
第１章

国立銀行条例の形成過程

１．はじめに

資本主義的経済発展の観点からみると，明治維新直後のわが国は，当時の欧

米諸国に後塵を拝しているという事実は覆うべくもなく，その差を埋めるべ

く，各方面での社会制度の導入が図られた。その中核をなすものの一つが金融

制度の移植である。この欧米からの金融制度の導入と表裏一体となってもたら

されたのが，株式会社制度である。

そして，本格的な株式会社制度の導入を図るべく導入されたのがアメリカの

国法銀行制度である。範となったのはナショナル・バンク・アクト（ The National

Bank Act１，１８６４，以下，１８６４年国法銀行法２）であった。

しかし，当然のことながら，出来上がった国立銀行条例は１８６４年国法銀行法

を翻訳しただけのものではなかった。

そのため，１８６４年国法銀行法のどの部分がそのまま国立銀行条例に採用さ

れ，どの部分がいかに修正を加えられて国立銀行条例に組み込まれていったの

か，ということを明らかにすることが本稿の目的となる。

その為，検討の前提として，この研究テーマに関する先行業績の確認をして

おかなければならない。この国立銀行条例の成立過程に関する研究テーマは，

決して小さなテーマではない。そのため，経営・経済史，企業論，金融論，法

制史といった各領域の研究者による研究の蓄積がある。まずはその先行業績の

概要と，まだ解決されていない問題を浮き上がらせることから検討を始めた

い。

これまでの国立銀行条例の成立過程に関する先行研究としては，主なものだ

けでも土屋喬雄氏の論考［１９４１］，高垣寅次郎氏の論考［１９５５］，［１９７０］，新保

博氏の論考［１９６４a］，［１９６４b］，田中生夫氏の論考［１９６４］，藤村忠氏の論考

［１９７１］，小山賢一氏の論考［１９７８］，佐藤義雄氏の論考［１９７９］等があげられ

よう。まずはこれらの先行研究を発表順に整理し直し，概観する。

まず土屋喬雄氏の論考［１９４１］を採りあげる。
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この論考は国立銀行条例の草案として『紙幣條例』３の存在を最初に採りあ

げ，文献の概要を紹介し，『紙幣條例』本体を掲載している。

土屋氏は論考の中で，この『紙幣條例』を国立銀行条例の草案であるとし

て，「我国経済史上，特に我国銀行史上劃時代的な文献である」（１頁）とす

る。そしてこの『紙幣條例』が木版本として発刊された時期について，以下の

ような言及をしている。

「何時頃刊行されたものであるかについては，明確にはわからないが，明治

四年八月十日以前のものであることは略ぼ疑ひない。その理由は左の如くであ

る。即ち，「紙幣会社」の第一條に「大蔵省中別ニ一寮ヲ設ケ…此寮ノ長官ヲ

紙幣頭ト稱シ」云々とあつて，この書が紙幣寮の設置されない以前に書かれた

ものであることがわかる。そして紙幣寮の置かれたのは，明治四年八月十日で

あるからである。」（４頁）とし，さらに『明治財政史』の記述を採りあげ，

「『銀行條例編纂掛』の置かれた明治四年の末以後にこれらの草案が書かれた

のではないかと疑はれないでもない」（４頁）が，「私の想像によれば，『紙幣條

例』及び『紙幣会社成規』は明治三年の夏より明治四年八月までの間に起草さ

れたものであらうと思う」（４頁）とする。

『紙幣條例』と国立銀行条例の内容については，「銀行の元金に関する規

定」（４頁）および「政府に預け入るべき公債の元金に対する割合及び正貨にて

準備すべき分の割合」（７頁）には相当の差異があるとしているが，「内容の根

本方針は殆んど相異はないやうである」（７頁）としている。

しかし，詳細な比較検討はなされていない。

高垣寅次郎氏は，その論考［1955］において，日本における国立銀行制度
がアメリカの国法銀行制度に範をとる経緯について，伊藤博文が渡米するとこ
ろから検討を始め，「国立銀行条例は二十八カ條百六十一節から成り，その

内容の配列，規定の細目など，紙幣條例と同じではないが，實質的にはそれ

を基礎としたものであって，當時，銀行制度を審議する過程において，このよ

うな草案が用意されたものと思われる」（１９２頁）としている。

　しかしながら，ここにおいても具体的な比較検討はなされていない。
　一方，紙幣條例の成立時期に関しては土屋氏の認識を支持し，土屋氏がその
可能性を感じた『明治財政史』の記述に対しては，「国立銀行条例ならびに同
成規であって，紙幣條例ならびに紙幣会社成規と見るべき根據はない」（192
頁）とする。
ただ，「紙幣条例が研究されたことと，印刷されたこととが別問題であるの

は言うまでもない」（１９３頁）としている点が特徴的である。

また，『紙幣條例』と国立銀行条例の詳細な比較検討はなされていない。
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１９６４年に入ると，新保博氏が立て続けに２本の論考を発表する。

新保博［１９６４a］においては「国立銀行条例が成立するまでの過程を明らか

にしつつ，国立銀行条例成立の必然性とその歴史的意義を検討する」（８３頁）こ

とを課題とし，土屋氏の紹介した「紙幣条例」を採りあげる。

そこでは先ず紙幣條例について，「土屋氏は『紙幣條例』の成立時期を明治

３年夏より明治４年８月までの間と規定しているが（中略），著者（新保博氏―筆

者（白坂））は伊藤案の採用決定後この『紙幣條例』が作成されたものと考えて

いる」（９１頁）とし，『紙幣條例』の成立時期に対して別の説を唱えた。

根拠として，新保氏は「明治４年４月の段階では政府部内において未だ伊藤

案に対する否定的意見が支配的であり，そして同年１２月の文書は『紙幣條例』

の中心的内容に対して修正意見が有力化したことを伝えている」（９１頁）ことを

あげている。

そして，へプバーン（ A.B.Hepburn）［１９１５］の指摘するアメリカの１８６４年国

法銀行法の特徴と『紙幣條例』との比較検討おこなう。

結果として新保氏は「『紙幣条例』は，１８６４年に制定された米国の National

Banking Act（国法銀行条例）のほとんどをそのまま翻案したものであった」（９１

頁）との認識を示している。

ついで発表された新保博［１９６４b］は，「『紙幣条例』と最終的に制定・公布

された『国立銀行条例』とを比較しつつ，『国立銀行条例』の歴史的意義を明

らかにする」（１３頁）ことを目的として書かれた。

ただし，その比較検討は「発券規定に焦点をしぼって『紙幣條例』と『国立

銀行条例』の相違点を詳しく検討」（２０頁）したものとなっている。

新保氏の二つの論考においては，１８６４年国法銀行法→『紙幣條例』→国立銀

行条例の位置づけがはっきりしており，どの段階で如何なる変容が起きたのか

が明らかにされてはいるものの，金融・発券銀行としての特徴に焦点をあてた

限定的な比較となっている。

新保氏の論考が発表された同じ年に，田中生夫氏の論考［１９６４］も刊行され

ている。そこでは国立銀行条例制定の背景としての明治四年の銀行論争につい

て，論争となった「二つの銀行構想を明らかにし，その上で銀行史上の既知の

諸事実をそれら構想の推進過程として再構成する方法」（２２８頁）により詳細な

検討がなされている。

そのため，１８６４年国法銀行法から『紙幣條例』，国立銀行条例への変容の様

子への言及はない。ただ，「『紙幣条例』には日付がないために，刊行時期がい

ろいろと問題になるのであるが，いまはこの点には触れないことにする」（２２９

頁）と明確な判断を避けつつ「この『紙幣条例』の紙幣は正金兌換であるのに
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対して，伊藤（博文―筆者）の「紙幣会社」の紙幣が後述するように政府紙幣兌

換であるという相違である」（２２９頁）との指摘をしている。

再び高垣寅次郎氏が国立銀行条例に関する論考を発表したのは１９７０年であっ

た。この高垣寅次郎［１９７０］では先の明治四年の銀行論争の経緯，及びアメリ

カのナショナル・バンク制度が依拠する法律名について考証している。

藤村忠氏の論考［１９７１］はそのタイトルがそのまま本稿のテーマと関連する

ものである。そこでは「明かにアメリカの「国法銀行法」または『紙幣條例』

の該当規定を模倣移植したものと察せられる規定のおもなものは次のように沢

山ある」（７８頁）としているものの，残念ながら，具体的に「国法銀行法」のど

の条文とが対応しているのかは言及されていない。

１９７２年には，高垣寅次郎氏がそれまでの論考をまとめる形で著作を出版して

いる。そこでは第六章に「国立銀行制度の成立」として国法銀行法と『紙幣條

例』の検討と伊藤博文と国立銀行制度の考証がなされている。

小山賢一氏は，その論考［１９７８］において国立銀行条例のどの条文が１８６４年

国法銀行法のどの条文に対応するかを明らかにしている。

これまでなされていない具体的な試みであるが，採りあげられた条文は第１

～８条，第１０～１１条，第１３条と部分的な比較検討にとどまっている。

佐藤義雄氏の論考［１９７９］は法制史の立場より，主に国立銀行条例のうち株

式会社の特徴についての解説がなされている。

ただし，１８６４年国法銀行法から『紙幣條例』を経て，いかなる箇所がいかに

変化修正を加えられたのかという点に関しては言及がない。

以上，国立銀行条例の成立過程に関する先行業績を検討した結果，いまだに

明らかにされていない点として，以下の２つの問題点が存在する。

第一の問題は，『紙幣條例』の成立時期はいつなのかということである。

第二の問題は，範となったアメリカの１８６４年国法銀行法から，その翻訳であ

る紙幣條例を経て国立銀行条例となる過程で如何なる点がいかように変化した

のかと問題である。とりわけ紙幣條例と国立銀行条例の比較検討は部分的には

なされてはいるものの，全体を通した包括的な比較検討はなされていない。

以下，これらの問題を解決すべく検討を進める。

２．明治四年の銀行論争と『紙幣條例』の成立時期をめぐる議論
―紙幣條例２文献説―

さて，なぜ国立銀行条例がアメリカ，１８６４年国法銀行法に範をとることにな

ったかという直接の要因は，いわゆる明治四年の銀行論争の結果によるものと
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考えてよい。

しかし，その議論の中身についての詳細な記録はない。

そのため，時系列で事実を辿りながら，この議論の概要と本来の目的である

「紙幣条例」の成立について検証していきたい。

（１） 明治四年の銀行論争の概要

そもそも明治四年の銀行論争といわれるものは，伊藤博文が１８７０（明治三）

年１０月２８日に「臣頃日合衆国国債償却法及ビ紙幣條例等ノ書ヲ繙閲シテ，其方

法簡便，事理適実，官民共ニ其權利ヲ保存シ，相行レテ相悖ラザルノ制ヲ察知

ス」（春畝公追頌会［１９４０］５１８頁）として「凡ソ理財ニ関スル諸法則，国債，紙幣

及ビ為替，貿易，貨幣鋳造ノ諸件ニ至ルマデ，面視，親聴シ，更ニ推考参酌シ

テ確然不抜ノ制ヲ設立セシメ」るため（春畝公追頌会［１９４０］５１８頁）渡米の建白

書を提出し，同年閏１０月３日，伊藤博文はアメリカ派遣を命じられる。随行者

は芳川顕正，福地源一郎，吉田二郎，木梨平之進他合計２１名の使節であった。

アメリカ到着後，すぐに調査を開始した伊藤博文は，同年１２月２９日，早くも

大蔵省に最初の建議書を送る。

その建議書では「新紙幣の発行法」（春畝公追頌会［１９４０］５２１頁）として項をた

て，「米国紙幣発行法は既に其大要を見聞いたし，概略を承知仕候得ども，其

取扱振の明細に至り候ては，いまだ之を悉識不致候。然れ共姑く目撃する所を

論ずるに，米国に於て取建候ナシオナルバンク紙幣条例に遵て取建たる会社な

りに至りては實に萬国無比ノ良法にて，実地施行の際其の弊害を豫防し，之を

我邦に採用仕候はゞ，将来富国の基本とも相成可申」（春畝公追頌会［１９４０］５２５

頁）とし，さらに「一ニ曰ク貨幣ノ制度ハ金貨本位ヲ採用スヘキコト二ニ曰金

札引換公債證書ヲ発行スヘキコト三ニ曰貨幣発行会社ヲ設立スヘキコト」（明

治財政編纂會［１９７２b］１８頁）を建議した４。

しかし，伊藤博文の思いとは異なる計画も進んでいた。つまり当時参議兼大

蔵卿であった大隈重信と大蔵少輔であった井上馨は伊藤の渡米直後，伊藤宛て

に長文の書簡を送っており，その中で「新楮一圓以上ノ分ハ却テ三井ノ如ク大

家ニバンクヲフジヤツパントナシ又政府ヨリモ利足ヲ安ク貸下置引換付ニテ発

行セシメハ新金銀ソブシジアーレーコーインヲ売出スニモ餘程都合ヨキカト相

考ヘ候」（『大隈重信関係文書』第一巻［１９３２］３５４頁）と三井家によるバンク・オブ

・ジャパン構想を述べている。この文書は１８７１（明治四）年１月２日付であ

る。前述の伊藤からの建議書とは行き違いになった時期となる。伊藤，大隈双

方とも当惑したことを想像するに難くない。

伊達大蔵卿，大隅参議，井上大蔵少輔，渋澤大蔵少丞等からなる当時の大蔵
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省執行部は同年２月３０日付の伊藤宛ての書簡を送る。内容の一部は以下のとお

り。

「御説明有之候国債證書我国ニ相行ハレ多ク巨商豪農ノ手ニ聚リ候上ニテ其

證書ヲ以テ紙幣ヲ発行イタシ候儀ハ至極便利ノ處置ニ相聞候得共其国體ニヨリ

人民ノ権利ニ差別有之一概ニ彼ヲ以テ是ニ移シ候事モ如何可有之哉右等ハ最重

大ノ事務ニ候間イツレニモ御帰朝ノ上御探討ノ次第逐一御面議夫是参酌致シ決

定候様支度ト存候」（明治財政編纂會［１９７２b］１９頁）と伊藤の独断専行に釘をさす

ものであった。

更に渋澤栄一は，同日付の私信にても「紙幣発行ノ儀ニ付テハ井上君ニモ品

々御見込有之「ナショナル，バンク」発行紙幣ノ方法御同人ニ於テハ未タ逐一

了解被成兼候様子，且米国ト我国トノ状情自ラ差別有之彼ノ良法モ是ニ不便ナ

シトモ難申トノ懸念有之ヨシ夫レモ御尤千萬ト被存候得共尚御帰朝之上御面話

ニモ相成候ハハ適宜ノ御處置可相立ト奉仰望候因テ紙幣並国債證書注文等ノ儀

ハ先此度ハ御見合ノ積ニ候間御了承被下度右等巨細ノ御答ハ公状ニ可申上候間

御覧可被下候」（明治財政編纂會［１９７２b］２０頁）と言葉を選びながらも重ねて自重

を促すものであった。

これらの書簡を伊藤が受取るのとは行き違いとなるのだが，伊藤は随行して

いた吉田二郎を同年３月に日本に帰国させ，伊藤の持論を代弁させた。

しかし，同年４月１日付の大隈，井上名で伊藤宛てに文書が送られている。

そこでも「国債證書会社発行紙幣ノ儀ハ先御歸朝後面議ニ附シ申度」（明治財政

編纂會［１９７２b］２２頁）ととにかく早期の帰国と活動の自重を要請している。

さらに同年４月２日付で伊達，大隈，井上，吉田（太郎）の名で伊藤に送付

された文書には，「今御建議ノ如ク新舊交換之後更ニ国債證書之法ヲ起シ尚又

其国債ヲ引當トシ会社ヲ設ケ紙幣ヲ発行セシメ候ハヽ其紙幣ハ素ト他之大蔵省

紙幣ト同一ノ利タリト雖モ再三変換之上会社ヨリ發弘スルモノナレトモ人民ノ

思惟決シテ同一トハ認間敷勢ヒ時価ヲ設ケテ真貨換用之事有之候ハ必定ト被存

候其上大蔵省紙幣ニ垂及シテ終ニ己已之故轍ヲ踏候儀無之トハ難申尤モ今日之

紙幣ハ向後是非交換之制可相設儀ニテ一日其制アレハ其幣ハ同様トノ論モ可有

之候得共其機ニ臨ミテ自然豫謀モ有之ヘキ筈ニテ今日俄然其幣害ヲ生シ候様ニ

テハ窺竟如何可有之歟殊ニ右換用之制相立候テハ何レ真貨準備ノ会社ヲ設ケ西

州普通ノ「バンクノート」法ニ歸セシメ往々紙幣真貨ノ別ナク互用之道相立候

上ニテ始テ紙幣ノ實理活法ヲ得ルト可申然ルニ即今稀少ノ会社ヲシテ右紙幣発

行ニ従事セシメ候ハヽ他日正金会社設立ニモ差支可申尚更一歩ヲ進メ細案イタ

シ候ハヽ若シ御建議之会社発行紙幣法施行ノ上適宜ノ場合ニ相成候ハヽ終ニハ

苟安之念ヲ長シ自然真貨換用法ニ刻苦従事ノ道薄ク相成候」（明治財政編纂會

12



［１９７２b］２４－２５頁）としており，大蔵省幹部は「正金会社」つまりはバンク・

オブ・ジャパンを支持した立場を崩していない。

これらの書簡を受取る前に伊藤は帰国途中のサンフランシスコから４月５

日，ニューヨークの中島信行通商正に向けて書簡を送っている。そこでは「我

大蔵省ノ見込ヲ以想像致候ニ全国ノ民力ニ因テ進退スルノ遠謀無之政府丈ノ会

計ヲ計リ人民ノ興廃ニハ関係セサルノ策ト被憶測候」（明治財政編纂會［１９７２b］

２６頁）と猛烈に大蔵省の政策を批判している。

伊藤はその後，５月９日に帰国する。

問題はこの後の展開である。

帰国後，伊藤は大阪の造幣局への出張が重なる。その後，伊藤は大蔵省の職

制改革に取り組む。

しかし，大蔵省の職制改革は伊藤の意見を反映したものとはならなかった。

その後，造幣局に欠かせぬ人物として造幣頭に任じられ，大阪在勤を命じられ

るのである。

９月に入ると岩倉使節の欧米派遣が決まり，伊藤は大蔵省から工部省に転じ

工部大輔となり，また岩倉使節の副使となった。使節が日本を発ったのは１１月

１１日であった。

５月９日の帰国後，１１月１１日の日本出発まで，以上のような多方面での精力

的な活動の記録は確認できるものの，伊藤によるこの時期の銀行制度導入に関

する記述は『伊藤博文傳』からは見いだせない。

一方，５月１０日には「新貨条例」が公布される。新貨幣の発行により地金の

回収業務にあたる新貨幣為換方として辞令を受けたのが三井八郎右衛門と三井

次郎右衛門であった。６月１５日，この両人に対し辞令とともに「廉書」が渡さ

れた。その内容は以下のとおりである。

廉 書

地金請取済之者エ新貨幣渡方�各港ニ於テ地金請取造幣寮エ回シ方之儀，造

幣規則ニ従ヒ時々造幣寮エ承リ合取扱可申事，

右請取渡勘定ハ簿冊二通宛仕立置，明亮ニ決算いたし其都度簿冊差出可申

事，

新旧貨幣兌換之儀ハ人々之望ニ応し御布告面ニ照準いたし取扱可申事，

総テ貨幣交替流通之便ヲ資クル爲メ東京其外之地ニ於テ真成之銀行成立候

様，心掛尽力可致候事

辛未六月 大蔵省

（三井銀行八十年史編纂委員会［１９５７］５４頁）
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上記の「東京其外之地ニ於テ真成之銀行成立候様，心掛尽力可致候事」と

は，まさしく大蔵省による銀行設立へ向けた姿勢の表れであり，それは伊藤の

目指す銀行組織とは異なることは明らかであった。

翌７月には三井から「新貨幣銀行願書」が大蔵省に提出される。そこでは

「英国政府ノ銀行「バンク，オフ，イングランド」発行ノ法ニ傚ヒ内地一般ノ

諸税ノ上納物其外借貸商売共交通候様允可被成下度候事」（明治財政編纂會

［１９７２a］５０１頁）となっている。三井によるこの組織は，イギリスの中央銀行制

度を目指したものといえる。

この願書は，７月２５日に大蔵省から太政官に提出され，同月２９日には裁可が

下った。

ここにおいて，銀行制度の行方に関する議論は，一度決着がついたのであ

る。

しかし，三井組に下された銀行設立の許可はいとも簡単に反故にされる。

如何なる経緯，議論があったのかという記録を探し出すことはできなかった

ものの，激しい議論が起こり，「此ノ銀行條例制定ニ就キテハ政府内可否ノ議

論甚タ囂シク即チ一ハ伊藤博文ノ議ヲ賛シ米制ヲ以テ紙幣消却ノ最良法ト為シ

他ハ即チ之ヲ否トシテ英制『ゴールド，バンク』ノ組織ニ拠リテ兌換制度ヲ主

張シ紙幣銀行ハ我カ国情ニ適セス且ツ到底之ヲ以テ紙幣消却ノ目的ヲ達スルニ

足ラス反テ中道ニシテ磋躓シ新ニ一種ノ不換紙幣ヲ生スルニ至ルヘシト為シ明

治四年八九月ノ頃迄�難最モ熾ナリシカ遂ニ同年十一月ニ及ヒ国立銀行論者ハ

其主張ニ係ル紙幣兌換主義ヲ改メテ正貨兌換ト為スコトヲ諾シ又金券銀行論者

ハ公債証書ヲ抵当トシテ銀行紙幣ヲ発行スル計画ニ対スル攻撃ヲ控へ即チ共ニ

一歩ヲ反対論者ニ譲リテ両者ノ議漸ク調和スルコトヲ得タリ」（明治財政編纂會

［１９７２b］２７－２８頁）という経過をへて決着を見た。

この議論には多分に恣意的な表現の誇張があるようにうかがえる。というの

も，例えば，ナショナル・バンク制の導入に反対する側は，ナショナル・バン

クの発行紙幣は紙幣兌換としている点である。

紙幣兌換という用語の意味自体が捉えにくいのであるが，１８６４年国法銀行法

ではどのような表現になっているかというと，「法貨兌換」（１８６４年国法銀行法

２２，３１条）をうたわれているのである。紙幣兌換がうたわれているわけではな

い。

なぜ，紙幣兌換とまで言われることになったかというと，「法貨兌換」（１８６４

年国法銀行法２２，３１条）定義によると考えられる。

ここでいう法貨とは金貨等からなる硬貨と法的な裏付けのある紙幣（この場

合，いわゆるグリーンバックス）を意味していたのであるが，紙幣の方ばかりが強
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調されて紙幣兌換とされたと考えられる。

前出の「国立銀行論者ハ其主張ニ係ル紙幣兌換主義ヲ改メテ正貨兌換ト為ス

コトヲ諾シ」という表現は，法貨兌換を正貨兌換にするものであるが，客観的

にみると兌換の範囲を一段階狭めたという修正に他ならない。５

また故意ではなくとも「ナショナル・バンクの銀行券発行制度に関する理解

が必ずしも明確ではなかった」（岡田俊平［１９７５］２３２頁）ことも影響していたよう

である。

後日，渋澤は「伊藤公ハ亜米利加式ヲ以テ日本ニ行ヒタイト云ハレタガ，丁

度其頃吉田清成ト云フ人ガアツテ…（中略）…，亜米利加ノ国立銀行組織ハ完

全ナルモノデナイ，英国ノ英蘭銀行ハ所謂中央銀行デアル，日本デモ先ヅ中央

銀行カラ設立セネバナラナヌ，ソウデナケレバ必ズ金融ノ不一致ヲ生ズルト云

フノガ吉田氏ノ説デアル。伊藤公ハ曰ク，統一モ必要デアラウケレドモ，総テ

事物ハ先ツ成立シ後ニ発展シテカラ初メテ統一スルモノデアル，之ニ反シテ其

頭カラ作ルト云フコトノアラウ筈ガナイ，統一ガ必要デアレバ他日自然ト一致

スル故ニ，今日ハ何デモ亜米利加ニ倣フテ国立銀行制度ニシテ，之ニ依ツテ不

換紙幣ヲ兌換セシムルノガ必要デアル」（国家学会［１９１９］３２０－３２１頁）との議論

だったと伝えている。

詳しくは後述するが，この議論の最終決着は金融制度の在り方自体の問題よ

りも不換紙幣の償却の手段としての実効性が制度採択の判断に影響を及ぼした

ことが伺える。

そして，注目すべきは，この金融制度の在り方自体の問題が後景に追いやら

れるという事態は，１８７６（明治九）年の国立銀行条例が改正される際にも起き

ているということである。通貨制度の確立期における特徴といってもよい。

とにもかくにも，国立銀行設立に向けて事態は動きだし，「明治四年ノ末ニ

至リ吾カ政府ノ議漸ク『ナショナル・バンク』ノ制度ヲ採用スル事ニ決定シタ

ルヲ以テ大蔵省ニ於テハ特ニ其省内ニ銀行條例編纂掛ヲ設ケ紙幣頭渋澤栄一同

権頭芳川顕正等ヲシテ專ラ該事務ヲ管掌セシメ曩キニ伊藤少輔ヨリ送付セル米

国紙幣條例ヲ根軸トシテ之ニ欧米諸国ノ貨幣ニ関スル法律規則ヲ参酌シ兼テ我

国ノ實情ニ照シテ審議立案シ」（明治財政編纂會［１９７２b］２９－３０頁）た末，出来上

がったのが国立銀行条例である。

（２）『紙幣條例』の成立時期をめぐる議論

上述してきた明治四年の銀行論争の中で，伊藤がその導入を主張した１８６４年

国法銀行法を翻訳したものとして『紙幣條例』がある。経過としては，１８６４年

国法銀行法→『紙幣條例』→国立銀行条例となるのは明らかであるのだが，こ
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の『紙幣條例』という文献の成立時期をめぐる議論が存在する。というのも，

現存する文献は，木版本を活字にしたもので，その出版時期が明記されておら

ず，出版時期について意見が分かれているからである。

そのため，この文献の成立時期についての検討をする。

検討にあたり，筆者は従来検討されてこなかった視点，つまり『紙幣條例』

には「翻訳」と「草案」として理解すべきではないかという視点から検討し

た。これは「翻訳」をもとに伊藤博文らが渡米し，伊藤が帰国後，明治四年の

銀行論争を経て「草案」が完成，その後，條例の名称が変更され，内容にも再

度修正が加えられて国立銀行條例が成立したというものである。

そのため，まずこの『紙幣條例』として扱われている文献の成立時期をめぐ

る議論について検討し，然る後に紙幣條例２文献説について論拠をあげていき

たい。

先行研究の検討において述べてあるように，この『紙幣條例』について，最

初に言及した文献は土屋喬雄氏の論考［１９４１］である。土屋氏は「私の想像に

よれば『紙幣條例』及び「紙幣会社成規」は明治三年の夏より明治四年八月ま

での間に起草されたものであらうと思ふ」（土屋喬雄［１９４１］４頁）とし，その根

拠として『銀行課第一次報告』のなかに「我国立銀行條例ノ制定ハ，政府発行

ノ紙幣ヲ償却スルノ主旨ニ出テ，明治三年六月始テ其議ヲ起シ」（日本銀行調査

局［１９６０］２頁）という記載があること，また「「大蔵省中ニ一寮ヲ設ケ……此

寮ノ長官ヲ紙幣頭ト稱シ」云々とあつて，この書が紙幣寮の設置されない以前

に書かれたものとわかる」（土屋喬雄［１９４１］４頁）ことをあげている。

これらの記述から，１８７０（明治三）年６月以降，紙幣寮設置は１８７１（明治四）

年８月であることにより，この期間に『紙幣條例』が作成されたということに

なる。

高垣寅次郎氏もその論考［１９５５］において，芳川顕正の「伊藤が渡海前に當

つて，福地がナショナル，カレンシー，アクト（国法銀行法のこと―筆者）と云ふ

者を飜譯した」（澤田章［１９７８］１９７頁）という言及，および「米国で吾々がしき

りと取調べたのは，銀行制度ばかりぢやつた。それで行く前に，亜米利加のカ

レンシーアクトと云ふ者がある，それを紙幣條例と稱して，福地に飜譯さし

て，之を以て略ゝ銀行の如何なものかと云ふことを知り，尚それを亜米利加へ

持つて行つて實地に就て研究した」（澤田章［１９７８］３２４－３２５頁）という言及の記

述の存在をあげ，土屋氏の説を支持している。

さらに，伊藤博文の渡米に関する建白書が提出されたのは１８７０（明治三）年

１０月であることから，土屋氏の推定した紙幣條例の成立時期は１８７０（明治三）

年６月から１０月までの期間へとさらに狭まる。
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というのも『伊藤博文傳』上巻において，この渡米に関する建白書が記載さ

れているが，その中に，「臣頃日合衆国国債償却法及ビ紙幣條例等ノ書ヲ繙閲

シテ，其方法簡便，事理適実，官民共ニ其權利ヲ保存シ，相行レテ相悖ラザル

ノ制ヲ察知ス」（春畝公追頌会［１９４０］５１８頁）との記述が存在し，この１８７０（明治

三）年１０月時点で紙幣條例という名称がつかわれているからである。

以上の検討から，１８７０（明治三）年１０月には１８６４年国法銀行法が『紙幣條

例』として翻訳されたと考えられる。

ここに『紙幣条例』（翻訳）が誕生したと考えてよい。

対して，新保博［１９６４］においては「筆者は伊藤案の採用決定後この『紙幣

條例』が作成されたものと考えている。何故なら，明治４年４月の段階では政

府部内において未だ伊藤案に対する否定的な意見が支配的であり，そして同年

１２月の文章は『紙幣條例』の中心的内容に対して修正意見が有力化したことを

伝えているからである」（９１頁）とする。この同年１２月の文章とは土屋喬雄

［１９４１］で引用されている『明治財政史』第十三巻の「明治四年末ノ末ニ至リ

吾カ政府ノ議漸く『ナショナル・バンク』ノ制度ヲ採用スル事ニ決定シタルヲ

以テ大蔵省ニ於テハ特ニ其省内ニ銀行條例編纂掛ヲ設ケ，紙幣頭渋澤栄一同権

頭芳川顕正等ヲシテ專ラ該事務ヲ管掌セシメ，曩キニ伊藤少輔ヨリ送付セル米

国紙幣條例ヲ樞軸トシ，之ニ欧米諸国ノ貨幣ニ關スル法律規則ヲ參酌シ，兼テ

我国ノ實情ニ照シテ審議立案シ，又別ニ之カ施行細則タルヘキ成規ノ編成ニ着

手シタリ」（明治財政史編纂會［１９７２b］２９－３０頁）という記述を指している。

さらに，１８６４年国法銀行法と『紙幣條例』の内容の検討において，「『紙幣兌

換主義』に代って『正貨兌換主義』が貫かれている」（新保博［１９６４］９５頁）こと

を指摘している。

また田中生夫［１９６４］においても『紙幣條例』の成立時点への認識につい

て，「その『紙幣條例』には日付がないために，刊行時期がいろいろと問題に

なるのであるが，いまはこの点には触れないことにする」（２２９頁）として明言

を避けているものの，「この『紙幣條例』の紙幣は正金兌換であるのに対し

て，伊藤の『紙幣会社』の紙幣が後述のように政府紙幣兌換であるという相違

である」ことを指摘しておきたいとする。

新保，田中両氏とも共通した認識として『紙幣條例』が正貨兌換をする点に

注目している。

前述のように，１８６４年国法銀行法→『紙幣條例』→国立銀行条例となるのは

明らかであるのだが，明治四年の銀行論争の前に『紙幣條例』が来るのか，明

治四年の銀行論争の後に『紙幣條例』が来るのかという問題となる。

この正貨兌換は前述の明治四年の銀行論争の最終局面での「国立銀行論者ハ
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其主張ニ係ル紙幣兌換主義ヲ改メテ正貨兌換ト為スコトヲ諾シ」（明治財政編纂

會［１９７２b］２７－２８頁）た後の表現であると考えられ，１８６４年国法銀行法→明治四

年の銀行論争→『紙幣條例』→国立銀行条例という順序となる。

すると，この「紙幣条例」は「伊藤少輔ヨリ送付セル米国紙幣條例ヲ樞軸ト

シ，之ニ欧米諸国ノ貨幣ニ關スル法律規則ヲ參酌シ，兼テ我国ノ實情ニ照シテ

審議立案」（明治財政史編纂會［１９７２b］２９－３０頁）するための草案であると言え

る。

『紙幣条例』（草案）が誕生したわけである。

従来，『紙幣條例』として扱われている文献は，その成立時期をめぐる議論

が存在した。その議論の前提は現存する『紙幣條例』が唯一つのものであると

の認識に立ってなされた議論である。

しかし，現存する『紙幣條例』（草案）と伊藤が渡米前に参考にし，アメリカ

のナショナル・バンクについての知識をもたらした『紙幣条例』（翻訳）とは別

物である，と考えると先行研究の論者のつじつまのあう状況となる。筆者の

『紙幣條例』２文献説である。

３．国立銀行條例と『紙幣條例』（草案）との比較・検討

さて，国立銀行條例と現存する『紙幣條例』（草案）との比較検討をおこな

う。国立銀行條例の構成を概観すると，以下のようになる。

前文

第一條 凡三節 銀行創立ヲ願請スル手続ヲ明ニス

第二條 凡五節 株金ノ募方及創立証書銀行定款ノ差出方ヲ明ニス

第三條 凡五節 開業免状ノ渡方証書定款鈴印ノ手続ヲ明ニス

第四條 凡八節 銀行起業ノ順序及役員上任ノ制限ヲ明ニス

第五條 凡十四節 株高ノ定規株主ノ権利制限及元金高増減ノ手続ヲ明

ニス

第六條 凡十六節 銀行元金高ノ制限及其集合方法公債証書紙幣交収等

ノ手続ヲ明ニス

第七條 凡八節 開業免状ヲ渡セシ後入金ノ割合月賦ノ手続ヲ明ニス

第八條 凡九節 銀行紙幣ノ製造方法及其品類紙幣通用ノ能力並破損

交換等ノ事ヲ明ニス

第九條 凡六節 銀行ヨリ預ケタル公債証書改方並臨時証書ノ入換其

他利足受取方ノ事ヲ明ニス
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第十條 凡四節 銀行営業ノ資本及地所物件売買ノ制限ヲ明ニス

第十一條 凡九節 銀行営業ノ制限貸付金預リ金準備金等ノ定規ヲ明ニ

ス

第十二條 凡六節 銀行ヨリ差出ス報告書計表ノ手続ヲ明ニス

第一三條 凡七節 銀行利益金分割ノ手続ヲ明ニス

第十四條 凡二節 銀行ハ追テ税金ヲ納ムヘキコトヲ明ニス

第十五條 凡四節 銀行ハ為替方トナリ大蔵省官員ト同ク職務ヲ取ルコ

トアルノ手続ヲ明ニス

第十六條 凡五節 銀行ハ其紙幣引換ノ爲メ別店ヲ開キ又ハ他ノ銀行ニ

引換方ヲ依頼スルコトヲ得ルノ手続ヲ明ニス

第十七條 凡四節 銀行ノ事務実際検査ノ爲メ紙幣寮ヨリ検査役派出ノ

手続ヲ明ニス

第十八條 凡十五節 銀行ニテ紙幣引換ヲ拒ミシ時ノ処置特例監督役跡引

受人等ノ取扱方等公債証書沒入紙幣引換等ノ手続ヲ

明ニス

第十九條 凡八節 銀行鎖店ノ手続及其紙幣引換ノコトヲ明ニス

第二十條 凡三節 別段ノ銀行モ此條例ニ従テ転業シ得ルノ手続ヲ明ニ

ス

第二十一條 凡一節 此條例ニテ発行スヘキ紙幣ノ概算ヲ明ニス

第二十二條 凡三節 此條例ノ外他ニ金券又ハ紙幣ノ類ヲ発行スル銀行ヲ

禁止スルコトヲ明ニス

第二十三條 凡二節 銀行ノ訴訟ハ一般ノ処置トハ異ナラサルコトヲ明ニ

ス

第二十四條 凡二節 銀行簿記計表報告書等ノ文例ヲ明ニス

第二十五條 凡四節 銀行ノ役員奉務上ノ禁令ヲ明ニス

第二十六條 凡二節 銀行頭取取締役處務上ノ禁令ヲ明ニス

第二十七條 凡四節 紙幣贋造ノ禁令ヲ明ニス

第二十八條 凡二節 條例更正ノ事ヲ明ニス

と，２８條１６１節より構成されている。注目すべきは條の下位に節が配置されて

いることである。

これに対し，『紙幣條例』（草案）は６２條から構成されている。

『紙幣條例』（草案）は明かに国立銀行條例の原型となっているにもかかわら

ず，條文構成は大幅に変更されている。

そのため，国立銀行條例と『紙幣條例』（草案）の比較をするためには若干の

工夫が必要となる。
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検討手順としては，国立銀行條例を基準にして『紙幣條例』（草案）の該当部

分の有無，内容の比較検討をおこない，必要に応じて１８６４年国法銀行法（英

文）の條文とも比較対照した。

また，前述のとおり新保博［１９６４b］において，一部（第６，８，１０，１６条な

ど）『紙幣條例』と国立銀行条例の相違点が検討されており，参考にした。

なお，国立銀行條例に関しては，明治財政編纂會［１９７２b］に所収されてい

る国立銀行條例，『紙幣條例』（草案）に関しては，土屋喬雄［１９４１］に所収さ

れている『紙幣條例』を資料として比較検討したが，改めて頁数を明らかにす

ることはしない。

（１） 前文

国立銀行條例の前文は，「国立銀行ハ政府ヨリ発行スル公債証書ヲ抵当トシ

テ之ヲ大蔵省ニ預ケテ紙幣寮ヨリ通用紙幣ヲ受取リ引換ノ準備金ヲ設ケテ之ヲ

発行シ以テ其業ヲ営ムモノナリ今之ヲ創立スルニ付大日本政府に於テ制定シタ

ル條々左ノ如シ」となっている。

対して，『紙幣條例』（草案）においては「大日本政府ノ公債証書を引当トシ

テ紙幣ヲ発行シ之ヲ引替ユル義ニ付大日本政府ニ於テ許可シタル條々左ノ如」

となっている。骨子としては同じであるといってよいものの，紙幣の発行主体

を国立銀行として最初に規定している点と紙幣発行についてのプロセスの説明

はむしろ国立銀行條例の前文の方が詳細になされている点に相違がある。

（２） 第一條 銀行創立ヲ願請スル手続

国立銀行條例第一條第一節では，「国立銀行ヲ創立セントスル」ためには

「組合」の人数として５人以上を要求している。ついで，第二節ではこの「発

起人」は「連名」で「銀行創立ノ願書」を「紙幣寮」へ提出もしくは郵送しな

ければならないとされる。第三節では「紙幣頭」が提出された願書を「検案」

し，妥当となれば，「大蔵卿」の「許可」を得て，発起人等に「会社創立証

書」および「定款」の提出を命じる。国立銀行の設立は許可主義がとられてい

たのである。

また，この紙幣頭による「検案」，つまり審査は「発起人等ノ身分其外トモ

隠密ノ探索ヲ遂ケ且其地方官庁へ其者共ノ身分営業ノ模様其他ノ條款トモ公然

ノ諮問ヲナシ創立ヲ許可スルニ於テ相当ナルヤ否ヲ判案スヘシ」と厳格なもの

であった。

『紙幣條例』（草案）において，この創立手続に関する條項は，第五條に配置

されている。
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第五條では「紙幣会社ノ業ヲ営ムヘキ会社ハ其組合ノ人数ヲ限ラサレトモ必

ス五人以上タルヘシ此人々ハ会社ノ定款ヲ遵奉スヘシ一體此定款ハ会社ヲ取建

ル事ノ眼目ヲ記載シ其餘此條例ノ諸款ト齟齬セサル箇條ヲモ同シク記載スヘキ

モノナレハ会社ノ業ヲ営ムニ付テノ規則書ト心得ヘシ尤モ右ノ定款ニハ会社ヲ

取建ヘキ仲間ノ人々之ニ調印ヲナシ其写ヲ紙幣頭ニ差出シ紙幣寮公書中ニ綴込

トナスヘシ」となっている。組合（＝発起人）の人数は最少５人で国立銀行條例

と同じである。

（３） 第二條 株金ノ募方及創立証書銀行定款ノ差出方

第二條は五つの節から構成され，第一節では紙幣頭による募方および創立証

書，銀行定款の差出命令が下されてから「発起人等ハ株金募方ニ取掛ルヘシ」

とされる。第二節では「株主」が定まって後，「一同ノ協議」によって銀行創

立証書と銀行定款が作成され，「頭取」「取締役」を「選任」して「証書定款ヲ

紙幣寮ニ差出ス」ことが求められている。

「頭取」「取締役」の選任に関し，『紙幣條例』（草案）では，第八條で「取締

役ヲ選挙シ取締役ノ衆議ニテ其内ヨリ頭取」を任命することとなっていて，国

立銀行条例では「選挙」ノ手続が省略されている点，取締役により頭取が任命

される点で異なる。

第三節では「創立証書ニ掲載スヘキ要件」として４つの項目をあげている。

つまり，「銀行の名號」，「銀行ノ業ヲ営ムヘキ地名」，「元金ノ高並其株ノ内譯

株主ノ姓名居所」，「此條例ヲ遵奉スヘキ人ノ爲ニ便宜ヲ謀リテ取極メタル趣

旨」である。

さらに，この創立証書に「株主等一同」が署名捺印したうえで地方官庁に提

出し，「奥書」を作成してもらう。この「奥書」に創立証書正写２通を添えて

紙幣寮に提出することが求められている（第四節）。

銀行定款にも「株主等一同」が署名捺印を求められ，正写２通を紙幣寮に提

出することがもとめられているものの，「奥書」の必要はない（第五節）。

『紙幣條例』（草案）では第六條で「創立証書」についての規定がなされてい

て，「紙幣会社を取建ヘキ仲間ノ人々ハ会社創立証書ヲ取調フヘシ其書中ニ記

載スヘキ條々ハ如左」として，以下の５つの項目をあげる。

「第一 会社ノ名號○此名號ハ紙幣頭ノ承認ヲ得タル上ニテ公然ト唱フヘシ

第二 会社ノ商業ヲ営ムヘキ所ノ地名○是ハ何州何郡何府何懸何駅何村ト

云事ヲ記スヘシ

第三 元金ノ高�右元金ノ株数

第四 元金ヲ出シタル株主等ノ姓名宿所�ニ誰ハ幾株誰ハ幾株ト右株主等
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所持の株数

第五 此証書ノ本意ハ此條例ヲ遵奉スヘキ人ノ爲ニ便宜ヲ謀リテ取極タル

趣ノ公告」

となっている。第三項と第四項が一つにまとめられ，国立銀行條例で「創立証

書ニ掲載スヘキ要件」として挙げられた４項目となっているのは明らかであ

る。

また「創立証書」の提出についても，事前に「地方官庁ニ差出シ其奥書ヲ乞

受」したうえで「紙幣頭ニ出スヘシ」と同じ手続をとる。

ただ，「定款」については『紙幣條例』（草案）第五條で前述したように「会

社ヲ取建ヘキ仲間ノ人々之ニ調印ヲナシ其写ヲ紙幣頭ニ差出シ紙幣寮公書中ニ

綴込トナスヘシ」と「写」を紙幣頭に提出することとなっている。

『紙幣條例』（草案）においては，定款提出→創立証書提出という手続きが，

国立銀行條例では願書提出→審査→創立証書，定款提出といった手順となって

いる。

（４） 第三條 開業免状ノ渡方証書定款鈴印ノ手続

第三條も五つの節から構成されている。第一節は「紙幣頭ハ右創立証書ト銀

行定款トヲ大蔵卿ノ承認ヲ得テ」から「開業免状」が与えられるのであるが，

創立証書と銀行の定款の原本は記録寮に，写し一通は紙幣寮の「公書中ニ綴込

ミ」，写し一通は紙幣寮の官印を押して開業免状と共に銀行に渡されることに

なっている。

第二節においては，紙幣頭がこの開業免状を渡すにあたり，その銀行の株主

が国立銀行條例通りに元金の入金を完了しているかどうかの状況を検査し，そ

の元金の集まり具合，株主の状況そのほか事務全般を視察し，不都合なことの

ないことが明らかになったうえで，開業免状を授与することとなっており，そ

の開業免状にもそのことを記載しなければならない。

この第一節，第二節に対し，『紙幣條例』（草案）では第八條において「紙幣

会社ハ創立證書ノ手数相済ミシ日ヨリ会社ノ仲間タルヘシ併シ紙幣頭ヨリ開業

免状ヲ得ル迄ハ商業ヲ始ム可ラス尤モ創立ニ付止ムコトヲ得サル臨機ノ事アラ

ハ此例ニアラス」となっている。

第五條，第八條だけを読むと『紙幣條例』（草案）は準則主義かとも思われる

が，第十八條には「紙幣頭ハ紙幣会社ニ開業免状ヲ与フル前ニ密使ヲ出シ其会

社ノ状實ヲ探鑿セシメ」とあり，審査は存在し許認可主義であることが明白で

ある６。

創立証書提出→紙幣頭検査→開業免状発行となる『紙幣條例』（草案）に対
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し，創立証書，定款提出→大蔵卿承認→紙幣頭検査・視察→開業免状発行ノ手

順を踏まねばならぬ国立銀行条例は開業に対し慎重な姿勢がうかがえる。

第三節では「銀行ハ右ノ開業免状ヲ得テ初テ何々国立銀行ト公称シ」業務を

開始することができることとなっている。

この開業免状は銀行より「新聞紙其他ノ方法ヲ以テ少クトモ六十日間世上ニ

公告スヘシ」（第四節）となっている。この点に関しては『紙幣條例』（草案）第

十八條で「会社ハ又此開業免状ヲ少ナクトモ六十日ノ間ハ之ヲ世上へ公開スヘ

シ」としている。

また紙幣寮の官印のある開業免状，創立証書，銀行定款は「何レノ裁判所何

レノ公庁ニ於イテモ之ヲ確正ノ証拠トシテ取用ヒラルヽコト」（第五節）となっ

ている。『紙幣條例』（草案）においては第六條において「右證書（創立証書―筆

者）ノ写ニハ紙幣頭ノ奥書ヲ添へ官印ヲ加フルニ付日本国中何レノ裁判所何レ

ノ官庁ニ於テモ之ヲ證拠トシテ取用ヒ会社創立其外ノ議論アルニ當リ右ノ写ヲ

本書同様に心得ヘシ」とされている。また第八條では「開業ヲ許シテ更ニ不都

合ナキ判然タル實證ヲ得ハ自筆官印ノ開業免状ヲ其会社ニ与ヘヘシ此免状ニハ

右ノ会社ハ此條例ヲ履行シテ開店前ノ手数ヲナシ畢ルニ付会社ノ商業ヲ開キテ

苦シカラサル趣ヲ記載スヘシ」となっている。

（５） 第四條 銀行起業ノ順序及役員上任ノ制限

国立銀行条例第四條は八つの節より構成され，「銀行起業ノ順序及役員上任

ノ制限」について明かにされている。銀行起業の順序としては，まず「開業免

状ヲ得ル日ヨリ其社號ヲ以テ二十ヶ年ノ間営業ヲ取続ク可シ」とし，その二十

年が過ぎて後，免許の更新を出願可能となる。ただ，三分の二以上の株主の賛

同によって閉鎖もしくは解散を可能としている（第一節）。この点について，

『紙幣條例』（草案）には２０年の営業期間，免許の更新に関する記載はなく，第

八條において「会社定款ノ趣意ニ従ヒテ会社ヲ分散シ或ハ三分ニ以上ノ株主等

ノ存意ニテ分散シ又ハ此条例ニ改革アリテ会社ノ條理ヲ失ヒ遂ニ分散スル事ア

ラハ又此例ニアラス」となっている。

第二節では，「銀行ノ頭取取締役等ハ免状ヲ得ルノ日ヨリ社印ヲ刻シ諸役員

ノ印信ト共ニ大蔵省出納寮紙幣寮へ差出ス可シ」となっていて，この点につい

ては『紙幣條例』（草案）でも第八條において「此会社ハ創立ノ日ヨリ其社ノ印

ヲ刻シ其社ノ名號ヲ取続クヘシ」となっているが役所への届出義務はない。

役員については，銀行開業にあたり「頭取取締役等」が「支配人」，「会計

役」，「書記役」，「其他ノ役員」を任命し，「諸役々ノ勤向」を決め，「罰例」を

設けることとなっていて，さらに「申合規則」の作成を求めている（第三節）。
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『紙幣條例』（草案）においても，「頭取」「取締役」の選任に関しては前述し

たように相違があるものの，第八條において「副頭取支配人其外ノ役人ヲ任シ

夫々ノ勤向ヲ取極メ約定ヲ設ケ罰則ヲ定メ」，また「申合規則」については

「取締役ハ衆議ニテ手限リノ申合セ規則ヲ設クル事勝手タルヘシ」となってい

る。

取締役については第四節で「此頭取取締役中（取締役ハ五人以上タルヘシ内一人

ハ頭取タルヘシ）四分ノ三ハ銀行創立ノ地ニ一ヶ年間ハ是非トモ在住シタル者ニ

限ルヘシ」となっている。これについては『紙幣條例』（草案）においても，第

九條で「取締役人中四分ノ三ハ右会社創立ノ地ニ一年ノ間ハ是非トモ在住」し

ていることを求めている。

また，頭取取締役等の株式の所有条件について，「少クトモ元金三十株以上

ヲ所持」することが求められている（第五節）が，国立銀行条例では「元金ノ

十株」（第九條）とその基準は低いものとなっている。

さらに頭取取締役等の任命に際し，「其事務ヲ施行スルニ忠実公平ヲ以テ且

此條中ノ要旨ニ聊カモ悖戻セサル旨ヲ認メ」た「誓詞」を作成し，「地方長官

ノ奥書ヲ加ヘテ紙幣頭ニ差出シ寮中公書ノ綴込ニ加フ」（第六節）ことを求めて

いる。『紙幣條例』（草案）においても同様の内容が第九條に記載されている。

第七節では「頭取取締役等選任交代ノ手続」と「銀行事務施行ニ付テ権任ノ

制限」について「銀行定款ト申合規則中」に掲載することが求められている。

この「交代ノ手続」については，『紙幣條例』（草案）第十條では，まず「凡ソ

紙幣会社ノ取締役ハ最初選任ニ應シテ其役ヲ勤ムル時ヨリ後任ノモノ之ニ代ル

迄ハ其職ヲ離ルヽ可ラス」とするものの，「右後任ノモノ選挙ノ義ハ毎年正月

中某日ニ行フへシ其定日ハ会社定款ニコレヲ記載スヘシ」とし，「若シ会社定

款中ニコノ選挙ノ定日ヲ取極メ置サル歟或ハ定日ニ選挙ヲ行ヒ難キ時ハ取締役

ノ議席ニテ申合規則中ニ別ニ定日ヲ取極メ置へシ」としている。

第八節では銀行の「訴訟嘆願書」又ハ「証書」「約定書」及ヒ「往復文書

等」まで「社號」を使用し「社印ヲ押ス」ことを求め，更に「約定書証書誓詞

等」の文書には頭取取締役支配人等ノ印」を求めている。『紙幣條例』（草案）

でも第八條において「此会社ハ創立ノ日ヨリ其社ノ印ヲ刻シ其社ノ名號ヲ取続

クヘシ」とし，さらに「此会社ハ諸訴訟嘆願等ヲ官庁ヘ差出ス節タリトモ其社

號ヲ用フヘシ」となっていて，社印については国立銀行条例の方が積極的に使

用を勧めている。

（６） 第五條 株高ノ定規株主ノ権利制限及ヒ元金高増減等ノ手続

国立銀行条例はこの「株高」つまり株式の定義，株主ノ権利，元金の増減に
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ついて，１４の項を立てている。第一節においては，国立銀行の元金となる株式

は「百圓宛ヲ以テ一株トナシ其者ノ望ニヨリテ何株ニテモ之ヲ所持スヘシ」と

し１株１００円と規定している。

第二節においては「此株高ヲ所持スル者ハ何レノ族屬何レノ職務アルニ拘ハ

ラス総テ其持高相当ノ権利アルヘシ」と，誰でも株主になれるとする。唯一

「大蔵省ノ官員トモ此銀行ノ事務ニ関係スル者ハ自分ノ名ヲ以テ株主トナルヲ

許サス」と大蔵省の職員と国立銀行の事務に関係する者だけは，本人名義での

株式所有を認められていない。

また，「此株高ハ全ク株主ノ所有物ナレハ頭取取締役ノ承認ヲ得銀行ノ元帳

ニ引合セシ上ニテ譲渡ヲナスコト勝手タル可シ」（第三節）と頭取取締役の承認

を得たうえで帳簿に記録すれば，株式の譲渡の自由がみとめられている。さら

にその譲渡を受けて「株主トナル者モ前株主同様ノ條理ヲ踏ミ銀行定款ノ趣旨

ニ遵フ可シ」（第四節）とされ，さらに「銀行ノ株主等ハ誰彼ノ差別ナク其営業

ニ付テノ損益ハ株高ニ応シテ之ヲ負担ス可シ」（第五節）と株式の所有者間の権

利は平等をうたっていると同時に「損益ハ株高ニ応シテ之ヲ負担ス可シ」と株

主の責任は無限責任であるとする。

そして，第六節から第八節までは損失，もしくは利益が少ない事態に対する

規定となっており，損失が大きく「銀行分散スルコトアレハ第十八條ノ手続ニ

従フ可シ」（第六節），「銀行ノ株主等ハ自己ノ勝手ヲ以テ此社ヲ脱スルヲ許サ

ス」（第七節），その銀行に利益が少ない時又は事故が起こり「社中三分二以上

ノ株主等ノ集議ニヨリテハ此社ヲ鎖店スルコトヲ得ヘシ」（第八節）と株主の３

分の２の賛成によって「鎖店」を規定している。第十八條については後述す

る。

対して，『紙幣條例』（草案）においては第十二條において「此紙幣会社ノ元

金ハ百圓宛ヲ以テ一株トナシ所有ノ品同様ニ心得会社ノ帳面ニ引合ヒ譲渡スル

コト勝手タルヘシ其手続ハ申合規則或ハ定款中ニ記載スヘシ」とあり，一株の

額面は同額（１００円）である。これは１８６４年国法銀行法が，一株を１００ドルとし

ていたことに起因するものと考えられる。また，頭取取締役の承認を得ること

が明記されていない分だけ国立銀行条例より譲渡制限は緩やかであるといえ

る。

さらに『紙幣條例』（草案）第十二條は「右ノ譲渡ニテ株主トナルモノハ其株

数ノ多寡ニ應シ前株主同様ノ修理ヲ踏ミテ之ヲ受続ク事ヲ得ヘシ併シ此株主代

リタルトテ会社定款ノ趣意ヲ変革スヘカラス」と続く。譲渡により株主の権利

に変化がないことを明らかにしている。

しかし，続く「会社ノ株主ハ誰彼ノ別ナク其会社ノ諸約定諸借財向ニ付テハ
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仮令自己ノ株金割合以上タリトモ都テ株高ニ割リ付之ヲ引請ヘキ事と定ムヘ

シ」と，やはり株主の責任について，『紙幣條例』（草案）も無限責任を明らか

にしている。

第九節においては「銀行ノ株主等ノ集議ニテ件々ノ議案ヲ論定スルニハ株主

ハ一株ニ付一説宛ヲ出ス可シ」と１株１議決権が明記され，そのため「三分二

以上ノ集論ヲ選定スルニハ其株高ヲ以テ之ヲ合計シテ其人員ヲ以テ算当スヘカ

ラス」（第十節）と，議決は株主数によって数えるのではなく，株式数でなされ

ることを明らかにしている。さらに「此株主等ハ委任状ヲ所持スレハ他人ノ名

代トナリテ其高ニ応シ説ヲ出スコトヲ得ヘシ」（第十一節）と，株主は委任状に

より名代となることが認められ，議決権行使も認められている。ただし「此銀

行ノ支配人以下ノ役員ハ其名義ニテ銀行ノ株ヲ所持スルトモ真ノ株主ト認メサ

ルニ付其者共並ニ其株ヲ借金ノ引当トシタル者ハ己ノ説ヲ出シ又人ノ名代トナ

ルヲ得ス」（第十二節）と役員と株を借金の担保にしてしまった者に対しては意

見を述べたり，議決権を行使したりすることを認めていない。

これらの規定に関しては『紙幣條例』（草案）第十一条で，「此取締役撰挙ノ

節�株主等ノ集議ニテ件々議論ヲ評決スル節ハ株主ハ一株ニ付一説宛ヲ出ス事

ヲ得ヘシ」との記述がある。第十節に対応する記述はないものの，委任状によ

る議決権行使については「然レトモ其会社ノ役人書記会計方帳面方は名代を勤

ムル事ヲ得ス」とし，「株主タリトモ株引当ニ借金ヲナシタルモノハ説ヲ吐ク

事ヲ許サヽルヘシ」と同様の記述がある。

また，第十三節では「銀行ノ株主等ハ陰ニ其元金ヲ引取リ他用ニ供ス可カラ

ス又其所有ノ株ヲ引当トシテ借財ヲナス可カラス」としているが，この部分に

対応する『紙幣條例』（草案）の條項は見当たらない。

さらに第十四節には「銀行ノ株主等三分二以上ノ集論ニヨリテハ集合元金ノ

高ハ大蔵卿ノ命ニヨリテ紙幣頭之ヲ定ム可シ又其ノ減少ノ高モ此條例ニ於テ取

極メタル員数ヨリ減少スルヲ許サス且其増減トモ紙幣頭ノ承認ヲ得サレハ之ヲ

公然トス可カラス」と元金を増減させる際の規定がある。これについては『紙

幣條例』（草案）第十三條で以下のとおり定められている。

「此紙幣会社ハ其定款ニ随ヒ追々ト会社元高ヲ増加イタシテ差支ナシ是ハ此

條例ニテ至當ノ事トナリトスヘシ○但シ会社定款中ニ此元金増加ノ限ヲ加フル

コトハ紙幣頭コレヲ定ムヘシ且其増金ノ惣高ヲ集メ其趣ヲ紙幣頭へ申立紙幣頭

ノ承認ヲ得ル迄ハ右ノ増金ヲ公然トスル事ヲ得ス

会社ハ又三分二以上ノ株主等ノ説ニ従ヒ元金ヲ減少スル事ヲ得ヘシ但シ此條

例ニテ取定メル高ヨリ以下ニハ減ス可ラス又コノ減少ノ義ニ付紙幣頭へ申立其

承認ヲ得ル迄ハ減少ノ手続ニ取掛ルヘカラス」と元金を減ずる際には３分の２
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以上の賛成が必要という点，紙幣頭の承認が必要という点においては同じであ

るが元金を増やす場合については３分の２以上の賛成を必要としない点におい

て相違がある。

（７） 第六條 銀行元金高ノ制限及其集合方法公債証書紙幣交収等ノ手続

国立銀行条例第六條では銀行元金高の制限，その集合方法，公債証書紙幣交

収等の手続に関する規定がなされている。

第一節では「凡ソ国立銀行ハ人口十萬人以上都会ノ地ニ五拾萬圓ノ元金ニテ

取建ルコトヲ得ヘシ尤十萬人未満一萬人以上ノ地ナラハ貳拾萬圓ノ元金ニテ取

建ルコトヲ得ヘシ」と人口と元金に規制が加えられている。

だが「一萬人未満三千人以上ノ地ナラハ大蔵卿別段ノ詮議ヲ以テ五萬圓マテ

ノ元金ニテモ取建ルコトヲ許スコトアルヘシ」と例外規定も設けられている。

『紙幣條例』（草案）においては第七條に配置されていて，「凡ソ紙幣条例ハ

五萬圓以上ノ元金ニ非サレハ之ヲ創立スル事ヲ得ス又人口二萬人以上ノ地ニ於

テハ十萬圓以下ノ元金ニテハ取建ルコトヲ得ス○但シ人口三千人ニ過サル所ナ

ラハ大蔵卿ノ許可ヲ以テ二萬五千圓以上ノ元金ニテ紙幣会社ヲ創立スルコトヲ

得ヘシ」とニュアンスが変わっている。つまり，国立銀行条例では人口制限，

元金制限共に厳しくなっている。

開業免状を受ける前に大蔵省の出納寮に公債証書を預けることを定め（第二

節），その公債証書の額は資本金の十分の六である（第三節）。この公債証書は当

該銀行が紙幣を発行する際の抵当となる（第四節）。

『紙幣條例』（草案）においては，第十六條に対応する条文があるものの，預

け入れる公債証書は資本金の三分の一となっており，国立銀行条例では預け入

れる割合が高くなっている。

なお，公債証書の預け入れに関しては第十九條，預け入れられた公債証書の

検査に関しては第二十條にも記述がある。

資本金の十分の四は本位貨幣で積立て，紙幣寮より受取る紙幣の引換準備に

充てる（第五節）ことが求められている。この金準備率に関しては，『紙幣條

例』（草案）は第三十一條が対応しているのであるが，「創立する紙幣會社ハ其

發行紙幣并預り金ヲ合算シタル高ノ二割五分トシテ是非トモ正金ヲ以テ會社ノ

庫中ニ貯ヘ置ヘシ」となっている。

つまり，金準備率は発行紙幣と預り金の合計を基準にしたものに対し，２５％

としている点で大きく異なるのである。「『国立銀行条例』では，発券に対する

準備金と預金に対する準備金とを切りはなし，発券に対しては２／３という高い

準備率を要求している」（新保博［１９６４b］２２頁）ことになる。
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株主の意思により資本金を増減させることがあれば，公債証書，正金ともに

規定の割合に従って増減させる（第六節）。

『紙幣條例』（草案）においては，第十三條に増資・減資に関連する条文があ

るものの，公債証書，正金ともに規定の割合に従って増減させるという表現は

ない。

国立銀行条例第六條第七節以降，注目すべき内容となっている。

つまり，銀行の営業手続きを例示する（第七節）とし，５０万円の資本金で創

立する際は，３０万円は太政官札，民部省札，大蔵省発行の新紙幣を大蔵省出納

寮に納め，２０万円は本位貨幣を兌換準備金とする（第八節）。大蔵省ではその３０

万円の金札もしくは新紙幣を受け取り，公債証書を渡す（第九節）。銀行側はそ

の公債証書を出納寮に納め，受取証書を受け取る（第十節）。この受取証書は出

納頭，紙幣頭の連名でなければならない（第十一節）。銀行側は公債証書と同額

の紙幣を受け取る（第十二節）。受け取った紙幣は銀行営業の元手となる（第十三

節）のである。

具体的にいえば，銀行は資本金の６０％を金札により公債証書を受け取り，そ

の公債証書を納めることにより紙幣を受け取る。資本金の４０％は兌換準備金と

する（第十四節）のである。銀行において紙幣発行の際は，常に３分の２の割合

で正金が準備され（第十五節），大蔵省出納寮に納めるべき公債証書は，太政官

札，民部省札，大蔵省発行の新紙幣を納めて受けとったものに限られる（第十

六節）のである。

『紙幣條例』（草案）においては，このような具体的な数字をあげての表現は

存在しない。

（８） 第七條 開業免状ヲ渡セシ後入金ノ割合月賦ノ手続

国立銀行条例第七條では開業免状を渡した後の入金の割合及び月賦の手続が

明らかにされている。第一節では「国立銀行ノ株主等ハ開業免状ヲ得其業ヲ始

ムル前ニ少クトモ元金高ノ五割（半高ナリ）ハ是非共之ヲ銀行ニ入金ス可シ」と

され，残る「五割（半高ナリ）ハ元金高ノ一割（十分ノ一ナリ）ヲ以テ月賦ト定メ

開業免状ヲ得タル月ノ翌月ヨリ入金ス可シ」（第二節）と月割の納入を定めてい

る。そしてこの「月賦ノコトハ銀行頭取支配人等誓詞ヲ以テ紙幣頭ニ請合フ可

シ」（第三節）としている。

この第一節から第三節に対しては，『紙幣條例』（草案）の第十四條において

「此紙幣会社ハ開店ノ免許ヲ得業體ニ取リ掛ル前ニ少ナクトモ其元金ノ五割半

高ナリハ是非トモ会社ニ入金スヘシ○扨其元金ノ残金ハ少ナクトモ総高ノ一割

宛ヲ目賦ト定メ紙幣頭ヨリ開店ノ免許ヲ得タル日ヨリ一ヶ月ノ末ニ至リ其月賦
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ヲ入金シ初ムヘシ○右月賦入金ノ義ハ会社ノ頭取又ハ支配人ヨリ誓詞ヲ以テ紙

幣頭ニ請合フヘシ」とほぼ同じ内容になっている。

国立銀行条例第七條第四節では「若シ株主等此五割ノ入金又ハ月賦入金ヲ怠

ル時」が起きた時には「頭取取締役等ハ其株ヲ競売ニ出シ売払ノ上其入用ヲ差

引過金アレハ元金株主へ渡シ遣ス可シ」とし，さらに「若シ又此競売ニテモ其

株ヲ買取ル人ナケシハ前以テ入金シタル高ハ銀行ニ没収シテ其株ヲ消ス可シ」

（第五節）と厳しい姿勢を示している。ただし，償却すればそれで済むわけで

はなく，「此消株ニ付元金高此條例通ヨリ減少スレハ頭取取締役等ハ三十日ノ

間ニ其補ヲナシ定限ノ高ニ満タ」さなければならず（第六節），「頭取取締役等

ハ此事ヲ怠レハ紙幣頭ハ其銀行ニ鎖店ヲ申渡シ跡引請人ヲ命スヘシ」（第七節）

と場合によっては閉店に追い込まれることが明らかにされている。

又，「競売ニテ買取リタル株高モ其買主ハ他ノ株主同様ノ権利アルヘシ」（第

八節）と株式の譲渡によって株主の権利が損なわれないことも明記されてい

る。

この部分について，『紙幣條例』（草案）はその第十五條で対応している。つ

まり，「此紙幣会社ノ株主等ハ右ノ月賦ヲ入金スル事ヲ怠ル事アラハ会社ノ取

締役ヨリ右不正ノ株主カ所持セル株ヲ競売ニ出シテ苦シカラス」としている。

又「右ノ株ヲ売リ其元金入用ヲ差引キ過金アラハ假令聊タリトモ其不正ノ元

株主へ渡シ遣ハスヘシ」となっている。

さらに「此株ヲ競売ニ出シ其元高ニ布告�ニ売払入用ヲ加ヘタル高ニ買取ル

人ナキ時ハ右ノ不正ノ株主ヨリ前以テ入金シタル高ヲ会社ニ沒入シ其株ハ取扱

人ノ差圖ニ従ヒ此沒入ノ日ヨリ六ヶ月中ニ売払フヘシ其時ニ至リテモ矢張買人

ナキ時ハ其株ヲ消シ会社元金ノ内ヨリ其丈ノ高ヲ減スヘシ」となっていて，

「此株消ニ付元金ノ高減少シ條例ノ定メ高ヨリ少高トナル事アラハ株消ノ日ヨ

リ三十日ノ内ニ定メ高ノ通リニ増金ヲナスヘシ」となっている。そして「若此

義ヲ怠ル時ハ此條例第五十條ノ趣意ニ従ヒ会社鎖店ノ義ヲ引受人へ申渡スヘ

シ」と第七節に対応している。

ただし，第八節に対して『紙幣條例』（草案）は対応していない。

（９） 第八條 銀行紙幣ノ製造方法及其品類紙幣通用ノ能力並破損交換等ノ事

ヲ明ニス

銀行券の製造に関する指揮系統（第一節），費用負担（第二節），紙幣の種類

（第三節），銀行券面の記載事項（第四節），および銀行券の通用範囲（第五節），

通用への拒否・妨害・不正に対する規定（第六節），銀行券の敗裂，破損への対

応（第七節），敗裂・破損銀行券交換の際の手続き（第八節），焼却した際の公
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告（第九節）が規定されている。

『紙幣條例』（草案）においては，銀行券の製造に関する指揮系統，紙幣の種

類銀行券面の記載事項については，第二十二條において同様の規定がある。し

かし，銀行券の製造費用の負担についての規定はない。

銀行券の通用範囲については，第二十三條において同様の規定がある。

銀行券の敗裂，破損への対応に関しては第二十四條において同様の規定があ

るが，敗裂・破損銀行券の焼却した際の公告規定はない。

（１０） 第九條 銀行ヨリ預ケタル公債証書改方並臨時証書ノ入換其他利足受取

方ノ事ヲ明ニス

銀行の紙幣発行のために預け入れた公債証書に対する点検規定（第一節），銀

行都合による公債証書の交換についての規定（第二節），銀行より紙幣返納の際

の公債証書の返還規定（第三節），市中における公債証書価格低落時の紙幣寮へ

の公債証書預け入れ増額規定（第四節），預け入れた公債証書の利息の受け取り

規定（第五節），公債証書の利息取り押さえ規定（第六節）からなる。

『紙幣條例』（草案）においては，預け入れた公債証書に対する検査規定は第

二十五條に配置されている。

銀行都合による公債証書の交換についての規定，銀行より紙幣返納の際の公

債証書の返還規定，市中における公債証書価格低落時の紙幣寮への公債証書預

け入れ増額規定，預け入れた公債証書の利息の受け取り規定，公債証書の利息

取り押さえ規定に関しては，第二十六條に同様の規定がある。

しかし，公債証書の返還規定に関しては国立銀行条例においては紙幣返納額

が「五千圓以上」となっているが『紙幣條例』（草案）においては，「千圓以

上」となっており，基準が高くなっている。

（１１） 第十條 銀行営業ノ資本及地所物件売買ノ制限ヲ明ニス

国立銀行条例第十條においては，国立銀行の営業科目が規定（第一節）さ

れ，また禁止営業科目が規定されている。しかし，この禁止営業科目は条件付

き許可される（第二節）ことも明文化されている。さらに，その条件が４つほ

どあげられ（第三節），また，条件を満たさない場合の禁止規定（第四節）が明

らかにされている。

『紙幣條例』（草案）の営業科目の規定については，新保博［１９６４b］が，

「『紙幣条例』の場合は，発券以外に銀行が如何なる金融業務を営むべきか明

らかにされておらず，わずかに貸付に対する若干の規定がなされているにすぎ

なかった。 National Banking Actの場合は，すでに多数の銀行が存在している
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ことを前提として制定されたものであったから，改めて銀行業務一般について

の規定を設ける必要はない。かくて National Banking Actの翻案である『紙幣

條例』においても，この種の規定を欠くことになった」（２４頁）としているが

『紙幣條例』（草案）第八條において，「會社ノ商業ノ營ミ約定手形。爲替。爲

替手形。其餘貸借證書ノ取引ヲナシ預リ金ヲ請取リ爲替金正金地金の賣買ヲナ

シ請人引當ニテ金ヲ貸シ」と規定されているので，『紙幣条例』にもきちんと

営業科目は記載されている。

禁止営業科目に関する規定とその許可条件，条件を満たさない場合の禁止規

定に関しては，第二十八條において規定されている。

（１２） 第十一條 銀行営業ノ制限貸付金預リ金準備金等ノ定規ヲ明ニス

国立銀行条例第十一條においては，貸付限度（第一節）が明らかにされてい

る。また銀行が銀行紙幣を担保として借り入れすることを禁止（第二節）し，

さらに銀行の株を担保に取ることによる貸付や株の買い入れや株主となること

を禁止している（第三節）。

但し，返済が滞っている貸付に関しては株の取得を許可し，６ヶ月以内に売

却を定めている（第四節）。

また，株主の義務として，事故による一時的な出金を求めている（第五節）。

銀行には預金総額の２５％以上の積立金を用意することを求め（第六節），支払

い利息やプレミアムについては出来るだけ抑えるよう求めている（第七節）。

さらに，営業に伴い紙幣発行額が準備金の三分の二を超えることを禁止（第

八節）し，基準を超えた紙幣発行が露見した場合には準備金の増額を命じ，そ

の増額命令にこたえられないときには開業免状の取り上げを明記している（第

九節）。

『紙幣條例』（草案）においては，第二十九條において貸付限度が明らかにさ

れている。

銀行が銀行紙幣を担保として借り入れすることを禁止に関しては第三十七條

において同様の内容が明記されている

株を担保に取ることによる貸付，株の買い入れや株主となることの禁止，但

し返済が滞っている貸付に関しては株の取得を許可し，６ヶ月以内に売却する

ことに関しては，第三十五條において明らかにされている。

株主の義務として，事故による一時的な出金を求めていることに関しては，

第三十六條において同様の規定がある。

預金総額の２５％以上の積立金を用意することを銀行に求めていることと紙幣

発行額が準備金の三分の二を超えることを禁止に関しては，『紙幣條例』（草
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案）においては，第三十九條には「現時引替カタキ程ノ紙幣ヲ渡シテコレヲ通

用セシムル可ラス」との記載はあるものの，具体的な基準はなく，第三十一條

において「發行紙幣并ニ預リ金ヲ合算シタル高ノ二割五分ハ準備金」として銀

行の金庫に蓄えておくこととしている。

基準を超えた紙幣発行が露見した場合には準備金の増額を命じ，その増額命

令にこたえられないときには開業免状の取り上げる規定も第三十一條にある。

支払い利息やプレミアムについては出来るだけ抑えるよう求めている記載は

ない。

（１３） 第十二條 銀行ヨリ差出ス報告書計表ノ手続

国立銀行条例第十二條では銀行が提出する報告書，計表の手続きがあきらか

にされている。第一節では「国立銀行ハ一ヶ年四度以上其銀行ノ事務計算等実

地詳明ナル報告書計表等を紙幣頭ニ差出ス可シ」とされ，「其書式ハ紙幣頭ノ

指揮ニ従ヒ頭取取締役之ニ證印スヘシ」となっている。さらに，この「報告書

計表ノ類ハ銀行ヨリ新聞紙又ハ其手ノ手続ヲ以テ世上ニ公告スヘシ」となって

いる。

ここで留意しなければならないのは決算→株主総会→新聞公告といった現在

の順番ではなく，決算→紙幣頭に報告→新聞公告という順序立てになってい

て，株主総会での決算報告はない。

また「銀行ハ其株主等ノ姓名株高ノ内譯宿泊所等ヲ明細ニ記シタル表ヲ作リ

其社ノ用所ニ備へ置ク可シ」（第二節）と株主名簿の作成と保管が義務付けら

れ，「銀行ハ又其発行紙幣ノ高残紙幣ノ現高準備金ノ現高預リ金ノ高及ヒ其用

意積立高別段積立ノ高貸付金ノ総高及為替立替假預リ等ノ差引マテ毎日ノ帳面

差引ヲ明瞭ニシ簡明ナル一覧表ヲ作リ其社ノ用所ニ備へ置クヘシ」（第三節）と

各種帳簿も作成と保管が義務付けられている。

そして「此計表類ハ紙幣頭ノ命ニヨリ時々之ヲ紙幣寮ニ差出ス可シ」とさ

れ，また「銀行ノ株主等ハ銀行ノ事務取扱中タラハ何時ニテモ銀行ニ来リテ之

ヲ点検スルヲ得可シ」（第四節）と株主にも閲覧が可能であった。

さらに「紙幣頭ハ尚要用ト思フコトアレハ臨時報告ヲ銀行ニ命スルコトヲ得

可シ」（第五節）と紙幣頭は必要に応じて報告を命令することができ，銀行がそ

の報告を怠たり「紙幣頭ノ命スル日ヨリ十日ヲ超エテ差出サヽレハ十日以外ハ

一日百圓宛ノ罰金ヲ命ス可シ」（第六節）との罰則規定も存在した。

この報告について，『紙幣條例』（草案）においては第三十四條に規定されて

いる。第三十四條では「紙幣会社ハ一ヶ年中五度以上其会社商業ノ実際報告ヲ

紙幣頭ニ差出スヘシ其報告ノ文例ハ紙幣頭ノ指圖ニ従ヒ会社ノ頭取或ハ支配人
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之ニ誓詞ヲ加ヘテ保證シ又少ナクトモ三人以上ノ取締役之ニ連印スヘシ」とす

る。ここでは一年に５回以上の報告義務がある点で国立銀行条例と異なる。ま

た公告に関しては「此報告ノ写ヲ其地ノ新聞紙又ハ他ノ手続ヲ以テ之ヲ刊行シ

テ公告スヘシ」となっている。国立銀行条例第十二條第三節に対応する記述は

ない。第五節の臨時の報告義務については「紙幣頭若シ此実際報告ヲ得猶十分

ニ詳恙ナル実際ヲ知ル事ヲ緊要ナリトセハ尚別段報告ヲ出サシムルノ権アルヘ

シ」となっていて，罰則規定についても「若シ右ノ報告ヲ差出ス事ヲ怠ル会社

アラハ五日ノ間ハ是ヲ猶予スヘシ五日ノ外ニ出ル時ハ一日ニ付百圓宛ノ罰金ヲ

取立ヘキ罪科ナリトスヘシ」同様の規定が存在する。

この第十二條に関しては第３章にても触れている。

（１４） 第十三條 銀行利益金分割ノ手続

国立銀行条例第十三條では銀行利益金分割ノ手続が明らかにされている。先

ず第一節においては「国立銀行ノ頭取取締役等ハ毎年両度宛銀行ノ総勘定ヲナ

シ其純益ヲ正算シ株高ニ應シテ公平ニ之ヲ分割ス可シ」と毎年２回，利益の確

定させること，持株数に応じて利益を分配する事が義務付けられている。ただ

し，ここで留意しなければならないことはその行為の主体が頭取と取締役であ

るという点である。株主総会という用語は出てこない。

さらに「右分割ノ前ニ其利益ノ正算ヲ株主一同へ通知シ且新聞紙ニテ世上ニ

公告スヘシ」（第二節）と確定した分配利益を株主に通知し，また新聞にて公告

することを義務付けている。そして「其公告セシ日ヨリ十日内ニテ未タ株主へ

分割ヲ為サヽル前ニ其計算ヲ明瞭ニシテ紙幣頭へ差出ス可シ」（第三節）と公告

後かつ利益分配前の期間に，利益処分の計算書を紙幣頭へ提出しなければなら

ないことになっている。

というのも，「右利益金ノ内少クトモ十分ノ一以上ノ高ヲ除キ置テ元金ノ二

割ニ至ルマテ銀行ノ別段積金トシ臨時ノ費用ニ供スヘシ」（第四節）と元金の２０％

に達するまでは利益金の１０％以上を積立てることが要求されていているからで

ある。これは「銀行ハ其業ヲ営ムノ間ハ利益金分割ノ事故又ハ自餘ノ状實ニ托

シテ元金高ノ内ヲ引去ル」ことを禁じられている（第五節）。さらに，「滞リ貸

金又ハ商業ノ失錯其他ノ事故ニテ銀行ニ損失アリテ元金高減少スレハ銀行ハ利

益金ノ分割ヲ止メテ其不足ヲ補フヘシ若シ其不足高一度ノ利益金ニテ補ヒ得サ

レハ何度ニテモ利益金ノ割合ヲ見合セテ其元高ニ復ス可シ」（第六節）と元金

（資本）の維持を強く目指したものと考えられる。

また，「慥カナル引当物アルカ又ハ確實ナル引請人アル貸付金ノ外ハ六ヶ月

ノ期月ヲ過テ元利トモ返済ニ至ラサレハ滞リ貸付金ト見做ス可シ」（第七節）と
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不良債権に対する基準も設けることにより，利益計算に際し厳格な審査基準の

導入を図っている。

対して，『紙幣條例』（草案）においてはいかなる規定があったかというと，

第三十三條と第三十八條によって定められている。

第三十三條においては「紙幣会社ノ取締役ハ毎年両度ツヽ会社ノ利益高ヲ正

算シ公平ニ之ヲ分割スル事ヲ公告スヘシ」と国立銀行条例第十三條第一節と同

様である。しかし第四節に対応する記述では「諸会社ハ右ノ分割ヲ公告スル前

ニ其利益金ノ十分一ヲ除キ去リテ積金トシ元金ノ二割ニ至ル迄ハ之ヲ元金ノ増

高ニ加フヘシ」と国立銀行条例では別段積金として社内に留保される利益が元

金に増高されることになっている。

また，第三十八條においては「紙幣会社ハ其商業ヲ引続キテ経営スル間ハ其

利益金分割ノ事故或ハ自餘ノ状實ニ托シ其元金ノ内ヲ引去ルヘカラス」と第五

節に対応し，「会社ノ損毛高現時会社の庫中ニアル利益高ト同額ナル歟又ハ其

以上ナル時ハ其利益金ノ分割ヲ見合スヘシ」と第六節と同様の内容となってい

る。また「会社ヨリ貸附金ノ元金�利息トモ相滞リテ六ヶ月ノ期限ニ及ヒ尚返

済方ニ至ラサル分ハ此條例ニテ都テ滞リ貸金ヲ名クヘシ」と第七節と同様の規

定が盛り込まれている。

しかし，第三節に盛り込まれている紙幣頭への報告義務は存在しない。

この第十三條に関しては，第７章において検討している。

（１５） 第十四條 銀行ハ追テ税金を納ムヘキコト

納税義務に関する条項である。国立銀行條例第十四條では，２項にわたって

明らかにしている。

しかし，益金から税金を納めることが明らかにされてはいるものの，時期，

税率，納税方法など具体的な規定はない。

この点に関して，『紙幣條例』（草案）は対照的である。『紙幣條例』（草案）第

四十一條において，以下の通りの規定を設けている。

「各会社ハ毎年七月十二月ノ両度ニ出納頭ニ左ノ税額ヲ収ムヘシ

明治 年 月依頼半年毎ニ其会社ノ発行紙幣平均高ノ五厘百分一

ノ半 千圓ニ付五圓

半年毎ニ預リ金平均高ノ二厘五毛 百分一ノ四分一 千圓ニ付二圓半

同半年毎ニ会社ノ元金中公債証書ニ引替サル分ノ平均高ノ二厘五毛

百分一ノ四分一 千圓ニ付二圓半

若会社ニ於テ右ノ税額ヲ収ムル事ヲ怠ル時ハ一般ノ税法ヲ以テ之ヲ取立ルヘ

シ或ハ又会社ヨリ預ケ置タル公債証書ニ附ヘキ利息中ヨリ右ノ税額ヲ出納頭ノ
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手ニテ引去ル事ヲ得ヘシ」

つまり，益金から税金を納めるのではなく，紙幣の発行高および預金，公債

証書に引替ていない元金に対し，それぞれ一定の税率がかけられるというもの

である。

当時，地租改正以前の明治政府にあっては，会社に対する課税規定はなく，

あえて言えば通商会社，為替会社の利益処分規定において益金の三分の一を納

税せよというものしかなく，それを踏襲し，税法の整備を待つという文言とな

ったと考えられる。

（１６） 第十五條 銀行ハ為替方トナリ大蔵省官員ト同ク職務ヲ取ルコトアルノ

手続ヲ明ニス

国立銀行条例第十五條は，大蔵卿の命令があれば，為替方を務めることを求

められている（第一節）。

そして為替方となった銀行役員は大蔵省の官員と同様の職務をこなす者と理

解すること（第二節）や，相当の公債証書他を預かる（第三節）ことにより，差

し支えなく貨幣の支払い業務をこなすことの信用を表す（第四節）。

この国立銀行条例第十五條に対応した『紙幣條例』（草案）の条文は，第四十

五條に配置されている。

（１７） 第十六條 銀行ハ其紙幣引換ノ爲メ別店ヲ開キ又ハ他ノ銀行ニ引換方ヲ

依頼スルコトヲ得ルノ手続ヲ明ニス

国立銀行条例第十六條においては，指定都市に開設した国立銀行は紙幣引

換，つまり正金（金貨）兌換専用の店舗を，東京，大阪にそれぞれ支店を一店

舗開くこと（第一節），引換専門支店においては他の国立銀行の銀行券をも正金

兌換をすること（第二節），引換専門支店の開設に当たっては設立の趣旨を公告

すること（第三節），兌換のための準備金は元高の十分の四，（発行紙幣額の三分の

二）であること（第四節），その都市とは東京，西京，大阪，横浜，神戸，長

崎，新潟，函館（第五節）としている。

第五節において指定する府港を『紙幣條例』（草案）では，第三十一條におい

て明らかにしているが，第一節，第二節，第三節に関しては第三十二條におい

て記述されている。

この『紙幣條例』（草案）における第三十一條は，１８６４年国法銀行法の第３１条

における “reserve” cityの規定に沿った内容となっているのであるが，新保博

［１９６４b］においては「『準備』市（ “reserve” city－白坂）制度とは似而非なるも

のである」（２３頁）と指摘されている。第三十二條も同様に法貨兌換が正金兌換
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に変わっており，そのため設けられる支店の意味合い，役割も異なる。

（１８） 第十七條 銀行ノ事務実際検査ノ為メ紙幣寮ヨリ検査役派出ノ手続

銀行検査規定であるが，これは検査を受かる側の規定である。国立銀行條例

第十七條によれば，「紙幣頭ハ大蔵卿ノ許可ニ従ヒ各国立銀行営業ノ実際ヲ詳

知スルタメ定例又ハ臨時ノ検査役ヲ派出ス可シ」（第一節）とされ，その検査役

は「其検閲ノ実況ト考案ノ次第トヲ書面ニ認メ詳明ニ紙幣頭ニ報告」（第三節）

義務がある。この検査役以外，銀行は「何レノ職務何レノ官爵アル者ト雖モ其

爲メニ威服セラレ實務ノ儉査」を受ける必要がない（第四節）。

『紙幣條例』（草案）における検査規定は第五十四條に配置されているが，内

容はほぼ同じである。

この第十七條に関しては，第４，５，６章で検討している。

（１９） 第十八條 銀行ニテ紙幣引換ヲ拒ミシ時ノ処置特例監督役跡引受人等ノ

取扱方等公債証書沒入紙幣引換等ノ手続ヲ明ニス

この第十八條には１５の節が用意されており，国立銀行が兌換を拒んだ時の処

置に充てられている。

そこでは，国立銀行もしくは引換店において，国立銀行券の正金兌換が拒ま

れた場合には直ちに地方官庁に訴え，交渉をもとめることとされ（第一節），但

し，事故により正金兌換ができなかった場合には，理由を明らかにし頭取の押

印のある書類を地方官庁に提出することとされる（第二節）。

地方官庁は正金兌換がなされなかった訴えや報告を受けた時には直ちに紙幣

頭に報告することが求められ（第三節），紙幣頭はその報告を受け次第，検査役

を派遣し，事実の究明をはかり，銀行に非があれば営業差し止め，金銀の出納

を禁止する（第四節）。営業を差し止められた銀行においては，資産の譲渡が禁

止され，預金その他も預り禁止となる（第五節）。

以上，国立銀行条例第十八條の第一節から第五節までは，『紙幣條例』（草

案）の第四十六條にほぼ対応している。

紙幣頭は大蔵卿に稟議した後，特例の監督役を命じて当該銀行の現状を検査

させ，詳細な報告をさせる（第六節）。監督役からの報告により，紙幣頭は銀行

の罪状を判断し，当該銀行から預った公債証書を没収する旨を申し渡す（第七

節）。大蔵卿の指示のもと，当該銀行の紙幣を所持する者は大蔵省にて正金兌

換することを公告のうえ兌換するのである（第八節）。兌換された紙幣は手続き

に則り，焼却し新聞に公告する（第九節）といものである。

以上，国立銀行条例第十八條の第六節から第九節までは，『紙幣條例』（草
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案）の第四十七條にほぼ対応している。

さらに，紙幣頭は当該銀行より没収した公債証書を公売もしくは私売により

売り渡す（第十節）という国立銀行条例第十八條の第十節は『紙幣條例』（草

案）の第四十九條にほぼ対応している。

もし，大蔵卿が公債証書を焼却し公債を滅却しようとするなら，紙幣頭はそ

の命令に従い，これを焼却し，新聞にて公告する（第十一節）。この国立銀行条

例第十八條の第十一節は『紙幣條例』（草案）の第四十八條にほぼ対応してい

る。

紙幣頭は当該銀行の跡引請人を命じ，諸帳簿，担保物件を差し押さえ，銀行

の資産一切を調査したうえで資産を処分し，株数に応じて株主に割戻し，また

は株高を限度に損失をおう（第十二節）。当該銀行における負債に関して，紙幣

頭は三カ月に渡り新聞にて公告し，債権者を確定し，適正な処置を行う（第十

三節）。当該銀行がその罪を免れるべく陳述するのであれば，紙幣頭は監督役

を出した日より３０日以内であればこの処置を猶予し，さらに詳細な検討をした

うえで潔白であれば宥恕しなければならない（第十四節）。

これら国立銀行条例第十八條の第十二，十三，十四節は『紙幣條例』（草案）

の第五十條にほぼ対応している。

第十五節は正金兌換が遅れたことにより，銀行券を持参した者の費用，検査

費用，跡引請人の費用などは当該銀行に弁済させるというものであるが，これ

は『紙幣條例』（草案）の第五十一條にほぼ対応しているのである。

（２０） 第十九條 銀行鎖店ノ手続及其紙幣引換方ノ事

国立銀行の解散規定である。８節構成となっており，先ず，「三分ノ二以上

ノ株主ノ説ニ従テ平穏ニ之ヲ分散シ之ヲ鎖店スルコトヲ得ヘシ」（第一節）とさ

れ，「取締役ノ決議」を経た後，「紙幣頭ニ報告」し，「新聞其他ノ手続ニテ世

上ニ公告」することにより清算を促す（第二節）ことになっている。

さらに，当該国立銀行が発行し，市中に流通している紙幣を回収し（第四

節），最終的に償却処理し（第七節），出納頭および紙幣頭はその過程を記録して

おくことが求められている（第八節）。

『紙幣條例』（草案）においてこの解散規定に対応するのは第四十二條，第四

十三條である。国立銀行条例における第十九條の第一節から第四節までが第四

十二條，第五節から第八節までが第四十三條に対応している。

（２１） 第二十條 別段ノ銀行モ此條例ニ従テ転業シ得ルノ手続

既存の銀行，為替会社の国立銀行へ組織変更する際の手続きである。第一節
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において「特例ヲ以テ會ヲ結ヒタル銀行又ハ為替会社ノ類ハ此條例ノ趣旨ニ遵

テ国立銀行ノ例ニ加ハルヲ得可シ」となっている。ここで留意しなければなら

ないことは，条文の中に為替会社と並んで「銀行」という用語が使われている

ことである。

つまり，国立銀行以前に「銀行」が存在し，その「銀行」が国立銀行に組織

替えをすることを想定しているのである。これはいささか疑問である。国立銀

行以前に「銀行」は存在したのかという問題となるからである。

この問題に関しては，二つの考え方が可能である。一つは当時政府に出てい

た「銀行」設立申請を受けての対応であると考えられる。実際，三井家による

三井組バンクの設立申請は１８７１（明治四）年に一時太政官の裁可を得ていた。

すぐにその裁可は取り消されるのであるが，この状況を受けての「銀行」とい

う用語の使用である。

もう一つ考えられるのは，１８６４年国法銀行法からの翻訳をそのまま使用して

しまったことにより，「銀行」という用語が使われたというものである。

『紙幣條例』（草案）において，この組織変更手続きに関する規定は第四十四

條に配置されている。前述の第一節に対応する部分は「特例ヲ得テ會ヲ結ヒタ

ル『バンク』或ハ為替会社ハ其社號ヲ其儘用ヒテ此條例ノ趣意ニ従ヒ紙幣会社

ノ列ニ加ハル事ヲ許ス」となっており，「銀行」に対応する用語として「バン

ク」を用いている。

条文の内容は殆ど変わらないことを考えれば，国立銀行条例における「銀

行」はその当時設立申請のあった「銀行」を指したものではなく，１８６４年国法

銀行法から音だけ拾った「バンク」をそのまま「銀行」と訳したものと考えら

れる。

第二節，第三節も概ね同じ内容となっている。

（２２） 第二十一條 此條例ニテ発行スヘキ紙幣ノ概算ヲ明ニス

国立銀行の銀行券発行枠に関する規定である。およそ１億円を限度としてい

る。

『紙幣條例』（草案）においては，第二十二條において規定されていて，その

限度額はやはり１億円とされている。

（２３） 第二十二條 此條例ノ外他ニ金券又ハ紙幣ノ類ヲ発行スル銀行ヲ禁止ス

ルコトヲ明ニス

この国立銀行条例第二十二條により，「何レノ人何レノ方法ヲ不論他ノショ

處置ヲ以テ紙幣金券及ヒ通用手形類ヲ行フコトハ都テ之ヲ禁止ス可シ」と国立

38



銀行以外の紙幣発行を禁じ（第一節），この規定により既に設立された機関にお

ける紙幣発行もその通用を禁じ，正金兌換措置をとることを求めている（第二

節）。

また国立銀行に類似する業務も紙幣寮の指令に従うことを定めている（第三

節）。

『紙幣條例』（草案）においては，第二十三條において「此條例ニテ許シタル

紙幣ノ外ハ何レノ會社タリトモ預リ金券金札等ニテ正金同様ノ通用ヲナス手形

類ヲ發行スヘカラス」としている。

（２４） 第二十三條 銀行ノ訴訟ハ一般ノ處置ト異ナラサルコト

国立銀行の訴訟に関する規定である。条文によれば，国立銀行が関与する訴

訟においては一般の訴訟法に従うこと，また地方官庁において裁判することを

明らかにしている（第一節）。

また，所轄官庁の長である紙幣頭への許認可等の願書についても地方官庁経

由で申請することが求められている。

『紙幣條例』（草案）において，この訴訟関係に関する規定は第五十六條に配

置されており，内容はほぼ同じである。

（２５） 第二十四條 銀行簿記計表報告書等書例ノコト

国立銀行の簿記会計に関する規定である。

国立銀行条例においては，「国立銀行ノ諸簿冊計表其他ノ諸計算書類ハ極メ

テ精確ニ記載シ且簡明ヲ要ス可シ尤モ諸約定書証書手形類其他ノ要書ハ堅ク之

ヲ庫中ニ管守スヘシ」（第一節）ということと，「銀行創立及営業中ノ諸証書定

款又ハ報告書計表ノ類ハ銀行成規ノ書例ニ従フ可シ」（第二節）と求めているだ

けで，簿記会計についての詳細な規定を明らかにしていない。

そして，この規定は『紙幣條例』（草案）には存在しない。そのため，国立銀

行条例制定段階においては詳細な簿記会計規則は存在しなかったのである。

そのため，明確な因果関係を明らかにする資料は確認できていないが，国立

銀行の開設に合わせるべく，急きょ西洋式の簿記法が導入されることとなった

と考えられる。

１８７３（明治六）年６月，まず福沢諭吉訳による『帳合之法』略式二冊が刊行

される。

同年８月，国立銀行として最初となる第一国立銀行が開業する。

次いで，同年１０月には加藤斌訳による『商家必用』が刊行され，そして第一

国立銀行の開業には間に合わなかったものの，同年１２月にはアラン・シャンド
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による『銀行簿記精法』が発刊される。

この『銀行簿記精法』の成立に関する経緯については次章において検討す

る。

（２６） 第二十五條 銀行ノ役員奉務上ノ禁令

国立銀行役員の禁止行為規定である。４節構成となっており，「役員ハ私ニ

銀行ノ有金ヲ費糜シ又ハ之ヲ掠メ取リ又ハ私ノ費用ニ供フ可ラス」他，「承認

ヲ得スシテ紙幣ヲ発行シ預リ証書ヲ出シ為替手形約定手形諸約定諸貸附等ヲナ

スヘカラス」，「銀行ノ諸簿冊計表報告書其外ノ要書中ニ詐偽ヲ記載ス可カラ

ス」，「株主又ハ官吏商会其他ノ者ヲ欺キ及銀行実際ノ検査役ヲ欺キ又欺カント

謀ルヘカラス」（第一節）とし，また，銀行役員は当該銀行の発行する紙幣・手

形に対して，「剥去リ又ハ切裂キ又ハ塗抹シ孔ヲ穿チ糊附ニスル等ノコトヲナ

ス可カラス」（第二節）とする。

さらに役員自身ではなくとも役員に上記の禁止行為を誘導，幇助した場合は

いかなる人物でも罪科を問われ（第三節），また役員の家族・親族が役員の自宅

で商業を営んだり，銀行の名を使用することを禁じている（第四節）。

この役員の禁止行為に関する『紙幣條例』（草案）の規定は，第五十五條が第

一節と第三節に対応し，第五十七條が第二節に対応している。第四節の内容に

対応するものは『紙幣條例』（草案）には存在しない。

（２７） 第二十六條 銀行頭取取締役處務上ノ禁令

第二十五條の禁止行為の対象になった役員を更に範囲を狭め，頭取，取締役

に限定した禁止行為規定である。

第一節では，国立銀行条例遵守を求め，「若シ或ハ悖�ノコトアレハ此條例

ニ於テ其銀行へ與へタル條理特権ハ悉ク之ヲ取上クヘシ」となっている。

第二節においては，更に国立銀行条例への違反の責任が頭取，取締役にあ

り，株主に損失を被らせた場合，損失の責任を頭取，取締役が取らなければな

らないとする。

『紙幣條例』（草案）において，この頭取，取締役の禁止行為に関する規定は

第五十三條に配置され，ほぼ同じ内容となっている。

（２８） 第二十七條 紙幣贋造ノ禁令ヲ明ニス

国立銀行券の偽造禁止規定である。偽造すること，させること，幇助するこ

と，偽造と知りながら通用させることを禁じ（第一節），文字，書画の変換の禁

止（第二節），彫刻の禁止（第三節）が謳われ，この規定を犯した場合には厳科に
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処すこととなっている（第四節）。

『紙幣條例』（草案）においては第五十八，五十九條にほぼ同じ内容が盛り込

まれている。

（２９） 第二十八條 條例更正ノコト

国立銀行条例の改正に関する規定である。国立銀行条例は政府の都合で何時

でも改正，増補，廃止することができ（第一節），その際，紙幣頭は速やかに公

告しなければならない（第二項）としている。

『紙幣條例』（草案）においては第六十二條にほぼ同じ内容が盛り込まれてい

る。

（３０） 国立銀行条例と『紙幣條例』（草案）の対応関係

さて，上述のような比較検討を加えたところで，国立銀行条例と『紙幣條

例』（草案）の対応関係をまとめると図表１－１のとおりとなる。

すると，まず明らかになることは，そもそも条項の数が大幅に異なるので当

然のことではあるが，国立銀行条例の策定に当たっては，『紙幣條例』（草案）

を単純に発展させたものではなく，再構成したものと考えるべきである。

そのうえで，国立銀行条例は『紙幣條例』（草案）の条文の内容を変えずに採

用している部分があり，それは株式会社制度と基本的な金融システムに関する

内容である。
逆に，『紙幣條例』（草案）の条文の内容に修正が加えられた箇所の存在につ

いては，金融システムの一部，つまり兌換に関する部分については修正が加え

られた。

また，『紙幣條例』（草案）の冒頭の第一～四條といったところが国立銀行条

例に反映されていないことが明らかとなる。

第一條は紙幣寮，第二條は紙幣寮の官印について，第三條は紙幣寮の場所，

第四條は公債証書についての条文である。

この部分が国立銀行条例に反映されなかったのは如何なる理由によるのかと

いうと，そもそも『紙幣條例』（草案）のベースとなった１８６４年国法銀行法の主

たる目的が，「国債によって担保された通貨の発行と，それに関する規制・監

督のために，財務省のなかに独立性の強い局（ Bureau）を設置することにあっ

た」（高月昭年［２００１］４５頁）にもかかわらず，１８６４年国法銀行法を導入しようと

した当時の明治政府は，その力点が独立性の高い局の設立よりも，初めて本格

的な株式会社制度を備えた金融機関の設立に力点が置かれたと考えることがで

きる。
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図表１－１ 国立銀行条例と『紙幣条例』（草案）との対応関係（１）
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図表１－１ 国立銀行条例と『紙幣条例』（草案）との対応関係（２）
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さらに，『紙幣條例』（草案）第四十一條のように，納税に関する規定も国立

銀行条例においては採用されなかった。

これは当時の日本における税制そのものが整備されていないことによる。

逆に，国立銀行条例にはあるものの，『紙幣條例』（草案）には存在しない条

項として国立銀行条例第二十四條がある。これは銀行簿記計表報告書等書例に

関する条項である。これは逆に，すでに株式会社が存在している中でのアメリ

カ１８６４年国法銀行法においては，わざわざ記載する必要性の低い事項である

が，これから本格的な株式会社制度を導入しようとする明治政府においては必

要不可欠な条項であったと見るべきであろう。

４．おわりに

本格的な株式会社制度の導入を図るべく明治政府が導入したのは，アメリカ

の１８６４年国法銀行法に依拠したナショナル・バンク制度であった。

１８６４年国法銀行法に範をとったとはいえ，当然のことながら，出来上がった

国立銀行条例は１８６４年国法銀行法を翻訳しただけのものではなかった。

そのため，１８６４年国法銀行法のどの部分がそのまま国立銀行条例に採用さ

れ，どの部分がいかに修正を加えられて国立銀行条例に組み込まれていったの

か，ということを明らかにするため，まずは先行業績の検討を手がかりとし

た。

次に，先行業績において検討されてこなかった検討課題を洗い出し，和文の

『紙幣条例』なる資料について，明治四年の銀行論争の内容を踏まえて検討を

加えた。

その結果，『紙幣条例』という資料は同じ名前ではあるものの，部分的に内

容の異なる二つの資料があるのではないかとの結論を得た。

さらに，国立銀行条例と現存する『紙幣条例』（草案）の包括的な比較検討を

行った。『紙幣条例』（草案）は６２条からなるものであったが国立銀行条例は２８

条，１６１節からなるものである。国立銀行条例は『紙幣条例』（草案）からまっ

すぐ延長したかたちで出来上がったというものではない。

比較検討の結果，『紙幣条例』（草案）の内容がそのまま採用された部分，内

容における修正が加えられた箇所を洗い出し，さらに国立銀行条例に盛り込ま

れなかった『紙幣条例』（草案）の条項，『紙幣条例』（草案）には存在しないが

国立銀行条例に新たに盛り込まれた条項を明らかにした。

すると，概ね株式会社制度にかかわる規定はそのまま国立銀行条例に導入さ

れているが，金融システム，とりわけ兌換にかかわる部分には修正がくわえら
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れ，さらに所轄官庁に関する規定は削除され，株式会社の会計に関しては新た

に書き加えられている，というように判断できる状況が明らかとなった。

『紙幣条例』（草案）から国立銀行条例に発展する過程のなかで，これらの継

続，修正，削除，付加といった変更が加えられた背景には，共通した理由の存

在が考えられる。

つまり，アメリカにおいては既存の株式会社，もしくは金融機関が存在した

状況下，南北戦争という内政が混乱している中で制度化された１８６４年国法銀行

法と，やはり内政の大混乱をくぐり抜けたばかりではあるものの，初めて本格

的な株式会社，もしくは金融機関を設立していこうとした日本政府の立場の違

いである。

明治新政府が株式会社制度や金融制度の必要性を感じ，その範を英仏に求め

るよりは，似た状況下にあるアメリカの制度の導入を図った。とはいえ，その

まま導入するには埋めなければならない大きな溝を埋めるべく，国立銀行条例

は１８６４年国法銀行法から必要な距離を取るため，内容に手を入れ，出来上がっ

たものと捉える事ができる。

１ この法律の正式名は， An act to provide a National Currency, secured by a Pledge of

United States Stocks, and to provide for the Circulation and Redemption thereof,（ H.E.Krooss

［１９８３］ pp．２９９）となっているが，１８７４年「『国法銀行法（ The National Bank Act）』

という通称が与えられた」（高月昭年［２００１］４６頁）ことによる。

２ 前注における原名より，「全国通貨法」と呼称されることもある。

３ 法令の名称としての用語の使用ではなく，文書としての用語の使用であるための表

記である。

４ 詳しくは，春畝公追頌会［１９４０］５２０－５３１頁を参照のこと。

５ この問題を，当時大蔵官僚であり，イギリス型の中央銀行制度導入を主張した吉田

清成が薩摩出身であり，アメリカ型のナショナル・バンク制度導入を主張した伊藤博

文が長州出身であったことから派閥抗争であったとする見方もある。（高月昭年

［２００１］２６頁）

６ 小山賢一［１９７８］では，ナショナル・バンク・アクトは第６条で The name assumed

by such association, which name shall be subject to the approval of the Comptroller.としてい

ることをとらえて「単純な準則性法人法ではない」（２２０頁）とする。
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