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農村金融の発展と回転型貯蓄信用講 (ROSCAs)

一日本における講の役割一

泉田洋一

Development of Rural Finance and ROSCAs 

-Role of Kou in Japanー

Yoichi IZUMIDA 

Resumる

Various types of informal finance have a long history in Japan， one of main typ凶 being

called Tanomoshi-Kou or l¥1ujin. It is the intent of this paper to describe the brief history of 

the J apanese Kou with special reference to its influence on modern financial institutions. 

¥Vhile the Kou has largely disappeared from the corner of present目 day J apan， its influence 

onロrban:¥Iujin comp叩 iesand rural credit associations should not be ov色rlooked. Some kous 

had diverted themselves into l¥1ujin companies in urban areas， while kous in rural areas had 

offered the base for creating financial institutions of the cooperative type. The author argues 

that the financial evolution from the traditional Kou to Urban l¥1ujin was the logical extension 

of the Kou. 1n rural areas， b巴causeof the long ancl accumulatecl activity of the Kous， rural 

credit associations were se巴nas indigenous rather than alien institutions by the people. 

Concludes that more attention should be given to informal finance b}ア policy mal王erswho 

want to provide more formal financial services to the people. Informal finance could be the 

base for building up the reliable乱ndsustainable financial institutions 
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I 研究の背景

1) 発展途上国における農村金融の現状

発展途上国の農村では1960年代から70年代において，

多くの金融機関が政策的に設立され，多額の資金が農村

部門へ注入された.しかし，人為的・政策的な資金の一

方的注入が，各国の農村金融市場 (Rural Financial 

lVIarkets，以下 RF:'dsと略〕へ好ましい結果をもたらし

たわけではない. RFl¥1sのパフォーマンスとして指摘さ

れる資金回収率の低さ，貯蓄の不動員ないし不足，外部
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への資金依存率の高さといったことは，金融機関の持続 しない(この点の展望については泉白・万木前掲設さま

的な活動を難しくするものであり，その自立性が間われ 照). ただ本稿の問題設定との関係で震要なことは，従

ている.また貧農には嵐かない資金という点では，農村 来ややもすると否定的tこしかみられなかったインフ念ー

の所得分配の不平等さをま誘l隠させているともいえるであ マルな金融(金貸し，質震，溺人，地主，諮など〉を見

ろう (Adams， Graham and Pischke [1988J， F.-¥.O 直そうとする楼遼が高まってきたことであろう (Adams

[1989J， World Bank (1989J). [1989J). 

不成功の要因としては，農民をとりまく経済的な状況 その見蕊しの契機となったのは，ひとつには効率とい

の厳しさということもあろうが，より基本的には次の二 う点、においてインフォーマルな金融はフォーマルな金致

点が重芸きである.ひとつには幾村金融市場の歪みがあげ に比べて遜色ないという諸研究の蓄積である (Adams，

られる.従来の開発金融政策は，資金の不足，農民の低 Graham and Picheke [1988J). インフォーマノレな金数

所得ということを前提にして，外部から利子率の低い資 が非難される一つの点は，それが援して高利でおり，資

金を特定の農民層，特定の使途へ流そうとしてきた.市 金を渇望している{昔り手から金融を通じて搾取している

携の利子率は低く押さえられ，またインフレーションと と見られていることにある.しかし， RHI 派が提出し

も相倹って，実質利子率が極端に低くなるという事態が た金融取引費用とL寸分析道具は，フォーマノレな金融の

生じた.実質利子率の役割は金融市場の需給を調整する 手続き上の面倒さが取引費用を高め，逆にインフォーマ

シグナノレで‘あり，これが人為的に低く押さえられていた ルな金融の使い易さが取引費用を{尽くしていることを羽

ために，資源の配分に査みが生じ，資金の不足，殿、引禁 らかにした.従って，表面的?こは利子率の格差が潟者二

用の上昇といったノミフォーマンスの悪化をもたらしたと 存在していたとしても，取引費用を含めた費用合計て‘は

みられる.これは経済学の市場理論から推論しうる姿悶 それほどの差はないか，あるいは農村の小口金融におい

であり，ここでもそのことは否定し得ない霊安性をもっ ては，取引費用の閤定資的な性格のため，逆に，平均的

ていると考える. な費用は非公式金融の方が少ないということになるので

しかし，ここでより愛妥な第 2の点として，金散を金 ある.

散として成立せしめる前提条件としての「信用関係jを また，取引費用の仮ij殴からだけではない重要な問題が

育てる戦略が発展途上国においてとられなかったことを ある.前に述べたように，発展途上慢のフォーマルな会

あげておきたい.発展途上留において政策的に設立され 激機関は概して金磁というアクティピティを実質的に担

た;農業金融機関は，近代的な装いのもと，農民の意志、や っておらず，単に資金を配分するだけの機関になってい

習慣を無視して「上からの」イニシアチブで作られた. るところが多い.それは結局のところ，農民との関に信

そのi淡路の背後には，途上国農村で、は投資のための資金 額関係を有していないからと考えられる.上からの「近

が不足しており，政策機関を通じて資金を外部から注入 代的」金融機関の押し付けが，農民の伝統的な態度とは

すれば一定の近代化がなしとげられるとL、う考え方があ 呉質すぎて農民に信用されていないのではないか，ある

った.しかし近代化はそれを担う幾民遠の考え方や行動 いは，伝統的な社会の構成原理と桔反する「近代的」協

原理を無視して笑E託されるはずはない.結局のところト 関を一挙に導入した結果，人々に受け入れ容れられなか

ップ・ダウンに形成された制度的な金融機関;土農民の信 ったので、はないかと怒われるのである.

額をかち取ることが出来ず，資金のi守備を可能とさせる 他方，資金回収率の惑さに頭を悩まし，外部からの援

信認の体系は十分には成立しえなかったので、ある ctrll務 助無しでは業務の遂行ができそうもないフォーマルな金

[1988J，万木・泉田[1990J参照J. 融機関の横で，利子主容はかなり高くともインフォーマル

2) インフ才一マ)1，..な金融の克直し な金融機関がし、きいきと金融活動を行っている.なぜイ

このような状況のもとで，低利資金注入戦略を支 Iとた ンフォーマノレな金融機関は存続し得ているのか.彼らの

従来の良薬金融理論が見産されてきていることは当然で さま援はどこにあるのか.その活動は設業銀行とどこが遠

足うろう.見廷しは，金激構造学派 (FF 派，荏~fJ浮の命 っているのか.こういった疑問は自然であり，インブオ

名による FarmFinance School， Egaitsu [1988J)から ーマノレな金融活動の秘密を明らかにしようという研究が

市

てい ことは 信用談 (RotatingSavings and Credit Associations， 



ROSCえのが最も注尽を浴びている.日本では頼母子講

や無尽の名で知られる ROSCAsは，世界のいたるとこ

ろにみられる金磁組織で、あり ，~tこ同時にそれぞれの社

会に内在的な経織原理を脅している.いわば普遠性とi箇

別性を相兼ねた金融総織である.世界銀行もアジアやア

フリカの農村金議活性化のために ROSCAs，こ注自し，

それを開発に活かす方策を考えているところである(世

界銀行(1989J).{区し，現在のところ，インフォ…マノレな

金融や ROSCAs，こ認する研究は，段られた地域のフィ

ーノレド調査の寄せ集めにとどまっており，長郊の金散発

展の過程におけるインフォーマルな金滋の役割といった

ことは研究されていないといってよいであろう (Aclams

[1989J). 

ヌド稿では，以上のような発渓途上国の食付金融の現状

と開発金融研究の動向を踏まえて， 日本の識をとりあげ

る.具体的には，誌の歴史的な展開を追うとともに，そ

の変容の経済的論理をさぐり，近代的な金融システム成

立に与えた影響さと探る. とりわけ誌と信用組合，無尽会

社との関係を検討してみたい.誌の歴史的な展隠をフォ

ローすることによって，現tEの発展途上国の淡村金融を

改善していく時の示唆を得ょうというのが本稿の民題意

識である.

E 回転型貯蓄信用講 (ROSCAs)とは何か

め一般的な定義

ROSCAsについて，その経済組織的な側図から一般的

な定義を与えるとすれば，次のような定義がもっとも当

を得ていると思われる.

すなわち「一定の口数をもって組を組織し，定期;ニ一

定の掛金を払L、込ませ，始霊友または入札あるいはそれ

と類似の方法をもって加入者に毎沼一定の金額を給付

し，それをまた定期に払い込みの方法によって償還し，

全掛金が会加入者に給付されて満WJとなる仕組みの金融

綴織であるJ

この定義:土， l¥.OSCAs が必ずしも金銭のみを給付す

るのではなく，米議など現物による給付の場合もかなう

あったという点からみれば， 1也図主主蔵 [1918Jが述べた

ように，やや不十分かも矢口れない. しかし，ほとんどの

研究者の定義はこの定義に含まれる.厳そぎすぎる定義

は，すっかうにくさと複雑さを伴い，あまり実践的では

ないであろう l¥.OSCAs についてのw:界的な権威であ

る Boumanの定義もよ述の定義と似ている.すなわち

彼は il¥.OSC.¥sば何人かの参加者が築まったγループ

のことであり，その参加者はグループの資金のために定

期の援金をなし，その掛金を，全額か部分かという違い
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はあるにせよ，順次構戎員;こ渡していくものである」

(Bouman (1977]， p.262)としてし、る.

我々は，以上のような定義を踏まえて，続済機能的な

側面からみた ROSCAsの特徴を以下の点にまとめよう.

① 組制度〈罰制度〉である

② 参加者l土定郊に掛金を支払う

③ 一つの口数をもつものは全期間中一度だけ給付を

受ける

言い換えると， ROSC.¥s は一定の参加者が集まってひ

とつの会を組織し，定期に掛金(現物でもよい〉を行い，

;首会になるまでの間一度だけ給付をうけるものであり，

金融的には，限られたグループの中で，貯蓄と借入を連

絡しながらお互いの利益を増加させんとする組織である

といってよかろう. ここで参加者が般に給付さと受ける自

転性に注目しておく.

しかしながら，上述の経済的特徴だけでは見えてこな

い重姿点がl¥.OSCAsにはある.それは， ROSCAsの}京

芸的な発生の動機として，なにがしかの松互扶助的な共

同のあり方が前提とされていることである.l¥.OSCAsの

そもそもの発生した理由は，金融約・ないし経済的な利

益というよりも，参加者相互の相互扶助的ないし相互信

額約な関係に装づくものであり，経済組織的な形態から

のみの定義は不十分であるといわなければならない.w誌

を{乍る時の濁った人を助けるというそチベーション，地

域の限定性，参加者同士の互いにそニター可能な関係，

怠底的な債務の不緩行が考えられない信綴関係の成立，

宴会の楽しみなどといった， r在来」的な社会関係が議

の金融!約機能を支えているのである.

したがって，より広い視点から ROSCAsの本質的部

分合考怒するとすれば，

③ それは「復元む的な社会関係の中で発生し， tE!TL 

扶助!ねな共向のひとつの形態である

という J誌をj阜力日しておかなけれfまなるまい.話Lという*Il

織を形成する原裂が，一定の白的のもとゲゼルシャフト

的になされる近代のそれとは途うのである. 日本のj滋尽

は地緑的な絡会を蕊本とする.もちろん明治期の都市に

おL、てみられたように， r夜来J型の地縁的な社会関係

を官ij援としない形態も，一定の経済発展の段階では主主場

してくる.そこでは，経済的・金融的な利益が無尽の綴

織形成のインセンチブとして働き，構成長相互の潟係は

ばらばらで，信用:ヱ担保・保設人の徴求という手続きで

なされる.更に一歩進んで制度化された無尽会社におい

ては，政府によるゆるやかな規制と法的な商の整備とい

うことがその背後にでてくるのであるが，我々はそうい

った無尽会社的なあっ方はもはやl¥.OSCAsではなく，
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それを超えた“近代機関"とみる.そこには参加者の匿

名性と大震性があり，それ自体がなおassociationsystem 

という限界(一般の銀行等に比して〉をもっていたとし

ても， ROSCAsのもっている質とは明確に区別されるべ

きであろう.これは Boumanの定義をもじっていえば

ROSCCOs (及。tati碍 Sa¥'ingsand Creclit Companies) 

とでも呼ばれるべきである

当該の組織が「在来」型の性格を有していたかどうか

をみるひとつの簡便法は，その組織が，特定の偲人〈親〉

に対する援助を目的として組織されたものか(日本では

親誌と称する)，それとも，議参加者全員がいずれは激通

をうけるということだけで出発するものか(親なし講〉

を明確にすることにある.ただし，裁なし誌といえど

も，参加者同士の関係がすぐれて共同体的な信用のあり

方であるならば，それはまだ ROSCCOsとは呼べないて、

あろうけども.また利子ーのあり方，その水準，資金給付

の順番の決め方といったことも， ROSCAsの性格言ピチェ

ッタするには重姿なことであろう

もちろん ROSCAsのパザエーションとしては突に多

くの形態がある. 具体的には，構成員の規模〈人数)，

構成長どうしの関係， 掛ける額， 現金か涜物でもよい

のか，給付ーのI1反番の決め方(くじ，入礼， その他)， 会

の頻度と満会までの期間(毎週，毎月，毎年あるいは 1

週間から長いときには 50年まで)，信用保証のありかた

〈保証人・担保の徴求状況)，利子がつくかつかないか，

相互扶助か経済優先か，資金ないし給付物の使途が限定

されているかどうか，といったことに関して突に多様な

形がある.まずこ，その呼び方も地プjにより，またその目

的によって異なっていることは当然であろう.だから厳

密には，こういった諮要素を全図的に検討することでき当

該の組織の性絡をJl今味していかなければならないことは

いうまでもない.

2) 世界的な誉遊技

j二iこ定義した問転型貯蓄信用識が決して日本;だけに特

おのものではないことに注怒が必要て‘あろう.ギアツ l土

問転裂信用議と経済発展の関係を論じた論文 [1962Jに

さ召し、て， インドネシアの arisan，民本の議こTI惑の hui

の，ヴェトナムの ho， いろいろな名称で呼ばれるプ

リカ議i殺のi設!転裂f設用誌などを取り上げ， その特徴

じているー iどた Bouman (土前掲論文において，

ROSCAs 1主役界的な現象であって，アフリカ，東アジア，

南アジフヘ南北アメザカ，カザブ海諸問，中東に存在し

、るものであることな強認している， ~晃代のヨ…ロッ

てのみ ROSCAsが存在してないないことは輿

るが〈ただし初期ヨーロッパ;こはあったと

いわれる)，この原因の究明は本論文の諜題を超える.

オハイオチH立大学ではより詳縮に，フィリピンの palu但

W 乱gan， 日本の頼母子講・無尽， 韓国の契， ボリビア

の pasanakus，カメノレーンの djanggi，トリニダッドの

SUSU，エチオプアの ekubs， インドの chitなど，世界

の ROSCAsに関する文献の収集，実態調査の実施など

をおこなっている.また1989年に同大学がサポートして

ワシントンで、閃かれた f低所得閣におけるインフォーマ

ルな金数j というシンポジウムの成果は本として出版さ

れており (Aclamsaud Fitchett [1991])， ROSCAsの

世界的な広がりの突棺の一端;ヱ明らかにされつつあると

いってよい.

3) 回転裂貯蓄喜信用議 (ROSCAs)研究の意義

ここでそのような金融経織を論じる発展理論的意義を

少し考えてみよう. 考える時の導きの糸lヱギアツ (C.

Geertz)の1962年の論文「回転型信用務・発展の中間路

木jである. ここでいう踏木とは梯子の「こJ(rung) 

のことであり，より高い段階に進むために必要な中間路

木であるといってよい.

彼は次のように論じた.

経済発展にとってその原資となるべき資本は重姿であ

るが，これは基本的にその国の中の貯蓄動員という形で

調達されなければならない.しかし国民経済的にみて貯

蓄を動員することは，単に貯蓄率の上昇と資産選択の変

換だけの意味をもつものではなく，入院の態度を変える

ことを~請するし，社会の構造の変化をも要請するので

ある.したがって西洋流の貯議機関を設立し，宣伝によ

って貯惑を呼びかけても結果はしれている.このやり方

では人々の伝統的な態度を変えることが難しい.伝統的

な価値綴に訴えるものと，貯蓄の増加を結び付けるもの

が必要なのである， l生界の至るところにみられる凶転型

信用講 (RCAs，Rotating Creclit Associations，のちに

Bouman [1977Jによって回転型貯蓄信用議 ROSCAs，

Rotating Sa¥'ings ancl Credit Associationsと名付け

られた〉は，非伝統的な経済的機能をはたすべく社会的

関係の伝統的な形態が動員されたものであり，いわば

“中問機b~" (Intermediate Institution)である.伝統

と近代の架け橋としての役割をもちうるのだと.

「中問機関」とL、う言葉は，シューマッハのいわゆる

“中間技術"概念に似ている.中間技術の議論では，技

術移転において，先進国の高い技術水準はそのまま途上

国では受け入れられないことから，途上国の実情iこ応じ

た中間技術を開発しそれを移転させるべきことが論じら

れる. “中間技術"開発のひとつの方法は， 伝統的なii:

栄のi変存技術から出発しこの技術の仁村こ新しい婆素を持



ち込むことであるといわれる (Schumacher[1973]). 

この議論と類似の論点がギアツの議論の中にあるとい

ってよかろう.両議論ともに「在来jから「近代」へは中

間項なしには進めないことを示す.ギアツの論理では，

金融の発展において， ROSCAs こそが中間的なもので

ある.なぜなら，そればグループの中の連帯感をそこな

わないで新しい技術の取得や行動パターンの変化をもた

らすことができるからである. IWSCAsは伝統的な行

動様式，価値観をその存立の根拠としている.同時にそ

の果たしている機能は資金の仲介というきわめて近代的

な機能である. ROSCAsには近代的な原理(金融的な原

理〉と伝統的な原理(相互扶助，共向性，連帯性〉が混

在し，ふたつの力が別の方向に作用しているといってよ

かろう.これは，伝統から近代へむかう過程で生じる一

種の中間である.すなわち，伝統的な農村社会がより流

動的な商業社会に移行する際の産物が ROSC¥sである

というのである

この説明は魅力的である.このような ROSC¥sの理

解は，インフォーマノしな金融機関が経済発展の中で、果た

すある種の役割についても一定の原理的な解答を与えう

るであろう.彼の考え方は評価されなければならない.

ただし， r中問機関jとL、う意味を「近代jと「在来」

の位置的な中苅と捉えてはならないで、あろう. ROSCAs 

の活動は一般に地域的に限定されており，経済学的には

f在来J型の組織である.それは他の金融市場との連動

性をもたない「細分化された市場J(Tun ¥Vai [1990J) 

を構成するひとつの組織にすぎず，その取引の範劉，競

撲は近代的な機関とは比較にならない.ギアツがどのよ

うな窓味で「近代」と f在来」というタームを使い分け

たかは浬解しにくいところであるが，経済学の用語の内

容とは一致していないように感じられる.彼の論理のエ

ッセンスは恐らく上述したように， ROSCAsとし、う組織

において，在来型価値観に基づく動機付けと，近代性と

しての経済機能が並存していることを指摘したことにあ

ると思われる.

またギアツといえども， ROSCAsが，途上国におけ

る金融システムの改善にどのような具体的役割を果たし

うるのかといった点についてはほとんど論じていない.

これらの点は各国の経済発展における ROSCAsの役割

を具体的に検討する中で明らかにされなければならな

L、

前にも述べたように， ROSCAsは現tEの民主ドの'4コで

は，沖縄や飛騨地方など一部の地域を除いてほとんど消

滅に近い状態になっている.とはいえ，商品経済の発展

に対応する形で密度濃く展開してきた日本の頼母子講・

5 

無尽l工，世界における ROSCAs研究にとって見逃すこ

とのできない重要性をもっている.まずこ日本の談の場

合，かなりの資料が残されていることも研究にとっては

好都合である.ともかくも臼本の講・無尽研究は上述の

ギアツの仮説を検討する場合にも格好の研究素材なので

ある.

m 日本における ROSCAsの展開

1) 頼母子講及び無尽の起源

頼母子講・然尽の起滋としては，①インド伝来説，②

中霞伝来説，③B本固有説などがあるが，語源からみれ

ば仏教にそのルーツがあることは陪遠いあるまい.

無尽はもともとは仏教用語である(日本相互銀行史

[1967]).有尽とは現実世界のあらゆるもの，ついに消

滅してしまうものを意味し，無尽とは生滅変化しない絶

対常住のもの，永久に尽きることのない i伎界を意味す

る また識の本来の意味は，仏教の僧が集まって経律を

研究することにあり，転じてi法義を談じ信仰の告白を行

うような宗教的集まりのこととなったのであり，無尽も

識も起源としては仏教と深い関連をもっていたようであ

る.

インドの無尽諮;工，布b証されたものを放霞し腐敗破損

させてしまうことは不合理であり，これを無尽財として

相互利用して利を生み出し，寺院経済の基礎さと固めるこ

とに役立たせようとしたところからきたといわれる.し

たがって，無尽の語源からいえば，fjJの維持は無尽のヨ主

要な原則であり，担保や保証人を徴求し，利怠をとるこ

とが不自然な行為であるわけではない.

他方，頼母子講はもともと関窮するものを助け，ある

いは問じような境遇にあるもの向土(議中または衆仁村

が，相互に扶助しあうとL、う務符1のもとに発生したもの

で原則として然科怠，無担保であった.広辞苑には頼母

子識を「回の実」からで、た言葉かとしている. j滋子とも

蓄しまたi"<P縄や南九州では， r模合(もあい)Jという

言葉がつかわれているが，その語源は船と船を結ぶ「紡j

(もやしうからきているということである.人と人を結

ぶ本l'とかし、う意味であろうか(芳[1980J，宮野・野口

[1982J). 

一般的iこいえば，綴母子議と無尽の違いは，前者ーが相

互扶助的・貧者救済的な意味をもつのに対して，後者は

営利的・金融的なユュアンスが強い.しかし，明治以降

においては無尽と額母子議はほぼ問義につかわれていた

ようであり(池田 [1918J，井深[1933J)，本論文でも特

に両者を区別して使っているわけで、はない.

わが国lこ現存する無尽・頼母子講に関する記述でもっ
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とも古いものは， 1275年の「猿川真由神野三箇庄庄官請

文Jといわれている.したがって，日本の無尽は少なく

とも鎌倉時代の初期には成立し，中世主ii期を通じて各層

にわたって広く行われていたといってよいであろう〈池

泊[1918J). また鎌倉持代には無尽銭という質屋金数が

広く行われていたといわれる.

2) 初期頼母子講の構造

無尽ないし頼母子講の基本的な構造は鎌倉時代も近・

現代もほとんど変わらない.ここでは1345年間代文書滋

子契約書3による初期頼母子講のルールを紹介しよう〈日

本相互銀行(1967J). ノレーノしは以下の 7項目にわたる.

① 議衆である参加者は一定の契約議を作成しこの契

約を守ることま互いに確認する.

② 総合員を衆中，その全員を惣衆中と呼んだ.

③ 衆中i土一定額の懸銭の義務を負う.義務を緩行し

ない場合には米当せん者は拍せんの権利を失い，既当せ

んミ警は強制執行または罪科に処せられる.

④ 滋資l民位l主主義によって決める.

⑤ 当せん者は再度拙せんに加わることはできない.

もっぱら一定額の懸銭の義務の履行のため詩人を惣衆中

より 2人たてることとし，誌一人は連帯支任を負う.

⑤ 衆中l土空手に 2~3 閉会合して怒銭ないし融資なお

こなった.

⑦全員に融通し終わったら議は終結し解散となる

〈満会).

このルールは基本的に前節で述べた定義の中に含まれ

る内容であり，明治以降の誌ともほぼ共通する.ノレール

が一種の定款として成文化されていることは特筆すべき

ことであるが，一般には成文化されていないケースが多

かったといわれる.この時代では融資順位は鎮でおこな

っていたこと，銭は射字的な要素がかなりあること， リ

スクを避けるために，お互いが連帯保証を行ったことが

注目される.

なお，室田1・2寺代の頼母子講の形はほとんど上と同じで

あるが， しかし順位の決定に際して入札の方法が主主場し

ている.また後には財産を担保とする保証のやり方も登

場している.

3) 近世における無尽の展開

江戸時代においてとoの程度無尽や綴母子誌がおこなわ

れていたかは統計的にはま官りょうがないが， しかしいく

つかの事例研究からいってそのi七支はかなり大きかった

ということはできょう.いま相互銀行史(1971Jによっ

て，

まず渓;f;jにおいては，

のffli会へも拡大した〈ここは森嘉兵衛 C1982Jにも詳し

L、).また寺読を中心に，取返〈とりのき〉無尽という，

当主義したあと懸銭をしないものや，その射率性を極端に

強めた富銭が流行した.しかし，取返無尽や苦言銭は，一

獲千金を狙う人々の困窮という社会問題を招き，幕府は

たびたひ、禁令を発した.ともかくも議のひとつの極限約

な形態として議があることは興味深い.

武士の間にも議が普及したし，誌を利用した簿財政の

立て直しもみられた(この点は特に岩橋務[1967]).特

に退蔵されている貨幣を誌とL、う形で動員し，大阪の商

人に融通して利子をかせいだり，借入の条件をよくする

手段として使われた.

商人階級においては，掛金の額や，その頻度・給付額

の増加，加入者の地域範囲の拡大などがなされた.とく

に都市においては，入宇しを多用した「毅なし無尽Jとい

う，より金融的な形態が増加したといわれる(森嘉兵衛

[1982]). 金額において，数千筒という額も登場し，耳元

金逓増方式や，掛金逓減方式という新しい方法もこの時

代に確立した.無尽談波，無尽売畏，無尽担保という金

融方式も登場し，無尽の方法による金融卒新が行われた

といってよかろう.こういった新しい技術はのちの無尽

会社への変容の基礎となった.

この時期における議・無尽の一つの奥型的な事例とし

て，やや複雑かもしれないが，福山昭(1975Jに紹介さ

れた近畿農村の認を検討してみよう (Table1). 

その内容は以下の通りである.写保 6 (1721)年に開

始し，大阪近郊の村氏(招提村 5名，野村4名，大阪工

名，親 1名〉計11名で構成.毎年 1回!#H笠(最後の談会

だけは一年あけてなされた).

l回呂は親を助けるためにおこなったものであり，親

無尽である.親l土2問日以降ずっと 100を支払うことにな

る(殺掛戻銀〉. 2泊目以降は資銀と称する入札によって

被給者が決定された.議銀の取得者からは証文が徴せら

れ問地の書き入れが義務づけられた.掛戻銀は毅が11，

子13となった. 2回目には 190で申し入れた人が洛キし

し，親の掛戻銀110を全体の1000から差し引いた890，ま

たここから資銀の190を蓬ヲiき，残った700'a:残りの 9人

で割った額 (77.8)がこの時の未取得者の払込額(掛込

銀〉となる. したがって，寅銀とは全体の合計〈ここで

は1000)よりもそれだけの分少なくてよいというー径の

割引額(その額で議銀を資った〉である.入札の希望者

がなく，全体として抽選などでJI民番を決めるとすれば，

子の掛けた総額は 1170=130X9で毅より f主負担が大き

い. 2回目:こ落干しした人物の拠出総額:話器銀綴〈受取額〉

の 15496となっている. 8陪呂からは入札がなくなり，

被絵者以外の 3人で、 36.7X3=110を負担した.残りの
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Table 1. Example of the Patt巴rnof R巴C巴iptsand Payments of Kon in the 18th Century 

(unit: monme， 3.75g of silver) 

Price of bidding 
SubsfciTr1spt tion of S江bscription of 

Ratio of total 
1¥0. of meeting ( discounted Total payments to 

val田〉
recel、'er other members 

total recei pts 

l 100 X 10 1，000 1.073 

2 190 110 77.8X 9 1，000 1. 536 

3 199.8 110 130X1+ 70 X 8 1，000 1. 490 

4 160 110 130X2+ 67.1x 7 1，000 1.348 

5 143.5 110 130X3十 59.4X6 1，000 1. 248 

6 128.3 110 130X4+ 48.3X 5 1，000 1.145 

7 86 110 130X5+ 38.5X 4 1，000 1. 003 

8 O 110 130X6+ 36.7X 3 1，000 0.783 

9 。 110 130X7- 5X 4 1，000 0.691 

10 O 110 130 X 8 - 37. 5 X 4 1，000 0.578 

11 O 110-25.5 130 X 9 - 25. 5 X 10 1，000 0.466 

Source: A. Fukuyama (1975J p.100 

1¥ote: 1) This association started in 1721 and ended in 1732. :¥Ieetings were held yearly， except for the 

last meeting 

2) The association was instituted in one village n巴arOsaka， to help one farmer who was to be 

the first receiver， but from the second meeting， rotation was determined by bidding. The 

amount of funcl for each meeting was fixed at 1，000 units of money， but if a bidder offered a 

positive amount of discounting， then subscriptions for members who had not received the fund， 

would become smaller. For members who already received the fund， subscriptions were fixed， 
i.e.， 110 for the first receiver， and 130 for other members. In this association， from the 8th 

meeting， the remaining members who haven't receivecl funds， didn't call for bids， then the 

receiver was determined by lot. From the 9th meeting， the total amount of subscriptions 

of the first receiver ancl seven other members hacl become over 1，000， then a new distribution 

method was adoptecl. The last four members received 5 units of money at the 9th round， 

and 37.5 in 10th meeting. At the final meeting， a snrplns over 1，000 was distributed eqnally 

by all members including the first receiver. 

3) The last column of the table， shows the ratio of total amount of payment to receipt for th巴

receiver at dne me巴ting.

9包， 10回ではすでにそれまで給付を受けた人の払込額 第二に，この組織の基盤を嵐すような作用が級織の機

で1000を越える.越えた部分についてはあとに給付を受 能の中に続み込まれていることである.

げた 4人で分配している (10@l尽について 37.5X 4). 表の右欄に掲げた，給付額に対する支払い総額の比率

また最後の11回目のものについては 280もの残りがでる を見ると，親の比率は比較的に小さく，親が優遇された

ため，これは全員で、分けている. ことを示すが，あとの 2回gからの被給者の比率にはか

この表から次の二点が示唆される.第一に， ~誌におい なりのばらつきがあるといってよい.この比率から判断

ては，組織形成の動機としての扶助と，機能としての金 すれば，入札方式による資金給付の決定は資金援受の利

融が並存していることである.つまり，諮は金融の視点 回りを高め，資金の余絡のある人にとっては資金の高利

から見れば，誌は資金を緊急に必要とする人(f苦手〉と 運用の機会を提供し，資金約tこ苦しい立場の人にとって

資金を後で、受け取ってもよい人〈預金者〉との仲介をお は逆に掛金の支払いを劉難にするものであった.このよ

こなっているとみなせる.他方，その組織は伝統的な共 うに談は，参加者を資金の借手と貸手とに分化させる.

向性に基づいて形成されている.この二重伎が主主要であ この分化のいきつくところは，誌の基礎としての共同

る.福山 [1975Jはこの{仰について，当初の目的は「救 性，構成長の向質性の破壊ということにほかならない.

済i災保相扶Jであったが，親以外は「金銭の滋過を主限 つまり言語は絞殺として不安定であり，何らかの別の組織

としていたjとみている， へ変容せざるをえない内的な契後をもつのである.これ
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も「中問機関」としての言葉の特質を如実に示すといって 無尽，頼母子講などのインフォーマルな金滋の比重ば極

よいであろう. めて高い. 1984年〈明治17年〉以降においても，質屋の

議が構成員の間に経済的対立を生じさせる点は例えば 貸付金は私立銀行にさして劣らず，国立銀行貸出額の60

渋谷隆一[1983Jにおいても， r無尽が本来高利貸の跳梁 一7096程度の規模をもっていた.したがって，明治初期

に対抗する自生的な椙互金融組織として成立するといつ におけるインフォーマルな金融の活動の密度がかなりの

でも，結果的には富被者がこの組織を媒介に貧窮者から ものであったことが推拠されるであろう.

高利を食ばることになるJ(同上， p.597)と指摘されて 無尽に関する最初の全国的な統計は， 1915年(大正 4

いる.どの程度高利かは議論の分かれるところであるが 年〉の大蔵省「無尽ニ関スル調査」である.これは必ず

(上の表の場合，最後の資金受取者にとっての“預金" しも十分な調査とはいえないが，ともかく報告のあった

利子率は約 1196と計算される)，資金の余裕者に遼用の いくつかの県(岡山，岐阜，兵庫，熊本〉では，議数が

機会を与えたことは荷違いない.エンブリーも議からも l万をこえている.

っとも多くの利益をうけるのは金持ちであるとしている また， 1913年〈大正 2年〉の日銀京都支広の報告では，

(Embree [1939J p.135). 京都に 985の届出議会があり議員の数は14万 9千人iこ透

ただこの例の場合には，金融的に裕福とみられる 8番 するとある.福島県でも無尽誌は 4千はあったといわれ

目以降の給付者については，その給付額の幾分かは再配 ている.広島県では議数22，376，米議246，談金額391万

分しているとおり(最後の25.5の分を見よ)， r高利を食 丹 1万石とおそるべき勢力であった.

ぽる」点については全体として規制力が働いている 1912'9三の大蔵省理財局における農家負債謁査でみる

4) 明治・大正期におけ~議・無尽 と，農家負債に占める頼母子講の比率は約 896である

朝倉孝吉 [1961]によると，明治初期における質慮 (Table2). 言まからの借手一人当り平均の負債額では約

Table 2. Sources of Farm Household Debt in 1912 

Estimated Value of Debt Estimated Number of Debt per one Borrower 
Source Borrowers 

(1，000 yen) (1，000) (yen) 

1nstitutional sources 230，423 (30.9) 

Special financial instit. 76，601 (10.3) 

Other banks 131，363 (17.6) 

1nsuranc巴 companies 638 ( 0.9) 

1ndustrial associations， etc. 21，821 ( 2.9) 

Non-institutional sources 517，606 (69.1) 

Yloney lenders 151， 145 (20.3) 

Pa、，vnshops 9，831 ( 1. 3) 

i¥1erchants 12，326 ( 1. 7) 

Kou and similar associations 62， 910 ( 8. 4) 

Relatives， friends， etc. 269，934 (35.9) 

Other non寸 nsti.sources 11，910 ( 1. 6) 

Total 746，033(100.0) 

Source: i¥Iinistry of Finance [1912J 

945 (12.1) 

89 ( 1.1) 

495 ( 6.4) 

3 ( 0.0) 

358 ( 4.6) 

6，843 (87.7) 

1，300 (16.7) 

1，048 (13.5) 

284 ( 3.6) 

1，050 (13.5) 

2，925 (37.5) 

236 ( 3.0) 

7，790(100.0) 

243.8 

860.7 

265.4 

212.7 

61. 0 

75.6 

116.3 

9.4 

43.4 

59.9 

92.3 

50.5 

95.8 

Note: 1) Special financial institutions are government-subsidized banks mainly for agriculture， i.e.， J apan 

Hypothec Bank， Agricultural and 1ndustrial bank， and Hokkaido Colonial Bank 
2) 1nd百strialassociations were cooperative type institutions for mutual finance， includi時 crεcliτ

乱ssociations，establishecl in 1900. 

3) Actual survey was clone from 1910 to 1912， by various institutions 

4) 1n br丘cketsare percentage distributions. 

5) This survey didn.t ha¥.e the item of clebts from landlords. Their roles had b己enquite signifi-

cant until th日 endof ¥Vorld ¥Var II 



Table 3. Figures on ]apanese Kous in 1934 

Number of Kou 

Number of accounts per one Kou 
of administration 

Number of accounts per one Kou 

Share of Kou with parents (96) 

A verage value of fund for one unit 

Average value of subscription for one 
account 

Distribution of number of town and 
village by number of Kou (96) 

Distribution of number of Kou by 
duration (必〉

Share of money-Kou (形〉

Urban 
(city) 

13，320 

162 

N.A. 

35. 7 

N.A. 

N.A. 

O 1-9 

24.9 21. 0 

money 

93.5 

Source: Ministry of Agriculture ancl Forestry (1935J 

Rural 
(town and village) 

285，774 

40 

N.A守

67.7 

N.A. 

N.A. 

10-19 20-49 50司 99 100-

14.7 21. 5 11. 5 6.4 

5-15 15-30 30 year-

57.5 17.9 1.6 

cereal others 

6.3 0.2 

9 

Total 

299，094 

41 

27.4 

66.3 

427yen 

20)'en 

total 

100 

total 

100 

total 

100 

60円にあたるが，これはフォーマルな金融機関からの こからいくつかの興味深い点をまとめると Table3の

1人あたり借入額の 4分の 1でしかない.したがってひ ょうになる.

とつの議が動かしていた資金規模はごく小さいとみてよ 表から，全体のほIま75必の市町村に頼母子議があった

い.またここでは表に掲げなかったが，利子率の水準を こと，平均して言えば 1市町村あたり約40の誌があつ

みると，議ないしそれと類似する機関からの負債の利子 たこと，ーロあたり掛金額は20円程度だったことがわか

率は 1割ないし 1割 5分未満というものが圧倒的で，フ る.またこの表ーでは，都市部に比べて，幾村部に親あっ

ォーマルな金融機関の利子率よりも高く，資産や個人金 誌の比重が高かったことが示されているが，これは，相互

貸しの利子率よりも低くなっている.またこの務査では 扶助的な議が農村部に多かったことを示すものである.

5誌では担保をとっていない.農村の識の淡民保護的な性 この調査をもとにした農林省推計によると，当特，全

格が窺えるであろう. 国で約35万の議があり，加入者数は470万から500万人と

金額比で‘みたインフォーマノレな金融の比率は約 7割で されている.かなりの普及皮であることは言うをまたな

あり，この数字自体はかなり高いといってよい.またこ い.また表の存続年限別講数の分布で1土5-15年が最も

の調査と連続するものではないが，農林省の農家負債認 多く (5896)， 臼本の淡村における額母子識の長期金融

査によると，負債総額十こ占める議の比重は， 1935年に 的な性格がよく示されている.

179ぢ， 1942年では1896となっている. 1930年代以降，講 この時期において議がどのような機能を具体的に果た

の比重が高まったのは，昭和恐慌以来農家負債問題が深 していたかを採るひとつの材料として， Table 4をあげ

刻化してきたことを反映している. る. Table 4はいくつかの文献にでてくる議の名称をも

帝国幾会の農家負債調査では， 1929年における頼母子 とにしてその分類を行ったものである。この安から，議

誌の金負債に占める割合は2996である.ただしこの調査 は格互扶助，救済，貯蓄，財の購入，毅綾，公益事業，

では信用組合，頼母子講，偲入金貸し，一般信人の 4カ 宗教など村落の生活のさまざまな忽ijiID~網羅していたこ

テゴワーしか項目がなく，前述の調査とは連続しない. とが理解できょう~た表は議が付の連需を深める役割

かなり時代が下がるが， 1935年 3月発表された農林省 を果していたことを示唆する. r，.誌は単に金融手段だけで

経済吏正部の『頼母子講に関する調査Jは全国的な額母 なく生活手段でもあったし，議自体が場合によっては楽

子議の概要を知るには貴重なものである.この調査は， しみでもあったとしづ意味で生活の庭的とL、う{目的1をも

1934年 2月時点における各市町村の額母子誌の状況を詞 有していた.

査したもので，約8396の市町村より報告を得ている.こ 以上の点とも関連するが，識は日本の幾村における共
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Table 4. Classifications of Kou and Correspondent N ames of Ko江

Criterion 

For help or not 

Iヨァ purpose 

:¥Ioney or in Kind 

Quantity or value of 
subscription 

Others 

Function 

for help 

not for help 

Help， or aid 

Savings 

Finance 

Purchase of goods 

Public interest 

for friendship or 
solidality 

Religion 

money 

in kind 

Name of Kou 

Oya Kou (association with parent) 

Oya nashi Kou (association without parent) 

Insurance-Kou， i¥'Iutual-Help-Kou， Relief-Kou 
Charitv-r王ou

Savings-Kou， Installment-Savings-Kou 

Finance-Kou 

Bedd，ng-Kou， Roof-Kou， House-Kou 
つ['atami-mat-Kou，Tile-Kou， Shoes-Kou 
Umbrella叩 Kou，Horse-Kou， Bull-Kou 

PU blic-in terest-Kou 

same-age-Kou， women's-Kou， same area寸王ou，
Fuji-Kou (Fuji is famous mountain) 

Ise-Kou (Ise is a famous shrine)， 
Kannon…Kou (Kannon is Goddess of I1Iercy in 
Buddism) 

II1oney-Kou 

Rice-Kou 

10-yen-Kou， 20-yen-Kou， 200-yen白 Kou
20-Koku-Kou (Koku口 150kgof rice) 

10th day-Kou， 20th day司 Kou，monthly-Kou， yearly-Kou， 
Yamamoto-Kou (Yamamoto is a name of organizer) Sendai-Kou 
(Sendai is a name of one city) 

Sources: Embree (1939J， II1inistry of Finance (1915J， Tsuda (1916J， Yamaguchi [1935J， Ikeda [1918J， 

and Ka¥¥羽 himaand Watanabe (1944J 

i奇の諸形態のひとつであることも重要である 例えば， それほど大きな不都合が生じなかったことなどがあげら

誌はゆい・手間替えといった相互協力的な労働交換慣行 れよう.

と共通する構造をもっている(Embree[1939J). 明治・大IEJ切の誌については無尽会社について紋れな

またこの表からも日本の誌は比較的に長期の目的で紛 いわけにはし、かないが，これは次節で検討することにし

織されていたことがみてとれる.今日の発展途上国での よう

ROSCAsでは，概して短期的な資金のやりとりがなさ 最後に戦後の状況について述べておきたい.誌は戦後

れてL、て(といっても季節伎の強い農業用資金を取り扱 のインプレーションの過程でかなりの打繋を受けたと思

ってし、るのではなく，むしろ消資資金ないし営業用の淫 われる.幾家の預貯金に占める頼母子講の割合は1950年

転資金が中心であろう). 日本の農村の諮にみられる長 に296程度に下がり， 1965年以降は 1あ未満となってい

j司法i土日本的な特徴かも知れない.この点について考え る.借入金に占める綴母子誌の割合は預貯金のそれより

られるいくつかの理由をあげる.第 1に肥料などへの生 やや高く， 1950年で 3.696であるが，やはり一貫して低

皮用笈期資金の滋妥;ま同じ待郊に集中し，この需妥を調 下し， 1960年代後半には 1.9o程度に落ち込んでいる(数

撃するには訟のカバーする地域が狭ますぎることであろ 値はいずれも「渓家経済認査Jによる). こういった数

う.これが設もさま本的な理由である.あと付随的にあげ 悠から推測すれば，識は1950年代頃まて、{ヱ，幾村にある

るなら， 1900全与を境iこして設立された信用組合が短期資 程度存続していたようであるが， 1960王子代に入ると急速

会を供給Lたこと，明治期以降の日本経済で、は比較的に に衰退していったものと見られる.講の活動はもっぱら

約{践の総長ぷ少なく，長潟資金を誌の形態で滋交しても 沖縄や，長野，岐阜，山梨など，都市的な地域から離れ



た場所にのみ見受けられることとなった〈金谷 [1980J，

金谷・山本 (1978]，芳[1980J，宮聖子・野口 [1982]).

近代的な金融機関の浸透が相対的に退かった地域のみ誌

は存続し得たと考えられる.議の金融機関としての重要

性はもはや消失し，農林省の「幾家経済調査」も1972年

以降は諺に関する項目を削除しているー

IV 講の変容とその論理

1) 無尽の手IJ弊

19俊紀末から20t!t紀にかけて，研究者や政策担当者の

間で，議などのインフォーマルな金融機関が，経済の発

展や近代的金融機関の創設にどう L、う役割を果たしうる

かについて関心が高まった〈土産 [1961]).この頃は思

立銀行などの近代的金滋機関が一定創設されたとはい

え，それらは農民や都市の中小企業，一般庶民にはなか

たか利用しにくい存在であった.とりわけ1903年〈明治

40年〉から始まった深刻な不況は中小企業の深刻な金融

幾をもたらした(向上).政策担当者も研究者も，近代的

金融機関から疎外されている中小企業のための新しい金

融機関の必要性を感じていたわけで、ある.政府，日銀，

大蔵省などは，無尽会社，金食会社，資産などの「下級

11 

金融機~J についていくつかの調査を試みた.調査結果

の刊行は多くの研究者・実務者を刺激し，様々な議論が

起こった.頼母子議や無尽についても多くの研究がなさ

れ，文献が発表された.

このような状況下で議論された主要トピックスのひと

つに無尽ないし頼母子議の利弊ということがある.議

の変容とその論理を探るこの節ではまず，この時代の研

究者に意識された議の利弊について述べることから始

めたい.ここでとりあげた文献は.無尽に関する調査

[1915J，字国 [1916J，池田[1918J，由比[1935Jであ

る.

まず識の長所としては (Table5を参照)，①議は誰に

でも知られていること，②講を組織するのがたやすし、，

③庶民が参加できる，④貯蓄を促進する，③利子率は比

較的低い，⑤長期資金を分割返済という形で調達でき

る，⑦一般に担保は不安，③相互扶助の精神の発揮，③

講の場合負債は耳らにならない，⑮射孝心を刺激する，③

参加者全員が資金を得るといったことがあげられる.

このような誌の長所は，金融論のタームではアクセス

の容易さ〈金融取引費用の低さ)， 貯蓄の促進， 借り手

にとって相対的に低い利子率という 3点にまとめられよ

Table 5. Strengths and Weaknesses of Kous 

Strengths 

We乱kr:esses

1) Everybody knows what a kou is because of its long history and popularity 

2) It is easy to organize kou 

3) It is easy for ordinary people to participate 

4) It encourages savi時 S

5) Interest rates are lower than those of pawnshops ancl money lenclers 

6) Can borrow fairly long-term loans with amortization repaym巴nt

7) Genera11y borrowers need not offer any mortgage 

8) JVIakes good use of mutual help spirit 

9) In case of Kou， clebts are not a shame for fnncl-receiver 

10) To stimulate speculative spirits 

11) There are opportunitier for a11 participants to get loan 

1) Easy to organize Kon， but this sometimes makes Kou's ynlnerable in times of 

economic depression 

2) Leyels of interest rates vary wiclely， depencling on biclcling 

3) Rates of interest are sometim田 high，esp色cia11ywhen biclcling is competitive 

4) Not always able to receive fund at the time of neecl 

5) Legal relationships are not we11 establishecl，ねld in cas告 of clispute among 

participants， it is yery difficult to solve 

6) Sometim出 organlz己rswindles others 

7) じnexpecteclreceive工 offunds may wast告 themon己y

8) 1n the complic乱tecl forms of Kou， it is clifficult fοr members to calculate 

interest rates 

Source:ユIinistryof Finance [1915J， Tsucla (1916]， Ikecla [1918J， Yui [1935J 
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う。これらの長所はもちろん，議の地域的な限定性，構

成員相互の社会的関係の強さからきている.逆にいえ

ば，講を支える構成員の関係があるこらこそ，取引に妥

する費用はそういった社会的関係の中に壊もれてしまっ

て顕在化しないか，あってもごく小さいことになる.金

融取引の費用の中でもっとも重要な，相手に対する情報

収集の費用がここではほとんど不安である.また同じ地

域の中で今後とも生活を続けるとし、う見地から，ともか

くも意図的な債務不履行ということはありえない.発展

途上国でしばしば見受けられる，返す能力があるにもか

かわらず返済しないという例(モラル・ハザード)はま誌

においては考えられないのである. もし返済が不能にな

れば一家夜逃げというそF設しかなく，議員は死にものぐ

るいで掛金の認達にかけずり回ったのである.

借り手にとっての利子率が比較的低いという点もこの

ような講の参加者相互の関係に求められよう.農村の言誌

においては，利子率の天井が定められていたケースもあ

る.著しく高い利子喜容は村の共向性とは相容れない側面

があるのであろう(ただし，逆に投機性ないし射率性を

あおるために利子率が高くなるように仕掛けられた識も

あった).

議のもつ金融的な機能は他閣からみれば一種教育的で

もある.金融は資金の融通で、あるが，議においては，ま

さしく「貸して貯めるjあるいは「借りるために貯める」

という貸借ーの関係を参加者にごく自然に示している.議

金を積むことが中断すれば議金を受け取ることはできな

いこと，返済を前提にした借入の絶対的必要性，さらに

モラル・ハザードがこの金融システムに対していかに破

壊的かなど，金融の内容と金融を成り立たせる前提とし

ての規律を畿は教えている.そういった意味で講はイン

ストラクティブである. この点も， r中問機関Jとして

の ROSCAsの性格を如実に表している.

他方，短所としては，。計与を安易に組織できるが故に

議の破綻も容易である，②利子率がそのo寺の入札の状況

によって大きく変わる，③利子左手が高いこともある，③

必要な時に資金を得られることは限らない，⑤必要な額

が得られるとは限らない，⑤法的関係が不十分であり訴

訟沙汰になっても解決しえない，⑦誌の世話人の不正が

伴いやす~"③思いがけず談金を得て浪費することもあ

る，老議の形態が複雑になるにつれて利子率の計算が難

しくなること，などがあげられる.

金設的には，議の短所はその取引サイズが限定されて

いることから来る.社会的な分業が未成熟で，取引の範

囲がー郊の地域内にとどまっていることからくる弱点で

る.貯蓄としても，近代的金数機関のそれと比較すれ

lま，誘への掛金という形では流動性が{尽く(自由()引き

出せない〉決して満足のいくものではない.また取引が

他の参加者に常iこモニターされていることは，近代社会

の個人という視点からみれば不満足で、あるかもしれな

い. ともかくも以上のような講の弱点は，このような組

織が金数機関としては不完全であり限界をもつことを強

く示唆するものである(佐伯 [1963J).

2) 模式的なE塁解

議の変容の論理を採るため，少し模式的な考察をして

おく.はじめに金融市場が限られた地域iこすら存在せ

ず，各経済主体は{歯車Ij約に貯蓄・投資をおこなわなけれ

ばならない議以前の状態を想定しよう.ただし蓄積の手

段としての貨幣は存在する.この時，ある経済主体iこ緊

急に資金が必要になっても対応する手段はないことは努

自である.仮にプロフィッタブルな投資機会があったと

しても，それへの実際の投資は，自分の歳iこ資金が蓄積

されるまで、待たなければならない.

上述のような状態で向質的な一定数の経済主体が，向

じ地域内に存在するものとしよう.各人はお互いをよく

知っており，モニター可能であり，意図的なデフォルト

はありえないとする.この時は一定の人数が集まって誌

を組織し，資金の回転型給付を行うことでお互いの経済

的な利益を増すことが出来る.相互扶助的誌の状態であ

る.識は問時に宴でもあり，楽しみでも，また連帯感を

確認する場所でもなければならない.なぜならそのよう

な組織を作る動機は純粋に経済的な機能からは直接にで

できにく L、からである.信用取引に特有の取引費用はそ

のような f在来型jの社会関係の中で顕在化しない.も

ちろん諮といえども当然定款をつくったり，掛金を確認

し，帳簿をつけるといった作業は必姿なのであるがこれ

は，参加者が自己の支払う掛金とは別に負担するのであ

り，いわば取引費用が外部化されているわけである.ま

たそラノレ・ハザードはありえないがリスクはあるため，

参加者による連帯保証とL、う形が取られる.順番は毅を

徐いて基本的に主主で決められる. ここには射孝心を利用

した側関がある.この場合，利子は発生しないけれど

も，各人の資金使用可能な時期が迷ってくることから，

経済的には不公平である.参加者全員に同じ時間選好芸名

を仮定すれば，王手く資金を得たものほど経済的な利益が

i高くなる.もちろん，上述の諮以前の状態に比べると，

誰もが讃をしていない. より正確には，最後に資金をえ

る参加者以外は設もが経済的には改善されている.した

がって)1町立による不公平はあるものの(したがって絞済

的には不均衡の状態にあるが)，議のもたらす全体とし

ての経済的な利益は大きいといわなければならない.



誌の順位決定における銭の役割を強識し，射孝心を利

用した資金の動員という側面を強く出したものが取返

〈とりのき〉無尽である.これは銭にあたって資金を給

付されたものは次回以降の掛金を支払わなくてもよいと

いうものである. この耳元退無尽の極限形態が「富銭」で

ある.これは資金の社会的な動員とL、う意味では確かに

有効で、はあるが，多くの社会的な問題をひきおこし，江

戸時代においては何度も禁止されている.

経済的な不公平感を取り除き，またもっとも必要とさ

れる人間に資金が行き渡るように工夫されたのが，入札

方式による議である.これによって各参加者の掛金と給

付額ば変化し，資金の余後者には「預金J利子が，資金

の必要者には f負債」利子がつくようになる.つまり，

これは資金をもっとも必要とするものから資金:こ余絡が

あるものへの所得の移転である.

いまひとつの例として，全ての参加者iこ対する利子率

を 5%にE安定し， 議金の未受給者の掛金を 100として

「公平」に資金の受給額を計算してみよう.参加者{土 6

名で，読は 6皮(1年iこ1度〉聞かれるとする.最初の

掛金総額は 500であり，議金受領後の掛金(戻し銀)(t. 

元利均等方式の返済を仮定して各年 115.5となる.同様

に 21司自の議金;土515.5であり，受領後の炭し銀115.8と

なる.この計算を続:ナ各受給者の受耳元総額に対する支払

い総額の比を計算すると， JI頃に1.16，1.09， 1.03， 0.97， 

0.92， 0.86となっていく.この数値が 1を超えると利子

の純支払い者 1を下回っている持は利子の純受取者と

いうことになる.したがってこういった経済利害均衡型

の諮におし、ては，利子の授受において確かに分裂が生じ

るが，このこと自体;土議が寓めるものをより授かにし，

主主しいものをより貧しくする機構であることを意味しな

い.利子方払うものは最初に資金を受け取るという経済

的な利誌を得ているからである.もちろん均衡型の議は

具体的には入札を通じて均衡が達成されるのであり，こ

こには競争メカニズムが導入されている.入札という形

式は資金をより緊急に必芸きとしているものの手に資金を

配分する機能を有するであろう。資金の配分はより効率

的になる.

しかし講の枠内にとどまる限り参加者の資金需要は十

分には満たされないであろう.例えば入札で 2番札とな

ったものはともかくも次の会合まで、待たなければならな

い.また，次の会合まで、待ったとしても，その時に資金

が得られる保証もないのである.議という浪られた組織

の中では臨機応変{こ資金の需給を調整することはきわめ

て限定されているといわざるを得ない.

誌の外部:ニ一定の金融市場を想定しうる段階;こなれ
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ば，議員はそのような金融市場を利用して，講を担保と

した金融〈ないし議への参加権売却〕によって資金を得

ることができるのであろう.他方，金貸し(通常蕗人や

地主を兼ねた〉の方でも，誌の参加者が議の参加権を担

保に借入れの申し込みを行うことは好ましい事であろ

う.なぜなら議への参加者が近い将来に識からの給付を

受けることl土I':t.ぼ確実であり，そういった議員への貸付

は返済リスクの少ないものと見なすことができるからで

ある.

資金を渇望するものにとっては商人や地支の議への参

加は望ましいものである.なぜなら資金家の談への参加

は誌の信頼度を高めるとともにその基盤を拡大し，より

よい金融サービスを受けることを可能にさせるからであ

る.絞初はそういった資産家に議へ入ってもらい，その

代わりに特典を与えるというようなことであったであろ

う.特典は最初に資金をうける権利であったり，何がし

かの手数料を与えるものであった.

こういった議への地主・商人の寄与が拡大すると，貸

手側の貸付業務拡大の手段として， p誌は積極的に利用さ

れるようになる.商人や地主が核となって識を組織する

ものがでてくるのである〈森 (1982]).r在来J型の社会

関係を蕊礎にしていた議内部の信用関係は， コアたる地

主・商人の名声に基づくものにとって変わられる.議へ

の参加者の信用度は地主商人の議積した信用チェック技

術によって選別されるようになるく寺西(1982J). この

ことは従来の講のもっていた地域的限定住を超克するこ

とにつながるであろう.取ヲ|の規模は参加者の数ととも

に犠加し，規模の経済が発揮されるであろう.

このように資金取引の拡大が新しい金融仲介技術と共

に進むならば，全体としての金融の社会化はよワ加速化

せしめられ，伝統的な原涯で綴織されたものを超える機

構が誕生するのである.

3) 無尽会社の成立

議の限界を越えるためには，やはりより広範に参加者

を集め，規模の経済を利用しながら効率的に資金の流れ

を仲介する組織が必要とされるであろう.このような組

織は人々がこの仲介組織の役割を知っており，かっこの

機関に一定の信頼を寄せていることが前提となる.他

方，仲介組織としては顧客の信用チェック，事務費用な

ど，従来のま誌では不必要，ないし社会的関係の中に埋没

していた費用を内部的に負担しなければならなくなる.

無尽会社はまさしくこのような金融仲介を社会的iこ担う

ものとして設立されてきたということができょう.

前述の「然尽ニ関スノレ調まま」によれば，わが思最初の

無尽会社は1901年に設立された共栄貯蓄合資会社である
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とされる. r同社はもと戸出喜三郎外 5名が 1万円の合

節会社を以って日本橋区に無尽営業を開始させるに初ま

るものにして突に明治34年 7月のことなり.溺来同社の

成療は極めて良好にして39年10万円の株式会社となし明

治42年各地に支広を置き明治45年 7月資本金を 100万円

とし全国 27ヵ所に支庖を設置することなりJ(向上，

P.242)とある 以来，向様の組織が多数勃興し， 1913 

年(大正 2年〉米には1151社にのぼったといわれる.務、

尽会社を担った人々の性格は必ずしも明確ではないが，

ほぽ「地主商入金貸しという明治の他の金融機関を創出

し動かして行ったものと同じ類型J(日本相互銀行史

(1967J， p.50)とみてよさそうである.

無尽会社がこれほど急成長したことにはいくつかの妥

因がある.第一にこの時代は庶民や中小企業は公的な金

散を利用することができなかった.無尽会社はそのよう

な需要に応じて成長した.第二iこ無尽会社の卒新的な側

面がある.従来の議では，ある構所員が途中で脱会する

ことはほとんどできなかったし，また一人のメンパーが

掛金を払えないということで、誌がつぶれるケースも多か

ったといわれる.無尽会社の場合にはワスクを会社が負

担することで解決した.また第三に，取引の規模(地域

的，構成長の数， i寄金額〕の増加によって資金の効率性

が増加したことであろう. 1915年の無尽に関する調査で

は平均してひとつの会社で17の回転型グループを組織し

ておヲ，ひとつのグルーフ。に50から60の口数があった.

誌の会合はより頻繁に関かれ，議金を受け取る順番は，

t均選，入札及び両者の組合せで決まった.掛金の金額

についてもより複雑な表が工夫され，ひとつの会社の取

り扱う金額は従来の議のもつ金額をはるかに超えたので

ある.

従来の誌と無尽会社の遠いで霊安なことは，無尽会社

では構成呉棺互の関係がほとんどなくなってしまうこと

であろう.ここでは地域の限定住はなくなり，構成員は

互いを知る必要がなくなってしまった.構成員はただ会

社との一元的な関係の中によきをおき，設終的な{若手は最

終的なiT手の信用を調3をする必妥もなくなった.無尽の

特徴としての相互扶助はもはや消えた.そしてそのこと

の故に祭尽会社はその活動規模を広げることができたの
- '.切に、みや.

しかし，無尽会社の中には，いいかげんなものもかな

り多く，不正が絶えなかったといわれる.ある無尽会社

は社長を会員にしその社員がかならず一番主主主ど引くよう

に締ヱしていた.議金てと集めたとあとで持逃げしたとい

うケースもある.こういった不正事件は社会的な問題と

なり，結局，政Jl守による規匁u(無尽禁法の制定が〉なさ

れることとなる.

1915年〈大正 4年〉の無尽業法の制定によって，無尽

会社;土従来のインフ才一マノレな金融機関からフォーマノレ

なそれへと変換を遂げる.無尽業法の主主さな内容は①大

蔵省からの免許告U，②最小限の資本金の必要，③会社名

;こ無尽とL、う言言葉をいれること，③部業の禁止，③営染

地域の制波，⑤資金の運用についての浪定，⑦会社の従

業員が議員になることの禁止，③大蔵省への定期報告な

どである 結局無尽会社は政府に規制されることによっ

て公的な金融機関となったわけで、ある.ただし，こうい

った規制はや失銀行による金融的な競制というよりは，

登録という形での鏡制というニュアンスが強い.いわf:):>

る prudentialregulation (World Bank (1989J)の内

容と見受けられる法的規制であり，この法によって然尽

会社はその業務のノレール?と社会的に縫定し，あわせて大

衆からの信認を得たといってよかろう.日本の金滋政策

の直接関援の規制を受けるという意味での政府の介入な

受けるのはまだ後になってからである.

無尽業法のあと約 300の業者が登録の申請をしたが，

そのうち158社〈新設18殺を含む〉が正規に免許を得た.

その後19211f.(大工E10年〉の第 1次改正(余裕会運用の

制限緩和)， 1931年〈昭和 6年〕の第 2次改正号事をへて，

次第に政府の監督色が強まっていく.ともかくも然尽会

社は1933年(昭和 8年)1こは最高の 276社と11鼠認な発渓

を遂げた.戦後これらの然尽会社が1951年の相互銀行;去

を経て，相互銀行へと転身していったことは周知の通つ

である.穏互銀行i土戦後の金融システムのやでは中小企

業金敵機関と分類されるが，今ではその業務:工普通銀行

とほぼ同じである.また設近では金数自由化とL、う環境

のもと，普通銀行へ変換するものも増えてきている.

1985年の待点で69の相互銀行があり，その支沼数:土4，279

;このJぎる.

;!l\~尽の最終的な形態として，相互銭行の夕、尽業務i二放

れておきたい.相互銀行の独特の宗務が無尽栄務であ

り，貯蓄と融資を総合させ分割返済で小口の長期資金さと

仕組みは金融のあり方としても興味深いもので

あるー

相互銀行の ~W;尽業務では，グループえも二や組織され

ず， 口座主ど脅して，一定期間以上掛金さと積んだものは資

金を倍うることができるし，必妥な持:二;弘、つでも使う

ことが出来るようになっている.笈といった非合理的な

要素ーはもはや姿を消したわけで、ある.ずこだ，無f乳業務に

おいては，利子率が他の金融機関より高いこと，一径の

F宅建てであること，利子率の計算がきわゐて話i到なこと

などの弱みがあった. 1963年には経理上の問一人につい



ては給付金と掛金を相殺する扱いとしている.それで

も，上述のような弱点のため，無尽業務の比重は，戦後

の相互銀行の諸業務の中で次第に低くなった.

4) 農村の信用組合と講

以上のような都市無尽の無尽会社への変容はその性格

上，基本的には需要牽引型とみなせるわけであろう.し

かしながら，需要側の要因だけで無尽会社が成立したわ

けではない.当該組織の信用をより増加させるような国

家の政策に補完されてはじめて， フォーマノレな近代的金

磁システムができたとみておかなければならまい.まずこ

変容が都市において行われたことも重要である.

他方， :11量村においては講は近代的な金融機関の成立と

どのような関わりをもっているのであろうか.そのこと

を検討する前に明治期における農業金融機弱について若

手ふれておこう.

明治後期における農業金融機関は大別して，民間銀

行，特殊銀行(日本勧業銀行，農工銀行，北海道拓殖銀

行)，信用組合に分かれる.特殊金融機関はほぼ 1890年

代に創設され，地主や中幾以上の農家へ長期資金を不動

産抵当のもとで供給していた.これらの特殊銀行はL、く

つかの特権と保護を与えられていたが，同時に政府の厳

重な笠管に股しまなければならなかった(加藤[1983J).

概して小作人や小設はそれらの特殊銀行の資金の窓、恵に

は与れず，信用を制限されていたわけである.したがっ

て彼らは地主，金貸しなどの非公式金融を利用せざるを

えなかった.このような状況のもとで，零細淡家に対入

信用で、短期資金を供給する農業金融機関が妥望されてL、

た いくつかの曲折を経て， 1900年度業組合法が成立

し，信用組合の名で知られる協同総合的な金融が始まっ

たわけで、ある.

信用組合はもちろん協同総合的な金融組織であり，資

金を組合員同士で有無相通じるところに特徴をもってい

る.この特徴は談のひとつの機能としての格互扶助と共

通する.したがって誌と信用組合の類似性ないし連続伎

がここで検討されなければならない.

万木[1991](土日本の農村信用組合形成過穫の笑註を

通じて，インブ，rーマノレな金融組織とフォーマノしな金融

怨織との関連を分析している.この論文によると，非制

度的経織が信用総合に転化していったケースは会体の比

率としては低いものの(約 496)，絶対数ではかなり見受

けられる (532例).しかし，議・無尽が直接的に信用組

合に転化していったケースはきわめて少ない (5例).

このようにし、くつかのインフォーマノレな組織は信用組合

の先駆けとなったことは事実であるが，議iこ関しては直

接的;こは信用組合との組織的連続性をもっていないとい
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うことになる.これは通説とも一致する見解である.

それでは~~t ，t農村においてフォーマルな金融機関の形

成に何の役割も果たさなかったので、あろうか.ここでな

前述したギアツの論理にみられる「中潤機関としての

議jとしづ役割を強調しておきたい.

「中問機関としての議」とはここでは次の 3点をさし

ている.

第1iこ，その社会教育的な役割である. ~jえはその活動

の中で貸借や金融の意味，あるいは金融における自己規

律の意味を参加者に教えてきた.金磁の概念は議員;こ理

露草されており，信用組合という西洋流の機関を設立を

「上からJ働きかけられたとき，農民はそれほど異質な

ものとは受け取らなかった.それは誌がその長い廃史の

にいで培ってきた教育的機能が浸透していたからに他なら

ない.

第 2;こ， Z器の活動にみられる自主性であり，しかも向

上心を伴った自主役というところが震妥に思われる.誌

はその総織形成において自主的である.しかも講におい

ては，参加者はその金融的な機能を利用することを通じ

て何か新しいことがなしうる.つまり，単に従来から繰

り返されてきた生活の維持というだけではなく，新しい

財の購入を通じた生活改善という機能が誌には付砲して

いる.この機能をもった議への参加を繰り返すことによ

って，少しづつではあろうが淡民の在来型の静態的態度

を変化させることが可能になったと思われる.これは渓

民の生活や生撲における新しい態度を形成するのにも役

だったて、あろう.

第 3¥こ，n主にみられる協隠ないし相互扶助の精衿であ

る.この精神そのものは前述したように，議の発援とと

もに変容を余儀なくされた場合もあった.しかし，信用

組合の成立する頃の淡村においては，誌が組織形成さ;も

る主主主な契機はなお緊急に資金を必要とするものへの援

助にあったとみられ，言俸はそのような相互扶助の精神を

発採ずる場でもあった.例えば横井持敬は「信用組合の

綴矢:土蓋し主主国の議Jと呼んだ〈横井 (1909J). 誌の協

同をもって事をなすという精神は信用組合の精衿とも共

通することを横井は強調したわけである.

以上のような 3点は棺互に関連しあいながら，信ノE自治

会とL、う近代的な金滋機関の導入の下地をつくったとみ

られる.ただここで述べたような諮の役割はあくまで間

接的なものであり，都市でみられたような直接的転化と

いうものでないことには注目しておかなければなるま

い.それでも日本の信用組合の渓関にとって，誌の交い

歴史によって蓄積されたものは大きかったと見るべきで

あろう
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この点に調達していくつかの関連事項を述べる.第 1

に，しばしば発展途上国の農村金融で見受けられるよう

なモラル・ハザードが民本の幾村ではほとんどあワえな

い.返す余力があるのに返さない.あるいは融資は施し

ものとみるような若手例が日本では見つけにくいのであ

る.第 2に貯蓄率が明治期のころからかなっ高かったと

推定される (Izumida[1992]). 第 3に，日本の信用組

合の創設時には，地主などその土地の有力者が進んで‘関

与したことである(加藤 [1985J，斉藤[1973]).有力

者が低利の資金だけを利用し，貯蓄は他の機関に預ける

という今日の発展途上国でみられる態度は，信用組合設

立時の司本ではみられなかったことである 日本の農村

金融の発展過程で見られた以上のような特質の，少なく

ともそのある部分は，誌に代表されるインフォーマノレな

金融活動の蓄積によってもたらされたのではないだろう

カミ.

信用組合の普及はきわめて着実で、あった.信用組合の

数は1905年の約600から25年の約 1万 2千まで増加した.

経営的にも全体としては健全であり，延干苦率もiたして高

くはなかった(泉閃・万木 [1990J).信用組合は周知の

ように1930年代の恐慌期を経て， lli}t後，農業協同組合と

して生まれ変わる.このような協同組合の基礎にあった

のは議の相互扶助の精神であり，その金融活動を通じた

教育的機能とも近代的な金融機関の育成に無形の効果が

あったとみるべきであろう.

なおひとつだけ付言すれば， この制度予言成期には金融

当局の規制がほとんどなかったことも重要であるかも知

れない 貸出の原資は出資金ないし貯金であり，外部か

らの資金供給はなかった.信用組合の利子率には規制が

加わらず，その自生的な金融活動の発展を促進したので

ある〈泉悶・万木 [1990J).

V 金融発展における ROSCAsの意義

日本の講・無尽の展開はなかかなか愛箆な内容をもち

示唆に2富んでいる.議自体は今ではほぼ消えてしまった

けれども，日本株式会社を支える協調の精神も，貯蓄率

の潟さを支える節約ないし備えの態度も議のスピリット

と共通するものが感じられる. もっと具体的には，無尽

会社を引き継ぐものとしての相互銀行の業務，農業協同

組合の相互金融の中にもそれは生きているといってよい

であろう.

日本の講の康史的な展開の中で最も重要なことは~.誌

に代表されるインフォーマノレな金融活動が近代的で、フォ

ーマノレな金融活動の基礎となりうることであろう.それ

はもちろんインフォーマルな金融組織がそのまま公的な

金融組織へと進化していったことだけを意味するのでは

ない.農村におけるフォーマノレな金融機関はインフォー

マノレな金融活動から直接転化していったものではない.

それはむしろ間接的な意味しかもちえなかったようであ

る.しかし{信用組合の急速な普及の背景にはそれまで

のインフォーマルな金融活動の蓄積があり，農民にとっ

て全く異質のものが「上からj導入されたわけで、はなか

った.信用組合の機能はそれまでに慣れ親しんできた頼

母子議や報徳社と大きく変わるものではなかった. I日来

のインフォーマルな金融活動は伝統的な価値観の上に立

ちながら近代的な金融機能を導入するいわば触媒の役訟

を果たしたとみることができるのである.ギアツのいう

「中問機関」とL、う捉えかたが日本の金融史の中でも意

味をもつことが理解されよう.

以上のような作業は農業金融の康史に関する従来の見

解に一定の修正を迫るものである. 日本の農業金融の歴

史については r(政策金融による〉前期的金融超交の歴

史であったJ(佐泊 [1963J，p. 16)と考えるのが一般的

であり， フォーマノレな金融によるインフォーマノレな金融

の排除の過程が強調される.しかし， s本の近代的な金

融機関の成立はこの講にみられるインフォ…マルな金融

の蓄積なしには理解し得ないと足、われる(穀倉[1961J，

寺西 [1982J) ここでは，インフォーマノレな金融のフォ

ーマルな金融への転化をも含めて，前者の活動の蓄積の

アファーマチヴな側面を強調しておきたい.

もちろんインフォーマノレな金融のフォーマルな金融機

関への転化は都市において，国立銀行，無尽会社という

ように，いわば需要が先導してそのような転換がなされ

た.しかし，単に需妥が先導しただけで近代的金融、ンス

テムが日本でできあがったわけではない.政府の働きか

けも重要であり，むしろ先行する需要と適切な政策の組

合せが近代的な金融システムをつくりだしたとするべき

であろう.農村部ではむしろ，そのような近代的な金融

との遅れを克服するために，政策的に勧業銀行，農工銀

行，信用組合などの金融機関が設立されたので、あり，政

策主導の型とみなすべきなのかもしれない.それでも政

策金融機関の導入を可能ならしめた社会的な下地が日本

ではあったのである.それは誌に代表されるインフォー

マノレな金融の長い蓄積がもたらしたのである.

そのように設立された農業金融機関は，その後インフ

ォーマんな金融機関を排徐していくようになる.これが

佐治 [1963Jによって示された過程で、ある.しかし前に

も述べたように排除のみを強調することは，インフォー

マノレな金融活動が開発ないし経済発展にもっている役割

を見失うことにつながるであろう.



もちろん，フォーマルな金融とインフォーマルな金電車

との補完・相克の関係，都市と農村における金融の二重

性，政策の役割等については，日本の農村金融の発展パ

ターンを全面的に再検討する中で取り上げることがどう

しても必婆になってくるであろう.またインフォーマノレ

な金滋活動といっても，質屋，金貸し，地主，潟人など

はここでまったく触れることができなかった.そういっ

た“農民収奪的な"インフォーマノレな金融をも含めて，

インフォーマルとフォーマノレな金融の相互作用の全体

を B本の金融の展開の諸局函の中で総合的に捉えなお

す必要があろう.これは今後の課題である.

なお，今日の発展途上国に対して示唆されることは，

IWSCAsに代表されるインフォーマノレな金融活動は，三う

る径の状況のもとで，公的な金融の基礎となりうるとい

うことであろう‘特;こ，政府がインフォーマんな金散を

排除しなかったこと，逆に社会的なニーズをみながら積

筏的に活用しようとしたことは重要であろう.また制度

創設郊に規制jや過度の保護を与えなかった点も示唆的でも

ある. ともかくも，政府がインフォーマノレな金融活動を

敵視することなく， うまく制度の中に取り込んでいった

点:土興味深い.

もちろん日本の経殺は一定の歴史的な状況の中で起こ

ったものであり， iEた独自の社会的・文化的背景をもっ

ている.したがって， 白木の経験それ自体がJlP，途上国

の金融改善の青写真になるわけではない そのような限

定付きながら， 日本の金融発展のあり方は今日的な意味

を持つと考えるものである.
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