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米 穀 流 通 の 時 代 的特 質

前 が き

拙著「米穀流通経済の研究一
近世以降の史的

研究
―

」(昭和50年)の余論 (p.390)に ,米の歴

史性を述べて欄筆したが,さ らにその歴史性をも

つ基盤となるところの近世以降の各時代の社会 ,

経済,政治環境の特性,その各時代の差異分析 ,

そして米の歴史性のもつ特定の現象が生起せざる

を得ない条件を吟味し,そ うした条件の時代時代

の時系列的変化が米の流通機構にどのような影響

を与えたか,の比較検討を加えて米穀流通の歴史

性を理解する。

1.各時代の社会・環境の特性と米穀流通

この点については近世封建社会 (仮 りにA段階と

する),明治年間 (B段階),大正 。昭和戦前期 (C

段階),戦時体制 期 (D段階),戦 後 期 (E段階),

の 5区分に して,それぞれの特性を列記すると,

A.近世封建社会 (A段階)

1.中央集権的,地方分権的な二重構造での封

建的統制社会であり,そのことは権力者が米

を直接管理する社会体制。

2.米穀経済 と貨幣経済の重複構造の社会経済

体制。

3.農 本 (重農)主義社会の基礎体制。

4.封建的地方経済の中での国民経 済 へ の展

開。

B,明治年間 (B段階)

1.近代的統一国家体制であり,政府が米を管

理 しない社会体制。

2.自 由主義的,資本主義の経済社会
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3.国際経済化への展開

4.産業近代化への展開

5.外米輸入の必要を生ずる経済社会

6.前時代の米穀経済社会から完全に貨幣経社

会への転化の中で,米の商品生産と現物地代

が展開した社会

C.大正・昭和戦前期 (C階段階)

1.帝国主義的,統一国家の完成

2.産業独占資本の展開

3.通信,輸送機関の発達

4.米穀産業の非近代化あるいわ近代化産業と

の格差の拡大

5。 米穀法,米穀統制法の展開

6.準戦時代に伴う国際経済の後退

D.戦時体制期 (D段階)

1.戦時体制の経済統制社会

2.国際経済の離脱

3.軍事優先の政経不分離体制

4.食糧管理法による戦時食糧統制の展開

5.米穀売専体制の確立,こ こに再び権力者が

米を管理する体制の再現

E.戦後期 (E段階)

1.敗戦によって,民主主義社会化,(農地解

放)自 由主義経済の回復

2.高度経済成長,国際経済化への復帰

3.食糧緩和,食管制度の自由化志向

4.食糧自給率の低下

5.米についての政経不分離の存続

以上の各時代の特性の差異分析によると,封建

社会のA段階は封建的分権と中央集権 的 で あ っ

て,明治以降のような近代統一国家の経済社会で



そしてB段階で発展した産業の近代化はC段階に

おいては独占資本主義への形成を展開させ,それ

と同時に第 1次世界大戦後の不況も国際的連動に

よって,世界不況の影響を受けることとなった。

このような日本経済の世界経済との連動する国際

経済の下にあって,日 本国内の経済圏に押し込ま

れてきた米穀産業は農工間の発展的格差の表徴と

して,他産業の近代化,国際化との比較 に おい

て,資本の比重,ス ヶ―ルメリットの点,付加価

値の点においても,日本的経済ウエー トが他産業

に比して発展の低滞性を示 していた。 
´

他方,米穀は国民の主食としての地位において

この時期に米穀法,米穀統制法の制定によって近

代国家として始めて,国民的施策としての米価の

安定を目標として制度的,恒久的政策が登場した

のであった。それは生産者団体である産業組合を

して従来の商業的米穀集荷機構の外に,産業組合

の共同集荷機構の展開を容易にさす条件ともなっ

ていた。

D段階 (戦時体制期)は大正 。昭和戦前 期 に比

し,自 由経済に代わり戦時経済統制への転換,そ

して物資流通の計画経済化,軍需物資 の優 先生

産,優先流通が至上主義とされねばならなかった

時期であった。その要請にもとづいて産業の公企

業的経営化,商業利潤の脱皮,産業報国,商業報

国の下に商業機能の停上が各業にみられ,米穀商

業にも商業組合そして食糧営国への組織替えがみ

られた。そして明治,大正,昭和初期への連続さ

れてきた国際経済化の展開も停止されて国内でブ

ロック経済化,近世封建社会の鑽国的経済の再現

の色彩が展開されてきた。さらに国内生産物資の

不足は割当配給制度の実施によって,政府あるい

は公共機関による生産と消費の流通接点を管理統

制する体制が整備さることとなり,従来の商業組

織,流通機構が廃止されることとなった。そして

再び権力者が戦時食糧安定のための米を管理する

体制となった。この点が戦時経済体制の特質であ

り,D段階と前後するC,E段階との大きな差異

といえる。

E段階 (戦後期)の終戦直後は戦時体制期 と同
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はなかった。そこには封建的統制と株仲間による

業者的自治統制によって,地方経済の物資流通の

上に全国市場への流通が展開されていた。それが

明治以降の国民経済的市場形成の素地をつくって

いた。

またA段階においては未だ輸送の近代化,鎖国

による国際経済化もみられず,商業資本の活動の

みで産業資本の蓄積,拡大がみられなかった時代

であった。すなわちマックウエーバーの指摘する

資本主義の発展,産業の近代化の条件を欠除して

いた時代であった。その条件は次期のB段階であ

る明治期に完成 したといえる。

B段階はA段階の近世封建社会に比して統一国

家の完成期でもあり,かつ貨幣経済,資本主義の

発展,国際経済化が展開された時期であった。そ

れにはA段階における統制的色彩を排除した自由

主義経済を大きく前進させねばならなかった時代

であった。そして統一国家の近代的形成には財政

収入の確立,新 しい財政収入基盤の土地制度,そ

れに多くを依存する税収入の金納化,地主制度の

確立が要請された。そこにはA段階と異なること

となった藩籍奉還,地租改正が実施されて,AB
段階の顕著なる差異条件を形成 した。そこにはB

段階における特質すべき米穀商業組織の全面的流

通機構の確立を必要とした。他方,B段階は封建

社会に比して鎖国からの解放によって欧米諸国の

輸入文明,技術に よって産業の近代化,殖産興

業,教育,軍事,商工業の急速な発展が み られ

た。その政策的基礎には自由経済的な物資の生産

政策,流通政策がとられてきて,封建社会にみら

れた株仲間制度も廃止されていて,資本の活動を

制約するところがみられず,A段階において権力

者が管理していた環境からB段階においては資本

の原理が大きく米の上にのしかかってきた。

C段階 (大正。昭和戦前期)は B段階の自由主義

経済下での資本の蓄積が進み,と くに日清,日露

の両戦争によって産業の近代化が重工への展開が

促進されることなり,日 本の自力による東洋市場

への進出を可能とし,さ らに大正初期の第 1次世

界大戦には欧州市場への貿易進出が促進された。
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じく不足する物資の公平均等配給,重点傾斜配給

の必要のため,統制管理体制がつづいたが,連合

軍司令部の日本経済の民主化,財閥解体,農地改

革によって,戦時経済統制の体制脱皮,不足物資

の生産向上,戦後の生産性向上への努 力 に よっ

て,生産の回復,特需景気からする敗戦からの復

興に支えられて,統制経済から自由経済への復帰

と展開がみられた。そして日本の経済力による高

度経済成長も遂行されて,現在の産業経済の大規

模化,大量消費時代,国際経済の上にも経済力を

保つことになった。

このような経済成長の中で米穀統制はD段階と

同じく米を権力者が管理する戦時期のままの食管

制度が維持されているが,同制度の中での自由化

志向がD段階の戦時期より著 しく進展してきてい

た。

2.特定現象が生起せざるを得ない

条件の吟味

A段階

1.封建的統制のために米穀流通機構の統制的ル

ー トの展開

2.米 穀と貨幣の両用経済のため封建的領内での

完全貨幣化が不可能であったため,中央金融市

場での換金の必要

3.米穀商業資本の流通資本と高利貸資本との併

存 〈札差,掛屋の介在〉の必要

4.そ こには領内での商品化された米穀流通の商

業ルー ト〈産地,仲継地の米間屋〉 と封建的管

理ルー トとの二元化が成立,<それは前者が副

次的であり,後者の管理ルー トが主体的であっ

た>

B段階

1.A段 階の特定現象である米と貨幣との両用経

済の下での中央市場での換金,米穀流通資本の

商業,高利貸の両用機能,商業と統制の二元化

の特定現象がB段階になって,商業的に全面一

元化機構を生起させた。

2.産 業近代化によるため都市の発展,米の消費

人の増加,そのための外米輸入の必要

3.米価変動への対応上 ,(国人経営を可とするた

め産業近代化への停滞性と,そのための格差拡

大

4.米穀産業自体のスケールメリットの限界性か

らする近代化への停滞性,〈生産と消費の零 細

性に基本要因がある〉

C段階

1.近代化産業の展開によって米穀経済の国民経

済に占めるウエー トの低下

2.米穀統制による米価の変動幅の縮小による生

産者団体の共同集荷, 販売体制の展開,〈組合

的統制米 と商業機構との二元化〉

3.鉄道輸送の拡大による取引単位の低下,それ

による米穀卸売業者の零細化 ,〈近代産業 との

格差拡大の要因の一つ〉

4.米穀流通の合理化,能率化の停滞性

D段階

1.戦時食糧統制のそめの食糧管理法 に よる米

穀,食糧の専売体制の確立

2.米穀流通統制の一元化ルー トの展開

E段階

1.経済民主化による米穀流通業者の登録制度の

採用

2.食管制度の自由化志向による統制と自由の二

元化ルー トの展開

3.時系列変化に生起される現象が

米穀流通に与えた影響

A段階における米穀流通が封建社会の最大経済

組織であり,封建的財政の財源であり,かつ封建

的家臣の給与財であり,社会経済の最重要な食糧

であった。そして貨幣経済社会の完成をみていな

かった時代であったため,商業機構に依存しない

で封建領主自らの責任と危険において中央市場に

回米して貨幣化=商品化 していた。そこには米穀

の生産と消費の全体の流通過程を商業資本に依存

していなかったので,他の商品との異質性を示し

ていた。そのことがまた異質な商業資本として米

穀流通資本と封建領主への貸付金融資本としての

機能も果たさせていた。

J
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B段階においては明治以降の近代統一国家の成

立によって封建的流通統制の機構が崩壊されて,

過度的経過の措置が存在した。そして米穀の封建

的性格を離脱した商品として米穀流通機構が新た

に展開し,新 しい時代の新しい自由主義経済体制

の下に,一元的米穀商業組織の展開が促進された

のであった。 しかし近代国家の発展する中で,米

穀政策は未だ臨機的措置にとどまっていた。明治

年間では前時代の封建的統制機構に代って,生産

地における全面的に商業的集荷機構によっての消

費地の商業的米穀流通機構への連繋となった。そ

れがB段階の明治期の貨幣経済,地主制度の展開

に必要であり,日 本経済の近代化条件でもあった

のである。

また当時の外米輸入も政府管理の強力もなく,

商社資本と国内米穀業者の資本との連繋の下に放

置されていた。このような米穀商業機構が産地集

荷機構と消費地の卸,小売の流通機構が連繁的整

備された。それは当時の日本の商業機構 の典 型

的,代表的なものであった。それは前時代のA段

階における基盤に多くを依存されていた。同時に

それは昭和戦前期に展開された米穀統制に際して

も,今 日的な統制と自由の二元化の展開の中にあ

っても,その原形をとどめる特徴ある流通機構で

あった。

C段階になって国民経済の一層の発展,食生活

の安定の中での大正7年の米騒動の発生は,近代

国家の完成に伴うおくればせながらの,米穀法,

米穀統制法の制定となった。それによって米価の

安定は生産団体の米穀共同集荷,販売の展開に容

易な条件となり,さ らに米穀自治管理法の制定は

一層に生産費団体の共同貯蔵,共団集荷の有利性

を発揮することとなった。それは反対に既存の米

穀商業機構による集荷機構を排除する こ と とな

り,共同集荷,共団販売の系統団体の組織拡大と

施備を促した。そして同系統の販売米は消費地市

場において商品化されることとなった。そのこと

はA段階における封建回米による商品化と類似性

をもつといえよう。このような時代的変化の背景

をみると,資本主義社会の下での商業機構を容認

しながら,経済の合性化,能率化を求める共同集

荷,販売の体制が農政上からの要請でもあった。

D段階においては戦時経済統制,戦時食糧統制

の強化は商業資本,商業機能を全く排除した一元

的統制の米穀流通機構の確立を必要とした。この

要請は戦時統制の下での異質的特性をもった流通

管理体制の整備条件としていたことが,さ ながら

A段階においてもみられなかった全くの一元的流

通統制の強化であった特性的現象を生起させた。

E段階においては戦後の民主化された経済社会

の生成は流通機構についても民主化を志向し,米

穀流通の統制機構も統制機関としての食糧配給公

団が一時的に形成されたが,その民主化の志向と

して集荷の登録制度,公団の民営切替が集荷と同

じく登録制度によって実施された。ついで食管制

度自体の自由化が自主流通米制度,物価統制令の

廃止によって米価の自由化の拡大,政府管理米の

自由米らしき部分の増大によって,米穀商業機能

の活動の拡大となってきた。その発展過程におい

て米の生産と消費の本来的零細性の不 変 の下 で

は,流通機構も,流通機能も必然的に構造的伝統

性,保守性の上に,C段階と符合する統制と自由

の二元化機構が再展開されることとなった。

4.現象をどのように変化させるかの

比較検討

以上の時系列的現象の中で,如何なる経済社会

においても,分業の法則性は必要であり経済性追

求の原則がある。この法則的,経済的に要請され

る分業の具現化は米穀流通機構の場合でも同様で

あり,伝統的に不変である米穀自体の特牲である

生産,消費の零細性はその流通機構においても流

通段階の過多,複雑化,流通企業の零細化を特徴

としている。そのためにその統制方式も時代を超

えて集荷と分配の接点を為政者 (権力)が管理す

ることにあった。そして流通の下部機構において

は一時的には可能であっても,商業資本を全く排

除し得ない。 したがって一時的には非商業資本に

委ねる管理方式を整備しても,流通機構全体的に

も商業資本に委ねるか,商業資本を排除するか,
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に規定されても,こ の両資本の勢力の優劣関係が

米穀流通機構の統制と自由の歴史と同時に,その

具現の中での統制と自由の一元化,二元化の歴史

性が日本米穀流通史の中に存在するといえよう。

すなわち,

A段階一 統制機構を主導として,商業機構と

の二元的流通機構型 〈消費地でのみの商業機

構主導型〉

B段階一 商業機構の全面的一元化機構型

C段階― 商業機構主導と生産地の共同集荷,

販売統制の二元的機構型

D段階一 統制機構の全面的一元化機構型

E段階― 統制機構主導と商業的自主統制機構

型

このような歴史性の基盤は,

① 権力者が米を管理することにあるや否や,に

より統制と自由の歴史性がまず生起される。

② そのことが米穀商業資本の活動を可能とする

か否かによって,米穀商業機構の生成,発展の

歴史を生起さすことになり,その逆もまた生起

される。

③ そして米穀の生産構造,流通構造,消費構造

の零細性が改善されぬ限り,米穀流通段階の複

雑性,多段階性は「革新」をみない。

④ そのことが米穀流通構造を時系列的にも,政

治社会の条件変化と無関係に優先して,政治,

経済,社会の時代的異質性を乗 り越えて,米穀

流通の歴史性をもつといえる。

⑤ そこで上記の ①「権力者が米を管理するか

否や」,②「米穀商業資本の活動の可 能 性」に

よって,ま た統制と自由の歴史的還元性,そ し

てその推移の過程で「統制を優先する統制と自

由」また「自由を優先する自由と統制」の二元

化が生起していた。

以上の諸整理,分析からみて,それぞれの時代

の時系列的な米穀流通の歴史性の主要点は米穀流

通資本の商業流通に全面的に依存されたか,あ る

いわその部分は米穀流通の統制と自由の歴史的還

元性の内容 〈自由と統制の共存するウエー トの差

異〉にある。そして各時代の社会,経済,政治体

制が異なるにせよ,いづれの時代にも米穀の流通

が生産される時点から,消費される時点までの場

所的,時間的,人格的乖離を結びつける機能の必

要は不変である。その理由で米穀の生産と消費の

零細性 く個別性〉が時系列的にはぼ不変である限

り,米穀流通の歴史性の下に国民経済 の政 治体

制,社会経済の体制がどのように変化 しようと,

米穀流通構造に変化を生起せしめ得なかった条件

があったといえる。

わが国において上記の米穀商業資本の存在の必

要度合と,それを規定する統制と自由の歴史的条

件が米穀流通構造の「統制の一元化」,「統制と自

由の二元化」,「 自由の一元化」,そ して「 自由の

中での統制が併存する二元化」を歴史上に展開さ

せてきたといえよう。それはいうまでもなく新し

い要素を含んだ類似性の繰り返えしである。

5。 余 言

本研究の中で把握できた歴史的背景の基底とな

っていた条件と類似する点は,

① 米の生産と消費が封建社会 か ら明治,大

正,そ して現代にいたるまで,零細化した無数

の直接の生産者と消費者の存在によること,そ

こには当然に生産と消費を結ぶ流通機構が多元

的段階の発生とならざるを得ないこと。もし生

産方式なり,加工方式 (イ ンスタン ト化,大精

米,カ ン トリーエレベータなど)な り,消費方

式などが粉食のように大メーカーの大規模加工

の介在をみたり,ア メリカの穀物流通のような

大型化,合理化されたとすれば,米穀流通機構

にも昭和戦前期にすでに,中間流通機関の排除

をみた近代化された新 しい流通機構が生まれて

いたことでもあろう。

② 米の輸送組織が近代化したとはいえ,米の

貯蔵,加工の構造変化と近代化の面があったと

はいえ,それは米にはバラ輸送,バ ラ貯蔵など

による規模の利益を追求する余地が少なく, し

たがって米の流通組織に新しい合理化能,率化

の変化が起り得なかったといえる。

③ 米の流通機構を統制する場合でも,集荷と



配給の接点を常に為政者が一手に管理すること

となり,その取扱業者を許可制,指定制にして

いたことも変りない。

④ 米はわが国,食生活の大宗であることも,

今昔を通じて変っていない。 したがって需給に

均衡を欠くときには常に為政者が統制する。と

くに封建社会は米が食糧のはかに財政的意義を

もっていたので,統制する面が強かった。現在

でも米の食糧としての重要性のはかに,農村票

からの政治性や食糧自給のための農政としての

意義を政策的に,重視されてきていることも類

似する。

⑤ 米の流通統制が行われたにもかかわらず ,

集荷面について生産者の自家消費量まで管理す

ることが事実上,不可能であるから部分的に商

品生産を許す (見逃がす)余地をつくることに

なる。また配給統制の面でも封建時代も,現代

も統制された管理米が為政者の負担において,

消費地に運ばれ貯蔵された。封建時代の回米,

蔵屋敷での貯蔵と払下げによる商品化は現在の

政府米の回送と政府倉庫,政府指定の民間倉庫

での貯蔵と払下げと全く類似している。これ以

外に直接的流通管理の在り方を見出し難いとい

える。

③ 米の間接統制を建前とする米穀政策も,今

音を通じ安きに買い上げ,高きに売り出す「常

平倉」方式が封建時代でも,大正,昭和の米穀

法,米穀統制法の時代でも採用されていた。そ

こに関連する米穀流通機構にも共通性をみる点

がある。かりに現在の米の管理体制が米価の統

制を残して,流通の自由化を追認する間接統制

に改善されるならば,恐 らく昭和戦前期にみた

ような米穀流通機構― 農協の自主的統制ルー

トと商業ルー トの二元化
一

が生れることであ

ろう。

以上の理由から各時代の米穀流通とその統制方

式の類似性,歴史性を見出すことができる。そこ

には完全統制以外に自由流通米 (商業機能による

流通機構)の発生が必然的に生れざるを得ないこ

とが指摘できる。このような米の歴史性は基本的

には,わが国の米の生産,加工,流通,消費の零

細性が近世,近代,現代 と大きく変化 していない

点,そ して米が常に国情に大きく影響されていた

点を指摘できる。

なお本研究において歴史的に把握できた米穀流

通の個別的特徴については ,

① 米は日本経済史のなかで封建制度に重要な

意義をもち,かつ米穀流通は江戸時代には前時代

の中世領域経済から広域経済への展開を促進させ

た基礎を果 した。すなわち近世封建社会は江戸幕

府が日本全国に天領地を領有 し,天領 か らの江

戸,大阪への回米,諸藩の貨幣経済に対応する藩

財政の調達のため,大阪蔵屋敷への回米の必要を

生 じ,中世に比 して米穀の移動が全国的な広城経

済への展開が促され,輸送の発達,米穀輸送の返

り荷としての中央市場か らの商品流通 が 全 国的

に,展開されたことを指摘することができる。と

くに地方米穀市場の展開については江戸時代の初

期において,すでに地方経済の中核をなしていた

こと。そして地方市場での米の商品化,その取引

形態,封建領主の収納米を商品化するための米券

制度,投機取引の発生もみられていた。そして地

方米穀市場が中央米穀市場に結びつく流通センタ

ー的仲継地 としての機能を果たしてい た とい え

る。また地方米穀市場は貨幣経済と商品経済を中

央米穀市場か ら導入する媒体的機能を果た してい

たともいえる。

② 米穀の流通が商業発達史のなかで,封建領

主が貢租として集荷 し,蔵屋敷を通 じて払下げら

れ,大部分が消費地において始めて商品化されて

いたために,米穀商業が当時の典型的,中心的商

業機能を行っていた。すなわち近世の米穀商業は

機構的には生産者から消費者へ商業的に連けいし

ていなかった点に,他の商品商業の流通構造と異

なる特殊性をもっていた。そのことは貨幣経済と

米穀経済の両面に,近世封建社会が立脚 していた

ことに因るものであった。そして特徴的なことは

前記の米穀経済と貨幣経済の両用経済か らする必

然性から,大量の米穀が中央市場において始めて

商品化されていたことになる。この封建的回米が



米穀流通の時代的特質

中央市場において貨幣化される段階において,米

穀商業資本ならびに金融資本が利用され,高利貸

資本となる蓄積ともなって,近世商業資本の展開

がみられたのである。それが次にきたる近代経済

史の明治期に日本資本主義発展の一つの礎となっ

た。この点については⑤において指摘する。

さらに指摘せねばならぬ特徴に,米穀流通のた

めの投機市場の発生をあげることができる。その

近世米穀投機市場の構造が基本的には現 代 の証

券,商品取引所の取引仕法に引きつがれているこ

とも特筆すべきことがらである。

近世米穀投機市場の堂島米市は前記の封建的回

米のヘッヂ機関として発生したもので,その発生

の時期もヨーロッパのの穀物投機市場よりも古い

時期であった。そしてその投機市場は大量の回米

に対 して価格下落の危険を回避するその保険機能

をもち,封建領主自らが必要とする経済機関であ

ったといえる。

③ 近世米穀流通の輸送的特徴としては仲継地

取引の発生,委託取引の活用が輸送上の長期化 ,

海難,価格変動の多発化などによって行われ,欧

米の取引方法にみられたオプション取引,オ ッフ

ァー取引も,すでに地域的には存在していた。

しかし前記の伸継地取引は前期的,非近代的取

引を発生させ,米穀流通機構の複雑化を招いてい

た。それが明治末期からの鉄道輸送と通信の発達

によって,米取引に利用されるようになり,米取

引の近代化が進み,中間業者の排除が行われる革

新もみられた。

また米穀輸送機関の変化は米穀集散場所 の変

化,輸送経済の変化を伴い,臨海や河岸に集居し

ていた旧集散場所の米穀間屋の店舗,倉庫が貨物

駅附近に移転される新たな発展をみて,新 しい米

穀の抽象的市場を形成していった。しかし東京の

深川,神田川の米問屋河岸のように第 2次大戦の

米穀統制による米穀商業機能の終止するまで持続

した特殊事例も全国的には少なくなった。それは

A,マーシヤが指摘するように,「経済の進歩は

漸進的で継続的である」通り,商業機構の変化も

漸進性を裏付けると共に,米穀商業機能の「集団

的支配性」が如何に現状の維持に強力であつたか

も指摘できる。

④ 近世米穀流通政策は米が食糧として,また

封建社会の基本的経済財として最大の もので あ

り,米穀が封建領主の財政と直接的に結びつく封

建権力の表徴でもあったため,最大の重要な政策

であった。 したがって米穀流通政策はときに幕府

の中央集権的権力に従わず,各の地方分権的な力

に大きく支えられて,米穀流通の封建性も展開さ

れることがあった。それは封建経済の維持と領内

の民生安定の上からも,次の点に重要な意義をも

っていた。

1)領内食糧確保のための米穀流通対策上。

2)封建財政の基本財である米を貨幣化する管

理上。

3)民生安定のための物価対策に通ずる米価対

策上。

4)封建家臣国への扶持米給与の管理体制上な

どである。これらの対策を支障なく遂行する

ために幕府,各藩とも米穀流通業者を株仲間

制度によって自主的統制下においていた。

⑤ 明治維新以降の日本産業近代化への基盤が

米穀商業資本によって一部が展開されたこと,換

言すれば米穀の前期的商業資本が近代への一部連

続性を有 していた。そして産業近代化の展開につ

いて,米穀の経済的地位が対照的に国民経済的ウ

ェー トを低下してゆくことになったこと。それは

株式取引所の発展と米穀取引所の後退の比較にお

いても表徴されていた。

⑥ 明治初期の地租改正によって米穀から金納

への改正は生産地における米穀商業資金の巨額を

必要とし,その中に前期的商業資本,な らびに前

期的金融資本が多く投入された。ところがそれら

の資本は変革期の米穀流通の中で,利潤の拡大と

蓄積に成功した。それは寡占的御用機関としての

成長でもあった。 しかし日本経済の発展,成長に

つれて米穀流通企業からの近代産業への資本の逃

避がみられ,あ るいは海外貿易の商社資本に転化

する逃避もみられたのである。それは当時の米穀

流通企業特有の米価変動によるリスクの回避とい
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う点,ま た米穀流通企業の経営的スケールメリッ

トの限界性,な どの点において米穀流通資本の逃

避がみられたといえる。

⑦ 日本近代化の初期においては米を中心とす

る米券,金録公債,地券が初期の近代的有価証券

の役割を果たしていた。明治維新は封建社会から

明治政府による統一国家の社会への転換であり,

同時に米穀経済から完全なる貨幣経済への転換期

であった。それは政治,経済の両面においての二

大改革期であった。この改革を遂行するために採

用された制度が地券,米券,金録公債の三制度で

あった。それがいづれも,①米穀経済の上に形成

され,② 日本近代化への初期の有価証券としての

性格と機能を整えていたこと,③かつ貨幣金融の

有力な担保物件となっていたこと,④その資金が

産業に投資されたこと,を指摘できる。

この三有価証券の中,地券と金録公債は封建社

会の崩壊と新政府の発足によって生れた制度であ

り,米券は前時代からの活用とはいえ近代的倉庫

機能,金融機能と新たに合理化された制度であっ

た。しかもこの三有価証券は株式,社債などの証

券市場論でいう資本証券的な有価証券制度が展開

される以前の段階において,重要な社会経済的意

義をもっていたのである。そして地券と金録公債

は外国での外貨債と共に,日 本の近代国家形成の

初期での最初の有価証券であり,封建経済から近

代の貨幣経済,な らびに一部の産業資本への橋渡

し的役割を果たしたともいえよう。したがって両

証券は前記の通 り産業近代化の一翼をになった制

度ともなったといえる。

また両証券は地券が地租としての国税歳入面で

の地主に対する制度的措置の手段であったのに対

し,金録公債は国税歳出面での制度的措置の手段

であったことも対象的であった。この両制度の存

続は近代国家の確立,経済発展の進行によって,

その役割を果たして終止した。それはいうまでも

なく日本資本主義の展開過程での株式,公社債な

どの近代的資本証券に,次第に代替されていった

のである。この点からも日本資本主義発展の過程

が鮮明に表徴される課題といえよう。

③ 資本主義発展の過程で,日 本農村の半封建

遺制が現物地代の存続に表徴されていたが,こ の

現物地代は明治以降の地主の富の蓄積,その地方

産業や地方金融への投資が日本資本主義の原蓄的

基盤となり,それは小作農民からの所産であった

ともいえる。また現物地代の存続とその高率小作

料は農村労働力を近代産業へ低賃金の下に追い込

んでいた。それでは何故,明治以降に地主制が現

物地代を発生させ,存続させていたかをみると,

1)農村における貨幣経済が十分に定着してい

なかったこと。

2)明治政府は地租納入者に納税義務を負わし

めると同時に,地主としての土地の所有権を法

的に確認した。それは見方によっては政府の租

税徴収側からすると,徴収単位の可及的集中化

が徴税能率と効果を結果的に期待できたともい

える。

3)地租が貨幣経済に即応するため地代評価の

地価を課税規準として金納制を実施 し,地主と

小作人の間は封建的現物地代の存続とした。

4)それは地租改正当時の米価が必ずしも現物

地代を不利としなかったこと。

5)小作制度には減免の慣行のあること,米価

変化のリスクを地主に負わしめると考えられた

こと。

6)明治後期になって米価高が地主に現物地代

の有利性をもたらし,それ以降も地主自ら現物

地代制を解体させなかったこと

などによる。このようにして存続した地主対小作

人の間の現物地代制は生産地における米穀の集荷

機能と貯蔵機能を地主が一部代位したことにもな

っていた。

③ 昭和戦前期の自由取引時代の米穀商業機能

にはクラークの商業機能に指摘される買集,販売

(需要の創造),運輸,貯蔵,金融,危険 負担,

標準化の諸機能が果たされていた。また最近のマ

ーケテイング機能の重要部門である情報機能も市

場相場,商品改良の指導などもみられていた。

しかし米穀統制の強化は前記の米穀商業機能を

漸次,後退させていった。その反面,農村におけ
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る産業組合による米穀の共販体制の展開に寄与し

ていった。さらに戦時米穀統制の強化は昭和戦前

期に基礎づくりされされてきた米穀統制法の食糧

管理法への強化によって,米穀流通の完全統制を

実現 した。それが戦後から現在にいたる間に,食

糧管理法は同法自体が自主流通米制度や,配給米

に対する物価統制令の廃止,な どを制度的に追認

していって,流通自由化の方向を自ら形成しつつ

あった。

⑩ 米は日本の歴史の始まりから権力と結びつ

き,古代の祭政一致から庄園,封建領主の権力に

結びついてきた。また明治以降の日本近代化の中

にあっても農村社会にみられた地主,小作の関係

にも明らかに米が政治に結びついていた地主制度

を見出すことができ,農村社会にみられた日本農

村の半封建遺制が戦前まで存続してきた。そして

現代においても米の供出制度,配給制度が戦後の

昭和20年代の後半から30年にかけて,日 本経済の

民主化と共に米穀統制も民主化がすすんだが,日

本人の主食である米は日本農業の根幹であるとこ

ろから,他作物に比して自由化のおくれをみて戦

後に残る唯一の統制物資となっている。これも日

本の米にみる権力との結びつきといえる。別言す

れば日本の米にみる政治と経済が分離し難い条件

によるもので,政経不分離を示す性格といえる。

この米のポリテイカル,エ コノミーの性格が現

行食管制度に米の経済合理性を政治が制約してい

て政経不分離を示し,それは農民の政治力が食管

制度を持続させる生産者団体の圧力となっている

に外ならない。

① 米穀流通機構の歴史的推移の中で,今次の

戦時統制下での米穀流通機構の自由化への変革過

程においても,中世から近世,近世から近代の明

治,そ して明治から大正,昭和戦前期の米穀商業

機構の変革の中にあって,流通機構の時代的特質

とその整備は前述にも指摘したところであるが,

A,マーシヤルのいう「漸進的であり,継続性」

をもつということ。その外に本研究において,も

う一つ,「前期的流通機構と新機構とが一定期間

の混在を持ちながら,漸進的に継続的に,新機構

に移行している」ことが理解できる。

さらに今次の米穀流通統制の展開と統制緩和の

過程において,統制的展開の場合には卸売機構か

ら統制が先行するのに対 し,統制緩和ならびに自

由化に際しては,小売機構から卸機構に及ぶとい

う法則性が看取し得る。それは水門の流水を調節

するケースに似て,上流,下流の水門調整を行う

順序の「水門の法則性」とも呼称し得よう。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

