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明治・大正期の米穀流通経済 (4)

―
糊 流通政策

―

鈴  木  直  二

1 米穀流通政策の特徴

明治,大正期の米穀流通政策は全体を通して制

度的な恒久施策がなかったといえる。明治初期に

おいては封建遺制の米穀流通機構が過渡的に存続

して,その上に流通政策が制度的に行なわれたこ

ともあったが,地租改正による米納から金納への

推移は米の商品生産を一時に拡大させ,そ こから

発生する米穀商業流通の機構拡大が要請されてい

たのである。そこには,生産地から消費地にいた

るまでの米穀流通が殆んど商業資本に依存 し,米

穀商業機構の確立を先ず施策の重点に置かざるを

えなかったのである。その基本には明治政府の経

済政策が資本主義の発展にともなう産業近代化に

おいて,当時の基幹とされる産業が官業をもって

始められ,それが民営に払下げられ,自 由経済政

策を背景として発展していった経過をもつのであ

る。それと近似して始めは官業的な封建遺制の米

穀流通機構が明治政府に引き継がれ,それが次第

に自由経済機構に移譲されてゆき,殆んど悉無に

等しい流通政策を背景に自由に米穀市場の発展が

すすめられていったのである。これに対 して米穀

政策については明治初期には米穀需給政策をふま

えて常平局制度による施策が行なわれ,明治後期

から大正期にかけては外国米の輸入,関税施策な

どによる米価政策がきびしく採用され た ので あ

る。それでは何故に米穀流通政策が自由放任に置

かれたのであろうか。それを理解することが同時

期の米穀流通政策の特徴を把握するこ とに なろ

う。

(1)近代国家確立施策の優先

明治維新以降,新政府は日本資本主義発展を押

しすすめる産業近代化,富国強兵,近代国家の確

立に先ず重点政策をとらざるをえなかったことを

挙げ られ よう。施策に対する財政の積極支出はそ

れらの面に多くを必要 とし,全般的にも生産対策

に重点がおかれ,流通対策が軽視されていたとい

えよう。

(2)米穀流通機構の未整備

前時代の封建的米穀流通機構は半ば封建的ブロ

ック体制の下での流通機構の確立であ り,そ のう

え生産地からの流通システムには商業組織のシス

テムが極度に圧縮されていて,領主的流通機構を

主体 としていた。そのために新政府の確立は領主

的流通機構に代る商業組織が急激に要求され,そ

の米穀商業組織の確立こそ流通施策の重要な対策

であったといえよう。

(3)米穀流通政策を行なう施設の未整備

明治政府が新制度の確立に急務であるとき,経

済政策のための施設 とくに流通を管理するための

流通機構そのものの整備が封建的米穀流通のシス

テムを一変 した時期において至難のこ とで あ っ

た。米穀流通機構そのものの,整備す ら十分でな

いのであるから流通政策の整備は不可能であった

ともいえよう。

(4)需給対策が流通施策に優先

交通,情報の未発達の時代は米穀需給のアンバ

ランスは米価変動幅を大きくさせ,米価そのもの

の安定策が優先になぅて流通政策にまで政府の施

策が行きわたらず,ま して恒久的,制度的流通政

策は不可能に近かったのではないかと思 う。その

意味では流通対策よりも需給対策の方が優先 して
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いたといえよう。或は米価対策の困難が流通政策

の確立を不可能ならしめていたともいえよう。

(5)取引所対策

米穀流通政策として米穀流通機構を統制管理す

ることは明治,大正期を通じて殆んど無く,自 由

放任の中で米穀商業機構が極めて急速に整備され

ていったといえよう。その中で米穀取引所に対し

ては米穀流通の商業機関の一つの対策として,し

ばしば政策対象に置かれたものであるが,それは

前記の需給対策優先の米価対策の一対策として措

置されていたのである。

以上のような理由で初期資本主義発展において

は自由経済政策を基盤として,米穀流通政策を実

施する以前の段階として米穀商業組織の整備が行

なわれていったのである。しかし直接的な流通政

策はなかったとしても,間接的に地ならし的には

すでに米穀流通政策の素地が進行していたことに

注目せねばならぬ。それは明治末期から大正期に

かけて行なわれた①産業組合,農業倉庫法による

生産者の共販体制の素地,②米穀検査法の実施 ,

③大正10年の米穀法の制定などにみることができ

よう。

他方,米穀商業組織自体のサイ ドにおいても明

治初年において封建社会に許されていた株仲間制

度の再興を明治政府に出願しているが,自 由経済

政策を基調としていたことから許可されず,自主

的な任意組合として業者組合を組織させていた。

それは全国的に地域別に米穀商組合として設立さ

れ,あ くまでも個人営業を優先して社会経済の発

展に寄与する名目上の規制を旨としていた。した

がって同組合が流通政策の施策対象におかれたこ

とはなかったのである (後述)。

注

米穀流通政策

米商会所,米穀取引所一一代用米範囲の増減,過当

投機の抑制など。

米穀商人に対し
― 株仲間の廃止,常平局の廃止 ,

米商組合の設置。

特殊米穀流通機関一
米券倉庫の設置,農会の斡旋

業務,産業組合,農業倉庫の設置。

米穀取引所政策について前号にて詳述した。

明治,大正年間の米穀流通政策には整備されつ

つある流通機構に対 して統制管理するような対策

は一つもみ られず,ひたす ら自由経済の上にたっ

ていたことを最大の特徴とするといえよう。なお

近年,本庄栄治郎博士によって旧著『 明治米価調

節史料』
1)が出版されたことを付記する。

2 明治期の米穀流通政策

明治と大正期の米穀流通政策を分けて,そのお

のおのの注 目すべき施策につき述べる こ とにす

る。明治期の米穀流通政策の注目すべきものには,

明治初年の常平局制度,取引所格付米対策,外米

の輸入対策がその主なるものであるといえよう。

(1)常平局制度

常平局は明治 8年制定の旧米条例によって開始

された貯蓄米制度のあとを うけて,明治11年に開

局された制度である。同局の業務内容は転換期の

米穀流通に際 して明治政府の米穀買収,輸出,払

下げ,お よび米商会所の監督にあって,米価調節

を目的としていた。同時に代米納,預 り米制度に

よった米穀の処理にあった。したがって米穀商業

の発展する以前の米穀流通管理体制を整えていた

ともいえるが,常平局制度は多分に間接統制的な

役割をはた していたようである。しか し同局は資

金難と赤字累積のため廃止となり,15年に国債局

に事務引継ぎとなって事後処理が行なわれて廃止

されるにいたった。当時,同局の存在は地租金納

にはかえって障害とな り,米商人の資本逃避を招

くものとして次の如 く批判されていた (明治12年 1

月発行の『東京経済雑誌』第1号による)。

常平局タルモノ将夕何ヲ基根トシテ以テ其ノ方針フ

定メントスルカ,夫 レ維新ノロ的ハ金納ニアルコトフ

知り,常平局ノ設ケハ此目的フ遂グルノ階梯タルコト

フ知ラバ,常平局ハ農民フシテ非常ノ損害フ受ケシメ,

米商フシテ非常ノ利益フ得セシメサルニ止マルノミ,

決シテ農夫ノ利益ヲ尋常ニシ,米商ノ利益フ尋常ニス

ルマテ拡張センコトフ願ハサルナリ,若シ常平局ニシ

テ農夫及ビ米商ノ利益ヲ尋常ニスルマデニ其ヲ拡張セ

ラル コヽトアラバ,世ノ財主ハ其資本フ米商二元入セ

ザルガ為二米納ノ勢ヒハ依然 トシテ日本社会ノ結構ニ



存スベケレバナリ,請フ蚊二之ヲ細論セン。

蓋シ米商ノ頼テ利フ得ル所ハ之フ廉所二買ヒ之ヲ貴

所二売 り,之フ廉時二買ヒ之フ貴時二売ルニ止マル,

荀モ其相場ノ貴 卜廉 トナクバ,世二米商ナカルヘシ,

方今世間ノ財主其資本二就テ得ル所ノ利ハ大約 1割 ニ

シテ,米商ノ利ハ其浮沈ノ甚シキカ為二 1割 5分ナリ

ト仮定スルニ,常平局如何二農夫フ救ハントスルモ必

ズ 1割 2-3分 ノ利フ米商二与ヘザルベカラサルナリ,

其利息ノ割合ヲ知ルコト蓋シ至難タルヲ免カレス ト雖

モ,大約農夫ノ願出スル米納ノ金高ノ殆ント2割 ヲ拒

ンテ強ヒテ金納ナラシムルフ為サバ農夫ハ非常ノ困難

フ蒙ラス。世ノ財主自ラ米商二帰シ遂二純然タル金納

ノ美制ヲ日本ノ社会二発生スルフ得ベキヲ信ズ,若シ

之二反シ農夫ノ請願スル所,悉 ク之フ許サバ,余輩ハ

私二恐ル米納ノ制,百年ニシテ改ムルノ期ナカランコ

トフ,サ レハ常平局タルモノハ年々其事務ヲ逓減セサ

ルヘ カラス 2)

上掲の資料からも看取しえられると思うが,貨

幣経済の急速な発展を要求する地租金納制の中に

あって,米商人資本の必要がいかに重要であった

かを知ることができよう。見方によっては米商利

潤の前提を経済的に高く認める思想は米穀商業を

抑制するどころか保護育成せねばならぬ事情を認

識することができる。同時に農民の金納制度下に

おける米穀商品化が低米価におかれていた事情も

理解することができる。

この常平局制度が上述の通 り明治19年に全廃さ

れているが,同制度が何ぜ明治,大正期へと存続

されえなかったのであろうか。というよりは存続

させて米価調節の恒久的,制度的なものにしなか

ったのかが改めて解明してみる必要があろう。大

正10年の米穀法によって米価政策が制度化される

までの間,無制度のまま放任されていた理由は何

んといっても財源不足,米価激変要因の過大化 ,

米穀商業資本への依存,自 由経済政策を建前とす

る姿勢にあったといえよう。

(2)取引所格付米政策

米価政策と米穀取引所政策とは密接な関係にあ

る。格付米政策については米価政策にも関係する

所が大であるが,こ こでは米穀流通政策の側面に

ついてみてみる。
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明治維新に米相場会所が許可されるに際しても

限月売買である差金決済は許されず正米の受渡を

行なうこととしていた。当時の取引所取引が受渡

格付制度による代用米受渡を行なうようになり先

物取引と正米流通との関係を次第に稀薄化させて

きた。したがって取引所取引で受渡に供される米

は一部,米穀流通の一連鎖を受け持つ米の社会的

移動の機能を果たしていたのである。また明治23

年,同 31年には全国の米穀取引所において外米の

代用受渡も強制されることとなった。この両年に

はとくに我国の米穀需給に外米依存の必要が強く

要求され,取引所の格付代用受渡に外米を供しえ

るように受渡範囲を拡大して買占防止の一策とし

たのである。しかしこの外米代用受渡の拡大は実

際的には効果が薄く,取引所側は品質上より受渡

上の混乱を誘致して受渡の回避をあえて行なう傾

向があって,外米に対しては別に外米建をもって

別取引を行なうこととなった。そして実際の先物

取引は内地米にのみに集中し,外米の先物取引は

みられず結局,外米の代用受渡は無意味に終って

いたのである。

この格付受渡制度は旧藩時代の米会所の有して

いた経済機能のほかに隔地の米所有者に取引所を

利用して米の先売り売却を可能ならしめることに

あった。しかし理論的には可能であっても実際上

には所有米を取引所で売りつなぎ受渡の限月にお

いて格付制度によって所有米を代用受渡に供そう

としても,安値にたたかれてかえって不利益とな

る場合が多かった。したがって多くの場合,先物の

売 りつなぎをさけて米穀問屋に売渡されていた。

さらに米商会所条例では現物取引と先物取引を区

別し,取引所法になっても直取引,延取引,定期

取引と区別して取引されていたが,取引所取引は

殆んど先物の定期取引のみ行なわれ,現物取引と

延取引は正米市場あるいは小店頭取引へと移行し

分離されていった。したがって先物取引の格付受

渡制度は正米取引に関係ないので,定期取引のみ

行なわれていた米穀取引所の格付米政策は米穀流

通政策には事実上,無関係であったといえる。
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(3)外米輸入対策

明治以降の外米輸入は明治元年 8万石,2年64

万石, 3年には 210万石に及んでいる。それは明

治維新の社会経済の混乱期における米不足の過渡

的現象とはいえ,その後も10万石が 4年 と18年に

輸入されている。さらに23年には 180万石,27年

には 135万石,30年代には 500万石台を示 してい

る。この数字は内地米生産高の10%以上となり,

市場供給米の20%以上にもなる訳である。このよ

うに明治23年以降,外米の輸入が恒常的となった

ことは明治期の資本主義発展の過程において産業

都市の発達,都市消費者の増加による もの で あ

る。このような日本経済の工業化への展開,日 清

日露の両戦役によって産業構造の変貌と資本主義

の展開によるものであ り, しかも日本経済がアジ

ア大陸への市場拡大を可能とした点を背景にもっ

たか らである。このことは18～ 19世紀のイギリス

資本主義の展開,産業革命に準ずる点において食

齢 給構造の変化
一

海外饉 輸入に依存
―

を

たどったことと同じ現象といえよう。

このような外米輸入の趨勢は結果的には米穀商

業資本の拡大と米穀流通組織の拡大とを誘致する

こととな り,他産業の国民経済から国際経済への

脱皮と同じ傾向をたどったとはいえ,米穀流通の

国際化は恒常的のものはなく他産業のような飛躍

的なものではなく,あ くまで国内米の需給上の補

充対策に止どまっていたことはい うまでもない。

注

1)本庄栄治郎『明治米価調節史料』(昭和
“
年)に

詳述。

2)拙著『米穀配給の研究』(昭和16年)212頁。

3 大正期の米穀流通政策

‐大正年間は米価変動のもっともはげしい時期で

あ り,それはまた日本経済の高度成長と近代化が

大きく推進した時期でもあった。米価は米の豊凶

のはか,経済成長にともなう米穀消費の構造変化

が物価問題ともからんで大きく作用した時期であ

った。それだけに政府としても米価政策について

はあらゆる施策が企図され,米穀流通政策の制度

的恒久的確立にまで追まられたのであった。

① 大正元年,2年の米価昂騰期の施策米価引下

策として1)

台湾米及び朝鮮米受渡代用制度、

米及び籾の輸入税低減    | '十 ~^
正米市場の延取引禁止    1人

上万千

鉄道運賃特別割引扱     リ

台湾米の常時受渡代用制度  、

朝鮮米の移入税廃止     り ~

② 大正 3,4,5年 の米価低落期米価引上策と

して2)

台湾米代用廃止

朝鮮米の取扱改正

米価調節に関する法律案の提出

内地米の買入

米価調節調査会の設置

|

}

}

3  年

4  年

6  年

③ 大正6,7,8年の米価暴騰期米価引下策とし

て
3)

政府米の売渡

暴利取締令の公布

米麦の輸出制限

不合格米の増加策

廻着米の増加策

肥料の供給増加及価格調節

受渡米代用範囲の拡張

取引所の小日落禁止

取引所の停止

貯蔵米の売放

正米市場の監視及督励

外米及び内地米の管理

7  年

(同年 8月

米騒動起

る)

さらに 8年には臨時国民経済調査会 が設 置 さ

れ,同年米価の大暴騰 (1石53円)を機にいよいよ

米価調節の法制化の必要をすすめ米穀法制定の機

運が促進され,大正10年 4月 に米穀政策史上に特

筆する米穀法の制定をみるに至ったのである。そ

してまた同期こそ近代国家として成長した食糧政

策にも近代化の色彩を整えた点に特色があるとい

える。

次に大正期の米穀流通政策の中でもっとも注目

すべき施策計画案について述べることにする。



(1)外米管理

大正年間にはいっても内地米の増産にもかかわ

らず 7年には 366万石 (55.4万 トン)8年 には 550

万石の輸入をみていた。また朝鮮,台湾からの移

入米も7年には 300万石,10年以降 500万石以上

となり,14年には 700万石弱となっていた。この

ように明治,大正期の米穀需給事情は内地米以外

の米によって需給が補われていたという特徴を指

キ尊することができる。これはいうまでもなく日本

産業の近代化が人口の増加,米食率の上昇,産業

都市の発達によるものであることは既述の通りで

,あ る。次に当時の外米管理の資料を示すと,

現時ノ外米管理制度ハ外米フ確実二且其必要程度ニ

応シー年フ通シ徐々二内地二輸入スルノ利アリト雖,

物資ノ輸出入ノ如キ事実ハ万止ムフ得サル理由アル場

合ヲ除ク外,民間当業者ノ自由活動二委スルフ自然ノ

条理 トスルノミナラス。外米管理ノ制度二在 リテハ政

府 二於テ其ノ売捌価格フ決定スルノ必要アリテ而カモ

之ヲ適切二決定スルコト最モ困難ナルノ ミナ ラス,

其売捌方法等二付テモ少カラサル困難アリ,:是 ノ故 ニ

:相当完全ナル行政機関 卜制度 トフ設ケ恒久的二之力管

理スルノ可否ノ問題,並二昨年 (大正六年)ノ 如ク端

:境期二数月フ余セシ場合ノ臨機ノ施設 トシテノ当否ノ

1問題フ離レテ考察ス トキハ,今 日ノ場合二処スル方針

トシテハ現在ノ制度ハ官庁ノ事務 トシテ適当ナラサル

′ヽ勿論,輸入数量ノ認定二至 リテハ内地在米数量ノ正

:確 フ期スルコト能ハサルコト。経済界ノ振不振二影響

セランテ米ノ消費量二著シキ消長アルコト等ノ為,菫

,府 ノ独断ヲ以テ為スコト困難ナル事情アリ,故二該制

度ハ寧口之フ廃止シ当業者ノ自然的輸入二倹ツテ得策

ナ リト得ム,然ルニ本邦本年 (7年)ノ 産米状況並ニ

:新米ノ喰込,持込米ノ数量等フ案スルニ明年端境期ニ

至ルマテノ間二於テモ亦夕数百万石ノ不足アルフ免カ

レサルモノト認ム,新米出廻期ノ今日二於テ尚ホ異常

ノ米価ノ騰貴ヲ示シツツアルー因ハ蓋シ蚊二存スルフ

疑ハス,而 カモ今日ノ米価ハ国民生活上ノ危惧ヲ醸シ

ツツアル次第ナルフ以テ,此ノ際関税ノ撤廃又ハ軽減

∠立笙二二▲以テ巨量ノ外米輸入ヲ促進シテ其ノ供給

フ増加スルコト最モ緊切ナリト認ム4)。

上記の資料によって,外米管理の考え方が①民

間業者の自由輸入の活動に依存する,②価格決定 ,
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管理上の売捌の困難,③管理制度と体制の未整備,

が うかがわれる。すなわち食糧管理体制はいまだ

未整備のままで内地米と同様に外米についても自

由経済活動が放任されていた理由が看取される。

しか し外米管理については関税対策を限界として

いた点にも注目すべきである。この点はイギ リス

の穀物自由論の思想 とあわせて検討 してみる必要

があろう。

外米管理案については当時の農商務書記官,故

河合良成氏 (小松製作所社長)が次掲の提案を行な

っている。

第一案 外国米100万石ヲ政府二於テ輸入スルコト

ー 買入方法

H 政府ヨソ産地二人ヲ派シ直接買入ヲ行フ方法

日 輸入商二委託シ之ニー定ノロ銭ヲ支払ヒテ買

入フ行フ方法

国 輸入商ノ計算二於テ輸入シタルモノフ輸入港

ニテ買取ル方法

Hノ 方法ハ弊害ナケレトモ官吏フシテ直接買入 .

及輸送フ為サシムルコト困難ナルノミナラス生

産地ノ相場フ騰貴セシムル懸念多シ,ロノ方法

ハ比較的高値二買入ルルノ懸念アントモ厳格ニ

之フ監督スルノ途アルヘシ,日ノ方法ハ産地相

場ヲ昂騰セシメス且ツ最モ簡易二買入ルルコト

フ得ヘキモ高値二売付ケラルル懸念アリ。

二 輸入商 トノ関係

輸入商ハ各相当ノ数量ノ輸入フ為シツツアルコ

トナレハ,之 卜同時二政府ノ買入ヲ為ストキハ此

等ノ商人二損害フ与フルコトト為ルヘシ,"テ大

体輸入商ノ輸入終了後二於テ政府ノ輸入フ為スフ

可 トス,但シ産地買付ハ予メ之ヲ為シ置クコトフ

要ス。

三 売渡方法

内地二於ケル外米商ノ競争フ避クル為左ノ方法

フ採ルフ可 トス。

日 公売二依ル売渡

同 地方団体二対シ売渡フ為シ地方団体フシテ消

費者二販売セシムル方法

第二案 外国米全部ノ専売フ為スコト

外国ノー部ヲ政府二於テ輸入スル方法ハ外国米輸入

商二損害ヲ与へ,ユツ内地二於テ外国米販売業者 卜競

争フ為スノ結果 トナルフ以テ,此ノ際外国米全部フ政
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府ノ専売 卜為スコト,其 ノ方法左ノ如シ。

一 政府ハ既二輸入済ノ外国米,及輸入米中,又ハ

買付済ノ外国米商人ヨリ原価ニテ買受クルコト。

二 右ノ外尚ホ百万石ノ数量ヲ第一案ノ方法二依

り輸入スルコト。

三 塩専売等ノ方法二準シテ外国米ノ専売ヲ為ス

コ ト。

第二案 外国米ノ輸入二対シ補助金フ与へ又ハー定価

格迄ノ保障ヲ為シテ外国米ノ輸入ヲ誘致スルコト

第四案 外国米ノ輸入二対シ船復ノ便ヲ計ルコ ト5)

上掲の資料の中から今日の食管管理体制への歩

みがそのときから開始されているようにも看取し

うる。次に外米管理と関税撤廃についての利弊を

みると。

① 外米管理の利点

④必要とする数量を確実に確保することが出

来ること。

⑤不必要の場合には輸入を中止し,既に輸入

超過による米価低落を防止し得ること。

◎年間を通じて計画的に輸入することができ

る。

①船腹の調達が行ない得ること。

◎外国産地が輸出を禁止していても外交 渉々

にすることができる。

①外米の売出価格を上下して米価調節に資す

ることができる。

② 外米管理の欠点

◎管理体制の未経験から官営事業としては実

行の難点が伴うこと。

⑮輸入数量の過不足について政府の責任を問

わるること。

◎輸入商の商権を犯すこととなる。

①内地米の価格調節上に外米の廉価販売によ

っては多額の補助金,財政負担を必要とするこ

とになる。

などが当時論議されていた。次に関税撤廃問題

については次の通りであった。

① 関税撤廃の利点

◎最も自然的に外米の輸入を可能とする。

⑮関税収入を失 うも他に経費を必要としない。

◎米価高に 対する食生活の安定になる。

② 関税撤廃の欠点

◎外米管理に代える施策としての理論的説明

の困難性。

①将来の外米専売,その他の制度を設けるに

あたっての措置上好ましくない。

◎米価政策上に自由放任に過ぎるとの批判の

あること6)。

などが論 じられていた。後に述べるが資本主義

発展における資本利潤にむすびつく低米価,低賃

金の リカー ド以来の日本的課題が18～ 19世紀のイ

ギリスの場合と比較検討されえよう。

(2)米取引の近代化

大正期の第 2の米穀流通政策の関心 として注目

すべきものに米取引の統一化への展開がある。す

なわち

米取引の統一的趨勢 (大正4年 4月 )

第一節 米二対スル政策ノ中心ハ生産問題ヨリ漸次,

分配問題二移ラントス。

従来,米 二対スル各種ノ施設ハ殆 卜凡テ生産二関係ス

ルモノナリキ,即チ品質ノ改良及産額ノ増加ノ点二集

中スト云フモ可ナリ (中略)近時我国二於ケル人口増

加二伴ヒ食料品問題ノ解決悠々困難フ加ヘムトシ,地

方ヨリ見レハ欧州大戦乱ノモタラシタル教訓二鑑ミ,

食料品独立問題力漸ク識者ノ注ロフヒカムトスルノ際

二当り云 。々

第二節 如何ナル点力統一的趨勢二向ヒツツアリヤ。

日 先ツ第一二問題 トスヘキハ商品 トシテム米ノ品質

ノ統二星ナリ,此ノ点ハ各府県二行ハルル米穀検査事

業特二輸出検査二依リテ略 其々ノロ的フ達 シツツア

リ,検査事業ハ殆ント全国二普及セントシツツアルフ

以テ,各地方ノ米力地方毎二商品トシテー形態フ備フ

ルニ至ルフ見ルハ近キニアルヘシ,然 レトモ現今ノ統

一ハ各地方毎ノ統一ナリ,更二進ンテ自然的地形ノ類

似セル地方ノ数府県ノ米ノ間二其ノ商品 トシテ統一フ

画策スルコト不可能ナリヤ,或ハー層進ンテ可相成ハ

全国ノ米ノ付キ統一的連絡ヲ付スルコトー片ノ空論 ト

シテ排シ去ルヘキモノナリヤ。

凡ソ価値∠増加ハ生産∠一種ナリ,物質的二於テ同一

物ナル トモ之フ劃―シ商品 トシテノ取扱フ至便ニスル

ニ於テハ其ノ物ノ価値ハー般 卜増加スルニ至ルヘシ,

此ノ意味二於テ我国ノ産米二出来得ルタケ連 絡 フ付
｀



シ,以 テ商品 トシテノ統一フ計ルニハ国民経済上偉大

ナル生産タルコト論フ倹タス。

,日 次二商品 トシテノ米ノ形式ノ統一ナリ 或ハ枡量

取引フ廃シテ重量取引二移ルカ如キ,或ハ容量二付全

国フ統一スルカ如キ或ハ俵装,等級,記号,統一乃至区

分ノ如キ問題多々ニシテ実行,比較的容易ノモノ多シ。

(ヨ 次ハ商品 トシテノ米ノ保管ノ統一ナリ倉庫ノ設備

完成最モ願フヘシ,特二農業倉庫ノ設置フ以テ焦眉ノ

急 トス,倉庫ノ設備 卜相伴フ問題ハ米ノ混同保管二依

ル米券倉庫問題ナリ,更二米券問題 卜相伴ウテ所謂 ,

米券ノ取引問題二着ロスルフ要ス,米券ノ発達ハ米ノ

取引フ公債ノ取引 卜近似セシムルモノニシテ,取引ノ

円滑,金融ノ自由等,其ノ利挙ケテ数フルヘカラス,

果シテ然ラハ我全国ノ商品タル米ヲ凡テ米券取扱 卜為

スルフ理想 トスルコト果シテ不可能事ナリヤ。

四 次二商品タル米ノ販売上ノ統一ナリ,共同販売ハ

如何,平均売ハ如何,定期取引 卜現物取引 トノ関係ハ

如何,取引所フ米券ノ販売機関タラシムルフ便 トセサ

ルヤ,農民,商人,消費者間ノ関係ノ改善フ施スヘキ

事菫墨キヤ,特二蚊二困難 トスル問題,正丞∠格付制

度ノ研究ナリ,米 ノ其ノ相場ノ高下二伴ヒ上米,中米,

下米間ノ輸関係フ異ニス之力為メ取引上各種ノ不便ヲ

来タスコト頗ル多シ,輪関係二変動ヲ及ホス原因フ探

究シ其ノ間二計数ヲ求メ相場ノ変動二伴フ輪変動ノ間

ニー種ノ連絡フ発見スルカ如キハ必スシモ徒労ニアラ

サルベシ。

第三節 右各種ノ統一 卜米価調節

米力商品 トシテ統一ノ域二達シ混同保管,米券取引

等ノ点二付テモ遺憾ナキ程度二発達ス トモ上米,中米,

下米ノ輸関係力常二変動スルニ於テハ,商品ヲ代表ス

ル証券ハ常二同一品質米二固着スルコトフ免 ル能 ハ

ス,若シ其ノ輸関係力殆ン トー定不動ノ域二達シ,上

中下米間ノ交換所ノ機関発達シ,上米フ有スルモ下米,

中米 トノ交換自由ナルフ得ハ米ノ取引関係ハ殆ント理

想的二円滑ノ域二達スルモノト云フヘシ,コ ノ事因ヨ

リ至難ノ業ナル ト雖モ,米 ノ品質,形式ノ統一殆ント

完全ノ域二達シ,加之米価力僅少ノ範囲二於テ昂低ス

ルニ過キサルモノトセハ必スシモ不可能事二非サルヘ

シ,即チ此ノ意味二於テ米価ノ恒久的調節ハ米ノ商品

取引ノ統一ノ最後ノ決定点 卜謂フヘキ也。

米価 7恒久的二調節スルコトハ果シテ可能ナリヤ,

若シ可能 トスルモ之フ実行スルコトノ可否如何ハ今数

二論スヘキ限 リニ非ス,然 レトモ単二研究問題 トシテ
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米価調節力此等ノ点二密接ナル関係フ有スルコトフー

言ス7)。

上掲の資料によって,①米の生産問題から流通

問題への政策的関心の発生,②大正年代に至って

米取引の統一性への指向,それは◎米穀検査制度

によっての推進,⑤容量取引から統一的重量取引

への移行,◎保管上からの取引の統一化とくに米

券取引の促進,①販売上の統一性,そ してさらに,

③米取引の統一性と米価調節の恒久化を指摘して

いる。それは次に述べる米穀流通機構を完全管理

する米穀専売案の検討にまで及んでいる。そして

とりあえず大正10年の米穀法の制定となり,こ の

頃から第 2次世界大戦の今次の食管制度の基盤づ

くりが進行しつつあったといえよう。

(3)米穀専売案

米穀専売案は大正 7年に次の計画が立案され ,

その後も昭和初期に米穀統制の強化されようとす

る過程でしばしば立案されたのである。しかしい

ずれも実現をみずにいて昭和17年の食糧制度によ

って一応,米穀専売に近い制度の実現をみたとい

えよう。すなわち,

米専売案 (大正 7年 4月 )

米価フ根本的二調節スル方法二ニツアリ,Hハ国家ノ

政策二依 り最高,最低ノー定ノ範囲内二米価ヲ置クコ

ト,ロハ米専売ノ方法二依 り米価ヲ公定スルコト,是

ナリ而シテH二対シテ過年,米価調節調査会設置ノ際

二研究シタル所ヲ以テ尽ク,ロニ対シテ左記諸案フ想

像スルコトフ得ヘシ。

第一案 一切ノ米フ政府二収メ,之 フ専売 卜為ス方法。

本案二付テノヽ左ノ如キ欠点アリ。

一,生産者ハ米ノー部フ隠蔽シ之ヲ自用二供シ,又
ハ他二秘密二売却スヘシ。

二,生産者ノ米ヲー旦政府二収メ,更二農民ヲシテ

政府ヨリ買取ラシムハ不経済ナリ。

三,農民ノ自用二供スル米ハ粗悪米最そ多シ,政ニ

之ヲ政府ノ手二収ムルモ保管シ困難ヲ感スヘシ。

第二案 農民ノ自用米ヲ除キ其ノ他一切ノ米ヲ政府ニ

収メ,之ヲ専売スルコト。

本案二付テハ左ノ如キ欠点アリ。

一,自用米ノ範囲ヲ決定スルコト困難ナリ。

二,自 用米フ売却スルコトフ禁止スルハ困難ナリ。
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第三案 県外輸出米,及外国米ノミフ政府二収メ,之

フ専売スルコト,本案二付テハ左ノ如キ困難,及欠

点アリ。

一,毎年各府県ノ需給関係ヲ詳査シ,其ノ過剰ノ分

二付キ政府二於テ買入フ行ヒ (或場合ニハ強制的

二)不足ノ府県二之ヲ配分スルノ必要アリ。

二,生産県二於テハ大体,政府ノ買上相場二支配セ

ラレ,消費県二於テハ政府ノ売下相場二支配セラ

ルヘシ ト雖モ,政府ノ売買価格 トー般ノ自由相場

トハ必スシモー致セサルフ以テ,県内二於ケル投

機ノ買占等フ禁止シ或場合ニハ強制分配フ為スヘ

キ必要アルヘシ。

三,行政区域フ異ニスルモ経済上ヲ区別スルコト却

テ不自然ナル地方アリ,故二必スシモ行政区域二依

ラサルフ可 トスル場合アルヘシ。

第四案 東京市,大阪市,名古屋市,神戸市等ノ大都

市ノミ米ノ専売ヲ為スコト (但シ外国米ノ専売ヲ伴

フ),本案二付テハ左ノ如キ困難,及欠点アリ。

一,専売米ヲ得ル為二或場合ニハ強制買占 (強制買

上)フ 為スヘキ必要アリ。

二,専売米以外二米価引上ノ必要上,余分ノ買入フ

為スヘキ必要アリ。

三′都市ノ専売相場 卜地方ノ相場 トノ間二著シキ差

異フ生スル トキハ種々ノ弊害フ生スヘシ。

四,大都市二付,専売区域ヲ定ムルニ困難アリ。

右四案二共通的ノ欠点 卜認ムヘキ事項左ノ如シ。

一,四案 トモ巨額ノ資金ヲ要スヘシ,仮二米買入ノ

方法 トシテー種ノ証券発行ノ方法ヲ探 ル トスル

モ,其 ノ利子 トシテ相当ノ巨費フ要ス。

二,米ハ価格二比シテ数量多ク且ツ貯蔵 二困難 ナ

リ,又国民ノ六割ハ生産者ニシテ十割ハ消費者ナ

リ,故二其ノ専売事業ニハ非常ナル困難アルノミ

ナラス,毎年巨額ノ事業費ヲ要スヘシ。

三,専売ノ公定価格決定二付困難ナリ,農民ノ生産

費二付テハ特別ノ方法二依 り大体フ推定シ得ヘシ

トスルモ,下層消費者ノ米価堪忍カフ如何ニシテ

測定スヘキカ,特二諸物価,及賃銀 トノ釣合ヲ保

タシムルコト頗ル困難ナルヘシ。

四,専売ノ方法フ採ル トキハー部,又ハ全部ノ米穀

商ハ其ノ営業ヲ失フニ至ルヘク,之 二対シテ相当

ノ補償ヲ為ササルヘカラス,素 ヨリ元売捌人等ニ

採用スルコトニ依 リテ補償フ免レ得ヘキモ,其ノ

ー部フ救済スルニ過キス・)。

以上の米専売案の指摘するところは現在の食管

制度が現実に課題としてきた点を浮きば りにして

いる。この項目の一つ一つは現在の食管制度と比̀

較検討してみると興味あるところである。

(4)取引市場統制への発足

米穀流通政策は前述の通 り大正年間に入ってよ

うやく関心をもち始めたといえる。それは米穀に

限らず一般商品とくに生鮮食料品について第 1次

世界大戦後の物価問題,流通政策としての関心が

政策的に深まったのである。その頃,日 本資本主

義の発展も重工業化,独占資本主義への移行を顕

著にすると共に近代統一国家としの社会政策の要

請が生活必須品の流通,物価の面に出てきたので

ある。とくに米穀流通政策は大正7年の米騒動を

契機として痛感され,米の専売案まで企画された

ことは注目すべきことであった。それにしても昭

和 5年になって正米市場規則が施行されたことは

大正 12年の生鮮食料品の中央卸売市場法に比 し

て,時期的にもおくれ法制的にも軽く規定されて

いるが,米穀流通市場が一応法的に規制されるよ

うになったことは明治以降の米穀市場展開の上に

特筆すべきことである。この意味では近代的米穀

流通政策の第一歩がしるされたといえよう。しか

し生産地の正米市場については集荷市場の整備に

代るに,生産者の共販体制の確立が大正初期から

すでに政策目標として採 りあげられているので,

共販体制の展開が生産地の流通政策の一つに期待

されていたといえる。

このような政策的企図は昭和初期以降,過剰米

対策として生産地の共販体制が農業倉庫の拡充を

前提として展開され,他方市場整備による市場統

制は正米市場が法的性格を全国的に具備するに至

ったが,法的措置によって市場取引を規制すると

ころまでは至らなかった。しかるに昭和14年の米

穀配給統制法の制定は,米穀取引所と正米市場と

を半官半民の国策会社である日本米穀株式会社に

管理させることによって,始めて取引市場の完全

統制の管理体制を整備し得たのである。かくして

前述の如く大正期から今次の食管制度の素地づく

りがスター トしていたのである。
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産米改良事業が行なわれたため,米穀同業組合の

活動は取引活動に対しての組合の自主的取締,調

整そして同業者の親睦に止どまっていた。

このように同業組合法に準拠した米穀同業組合

の活動は流通政策に対しては極めて消極的なもの

であり,それは封建社会にみられた株仲間制度の

ような市場独占,取引協調,信用保持,政策協力

の積極的諸機能を保持するものではなかった。何

故なら明治年間の米穀流通政策が未整備の段階に

あって,未だ米穀流通機構そのものの確立を期待

することが政策として求められていたからである

といえよう。 なお米穀同業組合の事例 (防長米同

業組合2), 福岡県輸出米同業組合3),東京白米商同業組

合4))については他に拙著の詳述がある。

商人組合の発生は洋の東西,歴史の今音を問わ

ず欧州ではギル ド,我国では座,株仲間などによ

って存在していたが,それらは自ら行なう流通政

策に対して為政者が経済的,能力的に不可能であ

る場合,為政者の権力の分与的背景にもとづいて

統制的,独占的となり業界の特権と信用保持が保

たれ業界の権益擁護の代償支払によって展開され

ていた場合が多い。しかし明治年間に発生した同

業組合は米穀商同業組合も含めて,自 由主義経済

を基盤として封建社会の統制解除の中から発生し

たものであるから,独占的特権を持たぬ信用,親

睦を主体とした組合であった。ここに明治以降の

同業組合の特質があったのである。およそ同業者

の組合は同業者が一定地域に極めて少数の場合に

は個別活動を相互に注視し合っているが,次第に

業者数が増加して過当競争にまで発展 して くる

と,共同の利益のための協調性が要求されるよう

になってくる。

明治期以降の米穀商同業組合の性格は要約すれ

ば信用,親睦を目的とし,深川,神田川両正米市

場をはじめ,神戸,大阪その他の各地の市場施設

を設置し運営してゆくためにも組織され,取引市

場の自主的管理の体制が業者組合によって整備さ

れていた。ついで昭和 7年には中小商業者の不況

対策としての自力更生を目途とした商業組合法の

制定となり,従来の同業組合が始めて法人格をも

の,3)拙著『米穀法制定の経緯資料』(昭和13

年)1頁,86頁,156頁参照。

330テヨ。

331～ 333頁。

321～ 323頁。

108～ 112頁。

346～ 3つ頁。

4 米穀同業組合の展開

明治維新に一時,株仲間制度が存置されたが,

明治新政府の自由経済政策の思想は営業自由の原

則から米屋株仲間の制度も廃止された。それで明

治13年に東京において業者自治の「東京府下米穀

商取締規約」により,米穀間屋,米仲買掲米屋の

商域を定めた組合ができた。また大阪においては

明治7年に,米穀間屋1),米仲買, 掲米屋の各組

合が府知事によって認可された。これらは政府の

特許による独占排他的業界ではないところから米

価政策,流通政策に積極的に協力させえる性質の

組合ではなく,平素は入荷数量,取引米価の届出

を府庁へ行なう程度のことで,無法人格の業者自

治の親睦団体であったのである。ついで17年には

「同業組合準則」によって東京には自米商組合 ,

米穀問屋組合が成立し,各地にも同様な任意組合

の営業的親睦を主とした同業組合が設立された。

ついで明治33年「重要物産同業組合法」を準備し

て各地に米穀商同業組合が地区同業者の3分 2以

上の同意をもって設立され,その設立にあたって

は主務大臣の許可のある者を除く外は同業者の強

制加入の組合となっていた。

米穀商同業組合の目的は直接的には政府の米穀

流通政策に協力するものではなかったが,間接的

効果として組合員の協カー致による営業 の正 常

化,主 として販売方法の改善,販売の自主的取締,

産米改良などであり,さ らに同業組合法にもとづ

き検査規定を設けて組合員の生産物,取扱商品の

検査を行ない,違約者よりの過怠金,違約品を没

収することができた。さらに明治Ю年以降には各

県に穀物検査事業が設けられて米穀の生産検査 ,

書

書

書

書

書

掲前

同

同

同

同

の

つ

の

つ

の
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ち産業組合がすでに行なっていた共同事業の経済

行為を可能としたのである。それが戦時米穀流通

統制に移行する前段階の米穀商業組合であったの

である。

注

1)拙著『米穀配給の研究』(昭和16年)126～ 7頁

参照。

2)前掲書 197～ 200頁に資料的詳述あり。

3)同 書 201～ 203頁   ′′

4)同 書 203～208頁   ′′

む す び

明治,大正期の米穀流通機構の展開は近代国家

の形成過程において国内経済の対象となる内地米

流通の外に国際経済につながる外米の輸入が必要

となった点にも特徴づけられる。また大正 7年の

米騒動も近代米穀流通史のうえに特筆すべきこと

であ り,それが契機となって米穀政策の恒久化 ,

法制化が展開され,明治,大正期に整備された米

穀商業機構を抑制するようになったのである。こ

の間の米穀商業の自由経済体制をみると,

① 明治以降,大正10年に米穀法が制定される

までの間,53ヵ 年の約半世紀が臨機的以外には自

由放任米価の時代であ り,米穀流通政策もかえ り

み られなかった時代であったといえよう。

② 明治15年以降,一部の封建遺制の米穀流通

機構が清算されて完全な商業組織化され,米穀商

業組織が戦時統制の開始される昭和13年まで58ヵ

年の間自由経済のもとに展開されていたことにな

る。

③ しか し明治以降,封建遺制になる新政府の

管理米を保有 しながら米穀商業の展開がスター ト

したのであるから,昭和13年までの間を72年に及

ぶとみると,昭和42年 までの明治 100年の中,約
4分の 3世紀が米穀の自由商業時代であ り4分の

1世紀が米穀統制管理の時代であった こ とに な

る。昭和47年 まで延長 して考えてみると30年間の

米穀統制管理を近代日本経済史の中に経験 したこ

とになる。

それでは何故米穀流通政策が明治 。大正期そ し

て昭和初期まで我国の経済政策の中に展開され定

着 しなかったのであろうか。この点を考えてみる

ことにしよう。

① 明治 。大正期を通じて政府の自由主義的経

済政策に因っていたこと。

② 地主制度の下において一部,米券倉庫を除

き地主の米穀共販意識の低さと,米肥兼業の商人

地主が発生していたこと。

③ 米穀商業資本と米穀商業の育成を明治期に

おいて政策的に期待されていて,そ してその後の

育成された米穀資本とその商業組織を規制するチ

ャンスと政策的能力の欠除によっていたこと。

④ 長期にわたる流通統制を必要とする戦争な

らびに社会経済上の事態が発生しなかったこと。

⑤ 戦前の初期独占資本主義化への近代化の段

階において恒久的制度的食糧政策に対する政策意

識と国民的関心の低位にあったといえょう。

なお昭和45年以降,米の生産調整が必要となり

再び,米穀流通の自由化が展開されようとしてい

る。それは明治期にみられたような封建的流通統

制から米穀流通自由化の歴史が繰り返えされてい

るようにも観察できる。

以上,米穀商業の展開過程をみると明治 。大正

期の米穀流通の統一化,近代化がそれなりに進行

してきたことを把握することができる。そしてそ

れは他に述べる1)昭和初期の戦前の米穀流通組織

の中に受けつがれていったのである。

江

1)拙著『米穀流通組織の研究』(昭和ω年)。

付記 明治 。大正期の米穀流通経費資料

1 問題の解説

明治 。大正期の米穀流通経費に関する資料と解

説を付記し,昭和初期,戦時戦後のそれぞれのも

のと歴史的比較を行なう場合の参考に供したい。

11)米穀流通経費の内容を大別して人的流通経

費と物的流通経費に分けられる。なかには運送,

包装,検査,諸手数料などと項目別に分類する資

料もある。したがって歴史的に或は資料的に関連

性を求めるためにはまず統一的項目に整理する必



要がでてくる。

(2)次に問題になるのは玄米の流通過程で小売

段階の掲精による掲減りのことを問題にしなけれ

ばならない。撮減りは軟質米と硬貨米とで異 り,

また掲精度,掲精時期によっても異なる。これを

正確に画一的に算出することは困難である。米穀

が生産者の手を離れた売値と消費者の末端買値と

の差額に中間流通経費を求めるならば,精白によ

る掲精減を換算してそれを流通経費に算入しなけ

ればならぬ。これも将来,産地での精米が進行し

て精米流通が支配的となれば製品輸送としての中

間流通経費の算出となって簡略となる。明治 。大

正期には玄米流通が大部分であったことから,こ

こにも米穀流通経費の特殊性をみる。この点は現

在においても未だ同様のことである。

(3)米穀流通経費はときに比率で示されること

がある。たとえば消費者価格に対 し或は消費地の

小売仕入価格に対し,或は着地卸価格に対し何%
と示される。この場合の各流通段階別に,さ らに

地域別に,月 別,年平均などの差から生ずる誤差は

避けられない。とくに明治 。大正期の米価変動の

はげしかったときには昂騰期と低迷期とでは確定

した価格は求めにくい。他方,流通経費の方は固

定的であるから正確には比率をつかみえないこと

になる。そのうえ流通経費の中にはときにより取

引の能率化,合理化のため絶えず節減されようと

する経費部分が多いことを忘れてはならない。そ

れを一定の経費項目を全体に適用させることの疑

間がもたれうる。ここにも特殊性の一つがある。

(4)米穀流通経費を歴史的連繋をもって解明す

ることの意義についてなると,ま ず貨幣価値,米価

の問題,管理統制の有無,流通機構整備の発展的段

階差,な どにより単純に比較することができない。

以上の諸点から結論的にいうと米穀流通経費の

歴史的連続性をふまえ解明することは不可能であ

るといえよう。しかし客観情勢を整理して時期別

に比率を以て示す場合には全く意義をもたぬもの

ではない。

2 米穀流通経費の資料

明治期の米穀流通経費の資料は極めて少ない。

明治。大正期の米穀流通経済 (4) 万

地方的資料にとどまるものは別として,それが中

央市場に至るまでのものは見当らない。その理由

は当時,米穀流通の実態が地域的取引においても

地域的輸送において分断されていて,一貫 した系

統的全体の流通経費を把握することが不可能な条

件となっていたといえよう。すなわち米穀流通の

仲継取引の必要が強 く介在 していた場合が多 く,

また取引方法も委託取引を主体と して い た関係

上,一層,不明確な要素が加っていたといえる。

なお封建社会の米穀流通経費の資料については

既に (『中央学院大学論叢』第3巻第1号)不:したの

で,次に明治 。大正期の資料を掲げ,昭和以降の

ものも所載個所のみを示 して参考に供 しよう。

(1)明治初年,年貢米瀬戸内筋,大阪,東 京運 賃

(御米100石に付き)

讃岐ヨリ東京金68両 大阪25両 3分

肥前 ′′同  74両 2分 大阪37両 3分

酒田 ′′同  125両 1分 (大阪雇)

清水 ′′同  29両 1分

(太田嘉作著 『米価変動史』1247頁 ,『明治年間米価

調節沿革史』191～ 2頁 )

(2)明治10年,委託米諸掛(明治11年米商必携)当時

は米主の持分であり,一定の規則なきも概ね左の如し。

蔵敷賃,是は一蔵 (三間四方 700俵詰 1戸)借 り切 り

て1カ 月金 1円 75銭 ,半蔵以下の割蔵は450俵乃至500

俵詰の割合を以て右の金員を乗除す。尤 100俵 以下の

小俵は自ら割高なり。

瀬取賃,100石に付,金 2円 ,是は和船の積 りにして,

蒸汽船は遠沖に碇泊するを以て瀬取賃も高く100石 に

付,凡 2円 50銭なり

上ケ方 1俵に付 金 2厘 5毛

カギ賃  同   金 8毛

是は瀬取より蔵所へ運ぶ時,手鈎を以て人足の肩へ俵

を揚げる者の賃にして,総て西洋形の船は瀬取を船主

にて受け持故,カ ギ等も船主にて弁ずるなり,然るに

東京の弊習にして本船の解下受負を問屋は其解下賃を

本船より受取,其上荷主に迫りて本船運賃高の 2分 5

厘を取る者あり,実に不当の事なり,

小揚賃 1俵に付 銀 8厘 (金 1厘 3毛 3)

ハイ方賃 同   銀 1分 1厘 (金 1厘 8毛 33)

(拙著『米穀配給の研究』昭和16年 ,124～ 5頁)
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(3}大正年間の流通経費資料

④ 生産者,消費者間の諸経費概算 (1石に付き)

35円∞銭 生産者の売値

25銭 産地仲次人口銭

20銭 生産者ヨリ産地間屋迄運搬費

50銭 産地問屋口銭

30銭 間屋倉庫ヨリ貨車積入費,及深川迄僻賃

80銭 産地ヨリ需用地迄汽車運賃

35銭 着駅貨車卸賃 (運送業ノ手数料ヲ含ム)

及深川迄孵賃

50銭 倉庫蔵入

50銭 深川間屋手数料

“

銭 玄米商手数料,及精米所迄持込賃

2円 92銭 精米嶋減 (約 7分)

80銭 消費者迄配達費

2円∞銭 白米商利益

る円07銭 消費者の買値

(日本銀行調査局『東京深川市場二於ケル正米取二関

スル調査』大正14年 ,11～ 2頁 )

③ 大正年代に於ける伏木の米 (1ト ン当)の積卸,

その他の費用 (鉄道省運輸局調査)

倉庫諸掛

合 計              59銭 8厘

(拙著『米穀法制定ノ経緯資料』89～ 90頁 )

注

昭和以降の米穀流通経費掲載の資料を次に付記す。

◎ 升沢篤二著『米穀販売の理論と実際』(昭和13年)

104頁以下に前記大正 14年 5月 として同様の資料と

昭和 6年,同 11年の東京米穀商品取引所の調査を掲

げている。このほか朝鮮米,台湾米の同調査と著者の

調査としての内地米流通経費の平均を掲げている。

⑤ 桜井善三郎著『岩手米の今昔』 (昭和39年)80頁

に岩手米の東京市場までの経費を掲げる。

◎ 山形県庁編『山形県米穀流通経済史』(昭和33年)

61頁に昭和 8年頃の山形県各地から東京市場までの

流通経費を掲げる。

① 農林大臣官房編『米穀流通構造の変貌一石川県地

方経済圏調査一』(昭和36年)107頁 に石川米の大阪

市場までの流通経費を掲げる。

◎ 荷見安著『食糧政策資料集成』(昭和32年 )287頁

に昭和 8年頃の政府調査による米穀運賃諸掛の資料

あり。

① 西田竜八著『東京に於ける米の配給』(昭和13年 )

275～282頁に前掲の升沢氏著と同様の資料を掲げる

③ 内池廉吉著『米穀配給組織及び配給費』 (昭和 10

年,学術振興会),104～ 7頁にあり。

① 木村和三郎著『米穀流通費用の研究』(昭和11年 ,

学術振興会),の理論的,実際的な分析資料あり。

① 谷口吉彦著『商業組織の特殊研究』 (昭和 6年 )

244頁 ,372頁 に移出地各地から消費地までの経費を

米価との相関関係を解明す。

① 拙著『米穀流通組織の研究』 (昭和
“

年)に次の

各頁に統制管理下の流通経費を掲げる。

283～ 287頁 ,食糧営団の各地配給経費

317～ 3%頁,農業会の米穀集荷経費

373頁    集荷手数料の推移

417頁    食糧配給公団の配給経費

417～ 418頁 民営卸,小売の配給経費

419頁    ヤミ米流通経費

421頁 ,455～ 7頁統廃後の米穀流通経費の予想

① 拙稿「東京における自由米流通の実態」 (昭和

“年,農林中央金庫調査部編)19頁に自由米流通経費

を掲 ぐ。

① 拙著『企業的農業論』(昭和′年)8～Ю 頁に自

主流通米の流通経費,51頁にはその格上げを記す。

大正3年

8年

11年
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集荷配達料は 1里,倉庫料は 1カ 月を標準 (向井梅次

著『越中米の配給』昭和15年,103頁)

③ 米輸出ノ運賃諸掛及保険料 (大正 3年三井物産調

査)

④ 日本国ヨリ輸出スル場合

神戸港ヨリ欧州市場マデノ運賃 (積込賃,牌賃等ノ

ー切フ含ム)100斤 96銭 8厘

荷造代 (袋代及荷造人夫賃共)′′ 30銭

保険料          ′′ 6銭

合 計            1円 32銭 8厘

◎ 蘭貢ヨリ輸出スル場合

蘭貢ヨリ欧州市場迄ノ運賃 (積込賃及癖賃等ノー切

フ含ム)100斤 35銭

荷造代 (袋代及荷造人夫賃共)′′ 30銭

保険料             4銭 8厘

陸    運 水    運
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