で海外市湯との媒介をはたすことで後進資本主義の

落差を埋める生産の組織者的役割をもったが故に流通独

占はいっそう貿徹することになったのであるD三井物産

は,この一手売買権を挺子に,生産プラント-動力用石

良-原料-製品と生産過程におけるすべての商品を手が

け,さらにその過程で関連会社の商品に外延的拡大をは

かった。いわば, 1会社の関係する全商品を系統的に追

求する一方で,関連商品を組織的に広げていった。三井

物産の「総合J商社への発展は,このような系統的組織

的拡大の結果であり,無原則的にもたらされたものでは

なかった。

こうして「総合」商社の遠をたどった三井物産は,日

露戦後には年商2億円の巨大商社となり,三井物産の手

形がロンドン市場で大量に取引されるまでになってい

た14)そしてこの拡大した信用を維持するた糾こ自己資

金の充実が不可避の事態となり,資本金の大幅増額が焦

眉の課題となっていた。

つぎに三井鉱山についてみよう。ディヴィ-ポンプの

導入に成功したこの時期の三池炭膿は,三池払下げ代金

の年賦金を年々返済しながら多額の起業費出資をおこな

い,そのうえでかなりの利益金をあげるほどの超優良炭

14)三井物産会社が欧米における正式英文名をMi-

tslユi&Companyと登録していたように,三井財閥そ

のものの信用を基礎としていた。
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坑であった。まさに三井のドル箱的な存在であり,三井

の資本蓄積に大きく貢献していた。三井鉱山に代表され

る鉱山業投資が三井の主要な産業基盤となって定着した

のはこの時期であったが,同時にそれは生産部門が三井

の多角的事業体の一環に再編成される過程でもあった。

すなわち,銀行の金融的支配と物産の流通独占とを挺子

とする産業資本支配の方式に三井鉱山自体をも組み入れ

たということである。三井鉱山は直轄事業としての地位,,

蓄積の量的豊かさ等の点において三井関係産業投資のな

かで群を抜いていたが,財閥の資本蓄積方式からみれば

紡績業における鐘紡,製紙業における王子製紙,電気陵

器工業における芝浦製作所などと同列の配置となってい

ったのである1900年代,三井鉱山は田川・山野等筑

盟-の進出をおこない,払下げ年賎金完済直後三池炭直

積港として三池港の築港に着手し(総工費約400万円,

1908年完成)多額の起業費(先行投資)を投下していた。

4.蓄積資金の著増と蓄積楼構の問題

三井家憲の制定後,三井家の機構は改組され,三井家

の家政・事業にかかわる事務・出納等は三井家同族会事

務局ですべて扱われることになり,同族会事務局が三井

財閥の本部となった。三井家各営業店の利益金は一部の

内部留保積立金を除き,すべて同族会事務局に上納されか

そのうえで再配分される仕組となった。その上納金内訳

は当初,社員配当金・重役賞与金・建築資金・恩給基

金・共用費等であった。この内訳について若干説明して

おこう。 「社員配当金」は合名会社出資金にたいする配

当で,同族11家の社員分を一括して上納していた。 「重

役賞与金」は同族以外の重役にたいする賞与金でこれも

一括上納である。 「建築資金」は1897年に着工し, 1902'

年10月に完成した駿河町三井本館建築資金の分担金で

第1表　三大直轄事業の三井象同族会事務局への
上納金推移

年度　　三井銀行　　三井物産　　三井鉱山　　合　計

円　　　　　　円　　　　　　円　　　　　　円

00　　591, 802　　294, 732　　327, 975　1, 214, 509

449, 940　　3Y5, 745　　422, 545　1,248,230

444, 520　　507, 637　　395, 185　1, 347, 342

445,325　　866,320　　682,970　1,894,615

04　　　539,347　1, 388,483　　　　　　　　2,544,4

922, 941　2,026, 340　　　603, 385　　3,852, 666

1906　1,242,980　,171,430　1,310,207　4,724,617

1907　1,434,954　1,819,626　1,275,896　4,530,476

1908　1,437,455　　902,290　1,113,400　3,453,145

注) 1.井上交付書涙第22冊より0

2.円未満切捨て。

3.三井家事業からの上納金は外ケこ三井呉服店分があるが,坐

体の数パーセントにしかあたらないo
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ある。 「恩給基金」は三井家使用人(各営業店を含む)に

たいする恩給積立金のプ-ルである。 「共用費」は三井

家同族会経費にたいする分担金である。いずれにしろ上

納金の多くは同族会事務局資金として集中管理され,刺

途に再配分されていたo同族会事務局寒足後の1900年

から三井合名会社設立まで,銀行・物産・鉱山の三大直

噂事業わら同族会へ上納された総金額は第1表にみるご

とくである。社員にたいする「配当金」として上納され

た分のうち,実際に同族各家の歳費に充当された金額は

一約40パーセント位で,残りの60パーセントは各種準備

金・積立金引当として同族会事務局にプールのうえ,管

.理・運用されたO 「重役賞与金」はいったんブールの後,

_重役の席次による配分比率にしたがって重役に支給され

たo　この方法によれば,重役各人が自分の担当する事業

の利益金からだけではなく,三井家事業全体の利益金総

額に応じて賞与を受けることになり,三井家事業全体の

発展をはかるた糾こはより合理的な支給方法であったと

考えられる。

同族会事務局発足当初において,上納金のうち蓄積さ

れた資金は, 「配当金」の残余だけで,その大部分が同

族の「共同財産」としての各種積立金にあてられていた。

家憲で規定された事業資金である「営業準備金」は,各

・営業店出資金を除けば数10万円にすぎず,当初その額

は固定的で元本を期毎に積増すことは考えられていなか

った。

ところが各営業店のめざましい発展にともなう資金需

要の増大は,それに変更を迫ることになった1902年

上期から「特別営業準備金」が毎期各営業店から上納さ

れることになったからである。

すなわち,各営業店の純残益金をすべて同族会事務局

へ上納させ,改めて全体の事業資金として運用すること

にしたのである。以後営業準備金は著増することになっ

た。だが,同族会事務局の手元にプ-ノレされた資金はそ

れほど増えなかった。三井銀行の場合,積立金の減少が

信用に影響するという理由で徴収免除となり,三井物産

は自己資力増加を理由に,また三井鉱山は三池築港資金

のために,それぞれ上納後ただちに交付金に振替えられ

たからであるo　もちろん,各営業店の剰余金を各店の自

由に任せず,同族会事務局の直接管理下においた点は重

安であったOやがて同族会事務局の運用資金を充実させ

るため, 1903年上期から「臨時営業準備金」の上納が開

始されることになった。三井本館が完成し建築資金が不

要になったため,純益金の10パーセントをそのまま引

灘いだものであった。その結果, 1903年以降同族会事
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務局の「営業準備金」としての蓄積資金は著しく増加し

ていき,同族会事務局は財閥本部として資金の集中・管

理・運用を本格的に機能させることになった。以上のよ

うに3種に区別された営業準備金の蓄積と運用の状況を

つぎの第2表でみておこう　1905年12月末現在の数値

である。

第2表　三井象同族会事務局の事業資金蓄積
(1905年12月31日現在)

準備金の区分　　　　i　　　　　運用　の内訳

(1)営業準備金(家憲第72条による)

1,062, 170円

絹糸紡績株式　　　　440, 620円

現在金　　　　621,550円

(2)特別営業準備金(1902年上期より)

3,862,430円

(3)臨時営業準備金(1903年上期より)

1,494,396円

(2-3の利子

92,fill円

小計　　6,449,338円

三井銀行への交付金

三井鉱山への交付金

三井物産への交付金

王子製紙への貸付金

王子製紙株式

品川毛織株払込

芝浦製作所株払込

京釜鉄道社債払込

現在金

300,000円

524,910円

2,450,000円

165,000円

601,600円

460, 000円

129,963円

194,000円

723,965円

注) 1.井上交付書類第16冊より。
2.円未満切捨て。

3. (1)営業準備金の増加は,製糸所の処分・呉服店の分離等による
出資金の回収を主としている。

以上のような同族会事務局における営業準備金-事業

資金の著増と各営業店の発展にともなう事業資産の増大

とは,事務局の統轄機構を改組させることになった。

1902年4月の同族会事務局内での管理部設置がそれで

ある。管理部の目的は「営業店ノ枢務二参与シ,常二其

整理ヲ図T) ,事業ノ伸縮興腰及ヒ方針等業務全体二関ス

ルコトヲ審議シ---」とされ,特別営業準備金の徴収が

始まると,さらに「営業資産,特別営業準備金等ノ運

用」が加えられた。この管理部の会長に三井三郎助が,

専務理事には益田孝がなり,管理部会議には各営業店の

社長(同族)と専務理事が参加した。統轄機構の極限関係

からみれば,同族会一管理部会一営業店重役会の序列と

考えられるが,管理部会と営業店重役会とは構成員・審

議事項ともに重複しており;管理部の設置により重役会

の存在意義は薄れたといってよい。管理部は発足後ただ

ちに銀行・物産・鉱山・呉服店の4直轄事業にたいする

視察調査をおこない,三井家事業の飛躍的発展に対応し

た事業の積極的整理・改廃に着手した。すでにのべでき

たような3大直轄事業の発展にともなう対策も,この管

理部でその方針を検討のうえ決定されたが,その他にも

直営製糸所の処分問題,芝浦製作所の株式会社化問題,

三井呉服店の分離問題など三井家事業の懸案が決着をつ

けられていった。管理部がこのように強力な統轄機関と



-374- 経　　　済

して機能しえたのは,著増する営業準備金の管理・運用

を掌握していたからであり,巨額の蓄積資金を基礎とし

て名実ともに財閥本部の実体が備わったのである。

1904年12月,三井家憲の重役会規定を削除のうえ三

井営業店重役会が廃止され,翌05年1月から同族会管

理部が抜本的に改組された。各営業店重役(理事)の合議

機関であった営業店重役会の廃止は,同時に若干構成員

が限定されながらも同様の機関であった管理部会の存続

にもかかわり,従来管理部の中心的機能であった管理部

会は新管理部の諮問会議的地位に斥けられ,会長の三郎

助は管理部長に,理事の益田は同副部長に変わった。三

井家事業の意思決定はすべて同族会議に統一され,新管

理部は執行機関的機能に変わった。実際には,新管理部

は同族会の権限委任を受けて専決執行を主とするように

なり,これまでの合議を中心とした事業統轄体制は変更

された。合議を要した事業上の問題があらかた片付いて

事業体制が定着したこと,それに多様化した事業経営に

機敏に対応する必要が生じたことなどがその理由であろ

う。何よりも三井家憲施行時にくらべて量・質ともに格

段の発展を遂げた銀行・物産・鉱山の三大直轄事業,そ

れらの事業間の有機的結合,三大事業を核とした新規事

業への投融資,さらに増大する公債発行・植民地投資へ

の対応など三井家事業の総合事業体への成長が,三井家

をしていっそう強力な統轄機構の整備に遇進させたので

あった。

同時期,同族会事務局の蓄積資金が著増し,その運用

が単なる預金・有価証券保有から積極的な投融資に変わ

り,さらに三井銀行の場合にみるごとく事業整理の進行

とともに特定の資産を同族会事務局へ回収する必要が生

ずると,当然のことながら同族会事務局すなわち財閥本

部を私盟の組合から何らかの法人組織へ合理化する必要

に迫られることになった。すでに1903年6月管理部会

で,益田専務理事発議による「同族会ヲ法人トナスノ

件」が決定されている。それは, 「-=-同族会二於テ土

地家屋等-迫々銀行ヨリ御買取ニナル御方針ナルカ,今

日-却テ王子製紙会社,鐘淵紡績会社等ノ株券ヲ御買取

リニナリテ,銀行ノ体面ヲ善クスル「急務トナリテ来マ

シタ,然ルニ法人デナケレバ名義等二於テ不便不利砂ナ

カラサノレ故,同族会二於テ能ク主義ヲ定メ,同局ヲ内事,

資産ノ二部二分チ法人トシテ-如何云々一一」15)という

提案であった。この提案を受けて翌7月管理部会で「従

来同族会二属シ及ヒ今後同族会二属スベキ営業資産事務

15)・16) 「管理部会議録第弐号」(『三井文庫論叢』

第8号1974年所収)0
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ヲ掌ル1ヲ目的トシ」16)資産部を設置することが決定さ

れている。しかし,この資産部は実現しなかったようで

ある。法人化の問題に見通しが得られなかったからに違

いない。したがって当面管理部を改組して強力な統轄後

閑とし,その法人化を引続き準備していた。この時構想

されていた法人化案はほぼ2案にしぼられていた。 1つ

は管理部を法人化して三井家事業の統轄会社とする案,

もう1つは3大直轄事業を三井家同族会へ回収し, 1合

名会社を作り銀行部・物産部・鉱山部とする案であった。,

1907年管理部長三井三郎助と同副部長益田孝とは,

財閥本部の改組問題に最終的結論を得るため,欧米視察

の旅に立った。相続税の創設など日露戦後の増税対策上

からも猶予のならぬ段階であった。益田らの一行には,

三井銀行から調査係長林健,三井物産から調査課長間島

与善の両名が随っており,欧米視察の目的がかなり具体-

的であったことを物語っている。益田孝は欧米先進諸国.

の金融資本家たちから何を学び取ったのであろうか。

5.益田孝の欧米視察

1907年6月益田らの一行はウラジオストックからシ

ベリア鉄道経由で訪欧の旅に上った。ぺテノレスブノレグ・

ベルリンを経てイギリスに渡り, 7月中滞在, 8月フテ

ンス,ドイツ歴訪, 9月渡米,ニューヨーク・サンフラ

ンシスコを経て11月に帰国している。この間に訪問し

た相手は,イギリスでロスチャイルド家,バークレー銀u

行,クラインウォルト社,ギプス社,ヒュ-ス社,パー

ス銀行等,フランスでロスチャイルド家,クレデリヨネ

銀行等,ドイツでクノレップ社,フランクフルト銀行,ハ

ンブルグ銀行,ベルリン銀行等,アメリカでUSスチー

ル社,ターンローブ社等であった。それぞれ,富豪・銀.

行頭取・会社社長・法律顧問らと会見し,質疑応答をお

こなっている。この会見内容は,帰国後「欧米二於ケル

旧家豪家維持ノ方法及銀行金融業ノ組織経営二関スル調フ

査紀要」と題する「復命書」および附属の「諸名士トノ

会見録」17)にまとめられており,その概略を窺うことが-

できる。

まず,会見相手にたいする益田の質問を摘記して益缶

の改組問題にたいする考え・構想をさぐってみよう。上

記の報告書類から該当部分をそのまま川和こ追うことにす

る。

英国ロスチャイルド象　ロード・ロスチャイルドへの

質問

17)前掲『三井事業史資料篇三』 487-581ページO、
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①三井家ガ二百年来銀行業ヲ因襲シテ以テ今日二至T),

鉱山・貿易業等ヲ兼営シツ、アルニ付イテ-,是等

ノ管理方法二付キ貴国二拠ノレベキノ良法アヲザルカ

③催ノ進歩こ伴ツテ業務-漸ク専業トシテ分離シ,又

其ノ業務ノ責任-有限二更メテル、ノ傾向アリ,現

今英国ノ情勢-如何

③三井家が経営スル業務郎チ銀行,鉱山,貿易ノ三店

-法律上余儀ナク独立ノ会社トシ,中央二同族会ア

リ,其内二管理部ヲ置キ,管理部員-三井十一家ノ

主人印チ各営業部ノ裡員ト各重役ヨリ成1)以テ三店

ノ管理二任ジ,三店-顛限責任ナシ他ノ関係事業-

有限責任トナセt),此ノ組織二付イテ高案ヲ東リタ

シ

英国銀行家　ロード・7ウブリーへの質問

④景況最モ敬承セリ,営業店ヲ有限責任トスル-貴説

ノ如クナヲゲルベカラザノレコト又疑ヲ容レズ,唯同

族会ノ資産管理ヲ主トスル法人ヲモ尚何ノ恐ル、所

ア1)テ有限責任ト為スヲ要スルカ

⑤然ルニ三井家ノ営業組織ヲ有限責任トナスニ付キテ

モ鼓二一ノ難問題アリ,印チ三井家ノ名義ヲ如何ニ

スべキカノ問題是レナ.)・=-商業関係ノ狭陰ナル日

本二於テ-三井ノ名ヲ冠スル以上,共ノ会社ノ倒産

二臨ンデ組織ノ有限責任ナルヲ名トシ三井家ガ之ヲ

傍観シ去ルコトヲ許サザルノ事情アリ,是レ小生ノ

大工当惑セル所ナリ

仏国ロスチャイルド家理事　アロンへの質問

⑥小生-先ヅロスチャイルド家ノ営業ノ概況ヲ知テン

ト欲スルノ希望ヲ述べ,小生ガ代表セル三井家-日

本二於ケルロスチャイルド家トモ称セラルベキ家柄

ナレパ,幸ヒ貴家ノ事情ヲ承ルヲ得バ三井家二資ス

ベキモノ必ズ多カランコトヲ信ジ,敢テ此ノ希望ヲ

述ブノレ所以ナリト真意ヲ致シ

⑦小生-重ネテ間フ,貴家ニシテ此ノ如ク社会党ノ攻

撃ヲ受ケヲノレ、ニ於テ-,必ズヤ一般人民ノ感情ヲ

融和スルタメ厚ク慈善事業ヲ営マル、モノアラン

仏国前工部槻　ギューヨ-への質問

⑨各三井家ノ長子-商業上二長所ヲ有スルト香トニ拘

ハラズ必ズ家ヲ相続スルト同時二組合員ノー人トナ

ラザルヲ得ズシテ,往々其人ノ長所ト業務下瀬副-

ザルノ恨アリ,是ヲ以テ三井家ノ家情二適スノレノ営

業組織ヲ得ンコトヲ専ラ苦心シツ、アリ

独国ハンブルグ銀行頭取　マックス・ウォルブルゲへの

質問

⑨貴行二於テ-総テノ「インダストリー」ニ対シテ資
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金ノ貸付ヲセテル、如シ,然レバ財務家,金融家ト

シテ如何二注意ヲ払-ル、トモ,時二或-抵当タノレ

工場若ク-抵当タノレ動産ヲ引取リテ自二貸金ノ償却

ヲ為サザルべカラゲルコトアラン,一一財務家トシ

テ-最モ忌ム所ノ抵当物所有ヲ一時余儀ナクセラノレ

、コTアラン,斯ル場合二貴行二於テ-之ヲ引取T)

テ所持セラルーコトア1)ヤ

㊥貴家ノ如キ著名ノ豪家が社会ノ貧民ヲ救他シ,所謂

貧富ノ関係ヲ円滑二処スルノ方法二付イテ-如何ナ

ル考案ヲ回タラサレツ、アリヤ

⑪今回日本政府-非常ナル所得税改正案ヲ議会二提出

セントス,此ノ改正案二俵ルトキ-, 「プライヴェ

ート・マ-チャント」-所得税ヲ遁レンガタメニ利

益ヲ隠匿スノレモノト看倣サレ,驚クべキ重税ヲ課セ

ラレントス, ・-・・是レ政府ノ意合名会社ヲ駆t)テ株

式会社ト為サントスルモノニ外ナラズ,ト述べタル

独国ベルリン銀行頭取　ロIIJド・ウイ・t/テ・デルプロ.・J

ヒへの質問

㊥独り我ガ銀行二至リテ-預金者多ク,貸金モ小口多

ケルバ危険ナルヲ感ジ,実-其ノ預金ヲ減ジ貸金ヲ

成ルべク確実ナル大口ニ用ヰ,寧ロ「ファイナンシ

ェ-」タラント欲スルノ考ナ.),然レトモ従来ノ

「グードゥヰルト」ノ利益ヲ捨ツルモ甚ダ惜ムべキ

ニ由り,景況ノ如ク有限責任トシテ其ノ本務二勤メ

シムルモ亦一策ナラン,唯奈何セン銀行二依然三井

ノ名ヲ冠スルノ必要アレドモ,是レ我社員ノ最モ忌

メル所ナリトテ徳義上ノ責任談ヲナセシ

独国クル・・/プ社取締役　エキシュースへの質問

⑲貴家-近年組織ヲ改メラレタリト聞ケリ,願クパ三

井家ノタメニ貴家組織ノ如何ヲ高教ヲ仰ガン,又貴

家ニ-,未ダ曾テ職工ノ同盟罷工ナシトノ美事ヲ伝

承ス,併セテ貴家ノ職工二処スル方漁ヲ高教ヲ仰グ

以上から明らかなように,益田が最も問題としていた

点は有限責任組織の採用についてであった。欧米の金融

資本家たちは,三井が無限責任で事業を営むことにたい

して異口同音に驚き,その有限責任への移行をすすめて

いる。注目しなければならないのは,益田白身の有限責

任にたいする認識である。益田は,有限責任によって万

一の事業破綻による危険が回避できるという株式会社組

織の有利性について十分理解していた。実際, 1904年芝

浦製作所と三井呉服店とを相次いで株式会社-組織替え

していた。この改組は,万一の破綻に備えた対策であっ

た。だが,三井の三大直轄事業にっては,破綻の恐れは

非常に少ないと判断していた。しかも,たとえ株式会社
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化したとしても三井の名を冠する限り,無限責任の場合

と責任の追求に変わりはないと考えていたのである。現

に,呉服店の株式会社としての分離に際して名称を三井

から三越に変更している。したがって,益田は有限責任

株式会社について事業経営上ならびに事業管理上の利点

を求めていたに違いないo益田は,各直轄事業を各々専

門の経営者に任せること,事業体制について三井家個人

の所有および経営から所有と経営との分離により一定の

「公共」化をおこなうこと,税制の方向が個人にたいす

る重課,法人とくに株式会社にたいする軽課という傾向

にあることなど,これらの諸問題を一挙に解決するには

株式会社組織が最適であるという認識に到達していた。

益田の主観的認識は別にして,独占段階移行の諸徽候に

たいする対策を嚢うことができる。

三井家直轄事業の有限責任株式会社-の改組を前提と

して,同族会の法人化が単に従来の管理部の継承に限ら

れず, 「ホ-ノレディング・コンパニー」つまり持株会社

として構想されることになった。益田が「小生ノ会見シ

タル諸名士ノ中こ在')テモ最モ英敏ノ資ニシテ, -ヲ聞

イテ直チニ十ヲ知ノレ」と評した-ンブルグ銀行頭取ウォ

ルブルグは,益田との会見で「既二三井家二同族会ノ組

織アリ,各営業店ヲ管理シツ、アルコトナレバ,此ノ同

族会ヲ三井家ノ『ホールディング・コンパニー』トシ,

営業ノ目的ヲ財務及投資二在リトシテ一般二知ラシムレ

バ丑ノ娼嫉二躍ルノ恐ナク,又法律ノ制限二依リテ計算

ヲ堆上二公ニスルノ義務ナキガ故二欧州二於ケル『ファ

イナンシェ-』著ク-『ブライブェ-ト・バンク』タル

実質ヲ億へ得テ,如何二其ノ業務ヲ拡大スルモ何等ノ差

支ヲ見ザルベキナリ」18)と述べたという。また益田が

「富豪ノ跡ノ見ルべキモノナクシテ,甚ダ失望セゲルヲ

得ずリシ」と評した米国についても, USスチールコー

ポレーションを見て, 「会社-如何二多ク成立スルトモ,

其ノ多数議決権ヲ一手に収ム′レトキ-ー会社タルモ同ジ

仕組トナルナリ, --此ノ『ホールディング・コンパニ

ー』ノ組織-三井家二取リテ最モ有益ナル参考トナルべ

キモノナリ」19)と記している。

こうして欧米視察によって得た知見を基に,帰国後益

田は三井家直轄事業の株式会社への改組と同族会の持株

会社としての合名会社化とを同時に実行し,三井家事業

体制を持株会社を頂点に再構築する案を提出することに

なヮた。翌1908年の「欧米視察ニヨリ営業組織二関ス

ル卑見」20)と題する意見書がこれである。なあ「組織

18)同上　549ページ。

19)同上　505-506ページ。
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変更二伴フ得失」という別冊が添えられていた。実際に

実行された改組案をほぼ提示しているこの案で注目され

る点は・つぎのことである。それは,株式会社が元来歴

史的に備えてきた特徴である有限責任・大衆資金の導入

といたっ性質を欠点として把え,それらを補う対策を考

えていることである。株式をすべて持株会社で独占し,

専門経営者としての重役にも名義株式を与えるだけで実

際の株主とはしないことにしている。そのため株式会社

発足時の銀行・物産の定款には,いずれも「株式-総テ

記名式トス」, 「取締役会ノ承諾ナクシテ之ヲ他人二譲渡

スコトヲ得ス」という株式分散防止の条項が盛り込まれ

たoこのことは,三井が欧米金融資本の合理的制度に学

びながら'一方で日本における固有の資本蓄積に対応し

た機構改革をすすめたことを物語っている。

6.む　す・び

1909年10月三井銀行・三井物産の両合名会社は各資

本金2000万円の株式会社に改組され,その持株会社と

して三井鉱山合名会社が資本金5000万円の三井合名会

社に変更され,鉱山事業はその三井合名の鉱山部となっ

た。鉱山部もまもなく1911年12月資本金2000万円の

株式会社となった.この一連の改組にあたって三井家直

轄事業の資本金・積立金はすべていったん三井家同族会

へ回収され,改めて三井合名会社を通して巨額の資本金

が出資される形となった。直轄事業(この時から直系と

なる)の全株式が新財閥本部の三井合名に独占されたこ

とは,従来の場合と変わりなく,ただその直系事業への

出資資本額がかつての5倍以上という巨額に変わった。

ここに持株会社三井合名は巨大な資本集中集積機構とし

て,質・量ともにその体制を整え,あらゆる産業分野の

支配に本格的に乗り出す,まさに金融独占資本そのもの

であった。にもかかわらず,三井合名会社が直系事業の

全株式を保有し,直系事業の完全支配権を握っていた土

とは,財閥の独占移行の方式と密接にかかわっていた。

すなわち,すでに述べたように銀行の金融資本的支配と

物産の流通独占的支配との結合によって成立する財閥の

独占転化は,以上のような閉鎖的資本集中と強固な統轄

機構なしには成り立たなかったからである。したがって,

私は三井合名会社成立をもって金融独占資本の一般的性

格をみるだけではなく,三井合名会社を頂点とする財閥

の蓄積基盤と蓄積方式における固有の構造を含めて日本

金融独占資本を考えたいのである。

(横浜国立大学経済学部)

20)同上　582-590ページ。


