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まえがき

中国近代史に対する私の関心は素朴で､感性的な認識に由来したものであるC大学 2年

生の時､2ケ月あまりをかけてチベット高原の一部分と河西回廊を一人で旅した｡雄大な自

然と鮮烈な個性を持つ少数民族の人々に感動した私は､高校の時に習った近代史を断片的

に思い出し､多様な地域と民族を近代国家に統合した過程の複雑さをかすかに意識し始め

た｡就職後､出張の傍らに東南沿岸部の大都市にある昔の租界地を見物した時の心情は複

雑であったが､近代中国の成立と対外関係の変化に関する教科書の概念は具体的なイメー

ジとなったOこのような体験は日本に来てから､｢満洲｣における日本の植民地金融史に惹

かれた一つの理由である｡

膨大な先行研究を読み進めるうちに､日本の植民地金融政策とその実行の実態をよく理

解したが､日本の進出に対して中国官民がどのように対応したかという疑問の解答を見つ

けられなかった｡自分のこの疑問こそが自分の研究テーマと思い､対外自立と対内統合の

両面から ｢清洲事変｣前の中国東北地域政権の通貨統一の過程を朗 らかにすることを博士

論文の課題にしたC

大きなテーマに挑戦し､自分が満足できる論文を書き上げることは､能力､努力､そし

て人格が試される過程とも言える｡自分の思う目標-自分のペースで進み､自分がどこま

でできるかを知りたいという考え方のもと､論文の完成は6年という長い年月がかかった｡

この 6年間は論文が完成できるかどうかという不安､うまく進まないときの焦燥､困難に

ぶつかる度に露呈した人格の未熟さに悩まれた日々 であった｡しかし､振り返ってみると､

自分は実に異国の地で出会いに恵まれ､人生の中の多彩な一時期を存分に楽しんだ｡

6年前､指導教官松本俊郎先生のゼミ生になったばかりの私は､中国での史料調査の困難

を非常に感じていた｡｢行ってみれば何らかの収穫があるはず｣という先生の助言がベテラ

ンの直覚に基づくものと思い､遼寧省梢案館を訪ねた｡初めての史料収集は予想外に豊富
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な史料を見つけ､この分野に携わる中国人の比較優位を自覚させた｡論文の主な部分を書

いた 3年間､私はほぼ毎日のように､前日に仕上げた原稿を先生の所に持って行き､コメ

ントを受けて､執筆を進めた｡先生から受けた学問の トレニーグは実証の精確さ､表現の

正確さ､構造の一体性に対する徹底的な追求であり､ トレニーグの過程において先生から

感じたことは､私の人格の未熟さに対する寛容であった｡

副指導教官の黒川勝利先生､新村容子先生､膿鑑先生､下野克己先生は論文を書く各段

階において､いろいろなコメントをくださった｡先生たちのご指導は､論文が完成するま

で私を導いた｡

また､東京大学の安富歩先生は､時間と労力を惜しまず論文の全体を丹念に読み､その

完成度を高めるようにきめ細かい修正意見をくださった｡先生の独特な思考パターンは印

象深く､歴史研究と現実との接点に関するご教示､今後の研究方向に対するア ドバイスは

私に知的な刺激と啓示を与えた｡

資料収集の面においては､岡山大学経済学部教育研究支援毒の藤田百合恵さんに大変お

世話になった｡彼女のスマー トな仕事ぶりと日本人女性特有の優しい心遣いは忘れられな

いものとなった｡

最後に､私事にわたるが､親姉妹は私にとって心強い存在であった｡私が自らの意思を

確認し､自らの選択を信じ､自分なりの道を歩むことができたのは､彼らが時間､空間と

勇気を私に与え続けてくれたからだ｡
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序章

Ⅰ研究の意義と目的

中国は､香港のような政精と経済体制が異なる地域を抱えているのみならず､少数民族

の問題に反映されているように国民統合がまだ完全には実現していない｡そして中国と周

辺の国々との間には国境問題がたびたび対立と摩擦を惹き起こしている｡これらの問題は

今日になって新たに起きた問題ではなく､その根源は､近代国家中国の成立期にまで漸る

ことができる｡言い方を変えるならば近代国家中国の形成過程､それぞれの時期における

到達点と限界に関する歴史研究は､現実問題の本質を認識し､その解決策を探り出すとい

う現代的な意義を持っている｡

近代国家の定義は多岐にわたるが､通貨制度の側面から見る近代国家の特徴は､貨幣高

権の確立､統一通貨の実現に見ることができようD中国における-通貨制度近代化は､清末

の 1890年代初頭から始まり､半世紀以上の歳月､何度にもわたる革命と政権交代を経て､

1950年代の共産党政権の人民幣改革によって達成された｡それは近代国家の通貨制度とま

ったく異なった晴帝国通貨システムから出発し､多様な通貨とその背後にあった各種の政

治経済勢力に握られた通貨発行権が統合されていく過程であった｡そして､半世紀に及ぶ

その過程においては中国を取り巻く国際的な政治と経済の状況が大きく変わり､その変化

は中国の通貨制度の近代化に大きな影響を与えていた｡

本論文の研究目的は､通貨制度の近代化を通じて近代中国の成立過程を辿り､その特質

を探究するところにある｡より具体的に言えば､通貨制度の近代化に向かった中国東北地

域の独自の経路を考察し､その特殊性とそこに伴われていた普遍的な意義を考察するとこ
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ろにある｡

東三省 (奉天省一1929年以後遼寧省と改称､吉林省､異能江省)という行政地域は､清

朝が 1907年にこの地域に省制を実施したことによって確立された01907年以前において

は､清朝から遺された盛京将軍､書林将軍､黒龍江将軍がこの地域におけるそれぞれの統

括区域を治めていたDしかし､本論文では､1907年以前についても奉天省､吉林省､黒龍

江省､東三省という呼称を便宜的に使用するO満州に関する表記は原則として ｢清洲｣と

するが､史料や先行研究から引用する場合には元の表現をそのまま使用する1｡

政策主体の表記についてもあらかじめ以下の諸点を確認しておくことにする01919年か

ら｢清洲事変｣までの東三省は､張作霧､張学良を始めとした奉天軍閥に支配されていた2｡

この時期における東三省各省政柄:の政策は､東三省全域に対する奉天軍閥の統治を強化す

1中国以外の諸国においては､東三省に相当する地域について ｢満洲｣という地名がよく使

われるoしかし､｢満洲｣は境界線､したがって主権の所属が明確な近代的な意味での地名

ではない｡｢満洲｣に関わる用語として補足しておくと､｢清洲事変｣について中国では一

般的に ｢九･一八事変｣が使われるが､ここでは ｢清洲事変｣に統一する｡

2張作幕は1916年半ばに奉天省を掌握した｡張作霧の側近であった飽貴卿は1917年8月に

黒龍江省の督軍兼省長となり､このことによって黒龍江省は張作寮の勢力下に入った [園

田 1924p.67]｡1919年に､吉林省の督軍孟恩遠は張作霧の側近張作相に駆逐され､吉林省

はこのことによって張作寮の勢力範囲に収められた [東北三省中国経済史学会 ･撫順市社

会科学研究所編 1987p.319]｡
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るという共通の目標を持っていた｡本論文では､通貨政策の実施者と目的を明確にするた

めに､1919年以前の通貨政策について言及する場合には奉天省政府､吉林省政府､黒龍江

省政府､1919年以後の通貨政策を論じる場合には張 (作)政権､張 (学)政権､外国との

関係を記述する場合には東三省地域政権という表記を使用する｡

Ⅱ 研究史の整理

(1)周知のように､18世紀中葉からアロー戦争にかけての東三省においては封禁政策

が実施され､漢民族の入植と農業開発が厳しく禁止された｡アロー戦争後､封禁政策の解

除と営口の開港が東三省を対内的にも対外的にも開放させたが､外国金融資本が実際に東

三省に進出するのは数十年後の日清戦争後のことであった｡日清戦争後､ロシアの露清銀

行 (1910年に露亜銀行と改称)Sは東晴鉄道の建設に歩調を合わせて鉄道沿線各地に支店を

設け､ルーブルを用いて金融業務を開始したO東三省における露清銀行の経営活動とルー

ブルの流通はロシア革命まで続いていた｡

日露戦後になると日本は長春より南におけるロシアの権益を受け継ぎ､東三省に対する

金融進出を本格的に開始した｡横浜正金銀行大連支店が発行した砂棄 (食換請求に対して

発行当初に円銀を交付したが､後に上海両為替を交付するようになった)､日本円とパーリ

8露清銀行は 1896年に設立されたロシアの国際銀行であり､中国の開港場を含めた世界各

地に支店を持ち､外国為替業務を展開した｡東三省における露清銀行は､ロシアの植民地

銀行としてロシア勢力範囲内の金融業務の全般を携わった [楊培新 1992p.5･11]｡
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ンクした金本位の朝鮮銀行券 (東三省で金票と俗称)は ｢満洲事変｣まで､日本の勢力範

囲内 (関東州､大連､満鉄付属地)とハルビンで流通していた｡

一方､清朝は1890年代初頭から省レベルでの通貨制度近代化改革を開始した｡一連の改

革政策が打ち出される中で､東三省の各省政府は日清戦争の頃から､銀元の鋳造､省立金

融機関の設置､紙幣の発行など通貨制度近代化の改革措置を行 うことになった｡1909年半

ば頃になると､清朝は全国で通貨制度近代化の事業を始め､大清銀行4は中央銀行としてこ

の事業に携わった｡しかし､この事業は 2年後に辛亥革命の勃発によって停止され､十分

な成果を挙げるに至らなかった｡東三省においては､大清銀行が重要都市に支店を設立し

たものの､資金力の制約で業務を展開することができなかった｡

民国期に入ってからは､張作霧を初めとした地方軍閥が勢力を伸ばし､1920年以後東三

省地域の軍事と政治を掌握するようになった｡しかし､軍事と政治の面で統一が進展した

にもかかわらず､各省立金融機関､国立銀行は自らの通貨発行を継続し､本位､流通範囲､

役割が異なったこれら通貨が平行して流通する状態は ｢満洲事変｣まで解消しなかった｡

以上に見てきたように､1890年代から ｢満洲事変｣までの東三省においては､本位､流

通範囲と役割が異なった各種の中国通貨と外国通貨が競合しながら同時に流通していた｡

こうした東三省通貨システムは当然のことながら､各種通貨の背後にあった政治経済勢力

4清朝は1905年に戸部銀行を設立し､1908年 1月に戸部銀行を大清銀行に改称した｡大将

銀行の中央銀行としての地位は､同年に公布された ｢大清銀行則例｣によって法的に認め

られた【郡先宏 1988p.280]｡
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の消長に伴って､その実態が絶えず変化していた｡

(2)｢清洲事変｣以前の東三省の通貨金融に関する先行研究は､その研究対象の相違に

よって日本の植民地金融と東三省地域政権の金融政策という二つの部分に分けることがで

きる.そして日本の植民地金融に関する研究は以下の3つの分野に分類することができるo

i日本の植民地金融政策の立案と東三省における実施に関する研究

代表的な研究としては､間宮国夫 (1973)､柴田善雅 (1977)､松野周治 (1977､1983)､

波形昭一 (1975､1985)､金子文夫 (1991)がある｡

ii日本の植民地金融機関の経営に関する研究

代表的な研究としては､朝鮮銀行史研究会 (1987)と小風秀雅 (1988)がある｡前者は

日本の植民地金融機関朝鮮銀行の活動全般に関する研究であるが､該行の東三省における

経営活動の詳細を記述しているO後者は横浜正金銀行が両大戦間期に東三省で行った経営

活動の実態を解明する研究である｡

jji東三省における各種通貨の相互関係､通貨市場の活動主体から日本の植民地金融政策

の実施情況と日系通貨の流通実態を考察する研究

代表的な研究としては､以下のようなものがある｡石田興平 (1964)は東三省における

各種通貨の相互関係に関する先駆的な研究である｡松野周治 (1979)､安富歩 (2001)は諸

通貨の相互関連とその変遷を考察し､安富歩 (1991)は通貨市場の構造と活動主体から日

本の植民地通貨金融政策の目標と現実との間にあった矛盾を実証した｡石川亮太 (2002)

は 1910年代における東三省の市場構造から朝鮮銀行券の流通実態を､石川亮太 (2004)は

日露戦後の奉天省と中国本土の通貨関連から日本軍票の流通実態を明らかにした0
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日本の植民地金融に関する以上の研究成果は､全体として日本植民地金融政策限界説とで

も呼ぶべき定説を形成している｡この定説の内容は､以下のようにまとめることができる｡

i 日本の軍事的･政治的支配が徹底していない東三省においては､日本の植民地金融政

策は関東州と満鉄付属地を越えて展開することができなかった｡中国の主権地域においては､

日本の植民地金融機関が貿易為替金融の領域でしか活動することができず､日系通貨が貿易

為替決済通貨の役割を果すだけで､商品流通の全般に浸透することができなかったo

ii 東三省地域政権は日本の植民地金融政策の展開に対抗し､通貨主権を確保するために

自らの通貨金融政策を推進した｡こうした中国側の通貨金融政策は､日本の植民地金融政策

の展開を根底から制約していた｡

jii 東三省の市場構造､通貨慣行､通貨市場における活動主体の営利活動は日本の植民地

金融政策の推進と日系通貨の流通領域を制限していた｡

このような定説は､東三省地域政権の通貨金融政策が日本の植民地金融政策の進展を阻

んだことを提示した｡しかし､これらの諸研究は東三省地域政権の金融政策を分析の焦点

として位置づけていないため､それについての実証分析を行なっていなかった｡

一方､日本の植民地政策に対抗していた東三省地域政権の金融政策に関する諸先行研究

は､崩壊論と自立強化論に二分することができる｡崩壊論に属する研究としては､西村成

雄 (1971)､小林英夫 (1972)､柳沢遊 (1981)がある｡西村 (1971)柳沢 (1981)は､1920

年代における奉天省の省幣 (省内の法定通貨)･匪食券の為替相場が下落した問題を取り上

げて､張 (作)政権の経済基盤の崩壊を裏付けようとする｡小林 (1972)は清洲中央銀行

の通貨統一事業に関する研究であるが､その前史として東三省各省立金融機関が発行した
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各種紙幣の為替相場下落とその原因を論じる｡

崩壊論に属する以上の諸研究は､次のような主張を行っている｡すなわち､克三省の各

省政府は､財政赤字の補填と軍費の捻出という目的のために､自らの機関銀行を利用して

不換紙幣を濫発し､不換紙幣の濫発は各省立金融機関の弱体化､東三省通貨制度の振乱､

さらに地方政権の経済基盤の崩壊という必然的な帰結をもたらした｡

戦前における日本側の調査資料と文献は､日本の植民地金融政策の展開と東三省に対す

る日本の金融干渉を正当化するために､軍費捻出のための不換紙幣の乱発､紙幣相場の下

落､東三省通貨制度の混乱を直結させている｡この点に限って言えば､崩壊論は戦前期の

分析と同じ立場に立っているといえよう｡

しかし､崩壊論は以下の3つの難点を持っている｡

1 崩壊論の主張には歴史事実に反するところがある｡｢満洲事変｣後における日本側に

行われた調査によれば､各官銀号の資産状況は良好であり､これは清洲中央銀行の通貨統一

事業が短期間に完成できた一因であった [安藤彦太郎 1965]｡こうした事実は､清洲中央銀

行の通貨統一事業を研究する安富 (1993)によっても実証されている｡

ii 崩壊論は 1920年代後半における東三省経済の高成長を説明することができない｡東

三省では 1920年代半ば頃から､大豆､高梁､粟など商品農産物の作付面積と収穫高､労働

力の流入､貿易総額と輸移出の超過は増加していった5｡通貨の増発と為替相場の下落を強

5穀物の総収穫高､大豆､高梁､粟の作付面積と収穫高の上昇については満鉄経済調査会

(1934､p.25､p.30､p.36､p.43)､労働力と輸出入総額の増大については満鉄経済調査会
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調し､経済的な停滞を指摘する崩壊論からは､こうした経済成長を説明することができない｡

in 1925年末から 1929年初頭におけての匪食券の為替相場の下落に目を奪われ､金融

機関の弱体化と政権の経済基盤の崩壊という結論にとらわれるあまり､東三省における為替

取引市場の特徴､張 (作)政権の通貨金融政策の全般に目を配っていない｡

一方､崩壊論の主張とは対照的に､自立強化論は日露両国の植民地金融政策の展開に対

抗し､自らの金融体制を強化した張 (作)政権の金融政策を積極的に評価 している｡自立

強化論の立場から行われた1920年代後半における匪食券の下落についての研究成果として

は､石田武彦 (1974)と西村成雄 (1992)が挙げられるD

石田 (1974)は､張 (作)政権の特産物6の流通機構 ･官商粒桟の実態を分析するなかで､

匪金券増発の意義について以下のように評価しているO匪食券の増発によって官商粒桟の

大豆買占めを支えるという張 (作)政権の政策は､東三省の産業発展と幣制改革に必要な

資金を集積するために実施された強蓄積政策であった｡

西村 (1992)は､1929年の現大洋票7改革の政治的な意義を明らかにするために､1928

(1934､p.14､p.175)､輸移出入の超過については金子 (1991､p.314)を参照｡

6特産物は､重要物産とも言いわれ､大豆､豆油､豆粕､高梁など東三省の輸出向けの商品

農産物とその加工品を指す｡

7現大洋票は､匪金券の代わりに奉天省の省幣となった大洋免換券であった｡大洋は 1933

年廃両改元以前の清朝と中華民国の本位通貨 1元銀元の俗称である｡小洋は 1元以下の小

額銀元の俗称である｡



年以後の匝食券為替相場の下落について分析する｡西村 (1992)は匪食券為替相場の下落

が過剰発行にもたらされた帰結であったと認めたが､同時にそれが匪食券を管理通貨とし

て機能させ､通貨量調節の技能を修得する過程で発生した現象であったと主張している｡

匪食券以外の中国側の通貨を取り上げ､東三省地域政権の金融体制強化を評価する研究

成果としては､味岡徹 (1983)と松重充浩 (2009)があるo味岡 (1983)は､張 (作)政

権がロシア革命後におけるルーブルの退潮を利用して､自らの金融機関の発行した吟爾演

大洋菓 (吟爾演で流通していた大洋允換券)を吟爾塔の法定通貨にした過程を明らかにす

る｡松重 (2009)は､奉天省政府が1910年代末に営口で同地の商人が発行していた通貨過

炉銀に対する管理権を確立した過程を検証する｡

自立強化論に属する以上の研究は､崩壊論の主張がもっている難点を裏付け､日本植民地

金融政策限界説の不十分点､すなわち東三省地域政権の金融政策に対する実証研究の不足を

補うという点おいて重要な意義を持っている｡しかし､長い間､中国側の史料をアクセスす

ることができなかったこともあって､自立強化論に属する研究成果は特定の地域を対象とす

るわずかなものに限られており､東三省の各省立金融機関の成長と財務健全化の実態､そし

て東三省地域政権の金融体制強化の全体像について､研究はまだ手つかずの状態にあるとい

えよう｡

Ⅲ 本論文の課題

以上の研究状況を踏まえ､本論文は中国遼寧省楢案館に所蔵される一次史料を活用しな



がら8､東三省地域政権が行った金融体制強化の諸施策について以下の 3つの課題を実証的

に検証する｡

第 1の課題は､清末から ｢満洲事変｣まで機能し続けていた省幣制度の形成背景と成立

過程を考察し､この制度が持っていた歴史的な意義を明らかにすることである｡

清未､東三省の各省改新 まそれぞれに省立金融機関 (奉天官銀号-1907年に東三省官銀

号に改称､書林永衡官帖局-1909年に書林永衡官銀銭号に改称､異能江省広信公司-1929

年に黒龍江省官銀号に改称)を設立したoこれらの省立金融機関が発行した通貨は ｢清洲事

変｣まで､各省内において法定通貨 (本論文では省幣と呼ぶ)として流通していた｡奉天省

の省幣は 1907-19年は奉天小洋票､1919-29年は匪食券､そして 1929年から ｢満洲事

変｣までは現大洋某であった｡また吉林省においては古林官帖､黒龍江省においては黒龍江

官帖が､清末から ｢清洲事変｣まで省幣の地位を占めていた｡

本論文が省幣制度を第 1の実証課題として取り上げる理由は以下の 3点にある｡ i日本

植民地金敢政策限界論､崩壊論と自立強化論は､いずれも省幣制度の存在を暗黙の前提と

して取扱ってきたが､省幣制度自身に研究の焦点を当ててきたわけではないc

ii｢清洲事変｣まで､東三省全域の通貨統一は数回にわたって試みられたが､省幣制度

は存続した9｡この事実は省幣制度の存続を求めるなんらかの力が働いたことを意味してお

8使用される主な一次史料は､中国遼寧省梢案館に公開されている奉天省長公署梢案 (JCIO)､

奉天財政庁楢案 (JCll)と奉天総商会梢案 (JC14)である｡

91907年東三省総督徐世昌､1924年張 (作)政権の通貨統一計画の失敗は､本論の第 1､3
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り､この働きの内容を解明することは､東三省現地政権が行った通貨政策の成果と限界を

分析するための前提となる｡

山 個別通貨についての政策変更は貿易決済と為替取引を通じて関連通貨に影響を及ぼ

して､各種通貨に勢力の消長をもたらし､そして省幣制度の外観と内実を変化させた｡こ

のような変化を把握することは､中国の通貨制度近代化における東三省の特殊性を解明す

る作業となる｡

本論文の第2の課題は､1910年代に起きた日中間の外交問題であった ｢食換問題｣の発

生と解決の過程を考察し､同問題-の対応を契機にして行われた奉天省政府の匪食券改革

の意義を明らかにすることである｡

1910年代の奉天省においては､省幣奉天小洋票は数年間にわたって日本人居留民から大

規模な食換請求を受けていた｡この允換請求をめぐって起きた一連の日中間の外交対立は､

｢食換問題｣と呼ばれた｡ 日本政府は同問題を利用して植民地金融政策を展開しようとし

たが､奉天省政府は外交交渉と通貨改革を通じて通貨主権の確保に努めた｡

｢食換問題｣は1918年に結ばれた允換停止協議によって決着を見た｡そして｢免換問題｣

をきっかけに行われた奉天省政府の通貨改革は､奉天省の省幣を奉天ノJ､洋票から大洋 ･上

海両の為替免換紙幣-移行させることになったCこの匪食券は1929年の現大洋栗改革まで

流通していた｡

章で述べる｡1915年中国銀行の東三省通貨統一計画の失敗は､中国第二歴史楢案館編

(1979)､pp.638-4声を参照されたい｡
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本論文が匪食券改革を第2の課題として取り上げる理由は以下の2点にあるo

l 自立強化論の立場から匪食券改革を分析する先行研究は存在しない｡

ii El本植民地金融限界論の諸研究は､匪食券改革の成功が日本の植民地金融の展開を規

定したと結論づけているが10､改革の実態についての検討が不十分であり､改革がもたらし

た成果とその限界を議論していない｡

本論文の第 3の課題は､1926年に起きた日中間の外交問題であった ｢奉天菓11問題｣を

取り上げ､同問題の解決過程で進展した張 (作)政権の通貨管理資金の強化と通貨管理技

術の向上について検証することであるo

｢奉天票問題｣は､1926年における匝食券相場の下落と匪食券先物取引をめぐる日中間

の外交交渉を指す｡匝食券の対朝鮮銀行券の相場は20年代前半には安定していたが､1925

年末から下落の一途を辿っていたCこうした事態を前にして日本側は､匪食券の下落と張

(作)政権の匪食券維持措置が日本人居留民の権益と日本 ･東三省貿易に影響を及ぼした

という理由から､張 (作)政権と外交交渉を繰り返した｡それに対して､張 (作)政権は

日本側の取引所における匪食券の投機が匪食券の相場を不当に下落させたと主張して､投

10朝鮮銀行史研究会 (1987)､金子 (1991)を参照｡

11奉天票は晴末から ｢満洲事変｣まで奉天省で流通していた紙幣の総称である｡関連史料や

先行研究の中では､これらの紙幣はいずれも奉天票と呼ばれることが多い｡このため､個々

の史料と研究の中で言及された奉天票が､具体的にどのような紙幣を指しているかについ

て､注意を払う必要がある｡本論文では混乱を避けるために､｢奉天票問題｣という外交問

題以外に､奉天小洋票､匪食券という正式名称を使 うことにする｡
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機的な先物取引に対する取り締まりを強化した｡日中間のこうした外交対立は 1926年にピ

ークに達した｡1927年初頭になると､日本の外交政策は中国情勢の変化によって転換され､

内政不干渉という国際的な圧力のもとで､日本は張 (作)政権の金融政策に対する干渉を

放棄し､｢奉天票問題｣は終結した｡

｢奉天票問題｣が終結した1927年初頭から1929年 3月の現大洋票改革まで､匝食券の

為替相場は下落し続けていた｡しかし､この時期における東三省のマクロ経済は､国際的な

農産物市場の好況に恵まれて高成長を成し遂げた｡すでに述べたように自立強化論の立場に

立つ石田 (1974)と西村 (1992)は､東三省経済の成長という事実を前提に､匝食券の増

発とその相場下落ゐ背後で進んでいた張 (作)政権の資本蓄積と通貨管理上の技術的な向上

を評価しているoしかし､匪食券増発政策が持っていた積極面と匪食券為替相場の下落とい

う消極面をどのよう.に総括的に評価するかについては､石田 (1974)と西村 (1992)は論

じていない｡この点を克服し､自立強化論の説得性を高めるために､本論文では ｢奉天票問

題｣の解決を通じて実現されていた張 (作)政権の金融体制強化の問題を第 3の実証課題

として設定する｡
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第1華 氏幣制度の超克から省幣制度の確立-

本章では､省幣制度形成の背景と過程を探り､この制度の歴史的な意義を見出すために､

以下の3つの内容についての実証を行 うことにする

i省幣制度に先立つ清帝国通貨システムの構造的な特徴を再整理し､その上で 1800年代

から1890年代にかけての清帝国通貨システム動揺と解体の過程を追跡する｡

正晴帝国通貨システムのもとで､封禁政策の実行が東三省の通貨制度にもたらした特殊

性を検出し､封禁政策の解除が東三省の通貨制度にもたらした混乱と東三省官民の対応策

を実証する｡

iii省幣制度は清帝国通貨システムの特質と東三省地域の特殊性に規定されながら進めら

れた通貨制度近代化の必然的な結果であり､通貨制度近代化の 1過渡期であることを論証

する｡

第 1節 滑帝国通貨システム

省幣制度は清未から始めた通貨制度近代化の産物であり､それを考察するにあたって､

前近代の通貨システムに対する理解が必要になる｡本節では､清帝国通貨システムの構造

的な特徴､そしてその動揺と解体の過程を跡付ける｡

Ⅰ 清帝国通貨システムの構造的な特徴

清帝国通貨システムの構造的な特徴を把握する上では､宮下忠雄 [1952]と黒田明伸

[1994]が提起した研究視角と概念は有益である｡宮下氏は通貨制度の運営主体の相違に

注目し､清帝国通貨システムの特徴が清朝の国幣制度と無数の支払協同体の民幣制度の並
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立にあったと指摘する1｡国幣制度のもとでは庫平銀と制銭という二種痛の貴金属貨幣が発

行された｡庫平銀は 50両の元宝と 10両の小錠という二種類の秤量貨幣を指し､官立ある

いは政府許可の私営銀炉によって鋳造 され､清朝の財政収支だけに使われた [宮下

1952p.26]｡本稿は庫平銀に関する一連の規定を康平銀制度と名づける｡

制銭は､吊文単位を使 う計数貨幣 (制銭 1枚-制銭 1文､制銭 1000文 ･枚-制銭 1吊)

であり､清朝の財政収支と民間取引に使われた｡制銭の原材料である銅は貨幣用貴金属で

あり､その生産､流通と使用は清朝によって統制されたo制銭の模様と重量は清朝の法律

に定められ､各地の官立鋳銭局は制銭の鋳造に携わり､民間における制銭の溶解と鋳造は

法律によって禁止された｡1850年代まで､幾つかの例外的な短い時期を除き､制銭は重量

1銭 (1匁に相当)以上の良質のものであった [宮下 1952p.39､p.96]0本論文は制銭に関

1支払協同体は､クナップが 『貨幣国定学説』の中に始めて使われた用語であるが､氏によって

明確に定義されない｡宮下氏は､特定の支払手段を使うことが承認された協同体は支払協同体で

あると定義する [宮下 1952p.22､p.24]｡黒田氏は､県や鏡を範囲とした地域経済における固

有の流動性を保持するために､利害を同じくするものどうしの､状況に応じての協同選択を支払

協同体と呼んでいる [黒田 1994p.14､p.21､p.46]｡支払協同体の概念に関する定義は､黒田

説が信用手段の役割と地理的な範囲を厳密に規定している｡本論文は黒田説の支払協同体の概念

を使い､そして地理的な範囲を強調するときに支払協同体を､制度の側面を強調するときに民幣

制度を使うことにする｡
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する一連の規定を制銭制度と名づける2｡

清朝は金属主義の通貨観に基づいて国幣制度を運営したCつまり､国幣制度のもとでは

庫平銀､制銭という二種類の貴金属貨幣だけが発行されたが､信用通貨 (紙幣､手形､預

金通貨､為替)の発行が行われなかった｡そして清朝の財政は国幣制度のもとで運営され､

財政計算は庫平銀を使い､財政収支は庫平銀 1両-制銭 1吊･1000文 (枚)の固定交換比

率で庫平銀と制銭の両方を使って行なわれた｡

一方､各支払協同体においては､通貨運営のルール ･民幣制度が慣行あるいは商人の申

し合わせによって決められた｡各支払協同体の銀錠貨幣 (中国の史料の中で現銀とも呼ば

れる)は､形､銀含有量と貨幣単位 (銀両)が異なり､各支払協同体の中においては､当

該支払協同体の商人が鋳造発行した銀錠と銀両単位の信用通貨が流通できたが､庫平銀を

含めた外来の銀錠は､改鋳され､あるいは公借局に鑑定された後に､初めて流通すること

ができた [宮下 1952pp.10-12､pp.71172]｡本論文は､各民幣制度の銀錠と銀両単位の信用

通貨を民間銀両通貨と称し､その鋳造と発行に関する諸規定と慣行を民間銀両制度と称す

る｡

民間における制銭の鋳造が禁止されたことはすでに述べた｡各支払協同体においては､

制銭が形のままだが､当該支払協同体が使った民間銭単位 (東銭､中銭､宣銭など)に読

み替えてから流通した｡例えば､東銭による制銭の読み替えは､制銭 16文 (枚)-東銭 100

2中国人民銀行総行参事室金融史料組編 (1964)p.511には､制銭制度という言葉を使って

いるが､それについての定義付けを行わない｡

16



文､制銭 160文 (枚)-東銭 1吊･1000文であり､中銭による制銭の読み替えは､制銭 1

文 (枚)-中銭 2文､制銭 500文 (枚)-中銭1吊 ･1000文であった3｡制銭以外に､支

払協同体内の商人が発行した民間銭単位の信用通貨も流通した｡各支払協同体における銀

銭相場は国幣制度と違って市場の需給変動に従って変動した｡本論文は民間銭単位による

制銭の読み替えと民間銭単位の信用通貨の発行に関する各支払協同体の慣行と規定を民間

銭制度と呼ぶことにする｡

黒田氏は､国幣制度と民幣制度の概念を使わないが､宮下氏と同じように清帝国の通貨

発行において清朝政府と諸支払協同体が並立したことを認めている｡その上で､黒田氏は

貴金属貨幣銀と制銭の属性､機能の相違に着眼し､現地通貨と地域間決済通貨という概念

を作り出す｡黒田氏の定義によれば､現地通貨は支払協同体の対内流動性を保持する銭貨

であり､地域間決済通貨は遠隔地取引の決済手段として支払協同体の対外流動性を担った

銀貨であった [黒田 1994pp.9-11､pp.1415]｡流通通貨の具体的な形態から考えるならば､

黒田氏の現地通貨 ･銭貨は､制銭と各支払協同体の商人が発行した民間銭単位の信用通貨

に当たり､地域間決済通貨は庫平銀､各支払協同体の商人が鋳造発行した銀錠と銀両単位

の信用通貨に当たることになる｡

黒田説とー宮下説は対立するところがなく､前者は流通通貨の属性と機能､後者は通貨制

度の運営主体という異なる角度から滑帝国通貨システムの構造的な特徴を考察している｡

3各種の民間銭単位よる制銭の読み替えは張家頗 (1925)『中華幣制史』学海出版社､1971

年復刻版､第2編ppp.97･98を参照されたい｡
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両者の学説を総合すると､清帝国通貨システムの構造は図 1-1(p.118)のようにイメージ

することができるo図 111を見て分かるように､清帝国通貨シス≠ムの構造的な特徴は以下

の2点にある｡ i多元的な二重構造｡多元は通貨制度の並立 (国幣制度と諸民幣制度)､二

重は通貨機能の分断 (現地通貨と地域間決済通貨)を指す｡正制銭制度の中軸性｡清朝は

制銭の鋳造を独占し､各支払協同体に対する制銭の供給を通じて帝国的な通貨統合を維持

した｡

Ⅱ 清帝国通貨システムの動揺と解体

黒田氏が主張するように､清帝国通貨システムは18世紀後半における清朝制銭の大量鋳

造によって最盛期を迎えた｡そして繁栄の頂点が衰退の始点であるという法則にとって清

帝国通貨システムも例外ではなかった｡19世紀に入ると清帝国通貨システムはその限界を

見せることになった｡

国幣制度における銀銭相場が固定相場であり､民幣制度における銀銭相場が自由相場で

あったことはすでに前節で述べた｡19世紀初頭に至るまで､市場における銀銭相場は国幣

制度の固定相場との間に大きな開きがなかったが､19世紀初頭からの銀流出は市場におけ

る銀高銭安を引き起こし､このような状況が 19世紀半ばまで続いた[謝杭生 1988p.203]｡

19世紀前半の銀高銭安は､まず清朝の財政に影響をもたらした｡清朝の主な財政収入で

あった地租は庫平銀建､庫平銀納であり､農民の日常的な収入は制銭によっていたO市場

の銀高は農民の税負担を増大させ､税収をめぐる官民の対立を深めた｡そして銀高銭安は､

制銭制度を動揺させた｡清朝の制銭鋳造は､庫平銀でコス トを計算したため､市場におけ
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る制銭相場の下落は制銭の鋳造に赤字をもたらし､各地の官立制銭鋳造局を鋳造停止に追

い込んだからである [中国人民銀行総行参事室金融史料組編 1964pp.75-82]｡

しかし､銀高銭安は銀銭供給の相対的な数量変化を反映したものであり､制銭供給の過

剰を意味するものではなかった｡実際､市場の制銭需要に対してその供給は不足していた

[彰信威 1958p.837]｡そこで､各支払協同体は制銭供給の不足を補うように民幣制度を進

化させた｡つまり､リ東銭､中銭などの民間銭単位の使用は､各地の支払協同体の間に広が

り4､分換紙幣の性質を持つ銭票の使用も頻繁になった [中国人民銀行総行参事室金融史料

組編 1964pp.123-42]｡

清朝の官僚は､銀高による税負担の増加がもたらした民間の不満を緩和し､財政収入を

確保するために､国幣制度による財政運営の原則を緩め､民幣制度の一部を財政制度に取

り入れて財政制度の改革を行った｡1820年代､全国各地の地方政府は続々と地租の庫平銀

建､庫平銀納入を民間銭単位建､制銭納入-と変更し､税負担の増加に起因した社会不安

を回避した｡地租の制銭納入は財政収入における制銭の割合を増大させた｡それと同時に

清朝は官吏､兵士の俸給の一部分を制銭で支給する政策をとり､財政支出における制銭の

割合を増大させた｡このような財政収支における制銭使用の増大と庫平銀使用の減少は､

国幣制度における銀銭固定交換比率の切り下げ (1両-1000文 ･枚から2000文 ･枚-)

を可能にした5｡

4民間銭単位の使用については､山本 (2005a､2005b)を参照されたい｡

519世紀前半における清朝の財政制度の改革については､山本 (2005b)を参照､国幣制度
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以上で見てきたように､19世紀前半の銀高銭安は清帝国通貨システムを動揺させたが､

清朝は財政制度と国幣制度のルール調整を通じて帝国的な通貨統合を維持したOしかし､

アロー戦後になると､対外貿易の拡大に起因した国内取引量の増大は､現地通貨に対する

需要を高め､19世紀前半に続いた銀高銭安は一転し､銭高が急速に進んでいった｡民幣制

度における民間銭単位と銭票の使用は､制銭供給の硬直性を克服し､現地通貨銭に対する

需要拡大に対応する仕組みであったが [黒田 1994p.91]､19世紀の後半になると､この仕

組みは絶対的な制銭供給の不足によってその機能の限界に達したO各地の官立制銭鋳造局

は深刻な制銭不足に対応するために､重量と品位を落とした軽質制銭の鋳造に踏み切らざ

るを得なかった｡各官立制銭鋳造局が1880､90年代に鋳造した制銭を見ると､制銭の軽量

化が進み､その統一性も喪失した[中国人民銀行総行参事室金融史料組編 1964pp.579-83]｡

制銭制度は1890年代になると決定的に崩壊した｡

制銭制度の崩壊と一は対照的に､民幣制度は一層の進化を遂げた｡19世紀の初頭には金属

貨幣の使用を最大限に節約できる預金通貨の使用が個別の支払協同体に見られたが6､19世

糸己後半になると､各開港場を中心に地域間決済通貨･民間銀両通貨の預金通貨が形成され､

上海の九八規元､天津行化銀､営口過炉銀はその代表的なものであった｡次章で述べるよ

の改革については中国人民銀行給行参事垂金融史料組編(1996)pp.101-23と張家擁(1925)

第5編､p.31を参照｡

619世紀初頭､潮海沿岸の蓋平で商人が振替通貨を使用した記録はある [中国人民銀行総行

参事室金融史料組編 1964pp.123･4頁]｡
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うに東三省の場合､各商業中心地に現地通貨 ･民間銭通貨の預金通貨が定着した｡そして

各支払協同体の商人は､預金通貨の過剰発行を規制 し､支払協同体内の信用秩序を維持す

るために､営口過炉銀のような振替通貨の決済制度､上海匪劃制度のような手形交換制度

を整備 した｡

制銭制度の崩壊と民幣制度の進化は､清朝の通貨統合力の喪失､清帝国通貨システムの解

体を意味した｡新たな通貨統合の様式を模索するように､清朝の革新官僚は1880年代から､

銀元本位制と中央銀行の建設という通貨制度近代化論を唱え始めた了｡洋務運動による近代

機械工業の勃興は鋳貨の製造コス トを大幅に低下させ､通貨制度の近代化に技術的な可能性

を提供した [宮下 1952p.46]｡

通貨制度近代化のスター トを切ったのは､洋務派のリーダー張之洞であった｡彼は､両

広総督在任中の 1890年に広東省の銀元鋳造を､湖広総督在任中の 1893年に湖北省の銀元

鋳造と官銀号の設立を実現した8｡

日清戦後､清朝は広東省､湖北省の実績に鑑み､各省に出された銀元鋳造､官銀号設立､

紙幣発行の請求を吹々に許可し､省 レベルでの通貨制度近代化改革を押し進めた｡それと

同時に､清朝は銀貨幣の鋳造発行に対する自由放任の政策を転換し､銀元の鋳造と発行が

貨幣高権であると主張し､民間と外国人の銀元鋳造を禁止 し [中国人民銀行総行参事室金

融史料組編 1964pp.683-6]､通貨の鋳造と発行に対する全般的な独占を始めた｡

7各官僚の建白は中国人民銀行総行参事室金融史料組編(1964)pp.626-71を参照されたい｡

8湖北省における張之洞の幣制改革については黒田 (1994)を参照されたい｡
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第 2節 東三省における清帝国通貨システム

本節では､まず封禁政策の実施と解除後の農業開発の状況を確認し､次に封禁政策が東

三省の国幣制度と民幣制度にもたらした特殊性､その解除が東三省の通貨制度にもたらし

た混乱を明らかにする.そして最後では､通貨制度の混乱に対処するために､東三省の各

政府と各支払協同体が実施した対応策を検証する｡

Ⅰ 禁封政策の解除と東三省の土地開発

封禁政策が始められた1750年代の東三省においては､奉天省の遼河下流地域､吉林省の

書林､伯都納の周辺が開発された農耕地域であった｡黒龍江省では黒龍江城 (愛曜)､墨ホ

根､呼蘭といった軍事拠点の周辺に官庄が設けられたが､開発面積はもっとも大きかった

呼蘭城周辺の場合でも､わずか6万桐であった [満鉄産業部 1927p.3､p.17]｡

封禁政策が実行された百年の間に､東三省の農業開発はわずかしか進展しなかった｡奉

天省においては錦州､盤山､養息牧場､昌図表地の一部分は ｢流民｣によって開墾されたD

吉林省においては､泣林､阿勘楚噂､双城壁､伯都納､涼水泉が在京満族人の移住計画､

長春､農安の蒙地が ｢流民｣によって開墾された [満鉄産業部 1927pp.20-1]｡黒龍江省に

おいては､開発はほとんど行なわれなかった｡

封禁政策の解除は営口の開港より少し早く､1855年に吉林省から始められた｡営口貿易

は開港後から1890年まで大きな増大を見せなかった｡このことから､貿易より封禁政策の

解除が東三省の通貨に与えた影響は大かったと考えられるD吉林省の土地払下げは急速に
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進められ､1892年享で 138.89万桐の土地が払い下げられた [p.122表 1･1]9｡しかし､土

地払下げ収入を記録する史料はまだ見つかっていない｡

黒龍江省においtは､可耕地120万的の呼蘭､巴彦地域は1862年から部分的に開放され､

El清戦後から通塾､克音､巴秤明水泉､郭ホ羅斯後旗と札頼特蒙地が開放され､日露戦争

まで合計 117万桐の土地が払い下げられた｡日露戦後は黒龍江省の全体開放時期であった0

1905年～1908年は473万的[p.123表 1-2]､1907年 3月～1909年 3月は224万的､1909

年以後は127万的 10､合計824万桐の土地が払い下げられた.

黒龍江省の 1898年以前の土地払下げ収入に関するデータはなかったが､1898年から

1909年までの土地払下げ代金は合計800万両以上であり [p.124歳 1-3]､同時代の財政収

入 [p.125表 1-5]に比べるとその金額の大きさは明らかになるC

奉天省の土地払い下げは吉林省と黒龍江省より遅く､1877年､朝鮮と国境を接する東部地

域と北部の盛京囲場から始められた｡1898年までの状況に関する記録は義和団事変の混乱の

91892年以後の土地払下げ面積については､1893年～1903年のデータがなく､1904-1908

年はわずか5.2万桐であった｡1909年の吉林省の納税耕地面積が189万であった数値から､

可耕地の大部分は 1855年から1892年の間に払い下げられたと判断することができる [徐

世昌編 ･書林師範学院古籍研究所整理 1989pp.1249-51､書林荒任務各局勘放生熟荒地並収

過荒価数日表､吉林全省旗地昇科分年奏報原地相成数日表､吉林各属民地清賦分年奏報原

浮地数表]｡

10万福麟監修･張伯英総纂(1933)pp.369･70､徐世昌編･書林師範学院古籍研究所整理(1989)

p.1253黒龍江全省墾務一覧表を参照｡
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中に散逸した01899年から1908年までの土地払下げ面積は少なくとも238.9万的であり､

その収入は800万両以上であった [p.124表 1-4]｡1906年から1908年末までの間に払い下

げられた面積がわずか4.7万的であったという史料の記述から [徐世昌編 ･書林師範学院古

籍研究所整理 1989p.1104]､大規模な土地払下げは1906年までに終了したことが分かる｡

Ⅱ 封禁政策解除後の通貨混乱

封禁政策が実行された 1750年代､吉林より北の地域では制銭の流通が見られなかった｡

その後の百数年の間に､制銭鋳造局は設けられず､必要な制銭は中央政府からの支出によ

って供給された｡奉天省には制銭の供給が多かったが､1795年以後の黒龍江省は毎年 1600

吊の制銭しか受け取らなかった11｡

1800年前後から､東三省農産物の移出禁止政策は部分的に緩和された [東北三省中国経

済史学会･撫順市社会科学研究所編 1987p.39]｡こうした限られた貿易を通じて制銭の使用

を節約する中国本土の民幣制度のやり方が東三省に伝わっていった｡陸上交通の要衝であ

った奉天省の錦州では東銭制度が形成され､商人の銭票発行も盛んとなり [山本 2005a

pp.322-45]､海上貿易の中心地蓋平の商人は振替通貨を使い始めた [中国人民銀行総行参

事室金融史料紙編 1964p.123-4]｡黒龍江省のチチハルにおいては､貿易の先駆者山西商人

の進出に伴って中銭制度が1800年代に形成され､私帖は制銭不足を補う手段として日常的

11万福麟監修 ･張伯英総纂 (1933)p.978､任国緒主編 (1994)『富海伏波大事記 (外五種)』

に収録される [清]長白西 『黒龍江外記』p.946､孔経線主締1990pp.189･90を参照｡
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に使われていた [稲葉 1935p.413､万福麟監修 ･張伯英総纂 1933p.978]｡

民間における民間銭単位と銭通貨使用の拡大に伴って財政における制銭の使用も増えて

いった｡奉天省はもともと制銭の供給が豊富で､1760年代から銀納地租の一部分を制銭で

納入することが許された｡吉林省は 1844年に地租の制銭納入と俸給の制銭支給を部分的に

採用した｡黒龍江省の地租は現物納入であり､流通税は銀建で､その金額はわずかであっ

た [石田1964p.265､長順 (清)修､吉林師範学院古籍研究所整理 1986p.515､p.679､万

福麟監修 ･張伯英総纂 1933p.705､p.750]｡そして､奉天省と黒龍江省の封禁解除後の土

地払下げの代金も民間銭建となった [万福麟監修 ･張伯英総纂 1933p.707､王樹粗 菓廷饗,

金統敵等纂 ､京方文史払弔編輯委員会点校 1983p.3318]｡

封禁政策解除後の農業開発は大量の資金を要求したが､低価値､運搬不便の制銭で開発

投資を行うことは困難であった｡このため､吉林省の吉林は 1860年代に､黒龍江省の呼蘭､

巴彦､妥化は 1880年代に､深刻的な制銭不足に陥ったCこれらの支払協同体の商人は､想

帖と呼ばれた全額免換の私帖の代わりに扶余と呼ばれた部分食換の私帖を発行し､制銭使

用の更なる,節約と免換圧力の分散に努めたO抹允は取引の際に制銭､劉 占と同じように使

うことができたが､食換の際には､所持者は支払協同体内の商人の申し合わせに従って､

発行商及び発行商と取引関係のある商人のところで制銭が部分ずつ交付された12｡

12抹食の允換方法にづいては､山本 (2007)､長順 (清)修､書林師範学院古籍研究所整理

(1986)p.704､中国社会科学院中国辺塞史地研究中心主編 (1988)p.639､中国人民銀行

総行参事室金融史料組編 (1964)p.1032を参照されたい｡
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制銭不足を抹食の発行で補 う方法は､吉林で 1880年代初頭に､黒龍江省の呼蘭､巴彦､

妥化で 1890年代初頭に限界を迎えた｡社会問題として現れたのは､まず日常取引に必要な

小額通貨の不足であった｡これらの都市において､農民は食糧の販売代金として扶余を入

手し､生産物資と生活用晶を購入することができたが､制銭については一食の代金を支払

う金額す ら入手することができなかった [中国人民銀行総行参事室金融史料組編

1964p.1030､中国社会科学院中国辺蛮史地研究中心主編 1988p.448]o

次に､抹允の過剰発行は物価上昇を惹き起こした｡東三省の貿易構造は農産物の移出と

生活用晶の移入であった｡移入晶の決済は地域間決済通貨銀両を使い､小売価格は民間銭

単位で建てられた｡抹允は商人の自由裁量によって発行され､適切な規制がなかった場合､

その発行高は景気上昇期になると過剰になりがちであった｡そして抹食の過剰発行は､銀

両相場､ひいては民間銭単位 ･中銭建の小売価格の上昇を惹き起こしていた [中国人民銀

行総行参事室金融史料組編 1964p.1030]｡

財政運営においては､制銭供給の不足と抹全発行の増大が税金を制銭で納入する原則を

揺るがしたO吉林将軍は 1865年から地租の8割､1871年から焼鍋税､資金の全額を抹允

で納入することを決めたO1883年になると､抹食で納められた税金は 40万吊余に達し､

この金額は 1883年の地租収入､1884年の税収総額 90万吊余の半分に相当した13｡

抹食を含めた民幣が財政運営に入ったことは､以下の 2つの問題を生じさせた｡ 1発行

131884年税収総額の内訳は､雑税土税 9.7万吊､地租 40万吊余､焼鍋 12.9万吊､資絹斗

税 30万吊余であった [長順 (晴)修､書林師範学院古籍研究所整理 1986pp.704-5]｡
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商の倒産による民間の信用不安がただちに政府財政を脅かした14｡しかし､追加的な制銭供

給がない限り､制銭による税金納入の原則を貫くことは非現実的であった｡黒龍江省の場

合､税金の制銭納入に固執した結果､租税の滞納が頻発した [中国社会科学院中国辺蜜史

地研究中心主編 1988p.424]｡

ii支払協同体の中にしか流通できなかった民幣が､より広範な財政資金の循環に乗って

流通することは､財政運営の円滑を損なった｡吉林省軍人の俸給を例にとって見ることに

しよう｡軍人の俸給は吉林で書林商人の発行した私帖によって支出されたが､書林商人の

発行した私帖は軍人の駐屯地で流通できなかった｡そこで､軍人達は書林で吉林商人の発

行した私帖を銀両に両替して駐屯地に持ち帰り､駐屯地で再び銀両を現地商人の発行した

私帖に両替した｡軍人の俸給収入は何回かの両替が不可避となり､不安定なものとなった

[吉林桔案館 ･書林師範学院古籍研究所編 1991pp.411･2､中国人民銀行総行参事室金融史

料粗筋 1964p.1030･1]｡

Ⅲ 政府対応の限界と民幣制度の進化

1884年､古林将軍希元は制銭の供給不足と追加的な制銭供給が困難であるという実情を

認め､彼は抹全発行の杜絶､小額通貨の供給増加､物価安定､財政運営から民幣の排除を

14輝春副都統衛門は 1889年に､古林で受取った軍人俸給を商人の手形に換えて､輝春に持

て帰って軍人に支払おうとしたったが､商人の倒産によって手形は取り立て不能となった

[書林梢案館 ･書林師範学院古籍研究所編 1991p.415]｡
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同時に実現するために財政制度の改革を行った｡具体的な財政改革措置は､銀銭相場を固

定してから､一部分税金の納入貨幣を制銭から銀両へ変更することであった｡そして税金

の銀納をスムーズに推進するために､吉林機器局は吉 (｢)平銀 1両､7､5､3､1銭の銀

元を試行的に鋳造した [長順 (清)修､古林師範学院古籍研究所整理 1986p.521､p.705]｡

この中国最初の機械製銀元は吉林の民間銀両通貨の単位を使ったに対して､清朝の通貨制

度近代化改革が始まった1890年以後に鋳造した銀元は､国幣庫平銀両､分､銭の単位を使

った｡こうした本質的な違いは1884年における古林の銀元鋳造が通貨制度近代化の一環と

してみなされない理由である｡

書林将軍の銀元鋳造と逆に吉林商人は制銭の鋳造を強く求めた｡制銭の鋳造は損失を伴

うものであり､財政も鋳造損失を補填する余裕がなかったOそこで吉林商人は付加税を新

設し､制銭鋳造の欠損を補うよう自発的に提言したC制銭鋳造に対する書林商人の強い要

望は､中央政府に許可され､官立制銭鋳造局･宝吉局は1887年5月に創立された[長順 (清)

修､吉林師範学院古籍研究所整理 1986p.706]｡

宝吉局の制銭鋳造が始まって間もなく､吉林の制銭不足は緩和され､抹免の発行は1887

年末に禁止された｡しかし､宝書局の鋳造設備は4機で､1機の鋳造能力は毎日90吊に過

ぎなかった｡鋳造高は鋳造損失の拡大に伴って減らされつつ､1893年になると､稼働設備

はわずか 1機となったoこの間､吉林将軍は､制銭の移入､中央政府の制銭による財政資

金の支給を通じて追加的な制銭供給を確保した [長順 (清)修､書林師範学院古籍研究所

整理 1986p.705､pp.707･9]｡

吉林省での銀元鋳造が本格的に行われなかった理由については､一般的な見解は日常取
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引にとって銀元の価値が高すぎだとされている｡しかし滑帝国通貨システムの特徴を考え

れば､地域間駄済通貨銀による現地通貨銭の代替が困難であったことも無視できない理由

であると筆者が考える｡ここではこの理由を説明しておこう｡19世紀後半における通貨需

給の状況は､制銭の需要に対する制銭の供給､銀両の需要に対する銀両の供給がともに不

足していたが､制銭供給の不足がより深刻であった [謝杭生 1988p.210]｡このような状況

のもとでは､制銭不足を銀元の鋳造で解決するには大量の銀が必要となり､そしてある支

払協同体だけは地域間決済通貨銀に現地通貨銭の役割を果せると､この支払協同体と他の

支払協同体との間に銀相場の開きが現われやすく､利鞘を狙 う銀の流出入は支払協同体内

の通貨供給の安定性を損ないかねなかった｡

地域間決済通貨銀による現地通貨銭の代替が困難であるという以上の推測は1890年黒龍

江省の信用秩序の振乱によって裏付けられた｡制銭不足のため､1890年黒龍江省の税金滞

納額は十数万吊余に達した15.問題を解決するために､黒龍江将軍は税金の一部分を銀で納

入する政策をとっf;｡しかし､銀の供給も充分ではなく､税金納入期になると､銀需要の

高まりはその相場を上昇させ､民間の税負担を増加させただけでなく､地域間の銀相場の

15地租滞納問題の深刻さは､1887年46万吊､1905-08年毎年 100万吊未満の地租収入に

比べると明らかになるだろう｡地租滞納額は中国社会科学院中国辺蛮史地研究中心主編

(1988) p.424を参照01887年の地租収入は任国緒主編 (1994)に収録される [滑]徐

宗亮撲 『黒龍江述略』を参照｡1905-08年の地租収入は除世昌 ･書林師範学院古籍研究所

整理 (1989)p.1185附予算暦年増収大小租数日表を参照｡
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開きは､銀資金の移動を活発させ､各支払協同体内の銀銭相場を動揺させ､信用秩序を混

乱させた [中国社会科学院中国辺彊史地研究中心主編 1988p.424､pp.448-9､黒龍江省金融

志編委会 1989p.1]｡

地域間決済通貨銀による現地通貨銭の代替策が失敗した現実を前にして､黒龍江将軍は

1893年に制銭の鋳造を中央政府に求めたが､許可されなかったoそこで将軍は商人の相互

担保を条件に信用のある商人に私帖の発行権を与え､私帖による税金の納入は黒龍江省の

一部の地域では1905年まで続いた[中国社会科学院中国辺彊史地研究中心主編 1988p.424､

pp.448-9､黒龍江省金融歴史編写組 1991p.336]｡

以上で見てきたように､封禁政策解除の後､各省政府の通貨政策の目的は小額通貨の供

給､物価安定､税収入の確保にあった｡開発に伴う通貨需要の高まりに対して通貨供給が

不足であったことは､各支払協同体の商人にとって大きな問題となったo各支払協同体の

商人は振替通貨の発行を通じて支払協同体内の通貨供給量を増やし､決済制度 (振替通貨

の債権債務の相殺尻を銀両で決済する制度)の整備を通じて過剰な信用創出を防ぎ､支払

協同体の対外均衡を維持した｡本節の最後では､東三省における主な振替通貨とその決済

制度を見ておこう｡

東三省の主な支払協同体の振替通貨は､営口過炉銀 (営平両単位)､奉天過碍銭 (中銭単

位)､書林抹銀､長春抹銭 (中銭単位)であったCこれらの振替通貨は 1860年代から形成

されたと言われる [朝鮮銀行東京調査部 1921p.22]｡営口過炉銀については､先行研究が多

数存在し16､実態が知られているので､ここでは説明を省略する｡奉天過碍銭の決済期は3

16満鉄調査課 (1910)､宮下忠雄 (1953)｡
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月 15日と9月 17日 [関東都督府 1907p.84]､長春抹銭の決済期は3､6､9の付く日であ

ったD古林抹銀は3､6､9､12月の4､14､24日に一定な割合で分割決済の形をとった [満

鉄調査課 1910p.116-7､p.181]｡決済の場所は商人のギル ト組織商務会であったことから､

決済に関する諸規定は商人の公議の上で決められたものだと思う｡

吉林抹銀､長春抹銭の決済はどのような貨幣によって行われたかは不明であるが､20世

紀初頭における奉天過璃銭の決済は銀両で行なわれた｡つまり､奉天の商人は､過碍銭の発

行を通じて奉天の通貨供給の弾力性を保ち､過砺銭債権債務の相殺尻を地域間決済通貨銀で

決済することを通じて過砺銭の過剰発行を防ぎ､奉天の対外収支の均衡を維持した｡

奉天過砺銭は日露戦後まで､吉林抹銀と長春抹銭は少なくとも1900年代の末まで機能し

た [関東都督府 19G7p.85､満鉄調査課 1931bp.29-30､満鉄調査課 1910p.181]｡言い換え

れば､封禁政策の解除から省政府主導の通貨制度近代化が始めるまで､各支払協同体の有

力商人は支払協同体内の通貨供給者と信用秩序の維持者となっていた｡
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第3節 東三省における通貨制度近代化の進展

本節では､まず各省の通貨制度近代化が省政府所在地の民幣制度の枠組の中から出発し

たことを検証し､次に 1907年末から1909年半ばにかけての東三省全域の通貨制度近代化

が､強力的な金融機関の不在と恐慌の発生によって失敗したことを実証し､そして東三省

地域の特殊性という制約を受けながら遂行された清朝の全国レベルの通貨制度近代化は､

省幣制度という必顔な帰結をもたらしたことを説明する.

Ⅰ 民幣制度の中からの近代化始動

第 1節で述べたように､清朝は1890年代初頭から省レベルでの通貨制度近代化改革を試

み始めた｡書林将軍延茂は1896年に､制銭の不足を解決するために銀元の鋳造を行うよう､

中央政府に請願した｡この請求はただちに批准され､書林銀元局はこの年から銀元鋳造を開

始した｡

この時の吉林銀元鋳造は 1884年の銀元鋳造と違って､地域間決済通貨銀による現地通

貨 ･中銭の代替策ではなく､本省銀元の現地通貨化政策を目指すものであったO本省銀元の

現地通貨化は､書林鋳造銀元と民幣中銭の相場を固定し､そしてこの固定相場を市場におけ

る中銭建の銀両と外来銀元 (外省､外国銀元)の相場より高く維持する政策であった｡この

政策の狙いは､銀地金の吸収､古林銀元の鋳造拡大と鋳潰流出の防止､現地通貨 ･中銭供給

の拡大にあったo

黒龍江省の銀元鋳造計画は､義和団事変の混乱で実現することができなかった｡そこで黒

龍江省は吉林省に銀元鋳造を委託し､省内各支払協同体の中銭供給不足を緩和するために､

吉林銀元の現地通貨化政策をとった[中国社会科学院中国辺彊史蝿研究中心主編 1988p.630､
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黒龍江省金融歴史編写組 1991p.337]｡書林銀元の鋳造高は不明であるが､鋳造利益は､1896

年 11月から1897年 11月までが3.7万両､1898年 19万両､1899年上半期 11.5万両､1906

年 24.4万両であった [中国人民銀行総行参事室金融史料組編 1964p.794､p.802､p.831]｡

こうした鋳造利益の拡大から鋳造高の増大を伺うことができる｡

奉天省は 1898年から銀元鋳造を開始し､最初のうちに奉天鋳造銀元の対束銭の相場を銀

両と外来銀元と同じような市場相場を採用した｡しかし､奉天省の銀元鋳造は奉天市場に

おける銀元の需給関係に変化をもたらし､東銭相場の動揺と市場の混乱を惹き起したDそ

こで､奉天省政府も吉林省に倣い､奉天鋳造銀元の対束銭相場を外来銀元､銀両の市場相

場より高い固定相場を採用し､奉天鋳造銀元の現地通貨化政策をとった [王樹楠 ･呉廷壁 ･

金硫敵等幕､東方文史叢書編輯委員会点校 1983p.3408]｡

銀元鋳造の直後に行われた各省立金融機関の設立は外国金融資本の東三省進出に関係し

ていた｡ロシアは 1898年 3月に ｢パグロフ条約｣の調印によって旅順､大連の租借と東清

鉄道南部支線の敷設権を獲得した｡鉄道建設に伴って東清鉄道の機関銀行であった露清銀

行の支店網とルーブルの流通が鉄道沿線に広がった｡露晴銀行は中国人鉄道建設者に対し

て賃金を支払う上で､吉林銀元だけでは足りないために､ルーブルで賃金を支払いたいと

吉林将軍延茂に申し出た｡ルーブル補助銀貨の使用については､将軍は銀ルーブルを銀地

金と見倣し､市場における銀地金の中銭相場で銀ルーブルの使用を許可した｡本位通貨金

ルーブルとその允換紙幣の使用に関する将軍の立場は､もし所持者が制銭-の両替を要求

するなら､露清銀行はこれに応じるべきというものであったD延茂のこうした対応によっ

てルーブルは流通の末梢と財政資金の循環に浸透することができず､露清銀行の国際的な
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為替業務を通じて吉林省の対外決済通貨の役割を果すようになった｡

ロシア通貨の浸透に対抗するべく､吉林省は 1898年 6月に書林永衡官帖局を設立した｡

書林永衡官帖局は当初､銀元単位の官帖を発行 したが､中鎗政行のもとで銀元官帖の流通

が広がらなかったため､吉林永衡官帖局は民幣制度にのっとって中銭単位の官帖を発行し

たo書林官帖は部分食換紙幣であったoつまり､書林永衡官帖局は古林銀元と中銭の固定

相場にもとづいて､金換請求額の2割を書林銀元で､残りの 8割を小額官帖で交付したO

部分食換制度の狙いは､小額官帖の不換紙幣化による允換圧力の軽減 [満鉄調査課

1931bp.7]と官帖と銀元の部分的なリンクによる官帖信用の維持にあったo

吉林省と違って､黒龍江省は露清銀行の後退によって自らの金融機関の設立に迫られた｡

義和団事変の時､黒龍江省の主要都市チチハル､呼蘭はロシア軍隊の侵入によって金融逼

迫に陥ったが､ロシア軍隊の占領に伴って設立された露晴銀行の支店は､低利資金の供給

を行い､市場はやがて緩和した0日露戦後まで､黒龍江省の各主要都市においては､露清

銀行が重要な信用供給者の役割を果した [満洲中央銀行調査課 1936p.礼

日露戦後､本格的に始められた黒龍江省の土地払い下げと農業開発は信用供給の拡大を

要求したが､露清銀行はロシアの敗戦という事儀を前にかえって信用の収縮を行なった｡

信用供給不足の問題を解決するため､黒龍江広信商務公司(以下は広信公司と略す)が1905

年に商人の提言のもとで設立された｡黒龍江省の財政は貧弱で､政府に経営人材もなかっ

たため､広信公司が財政資金20万両､商人資金 31万両の半官半民の機関として設立され､

その経営は大商人に握られることになった [満洲中央銀行調査課 1936p.3-5]｡

広信公司は民幣制度の慣行に沿って中銭単位の黒龍江官帖 (1割食換)を発行した｡官帖
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の流通を広げるため､省政府は官帖以外の通貨による租税の納入を禁止し､広信公司は呼

蘭､巴彦など重要な都市に支店を構えて､官帖による私帖の回収を進めた [清洲中央銀行

調査課 1936p.7､黒龍江省金融歴史編写組 1991p.336]｡租税納入における官帖の排他的な

特権と広信公司の省内為替業務の展開と相まって､黒龍江官帖の流通は急速に広がってい

った [p.125表 1･6]｡

青黒両省は肥沃な農耕地域､呼蘭平野を共有し､両省の各支払協同体は同じ中銭制度を

使用 し､そして黒龍江省は吉林省に銀元の鋳造を委託していた｡こうした共通点を踏まえ､

両省政府は両官帖の額面金額と対吉林銀元の相場を統一し､租税納入の際に両官帖ともに

使える政策をとり､両省統一通貨雄の建設に努めた｡

こうした政策的な努力にもかかわらず､黒龍江官帖は古林官帖より信用度が低かったた

め (p.125表 1･6両官帖の市場相場を参照)､吉林省で流通範囲を広げることができず､租

税納入の際に拒否されたこともあった [万福麟監修 ･張伯英総纂 1933p.998]o吉黒両省統

一通貨圏の建設は ｢満洲事変｣勃発まで実現することができなかった｡

奉天省においては､日露戦争に起因した恐慌は1898年に設立された奉天華盛官銭局を倒

産に追い詰めただけでなく [呉 ･尚 ･楊 ･王 1992p.147･9]､日本通貨に流通拡大の余地を

与えた.つまり､恐慌の最中､奉天将軍廷茶は円銀允換軍票の対束銭相場を 1円につき 6

吊600文に固定し､円銀免換軍票による税金の納入を許可した [佐々木 1940p.10]｡

戦後間もなく､軍票の回収と横浜正金銀行券の発行が日本植民地金融政策の一環として
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行われた17.日本通貨の流通拡大に対する危機感をつのらせた奉天将軍溝ホ巽は1905年 11

月に省立奉天官銀号を設立した｡奉天官銀号は1906年から東銭官帖の発行を停止し､小洋

食換紙幣､奉天小津票の発行を開始し､それと同時に奉天商人の銭票と過砥銭の発行は禁

止された [関東都督府 1907p.31･41､p.75･90]｡奉天においては､東銭制度が日露戦後まも

なく消滅し､奉天官銀号の奉天小洋票発行拡大に伴って小洋本位制度が確立した｡1907年

以後一気に拡大した奉天省の財政規模 [p.125表 1-5]は奉天における小洋本位制の確立に

大きく寄与したと思われる18｡

Ⅱ 東三省全域の通貨統一計画の失敗

前節で見てきたように､日露戦後になると､各省は自らの銀元鋳造機関と省立金融機関

をもつようになった｡吉黒両省の金融機関は民幣制度の枠組の中で官帖の勢力を伸ばして

いった｡これに対して､奉天省は民幣制度 ･東銭制度の廃止と小洋本位制度の確立を実現

した｡

1907年､清朝は東三省で督撫制の行政改革を行った｡督撫制のもとで､三省の将軍は裁

撤され､その代わりに東三省総督と省巡撫の行政ポス トが新たに設置された｡東三省総督

17日露戦後の軍票流通については､石川亮太前掲2004論文を参照されたい｡

18盛京戸部は1905年に撤廃され､その権限のほとんどを奉天省度支司に移譲した [満鉄調

査課 1913p.1]｡奉天省の財政規模の拡大は戸部から移譲された財政収入によるものと思わ

れる0
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は奉天に駐在し､各省の軍政と民政長官であった巡撫を管轄した｡後の中華民国大統領徐

世昌は､1907年半ばから 1909年半ばにかけて東三省総督に在任した｡彼は在任中に､東

三省全域における銀元本位制度の確立､通貨統一､中央銀行の建設を試みた [徐世員編 ･

吉林師範学院古籍研究所整理 1989p.1288-9]｡

徐総督の康三省通貨銀行制度改革は､本位貨幣の集中鋳造から始まった｡1907年当時､

清朝は集中鋳造の方針を明確にした上で中央造幣総場の建設を完了したが､本位貨幣大洋

の重量と純分をめぐる論争はまだ決着がついていなかった｡小洋が広く受けられていた東

三省の現状を鑑み､徐総督は書林銀元局の鋳造停止と奉天造幣分場への小洋鋳造集中とい

う過渡的な措置をとった [張家旗 1925第4編第 1章p.5､徐世昌編 ･書林師範学院古籍研

究所整理 1989p.1296]｡

集中鋳造と同時に行われた本位制度の確立と允換紙幣の集中発行は､以下のような順番

で進められた｡奉天官銀号は東三省官銀号に改称され､この東三省官銀号は東三省の中央

銀行として青黒両省に支店を設け､吉黒両省の支店は小洋食換紙幣の発行と官帖の回収を

行った [徐世昌編 ･書林師範学院古籍研究所整理 1989p.1289､中国人民銀行総行参事室金

融史料組編 1964p.997-8]｡そして東三省官銀号の吉黒両省の支店が発行した小洋食換紙幣

を流通に定着させるため､東三省総督はそれによる租税の納入を許可した [清洲中央銀行

調査課 1936p.13-4､一満鉄調査課 1931bp.11]｡

黒龍江省における東三省官銀号の支店､黒龍江官銀分骨は 1908年初頭､チチハルで設立

され､小洋食換紙幣の発行を開始した｡ しかし､黒龍江省内においては官帖が選好され､

小洋食換紙幣は奉天省 との為替決済にのみ使用された｡黒龍江省は奉天省に対 しで恒常的
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な入超であったため､発行高 100万未満の小洋食換紙幣の8､9割は奉天-流出し､東三省

官銀号奉天本店で允換請求された｡こうした免換請求に負担を感じた東三省官銀号は1909

年に黒龍江官銀分号を黒龍江省政府に譲渡した [黒龍江省金融志編委会 1989p.10､清洲中

央銀行調査課 1936p.14､p.16､黒龍江省金融歴史編写組 1991p.55]｡

吉林省において､書林永衡官銭局は書林永衡官帖局の中に付設され､小洋食換紙幣の発

行を行った｡書林永衡官銭局の小洋食換紙幣の発行高もなかなか伸びなかったO充分な正

貨準備がなかったことはその1つの理由であるが､そこにはもう1つの事情も働いていた｡

すなわち､1907年に設立された大清銀行の長春支店は､小洋食換紙幣を発行し､そして大

浦銀行の全国的な為替決済網を利用し､各地向け為替の売出を行なっていた｡こうした大

将銀行長春支店による対外決済手段の供給は､吉林永衡官銭局が小洋食換紙幣を発行する

必要性をなくした [満鉄調査課 1931bp.11､p.13-4]｡

そして､東三省通貨統一計画を挫折させたもう1つの出来事は､1907年アメリカから発

した金融恐慌の影響を受けて発生した営口巨商東盛和の倒産であった｡1907年末に倒産し

た東盛和の債務は700-800万両にのぼり､大滑銀行のリー ドのもとで2年後やっと整理さ

れた190東盛和の倒産が東三省経済に与えた影響の大きさは､その債務総額と各省の財政収

入 [p.125表 1･5]との比較を通じて伺 うことができると思う｡

黒龍江省においては､東盛和の倒産に起因した金融逼迫は広信公司の不良債権を一挙に

表面化させた｡日露戦後の開発ブームの中で､広信公司は官帖の増発を行いながら､重役

19東盛和倒産案の始束を記録した重要な文献は､大滑銀行営口支店が 1909年編集した 『東

盛和債案報告』である｡
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であった大商人たちの土地投機に融資した｡この結果､1908年初頭における黒離江官帖の

発行高は1300万吊､当時の相場小洋 1元-官帖3.75･4.58吊 [p.125表 1-6]で換算すると

約 280-340万元であったのに対して､その正貨準備は小洋に換算して70万元未満に過ぎな

かった20｡

黒龍江省は広信公司を危機から脱出させるために民間棟を買い上げ､銀の省外-の流出

を禁止した｡省立金融機関となった広信公司は官帖の食換停止､公定相場の撤廃を行い､

官帖 1000万吊余を増発しながら､特産輸出とルーブル､銀元､銀両などの通貨取引を行い､

官帖の正貨準備高を高めた [黒龍江省金融歴史編写組 1991p.8､p.39､pp.338-9､満洲中央

銀行調査課 1936p.8､徐世昌編 ･吉林師範学院古籍研究所整理 1989p.1299]｡

吉林省においては､書林の大商人徳昌源は東盛和倒産のあおりを受けて倒産し､そして

古林は金融逼迫に陥った｡当時､吉林省の第二の都市長春では､長春抹銭と古林官帖が市

場の信用需要を賄っていた｡営口の金融逼迫は長春から営口-の銀両流出を､書林の金融

逼迫は長春から書林-の吉林官帖の流出をもたらしたため､銀両あるいは古林官帖建ての

長春抹銭の相場は下落した｡恐慌の最中､長春金融業者が倒産し､商人は抹銭の発行を控

えるようになったが､時期はちょうど農産物の出荷期であった｡そこで吉林省政府は銀両､

銀元の移出を禁止し､書林永衡官帖局は､吉林官帖の固定相場を撤廃し､1908年末まで数

20正貨準備の内訳は銀両 10万両､小津53万元であった [徐世昌編 ･書林師範学院古籍研究

所整理 1989p.1299]0
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回にわたって官帖による救済融資を行なった21｡救済融資は､官帖発行高の増大と準備金の

低下をもたらした｡1909年官帖の発行高は 6600万吊であり､小洋 1元-官帖 3.11･4.08

吊の市場相場 (p.125表 1-6)で換算すると約 1300-2000万元に相当したが､その正貨準備

は90万元奉満に過ぎなかった22｡

以上で見てきたように､徐総督の東三省通貨統一計画は東三省官銀号の資金力の弱さと

恐慌の発生によって失敗した｡吉黒両省は銀両銀元の搬出を禁止し､書林永衡官帖局と広

信公司の救済融資は､両官帖の不換紙幣化と流通高の増大をもたらし､省内における官帖

の地位を強化した｡V

Ⅲ 省幣制度の確立

1890年代から始まった清朝の省レベルでの通貨制度近代化は､省の利害と行政範囲に制

約され､各省の独立性を強める方向へ展開していった｡1900年前後になると､金融分野に

おける省権力の強化は清朝中央政府の危機感を引き起こし､列強諸国も貿易投資の拡大を

はかるために､法定通貨の設定と全国的な通貨統一を清朝に求めた23｡こうした内的な危機

21官帖救済融資は満鉄調査課 1931bp.9-10を参照｡

22官帖正貨準備の内訳は銀両 17万両､小洋 60万元であり [満鉄調査課 1931bp.15]､1両

-小洋0.62元 [満鉄調査課 1931bp.20]で換算すると90万元未満となる｡

23清朝中央政府は1899年に集中鋳造の計画を公布したが､各省の強い反対にあった [中国

人民銀行総行参事重金融史料組編 1964p.797-803]｡1902年の続中英通商条約､1903年の
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と外的な圧力のもとで､清朝は全国レベルでの通貨統一と銀行制度の整備に乗り出し､関

連法律は何度もの検討が重ねられて､1909年半ば頃に成案となり､実行に移された｡

｢国幣条例｣は本位､補助貨幣の重量品位､集中鋳造を決めた.｢大浦銀行別例｣は大清

銀行に中央銀行の地位を認めた｡｢食換紙幣則例｣は大酒銀行に允換銀行券の発行特権を与

えた｡｢奏制限官商銀銭行号濫発票紙章程｣は商業企業と新設金融機関の紙幣発行を禁じ､

すでに流通していた紙幣の発行金融機関に対して増発の禁止と 50%までの発行準備金の充

実を義務付け､そして大清銀行券による各種紙幣の漸次回収を定めた [陳度 1932幣制編

pp.216120､紙幣編pp.67-70､pp74-9]｡

吉林省においては､大滑銀行の長春支店が､大浦銀行券による書林官帖の整理を順調に進

めるために､官帖増発の禁止を強く求めた [中国人民銀行総行参事室金融史料組編

1964p.998]｡商業企業の紙幣発行の禁止と紙幣の発行準備金制度の実行は､1907年恐慌後

の長引く不況と相まって､長春商人の抹銭発行を困難にし､抹銭制度を衰退させた ｢満鉄調

査課 1931bpp.29-30｣｡

しかし､大清銀行は官帖増発の禁止と抹銭の衰退から生じた市場の信用需要を供給するこ

とができなかった｡そこで吉林永衡官銀銭号は､官帖増発禁止の意見を押し退け､市場の信

用需要を官帖の増発で供給しながら､省内外における支店の増設と為替業務の展開を通じて

正貨準備の充実に努めた24｡

続中米通商条約と続中日通商航海条約には､法貨の設定と通貨統一の条項が盛り込まれた｡

24官帖の増発は満鉄調査課 1931bp.17表官帖普通発行額と官帖特別発行額､正貨準備の充実
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金融機関の紙幣増発の禁止という｢奏制限官商銀銭行号濫発票紙章程｣の規定に対して､

黒龍江省政府は､官帖増発の停止が金融逼迫を惹き起こし､ルーブルの流通拡大に空間を

与えかねないという懸念を示し､そして黒龍江官帖の発行準備率が 50%の法定発行準備率

に達したことを理由に､市場の通貨需要に応じるべく官帖の増発を要求した｡大清銀行は

資金力の制約を受け､黒龍江省で支店を設立することができない現実を認め､黒龍江官帖

の増発を一時的な措置として許可することになった [黒龍江省金融志編委会 1989p.12､黒

龍江省金融歴史編写組 1991p.40､中国人民銀行総行参事室金融史料組編 1964p.1002-3]｡

清朝の全国レベルでの通貨制度近代化改革は辛亥革命の勃発k_よって終結したO清朝倒

壊時の東三省においては､民幣制度は商人の紙幣発行禁止政策と発行準備金制度の実行に

よって衰退 し始め､大清銀行券による奉天小洋票､古林官帖､黒龍江官帖の代替は､大滑

銀行の資金力の制限で進展できず､東三省官銀号､書林永衡官銀銭号､広信公司は省内の

信用需要に応じて奉天小洋票､書林官帖､黒龍江官帖の発行高を調節し､奉天小津票､書

林官帖､黒龍江官帖は省幣として地位を固めたo

吉黒両省の省幣は不換紙幣であり､奉天省の省幣は允換紙幣であった｡しかし､当時の

東三省を取り巻いた国際と国内通貨の情勢から見ると､不換紙幣に比べて允換紙幣の省幣

は以下のような問題点を抱えていた｡当時の中国は国内の通貨統一がまだ実現しておらず､

そして東三省には日露両国の勢力範囲があり､そこで両国の金本位の通貨が流通していた.

このような状況のもとで省幣が免換紙幣であるならば､中国国内の他の地域における銀資

は満鉄調査課 1931bp.15を参照されたい｡
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金の金利あるいは国際銀相場の上昇はすぐ省幣の食換請求を引き起こし､食換請求の増大

は正貨準備高の減少､ひいては省幣の発行高の減少をもたらし､省内通貨の安定かつ弾力

的な供給を損なったのである｡

食換紙幣の省幣が抱えた以上のような問題点は 1910年代の奉天省で現われた｡1900年

代末から､国際銀相場あるいは中国本土の銀資金の金利が上昇するたびに､東三省官銀号

は多額の食換請求に見舞われ､特に日本人居留民の食換請求は､日中間の外交問題 ｢食換

問題｣が起きるまでに発展した｡省内通貨供給の安定性と弾力性を保つために､奉天省政

府は 1910年代末に奉天小洋票の代わりに大洋･上海両為替允換紙幣であった匪食券を発行

し､匝食券改革を断行した.匪食券改革については次章で詳しく考察するo

小結

本章では､清帝国通貨システムの構造的な特徴及び清帝国通貨システムにおける東三省

通貨制度の特殊性を検討し､そして東三省地域の特殊性に制約されながら押し進められた

清朝の通貨制度近代化は辛亥革命の時点において､省幣制度が確立したところまで進展し

てきた過程を明らかにした｡省幣制度のもとで､黒吉両省は不換系氏幣官帖を使用していた

のに対して､奉天省は允換紙幣奉天小洋票を使用していた｡しかし､省幣が食換紙幣であ

った場合の問題点は日本人居留民の食換請求に起因した日中間の外交問題 ｢食換問題｣の

中で露呈した｡次章では､｢食換問題｣の発生､展開､外交問題の解決に向けての奉天省政

府の諸対応 を検討する｡
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第2章 ｢食換問題｣と1910年代奉天省の匪食券改革

本章では､以下の3つの内容に対する実証を通じて 1910年代後半に行われた奉天省政

府の匝食券改革の過程と意義を明らかにするo

i奉天小洋票の免換請求に起因した日中間の外交問題 ｢食換問題｣の発生時期と発生原

因を再確認する｡

ii｢食換問題｣の全過程を4つの時期に区分し､各時期の要因変化と局面転換を検討す

る｡

iii｢免換問題｣の解決をきっかけに行われた奉天省政府の匪食券改革の成果と限界を試

論するO

第 1節 ｢食換問題｣の発生期

本節では､まず ｢允換問題｣の発生時期を 1911年まで遡 り､次に ｢免換問題｣発生の

内因が中国国内の通貨事情にあり､東三省における日露両国の特権が事態を悪化させてい

たことを示す｡そして最後にこの時期において ｢食換問題｣をめぐる日中両国の力関係を

明らかにする｡

Ⅰ 免換問題の発生

1911年末に辛亥革命が起こった際に､中国側銀行が一時的な取り付けにあった｡奉天省

政府は日本人の食換希望者を落ち着かせるために奉天総領事と交渉し､ i1日100元以上

の食換は総領事館の許可を得て応じること､ii東三省官銀号が正隆銀行の支店に1万元小

洋を預けて小口の食換を応じることを取り決めた [朝鮮銀行 1917p.3]｡この過程では奉天

44



省政府と三井洋行の妥協が決定的な役割を果たした｡当時は農作物の出荷期に当たり､允

換による紙幣の収縮が輸出に及ぼす影響を最小にするために､東三省官銀号､遼海道伊､

三井洋行の代表が9か条協定を結んだ｡三井洋行は 1100万元を限度に東三省官銀号紙幣

を受入れ､允換しないこと､そしてii他の日本商社に東三省官銀号紙幣の受入と不党換を

勧告するこ一とを承諾した｡東三省官銀号は i毎日三井洋行の受け入れた紙幣金額を検査す

ること､正金融市場が安定するまで小津 100万元に相当する不動産権利書を担保として総

領事館に預けることとなった [奉天省財政庁楢JCll案巻番号2342]｡

革命による混乱はまもなく沈静化したが､1912年 (民国元年)に入ると小洋の流出は一

層激しくなり､特に大連からの流出が目立った｡東三省都督は6月に日本商人の小洋輸出

を一回 1万元までに制限するように奉天総領事と交渉したが､断わられた [満鉄庶務部調

査課 1926p.49]｡

これに対して奉天総商会は日本の大手商社が多額の小洋を輸出し､市場の金融逼迫を引

き起こしていると批判した｡最大の日本商社であった三井洋行が7月に奉天総領事館を通

じて､奉天鋳造小洋について以下のような質問と要望を交渉司に提出していたことは興味

深い｡ 15角､2角､1角の小洋の重量 ･銀純分はそれぞれいくらか｡ii東三省都督はこの

重量と純分を保証し､責任を負 うことできるか｡i並東三省都督は小洋の重量純分不足 (自

然摩損を含め)に鹿償責任を負 うかどうか｡王Ⅴ重量と純分は一定の標準で変更しないか｡

Ⅴ重量と純分を変更するときは即時に日本領事館に通知すること｡

この三井洋行の質疑要請に対して､交渉司､支度司､東三省官銀号は8月に､直接三井

洋行に答えるのではなく､奉天総領事に対して返答した｡要約するとそれは､東三省境内
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において小津には慣習的な効力があるので重量純分の差に関わりなく同じ価値を持って流

通できる､小洋は陰定貨幣の性質を持つので重量の表示と純分の分析は必要ない､東三省

での流通は都督が保証し､責任を負 う､小洋の分析は法定貨幣の破壊と見なす､というも

のであった｡[奉天財政庁梢案JCll案巻番号2229]｡

以上のように ｢食換問題｣はすでに1911年末から発生の兆しが現れていたのである｡

Ⅱ｢食換問題｣発生の原因

ここではまず ｢食換問題｣を引き起こした原因を中国国内の通貨事情に求め､次は日露

両国の特権が ｢食換問題｣に及ぼす影響を検討する｡

｢允換問題｣の国内的要因は以下の3つにまとめることができる｡ i開放と貿易増大に

よる既存の通貨システムの動揺｡清朝末期から民国にかけて東三省には以下のような貨幣

システムが存在した｡晴末､全国的な銀元鋳造統一政策の一環として､奉天造幣分場は1907

年に東三省流通小洋の鋳造を開始した｡東三省官銀号は小洋食換紙幣の奉天小洋票を発行

していた｡｢食換問題｣発生当時､奉天小洋票は主に奉天と幾つかの主要都市に流通してい

た｡すなわち公的な借用は奉天省全域をカバーすることができなかった｡幾つかの県にお

いては､商人の発行した私帖が県内の流通を賄っていた｡そして､東三省の対外決算は営

口商人に管理された営口過炉銀で行われていた｡

奉天の対外貿易汲済も営口過炉銀を利用していた.両地の ｢卯期｣決算は両地の貿易を

均衡させ､奉天小津票と営口過炉銀を現送点に維持させていた｡しかしながら何かの撹乱

要因があると､このような奉天小洋葉と営口過炉銀の関係を保つことが困難となった｡
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1911年に辛亥革命の影響で金融逼迫に陥ったとき､奉天では奉天小洋某の信用を維持する

ために､官憲の管理のもとで ｢卯期｣決済が行われた｡それに対して営口過炉銀について

は1911年 12月と1912年 3月の ｢卯期｣決済が行なわれなかった｡その結果､営口過炉

銀の過剰発行が顕在化 した1｡1912年初頭には営口過炉銀が下落し､これによって上海向

為替相場が 2%上昇した [奉天省長公署樟JCIO案巻番号 5729]｡奉天小津票の営口過炉

銀を通じる上海向為替相場が現送点を超えると､奉天小洋票の允換による小洋の流出が始

まった｡

奉天商人は､営口商人が営口過炉銀を操縦し上海向為替相場を上昇させていると批判し

たが､この批判は必ずしも適切ではなかった｡当時､吉林省､黒龍江省の対上海決済も営

口過炉銀を通じて行われていた｡両省は書林官帖､黒龍江官帖によってそれぞれ独立した

通貨圏を形成していたoこのとき両省の営口過炉銀に対する債権は 1000万両を超えてい

た｡このため営口過炉銀切り上げは東三省の貿易と通貨に重大な影響を及ぼすおそれがあ

った [奉天省長公署楢JCIO案巻番号5729] 20

1日露戦後､東三省の全面開放は貿易の拡大をもたらし､営口の貿易額も激増した｡営口の

対中国本土貿易は恒常的な赤字であったo営口過炉銀を発行する銀炉は自己資本が貧弱で､

信用需要に応じて過剰発行を行っていた [石田1964pp.344･7)｡

2営口過炉銀問題は東三省全体の貿易､通貨と絡み合っており､これを全体的に論じること

は今後の課題にする｡ここでは同問題が東三省全体にとっても重要であったということを

指摘しておくにとどめざるをえない0

47



以上に記述してきたことを纏めると､次のようになる｡奉天小洋票が奉天省の省幣とし

て､営口過炉銀が東三省における対外決済通貨として機能していた｡営口過炉銀の発行超

過による東三省の対外貿易赤字の拡大は､貿易決済ための銀の流出を着き起し､こうした

銀の流出はただちに免換紙幣の奉天小洋票に影響を及ぼし､その允換請求の増大をもたら

した｡

ii営口金融市場と上海金融市場の金利差

以上見てきたように営口金融市場は上海金融市場と緊密な関係があったので､両地の金利

差によって銀資金が動いた｡上海の金利上昇は営口過炉銀売り･上海為替買い､上海-の

銀資金移動をもたらした｡上海市場はロンドン銀塊相場の影響を受けていた｡1912､13

年に起こったロンドン銀塊相場と上海のロンドン向為替相場の上昇は､奉天から上海への

銀資金流出の一因であった [小島1981p.120]｡

iii 中国の銀元系通貨の品位と価格差

通貨改革の途上にあった中国では各造幣場によって銀元の純分が異なり､通貨価値に地

域差が生じていた｡奉天鋳造小洋の重量と純分は高かった､しかも奉天市場における小洋

の大洋に対する相場は中国本土より安かったoこのような重量､純分と価値の差を狙 う銀

の流動は奉天小洋東に関する食換の動きを活発化させたもう一つの原因であった [第二歴

史梢案館 1979p.669]｡

これから､東三省における日露両国の特権が ｢免換問題｣に及ぼす影響を検討する｡ i

奉天省政府による銀元の省外運搬禁止令は日本の勢力範囲と日本人を規制することができ

なかった01912年に日本政府は､安東で銀元輸出に携わる日本人が拘束された事件をめぐ
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って､銀元輸出が条約上禁止されていないことを理由に奉天省政府に抗議を行った [奉天

省長公署梢案JCIOJ案館番号5729].

ii日本政府は 1913年 6月に円銀本位の横浜正金銀行大連支店の砂票による東三省通貨

統一策を放棄し､朝鮮銀行の東三省出店と同地域での朝鮮銀行券の流通を認めた｡朝鮮銀

行が在満中小商人に信用を供給しはじめ､貸出高は1913年6月未の57万円から12月未

の255万円-と5倍近くも激増した [朝鮮銀行史研究会 1987p.129]｡朝鮮銀行による信

用供給の拡大は目本製品の輸入拡大をもたらすと同時に商品代金の受け取りによる日本中

小商人の奉天小津票の所持高を高め､奉天小津票所持者の分散は日中間の交渉を複雑にし

た｡

iii露清銀行の小洋食換紙幣発行計画 1914年半ばに露清銀行が小洋食換紙幣の発行を計

画した｡流通紙幣の増加がもたらす小津価格の上昇を見込んで､奉天小洋票を小洋へ允換

し蓄蔵しようとする動きが増加した｡もっとも､露晴銀行のこの紙幣発行計画は第一次大

戦の勃発によって白紙に戻された [中国人民銀行総行参事室 1986p.935]｡

Ⅲ 日中両国の力関係

この時期の食換請求はいずれも個別会社が東三省官銀号に対して行ったものであった｡

こうした動きを制約し､経済界を安定させたいという中国側の動きに対して､日本政府と

奉天の日本財界のU.-ダーであった三井洋行は基本的に協力的な姿勢を示したO交渉は外

交ルー トを通して行われ､日中双方が規制し合 うことによって金融市場に大きな混乱が発

生するのを回避することができた0
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第2節 ｢食換問題｣の激化期

本節では､まず ｢允換問題｣が 1914年に過激な形で展開した原因を検討し､次に中国

側の危機を利用した日本の利権獲得の動きを検証し､最後にそうした日本側の動きに対抗

する中国側の対応措置を吟味する｡

I｢免換問題｣激化の原因

1中華民国政府による ｢国幣条例｣の公布｡中華民国は1元銀元 ･大洋本位制度を確立

するために､1914年 2月に ｢国幣条例｣を公布した｡ほぼ同時に中国銀行の大洋允換券

による通貨統一政策も打ち出された｡本位通貨以下の補助銀通貨は名目通貨となった､そ

の重量と純分は奉天鋳造小津より下回った｡退蔵や蓄えによって利ざやを稼ごうとする食

換請求が急増することは必定であった｡

日本人居留民の分換による金融不安を防ぐため､中国側は外交ルー トを通じて解決策を

模索しはじめた｡外交部特派奉天交渉員干漠沖は 1914年 2月に奉天総領事宛に公文を送

り､日本商人が持つ中国 ･交通両行の紙幣はいつでも免換に応じること､東三省官銀号､

黒龍江省官銀号､奉天興業銀行の発行した紙幣は日本商人の持ち高200万元で､この金額

を限度に小洋の免換に応じるが､一時に免換請求しないこと､という解決策を提案した[満

鉄庶務部調査課 1926p.51]｡

日本人居留民は免換利益を目当てに即時無制限食換を要求したが､日本政府は東三省に

おける既得利権の確保と拡大というより次元の高い権益を重要視していた｡無制限食換を

強要して中国側銀行を破綻に追い詰めると､居留民が莫大な損失をこうむるのみならず､

日露戦後の東三省における経営の成果が根底から崩壊してしまうと判断していたのである
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[朝鮮銀行 1917p.19]Oこのために居留民の要求と日本政府の意見は一致を見なかった.

日中両国政府の努力にも拘らず､日本人居留民は4月に ｢大正3年の大取り付け｣を引き

起こした｡

ii朝鮮銀行の経営拡大｡東三省に進出した後の朝鮮銀行は日本､東三省､朝鮮貿易の拡

大に対応して､信用供給を増やしていた｡1917年以前の東三省における朝鮮銀行券の流通

額は不明だが､為替支払い超過は1914年末の460万円から1915年末の600万円になっ

た｡預金に対する貸出の超過は 1913年末に 180万円､1914年末に224万円に増大した

[朝鮮銀行史研究会 1987p.129､p.131]｡このような朝鮮銀行の信用放出は､日本製晶の

輸出拡大､日本商人が受け取った奉天小洋票の商品代金の増加をもたらし､日本商人の手

持ち奉天小洋菓金額の増大は､中国側銀行の食換圧力の増大につながった｡

Ⅱ 日本政府の利権獲得計画

i既得利権の確保.巨額の食換請求はまず東三省における横浜正金銀行の経営を脅かし

た｡同銀行の発行した銀券は円銀本位紙幣であった｡このため同銀行は円銀の食換､上海

向為替を取り組むことができたが､東三省からの銀資金流出の影響を受け､1914年ごろ円

銀食換を停止し､上海向け為替だけを取組むようになった [第二歴史楢案館 1979p.639]｡

急激な食換請求に襲われた中国側銀行が奉天小洋票で紗葉を買ってから上海向為替を買い､

上海から銀塊を取り寄せて小洋の鋳造に当てるという行動をとったからであった [第二歴

史楢案館 1979p.643]｡このように食換請求の急増は同銀行の紙幣発行と為替業務の縮小を

もたらした｡
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食換請求はまた日本の在満商業にも大きく影響した｡免換請求の高まりに直面した日中

の金融機関は信用庚与の引き締めという自衛策を講じたo金融緊縮が進行すると特産物の

価格は下落し､売惜しみが広がったC購買力の低下は日本綿製品の売れ行きを制約し､売

掛金の回収を困難にした [満鉄庶務部調査課 1926p.51]｡このような背景の下で日本政府

は小洋 100余万元という奉天造幣場の月間鋳造能力を考慮し､既得利益を確保する立場か

ら､1914年 5月2日～6月 31日と10月 1日～12月2日の2回にわたって中国側との間

で制限食換協議を行い､合意を結んだ｡

五実業利権の拡大｡ 日本政府は既得権益を守ると同時に､利権拡大のチャンスをつかも

うとした.食換請求に備えるために奉天省政府 ま1914年 6月に500万元の借款を日本側

に申し込んだC日本政府は実業の利権を狙って3つの付帯秘密条件を提案した｡すなわち

i安東中日合弁采木公司の采伐地域を平均35キロメー トル広げ､合弁車種は不変とする､

ii奉天省において土地を租借し､あるいは日中政府合弁農業水利事業を行 う､iii奉天省に

おける数箇所の鉱業開采権を認める､という3点であった｡しかも日本政府は借款返却後

も秘密条件を存続させるよう要求した｡中国側はこれらの条件を認めがたいと判断し､結

局､借款を断念した [奉天財政庁楢案JCll秦巻番号 383]0

1914年 10月からの制限食換をめぐる交渉の結果､中国側は東三省官銀号が自分の附属

事業質屋 7箇所を担保として日本商工会議所に差し入れることを受け入れた｡東三省官銀

号は､制限食換期間が切れた後､無制限食換が実行できないと､以上の担保の所有権と経

営権を日本に渡すことも契約した｡各質屋は鉄道沿線の商品集散地にある官営金融機関で､

その所有権と経営権が日本に渡るということは主権の侵害につながる｡中央政府と奉天省
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政府の間ではこのような懸念が共有されていた [第二歴史桔案館 1979p.1109･14)｡

iii金融介入｡ 日本は制限食換をめぐる交渉を利用 して中国側金融機関に対 して干渉を開

始 した｡日本駐奉天給領事と商工会議所は 1914年 5月頃に中国側銀行の紙幣回収と信用

緊縮を求め､1916年 2月に東三省官銀号の貸借対照表の提出まで要求した [満鉄庶務部

調査課 1926p.54､p.60]｡また在満 日本商人は本国政府に対して金融介入に踏み切るよう

訴えた｡さらに現地に中日合弁銀行を設立し､紙幣を発行すべきであるという主張が 1915

年ごろから盛んになり [第二歴史桔案館 1979p.639､p.1117]､日中双方の間で交渉が行わ

れたが､合意には至らなかった｡

Ⅲ 奉天省政府の対応策

奉天省政府は ｢食換問題｣を解決するために以下の応急措置をとった｡ i小洋銀純分の

減少｡允換請求に迫られて奉天省政府は 1914年 3月にひそかに低純分の小洋を鋳造し､

食換に応 じようとした｡この措置は日本政府の了承を取り付けていなかったために､日本

公使の抗議を招き､直ちに鋳造停止と当該鋳造貨幣の回収を余儀なくされた [中国人民銀

行総行参事室 1986p.1047-49]｡

ii欧米資本との接近O中国は日本の利権拡大に対する警戒感を強め､欧米資本との連携

を探 り始めた｡奉天省財政庁は 1915年 2月に中国銀行あての支払手形を担保 として英商

沙遜公司から100万元を借款 した｡5月には奉天電灯願､電話局､商埠地内の土地及び建

物の所有と経営権を担保とした満鉄借款 60万元を返却し [財政科学研究所 ･中国第二歴

史梢案館 1990第4巻 517､第 5巻 217･21]､日本との借款関係をいったん断ちきった｡
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iii中央政府の支持｡財政資金の流動性を利用して食換を緩和するために､奉天政府は中

央政府に対して東三省官銀号に国庫を代理させるよう要請した｡この要求は大統領令とい

う形で許可された｡国庫業務を中国銀行に統一するという動きが全国的にあった中で､こ

れは極めて異例の措置であった [第二歴史楢案館 1979p.672-3]｡

そして以下の措置は､｢食換問題｣の根本的な解決策として､奉天省政府と関連金融機

関に議論された｡ 1大洋本位制の実施｡大洋がすでに京奉鉄道で通用していたので､奉天

にはもともと大洋に対する需要があった｡｢国幣条例｣公布後､大洋本位制によって ｢食換

問題｣を解決しようとする政策論議が盛んになった｡1916年 1月に財政部､中国銀行､

奉天省政府は奉天省の通貨改革に関する議論を交わし､以下のように意見をまとめた｡｢国

幣条例｣に従って中国通貨統一の一環となる大洋本位を採用する､具体的には奉天小洋票

の允換に対して小洋を交付せず､大洋に換算して大洋食換券で支払い､同時に補助貨幣小

洋の品位を減少する [第二歴史楢案 1979p.671]｡この時､奉天省財政庁長張厚場は､大洋

本位制の採用 と補助名 目通貨銅元葉の発行をあわせて提言 した [第二歴史楢案館

1979p.1122]｡

ii為替允換紙幣の発行｡正貨節約のために､財政部､中国銀行は 1914年 5月に奉天省

で上海為替免換券の発行を計画した｡計画実行の鍵は中国銀行上海支店が 200万ないし

300万両の為替元金を用意できるかどうかということにあった｡結局､計画は財政部と中

国銀行の資金的な制約もあって､日の目を見なかったが[第二歴史楢案館 1979pp.628･9､

pp.1115-6]､後に見るように､東三省官銀号の匪食券はこの為替允換紙幣の発想を受け入

れて発行されたものであった｡
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iii貨幣市場価格に対する公的管理｡紙幣価値を維持するために東三省官銀号､奉天興業

銀行､黒龍江省官銀号の参加で銭業公所が1914年 10月 1日に設立された｡各銀行は同公

所を通して発行高を調整し､紙幣売買を管理するために連携した取引を行 うようになった

[満鉄庶務部調査課 1926p.57]｡その後､同公所は銀行公会-と発展し､｢允換問題｣が収

束するまで奉天省政府の通貨政策を実行する重要な機関となった｡

iv奉天省内における奉天省立銀行号の紙幣の普及と為替送金円滑化｡この時期､奉天省

立銀行号の紙幣はまだ省内の統一通貨になっていなかった｡すなわち税金徴収についても､

県と税種によって標準徴収貨幣が異なり､民間からの納入通貨も､大洋との換算率もまち

まちの状態であった [奉天財政庁楢案JCll案巻番号 2267]｡省立銀行号の為替送金網を

各県に広げることは紙幣の流通拡大､循環の定着-とつながり､ひいては免換の動きを緩

和することにもつながると期待されていた [第二歴史楢案館 1979p.644-5]｡

以上見てきたように､｢食換問題｣の解決策は､1910年代の半ばにはすでに出そろって

いた｡1916年 6月に哀世軌が死去すると､中国は分裂し､中国銀行も統一的な体制を失

って通貨統一を主導できなくなった｡奉天省の政権を握った張作霧は中国国内､国際情勢

の変化に対応しながら､独自の通貨改革を追究することになった｡
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第8節 日中双方の対決期

本節では､まず ｢食換問題｣が再燃した理由を検討し､次に日本の植民地金融政策の積

極的な展開を確認してから､その対抗として行われた奉天省政府の通貨改革をたどること

にする｡そして最後に第 3回朝鮮銀行の奉天借款と允換停止に関する秘密条約を検証し､

そこで合意された日中の妥協点について明らかにするo

I ｢食換問題｣再燃の原因

i国際的な銀価格上昇による銀流出の加速01915年から銀価格が上昇し始め､秋冬の季

節的な金融の逼迫と重なって､各銀行の毎日の食換額は数万元から十数万元に昇り､時に

その額は数十万元に達した｡中国側の金融機関は免換の圧力に苦しみながら､かろうじて

食換制度を維持していた [満鉄庶務部調査課 1926p.59]｡

ii中国､交通両銀行のモラトリアム｡蓑世凱の帝政が崩壊すると､中国 ･交通両銀行は

混乱を避けるために 1916年 5月 12日にモラトリアム令を発した｡この時､奉天では日本

商人が多額の両銀行締幣を持っていた｡市場の安定化を望んだ張作寮の斡旋を受けて両銀

行と日本商工会議所は5月 22日から6月 5までの制限食換について協議を結んだ [満鉄

庶務部調査課 1926p.61･2]｡しかし､モラトリアム令は中国側発行銀行全体に影響を及ぼ

し､日本商人による東三省官銀号紙幣の免換額は巨額なものとなっていった｡

Ⅱ日本の植民地金融政策の展開

i朝鮮銀行券の流通拡大｡中国の政治的な分裂と奉天省の金融市場の混乱は､日本にと

って植民地金融政策を強化するための絶好のチャンスとなった｡食換に苦しむ奉天省の中
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国側銀行に整理資金を提供する形で､第 1回朝鮮銀行奉天借款が 1916年6月 10日に行わ

れた｡朝鮮銀行券の流通拡大を図るために､日本側は同借款協定に､朝鮮銀行券が奉天省

財政資金の出納に使 うことができるという秘密付帯条件を押し付けた [朝鮮銀行史研究会

1986p.160]｡

これに対して奉天省政府は､朝鮮銀行券の受入れる財政機関を財政庁本部に限定し､朝

鮮銀行券を市場相場で′J､洋に換えてから収用するという条件を追加した｡財政庁本部は直

接に財政資金を取り扱わなかった｡かりに少額な財政資金を朝鮮銀行券で受け入れたとし

ても､市場相場で小津に換えてから収用するという規定は､朝鮮銀行券が財政資金の循環

に浸透することを阻んだoこの追加条件を挿入することにより､朝鮮銀行券の流通を拡大

するという日本の思惑は未然に防がれた [遼寧省梢案館 1990pp.477-8]｡

そもそも奉天省の通貨システムには朝鮮銀行券が浸透するための客観的な条件が乏し

かったo奉天省城と大きな大都市には奉天小津票があり､奉天小津票の流通が及ばない県

には私帖があった｡営口では過炉銀の存在が強力であった｡安東､満鉄沿線の商埠地は日

本の勢力範囲内にあったといえ､安東の貿易は黒字で､貿易決済には安東の鎮平銀が使わ

れていた｡満鉄付属地でさえ交易決済には小洋が用いられていた｡日系通貨は限られた地

域と交易に使われているに過ぎなかった｡数百万円の朝鮮銀行券で東三省の通貨統一を実

現することは困難であった｡

ii中国側の金融機構-の干渉の強化｡奉天省政府は 1916年 8月に大洋本位制の改革を

行い､日中双方は協議の上､大洋本位制のもとで 1916年 11月から半年間の制限食換を合

意した｡国際銀価格が上昇する中で､允換請求はなかなか収まらなかった｡奉天省政府は
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1917年 4月に制限食換の延長を申し入れた｡この交渉に際して中日両国委員各 9名から

なる金融調節委員会が 1917年5月に設置され､｢金融調節弁法｣､｢同実施細則｣を結んで､

制限食換の延長を実行に移した｡弁法と細則には中国側発券銀行の発行高､回収高､準備

高を奉天総領事館に通知すること､日本側による中国側銀行の準備金の検査､中国側銀行

に対する諮問員の送り込み､金融調節委員会の中国側に対する進言権などが盛り込まれた

[満鉄庶務部調査課 1926pp.76･82]､日本は中国側銀行を露骨にコントロールしようとし

たのである｡

Ⅲ 奉天省政府の通貨改革の始動

i大洋本位制の実施｡全国的な大洋本位制改革の流れに乗り､奉天省政府も大洋本位制

の改革を日本総領事に照会した｡これを受けて日中双方は交渉を開始し､1916年 8月 17

日に大洋本位制のもとでの無制限食換に関する契約書に調印した｡同契約書には大洋以外

に横浜正金銀行紗票についても允換に応じる規定があった [朝鮮銀行 1917p.41]｡銀相場

の上昇で免換請求金額が膨大になり､日中の金融機関は極度な信用緊縮を強いられた｡信

用の収縮は､特産物の出荷期と重なり､市場は恐慌状態に陥った [朝鮮銀行 1917p.45]0

日中両国は正常な取引を保障するため1916年 11月から六ケ月間､一日8万元の制限食

換を認める契約を取り結んだ｡大洋が不足していたために食換請求の半分は砂嚢で支払わ

れることとされた [朝鮮銀行 1917p.47]｡これらの規定は ｢免換問題｣を日中両国の共通

問題にした｡銀相場が上昇を続けるなかで､1917年5月 12日､金融調節委員会は制限食

換の1年半の延長を決めた｡その際､砂票で允換を応じることができるという規定は取り
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消された｡免換額は允換請求額に比例して認められたので､請求額は常に制限金額の数十

倍にまでふくれあがった｡請求者の数が変化しないにもかかわらず､食換の回数や免換額

が増加していた事実は食換利益をねらった大資本の参与を反映していたものと思われる.

各銀行は82%という高い大洋食換紙幣の発行準備率を達成していたが､それでも食換請求

を緩和することはできなかった [満鉄庶務部調査課 1926p.83]｡

ii紙幣D_整理と金融機構の整備o奉天小洋票の供給過剰ではなく､それが各県にとどめ

ることができず､絶えず奉天省城に還流させてしまったことは ｢食換問題｣を引き起こし

た一つの誘因であったと､当時における奉天省政府の金融関係者が考えていた｡そこで､

私帖を退場させ､奉天小洋票を各県における商品流通の中に定着させるため､奉天省政府

は 1917年初頭に牢未まで2期に分けて私帖を整理､回収することを計画した｡しかし､

急激な回収が金融逼迫と市場停滞をもたらすことは懸念され､奉天省政府は漸次回収の方

法を採用した｡つまり､｢収鎗各県私帖章程｣は 1917年 11月 5日に設定され､1918年 8

月までを期限として5期に分けて私帖を全て市場から回収することを決めた [遼寧省梢案

館 1990p.69]｡

そして王永江は 1917年 8月に省立銀行号支店網の建設､為替送金の無料化､短期貸付

業務の展開という3点を課題とする意見書を提出した.県ごとに奉天省立銀行号の支店を

設置し､為替送金の無料化を通じて省立銀行号紙幣の普及と地方への定着を図り､紙幣発

行によらず短期貸付業務を通じて信用供給の拡大を実現しようという試みであった [奉天

省長公署梢案JCIO案巻番号 10008]｡

in不換紙幣債券と為替食換紙幣匪食券の発行｡銀相場が上昇する中では､｢食換問題｣
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は大洋食換紙幣によって解決することはできなかった｡大戦の好況による貿易量の拡大は

信用不足を顕在化させた｡奉天省政府は食換の制限から脱出し､信用供給を拡大すること

ができる方法を探り始めたO奉天興業銀行は1917年 10月から4分利子付きの興業債券を

発行した｡同債券の額面価格が大洋食換紙幣と同じで､食換の義務がなく､税金の収納に

用いることもでき､奉天省の財政収入を担保とすることによって価値の下落が防止されたO

紙幣と同様に市場に流通していた [遼寧省楢案館 1990p.122]｡

この興業債券とほぼ同時に､東三省官銀号も匪食券を発行した[呉･尚･楊･王 1992p.221]｡

匝金券も大洋允換紙幣と同じ額面価格で､免換できず､市場価格で上海為替手形を交付す

ることが約束されていたOこの為替允換券に対しては対外決済という機能に加えて正貨の

流出を防ぐことが期待されていた｡為替の相殺によっ.て上海に大量な準備を置かなくても

済むという正貨節約の役割が求められていた｡

iv余換停止の交渉｡第一次世界大戦の後期になると欧米勢力が東アジアに戻りはじめた｡

奉天省政府はこのような国際環境の変化を利用し､食換停止を日本に承認させる方向-動

き始めた [中国人民銀行総行参事室 1986pp.835･7].1917年8月に日中間制限食換契約が

成立した後､英米商人は中国側に機会均等を要求し始めた｡

イギリス公使は同年 10月に中国外交部に対して､中国側紙幣の下落が営口イギリス商

人に損失を蒙らせたので､紙幣の無制限食換を認めるよう求めた [奉天省長公署梢 JCIO

案巻番号9824]｡中国側の金融機関は允換と金融逼迫によってすでに困難な状況にあり､

英米の免換参入は金融機関の破綻を招く可能性があった｡そうなれば､奉天省においても

っとも大きな商業利益を収めていた日本商人もこれによって危険にさらされることになる
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[中国人民銀行総行参事室 1986p.1076]｡かくして日本は方針を転換し､食換停止に応じ

るようになった｡日中金融調節委員会の交渉を経て､1917年 8月に結ばれた ｢金融調節

弁法｣の第 4条 ｢1年半の制限食換｣は 1918年 5月 11日に ｢1年半分換せず｣と改定さ

れ､5月 13日から食換は停止された｡

Ⅳ 日中双方の妥協点

食換の停止を迫られた日本は､第 3回朝鮮銀行奉天借款の秘密条件と食換停止契約の秘

密条件で利権を最大限に確保しようとした｡しかし､秘密付帯条件は約束力の弱い書簡と

口頭形式で合意されていた｡借款の秘密条件は i奉天省の借款優先権を朝鮮銀行に与える､

ii奉天省が経済顧問を傭聴するときに朝鮮銀行に先議する､iii借款はさしあたり東三省官

銀号の預金として朝鮮銀行に預かり､当分引き出さない､という内容であった [朝鮮銀行

史研究会 1987p.167]｡

今回の朝鮮銀行奉天借款は免換停止契約の秘密付帯条件によって､東三省官銀号の預金､

実際､中国側発行銀行の発行準備金として朝鮮銀行に預けられたC朝鮮銀行はこのような

発行準備金の預かりを通じて奉天省の紙幣発行をコントロールしていたかのように見てと

れるが､実態は必ずしもそうではなかった｡奉天省長公署梢案によれば､秘密付帯条件は

3条ではなく､4条からなっていた｡新たに明らかになった第 1条には ｢中国側は､債券

と匪食券の発行が信用供給の不足を緩和する対策であり､もし日本側が奉天/J､洋票の食換

請求を停止するならば､自らが債券と匪食券の回収を行 う､と声明していた｡ 日本側は以

上の声明を信じ､食換停止協定を結ぶ｡｣と記されている [遼寧省楢案館 1990p.159]｡す
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なわち､奉天省政府は日本側に小洋票の允換停止､債券と匝食券の発行を認めさせるとい

う状況が生まれていたのである｡

允換停止のこの時点で､日本の殖民金融政策は積極策から防衛策-と転換した｡朝鮮銀

行の借款が東三省官銀号の発行準備金として朝鮮銀行に預けられ､中国側に引き渡されな

かった理由は以下のようなものであった｡まず 1918年から金銀比価の変化によって金本

位の朝鮮銀行券が下落し始め､借款資金の放出が朝鮮銀行券の下落を加速する恐れがあっ

た [朝鮮銀行史研究会 1987p.169]｡

つぎに､朝鮮銀行の借款が東三省官銀号の発行準備金として朝鮮銀行に預けることは､

中国側紙幣の価値下落による日本商人の損失を防ぐことを狙いとしていた｡しかし､朝鮮

銀行はその代償として借款と預金との相殺による利子収入の減少を受け入れざるをえなか

った｡借款は奉天省政府にとって必ずしも不利なものではなかった｡好況のもとで銀価の

上昇に規定された金価の下落を利用し､支払うべき借款の利子を発行準備金としての預金

利子と朝鮮銀行券の下落分で賄 うことができたからである[朝鮮銀行史研究会 1987p.169]｡

このような安全で低コストの借款による信用拡張は､奉天省政府にとってむしろ有利な選

択であった｡
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第4節 ｢食換問題｣の終結期

本節ではまず免換停止後の奉天省政府の通貨改革を明らかにし､次に 1919年 2月の允

換停止期間の1年間の延長と1920年2月に実施された半永久的な金換の停止によって｢食

換問題｣が解決された過程を追跡する｡

Ⅰ奉天省政府の通貨改革の本格化

1918年 5月の食換停止によって､奉天省政府は通貨改革の主導権を握 り､本格的な通

貨改革を行 うための余裕を持つようになった｡6月には金融整理委員会 (王永江一財政庁

長､孫百科一総商会会長､栄厚一遼涛道伊､染載熊-高等検察庁長)を設置し､一連の改

革措置を打ち出した [満鉄庶務部調査課 1926p.96]｡

i発行銀行と紙幣の統一｡奉天省政府は､発行銀行を東三省官銀号､奉天興業銀行に､

流通紙幣を債券､匝食券に統一するよう動き始めた｡1918年 6月から奉天商業銀行の奉

天小津票の回収が始められ､それは 1919年 3月末には完了した｡黒龍江省官銀号も1919

年 2月を期限として自行の発行した東三省通用紙幣を回収 し始めた [満鉄庶務部調査課

1926p.95]｡

奉天省の通貨統一にとって最大の問題は､国立銀行の発行 した紙幣であった｡1916年半

ばから始まった中国 ･交通両銀行北京総行の免換停止は長期化 し､両国立銀行の混乱に巻

き込まれないことが奉天省政府にとって重要な課題 となっていた｡奉天省立銀行号が不換

紙幣の発行に踏み切ると､中国 ･交通両銀行の長春券と吉黒券が奉天省の通貨改革に対す

る撹乱要因となった｡奉天省政府は強硬な態度で中国 ･交通両銀行の奉天支店の取り締ま

りに臨んだD張作霧は 1918年 6月ごろに中央各部に電文を送 り､中国 ･交通両銀行の長
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春券と青黒券が地方金融を振乱させていることを指摘し､その規制を求めた [中国第二歴

史梢案館 1979p.688]｡奉天省財政庁が各県知事に対して､税金の徴収にあたって東三省官

銀号と奉天興業銀行の紙幣のみを使用するよう通達したあと､奉天省長公署は 1918年 9

月に長春券と吉黒券の回収を命じる訓令を発した [遼寧省梢案館 1990p.231]｡1919年 3

月 26日､奉天省攻脚 ま8か条からなる ｢中国交通両銀行券発行制限法｣を公布した｡両

銀行の奉天支店は奉天省政府の監督のもとに置かれ､4月20日を期限として不換紙幣の通

用禁止と回収を行った.同時に奉天省政府は対外決済を確保するために両国立銀行の匪食

券の発行を認めたが､発行限度をそれぞれ 500万元に定めた [朝鮮銀行東京調査部

1921pp.111-2]｡

もう一つの国立銀行殖辺銀行も奉天省で膨大な紙幣を発行していた｡殖辺銀行の最大の

株主は農商部で､1914年 3月に大統領が批准した ｢条例｣で発足し､同年に発券権を与

えられた｡張作霧と中央政府の間では 1918年 6月に殖辺銀行券の回収問題をめぐって激

しいやりとりがあった｡結局､奉天省政府は国税と中国銀行借款の差し押さえという強硬

措置をとり [遼寧省梢案館 1990p.168]､1922年に殖辺銀行の紙幣回収を完了させた [満

鉄庶務部調査課 1926p.94]｡

ii公的な貨幣システムの健全化｡奉天興業銀行､東三省官銀号､国立銀行の奉天/)､洋票､

私帖の回収が進んだことに伴って､1918年末に省内各地で補助通貨不足の問題が顕在化し

てきた｡地方官憲は小額通貨を強く求めるようになった｡これに対して､奉天省政府は補

助貨幣である銅元の鋳造と銅元票の発行を決定した｡東三省官銀号の公済銭号は1919年 1

月4日に公済平市銭号に改組されたo開業時の資本金は大洋 100万元で､銅元の鋳造と銅

64



元票の発行にあたった.小洋と銅元の相場は 1:10と規定された｡奉天造幣場の銅元鋳造

能力に限界があったため､食換額は 1日30万枚､一人 300枚が限度とされた｡銅元の境

外運輸販売は禁止された｡銅元の需要が高まるなかで､4月に600万大洋相当の銅元葉が

印刷された [奉天省長公署梢案JCIO案巻番号5730]｡

iii為替管理を通じた紙幣価値の安定化｡1918年 5月に允換が停止された直後激しい紙

幣下落と物価高騰が起こり､匪食券は大洋に対して 1:0.6まで下がった [中国人民銀行総

行参事室 1986p.837]｡損失を避けるために在奉天欧米商社が日系紙幣を使 うようになり､

これに対して危機感を覚えた奉天省政府は為替相場を安定させるために銀行公会に匝余所

の開設を求めた [奉天省長公署楢JCIO案巻番号 9824]｡公共匪余所は 6月 24日に開業

し､奉天小洋票の相場を引き上げるために､毎日市場よりも低い相場で大洋､紗票､朝鮮

銀行券各 1万元を売り出し､中国銀行､交通銀行､東三省官銀号､奉天興業銀行､黒龍江

省官銀号の奉天小津票をもって天津､上海で各 1万両の為替取組を行 うことになった3｡こ

れと同時に奉天省政府は資本金 1000元以下の銭舗､不正仲買人の営業停止を命じ､仲買

人の資格を規定し､省財政庁の監督の下に置いた｡

iv外国銀行紙幣に対す る規制｡ロシア革命が勃発すると､新たな状況が出現した｡ルー

ブル紙幣の退場､景気回復による金融逼迫､1918年 8月の日本のシベリア出兵といった

3公共匪余所の括動については満鉄調査課 (1926pp.96-7)を参照｡公共匪余所は対外収支

が好転した 1919年 1月に閉鎖された｡紙幣の売買と為替取組は各銀行及び総商会の設置

した市場で行われ､総商会が監督することになった [満鉄調査課 1926p.98]｡
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事態は朝鮮銀行券に長春より北-進出する機会を付与した｡中国 ･交通両銀行の長春券と

吉黒券の回収が進んだことも､三省内に為替通貨の不足を招き､朝鮮銀行券に発展のチャ

ンスを与えることにつながった [朝鮮銀行東京調査部 1921p.112]｡朝鮮銀行券は日本､東

三省､朝鮮の金為替貿易決済通貨と東三省域内の為替通貨としての地位を獲得した｡しか

し､朝鮮銀行券は金ではなく日本銀行券と食換するものであったから､日本が金輸出禁止

政策を採用した後では､朝鮮銀行券は東三省の間､東三省､中国本土､朝鮮､日本の間の

為替決済通貨の役割を果すようになった｡

ルーブル紙幣の暴落は吉林省と黒龍江省の経済に大きな影響を与えた｡これをきっかけ

に外国紙幣に対する中国の警戒感が高まった｡1919年末から金銀比価の変化による朝鮮銀

行券の下落が激 し<なり､大洋との価格比は 100:50まで低下した｡朝鮮銀行は4000万

円資本金の3倍である1.2億円の紙幣を発行していたが､このことは中国商人の不安をい

っそう強めた｡東三省各商会は 11月に集会を開き､日系紙幣の信用調査を奉天省政府に

請願した｡奉天省政府は日本政府に対して自国紙幣の価値を安定させるよう要請するとと

もに､中国商人の手持ち日系紙幣の価値保証を求めたoこれに対して､奉天総領事は日系

金本位紙幣の下落は世界的な銀価の上昇によるものであると回答した [奉天省長公署楢案

JCIO案巻番号 2201]｡その後の交渉に関する史料はまだ見つかっていないが､中国商人

の日系紙幣の免換放棄は日本側が免換停止を認めた際にひとつの交換条件になっていたの

ではないか､と筆者は推楓しているD

外国紙幣に対する不安がこうして高まる中で､東三省を掌握した張作森は､東三省の幣

制整理に乗り出したC東三省銀行が三省の政府と財界の共同出資によって 1920年に発足
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した [呉 ･尚 ･楊 ･王 1992p.225]｡東三省を範囲とする通貨統一は､三省域内為替通貨の

役割を果たしていた日系紙幣の存立基盤を掘り崩すものであった｡

Ⅱ免換停止協議の無期限延長

日中金融調節委員会は1919年2月､すなわち免換停止期限が切れる前に､｢過去一年間

支那側二於テハ極力準備金ノ充実二努メクリト錐モ世界的ノ銀欠乏及銀高ノ為所期ノ日的

ヲ達スルコト能ハス遺憾 トスル処ナリ｣という現実を認めた.その上で同委員会は､匝食

券と債券は一時的な弁汝であり､今後極力回収すること､1917年7月の ｢金融調節弁法｣

を引き続き実行することを条件として､食換停止期限を 1920年 2月までの 1年間延長す

ることを決定した [関東庁財務部 1929p.171･2]｡

1919年後半から金本位通貨が激しく下落したことによって食換はしだいに不利になり､

｢免換問題｣は自然消滅することになったC朝鮮銀行は 1920年 1月に中国側発券銀行の

発行準備金を返却した [朝鮮銀行史研究会 1987p.170]｡

1920年2月 16日の食換停止期限を控え､奉天省政府は奉天総領事館に食換停止を申し

込んだ｡在奉天有力日本商社の賛同を得て [中国人民銀行総行参事室 1986p.1063]､日本

は大洋免換券により匪食券を回収すること､そして大洋食換券と大洋の相場を3割以上下

落させないことを奉天省政府に約束させ､允換券を当分の間､免換しないという協議が結

ばれた [満鉄庶務部調査課 1926p.102]｡

日中金融調節委員会も1920年 3月に解散し､｢允換問題｣は終結した｡好況のもとで奉

天省の財政状況もかなり好転した [奉天財政庁梢案JCll案巻番号371]｡奉天省財政庁は
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1920年4月に第3回朝鮮銀行奉天借款のうちの150万円を返却した｡残りの150万円は

10月に半年繰 り上げて返却された [朝鮮銀行史研究会 1987p.170]｡允換停止と借款返却

によって日本は奉天省の金融に対する直接的な干渉ができなくなり､奉天省政府は関東州

と満鉄付属地を除く奉天省において､通貨自主権をほぼ掌中に収めることに成功した｡

Ⅲ匪食券改革の成果と限界

｢食換問題｣をきっかけに行なわれた通貨改革の成果は以下の 3点にまとめることが

できる. i奉天省内の通貨は匪食券に統一されたo奉天興業銀行の発行した奉天小洋票､

小洋匪食券は 1922年に回収､焼却され､同銀行の債券は同銀行が東三省官銀号に吸収さ

れた1924年に回収､焼却され､東三省官銀号の発行した奉天小津票と大洋允換細消引j:1922

年にほとんど焼却された[呉･尚･楊･王 1992p.89､pp.92-3､pp.111･2､pp.114-6､p.118]o

つまり､1922年になると､奉天省における流通通貨は､奉天興業銀行の債券を除くと東三

省官銀号の匪食券､銅元票に統一されたo

ii匝食券による奉天省内の通貨統一は中国国内通貨統一-の前進でもあった｡1914年

の ｢国弊条例｣によって中国国幣の本位通貨は大洋とされた｡匪食券の允換請求に対して

大洋で応じることは､大洋本位制という中国通貨改革の潮流に沿ったものであり､そして

匪食券の食換請求に対して上海両為替で応じる規定は､国内国際決済における上海両為替

の割合が高いという現実に合わせた過渡的な措置である｡

iii匪食券による奉天省の通貨統一は日本の植民地金融政策の進展を阻止したC奉天省の

通貨が東三省官銀号の匪食券に統一された結果､東三省の通貨を金本位化するという日本
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の植民地金融政策は関東州と満鉄付属地という日本の勢力範囲に後退することとなった｡

匪食券は奉天省と上海金融市場との関係を緊密化させ､その勢力拡大は日系金本位紙幣に

とって潜在的な脅威となった｡

｢免換問題｣をきっかけに行なわれた通貨改革の限界は以下の3点である｡ i匪金券の

対上海為替相場の安定においては東三省官銀号の資金力が不足していた｡奉天省内の流通

通貨は東三省官銀卓の匝食券に統一されたが､対外決済通貨は複雑になった｡既存の営口

過炉銀と紗票以外に､中国 ･交通両銀行の匪食券､そして朝鮮銀行券も為替決済通貨とし

ての地位を獲得した｡しかし､東三省官銀号は上海為替相場を安定させる資金力を持って

いなかった｡上海為替相場を調整できないということは東三省官銀号の匪金券の安定にと

って大きな障害となった｡

ii歴食券の対金貨国の為替相場調整においては東三省官銀号の資金力が不足していた.

ルーブル紙幣が退場したことによって朝鮮銀行券は唯一の金本位制国との決済通貨となっ

た｡1920年代末三省官銀号は匝食券の為替相場を安定させる金為替資金が不足であった｡

このため匪食券の価値は､金銀比価の変動のみならず､日本の金融情勢によっても翻弄さ

れやすくなった｡20年代後半には金融恐慌､金解禁､再禁止等を契機に日本の外国為替相

場が揺れ動いたが､朝鮮銀行券との結びつきを深めたことによって匪食券の相場もそれに

激しく振 り回されることになった｡

iii匪食券の発行高に関しては明確的な規制がなかった｡東三省官銀号の匪食券は上海為

替允換紙幣であった｡しかし､東三省官銀号が自前の匪食券を安定させる上で十分な上海

為替を保有できないという現実は､匪食券の発行高を制限する客観標準がないことを意味
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していた｡この状況は匪食券に過剰発行の可能性を与えた｡20年代後期に進行した東三省

官銀号匝食券の為替相場下落の要因には様々であったが､その流通量の拡大はその一因で

あった｡

小結

国内通貨の未統一と第一次世界大戦期における国際銀相場の上昇は ｢食換問題｣の誘因

であった｡奉天小洋票免換請求の増大と小洋の流出は､奉天省政府に通貨供給の縮小を強

いて､日本に貿易縮小と横浜正金銀行大連支店の経営不安をもたらした｡そこで､日中双

方は共同の利益に基づいて日本人居留民の食換請求を抑制する制限食換協定を何回にわた

って結んだ｡

日本政府は ｢食換問題｣を利用して､植民地金融政策の展開と利権獲得を試みたが､奉

天省政府は日本と欧米列強の対立及び金銀相場の変化を利用して､El本に免換停止と匪食

券の発行を承認させた｡

匪食券改革は大洋本位制が全国的に確立していない現実に合わせた過渡的な政策であ

った｡奉天省政府は､自由相場制の為替允換紙幣という匪食券の性質によって通貨供給の

弾力性を獲得したカ亨､それと同時に為替安定という新たな課題にも直面することとなった｡

成長通貨の供給と為替安定という両立しがたい課題は､1926年の ｢奉天票問題｣の中に浮

上し､｢奉天票問題｣の解決をきっかけに行われた張 (作)政権の通貨政策の転換は､次章

の実証課題である.

70



第 3章 ｢奉天棄問題｣と匪食券政策の転換

本章は､1926年に起きた日中間の外交問題 ｢奉天票問題｣を取り上げ､同問題の解決過

程に見られた張 (作)政権の通貨管理技術向上の事実を明らかにする｡具体的な実証内容

は以下の3つがある｡i匪食券増発の政治と経済的な背景及び匪食券を取り巻く為替取引

システム､ii匪食券対朝鮮銀行券相場を動かしていた金融グループと彼らが行なっていた

裁定取引の実態､jji｢奉天票問題｣の展開過程､同問題の解決をきっかけに形成された張

(作)政権の通貨政策と日中双方の対立依存関係｡

第 1節 1920年代における東三省の通貨と為替取引ステム

本節では､ i張 (作)政権が打ち出した東三省全域を対象とする通貨統一計画､ii日系

銀行の信用収縮と国際的な農産物の好況という匪食券増発の経済的背景､iii東三省の為替

取引システムの実態という3つの内容について検討する｡

Ⅰ匪食券による東三省通貨統一の計画

第2章で述べたように､張 (作)政権の機関銀行であった東三省官銀号は 1917年末に

大洋 ･上海両為替食換紙幣である匪金券の発行を開始し､奉天省の通貨統一をはかった｡

1920年代に入り､奉天省の通貨はほぼ匪食券に統一されたが､いくつかの重要な税金の徴

収､合弁鉄道の運賃､電信料金の支払いには大洋あるいは大洋允換紙幣が用いられ､民間

においても朝鮮銀行券建､大洋建のさまざまな取引が行われていた1｡

1地租､印花税､塩税などの税金､京奉､奉海､四兆､兆昂鉄道の運賃､訴訟費 [中国人民
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匝食券の対上海両為替相場を安定させるという点において､東三省官銀号の資金力と組

織はまだ脆弱であった｡張作寮の奉天軍閥が関内 (中国本土)に進出した後､上海周辺で

は彼らと諸軍閥との間でたびたび対立が生じ､東三省官銀号はそのつど上海支店の営業を

中断することを余儀なくされた2｡こうした事情は､東三省官銀号が上海で為替安定資金を

保有することを困難にし､上海支店の機能を不十分なものにしたoそして 1920年代後半

になると､金銀為替相場が激しく変動する中でこうした通貨統一の不徹底と東三省官銀号

の上海両為替に対する調節機能の不十分性は､匝食券が下落する大きな要因になっていた

ものと思われる｡

張作森の勢力は 1910年代の後半に至るまで吉林省と黒龍江省の通貨金融に及んでいな

かった｡吉林省と黒龍江省には省立中央銀行であった吉林永衡官銀号と黒龍江広信公司が

存在し､それぞれが発行していた古林官帖と黒龍江官帖が各省内の流通通貨となっていた.

しかも当時､東三省北部の貿易と金融の中心は吟爾演にあった｡そこではロシア革命まで

はルーブル､1919年頃からは中国銀行と交通銀行の吟爾潰大洋票が流通していたOこれら

の通貨は省内の流通通貨となっていた古林官帖と黒龍江官帖を押しのけて､東三省北部に

おける基軸通貨の役割を担っていた｡

一方､張作寮は 1919年に東三省北部を政治的､軍事的に掌握した後､当該地域におけ

銀行給行参事室 1986p.845､p.847､外務省 1985p.618]｡

21925年 10月官銀号上海､天津､北京支店の業務を一時停止した [満鉄庶務部調査課

1926p.180]｡
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る金融支配を本格的に開始した｡張 (作)政権は吟爾演大洋票の発行権を手に入れるため

に 3省の財政と財界を動員し､1920年に吟爾演で東三省銀行を設立した｡同銀行は北京

国民政府の許可を得て､ 吟爾潰大洋葉の発行権を獲得した｡そして東三省官銀号は 1924

年 6月にこの東三省銀行の合弁を通じて吟爾潰大洋票の発行権を獲得したD1925年､東

三省官銀号の分身と言われた辺業銀行も吟爾啓大洋票の発行権を入手した30 このように張

(作)政権の東三省官銀号と辺業銀行は中国銀行､交通銀行と並んで吟爾潰大洋票の発行

銀行となった｡そして張 (作)政権は中国 ･交通両銀行の発行高を規制し､しだいに自ら

の機関銀行の発行高を伸ばしていった [味岡1983]｡

吟爾演-の金融進出を果した後､張 (作)政権は､1922年末から東三省全域の通貨を統

一するための計画を練 り始めた｡この計画の骨子は､ i吉林官帖と黒龍江官帖を漸次的に

回収し､書林永衡官銀号と黒龍江広信公司の省中央銀行の役割を弱体化する､ ii東三省官

銀号を東三省の中央銀行にし､同官銀号の発行する匪食券で東三省全域の通貨を統一して

匪金券の允換制度を確立する､というものであった [満鉄庶務部調査課 1926p.119121]o

3辺某銀行はもともと天津に本店があり､第二次直奉戦争の後､張作霧に寛収された｡張(作)

政権は1925年7月に辺業銀行を改組して､その指導権を掌握し､1926年2月に本店を奉

天に移した｡辺業銀行の資本金は 2000万元現大洋で､525万元の支払い込資本金はほと

んど張作案一族の出資であったが､その資金の実態は東三省官銀号からの借り入れと言わ

れているO辺業銀行は改組された後､吟爾塔大洋票の発行権を獲得した [呉 ･尚 ･楊 ･王

1992p.37]｡
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奉天の文治派の代表であった省長王永江と吉林の政財界の一部勢力は､匪食券による東三

省の通貨統一が奉天省の金融を撹乱するのみならず､吉林省と黒龍江省に対しても不利を

もたらすと考えてこの計画に反対した [満鉄庶務部調査課 1926p.120､遼寧省梢案館 1990

第 4巻p.342]｡しかし､張作霧を始めとする軍事勢力はこうした動きを押し切って､1924

年6月に東三省銀行､奉天興業銀行､東三省官銀号を合併し､より大きな資金力と広い支

店網を持つ新たな東三省官銀号を成立させた4｡新たな東三省官銀号は書林､黒龍江省に対

する財政資金の供与と官帖回収資金の貸出を匝食券で行い､東三省北部における匪食券の

流通拡大と吉林官帖ならびに黒龍江官帖の回収をはかろうとした [横浜正金銀行調査課 ･

公門 1925pp.46-7]｡しかし､この計画は1929年､奉天省の現大洋票改革まで実現するこ

とができなかった｡-

Ⅱ 日系銀行の信用収縮と東三省の経済成長

1920年代の東三省においては､関東州と満鉄付属地は日本の勢力下にあり､ここでも通

貨は統一されていなかった｡朝鮮銀行券は法定通貨として流通していたが､これとは別に

横浜正金銀行大連支店の紗票が､大連海関の関税納入通貨､大連取引所の決済通貨､大連

上海間の銀資金移動の媒介として流通していた｡

横浜正金銀行の東三省各支店は 20年代の東三省において緊縮策をとっていたoこの時

4伊藤 ･荻原 ･藤井編 (1969pp.750-2)｢東三省銀行の合併と其の発行に係る大洋票｣を参

照0
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期の砂票発行政策は上海両とのパ リティーを維持しながら､発行高を伸縮させるというも

のであった.砂票は､常に50%以上の丘貨準備をもっていたため､上海両為替に対して安

定していた[金子 1991pp.466-7]｡砂栗の発行高は絶対的な金額が少なかった うえに､1923

年と24年に収縮 し､25-29年には若干の回復をみたものの､その後は再び落ち込んだ [小

風 1988p.304]｡

東三省における横浜正金銀行の各支店の経営方針は､関東大震災後に転換した｡すなわ

ち商業資金の供給停止と為替金融-の専念という方針の選択である｡こうした方針転換の

もとで､貸出､手形割引業務は極端に縮小された｡各支店の利益は大幅に落ち込み､関原､

長春､吟爾済支店の経営は低迷あるいは赤字の状態にあった [小風 1988p.312]｡

一方､朝鮮銀行の業務は､東三省においても植民地朝鮮においても 1920年代を通じて

整理期にあった｡朝鮮銀行券の発行高は 1919年末の 1億 6千万円から1920年末の 1億

1千6百万円まで収縮 し､その後も年末年始に一時的な微増があったものの､｢満洲事変｣

に至るまで縮小傾向にあった [満鉄経済調査会 ･南郷 1935pp.55-8]｡東三省における朝鮮

銀行券の流通高は発行高全体の 3分の 1を占めていたと言われており [朝鮮銀行史研究会

1987p.293]､20年代における東三省内の朝鮮銀行券の流通高は発行高全体の縮小に規定

され､停滞あるいは縮小の状態にあったと思われる｡実際､東三省には朝鮮銀行の不良債

権が集中していたために､同銀行は長期貸付による信用供給に対して消極的になり､大豆

買い付けのための短期商業資金の貸出だけを行っていたが､その金額も停滞あるいは減少

していた [朝鮮銀行史研究会 1987p.325､表 3･21]｡

このように 20年代は日系金融機関にとって信用緊縮を余儀なくされた時代であった｡
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しかし､その一方で､東三省経済は世界的な農産品の価格上昇と需要拡大に恵まれ､好況

を続けていた｡イギリスの大豆相場は1923-25年まで上昇し､30年まで安定的に推移し

た5｡欧州八カ国の大豆消費量は1925年から1929年にかけて飛躍的に増大していた6｡こ

うした国際市場の動向に影響を受け､東三省では1920年代半ば頃から､大豆のみならず､

高梁､粟など他の商品農産物の作付面積と収穫高も増大し､生産の拡大に伴って､労働力

の流入､貿易総額､輸移出の超過が増加 した7｡この間の対外収支は均衡ないしやや黒字を

保っていた [山本2003pp.141-2]｡

前述した匪食券による通貨統一と食換制度の確立という幣制統一の計画は､こうした好

況が引き起こした信用需要の高まりと正貨準備の不足というジレンマの中で､修正を余儀

なくされた｡修正された計画は匝食券の食換制度の確立を放棄し､東三省の域内流通通貨

については匪食券に統一するものの､対外決済通貨については大洋食換紙幣に統一すると

5朝鮮銀行券で表示した英 トン当たりの大豆価格は､1923年 108円､1924年 122円､1925

年 154円であった [満鉄経済調査会立案調査書類第8編第3巻 1935p.582]｡

6欧州八カ国の1925-29年の大豆消費量は､1925年69万6千 トン､26年66万3千 トン､

27年 93万 9千 トン､28年 141万 6千 トン､29年 167万8千 トンであった [満鉄経済調

査会立案調査書類第8編第3巻 1935p.602]｡

7穀物の総収穫高､大豆､高梁､粟の作付面積と収穫高の上昇は満鉄経済調査会 (1934p.25

p･30､p･36､p.43)を参照｡労働力と輸出入総額の増大は満鉄経済調査会 (1934p.14､p.175)

を参乳 輪移出入の超過は (金子 1991p.314)を参照｡
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いう内容になった80匪金券を食換制度の制約から解き放すことによってその発行高の拡大

を可能とし､東三省の経済拡大に必要な信用供給が匝食券の増発によって確保することが

目指されていたと考えられる｡20年代後半の匪食券の増発は､張 (作)政権の軍事費を捻

出するという周知の役割以外に､生産と流通に必要な資金を供給するという点において重

要な意味をもっていたと思われるのである｡

Ⅲ 東三省の為替取引システム

様々な通貨が流通していた東三省においては､特産物の買付け､輸入品の代金決済に使

われる通貨が地域によって異なっていた｡関東庁は 1913年に官営大連取引所を設立し､

特産物と特産物の買付け通貨妙案の取引を制度化した9｡この大連官営取引所の創設は､東

三省における近代的な取引所制度の出発点であった｡その後､各地で取引所が続々と設置

され､各取引所においては､特産物のみならず､東三省の域内と対外貿易決済に使 う通貨

も取引されていた｡表3-1(p.126)は日本によって設立された取引所を一括して示したも

のである｡

張 (作)政権も日本側の取引所設立ブームに影響され､各地で取引所を続々と設立した｡

これらの取引所に関する史料はいずれも断片的なものであり､表3-2(p.127)はそれらの

8横浜正金銀行調査課 ･公門 (1925p.49)を参照｡しかし､実際には現大洋免換紙幣の発

行は1929年6月まで実現しなかった｡

9大連取引所の機能と実態については塚瀬 (1999)を参照されたい｡
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史料をつなぎ合わせて作成したものである｡中国側の取引所は官商合弁で株式組織の形態

をとっており､取引規則などは日本側の取引所のそれに倣っていた10｡

各取引所で上場された主な特産物は大豆であった｡このため､大豆の取引高は決済通貨

の信用に対する強い裏づけとなっていた｡ここでは主要な取引所の匪食券建の大豆取引高

を確認し､東三省における匪食券の位置について確認しておこう｡日本側の関原取引所､

公主嶺取引所､四平街取引所は満鉄付属地にあったが､大豆の取引はすべて匪食券建で行

なわれていたO三つの取引所の取引高の合計は 1920年代を通じて増大を続け､その規模

は関東州にあった紗票建の大連取引所のそれをはるかに上回っていた110 このような大豆

取引量の増大は､下落を重ねた匝食券の流通力を維持させ､匪金券の増発が容認されるこ

とにつながった｡

東三省北部の大豆集散地であった吟爾境には張 (作)政権傘下の演江証券糧食交易所が

あったo同交易所での大豆取引は吟爾潰大洋票建であったo潰江証券糧食交易所における

大豆取引量に関しては､連年の動きを示す史料が見つかっていないが､1922-24年につ

いていえば､その取引量は､紗票建の大連取引所と匪食券建の関原､公主嶺､四平街取引

所の水準をはるかに上回っていた12｡1928年の出回り高は吟爾演の59万 トンに対して､

10奉天交易保証所則例､章程については満鉄社長室調査課 (1922pp.128-34)を参照｡奉

天城内貨幣交易場関係章程については満鉄庶務部調査課 (1926p.303)を参照｡

11大連､奉天､公主嶺､四平衡取引所の取引高は満鉄庶務部調査課 ･斉藤 (1928付録pp.

44-59)を参照｡

12慣江証券糧食交易所の大豆取引高は満鉄吟爾慣事務所調査課 (1926pp.61-2)を参胤
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関原はわずか23万 トンであった [満鉄調査課 ･加悦 1930p.7]｡このような大豆取引量の

大きさに裏付けられた吟爾演大洋葉は､東三省北部の基軸通貨として不動の地位をもって

いたO

日本と中国双方の取引所では､東三省の域内と対外決済に必要な通貨も取引されていた

(p.126表3･1､p.127表3-2).このため各種通貨の相場は互いに連動し合 うようになった.

これらの通貨の相互関係については図3-1(p.119)のように示すことができるO匪食券と

朝鮮銀行券の関連にしぼって触れておくと､奉天省の各取引所においては､匪食券と朝鮮

銀行券の取引があったために両者は直接に相場を形成した｡書林､長春､吟爾演の各取引

所においては､吉林官帖､吟爾演大洋票を通じて匪食券と朝鮮銀行券の裁定相場を計算す

ることができたC裁定相場と実際相場の間の開きは稗取を目的とした裁定取引を誘発し､

短期資金の移動を活発にする要因となった｡

取引所に関してもう1点見落とすことができないことは､日本側の取引所は公的機関と

営利組織との並存という独自の組織形態をとっていたという事実である｡当時､世界の多

くの取引所は株式組織あるいは会員制組織の形態をとっていた｡ しかし､関東庁は国籍の

異なった日本商人と中国商人の間の取引に公平を期すとして､民間組織としてではなく､

関東庁の-役所として取引所を設立した13｡取引所は取引人の監督､建玉の整理､相場の

発表を担当し､取引の清算､担保､融資などの業務については取引所の付属事業であった

取引所信託会社に委託した [満鉄庶務部調査課 ･斉藤 1928p.12､p.23]｡取引所信託会社

18満鉄庶務部調査課･斉藤 (1929)は関東庁の取引所の民営化をめぐる論争を述べていた.
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は取引所の監督を受けていたとはいえ､株式会社の性質に規定され､営利組織としての性

格を強くもっていた｡特に､取引所信託会社は金融信託業を営んでいたために､自社の利

益につながる取引人に融資し､自らに有利となるように相場を操作する可能性が生まれる

ことになった｡このような公的機関と営利組織の並存について､法曹関係者の間からは､

制度上の欠陥とする批判がだされ､付属事業の設立に対しては当初から反対の声が上がっ

ていた [満鉄社長室調査課 ･中根 1922p.46]｡こうした制度上の欠陥は第 3節で明らかに

するように､｢奉天票問題｣を深刻なものとした大きな要因であった｡
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第2節 ｢大連商人｣と匪金券 ･朝鮮銀行券の裁定取引

20年代の上海市場における朝鮮銀行券と円為替投機に携わった ｢大連商人｣にはいくつ

かの異質な金融グループが含まれていた.本節では､ i各グループの活動が東三省金融市

場における棲み分けと相互連関をもたらしていた事実､ii｢大連商人｣が行った匪金券 ･

朝鮮銀行券の裁定取引の実態､iii匪食券 ･朝鮮銀行券の先物取引が中国側の奉天交易保証

所から関東庁の奉天取引所-移動した過程､という3点を明らかにする｡これらの内容は､

匪食券相場の短期的な変動を理解するうえで重要な意味をもっていたが､これまでの研究

ではまったく取り上げられてこなかった｡

Ⅰ 上海市場の円為替投機と ｢大連商人｣

1922年のジェノア会議以後､欧米の主要国は次々と金本位制に復帰した｡金本位制-の

復帰という国際的な動きに伴って､為替投機を目的とした大量の短期資金が国際市場の中

で激しく移動し､各国の為替を不安定にさせた｡また関東大震災以後､日本の国際収支の

赤字､日本政府の為替政策と金解禁-の動きは､円為替投機に心理的な影響を与え､上海､

ニューヨーク市場の円為替投機は､円為替相場に短期的な変動を惹き起こしていた [伊藤

1989p.142]｡

上海市場において為替投機に携わっていた金融業者は､上海為替投機業者と通称され､

彼らは､(1)上海両と円為替の間の売異､(2)上海両を仲介した裁定日米為替と実際の日

米為替との間の斡取､(3)標金と円為替との間の稗取､(4)大連向け朝鮮銀行券為替と円

為替との間の搾取､一という4つの方法で円為替投機を行っていた｡そして､上海為替投機
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業者は金業交易所所属仲買人14､マバラ筋15､｢大連商人｣という3つのグループに分けら

れた｡いわゆる ｢大連商人｣は､大連向け朝鮮銀行券為替を独占触 こ売るグループだとさ

れていた [三井銀行上海支店 1926pp.18-22､伊藤 1989p.145･6]｡朝鮮銀行券為替は､こう

した ｢大連商人｣の取引活動によって円為替投機の中に巻き込まれていたのである｡

1926年と 1930年に関する三井銀行上海支店の調査によれば､｢大連商人｣の朝鮮銀行

券為替の取扱高は年間 1億円から1億 4千万円にのぼっていた[満鉄上海事務所 1927p.23

小林 2004p.230]｡朝鮮銀行券の発行総額は 1-1.3億円で､東三省における朝鮮銀行券の

流通高はその3分の1と言われていたから､彼らの取引規模はかなりのものであったと評

価できよう｡

上海市場における ｢大連商人｣という呼称には､大連という地名が冠されていたが､そ

れは商人たちの出身地あるいは営業の拠点が大連にあったということを意味していなかっ

た｡彼らはその本拠地によってさらに大連筋､奉天筋､営口筋､天津筋､煙台筋､青島筋

に分けられ､1926年について言えば､｢大連商人｣と呼ばれた業者は20社余りを数えた｡

天津筋､煙台筋､青島筋については､東三省の各金融市場との関わりを確認することがで

きなかったoここでは ｢大連商人大連筋｣と ｢大連商人奉天筋｣に限定してその内容を検

14上海為替投機業者のうち､金業交易所の取引人の資格を持つ一団が金業交易所所属仲買

人と呼ばれていた [三井銀行上海支店1926pp.18-9]｡

15上海為替投機業者のうち､取引の特徴及び所属によって分類することができない業者は

一括してマバラ筋と呼ばれた [三井銀行上海支店 1926pp.21-2]｡
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討することにする｡ー｢大連商人大連筋｣の業者としては､備蓄公司､同順盛､振和､同利､

双衆福､義威信､裕昌祥､裕豊仁が､｢大連商人奉天筋｣の業者としては､功成玉､益発合､

永恵興､世合公､永達興､厚発合､運通達､永和禅､東三省官銀号､天合盛が挙げられる｡

注目すべきことに､上海市場においては東三省官銀号も ｢大連商人奉天筋｣の1つと見な

されていた [三井銀行上海支店 1926p.20]｡

表 3･3(p.128)は ｢大連商人大連筋｣と ｢大連商人奉天筋｣が東三省のどの地域に活動

拠点をおいていたかを示すものである｡大連には朝鮮銀行券 ･紗票の取引を行 う大連取引

所と砂嚢 ･上海両の取引を行う匪申市場があった (p126表 3-1を参照)｡大連取引所の取

引人は｢上海筋｣､｢奥地筋｣(大連において､大連以外の東三省各地は奥地と呼ばれていた)､

｢特産筋｣､｢銀行筋｣､｢マバラ筋｣に､匪申市場の取引人は ｢上海筋｣､｢南支筋｣､｢奥地

筋｣､｢地場輸入商筋｣に分けられた｡1926-29年頃の時期において､｢大連商人大連筋｣

の備蓄公司､義成信､同順盛､裕昌梓､双翼福は､同時に大連取引所と匪申市場の ｢上海

筋｣として活躍していた｡つまり､上海における ｢大連商人大連筋｣は大連市場の ｢上海

筋｣と同一業者であり､彼らは大連と上海の間で為替投機活動を行なっていた.双宋福を

例外として､｢大連商人大連筋｣の活動範囲は大連に限られており､それ以外の金融市場に

は及んでいなかった｡

1926年頃の ｢大連商人奉天筋｣は9軒を数え､その中の 5軒､天合盛､功成玉､益発

合､世合公､運通達は､奉天において奉天交易保証所の ｢大手筋｣ないしは有力金融業者
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として記録されていた16｡この中の天合盛､功成玉､益発合は書林に本拠地を持つ有力金

融業者であり17､彼らは吟爾演においても有力業者として認められていた18｡つまり東三省

官銀号を除き､｢大連商人奉天筋｣に属した民間業者は､大連以外の東三省の各金融市場に

またがって活動を展開していたのである｡

以上に見てきたように ｢大連商人大連筋｣は日本の勢力範囲であった大連市場で活動し

ていたが､｢大連商人奉天筋｣は奉天､吟爾演､書林市場を舞台にして活躍していた｡大連

と大連以外の東三省各市場にまたがって活動していたのは､｢大連商人大連筋｣の双衆福､

｢大連商人奉天筋｣の益発合という少数の業者である｡つまり､東三省金融市場の全体は

16奉天総商会梢案 (JC14)案巻番号 9284には､奉天交易保証所における 1922年の取引

高があり､3月の取引高が一番多かった｡ここでいう大手筋と有力金融業者は取引高が 100

万以上のものである｡奉天総商会楢案 (JC14)案巻番号6603､遼寧省梢案館 (1990)第

4巻p.467には､1924年に奉天金融維持会の調査員となった有力金融業者の名薄がある｡

17天合盛はもともと本店を公主嶺に置いていたが､1926年の時点で営業の重点を長春に移

した [奉天省長公署楢案 JCIO案巻番号5615]｡功成玉の本店は吉林市にあった [東北三

省中国経済史学会 ･撫順市社会科学研究所編 1987p.329]｡益発合は長春を中心に活動して

いた [車 ･張 ･馬 1991第 4輯p.61]｡

18堵江貨幣交易所の大手として､天合盛､益発合､功成玉､敦昌､宝隆和､永衡通､広信

昇､徳源厚､天増長､合生東が取り上げられた [満鉄調査課 1929p.26､横浜正金銀行調査

課 1926p.19､p.22]｡
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上海市場に従属していたが､東三省の各金融市場間の関係について言えば､奉天､吟爾演､

古林市場の間には強い相互関係があり､これらの市場は大連市場に対して相対的に独立し

た関係を持っていたのである｡そしてこの点について､これまでの研究は全く注意を払っ

てこなかった｡

Ⅱ ｢大連商人奉天筋｣の裁定敢引

朝鮮銀行券と円はパーリンクの関係にあったが､大連の朝鮮銀行券相場と上海の円為替

相場との間にはつねに開きがあり､しかも大連の朝鮮銀行券は上海の円為替に比べると安

い価値水準になりがちであった19｡安富 (1991)は､｢大連商人｣と日系為替銀行がこうし

た大連 ･上海間の朝鮮銀行券､円為替相場の開きを利用する為替投機の実態を明らかにし

たo前項で実証されたように､大連 ･上海の間で為替投機活動を行っていたのは ｢大連商

人｣の全体ではなく､その中の一部分､｢大連商人大連筋｣であった｡つまり､安冨 (1991)

によって明らかになったのは ｢大連商人大連筋｣の投機活動の様態である｡

19この現象の原因については､安富 (1991)と柴田 (1999)が異なる視角から類推を行な

って見解を対立させている｡安富 (1991)は朝鮮銀行の過剰発行による朝鮮銀行券の事実

上の減価と日本円との等価リンクという政策､すなわち東三省における日本の植民地金融

政策の矛盾に原因を求めるのに対して､柴田 (1999)は大連､上海､日本間の貿易収支の

構造に注目している｡
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｢大連商人大連筋｣以外の各手筋の活動も独自な内容をもっていた｡｢奉天票問題｣に

関わった ｢大連商人奉天筋｣の独自性を理解することは､1920年代に張 (作)政権が金融

市場に対する統制力を獲得していったという事実を把握する上で重要な意味を持っている｡

ここでは､｢大連商人奉天筋｣が主な通貨取引市場で行っていた匝食券 ･朝鮮銀行券の裁定

取引を検証し､彼らの活動経路を探ることにしようOちなみに､｢大連商人奉天筋｣は日本

にも活動拠点を築いていたが､その活動の詳細を示す史料はまだ見出しておらず､ここで

はその実態について触れることができない20｡

図3-2(p.120)は ｢大連商人奉天筋｣が行っていた空間的な裁定取引を示すものである｡

奉天 ･上海間の裁定取引の方法は､奉天においては､匪食券を介して朝鮮銀行券と上海両

の相場を計算し､そして裁定相場が実際相場より高いときに､朝鮮銀行券売り (匪食券買

い)､匪食券売り (上海両貴い)を行い､これと同時に､上海において上海両売り (朝鮮銀

行券買い)を行い､両地の相場の開きが縮小すると反対の売買を行って手仕舞する､とい

うものであった｡奉天における裁定相場は､朝鮮銀行券安の場合には､こうしたオペレー

ションを反対の方向で行 うことによって鞘取を手にすることがでせた｡張 (作)政権は上

海と奉天間の裁定取引が匪金券の空売りを引き起こし､匪食券の相場を下落させるという

理由で上海と奉天間の裁定取引を禁止した [奉天省長公署梢案 JCIO案巻番号 5579]｡し

かし､上海市場は張 (作)政権の行政権外にあったために､この禁止令がどこまで有効で

20奉天省長公署楢案 (JCIO)案巻番号5579の中に､｢大連商人奉天筋｣の世合公が日本に

も活動拠点をもっていたという記録が残されている｡
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あったのかという点については疑わしいものがあるo

関原 ･奉天間の裁定取引は､奉天取引所､奉天交易保証所 (後の奉天貨幣交易場)にお

ける匪食券の対朝鮮銀行券の相場と関原取引所における匪食券の対朝鮮銀行券の相場に開

きが生じると､朝鮮銀行券相場の高い取引所で朝鮮銀行券売り(匝食券買い)､朝鮮銀行券

相場の低い取引所では朝鮮銀行券買い (匪免券売 り)を行い､そして両取引所の相場の間

で稗が縮小すると､反対の売買を行うというものであった [満鉄調査課 1931ap.61]｡

奉天 ･吟爾潰間の裁定取引の方法は､演江貨幣交易所において､ 吟爾潰大洋票を介して

匪食券の対朝鮮銀行券の相場を計算し､裁定相場と実際相場との間に開きが出たら､高い

ところで売り､安いところで買うというオペレーションであった[満鉄調査課 1931ap.67]｡

大連 ･関原間の裁定取引の方法は､開原取引所において､匪食券を介して朝鮮銀行券と

砂票の相場を計算し､裁定相場と大連取引所の相場との間に開きがあれば､高いところで

売り､安いところで買うというものであった｡第 1項で述べたように､大連と ｢奥地市場｣

にまたがって活動を行なっていたのは､東三省官銀号と書林永衡官銀号という二つの官銀

号､そして双衆福､益発合という極めて少数の民間業者であった｡東三省官銀号は匝食券

を安定させるためにこうした裁定取引を行った [三井銀行上海支店 ･李家弘 ･下林

1927pp.43･4]｡しかし､匪食券 ･朝鮮銀行券の投機が盛んになった 1926年 10月に､関原

取引所は通貨取引を停止した [横浜正金銀行頭取席調査 1928p.37]｡こうした措置によっ

て関原 ･大連間の裁定取引は不可能になったo

奉天 ･大連間の裁定取引の方法は､大連において､紗粟を介して朝鮮銀行券と上海両の

相場を計算し､奉天において､匝食券を介して朝鮮銀行券と上海両の相場を計算し､大連
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が上海両高朝鮮銀行券安であれば､大連においては上海両売り (砂票買い)､(砂票売り)

朝鮮銀行券員いを行い､同時に奉天においては朝鮮銀行券売り (匪食券買い)､上海両買い

(匪食券売り)を行 うというものであった｡両地の相場が逆の場合には､むろん反対のオ

ペレーションで鞘取ができた21｡こうした取引では上海両の売買は現物取引で行われ､そ

の引渡しは上海で遂行されたために､過剰な投機は起こりにくかった0

各取引所においては､以上のような市場間の相場の開きを利用した空間的な裁定取引以

外にも､同じ市場において､時間によって相場が変動することを利用する時間的な裁定取

引が行われていた｡前者は市場間の相場の開きを､後者は､時間的な相場の開きを平準化

する働きがある｡しかし､裁定取引は､資金が独占された場合に､相場が人為的に操作さ

れ､1つの市場における過剰的な投機が関連各市場に影響を及ぼすという問題を抱えてい

た｡実際､1925年末から26年末にかけての匪食券対朝鮮銀行券相場の乱高下は､円為替

不安､政治不安に起因し､裁定取引を通じて増幅されていた｡

Ⅲ 匪食券 ･朝鮮銀行券の先物取引場所の変化

張 (作)政権の奉天交易保証所と日本側の奉天取引所は､奉天 ･朝鮮銀行券の取引機関

として 1920年 1月に同時に設立されたが､開業後､取引はほとんど奉天交易保証所に集

中していた22｡同保証所で行なわれていた先物取引は､一貫して張 (作)政権の厳しい規

21裁定取引の手順については､満鉄庶務部調査課 (1926p.189)を参照｡

22奉天取引所の取引高は1920年の2億5千万から減少し､1921年 1100万円､1922年2870
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制を受けていた｡戦争などの影響で相場が激しく変動した時には､しばしば取引高制限､

相場規定､用途検査､交易停止などの措置が実施された [関東庁奉天取引所 1926p.3､遼

寧省楢案館 1990第3巻p.693･8､第4巻p.35､pAO]｡

関東大震災の後､上海市場における円為替投機は､東三省の各市場にも影響を及ぼした｡

東三省における最初の先物為替投機は､中国側の東北銀行が 1924年 5月に関原取引所で

行った先物砂粟の ｢買い煽ぎ｣であった｡関原取引所においては､朝鮮銀行券と砂票の先

物が同時に上場していた0日米為替相場は5月頃に 100円-39ドルをつき､関原取引所

における匪食券建の朝鮮銀行券相場は下落したが､同時に､匪食券建の紗票相場は上昇し

た23｡おりから市場は中国国内貿易の決済期であった端午節を控えていた｡東北銀行は 6

月 10日限の妙案を買い煽ぎ､東三省官銀号は匪食券の相場を維持する立場から妙案売り

万円､1923年 1100万円となった [満鉄庶務部調査課 ･斉藤 1928付録その3p.49]｡その

一方､奉天交易保証所の取引高に関する時系列の数値は得られなかったが､1920年 12月

の取引高に関する調査によれば､朝鮮銀行券為替の1日平均取引高は200万円で､6月､

7月の決済期には1月700万円に達したこともあった[満鉄社長室調査課1922pp･132-34]｡

1922年の朝鮮銀行券為替の年間取引高は4億 5千万円余であった [奉天総商会梢案JC14

案巻番号9284]｡奉天取引所の不振を考えれば､奉天においては､貿易決済に必要な朝鮮

銀行券為替はほとんど奉天交易保証所で取引されていたと考えられる0

23関原取引所における匪食券の対朝鮮銀行券と対砂票の相場は､横浜正金銀行頭取席調査

課 (1928p.34)｢関原市中金銀及主要特産物相場各月最高最低平均表｣を参照｡
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匪食券買いという為替平衡操作を余儀なくされたo投機による混乱は関原取引所に留まら

ず､関連の各取引所に広がった.この事件をきっかけに､張 (作)政権は先物為替取引が

過剰投機をもたらすという問題を深刻なものとして認識し､先物取引を禁止する対策をと

り､自らの奉天交易保証所を閉鎖した [満鉄庶務部調査課 1926pp.133-4]｡

奉天交易保証所が閉鎖された後､張 (作)政権は､金銀為替の供給を円滑にするために､

長安寺銀銭現貨交易公所という現物為替市場を設立した [奉天省長公署梢案JCIO案巻番

号 11826]｡しかし､現物為替取引は先物為替取引が持つリスク-ツジの機能を果すことが

できないために､先物為替取引は一気に奉天取引所に移った｡奉天取引所の取引高は､24

年上期の 140万円から､下期 1.3億､25年上期 3.1億､下期 3.9億へと急激に増大した｡

中国人取引人の人数と取引高が一貫して増大していたことから､有力な中国人業者が日本

側の奉天取引所に新規に参入していた状況を伺 うことができる｡1925年上半期を境に､日

本人取引人の人数は減少に転じたが､取引高は横ばいの状態が続いていた (p.129表 314

を参照)｡これは資金力の乏しい日本人取引人が整理されていたことを示すものであろう｡

ところで､奉天取引所の取引高の増大は取引所自身の健全な発展を意味していたわけで

はなかった｡奉天取引所は､開業当初から取引の不振を克服するために､場外取引を禁止

するという関東庁取引所規則の31条の規定を無視し､場外取引を受け付けていた24｡この

24関東庁取引所規則の31条は場外取引の禁止に関する条項であった [満鉄社長室調査課 ･

中根 1922p.9]｡奉天取引所は場外取引を受け付けていた実態については関東庁奉天取引所

(1926p.9)を参照｡
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ような取引規則に達反する行為は､取引高が増大し始めた 1924年 6月以後にも是正され

ず､投機的な取引を助長し､証拠金､増証拠金の滞納､未納を多発させた｡証拠金の滞納､

未納に起因した立会延刻､立会休止､解合25によって､奉天取引所はたびたび機能停止に

陥った [関東庁奉天取引所 1926pp.12-3]｡

奉天取引所の取引規則に反する行為のみならず､奉天取引所信託会社が職権を乱用して

投機に参与する事態も起こっていたために､奉天取引所の混乱は一層激しいものとなって

いった｡1925年に入ってから､38ドル台に低迷していた日米為替相場は､イギリスの金

本位制復帰､日本国内の ｢中間景気｣によって回復に向かい､4月に42ドル台まで上昇し

た｡3月､奉天取引所信託会社の専務取締役と会計主任が無証拠金のままに高額な建玉を

注文し､投機に参与したという事実が､投機の失敗によって明るみに出た｡投機の詳細な

過程と損失金額は判然としないが､その後､奉天取引所信託会社は資金繰りが苦しくなり､

5月 7日についに晴算の停止に陥った｡この影響をうけて奉天取引所は5月7日～12日の

立会を休止せざるを得なくなった｡奉天取引所信託会社は 1925年上半期に巨額な赤字を

出し､7月に株式の併合減資を余儀なくされた26｡

25解合は､売買両者が取引所の仲介で値段を合意した上で行なった変則的な転売買戻しで

ある [横山一郎 1926p.147-8]｡

26奉天取引所信託会社の投機参与および奉天取引所における取引の混乱については､『満

鉄調査月報』1925年4月 ｢奉天棄下落とその影響｣､関東庁奉天取引所 (1926pp.9-10)

が詳しい｡奉天取引所信託会社 1925年上期の収益には設立以来の最大な赤字を計上した
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奉天取引所信託会社の投機活動が露呈した 1925年 4月に､張 (作)政権は先物為替取

引を禁止する政策が現実に合わないと認識し､先物為替取引を再び自らの司法と行政権の

下に取り戻すために､官商合弁の奉天貨幣交易場を設立した｡奉天貨幣交易場は､過剰投

機を防ぐために投機目的の空売買を処罰の対象にした｡しかし､投機目的の空売買と実需

を想定した空売買を区別することは難しい｡商人たちは処罰を恐れ､奉天貨幣交易場を利

用することに消極的になった｡奉天貨幣交易場は商人を誘致することができず､開業後の

取引高はわずかな金額にとどまって､経営が成 り立たない状態が続くことになった [奉天

省長公署梢案JCIO案巻番号 11826]｡

以上に見てきたように､奉天貨幣交易場は機能停止の状態にあったに対して､奉天取引

所はさまざまな混乱を繰返し､リスク-ツジ､公正な価格形成､資産運用といった先物市

場に求められる機能を十分に果していなかったが､それでもかろうじて運営を続けていた｡

こうした状況のもとで､東三省官銀号の先物為替平衡操作は､奉天取引所で行わざるを得

なくなっていった｡もっとも､東三省官銀号の先物為替平衡操作の有効性は､奉天取引所

の放漫経営と ｢大連商人奉天筋｣の投機活動によって大きく損なわれることになった｡こ

の点の詳細については次節で述べることにする｡

[満鉄庶務部調査課 ･斉藤 1928附録p.32]0
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第 3節 ｢奉天票問題｣の展開と終結

本節の実証内容は､以下の3つである｡ i奉天取引所における東三省官銀号の為替平衡

操作は ｢大連商人奉天筋｣の投機活動を一層刺激した｡過剰投機を容認した日本側とそれ

を取り締まろうとした張 (作)政権の対立は､｢奉天票問題｣を惹き起こした｡ii｢奉天票

問題｣を利用して東三省の財政と金融に対する影響力を強め､利権を獲得する日本の計画

は､資金的な限界と中国情勢の変化によって放棄を余儀なくされた｡i正 ｢奉天票問題｣を

きっかけに､張 (作)政権は通貨政策の優先目標を経済成長に移し､こうした政策目標を

達成するために､匪食券の増発､特産貝占めと為替管理の強化を行った0

1 1926年奉天取引所の大混乱

1925年の後半､イギリスの金本位制回復によるポンド･マルクの安定化､そして日本の

金解禁に対する期待は､短期資金の投機対象を円にシフトさせた｡1925年4月から41ド

ル弱台を排梱していた日米為替相場は､8月から上昇に向かい､1927年3月に鎮定平価の

49.8ドルにまで回復した｡

1925年 8月から始まった円為替相場の上昇は､匪食券 ･朝鮮銀行券の相場にとって強

い圧力となった｡張 (作)政権は､中小金融機関を含めた金融維持会を組織し､市場より

安い相場で現物銀為替と朝鮮銀行券の供給を行なった｡しかし､中小金融機関は､金銀為

替供出の強要に応じるために､東三省の各金融市場で金銀為替を調達せざるを得なかった｡

東三省の各金融市場の規模が限られていた｡そこで各金融機関が金銀為替の調達を競った

ことは､匝金券相場を一層不安定にした [奉天奉天省長公署梢案 JCIO案巻番号 5579]｡

こうした弊害を意識した張 (作)政権は､大手銀行が現物金銀為替を拠出するよう政策の
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転換を行なった｡

1926年 2月､東三省官銀号､中国 ･交通両銀行は公共匪余所を組織し､市場より安い

価格で毎日上海天津銀為替 10万両､朝鮮銀行券 13万円を中国人の実需筋に売出し､匪食

券の相場を維持しようとした [満鉄庶務部調査課 1926p.182､奉天総商会楢葉JC14案巻

番号 7538]｡この羊うな張 (作)政権の動きを見て､匪食券の相場は回復しつつあるとす

る希望的な観測も一時的には生まれていた [奉天省長公署楢案JCIO案巻番号 11828]｡

しかし､公共匪余所による上海天津銀為替の売出しが 5月 19日から一時的に停止する

と､匪金券の増発､東三省官銀号の金銀為替資金の枯渇といった風説が流れ始めたO奉天

取引所では､匪食券の先物相場を安定させようとした東三省官銀号を相手にして､投機業

者が投機操作を繰り広げたO

ここでは 5月 28日受渡日前後の取引を例にして､東三省官銀号の為替平衡操作が為替

投機業者に逆手に取られてしまった実態を見ておこうo公共匪余所の上海天津銀為替売出

しが中止される直前の 5月 18日に､奉天取引所における朝鮮銀行券相場は数日前の 100

円-305元から329元に暴騰し､東三省官銀号はこれに対応すべく朝鮮銀行券売りを行い､

相場を 315元に落ち着かせた｡18日の取引高は投機業者と東三省官銀号のこうした駆け

引きによって926万円という開所以来の最高値を記録した｡数日後の 5月 24日に､投機

業者が朝鮮銀行券買い (匪食券売り)を行い､相場を370元に上昇させた｡これに応じた

朝鮮銀行券の売建玉は､東三省官銀号による注文であると見なされた｡そしてこの朝鮮銀

行券の売建玉の差損金については納入が遅延したために､東三省官銀号の敗勢が明らかに

なった｡買い方の投機業者は転売を拒否し､東三省官銀号を追い詰めようとした｡翌日の
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25日に相場は 430元にまで暴騰したが､証拠金の完納ができない取引人が出て､立会は

開始できなかった｡問題を解決するために取引人組合の総会が開かれ､協議の結果 (事実

上､売り方と買い方の協議)､解合は行われた｡すなわち証拠金を納入できない残玉は370

元の相場で転売買戻､あるいは乗換によって仕舞とされた｡28日の受渡日に､東三省官銀

号が80万円の受渡資金を用意することができたため､相場は一転して 360元にまで下が

った｡しかし､翌日､東三省官銀号が各地で朝鮮銀行券を買い集めているといった流言が

広がって､相場は再び 401元にまで上昇 した [外務省 1985p.575､関東庁奉天取引所

1926p.18]｡

奉天取引所における投機は ｢艶回し｣の手法を使って行なわれていた｡すなわち匝食券

を売り崩し､相場の下落を見て買い戻すという循環は繰 り返されていた [奉天省長公署硝

薬JCIO案巻番号1910]｡匪食券の相場はこうした投機によって乱高下を繰 り返しながら､

下がっていった｡

奉天取引所における匪食券 ･朝鮮銀行券相場が変動すると､奉天取引所と関原取引所の

相場の間だけではなく (p.130表 3-5)､各市場の裁定相場の間にも開きが出たに違いなか

った｡1926年 8月になると､奉天取引所における投機活動はますます激しくなった｡各

市場間の鞘を狙って投機業者は各地の市場に股をかけて裁定取引を行ない､投機取引は東

三省の各市場にまで広がった [奉天省長公署楢案JCIO案巻番号5569]｡

張 (作)政権は､有力な中国人為替投機者がこうした投機活動の主な担い手であると指

摘し､それと同時に朝鮮銀行が日本人取引人の投機取引をバックアップしているのではな
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いかと疑っていた27｡そこで張 (作)政権は､奉天取引所における投機取引が匝食券の相

場を不当に下落させたと主張し､奉天取引所の閉鎖､取引の一時的な中止あるいは取引高

の制限を日本側に対して何度も求めた｡しかし､日本側は､匪食券相場の下落は匪食券の

濫発による供給過剰の結果であると主張し､張 (作)政権の要求をことごとく拒否した｡

こうした事態を前にして､張 (作)政権は､日本側の取引所で投機取引に携わっていた

中国人業者を取り締まるという間接的な規制に乗り出したO日本側の取引所で投機的な取

引を行った中国人取引人､日本人両替業者の中国人代理人十数人は､金融擾乱の罪で張(作)

政権に逮捕された｡最大の投機業者といわれた天合盛の奉天､長春､吟爾演支店の支配人

を含めた5人が銃殺の刑に処されたO中国人取引人はこうした厳しい取締を恐れて取引活

動を自粛するようになり､これによって奉天取引所は立会不能の状態に陥った [外務省

1985pp.645･6L

関原において､張 (作)政権の憲兵は関原の満鉄付属地に入り､関原取引所で投機活動

27奉天省長公署梢案JCIO案巻番号 1910には､朝鮮銀行が投機に参与したという張 (作)

政権の懐疑を記している｡朝鮮銀行が投機に関与したことについては､それを記録した史

料が見当らないが､奉天取引所信託会社は 1926年の下半期に再び投機に関わったと思わ

れるOなぜなら､1926年下期の実績を見てみると､奉天取引所の取引高が減少したにもか

かわらず､奉天取引所信託会社の ｢其の他の収入｣は､これまでの時期においてもっとも

大きかった 1926年上半期の約 7500円の40倍近くにあたる28万円に捺ね上がり､史上

最高の金額を計上したからである [満鉄庶務部調査課 ･斉藤 1928附録p.32]｡
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を行なっていた天合盛関原支店の支配人を逮捕しようとしたが､この行動は満鉄付属地の

警察署に阻止された｡ 日本側は､中国の憲兵が満鉄付属地に進入したことを付属地の警察

権に対する侵書と見なし､張 (作)政権に抗議した｡しかし､張 (作)政権は､経済犯罪

者の身柄の引渡しが国際慣例であることを理由に､天合盛関原支店の支配人の身柄の引渡

しを日本側に求めた [奉天省長公署梢案JCIO案巻番号 1910]0

日中双方の対立が解消しないままに特産物の出荷期の秋が訪れた｡匪食券 ･朝鮮銀行券

の先物取引の停止は､特産物取引と輸出入貿易の停滞をもたらしかねないために､9月以

後､日中双方の間で外交交渉が頻繁に行なわれることになった｡こうした日中双方の外交

交渉の実態については､次項で考察することにしようD

Ⅱ 日本政府の東三省金融干渉の計画

外交交渉の場において､日本側は匪食券の過剰発行こそが相場下落の原因であると主張

し続けたが､後に公開された外交文書によって以下の事実が明らかになった｡すなわち当

時の関東庁と奉天総領事は､有力な中国人業者の投機活動が奉天取引所の混乱と匪食券相

場の乱高下を引起していたことを認め､さらに長春総領事は､天合盛が各地で目覚ましい

活動を行い､有力銭庄として事実上､匪食券取引を左右していたと具体的に指摘していた

のである [外務省 1985p.643]｡

こうした事実を踏まえて日本側が取引所における過剰投機を容認 した思惑と経緯を検

討しておこう｡1925年末､日本政府は匪食券の下落をきっかけに､張 (作)政権に匪食券

救済の財政借款を供与し､借款の見返りとして東三省の財政金融を調査し､利権を獲得す
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る計画を立てた [外務省 1988p.4礼 こうした計画を推し進める口実は､日本人の匪食券

所持者の権利を確保することであった｡しかし､奉天商業会議所の調査結果によれば､日

本人商人の匪食券債権 (売掛金など)は 1925年 12月に 1300万元に減少し､1926年 6

月ごろにはさらに縮小して ｢意外二少ナル-シ｣と言われる少額なものとなった｡日本の

在満諸機関は､この時点での匪食券債権の持ち主が､投機者と匝金券建の事業をなす中小

規模の商人であったと認識していた [外務省 1985p.587､p.591]｡

日本側から持ち出された財政借款の提言に対して､張 (作)政権は自らの財政状況に対

する自信を示し､積極的に応じる態度を示さなかった[外務省 1985p.585]｡そして､張(作)

政権は､軍費捻出と赤字財政補填のために巨額な匪食券を増発したという世間の風説を正

すために､1926年 5月に奉天省議会､奉天省商務総会､奉天省工務会､奉天省農務会､

教育会を招いた上で､東三省官銀号の経営状況を調査してその調査結果を公表した｡この

調査結果によれば､匪食券の発行高は2億元以内におさめられ､東三省官銀号の資産もこ

の匝食券の発行高にふさわしい水準に達していた [満鉄庶務部調査課 1926p.173]｡

関東庁長官児玉秀雄と東三省保安総司令部の日本人顧問陸軍少将松井七夫は､外務省の

指令を受けて､張 (作)政権の財政状況と匪食券下落の原因を調査し､1926年半ば頃に調

査報告書を提出した｡両者はそれぞれの情勢分析に基づいて､｢東三省財政二関シ事実歳入

剰余ヲ示シ居ルコト｣､｢奉天省ノ財政ハ今日特二悲観ヲ要セス｣と述べていた｡奉天の軍

費支出については ｢財政 トハ全ク独立セル特別収入 (塩税､京檎鉄道益金)ヨリ｣まかな

われていたと判断し､匪食券の下落が ｢経済的原因ヨリハ寧口人気-｣｢政治上､経済上ノ

不安二肝胎シタルモノ-･｣という見解を示していた[外務省 1985p.585､pp.624･5､p.663]｡
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すでに述べたように､1926年 8月以後､奉天取引所における投機取引は激しくなり､

取り締まりをめぐる日中双方の対立は､匪食券 ･朝鮮銀行券の先物取引を停止させるまで

に高まった｡事態の緩和をはかる外交交渉にあたって､日本側の足並みは必ずしも一致し

ていなかった｡通貨先物取引の停止による貿易の停滞を避ける立場から､奉天総領事は､

取引高を制限するという張 (作)政権の要望を聞き入れ､外務省から専門家を派遣し､取

引所の組織および取引方法を研究し､改善するという考えを示しf=[外務省 1985p.655].

しかし､関東庁は､奉天総領事から ｢政略ヲ離レ取引所ノ取引改善ノ意味ニテ調査セント

スル本官 (奉天総領事)ノ希望ヲ全然満タササル｣､｢取引所問題ヲ以テ支那側 トノ関係ヲ

独占シテ､何等力支那側ヲ操縦セント欲スル｣という批判を受けるほど外交的に独走して

いた [外務省 1985pp.698-9]｡

日本国内においては､外務省アジア局は奉天の財政金融干渉と利権獲得の計画に積極的

であったが､横浜正金銀行は､外務省から東三省財政整理と匪食券安定に関する調査立案

を頼まれた際に､東三省の金融事情と匝金券下落の貿易に対する影響を以下のように指摘

した｡i匪食券の免換制度を確立し､その相場を安定させるというプランの作成は難しい｡

仮にこうしたプランができても､実現するためには巨額な資金が必要である｡正日本中小

商人を除き､日本の大商人､中国商人と農民はリスクカバーの方法を持っていたため､匪

食券の相場変動は ｢日満｣貿易に影響を与えることがない｡そして､横浜正金銀行は以上

のような認識に立って､日本にとって匪食券の安定に関与する必要がないという意見を述

べた [外務省 1985pp.702-7]｡

日本側の意見は 1927年になっても統一されなかったが､同年以後､中国国内の情勢は
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大きく変化した｡すなわち蒋介石の率いる国民政府が本格的な北伐を行ない､張 (作)の

北京政府と蒋介石の国民政府の関係が緊迫化した｡当時の国際社会は中国問題に対して内

政不干渉の立場をとっていた｡こうした中国情勢のもとで､日本は張 (作)政権に財政借

款を供与し､利権獲得の計画を推進しようとすれば､列強に日本が張作霧を援助しようと

しているという誤解を与えかねなかった [外務省 1985p.712]｡そこで､日本政府は計画を

推進することができないまま､事態の推移を見守らざるを得なくなったO結局､財政借款

に関する計画は 1927年 6月に開かれた東方会議において見送られることになった [外務

省 1988p.56]｡こうした日本の外交政策の転換によって､｢奉天票問題｣は幕を閉じること

になった｡｢奉天票問題｣が終結した後､内政不干渉という建前のもとで､日本側は張 (作)

政権の通貨政策を中国国内の問題として認めざるを得なくなった [外務省 1995p.945]｡

Ⅲ｢奉天票問題｣の終結と匪食券政策の転換

1926年の秋までに､張 (作)政権は匪食券の相場を安定させるために､現物金銀為替の

供給と先物為替平衡操作という二つの対応以外に､公債の発行と金融機関の貸付回収を行

なった｡1926年 5月に公布された東三省整理金融公債条例は､公債の発行を通じて匝食

券の流通高を長期的に縮小することを目的としていた [関東庁財務部 1929pp.273-5]｡ま

た､1926年半ばの匿食券の急落に対応するために､張 (作)政権は東三省官銀号のみなら

ず､中国 ･交通両銀行に対しても貸付を迅速に回収するよう指導を行った [満鉄庶務部調

査課 1926p.206]｡

しかし､特産物の生産と輸出が拡大するという好況局面において､緊縮政策を行なうこ
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とには大きな制約が伴っていた｡実際､金融機関が貸出金を回収したことによって､金融

は逼迫し､強制的に割当てられた公債の募集はそうした状態をさらに強めることになった

[遼寧省梢案館 1990第5巻p.537]｡特産物出荷の秋になると､緊縮政策は特産物の価格

下落を招き､価格下落は農民の売り急ぎを誘発して翌年の生産を縮小させる恐れが出た｡

この時点で実体経済が拡張的な通貨政策を求めていることは明瞭になり､通貨政策は緊縮

から拡張-と転換することを余儀なくされた28｡

しかし､匪食券の増発を行 うにあたっては､必要な発行準備金を確保できないという難

問を克服する必要があった｡1926年末に､張 (作)政権は､特産物を匝食券の発行準備金

に当てる対策､すなわち匪金券増発-現物特産買占めと先物特産買占め (生産資金を貸し

付け､秋の収穫を買う青田貸)-買占めた特産物の売出し-匝食券回収という匪金券増発

と回収のプロセスを案出した[外務省1985p.675､奉天省長公署桔案JCIO案巻番号5615]｡

このような農産物本位制ともいうべき通貨思想は､農業が経済の基盤となっていた当時の

中国にあっては､珍しいものではなかった29｡

注目すべきは､1927､28年における張 (作)政権の匪食券政策が､匪食券増発-特産

買占め-特産物売出し-匪食券回収という循環に留まらず､信用拡張と対外均衡の両立を

28公債政策は 1927年半ば頃に徹底的に放棄された [奉天省長公署梢案 JCIO案巻番号

10123]｡

29陳度 (1932幣制p.1425)に収められている論文 (徐青甫)｢虚糧本位制｣は､農業経済

のもとで貨幣の本位を農産物におくことの合理性を主張していたD
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目指していたという点である｡こうした通貨政策の目標を実現するために､張 (作)政権

は､匪食券の増発と為替管理を同時に行い､特産買占めを為替管理のためのもっとも重要

な手段の一つとして機能させた｡

為替管理における特産買占めの重要性は､1920年代における東三省の対外貿易構造によ

って決定づけられていた｡当時の東三省の貿易構造は､特産物の輸出､工業製品の輸入と

いうものであった｡しかも金本任国向けの特産物輸出は､三井をはじめとする外国商人に

独占されていた｡匪食券の増発に伴う匪金券相場の下落は､外貨建特産物相場の下落と外

貨建輸出金額の減少を招く恐れがあった｡そこで張 (作)政権は増発した匪食券を傘下の

官商糧桟に貸付け､これらの官商糧桟は各地で特産物の現物と先物 (青田貸)の買占めを

通じて特産物を独占し､また特産物のス トックを活用して外国人特産物輸出商の価格支配

に対抗し､匪食券建特産物相場の吊り上げ､つまり外貨建特産物相場の維持に努めた [大

連商工会議所 1929p.92､満鉄経済調査会 1935p.408]｡

1926年秋以後､張 (作)政権の官商糧桟は､特産物の先物相場を吊上げ､匪食券を手に

持つことのリスクを-ツジするために､日本側取引所を積極的に利用するようになった｡

つまり､官商糧桟は､関原取引所などで特産物の先物相場を吊上げ､奉天取引所の匪食券 ･

朝鮮銀行券の先物取引を通じて特産取引に伴 う匪食券手持のリスクを-ツジした｡もちろ

ん朝鮮銀行券を持つ日本人特産物輸出商人にとって､日本側の先物取引所は､朝鮮銀行券

の特産物に対する購買力を維持し､匝食券手持ちのリスクを-ツジする場所でもあった｡

このような現象は張 (作)政権と日本の間に新たな依存と対抗関係が形成されていたとい

うことをも意味していたのである｡
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張 (作)政権にとって､特産物相場の吊上げと手持ち匪食券のリスク-ツジを日本側の

取引所で行なうための前提は､日本側の取引所における中国人為替投機業者の投機活動を

取り締る司法権の確立であった｡このため､張 (作)政権は 1927年 1月に ｢奉天省懲治

撹乱金融犯暫行条例｣を日本側に通知し､これを公布 した｡この条例によって､匪食券 ･

朝鮮銀行券の投機的な先物取引が違法行為であり､違反者が財産没収の処罰を受けること

が法的に定められた [遼寧省楢案館 1990第 6巻 pp.254･5､奉天省長公署梢案 JCIO案巻

番号 5615､奉天奉天省長公署楢案JCIO案巻番号 5579]｡1927､28年の2年間､日中の

間には､中国人取引人をめぐる外交交渉が起こらなかった｡この事実からは､日本側がこ

の法律の有効性を認めていたと推測することができよう｡

1927､28年の 2年間､関原取引所における匝食券建の大豆の先物相場は､匪食券の先

物相場の下落と同じ比率で上昇していた (p.121図 3-3を参照)Oすなわち､張 (作)政権

の立場から見れば､匪食券対朝鮮銀行券の相場下落と同じ比率で大豆の相場を吊上げたこ

とによって､朝鮮銀行券建大豆の相場は維持され､輸出金額の減少は避けられた｡朝鮮銀

行券を持つ日本人輸出商の立場から見れば､朝鮮銀行券対匝食券の相場は上昇したものの､

匪食券建の大豆相場も同じ比率で上がったために､同じ金額の朝鮮銀行券で買える大豆の

数量は増えることがなかった｡

張 (作)政権は､特産買占めと相場の吊上げを通 じて独占した金銀為替を有効に使い､

対外収支を改善するために､外国の干渉を排除して為替管理を強化した｡省外-の大洋持

ち出しに対する管理制度､私営金融機関の為替取引の用途に対する検査制度は､資本逃避

を防止する措置として設けられた [呉 ･尚 ･楊 ･王 1992pp.242-7]｡
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東三省官銀号の金銀為替の供給は､輸入貿易に携わる特定の中国人業者を対象に公定相

堤 (東三省官銀号を始めとする金融維持会が決めた相場)で行われていた｡金銀為替の公

定相場は､おおむね市場相場の上昇 (匝食券相場の下落)に追随して値を上げっていった

が､いつも市場相場より安めに設定されていた [呉 ･尚･楊 ･王 1992p.173]｡市場相場の

上昇に追随した公定相場で金銀為替を供給する政策は､輸入の抑制と対外収支の改善を意

図していたと思われる30｡

輸入貿易に携わる特定の中国人商人は､公定相場で金銀為替を購入することができたが､

日本人中小商人は､市場相場でしか金銀為替を調達することができず､不利な競争条件を

強いられた｡彼らは､奉天総領事を通じて為替取引を自由化し､あるいは公定相場での金

銀為替売出しを無制限にするという要求を張 (作)政権に提出した｡ 日本のみならず､同

じ立場に置かれた米 ･独 ･英の在奉天商会も同様の意見を申し出たが､張 (作)政権は為

替管理が中国の内政であるという理由で外国商人の要求を拒否した [奉天省長公署楢案

JCIO案巻番号5569]｡

30特産買占めと相場の吊上げを行い､独占した金銀為替を市場並みの高い公定相場で供給

するという張 (作)政権の為替政策は､第二次世界大戦前のアルゼンチンの二重為替レー

トの政策によく似ていた｡アルゼンチンは､国際収支を改善するために､輸出農産物に適

用する為替相場を据え置き､輸入工業製品に適用する為替相場を切り下げた｡また政府は

安く得られた外貨を輸入業者に高く売り､この収入で農業補助金を賄った [高垣 ･山口･

田中 1966p.460]｡
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すでに述べたように､1927､28年における東三省の経済は､国際的な農産物市場の好

況のもとで､均衡を保ちながら成長を遂げたoここでは､中国側の各種通貨の発行状況を

簡単に触れてから､｢奉天票問題｣の解決をきっかけに形成した匝食券政策が経済の拡大均

衡の実現に果した役割を確認する｡1927､28年､張 (作)政権は匝食券以外に､辺業銀

行の吟爾演大洋票を増発していた｡恰爾演大洋票は､吟爾境で流通していた現大洋允換紙

幣であり､その発行高は正貨準備によって規制されていた｡このため､同票は匪食券に比

べると増発が難 しかったC匝食券と吟爾塔大洋票を除くと､他の中国側の通貨はほとんど

増発されず､相場もほぼ安定していた310このような通貨発行の状況から､匪食券の増発

は経済成長に必要された信用の大部分を供給し､金銀為替管理政策は経済の対外均衡に大

きく寄与したと結論付けることができよう｡

31匝食券､吟爾潰大T#票の流通高については､満鉄経済調査会 1932bA紙幣篇 4-5p.14を

参照｡異能江官帖 ･朝鮮銀行券相場､吉林官帖 ･朝鮮銀行券の相場については､満鉄経済

調査会 1932bB相場篇 p.17､p.20を参照｡黒龍江官帖と書林官帖の流通高は 1927年 6月

以後の数値しか得られないが､1928年末まで大きな増大が見られない [満鉄経済調査会 ･

南郷 1935pp.20-1､pp.24-5]｡
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小結

1920年代後半における匪食券の増発は､日中双方の通貨金融政策と景気変動によって必

然化されたものである｡そして当時の東三省においては､匪食券に関連した各種通貨の為

替決済は各都市の通貨取引所で行われていた｡これらの通貨取引所は為替投機業者 ｢大連

商人｣の裁定取引によって上海為替市場に連動したシステムとなった0

関東大震災の後､活発になった上海市場の円為替投機は､東三省の匪食券 ･朝鮮銀行券

の取引に影響を及ぼし､奉天取引所における匪食券 ･朝鮮銀行券の投機的な先物取引は､

日本と張 (作)政権の間の対立を高め､｢奉天棄問題｣を引き起こした｡

日本側は ｢奉天票問題｣を利用して､東三省に対する金融干渉の強化と利権拡大を企て

たが､この計画は 1927年初頭に､資金力の制限と中国国内の情勢変化によって放棄され

た｡その一方､張 (作)政権は投機取引を行なう中国人を取り締まる司法権を確立した後

に､匪食券供給の拡大､輸出貿易と為替管理という総合的な金融政策を実施し､経済成長

と対外収支の均衡を同時に実現させた｡
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終章

序章で述べたように､本論文の研究の目的は中国の通貨近代化における東三省の特殊性

を検出することにあった｡通貨制度の近代化を考察するに当たっては､それに先立つ前近

代的な通貨システムを理解することが不可欠である｡そして地域の特殊性に対する研究は､

多様な地域を内包する中国の通貨制度近代化の一般的な過粗を解明する基礎作業となる｡

以上のような考えに立って､本論文はまず清帝国通貨システムの構造的な特徴を確認し

てから､清未の東三省における通貨制度近代化の背景と過程を考察した｡次に 1910年代の

外交問題 ｢食換問題｣､そして 1920年代の外交問題 ｢奉天棄問題｣を取り上げて､これら

の外交問題が発生した背景を分析し､その解決の過程で新たな展開を見せた東三省地域政

権の通貨改革政策について実証的に検証した｡

以下では序章で提起した 3つの課題が本論文での分析を通してどのように達成されたか

について整理を行うo第 1の課題は､清未の東三省における省幣制度の形成背景とその成

立過程を解明し､この制度の歴史的な意義を論じることであった｡この課題については第 1

章で以下の3点を実証的に明らかにした0

1 滴帝国通貨システムの構造的な特徴及びこのシステムの動揺と解体の過程｡近代的

な通貨システムに先立つ清帝国通貨システムの特徴は､多元性 (国幣制度と諸氏幣制度の

並立)二重性 (現地通貨と地域間決済通貨の機能分断)と制銭制度の中軸性にあった｡こ

うした清帝国通貨システムは19世紀前半､銀の流出によってもたらされた銀高銭安と制銭

の絶対的な供給不足によって動揺したが､清朝の財政制度と国幣制度の調整及び各支払協

同体の民間銭単位と信用通貨の使用によって清帝国通貨システムは維持された｡
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アロー戦争後､制銭制度は貿易の拡大に起因した制銭需要の高まりに対応することがで

きず､1890年代に崩壊状態に陥った｡各支払協同体の商人は､協同体内における通貨供給

の弾力性と信用秩序を保つために､預金通貨を使用すると同時に預金通貨の決済制度を整

えた｡清帝国通貨システムは制銭制度が崩壊し､各支払協同体の独立性が強化される中で

解体した｡

ii 清帝国通貨システムにおける東三省通貨の特殊性｡東三省は封禁政策の実施によっ

て清帝国通貨システムの周辺に位置することになった｡同政策のもとで､開発と貿易は限

定され､通貨に対する需要は低かった｡このため､東三省では 1880年代にいたるまで制銭

鋳造局は設けられず､必要な制銭については中央政府からの支給に頼ることになった｡民

幣制度も大きな発展を見せず､支払協同体は遼河下流地域と北方の軍事拠点にわずかに点

在するだけであったO

アロー戦争後､封禁政策が解除されると､政府の土地払下げと民間による農業開発が急

速に推進され､これによって制銭の不足が深刻化したO吉林省は1880年代初頭､制銭の供

給不足問題を解決するために制銭の鋳造を行った｡しかし､吉林省の制銭鋳造は制銭供給

不足の問題を解決することができず､小額通貨の供給と財政運営における民幣の排除とい

う限定的な役割しか果たすことができなかったO通貨の供給が不足するという問題は､民

幣制度の進化､つまり預金通貨の発行と決済制度の整備によって解決された｡

iii 清末の東三省における通貨制度近代化と省幣制度の確立｡1890年代初頭､清帝国通

貨システムの解体に直面した清朝は､新たな通貨統合を実現するために省レベルで通貨制

度の近代化を推し進める取り組みに着手したo東三省の通貨制度近代化は各省の民幣制度
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の枠組みの中で始められたDすなわち､各省は本省鋳造の銀元と省内民間銭通貨の相場を

固定して､本省鋳造の銀元を民間銭として使い､各省立金融機関は民間銭単位の紙幣を発

行した｡

日露戦後になると､奉天省は豊富な財政資金力を背景に小洋本位制を確立し､允換紙幣

奉天小洋票が奉天省の省幣となった｡しかし､吉黒両省における小洋本位制の建設と東三

省全域の通貨統一は､強力な金融機関が存在せず､またおりから恐慌が発生したことによ

って失敗し､書林官帖と黒龍江官帖は部分食換の紙幣から不換紙幣となり､両省の省幣と

して ｢満洲事変｣まで流通を続けていた｡

そして1909年半ばから始まった全国レベルでの通貨制度近代化は､東三省各地の民幣制

度を衰退させていたが､大清銀行の東三省進出が緩慢であったため､省内の通貨供給にお

ける省立金融機関の役割はむしろ強化されることになった｡清朝が倒壊した時の東三省に

おいては､省立金融機関の発行した紙幣が省内における法定通貨の地位を固め､省幣制度

が確立した｡

省幣制度は省レベルにおける通貨制度の近代化を実現するという歴史的な意義をもった｡

清帝国通貨システムから見るならば､通貨制度の近代化は国内における通貨制度の並立と

通貨機能の分断を解消し､統一通貨と貨幣高権を確立していく過程であった｡東三省にお

いては､各省内における国幣制度と諸氏幣制度の並立､そして地域間決済通貨銀と現地通

貨銭という通貨機能の分断が省幣の流通拡大によって解消されつつあった｡各省権力によ

る通貨発行権の独占と省内の通貨統一は省幣制度の強化につれて漸次に実現していった｡

克三省の通貨制度の近代化にとって､外国通貨の排除､つまり貨幣高権の対外的な確立
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もまた重要な課題であった｡省幣制度のもとで､省幣は各省の法定通貨として省内の信用

需要を賄い､外国通貨は省内流通から押し出され､銀元､銀両と並んで各省の対外貿易為

替決済通貨の役割を果したo省内流通から外国通貨を排除したことは､省レベルでの貨幣

高権の対外的な確立を意味したのである｡

本論文の第2の課題は､1910年代の日中間の外交問題であった ｢允換問題｣を跡付け､

同問題の解決をきっかけに行われた奉天省政府の匝食券改革の意義を検討することであっ

た｡この課題については第2章で､以下の4つの内容を実証的に明らかにした｡

i ｢食換問題｣を引き起こした国内的並びに国際的なの要因｡第 1章で明らかにされた

ように､奉天省は1906年に小洋本位制を確立し､食換紙幣の奉天小洋票を奉天省の省幣と

した｡当時､中国は銀本位通貨により国内通貨を統一する途上にあり､東三省の貿易金融

中心地であった営口の通貨､過炉銀の発行は､営口商人に掌握されていた｡このような状

況のもとで､中国本土の銀資金の金利が高くなり､あるいは東三省の貿易収支が営口過炉

銀の過剰発行によって赤字に転じると､東三省からの銀流出は起き､奉天小洋票の食換請

求の増大をもたらした｡

奉天省は関東州に隣接し､省内には満鉄付属地があった｡これらの日本の勢力範囲内に

おいては､金本位の朝鮮銀行券が流通していた｡金銀本位の異なる通貨が隣り合わせて流

通する状況のもとで､国際銀相場の上昇は奉天小洋票の食換請求の増大をもたらす国際的

な要因となった｡

第一次世界大戦期において国際的な銀相場の上昇は奉天小洋票の食換利益を増大させたC

日本人居留民は免換利益を目当てに奉天小洋票の免換を求め､東三省官銀号は省内におけ
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る信用供給の縮小を避けるために免換制限を行ったD両者の対立は ｢允換問題｣が起きる

まで高まった｡

ii｢食換問題｣をめぐる日中双方の依存と対立｡大戦期の好況は､本来､通貨の増発に

よる信用供給の拡大を求めるはずであったが､利鞘を狙 う日本人居留民が免換請求を強め

たことは奉天省政府に信用供給の縮小を強いることになった｡日本人居留民の允換請求を

容認することは､日本政府にとって以下のような弊害をもたらすと予想された｡すなわち

奉天小洋粟に対する允換請求は､銀本位の砂票を発行していた横浜正金銀行大連支店の発

券と為替業務に影響を及ぼす｡次に､食換に備える日中両国金融機関の信用緊縮は､日本

と東三省の貿易を縮小させる､という問題である｡

そこで日中双方は共通の利益に基づいて1914年から1918年5月の間に､数回にわたっ

て食換を制限するための協議を取り結んだ｡協議を進める背後で､日本政府は朝鮮銀行券

の流通を拡大する植民地金融政策を推進するために､奉天省政府の財政的な困難につけ込

んで､秘密付帯条件付きの財政借款を提供した｡それに対抗するよう奉天省政府は追加条

件の挿入を通じて秘密付帯条件を空文化させ､日本の植民地金融改策の進展を阻止しなが

ら､中国国内と国際情勢の変化というチャンスをつかんで通貨改革を推進した｡

iii 匪食券改革の過程O中華民国初年の混乱を経て､中華民国改称 ま1914年に通貨統一

に関する法律 ｢国幣条例｣を設定したC本位通貨大洋と補助通貨の重量品位そして集中鋳

造が ｢国幣条例｣によって定められた｡奉天省政府は 1916年末に､｢国幣条例｣の執行に

踏み切り､小洋本位制の廃止と奉天小洋票の発行停止を宣言した｡そして大洋による通貨

統一が全国的に実現していなかった実情に鑑み､東三省官銀号は自由相場の大洋 ･上海両
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為替食換系氏幣､匪金券を発行し始めたO

｢食換問題｣の期間中､国際情勢も大きく変化した｡第一次世界大戦の後期になると､

欧米勢力が東アジアに戻りつつ､日本による食換利益の独占に対する欧米商人の反発は高

まったo奉天省政府はこうした列強間の対立を利用して､日本に食換停止と匪食券の発行

を永認させるよう働きかけた.そして第一次世界大戦後の銀相場の上昇による食換利益の

消失は奉天省政府の天佑となった｡こうした奉天省政府の努力と幸運は実を結び､｢食換問

題｣が 1920年に終結した｡

iv 匪食券改革の成果と限界｡｢允換問題｣が終結した後､奉天省政府は匪食券による奉

天小津票の回収を急速に押し進め､匪食券は 1920年代初頭に奉天省の省幣となった｡通貨

制度の近代化という視点から見るならば､匪食券の改革には以下の 3つの意味があった｡

第-点は､朝鮮銀行券で東三省の通貨を統一する日本の植民地金融政策は挫折し､朝鮮銀

行券の流通範囲は関東州と満鉄付属地という日本の勢力範囲に押し留められたということ

である｡第二点は､匪食券改革が中国国内通貨統一に向かう過渡的な政策であったという

ことである｡奉天省政府は ｢国幣条例｣を執行し､匪食券に大洋允換紙幣の性質を付与し､

それと同時に､為替決済における上海両の割合が高いという現実に合わせ､匪食券に上海

両為替免換紙幣の性質をも与えたOそして第三点は､奉天省政府が匪食券改革を通じて省

内における通貨供給の弾力性を獲得したということであるO匪食券の為替免換券の性質は

対外債権債務の相殺による正貨支払の減少につながり､そして自由相場制は為替相場の人

為的な調整に可能性を与えたO

もっとも､朝鮮銀行券が奉天省と金本位国の貿易決済に使われていた状況のもとで､匪
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食券の対外価値が安定するということは金銀為替が同時に安定することを必要としていた｡

しかし､東三省官銀号が十分な金銀為替を保有していなかった現実は匝食券の対外価値の

安定にとって不安要素となった｡こうした匪食券改革の限界は､1926年に起きた ｢奉天票

問題｣をきっかけに露呈した｡

本論文の第 3の課題は､｢奉天票問題｣の背景､その展開過程及び同問題の解決に伴って

行われた張 (作)政権の金融政策の転換を解明することであった｡この課題については第3

章における検証を通じて次のような事実が明らかになった｡

i 匪金券増発の原因と匪食券をめぐる為替決済システム｡匪食券の発行高は1920年代

半ばから増え始めた｡この時期における匝食券増発の背景には､張 (作)政権の匪食券に

よる東三省全域の通貨統一計画､好景気がもたらした信用需要の拡大､そして当該時期に

おける日系金融機関の信用緊縮といった歴史的事情があった｡

東三省の通貨統一が実現されていなかった1920年代において､各省の対外為替決済に必

要な通貨は貿易と金融の中心都市に開設されていた通貨取引所で調達されていた｡これら

の取引所は連動する相場を通じて 1つのシステムとして動いていたが､同時に､上海両と

朝鮮銀行券の為替取引を通じて当時東アジア最大の為替市場であった上海市場にも連動し

ていた｡このような為替取引システムは､為替決済を円滑化すると同時に､為替投機を生

み出す基盤ともなっていた｡

ii為替投機業者 ｢大連商人｣と彼らの為替裁定取引.上海市場における朝鮮銀行券為替

の売りは為替投機業者 ｢大連商人｣に独占されていたO｢大連商人｣中の ｢奉天筋｣は､奉

天､関原､ハルビン市場の有力者であった｡彼らは上海､奉天､関原､ハルビン市場を股
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にかけて裁定取引を行ない､匪金券 ･朝鮮銀行券の相場に大きな影響力を持っていた｡

関東大震災の後､上海市場における活発な円為替投機は､東三省における匪食券 ･朝鮮

銀行券の取引に影響を及ぼした｡張 (作)政権は1924年の半ばに､投機的な匪食券 ･朝鮮

銀行券の先物取引をなくすために自前の取引所を閉鎖した｡この措置によって､匪食券 ･

朝鮮銀行券の先物取引はすべて日本側の奉天取引所に集中することになった｡

iii ｢奉天票問題｣の経過と張 (作)政権の対応｡1926年の奉天取引所においては､｢大

連商人奉天筋｣の有力者が､日本側の取引所を舞台にして､匝食券を維持する東三省官銀

号を相手に投機活動を繰り広げた｡こうした中国商人の投機活動に対する取締によって日

中間では外交対立が高まり､｢奉天票問題｣を惹き起こした｡

El本政府は奉天取引所における中国商人の投機活動を容課し､｢奉天票問題｣を利用して

東三省に対する金融面での干渉と利権の拡大を計画した｡しかし､1927年初頭に､中国国

内の情勢は北伐の進展によって大きく変化したC中国に対しての内政干渉を抑制する国際

的な圧力と日本の金融力の限界を前にして､日本はこれらの活動を放棄することを余儀な

くされた｡｢奉天票問題｣は1927年の初頭に終結を迎えた｡

中国側に即して言えば､張 (作)政権は外交交渉を通じて日本側の取引所における中国

人為替投機業者の投機活動を取り締まる司法権を確立し､自らの金融政策に対する日本の

干渉を排除したOそしてこのことを土台にして､張 (作)政権は匪金券政策の目標を成長

通貨の供給に移し､この新たな政策目標を達成するために匪食券の増発を行いながら､輸

出貿易の独占を含む様々な為替管理を同時に実施した｡この過粗で張 (作)政権は通貨管

理技術の向上を通じて農産物市場の国際的な好況というチャンスをつかんで､1927､28年
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に東三省の経済発展と対外収支の均衡を同時に実現させた｡

｢奉天棄問題｣の収束は､張 (作)政権と日本の間に新たな依存と対抗の関係が形成さ

れたことを意味してもいた｡｢奉天票問題｣の終結から東三省易臓後の現大洋票改革にかけ

ての 2年間においては､日本側の取引所は､張 (作)政権の官商糧桟と日本人特産物商人

が各自の商品 (特産物あるいは朝鮮銀行券)の相場を吊上げる場所となったが､同時にそ

れは匪食券を手に持つことのリスクを-ツジする場所ともなったからである｡

最後に本論文をまとめるに当たって､晴末における通貨制度近代化の胎動から廃両改元

までの歴史を振り返り､東三省の現地政権が各時期に行った通貨改革の到達点と限界を確

認することによって通貨制度近代化の歴史における東三省の独自の歩みを措くことにする｡

清帝国通貨システムは1890年代初頭に解体状態に陥った｡新たな通貨統合を確立するた

めに､清朝は省レベルで通貨制度近代化改革をスター トさせ､1909年頃になると全国レベ

ルでの通貨統一事業に着手した｡しかし 清朝の通貨制度の近代化は､2年後に勃発した辛

亥革命によって終止させられた｡

清朝の通貨制度近代化の目標は､中華民国政府にほぼ受け継がれた｡中華民国政府は1914

年に ｢国幣条例｣を公布し､本位通貨大洋による通貨統一の政策目標を明確した｡民国期

における銀行業の勃興は､大洋と大洋食換銀行券の流通拡大をもたらし､国内における地

域間の決済通貨､すなわち内国為替を担った各種銀両通貨は次第に大洋と大洋允換銀行券

に駆逐されていった｡1933年の廃両改元は内国為替通貨が大洋によって最終的に統一され

たことを意味していた｡
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本論の中で考察したように､東三省においては､清朝の通貨制度近代化は東三省地域の

特殊性という制約を受けながら推進され､清朝倒壊の時点で省幣制度が確立するところま

で進んできた｡民国期に入ってから､省幣制度の成熟につれて省内における各支払協同体

の現地通貨と地域間決済通貨が省幣に統合され､それと同時に省幣と省間決済通貨 (銀元､

上海両､外国通貨)という新たな二重構造も形成した｡

1910年代の末から､省幣制度の枠組みは存続しながら､その内実は大洋による全国的な

通貨統一の動きに影響を受けて変化し､省幣と省間決済通貨の二重構造はこうした変化の

中で次第に解消されていった｡奉天省は1910年代未の匝食券改革を通じて小洋本位制を廃

止し､過渡的な措置として大洋 ･上海両の為替食換紙幣匪食券を発行した｡1928年末の易

臓の後には､奉天省は匿食券の代わりに大洋允換紙幣 ･現大洋票を発行し､この現大洋菓

改革を通じて大洋本位制を確立した｡上述したように､現大洋票改革は省幣匪食券と省間

決済通貨大洋の二重構造を解消した｡しかし､それは大洋､銀両､外国通貨という三種の

通貨の並存状態をもたらした｡銀両を廃止する廃両改元､外国通貨を駆逐するための条約

改正はこうした新たな問題を解消する取り組みであったが､｢清洲事変｣が勃発したことに

よってこうした取り組みは成果が現れないままに終わった｡

吉林省と黒龍江省においては､境木塔の流通通貨であったルーブルが日露戦後から吉林

官帖と黒龍江官帖の対外決済を担う主要な通貨となっていた｡しかし､ロシア革命の後､

ルーブルの信用は喪失した｡張 (作)政権傘下の銀行 (辺業銀行､東三省官銀号､黒龍江

省官銀号と宮林永衡官銀銭号)が発行した大洋食換券吟ホ演大洋票がルーブルの地位に取

って代った｡｢清洲事変｣が勃発した 1931年の時点でいうならば､大洋允換券による古林
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官帖､黒龍江官帖の代替は大きな進展を見せていなかったが､大洋食換券の流通高は中国

側金融機関が発行した通貨の 7割を占めていた｡東三省はこのように省幣制度の枠組みを

保ちながら､大洋余換券による省幣の代替を段階的､地域的に推し進めていたのであり､

それは晴末から ｢清洲事変｣にかけての東三省における通貨制度近代化の経路であったの

である｡
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図 111 才締 国通貨システムの構造
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図3･1 東三省における流通通貨の相互関係

大連 ･上韓の通貨 張 (作)政権の機関銀行が発行した通貨

金 ~･一 ~ - - 一 一> 匪食券
-._ ▼

票

I妙

案
▲

-
上

海

両 >大洋栗 ■ 黒龍江官帖

奉天のia･草野 r 書林の通貨琴Sr 吟鞘 の通貨轡 大連の轡 r 上略の朝脚 室拳 ヒ海両取引

(注)(1)中国銀行と交通銀行も匝食券を発行していたが､その発行高は少なかったO(2)奉天､書林､

吟爾演においては､上海両為替の売買は取引所ではなく､それぞれの地の銀行､銭庄で行なわれていた｡
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図 3-2 ｢大連商人奉天筋｣の裁定取引

奉天上海間の裁定取引 -+ 奉天関原間の裁定取引 > 奉天吟爾演間の裁定取引一一ト

出所 ,満鉄調査課 (1931a)p61､p.67､奉天省長公署梢秦JCIO案巻番号5579の記述より作成｡

(注)(1)奉天においては､匪食券 ･朝鮮銀行券取引を行った日本側の奉天取引所､張 (作)政権の奉天

交易保証所と後の奉天貨幣交易場は匪食券 ･朝鮮銀行券の取引を行っていた以外に､各銀行､銭庄は上海

両為替あるいは大洋の取引を行っていた｡(2)関原取引所には､1926年 9月まで朝鮮銀行券対匪食券､

抄棄対匪食券が同時に取引されていた｡(3)上海市場においては､朝鮮銀行券為替､円為替､標金と上海

両の取引が行われていた｡
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図 3-3 匪金券建大豆価格､朝鮮銀行券対匪食券､大洋対匪食券の上昇率

駁. 至

出所 :貨幣の相場は満鉄経済調査会 (1932b)､大豆相場は関東庁財務部 ･久間 (1929p.237-9)

の数値により作成｡
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表 1･1吉林省の土地払下 (単位 :万的)

年 代 地 域 面 積

1861-1886 吉 .# 静 蘭 逝 北 土 門 荒 地 (省 東 ) 5.6BE場 辺 荒 八 牌 (省 酉 ) 8.8

1866-1877 漂 河 樺 樹 皮 旬 子 (省 南 ) 1

1866-1886 烏 林 構 (省 南 ) 0.19

1868-1886 囲 場 荒 横 河 耕 地 (省 酉 ) 2.3

1887-1888 伯 都 罰勺庁 珠 ホ 山 ､ 砥 梨 場 八 里 荒 塾 地 隆 科 城 66.7

1885-1888 五 常 庁 ll

1861-1888 双 城 壁 泣 林 勝 存 圏 板 子 房 10.2

1861-1887 賓 州 庁 馬 延 河 ､ 阿 勘 楚 噂 18.7

1884-1892 寧 古 塔 1.2

? -1884 畔 春 3.8

1881-1884 伊 通 州 ･7.5

1879.1889 教 化 県 1.9

出 所 :長 順 (清 ) 修 ､ 書 林 師 範 学 院 古 籍 研 究 所 整 理 (1986)

巻 31上pp.532･5の記 述 よ り作 成 ｡
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表 1-2黒龍江省土地払下面積 (単位 :万的)

年 代 地 域 面 積

1898 通 肯 22

1899.1902 通 肯 ､克 音 ､梓 樹 岡 27

1901 郭 ホ 羅 斯 後 旗 蒙 地 29

1903 通 肯 ､ 克 菅 2

･1904 通 肯 ､ 克 昔 ､ 巴挿 21

1902-1904 札 ロ特 16

1904-1907 鎮 圧 河 _ 63

1905,1907 通 肯 ､ 克 昔 ､梓 樹 岡 ､ 巴拝 18

1905-1906 甘 拝 子 31

1905-1908 郭 ホ 羅 斯 旗 61

1906-1907 納 韻 ホ 河 南 北 段 65

1906-1910 チ チハ ル ll

1906-1908 杜 ホ 伯 特 江 沿岸 &鉄 道 37

1906-1908 白接 木 河 9

1906-1908 大 口子 6

1906-1908 依 克 明 安 公 45

1906-1909 墨 ホ 根 7

1907 2.8

1907-1908 緒 戦 河 山 地 4

1907 札 □ 特 - 29

1908 興 東 道 2

ウ 愛 曜 4

出 所 万 福 麟 監 修 ･張 伯 英 給 纂 1933pp.382･383

pp387･401の 記 述 よ り作 成
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表 1-3 黒龍江省土地払下収入 (銀単位 :万両､銭単位 :万吊)

1907.3-1909.3

出所 :万 福 麟 監 修 ･張 伯 英 総 策 1933pp.799･807に掲 載 され る以 下 の表 ､黒 龍 江省 省 界 各 段 荒

地 暦 年 収 入 押 租 甲項 第 一 表 ､黒 龍 江 省 蒙 界 各 段 荒地 暦 年 収 入 押租 乙項 第 二義 ､ 黒 龍 江 省 省

界 各 段 荒 地 暦 年 附収 経 費 丙 項 第 三 表 ､黒 龍 江 省 省 界 各 段 荒 地 暦 年 附 収 経 費 丁 項 第 四表 ､黒

瀬 江 省 省 界 蒙 界 各荒 収 入 押 租 巳項 第 六表

表 1-4 奉天省土地払下面積と収入 (面積単位 :万的､金額単位 :万両)

年 代 面 積 金 額

1899 養 息 牧 場 ､梅 龍 ､ 鴫緑 河 山 岡 不 明 23.5

1900 西 流 水 Bfl場 不 明 51.5

1901-1905 前 放 東 流 水 囲荒 ll.6 145

1903-1905 前 放 酉 流 水 囲荒 30.2 118

1901-.1902 大 凌 河 牧 場 5 58.3

1903-1907 盤 蛇 辞 5.7 32.1

1905-1907 錦 属 帰 公 地 2.1 32.8

1905-? 錦 州 官 荘 10.4 180

1906-1908 牛 荘 葦 塘 3.9 20.7

1907-9 鳳 畑 山荒 12.8 未 収

1902-1903 前 放 札 薩 克 図 王族 62.5 80.6

1906-1907 続 放 札 薩 克 図 王族 8.9 18.2

1904-1906 科 ホ 泌 鏡 国公旗 荒 地 40 32.7

1908 科 ホ 泌 達 ホ 漢 王族 采 喰薪 旬 荒 地 不 明 29

1908 続 放 札 薩 克 図鎖 国公 族 河 北 蒙 荒 20 未 収

出所 ･徐 世 昌編 ･書 林 師範 学 院 書 籍研 究 所 整 理 1989pp.1235･7貢 よ り

1899年 養 息 牧 場 ､海 龍 ､ 鴨緑 河 山 岡 ､ 1900年 酉 流 水 囲 場 は王 樹桶 ･

呉 廷 埜 ･金 統 散 等 策 ､東 方 文 史叢 書 編 輯 垂 員 全 点校 1983p.3318よ り｡
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表 1-5 奉 天 ､ 古 林 ､ 黒 龍 江 省 の 歳 入 (単位 :万 両 )

年 代 奉 天 省 吉 林 省 黒 龍 江 省

1898 170 >̀ ウ

1905 )̀ 260 ウ

1906 313 310 ウ
1907 208 346 ウ
1908 1530 370

1909 1975 432 一〉
1910 ウ 一フ ウ
1911 1723 一フ 540

出 所 .奉 天 省 1898年 ､1906年 ､1907年 は 徐 世 員 編 ･書 林 師 範 学 院 古 搾

取 究 所 整 理1989p.1095に よ り､1908年 ､1909年 は 王 掛 橋 ･呉 廷 壁 ･金 統

散 等 簾 ､ 東 方 文 史 叢 書 編 転 委 員 全 点 校 1983pp.342819各 項 収 入 の 合 計 で

あ り､1911年 は 南 鉄 調 査 課 1913に 掲 載 され る各 項 収 入 の 合 計 で あ る｡

吉 林 省 1908は 年 徐 世 昌編 ･書 林 師 範 学 院 古 籍 研 究 所 整 理1989p.1154に よ り

1905､1906､1907､1909年 は 吉 林 省 情 理 財 政 局 編 1910pl･2に よ る｡

黒 龍 江 省 1911年 は 万 福 麟 監 修 ･張 伯 英 総 纂 1938p.862､1908年 は徐 世 昌 緬

書 林 師 範 学 院 古 籍 研 究 所 整 理 1989pp.1185-213各 税 の 合 計 で あ る｡

表 1-6 書 林 官 帖 ､ 黒 龍 江 官 帖 ､ 奉 天 小 洋 票 の発 行 高 と相 場

(官 帖 発 行 高 単 位 .万 吊 ､ 相 場 単 位 .小 洋 1元 - 吊 ､ 奉 天 /ト洋 票 単 位 :万 元 )

書 林 官 帖 黒 龍 江 官 帖 奉 天 小 洋 票

年 代 発 行 高 市 場 (公 定 ) 相 場 発 行 高 市 場 (公 定 ) 相 場

1904 2.15-2.30 (2.3)

1905 5300 1.29-4.00 (2.3) 280 1.54-4.57 (2.3)

1906 同 上 1400 5832

1907 同 上 1600 5832

1908 同 上 3.ll-3.83 (廃 止 ) 2500

1909 6600 3.ll-4.08 3350 3.80-4.78 6970

1910 7400 3.20-4.12. 4000 3.83-4.91 5972

出 所 ･各 種 通 貨 の発 行 高 は 果 龍 江 省 金 融 志 編 委 会 1989p.6､ 8､ 9､11､12､13､15､

石 田 1964p.543､ 金 子 1991p.168に よ る. 書 林 官 帖 ､ 黒 龍 江 官 帖 の 対 /J､洋 の 市 場 相 場 は 楊

培 新 1992p.65に 掲 載 され る チ チ ハ ル 市 場 のル ー ブ ル 相 場 を利 用 して 計 算 され る 数 値 で

あ る｡
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表 3･1 日本側の取引所

取引所名 取引物件 (単位) 決済通貨 経営主体 場所 設立時期 先物取引時限 売買方法

大連取引所 特産物 (辛) 砂嚢 関東庁 大連 1913 4箇月 競売頁

紗票 (looロ) 朝銀券 官営 1箇月 同上

匪申市場 砂嚢 (100円) 上海両 民営 大連 不明 無し 現物

奉天取引所 朝銀券 (100円) 匪金券 関東庁官営 付属地 1920.10 1箇月 競売買

関原取引所 特産物 (辛)朝銀券 (100円)砂嚢 (100円) 匪食券歴弟券 同上 付属地 1916.2 4箇月1箇月 同上

公主嶺取引所 特産物 (辛)朝銀券 (loo)妙案 (100円) 匿食券匪食券 同上 付属地 1919.10 3箇月 同上

四 平街 取 引節 特産物 (車)朝銀券 (100円) 匝食券匪食券 同上 付属地 1919.ll 5箇月 同上

出所 :満鉄庶務部調査課 ･斉藤 (1928附録其 4p.100)による｡

朝鮮銀行券は朝銀券と略す｡
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表 3･2 張 (作)政権の取引所

取引所名 設立時期 取引物件 決済通貨 取引様式 備考

奉天城内交易保証所 1920.1 朝鮮銀行券 匪食券 先物現物 1924年閉鎖

奉天貨幣交易場 1925 同上 同上 同上 正常に機能せず

長春城内交易市場 1919 吟爾淡大洋粟､妙案朝鮮銀行券､匝食券 書林官帖 現物先物 1925年 10先物禁止

吉林省城銀銭貨幣有価証券交易市場 不明 同上 同上 同上

1922.4 吟爾溝大洋粟 朝鮮銀行券､匪金券 同上 1925年 10先

限会社 書林官帖､異能江官帖 物禁止

珠江証券糧食交易所 1916 特産物 喰爾演大洋票 不明

出所 ･奉天交易保証所､奉天貨幣交易場については､奉天省長公署梢秦 (JCIO)案巻番号 11823､11824､

11825､11826によるO長春城内交易市場､吉林省城銀銭貨幣有価証券交易市場については､満鉄経済調

査会立案調査書類第 7編第 2巻第 1号 (1936pA5)による.演江貨幣交易所股扮有限会社､演江証券糧

食交易所については､満鉄経済調査会立案調査書類第 7編第 2巻第 1早 (1936pp.161･70)､満鉄吟爾演

事務所調査課 (1926p.3)によるC
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表 313 各市場の手筋及び有力金融業者

上潅市場 大連取引所.匪申市場 奉天市場の 吟爾演吉林章春の

大連筋 奉天筋 p の上海筋 有力金融業者 有力金融業者

備蓄公司義威信同順盛裕昌祥 備蓄公司義成信同順盛裕昌祥

双衆福 功成玉 益弟合双衆福 功成玉 功成玉天合盛世合公運通達益発合 天合盛世合公選通達益弟合敦昌宝隆和双発福 天合盛益発合致昌宝隆和

出所 :横浜正金銀行調査課 (1926p.22)､三井銀行上海支店 (1926p.20)､三井銀行上海支店 ･李家弘 ･

下林 (1927pp.32･5､p.66､pp.68･9)､満鉄調査課 (1931app14-9､pp.45-7)､満鉄上海事務所 (1927p.94)､

満鉄調査課 (1929p.27)､奉天総商会楢秦 (JC14)案巻番号 6603､奉天総商会楢案 (JC14)案巻番号

8873､案巻番号 9284､遼寧省梢案館編 (1990第 4巻 p.467)による｡

(注)大連筋の振和､同利､裕豊仁､奉天筋の原発合､永和禅､永恵興､永遠興については､東三省各市

場での活動を確認することできない｡
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表 3-4奉天取引所取引人国籍の推移と中国人日本人取引高の変化

午 取引人 取削高

日本 中国 日本 中国 合計

24上 17 3 1.105 314 1.419

24下 34 10 98.517 30.063 128,580

25上 43 14 240.117 71,703 311.820

25下 30 16 247,797 142.773 390.570

26上 25 21 250,025 255.620 505.645

出所 :満鉄庶務部調査課 ･斉藤 (1928)pp.59･64によって作成
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表 3-5 匪食券流通高､朝鮮銀行券 ･匪食券の相場

年月 流 通 高(千元) 奉天取引所相場 関原取引所相場 (節 両取引所の最低(最高)相場差

_(朝鮮銀行券 100円)

最高 最低 変動幅 最高 最低

1926.12345 200,095 230 200.5 14.7% 223.12 195.05 10.3%

205,456 277.5271298.3 235 18% 272.41 216.7 ll.8%

206,313 246 10% 278.51 247.ll 10.2%

205,759 258 21% 286.76 252.34 10.2%

200,246 396 284 39.4% 850.13 269.32 13%

7 201,852 570 417 36.7% 473.63 411.56 20.5%

8 190,773 515 270 91% 567.6 383.8 14.2%

9 182,925 395 305 29% 379.68 314.7 10.4%

出所 :匪食券流通高は満鉄調査課 ･南郷 (1935pp.12-3)､奉天取引所の相場が満鉄経済調査会 (1932bp.4)､

関原取引所の相場は横浜正金銀行 (1928p.2316)によるC
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補論 :遼寧省楢案館所蔵史料をめぐって- ｢食換問題｣を中心に

はじめに

筆者は2007年と2008年に涛陽を訪れ､遼寧省硝薬館が所蔵する1910､1920年代における

奉天省政府の金融改革に関連する史料を調べてきた｡事前に､楢案館の所蔵を紹介する本と論文

1

案にしぼった｡2回の調査では､特に奉天省長公署楢案､奉天財政庁梢案､奉天給商会梢案を重

点的にチェックしたOまた営口県公署楢案も重要であるが､営口市梢案局に移送されており､調

査できなかった｡

本稿では､まず奉天財政庁楢案と奉天省長公署梢案の整理の現状､問題点及び利用方法を解説

し､続いて ｢免換問題｣にかかわる史料からうかがうことができた奉天省長公署楢案､奉天財政

庁楢案の特徴について述べるOそして末尾に関連案巻の詳細を整理する｡

2回の調査では事前に梢案館所蔵史料の概況､利用の手引き､体験談などを事前にチェックし

ておいたので､現地での時間ロスや閲覧 トラブルを防ぐことができた｡検索作業の効率をアップ

させる上では､江夏由樹氏による2点の指摘､すなわち1政治的に重要度の高い行政機関の公文

書から調べる､註先行研究と二次史料を読み､できるだけ多くの語東 (キーワー ド)を抽出して

おく､が特に有益であった [江夏 1999]｡

1李農生主編 (1988)､遼寧省梢案館編 (1994)､中見立夫 (1995)､井村哲郎 (1995)､冶雲鵬 ･

渋谷由里訳 (1996)､井村哲郎 (1997)､江夏由樹 (1999)､孫成徳 (2005)を参照0
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Ⅰ奉天財政庁楢案の現状と利用方法

遼寧省楢案館所蔵の民国楢案の中で､最も多いのは奉天財政庁楢案である｡その量は奉天省長

公署楢案の33995巻をはるかに上回り､180714巻にものぼる｡目録には ｢一類｣と ｢二類｣の

二種類がある｡スタッフの説明によれば､｢一類｣は精選されたものである｡調査では ｢一類｣4

冊の目録を見た｡これらは70年代に作成された手書きの目録である｡日録の最初に説明と目次

があるO内容によって政治､外交､金融のように分類されており､非常に利用しやすい｡楢案館

で知 り合った遼寧大学の院生から､他の政府機関の楢案についても ｢一類｣目録があると聞いた

が､図書館スタッフには確認していないO

｢二類｣目録は十数冊からなるが､滞在時間の関係で､始めの2冊しか見ることができなかっ

た｡｢一棟｣と同じく手書きであるC筆跡から目録の作成に数人が携わっていたことが推測でき

る｡筆跡に強い癖がある部分が多く､非常に読みづらい｡目録は案巻の番号に従って編集されて

いたが､番号とタイ トル (内容)､案巻年代の間にどのような関係があるのかは不明である｡案

巻の表概には現在使われている案巻番号以外に幾つか書き加えた番号がある｡異なる時代､政府

のもとで梢案整理が行われたので､その際に使用された番号だと思われる｡戦争と動乱と政権の

交代に満ちた歴史の変動が公文書にもたらした影響を実感できた｡

奉天財政庁楢案を利用する際に感じた問題は以下のようなものである｡(i)コピー､個人の

光学器機の使用が禁止されている｡財務関係の図表を手で書き写すことは不可能に近い｡楢案館

のスキャナーを使う費用は非常に高く､あきらめざるを得なかった｡(ii)特定の問題に絞って

検索を行 うと ト 叛｣楢声にある史料の量が少なく､問題を連続的に把握することができない｡

(iii)｢二類｣梢案は量的に多いが､先に述べたように番号とタイ トル (内容)､案巻年代の間の
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関連が見つからないので､目録をチェックするだけでもかなり時間がかかる｡

Ⅱ奉天省長公署枯案の現状と利用方法

奉天省長公署は ｢満州事変｣まで奉天の最高行政機関であったが､同時に中央政府と具体的な

政策実施機関 (各行政部門と県公署)の中間に位置していた｡このため公署梢案には中央政府の

スタンスだけでなく､地方の現実と出先機関の対応も記されているO奉天省長公署梢案 (JCIO)

は現在マイクロフィルム化されており､パソコンで目録の検索ができる｡研究対象時期を入力し

てから､キーワー ドを入れると関係する案巻のタイ トル一覧が出てくる｡非常に便利である｡し

かし実際に利用してみると三つの問題を感じた｡その第-は梢案の表題が当時のままであり､ど

のようなキーワー ドを使えば関連する資料を検出できるのかが分からないという問題である｡多

くのキーワー ドを使って試行錯誤を繰 り返し､楢案表題にどのような語桑が使われているかを掌

握する必要があるD

｢允換問題｣に関連する史料を探す場合に一番有効なキーワー ドは､奉天省長公署に所属する

機関名である｡｢允換問題｣にかかわる金融機関としては､中国側に中国銀行､交通銀行､東三

省官銀号､奉天興業銀行､黒龍江省官銀号があり､日本側に朝鮮銀行､正金銀行がある｡奉天省

長公署に属する東三省官銀号､奉天興業銀行に関する案巻をいくつか見つけることができた｡と

はいえ東三省官銀号と奉天興業銀行が作成した桔案は､まだ発見できていない｡奉天省長公署楢

案の中からは､断続的で､量的にも少ないが､中国側金融機関の成長を裏付ける統計的な史料を

得ることができた.これは意外な収穫であった0

人名と事件の解決を任務とする臨時機構の名称も試みてみるべきキーワー ドであるが､検索の
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効率は以下に述べるようにかなり低い｡｢免換問題｣の解決に大きな力を発揮した人物､王永江

(当時奉天財政庁長)､栄厚 (当時の遼海道声で､営口過炉銀の上海向為替相場安定に成績を上

げた｡｢満州事変｣直前の吉林省財政庁長で､満州中央銀行の初代総裁である)をキーワー ドに

検索してみると幾つかの案巻が出てきた｡量が少なく､人名検索の有効性はあまり高くないよう

である｡しかしこれらの人物の主張は関連機関の案巻によく現れてくる｡銀行公会､日中金融委

員会は ｢允換問題｣を解決するために組織された同業組合と臨時組織である｡しかし､残念なが

ら､検索結果の有効性はあまり高くない｡

｢食換問題｣の交渉に当たった外交機関､中国側は ｢外交部奉天交渉署｣､日本側は ｢日本駐

奉天総領事｣であったが､外交部と交渉署はキーワー ドとしてあまり有効ではない.｢日本駐奉

天総領事｣は ｢日額｣という言葉で表記されており､検索に当たっては注意が必要である｡検索

してみると金融経済以外の日中交渉に関わる案巻も数多く所蔵されていたO

事件の名称と奉天省長公署管轄以外の機関名はキーワー ドとして役に立たない｡｢允換問題｣

というのは日本語の文献に使われる概念で､中国語の文献では ｢食換風潮｣という表現が用いら

れている｡これらの語桑をそのままキーワー ドとして入力したが､無効であった｡また ｢允換問

題｣の主役である､中国側の中国銀行､交通銀行､日本側の朝鮮銀行と横浜正金銀行もキーワー

ドとして機能しなかった｡

第二の問題は､｢件名｣｢案巻標題｣からは案巻の内容全体を判断することができないというこ

とである｡この点は奉天省長公署楢案と奉天財政庁梢案のどちらについても指摘できる｡実際の

内容が ｢件名｣の含意よりも豊富な案巻は珍しくない｡時間が許す限り関連のありそうな案巻に

立ち入ってみる必要がある｡意外な案巻の中から特定の政策の歴史的な変化を捉えることができ
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る史料､あるいは政策を立てる際に提出されていた異なる立場の意見を併記している公文書を発

見することもある｡私の場合は､こうした発見によって､あらかじめ立てておいた営口過炉銀と

r免換問題｣との関連に関する一つの仮説を実証することができた｡ラッキーであった0

時間的な連続性を持つ史料が見つかった例としては､たとえば､1916-1920の時間帯を指定

して､東三省官銀号を入力し､案巻番号 9612｢東三省官銀号監理官-職由奉天財政庁長兼任各

情形｣を見つけることができた｡奉天財政庁長が東三省官銀号監理官を兼ねるのは 1916年のこ

とであるが､案巻全体を見ると､それに関する内容だけではなく､1911年 (宣統 3年)～1923

午 (民国 12年)までの東三省官銀号のバランスシー トが含まれていた｡奉天興業銀行の検索を

行ったときにも同様な成果があった01916年という時間を指定し､キーワー ドを入力すると､

案巻番号 5595｢奉天興業銀行呈送民国 5年収支各款情況及奉省公署指令｣が出てきたが､実際

に案巻を見てみると､｢奉天興業銀行呈送民国6年収支各款情況及奉省公署指令｣や ｢奉天興業

銀行呈送民国8年至 13年収支各款情況及奉省公署指令｣､すなわち 1916年 (民国 5)奉天興業

銀行の民営化運動から1924年の三行併合 (奉天興業銀行と東三省銀行が東三省官銀号と併合す

ること)までの奉天興業銀行の経営状況､性質変化を巡る政府と民間株主間の論争を示す史料が

含まれていた｡

標題の内容を超えて､ある政策の立案に関わる対立した見解､論争から決定にいたるまでの過

程を記録している案巻についても例を挙げておこう｡中日調節金融委員会というキーワー ドを使

つ上て､案巻 10008｢中日調節金融委員会報告議決草案｣を見つけたが､その中には議決草案以外

に､小洋紙幣の ｢食換問題｣を解決するために実行された大洋本位制改革をめぐる関係各方面の

意見と張作霧の指令が収められていた｡具体的には (i)張作寮の奉天財政庁長王永江に対する
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大洋制改革訓令､(ii)奉天総商会の張作寮宛呈文及ぶ張作霧の指令､(iii)王永江の張作森宛呈

文及び張作寮の指令､(iv)東三省官銀号総弁の張作霧宛呈文及び張作森の指令､(Ⅴ)遼涛道声

栄厚の張作森宛の呈文及び張作霧の指令などである｡関係官庁と地方官憲の公文書は地域の現状

を反映していたDこれらの史料を読むことによって上級機関の政策決定の合理性と限界を理解す

ることが可能になる｡

案巻 5600｢為華富殖業銀行濫発紙幣一事奉天巡按史公署与東三省官銀号的往来文件｣には

奉天財政庁長王永江､達磨道声栄厚､奉天総商会､張作寮の間で交わされた公文以外に､北京に

あった該行総管理処や当時の財政総長梁啓超の指示なども含まれている｡｢允換問題｣の解決方

法として論議された､既存発券銀行の整理をめぐる中央政府と奉天省政府の対応を読みとること

ができた｡また奉天省における幣制改革と中国幣制改革の関連性と独自性を理解する上での重要

な手がかりを得ることができた｡

第三の問題は､日録に記載されている年月と収録される公文の時期にしばしばズレがあるとい

うことである｡案巻 9824｢奉天総商会､銀行公会､財政庁及特派員等弁理停止日商免現条件情

形｣の年月日表示は 1918･1･15-4･25であるが､案巻に収録されている公文の時期は 1918

年 6月頃までである｡記入ミスだと思われるが､利用者は公文そのものの日付に注意する必要が

ある｡

Ⅲ ｢食換問題｣関連資料から見た奉天省長公署楢案､奉天財政庁楢案の特徴

i｢食換問題｣には日本､中国中央政府､奉天省政府の三者が関わっていた｡日本政府の外交に

関しては､日本に所蔵されている外交文書によってその内容を把握することができるO-方､中
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国中央政府レベルの政策と対応措置については､中国第二歴史桔案館編 (1979)､財政科学研究

所 ･中国第二歴史梢案館編 (1990)にある相関史料で大筋を知ることができる｡しかし､地方

官意の動向については､独自に資料を発掘することが必要である｡地方官憲は地方の実情に制約

されて､中央政府の政策を必ずしもそのまま実行していなかったからであるC遼寧省楢案館も一

次史料を纏めて刊行物､遼寧省梢案館編 (1990)を出版しているが､金融関係について言 うと

その量は限られている｡楢案には中央政府の政策指示､各県の状況を反映する公文が含まれてい

た｡両方を検討することによって､省レベルの官僚の政策的な対応が持っていた意味を掌握する

ことが可能になる｡

立県レベルの公文からは伝統的な地場金融システムについての記述が兄いだされた｡これらの

公文を読み比べると､発行機関の異なる通貨一奉天小洋票､営口過炉銀､各県の私帖がひとつの

システムとして機能していたことが浮かび上がってくる｡すなわち ｢允換問題｣は伝統的なシス

テムの崩壊から新たなシステム-の移行途中に起こった浪乱であり､日本商人と日系紙幣がこの

混乱を激化させたということがわかってくる｡

iii金融機関のバランスシー トや政策の変化については､時期の異なる案巻の中から資料をつな

ぎあわせることによって事態が判明してくる場合も多い｡日中合弁中華匝業のキーワー ドを使っ

て検索すると幾つかの案巻が出た｡収めてある史料の時期が異なるので､日系銀行に対する奉天

省政府の政策変化を読み取ることができる｡張作寮政権と張学良政権の日本との距離の変化を生

き生きと感じ取ることができた｡同じことは営口過炉銀についても言える｡長期間にわたる奉天

省政府の営口過炉銀政策の変化を考察できるだけではなくて､日系紙幣と営口過炉銀の相互関係

の変化を考察することにも有用である｡
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iv｢食換問題｣は複数の原因が総合して作用した結果であったo長期にわたった問題解決の過

程では､新たな勢力が登場し､力関係が絶えず変化することによって､局面が何度も転換したo

楢案館史料はこうした変化の過程を立体的､動態的に教えてくれる｡たとえば､1918年の食換

停止協議､食換に対するイギリス飯事の抗議､朝鮮銀行券の下落､朝鮮銀行の第三回奉天借款等

の関連史料がそれである｡これらの要素が複雑に絡み合っていた状況については､いずれ論文の

中で実証してみたい｡

終わりに

硝薬の利用経費は利用者の身分によって異なる｡｢提梢費｣(提梢は案巻を出してくれること)

は巻を単位に計算する｡奉天財政庁楢案は手書きかパソコンに打ち込む方法で写すことができ､

他に費用はかからないが､コピーなどは禁止されていた｡奉天省長公署梢はマイクロフィルム化

されており､複写のサービスも充実していた｡小量の請求はコピーで､大量の請求はDVDにダ

ビングしてくれる｡複雑な図表史料の持帰りができるので大変ありがたい｡但しダビングは他の

部門の仕事で､2､3日の余裕を与えることが要求された｡複写サービスを利用する場合は枚数

単位で費用を計算する｡

利用の手続きに関しては､上田 (1998)がすでに詳細に紹介している｡筆者の場合は学生証

を提示して利用目的を説明すると､すぐに目次の閲覧が許可されたo後で気づいたのだが､利用

日的あるいは研究内容を詳しく説明することが重要である｡閲覧許可の問題だけではなくて､応

対者が梢案内容に詳しいスタッフであれば､有効な助言が得られるかもしれないからである｡図

書館員や他の利用者との間で信頼関係を築くことは､トラブルの防止､便宜の供与にもつながる｡
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滞在時間が短いことを説明すると昼休みの時間帯に閲覧することが許された｡滞在中は遼寧大学

の院生数人も史料を調べていた｡フイルムを読む機械は三台あり､そのうちの一台はしばらく改

革していたが､遼寧大の皆さんのご好意で筆者は調子のいい機械をずっと使わせていただいた｡

梢案調べも､いろいろな方のご厚意に助けられてはじめて順調に進めることができたのだと心か

ら感謝しているo

遼寧省楢案館は遼寧省政府の敷地内にある｡ここはもともと張作森政権時に創立された｢清洲｣

唯一の総合大学であった東北大学のキャンパスである｡今は広くてきれいな公園のような場所と

なっており､そのなかに文化財に指定されている旧東北大学の建物が幾つか点々と残っている｡

楢案館は旧東北大学図書館で､20世紀の中国を代表する建築家であった楊廷宝の設計である[西

揮1996,98]｡数百メー トル離れた場所には遼寧省政府弁公庁の官舎がある｡この官舎は旧東北

大学の理工横である｡西滞 (1996)にその美しい姿がカラー写真で紹介されている｡訪問中､

昼休みに散歩をしながら､旧東北大学の名残を味わうことができたことも貴重な経験であった｡
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[附属資料 :奉天財政庁楢案ならびに奉天省長公署梢案 ｢食換問題｣関連資料一覧]

各史料についての以下のコメントは筆者の問題関心にそったものであり､必ずしも案巻の内容

全体を反映していない.また一部については表題からの推測で書かれているC案巻の年代表記に

ついては注意が必要である.奉天財政庁楢案のそれは楢案がまとめられた年､奉天省長公署梢案

のそれは収録された史料の開始年と終了年になっているからである｡

奉天財政庁楢案

奉天財政庁梢 JCll案巻番号 119｢代奏道具王昌俄条陳東三省善后事宜｣光緒 32年 8月｡日

露戦後の東北三省における情勢及び政策提言を記している｡

1､奉天財政庁梢JCll案巻番号2228｢東三省各官銀号報告冊｣宣統元年 9月｡奉天官銀号､

吉林官銀号､黒龍江官銀号､広信公司の財務報告書｡

2､奉天財政庁梢JCll案巻番号383｢度支司借用正金紗票数日並合同｣宣統 2年D

･3､奉天財政庁枯JCll案巻番号2341｢昌図府呈銭法疲弊整頓市面等情理由｣宣統3年4月O

昌図県内における私帖流通の状況及び私帖の整理に対する知事の意見である｡

4､奉天財政庁梢 JCll案巻番号 2342｢為郡省兵変以致各属市面恐慌遂有姦商允洋販売即便

会勧業道禁止｣発行年未筆写｡辛亥革命の際の､奉天金融安定に対する三井洋行の役割が

うかがえる｡

5､奉天財政庁梢JCll案巻番号未筆写 ｢?｣発行年未筆写｡1912年～1914年における奉天

興業銀行の成立､改組､紙幣発行､それに対する中央政府と地方官憲の考えの変化が記さ

れている｡
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6､奉天財政庁梢JCll案巻番号 2229｢?｣民国元年｡小洋の重量と純分に関する日本総領

事､三井､奉天造幣場､東三省官銀号､交渉司の往復文書であり､三井洋行が奉天小洋の

輸出にかかわる史料である｡

7､奉天財政庁楢 JCll案巻番号 2237｢?｣発行年未筆写｡民国元年､財政部の令に従って

各地の紙幣調査が行なわれたが､そのうちの東三省官銀号､黒龍江省官銀号支店の流通紙

幣の種類と金額､及び各県の流通紙幣に関する報告である｡

8､奉天財政庁梢JCll案巻番号未筆写 ｢?｣発行年未筆写｡1915年 4月財政部による ｢全

国財政経済年鑑｣の編集のために､各県が記入した ｢私立銀銭行号調査表｣である｡この

時点における各県の私立銀行の状況を反映する史料である｡

10､奉天財政庁楢JCll案巻番号2240｢興業銀行進送民国3年2月底止接収商弁時存貯現金

及発行紙幣各款数日清冊｣発行年未筆写｡奉天興業銀行の民国 3年 2月未の現金と紙幣

の金額､民国4年の資産負債表がある｡

11､奉天財政庁梢 JCll案巻番号2263｢奉省指税現定改収新鋳東三省造大小銀元以帰一律｣

宣統 2年0

12､奉天財政庁楢JCll案巻番号2346｢致梁秘書長請維持借款電｣民国3年 10月｡｢食換問

題｣発生後､日本からの借款が利権の喪失につながることを危倶し､許世英は梁土語あて

に､交通銀行借款を求めるが､梁は交通銀行が中央政府に対して多額の債権を持っている

ため､奉天を援助することはできないと返事している｡

13､奉天財政庁楢JCll案巻番号383｢商倍日款巻､民国4年巻｣発行年未筆写｡｢食換問題｣

を利用し､奉天に借款を供与することによって利権を拡大しようとする日本側の思惑とそ
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れに対する中国財政部の態度を反映した史料である｡

14､奉天財政庁楢JCll案巻番号2256｢?｣民国4年 2月C営口過炉銀は対中国本土の為替

決済通貨なので､その相場の安定が ｢食換問題｣の緩和につながるoそこで達磨道草栄厚

は営口過炉銀の相場計算方法を修正し､営口過炉銀の価値安定を図った｡このことを示す

史料である｡

15､奉天財政庁梢JCll案巻番号385｢財政部密倦日人議在満蒙等処主張改良幣制等情｣民国

4年 10月｡財政庁と商会が財政総長に対して､東三省の通貨の現状､日本商人に対する

影響､通貨改革方法を述べているD

16､奉天財政庁梢JCll葉巻番号2237｢?｣発行年未筆写o東三省官銀号の 1911年 10月時

点における和己幣流通高､1916の紙幣流通高､準備高､資産負債表などがある｡

17､奉天財政庁桔JCll案巻番号386｢為呈核鼓限大洋紙幣及抵制日貨召集各界会議弁払由｣

民国5年 8月｡1917年 10月 16日における金券下落の機会を利用し､大倉借款を返却し

た件を記した内容が含まれている｡

18､奉天財政庁梢 JCll案巻番号 371｢朝鮮銀行借款｣発行年未筆写｡1920年に朝鮮銀行の

奉天借款を繰 り上げて返還することに関する王永江の張作霧宛呈文である｡財政状況の好

転､財政庁と官銀号､興業銀行との関係が窺える｡

19､奉天財政庁梢JCll案巻番号 2248｢遼涛道デ諮為営埠発号風潮所有維持弁法各情形由｣

民国 10年 1月｡道声史紀常が 1920年営口忠発合倒産後､営口過炉銀の経営状況を述べ

ている｡

20､奉天財政庁桔JCll秦巻番号2257｢?｣民国5年 12月｡遼涛道草栄厚の営口過炉銀相場
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に対する整理策である｡

21､奉天財政庁楢JCll案巻番号24160｢奉省長令各県局収款不用吉黒券｣民国6年 11月｡

22､奉天財政庁楢JCll案巻番号 2258｢遼涛道声諮送組織営口炉銀帰卯処章程｣発行年未筆

写｡民国7年 1月～民国18年 1月の営口過炉銀整理に関する史料である｡

23､奉天財政庁梢JCll案巻番号2259｢遼寧省委員会通過遼寧省財政庁管理営口炉銀暫行章

程｣民国18年｡20年代後期における営口炉銀管理の新たな動きが窺える｡

24､奉天財政庁梢JCll案巻番号313｢為北洋大臣諮会奏接収営口大概情形-摺､並将回稿諮

還由｣光緒33年 12月｡

25､奉天財政庁梢JCll案巻番号2345｢為派員赴京津一帯商借外債｣民国3年 1月｡奉天政

府は財政困難のために､1914年初頭に借款を目的にフランス資本と接触したことが記さ

れている｡

26､奉天財政庁楢JCll案巻番号2267｢?｣民国3年 8月｡財政庁は 1914年8月に各県に

対して ｢完納租税貨幣調査表｣の提出を要求した｡目的は ｢国幣条例｣公布後､租税に使

用する貨幣の統一を図ることである｡各県が提出した ｢完納租税貨幣調査表｣から地方､

税種によって貨幣種類が様々に違っていた実情を窺うことができる｡

27､奉天財政庁楢JCll案巻番号未筆写 ｢為呈覆核議限大洋紙幣及抵制日貨召集各界会議弁法

由｣民国 5年 8月｡奉天省公署の財政庁に対する訓令､張作森の財政総長宛文があり､

大洋本位制実行の現状､注意点を述べている｡

付記｡8と16の案巻番号は同じ2237で､どちらかの記入は間違いである｡
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奉天省長公署梢案

1､奉天公署桔 JCIO案巻番号 2201｢為奉書巣三省地方 日幣価格低落商民危疑与日額交渉事｣

民国8年 11-12月｡内容は以下の3つである､(i)1919･11･14朝鮮銀行券の下落問題に

対するハルビン総商会､塔江商会､黒龍江総商会､吉林総商会､長春総商会､奉天総商会の

東三省巡閲史に対する呈文｡(ii)本件に対する奉天当局の諮問と奉天日本総領事の回答｡

(iii)奉天 日本給領事の回答に反論することを商会に命 じる奉天公署訓令D史料の欠陥は金

券下落に対する日本給領事の回答に各商会が如何に反論したかが不明である｡

2､奉天公署楢 JCIO案巻番号20431｢特派員呈日領為匪業銀行支店対於任意分配保管金絶対碍難

承認｣民国 19年 3-5月｡(i)特派員為日額不承認分配匪業銀行保管金､(正)匪業銀行存款

暫緩分配一案､(iii)医業銀行情理処星口□□□□□口､(iv)特派員為呈日額函ロロロロ匪業

銀行弁法不承認という4つの内容が含まれている｡

3､奉天公署楢 JCIO案巻番号 5571｢奉天巡按使向官銀号興行銀行中国銀行交通銀行函索各県分

行分骨情形｣民国5年｡1916年 5月30日の時点における上記各銀行の支店設置状況を示す史

料 である｡

4､奉天公署梢 JCIO案巻番号 10029｢奉天省議会､省財政庁関干整理金融各情形｣民国 7年～8

年｡省財政庁､議会が民国7年､8年に交わした金融整理に関する公文である｡

5.奉天公署梢JCIO案巻番号 10008｢中日調節金融委員会報告議決草案｣民国6年 7月～未筆写o

大洋本位制実施にあたっての､i張作霧の奉天財政庁長王永江に対する訓令､ii張作宗宛の商

会呈文及び張作霧の指示､iii王永江の張作霧宛の呈文及び張作森の指示､iv東三省官銀号総弁

の張作森宛の呈文及び張作霧の指示､Ⅴ遼涛道声栄厚の張作森宛の呈文及び張作霧の指示など

144



である｡

6､奉天公署桔JCIO案巻番号5595｡検索表題は以下のような数個がある､｢奉天興業銀行呈送民

国5年収支各款情況及奉省公署指令｣､｢奉天興業銀行呈送民国6年収支各款情況及奉省公署指

令｣､｢奉天興業銀行呈送民国8年至 13年収支各款情況及奉省公署指令｣｡民国5年に奉天興業

銀行の民営化運動が奉天省公署に拒否されたときから､1924年の三行併合までのおおむねの

経営状況と官庁 ･銀行株主間のやり取りを把握することができる｡

7､奉天公署梢JCIO案巻番号5600｢為華富殖業銀行擬発紙幣一事奉天巡按史公署与東三省官銀

号的往来文件｣民国5年□□～2月｡華富殖業銀行営口分行の小洋票使用問題をめぐって､1916

年 5月から8月の間に該行総管理処､奉天財政庁長王永江､遼涛道声栄厚､奉天総商会､張

作寮の間に交わされた公文､及び当時の財政総長梁啓超の指示などである｡｢食換問題｣を解

決する間における発券銀行の整理の様子､中央と地方の態度を理解するための重要な手がかり

である｡

8､奉天公署楢JCIO案巻番号5656｢東三省官銀号民国 11年 12月収入支出一覧表｣年代末筆写.

9､奉天公署梢 JCIO案巻番号 5663｢為東三省銀行与奉天興業銀行合併為東三省官銀号及定立章

程委任官員設立分号情形｣民国 13年 6月～民国 17年 2月.東三省官銀号民国 14年 9月 25

日の資産負債表だけを複写した｡

10､奉天公署楢JCIO案巻番号5729｢商会呈請限制大宗銀元銅元出境由｣民国元年 6月～民国9

年 9月o銀元輸出に関する奉天督都趨ホ巽と日本総領事落合の往復書簡､奉天/｣､洋と営口過炉

銀との相関関係が窺える奉天総商会と営口商会の書簡がある｡

11､奉天公署楢JCIO案巻番号5730｢東三省官銀号改組該号分設之銭号為公済平市銭号情形｣年
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代未筆写｡1918年 10月 11月に錦県､通化､営口知事は､各地小額補助通貨不足の状況を訴

えたが､これに対する張作霧の指令である｡奉天財政庁と東三省官銀号の解決策も記されてお

り､金融改革の一環である小額補助通貨の統一過程を示す公文である｡

12､奉天公署楢JCIO案巻番号 9982｢日商允換現洋私運出境及与日額交渉各情形｣民国 19年 1

月～民国20年 1月｡この時期の食換に関する中国側の懸念と日本領事との交渉を記録した文

書である｡両国の交渉そのものに関する公文は発見することができなかった｡

13､奉天公署梢JCIO案巻番号9824｢奉天総商会､銀行公会､財政庁及特派員等弁理停止日商発

現条件情形｣民国7年 1月～4月｡案巻にある公文の時期は 1918年 6月頃までである｡食換

を停止させた一因は英米商人の干渉であった.食換停止をめぐる各方面の意見と日本側との交

渉を伺える公文があり､朝鮮銀行の第3回奉天借款に至る過程と背景が明らかになる｡

14､奉天公署楢JCIO案巻番号9835｢?｣民国3年～未筆写｡｢食換問題｣解決策に関して､1914

年 10月の時点で栄厚が出した意見書があり､その中に財政資金を納める過程に存在する私帖

と官銀号紙幣との関係及び栄厚の解決策が含まれている｡錦県知事は私帖が該県にとって流通

手段の不足を補う上での積極的な役割を果たしていると強調し､その金額の大きさについても

言及している｡県の私帖を整理するには 300万元の紙幣が必要であり､私帖の取り締まりは

困難と主張している｡

15､奉天公署楢JCIO案巻番号 9837｢各県捕税局征税応用官銀号紙幣｣民国 3年～?｡奉天興

業銀行の紙幣発行問題をめぐる奉天商務総会と興業銀行の呈文､奉天督都府の財政部宛て電文

がある｡1914年 12月､商業銀行の発行した小額紙幣に対する遼潅道草栄厚の処理意見もある0

16､奉天公署楢JCIO案巻番号9612｢?｣年代末筆写｡宣統3年～民国 12年東三省官銀号の財
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務収支表などがある｡

17､奉天公署梢 JCIO案巻番号9617｢為奉天巡按史署､商会令財政庁与東三省官銀号会議核弁在

各県多設官銀号分号事｣民国5年｡

18､奉天公署梢JCIO案巻番号9688｢為中国銀行委託東三省官銀号代弁奉天金庫事｣民国5年 2

月-3凡 東三省官銀号の金庫代弁に関する財政部の指令､中国銀行と東三省官銀号との契約､

奉天財政庁長の上皇文がある｡

19､奉天公署楢JCIO案巻番号9696｢奉天財政庁､総商会､東三省官銀号､省議会反対日中合弁

中華匝業銀行在奉天発行天津現洋紙幣｣年代末筆写｡弓長作森爆殺前後の史料があり､張作霧政

権と張学良政権の該銀行に対する態度変化が窺える0

20､奉天公署楢JCIO案巻番号9656｢為東三省官銀号興業銀行在長春設匝余所事｣民国8年.

21､奉天公署楢JCIO案巻番号9838｢軍署諮請分□安東県等県使用東三省官銀号紙幣及各県呈報

弁理情形｣民国 5年 7-8月｡
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