
第６章

シャンド検査の再検討

１．はじめに

明治時代初期における政府機関による金融機関への検査規定は，その嚆矢を

１８７０（明治三）年の横浜通商司處務制限に求めることが可能である１。

当時の監督官庁であった紙幣寮による国立銀行への検査も，その開業前の検

査や小林検査のように開業後の検査事例が存在しており，１８７４（明治七）年１１

月の小野組破綻に際しても，その直前・直後に第一国立銀行に対して複数回の

検査がおこなわれていたことが明らかになっている。

しかも，それらの検査により，第一国立銀行の監督官庁である紙幣寮は，小

野組破綻による第一国立銀行への影響がそれほど大きなものとはならないとい

うことを小野組破綻直後には把握していたのである２。

以上の検討結果を踏まえると，シャンド検査の意義自体に疑問が浮かび上が

る。

つまり，なぜシャンド検査は小野組破綻から４カ月もたってからおこなわれ

たのであろうかという問題である。

シャンド検査が小野組破綻直後に行なわれず，４カ月もたってからおこなわ

れた原因を探り，その結果如何によっては，改めてシャンド検査の再検討を行

なう必要が出てくる。

さらに，その結果を受けて，シャンド検査と前述の小林検査等との関係性を

明らかにすることで，わが国の金融検査制度の形成過程を明らかにするという

ことが本論の目的となる。

そのため，以下の経緯の確認をしながら，わが国の金融検査制度の形成過程

を明らかにしていきたい。

先ず，小野組破綻当時，第一国立銀行の総監であった渋沢栄一の対応と第一

国立銀行を所管していた得能良介紙幣頭の対応を確認する。それにより，なぜ

シャンド検査がなされるに至る外部的要因を確認する。

しかる後，シャンド検査の報告書の再検討をおこなう。

そこでは，これまで日本で初めての銀行検査としてシャンド検査が認識され
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てきたために，見落とされてきたシャンド検査の特徴を明らかにしていきた

い。

しかる後，シャンド検査以前の検査とシャンド検査，そしてシャンド検査以

降にできた検査マニュアル，「銀行検査手續」の関係性を明らかにしていくこ

とでわが国における金融検査の形成過程を明らかにしていきたい。

２．小野組破綻後の渋沢栄一と得能良介

いかなる理由でシャンド検査が小野組破綻から４カ月もたってからおこなわ

れたのか，その背景を探るべく，小野組破綻後の井上馨前大蔵卿（当時），得能

良介紙幣頭，三井組と渋沢栄一を中心に，その対応を辿ってみる。

先ず，渋沢栄一と共に国立銀行条例の制定に尽力した井上馨の対応である。

前述の通り，小野組閉店直前に渋沢栄一に対し，小野組破綻の警告をした人物

である。井上は１８７４（明治七）年１１月２０日３，１２月７日４に大隈重信へ書簡を送っ

ていることが明らかになっていて，そこでは小野組破綻の影響を最小限にとど

めるために三井組と第一国立銀行を保護すべきことを訴えている。

また，渋沢栄一は同年１１月２０日，１１月２２日に大隈重信へ書簡を送っている。

１１月２０日の書簡は「小野組の財産没収の指令につき，その影響大なりとし，暫

時猶余を願出でしもの」と注記された書簡５で，世間で第一国立銀行に対す

る信用不安が出てくるやもしれぬから各県への通達を出すのを猶予してほし
いというものである。また，１１月２２日の書簡は小野組の破綻処理の手順に

ついて書かれたもので，直接第一国立銀行に関するものではない。

この様子から察するに，１１月２０日の段階では先々不安であった渋沢が，２２日

になると関心はすでに，第一国立銀行の経営ではなく小野組の破綻処理になっ

ていることが伺える。いわば外部者である井上が，１２月７日の段階でも三井組

と第一国立銀行を保護すべきことを願っているのに対し，対照的である。

また，１２月２０日になると，島田組が店を閉じる。幕末維新期より小野・三井

と共に為替方として名をはせた豪商の破綻であるが，小野組破綻と比べその影

響は小さく，「この島田組の方は，三井・小野両組に比して，従来から営業が

活発でなく，府県為替方としても，わずかの庁県にかぎられており，その取扱

金額も少なく，諸方へなしていた貸付金の回収も補いうる見込があった。した

がって，影響も深刻でなく，その跡始末のために，政府が小野組に手を貸して

大きな努力を払ったようなことは必要ではなかった。」（宮本又次［１９７０］７１４頁）

とされる。

総監としての渋沢栄一からすれば，小野組破綻により当初心配していた事態
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は回避できたと確信した途端，別の問題がおきたようである。

島田組破綻と時を同じくして，小野・島田組とは対照的に抵当増額令を切り

抜けた三井組が，渋沢栄一あての書面によってある提案をもちかけたのであ

る。

それは閉店に追い込まれた小野組が第一国立銀行の株主ではなくなることを

念頭にしたものであった。三井組の書面の日付は，１２月２０日となっている。内

容は以下の通り。

松方家文書

○第四七号ノ一〇

第一国立銀行ト三井組ト扱之方法見込相談書

○一銀行是迄之株弐百五拾万之処更ニ相減し百五拾万ニ相定度候事

一是迄之株主之儀は追�示談之上三井組江悉譲受申候事

（中略）

一渋沢氏之儀は拾万円を限り加入致申度候事

一銀行事務之儀は渋沢公江依頼致し月給其他銀行限り益金之配当は是迄之通

相渡申度候事

（中略）

右之通之扱ニ相成候上は銀行と三井組とは同様之義ニ候得とも扱向区別相立候

義故左候上は銀行と三井組とは同様之義ニ候は返而取締もよく規則相立可申儀
（不明）

ト奉存候 □ 組ニ有志之方も可有之候得とも其人ニ不拘銀行と三井組とハ確と

申合，至極手堅ク致し申度候事

右之通ニ致度心組ニ候此段御相談ニ及候間，無遠慮御見込之程被仰聞度奉願上

候也
（二字栄一筆）

十二月廿日 受 取 三野村利左衛門
（栄一筆） （朱印）

十二月廿七日回答 済 □印

総監君

（渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］１３９－１４０頁）

つまり，三井組からの提案は，第一国立銀行を減資し，他の株主から株を三

井組が買収することにより，三井組と第一国立銀行を一体化しようとするもの

である。そして渋沢栄一については，これまで通り第一国立銀行にとどまって

職務を遂行してほしいというものである。

この提案に対し，渋沢栄一は文体としては丁寧で，折り合いのつくことには

賛成しながらも，三井組と第一国立銀行を一体化する事には真っ向から反対の

返書をしたためている。日付は１２月２５日，内容は以下の通り。
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○第四七号ノ一〇

本月廿日附書面にて御相談有之候第一国立銀行と三井組との取扱方御見込件�

篤と熟考候得共，少�不都合之廉有之哉ニ被存候儘不取敢其条を遂ひ，愚案御

回答およひ候，尤右御見込ハ敢而御確定之事とも不存ニ付，愚案之処も無状臓

御批議および候也

第一条 株高百五拾万円ニ減し候ハ御同意ニ候，是ハ此度小野組貸附金抵当之

分東京大坂ニて八拾四万円ハ同組御処分次第消株いたし，其余拾六万

円ハ同組�流込別口即今三井組持株と相成候内にて消株いたし可然と

存候事

第二条 是迄之株主所持高を追�三井組へ御引受との義ハ銀行を鎖業致候ニ無

之而ハ絶而致し兼候事ニ付，自然其御要望ニ候ハ売人有之候ハヽ其御

組ヘ相廻し候様可致候事

（中略）

第四条 渋沢ハ現ニ自分之株四万九千七百円有之，其余ハ前段之訳にて西川之

売株を引受候分残り七万四千弐百円ハ同人之受持ニ候間，別ニ改而拾

万円を限にハ不及候事

第五条 渋沢此銀行之事務を明年�引受取扱候義ハ，大体之見込合し候上ニ無

之而ハ挨拶難致事

（中略）

右ハ御申越之条款ニ付愚案遂件御答およひ候，併拙生之考案ハ銀行之名を以創

立候ニ付，今日御見込之如く三井組之出店同様ニいたし候ハ第一紙幣寮ニ於て

御承諾有之間敷，向後又一種之不都合を可生哉ニ付，此度改正候上ハ純然無暇

之銀行ニいたし度と存候，右廉書へも異見申述候，もし又右にて不都合と御考

被成是非三井組へ御引取被成度候ハヽ拙者之株高も同様御譲り可申と存候也

十二月二十五日

渋沢栄一

三野村利左衛門様

（渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］１４０－１４１頁）

三井組への返書の中で，渋沢栄一は三井組の提案は「第一紙幣寮ニ於て御承

諾有之間敷」と想定しているが，これはむしろ渋沢栄一の希望的観測でもあっ

たようである。渋沢栄一は大晦日の１２月３１日の日付で紙幣頭得能良介に長文の

建白書を送っているのであるが，そこでは三井組の提案に対して拒否した内容

をそのまま第一国立銀行の再建策として，わざわざ盛り込んだものとなってい

る。内容は以下の通り。
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澁澤榮一頓首再拜謹テ

紙幣頭閣下ニ白ス。榮一資性愚�又聞識ニ乏シ。然レトモ，幼ニシテ農商ノ業

ニ服シ，頗ル稼檣ノ艱難ヲ嘗メ，長シテ士籍ニ斑シ，多ク世事ノ變故ニ遇セ

リ。

・・・（中略）・・・

景�如此。今日ノ實際ヲ論ズレバ，此銀行ハ全ク三井一家ノ別店ニ比シク，其

役員ノ如キモ多クハ其隷属ニ出ヅルヲ以テ，縦令株主ノ衆議ニ出テヽ其事務ヲ

處分スル名アリト雖モ，其約束ヲ嚴正ニシテ，之ヲ踐行スルノ實ナケレバ，百

事三井ノ考案ニ歸セザルヲ免レズ。是レ銀行ノ三井ト相狎レテ其私ヲ營ムニ非

ザルモ，實際ニ於テハ必ラス其弊ナキヲ保セズ。苟モ，然ラバ條例成規ハ只空

搆�設ニ属シ，向來ノ實務，必ズ成規ト背馳スベキハ榮一ガ豫メ深ク之ヲ苦慮

スル所ナリ。故ニ今此銀行ヲ永續シテ，�來ノ確實ナランコトヲ要セバ，更ニ

其約束ヲ設立シ，其方向ヲ明晰ニシテ相待テ相悖ラザルノナクンバアル可ラ

ズ。而テ其要ヲ提シテ成ヲ督スルハ，閣下ノ保護ヲ依�スルニ非レバ決シテ之

ヲ實踐スルヲ得ズ。

榮一，不能，�ニ往日ノ見解ヲ誤ル。將來ノ目途ニ於ルモ，素ヨリ，其當ヲト

ス可ラズト云トモ，苟モ實際ニ處シテ，聊カ思考ノ條款アルヤ，之ヲ閣下ニ具

陳シテ，閣下ノ高旨ヲ乞ハザル可カラズ，且此銀行ノ實況ヲ實�スル今日ニ於

テハ未ダ必ズシモ成立ノ目途ナキニ非ザレバ，栄一ノ愚，俄然之ヲ弁テ，彼ノ

所謂如何トモ爲ス可ラザルニ附スルニ忍ビズ，因テ目今ノ景�ト將來之ヲ匡正

スベキノ考案トヲ調査シテ以テ聞ス。閣下幸ニ榮一ノ不能ヲ以テセズシテ，更

ニ教正ヲ加ヘ，榮一ヲシテ實踐躬行以テ其効ヲ致スノ素願ヲ遂グル事ヲ得シメ

ヨ。是レ實ニ銀行ノ幸福ニシテ，榮一ガ深ク閣下ニ冀望スル所ナリ，悃款ノ至

リニ堪ヘズ。

明治七年十二月三十一日

澁澤榮一

紙幣頭得能良介閣下

（渡辺盛衛［１９２１］２２０－２２５頁）

さらに渋沢栄一は，この建白書と共に「第一國立銀行營業改正�目には九ヶ

條の改革事項を擧げ」（渡辺盛衛［１９２１］２２６頁）ている。内容は以下の通り。

一，總株高貳百五拾萬圓の中百萬圓ヲ減少する事

二，當季損失勘定の事

三，銀行と三井との取引を一般の方法に改むる事
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四，銀行貸附金の方法を改革する事

五，銀行支店を減少する事

六，銀行諸役員を轉免し申合規則増補を更正する事

七，大蔵省御預り金取扱規則更正を乞ふ事

八，定期當座預り金の定度を立つる事

九，發行紙幣の準備金制度を減少する事

（渡辺盛衛［１９２１］２２６頁）

第三，第六は三井からの提案とは真逆の改革案である。渋沢栄一からの建白

書を受けた得能は，年が明けてすぐ渋沢栄一の意向に沿った形で第一国立銀行

の改革に乗り出す。

その経緯を渡辺盛衛が記している。結果的に三井組の思惑は逆バネがきいた

形となってしまった。内容は以下の通り。

本年一月四日，御用始めの際に於て，第一國立銀行總監約澁澤榮一より建白

書を出す。良介之が處分の方法を案じ，以て次官紙幣頭の次官他，今の各省次

官と混ずべからず等と協議を遂げ，意見書を整理し，同八日を以て之を本省へ

開申すと雖も，本省に於ては第一國立銀行の小野三井の兩組に於ける，頗る其

關係を免れざるを以て，一時に之を改正する時は，苦情百端，竟に其解散を致

さんことを憂慮せらるゝの故か，該議頗る因依に渉れり。然と雖も，唯情實の

みにより，百事默許に附する時は，其銀行眞正の體栽を爲すは何れの日に於て

見るを得るか，抑も知るべからず。仍て別に本省に稟議し，英人シャンド氏を

して該銀行に檢査せしめしに，其營業の順序甚だ其法に適さざるものあるを以

て，悉く之を摘發して，其改正の見込書を良介に出す。是に於て，先づ此見込

書を進呈し，�で再び該議を申牒す。而して五月二十五日，初めて卿，輔の允

可を得て，同年六月二十七日銀行へ指令す。

（渡辺盛衛［１９２１］２３１－２３２頁）

この渡辺盛衛の記述によれば，シャンド検査が行われるにいたった経過は以

下の如くである。

つまり，１８７５（明治八）年１月８日，早くも得能は意見書を大蔵省に提出す

るが，遅々として審議は進まなかった。ならば，とシャンドに第一国立銀行の

検査を行わせ，その営業の手続きに不適切なところがないかを洗い出させ，報

告書を出させる。これが『第一國立銀行暹氏報告』『第一國立銀行暹度氏報告

追補』であり，この報告書を提出し，再度改革案を意見することで同年５月２５

日に大蔵卿の認可を得，６月２７日に指令を出したということである。

この指令の内容は以下の通り。なお原資料までの確認できていないが，『銀
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行全書第三編』であるとされる。

第一國立銀行

其銀行營業ノ順序處務ノ�末ニ至ルマデ已ニ此程嚴密ノ�査ヲ遂ゲ候處行務一

般大�其緒ニ就キ百事稍其整頓ヲ見ルニ立至候得共營業ノ進歩猶未ダ澁縮ノ憂

ナキヲ保チガタキ次第モ有之一體銀行創業ノ際ニ於テハ無據�勢有之旁諸事其

銀行ノ申�ニ任セ其形据置タル事ニ候得共其銀行營業ノ興廢ハ畢竟其役員等專

心公務ニ從事シテ以テ協心戮力ノ有無ニ依リ候義ニ有之然ルニ猶從前ノ如ク姑

息ノ協議ヲ主張シ�誼ニ拘泥シ依然トシテ�位ノ役員ヲ要候様ニテハ自然亦行

務ノ進歩營業ノ盛大モ期シ難キ義ニ可有之營業盛大ナラザル時ハ隨テ株主等ノ

迷惑ヲ來タサゞルヲ不得義ニ候得バ自今役員中ハ勿論株主一同能々�ニ注意シ

歐米各國銀行役員撰擧ノ次第ヲ懇察シ從來姑息ノ陋弊ヲ脱却シ今後條例成規ノ

本旨ニ準據シ申合規則改正及營業ノ目的ヲ確立シ改正ノ義細取調ノ上夫々開申

可致此旨更に相達候事

八年六月二十七日

紙幣頭得能良介

（渡辺盛衛［１９２１］２３５－２３６頁）

以上の検討より，シャンド検査は，紙幣頭得能良介が自らの第一国立銀行改

革案を，上司である大蔵卿に認めさせるための手段という性格を帯びたもので

あったことが明らかとなった。

検査の必要性は，１８７５（明治八）年２月２８日の資料に基づいて第一国立銀行

の経営状態の確認をするためというものではなく，第一国立銀行の経営体質を

変えるための手段に在ったと言えるのである。

ただ，留意しなければならないことは，得能が自らの改革案を通すための動

機は，得能の銀行経営を国立銀行条例にもとづいた経営に回帰させたいという

ものであると思われることである。そして，得能は徹底的に国立銀行を保護

し，それと共に強力な監視をするのである。

というのも，紙幣頭得能良介は，「明治八（１８７５―筆者）年の事務集�の劈頭

に紙幣寮事務總論を掲けて以て，紙幣寮鞅掌の事務に關する自己（得能良介―筆

者）の見解を明かに」（渡辺盛衛［１９２１］１７７頁）している。この『紙幣寮事務總

論』は早稲田大学図書館に資料が所蔵されているのであるが，その中に銀行行

政の検査に関する記述が存在する。内容は以下の通り。

是曩キニ国立銀行條例ヲ制定シ自他ノ權限ヲ區分シテ準備ヲ標證シ貸借ノ方法

ヲ嚴示シテ此社ヲ設置ス蓋シ銀行ナルモノ其業ノ興廢ハ衆庶ノ信スルト信セサ
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ルトニ関ス故ニ之ヲ保管スルニ至密ノ檢査ヲ尽シ以テ營業ノ向背ヲ探知シ不正

ノ利ヲ制シ衆庶ノ信ヲ固フシ之ヲシテ確乎不拔ノ地ニ置キ株主ノ安全ヲ得セシ
（ママ）

メ以テ邦 洪 益ヲ起シ營譽ヲ外邦ニ輝スモノアラントス

（『紙幣寮事務總論』１４a２２９７ 早稲田大学図書館蔵）

この記述からみて銀行を保護するためには，精密な検査をすることで営業の

現場で不正が行われることを防ぎ，銀行の社会的な信用を高め，ひいては株主

の安全を守るという，得能の銀行行政への姿勢を垣間見ることができるからで

ある。

また言い添えれば，管見のかぎり，得能良介は現代でいう投資家保護の思想

を行政の立場から初めて明文化したものではないかと思われる。

さらに，得能の国立銀行に対する強い監視の姿勢は，民間の「銀行隱密探索

役」の設置にも現れる。

この少々時代錯誤的とも感じられる銀行隱密探索役なるものは，１８７５（明治

八）年１月に大蔵卿に稟伺され，同年２月には「銀行隱密探索役設置ノ規定」

が制定される。

写真資料６－１ 『紙幣寮事務總論』

出所）『紙幣寮事務總論』イ14a2297 早稲田大学図書館所蔵

その役目とは，「銀行ニ於テ日々營業スル所ノ事務ハ勿論其ノ營業上於テ地

方ニ關スル處ノ件々條例成規ニ照シテ背戻ノ有否或ハ銀行役員ノ勤怠株主ノ身
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代盛衰竝ニ株主等ノ自家營業ノ種類等ノ如キ紙幣頭常例ノ檢査ノミヲ以テ監�

ノミヲ以テ監�推知スヘカラサル處ノ冥微ニ屬スル各項ニ於テ隱漏詐譎ノ弊害

ヲ探偵洞知シテ以異日�沛覆沒ノ憂ヲ豫防スル」（明治財政史編纂會［１９７２］６４２

頁）ものであった６が，実際にどのような状況であったのかは確認できていな

い。

しかし，アメリカ・ナショナル・バンクに範を取った国立銀行の経営がなか

なか軌道に乗らず，その健全性を保ち，信用を高めるべく，得能紙幣頭が従来

の検査制度を補完するために設けた役職は，前時代的な発想によるというか，

江戸幕府の職制の名残を強く感じさせるものであったことは非常に興味深い。

３．『第一國立銀行暹氏報告』の概観

さて，シャンドが第一国立銀行に対する検査をおこなうまでの経緯が明らか

になったことにより，シャンド検査については，最初から検討し直す必要性が

発生する。

これまでのシャンド検査の評価は，全てシャンド検査が日本ではじめての銀

行検査であるという認識のもとでの評価であったからである。

第一国立銀行に対しては，１８７３（明治六）年１１月の小林検査に続き，検査報

告書は確認できていないものの１８７４（明治七）年１１月１７日の「貸附元帳御検

査」，同年１１月２２日，第一国立銀行大阪支店への長岡検査，正確な日付は確認

できていないが，資料により，同年１１月２７日までになされた渡邊検査が確認さ

れている。

これらの検査とシャンド検査とを比較検討することにより，わが国の金融検

査の形成過程がより鮮明に明らかになるわけである。

尚，明治時代初期の第一国立銀行の検査に関する先行研究としては大江清一

氏の研究［２００６］がある。共通の認識をしている点もあるものの，日本で初め

ての銀行検査をシャンド検査としての認識に立った検討であり，検討の前提と

なるものが筆者とは全く違う。

しかし，大江氏の研究は丹念に調査・検討がなされており，その研究成果を

踏まえつつ，さらに明らかにできるものを抽出していきたい。

検討は，シャンド検査の報告書である『第一國立銀行暹氏報告』及び『第一

國立銀行暹度氏報告追補』を対象とする。この報告書は早稲田大学図書館が所

蔵する大隈重信關係文書に所収されていて，『第一銀行史』（上巻）に所収され

ているシャンド検査報告書はこの大隈重信關係文書からの引用ということにな

っている。
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先ずはその概観から，特徴を明らかにしていく。

まず，分量から比較してみたい。シャンド検査報告書は，検査をしたという

記録はあるものの，その報告書が出ていない「貸附元帳御検査」や，検査日も

特定できていない渡邊検査はもとより，小林検査や長岡検査と比べても，圧倒

的な分量の検査報告書である。

しかし，首をかしげたくなるような不都合も存在する。

まずはタイトルである。シャンド検査の報告書は，『第一銀行史』（上巻）で

は「第一国立銀行暹度氏報告」（２１５頁）となっている。しかし，大隈重信關係

文書を所収している『日本金融史資料』明治大正編第四巻においては項目の見

出しには「第一國立銀行暹［度］氏報告」となっている。その項目の表紙の題

字には「第一國立銀行暹氏報告」と「度」の字が抜けている。

原典となる早稲田大学図書館が所蔵する大隈重信關係文書に直接あたると，

やはり『第一國立銀行暹氏報告』となっており，資料名としては「度」が抜け

ている方が正しい。（写真資料６－２参照）

如何に報告者がスコットランド人で苗字に漢字をあてたにせよ，報告者の名

前を書き損じているのは珍しい。

写真資料６－２ 『第一國立銀行暹氏報告』表紙

出所）「第一国立銀行検査報告書」イ14A 11261 早稲田大学図書館蔵
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また，形式的な点でも不自然な部分がある。

第一に，この『第一國立銀行暹氏報告』には作成日も提出日も記載がないの

である。

第二に，項目によって番号が振られているところとないところがある点であ

る。つまり，（第一）から（第八）までは順に番号が付けられているものの，

第九から第一二までの項目番号が振られておらず，（第十三），（第十四）とな

っているのである。（図表１参照）

さらに項目によっては，項目番号の前行にタイトルと金額が示されている項

目がある。この項目番号の前行にタイトルが配置されていることは，文書を読

み進める上で大きな支障となる。

というのも，（第一），（第二）項目はそれぞれ（第一），（第二）と書かれて

いる所を起点として項目が始まっている。

しかし，写真資料6－3において明らかなように，（第三）項目は「（第
三）此負債ノ何者タルヤ・・・」というくだりで始まる項目のタイトルとし

て，その前に表記されている「負債（改行）政府ニマテ・・・」という部分が

配置されているのである。

そして，一見すると第三項目の内容と認識してしまう「人民ニマテ（改行）

紙幣流通高・・・」は，前述の（第三）項目の内容ではなく，「（第四）差引残

高表ノ・・・」のタイトルになっているのである。

そのため，項目がどこで区切られるのか，誤解を生みやすい報告書となって

いる７。

また，タイトルは表記されていても金額が示されていない項目もある。さら

にタイトルと内容が異なる項目も存在するのである。

さらに細かく言えば，金額の表示法にもバラつきがあり，文書として統一性

はとれていない。また，項目番号（第四）の後半には付箋が貼られ，計算の修

正がなされている。

項目の概要は以下の通り。尚，前後の関係から項目番号が振られていないも

のの「小野ニマテ貸附金」と題された部分は一項目としている。

以上のような点からみて，内容はともかく，報告書自体の完成度は高いとは

言えない。
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図表６－１ 『第一國立銀行暹氏報告』の項目構成

タイトル 項目番号

無し （第一）

無し （第二）

負債
政府ニマテ合計二五八四三六五圓八一

（第三）

人民ニマテ
紙幣流通高 一，三三一，一九五圓

（第四）

定期預金 三三，七〇九壱圓二五二 （第五）

當座預金 四五六，八〇二圓二七四 （第六）

別段預金 三四六四八圓八六四 （第七）

無し （第八）

小野ニマテ貸附金

島田ニマテ貸附金 （第十三）

営業入費（地面家作及ひ家財 一六二，二三三，五〇） （第十四）

出所）「第一国立銀行検査報告書」イ14A 1126 1−2 早稲田大学図書館蔵 より作成。

写真資料６－３ 『第一國立銀行暹氏報告』

（第三）・（第四）項目のタイトルの位置

出所）「第一国立銀行検査報告書」イ14A 11261 早稲田大学図書館蔵
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４．『第一國立銀行暹氏報告』の内容の検討

次に，内容について検討していく。

検討に先立ち，わが国における金融検査の形成過程を考えるという視点か

ら，シャンド検査以前に行なわれていた小林検査をはじめとする検査実例と，

シャンド検査との関連性を明らかにするためのモデルを用意したい。

つまり，シャンド検査以前の検査を，検査に先立ち提出された書類に記載さ

れた項目，物品，数値等に関して，検査員が実際に現地で現物や数値の検査を

し，その評価をおこなうという検査方式を「現況確認型検査」として捉え，対

するシャンド検査はいかなる検査であったのかということを考えたいのであ

る８。

従来シャンド検査は，「わが国最初の銀行検査」（土屋喬雄［１９６６］９８頁）とし

て捉えられてきたために，その全てが肯定的に研究されてきた。

しかし，シャンド検査がわが国最初の銀行検査ではなく，国立銀行の改革を

前提とした検査であったことが明らかになった以上，一から再検討をする必要

性がある。

これまでの認識とは異なる視点からの再検討により，これまで見過ごされて

きたことを明らかにすることが可能となるのである。

項目ごとの内容に関しては，先に触れた大江論文［２００６］にも，その要旨が

所収されているものの，シャンド検査を初めての銀行検査であるととらえてい

る点で検討の前提が全く違う。また検査の中核をなす小野組及び島田組に関す

る項目の検討が省略されているため，参考にはしながらもシャンド検査の再検

討をすすめる。

尚，資料は『第一国立銀行検査報告書』（イ14A 11261 早稲田大学図書館

蔵）の資料名で所蔵されている『第一國立銀行暹氏報告』を使用しているが，

以下における引用に関しては個別に頁を記載していない。

先ずは冒頭の序文から検討する。

「東京

紙幣頭得能良介閣下

東京第一國立銀行ノ詳細ナル報告書ヲ拜呈仕候是レハ須藤氏９及ヒ銀行課ノ官

員ト共ニ検査ノ後チ乃チ記載イタシ候者ニ御座候右検査ノ儀ニ付テハ本月一日

月曜日１０ヨリ同八日月曜日マデ擔任罷在リ候也

閣下ノ最モ従順ナル下臣
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エーアルレンシヤント」

この『第一國立銀行暹氏報告』の冒頭の部分の書式によって，この報告書は

小林検査をはじめとした検査報告書とは書式が異なることが明かである。従来

の検査報告書でとられた公文書の形式で書かれたものではない。

つまり，『第一國立銀行暹氏報告』は，通常の公文書として得能紙幣頭へ提

出されたのではないと考えられるのである。

このことを如何に理解すべきか。筆者は以下の如く考える。

つまり，紙幣頭得能良介が１８７５（明治八）年１月８日に国立銀行の改革へ向

けた意見書を提出したが，その審議がなかなか進まないため，審議を進めるべ

く得能紙幣頭はシャンド他紙幣寮銀行課員に第一国立銀行の検査を行わせた。

この検査報告書はいつ作成されて，いつ提出されたのかは明らかになっていな

いものの，作成された『第一國立銀行暹氏報告』は，通常の公文書とは異なる

書類として得能紙幣頭に提出され，そのまま大隈大蔵卿に渡されたというもの

である。

『第一國立銀行暹氏報告』が公文書として保管されず，大隈關係文書に所収

されていることも上記の如く考える根拠となっている。

これまで『第一國立銀行暹氏報告』の特徴として捉えられてこなかった第一

の特徴である。

次に，本論の項目番号（第一）では，検査は「別紙第二月二十八日ノ期日ヲ

附載シ且ツ七百八十萬一千百二十六圓二錢四厘ノ身代及ヒ負債の通計身代の合

計及負債ノ合計也ヲ掲示セル差引殘高勘定表」を用いていること，つまり，１８７５

（明治八）年２月２８日の日付の差引殘高勘定表の数値を用いたことを明らかに

し，それはそのまま，「三月一日朝時ノ景況ヲ示セルモノナリ」と３月１日に

検査開始するにあたっての，検査資料の妥当性の説明となっている。

項目番号（第二）は検査内容と手順の説明である。

手順の第一は，「此度ビ檢査ノ儀ニ付テ最モ先ツ着手スベキ�ハ金貨紙幣銀

貨及ヒ銅貨地金銀公債證書及ビ銀行紙幣ノ現有高ヲ督察シ精密ニ差引殘高勘定

表ト適合セルヤヲ成ル可キ丈ケ詳細ニ證認スル�ヲ努メタリ」と，検査におい

て最初に着手すべきは現物資産の有高確認であるとしている。

次に，「金銀紙幣及ヒ公債證書ヲ算當檢査スルノ義務ハ悉ク官員ノ任ニシテ

其姓名ハ差引殘高表ノ各内譯ニ對シテ詳カニ記載スル所アリ」と，検査官の役

割と検査官の氏名の記載することを求めている。
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そして「紙幣ノ片紙ヲ一々計算スルハ極メテ成シ難キ�ナルハ論スルヲ待タ

ズシテ知ルヘシ故ニ是レハ壹束ツヽ檢査セリ金貨ハ綿密ニ之ヲ秤量セリ地金銀

ハ悉サニ實見セリ公債證書ハ一々ニ算當セリ」と，有高検査の手順を示してい

る。

実際に検査してみると，「一ハ銀行ニ於テ用意ノ未タ整ハズシテ順序ノ煩雑

セルト一ハ檢官ノ未タ習練セザルト（尤モ是レハ必ズ速カニ熟達スベキ�ヲ信ズ）ニ

因テ十分ニ公債證書ノ差引勘定ヲ得ル能ハザリシ」と，なかなか検査は進ま

ず，難航したようである。

そのため，銀行側に「更ニ規律ヲ正フシ」，検査する側に「更ニ習熟ヲ得

ル」ことを求めている。

特筆すべきは，第一に，シャンドはここにおいて，検査の説明において「現

況確認型検査」の重要性を説いている点である。シャンドは検査の基本を「現

況確認型検査」としているのである。

第二に，検査官の技術向上の必要性を説いている点である。

しかし，検査報告書の中に検査官の技術向上を検査報告書に記載することは

銀行検査にはなじまないと思われる。

国立銀行の改革を前提としたシャンドの検査姿勢の表れ，もしくは国立銀行

に対する当時の監督官庁への批判的姿勢として理解すべき点である。

項目番号（第三）は，負債が「政府ニマテ合計二五八四三六五圓八一」と負

債総額の確認であるが，「負債ノ何物タルヤハ差引殘高表ニ於テ細説セルヲ以

テ今マ�ニ無用ノ辯ヲ費ヤサズ」と詳しい説明は省略している。

前述した検査モデルでいえば「現況確認型検査」である。

項目番号（第四）は，「人民ニマテ紙幣流通高 一，三三一，一九五圓」の

確認と，そこから実際の紙幣の流通高の算出法の解説である。

つまり，

「人民ニマテ紙幣流通高 一，三三一，一九五圓」

から

「政府ニ附託セル紙幣 九二三，〇〇〇圓

大阪支店手許紙幣 六一，五〇〇圓

合計 九八四，五〇〇圓」

を差引き，実際の紙幣流通高である

「眞ノ流通高 三四六，六九五」

を算出することができるというものである。
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だが，「第一國立銀行ノ流通紙幣ハ昨四月以來漸次ニ減ゼシ�ヲ銀行紙幣ノ

篇中ニ述ベタリ昨年四月ニ於テ流通高ハ百三十一萬九千五百四十六圓ノ位ヲ保

テリ今年一月ニ於テハ四十二萬四千零八十六円ニ下タテリ然ルニ今マ三十四萬

六千六百九十五円ニ減シタリ之ヲ以見ルトキハ日ヲ追テ収縮ノ勢ニ至ラン�ヲ

恐ルヽナリ」と紙幣流通高が減っていることを危惧していている。

このことはさらに，「今日ノ景況ニテハ國立銀行ノ紙幣ヲ發行スルハ未ダ其

時ヲ得ザル�ヲ徴スルガ如シ」と，矛先は政府の金融行政に向けられるが，

「深探遠慮ノ上ナラデハ猥リニ新法ヲ試ムベカラス」，「又タ新タニ建ツルノ法

ハ再ビ改革ヲ要セザル程正確ナルモノニ非ザルヘカラス」として「實ニ至要ノ

一大事」と深い懸念を示している。

この点に関しては，岡田俊平氏の論考［１９７４］においても，国立銀行に批判

的なアラン・シャンドという視点から取り上げられている１１。

得能紙幣頭の意を介しての言及なのか，岡田氏の指摘するところの国立銀行

制度に対して，元々シャンドが批判的であったためなのか，それとも得能が国

立銀行に批判的なシャンドを上手に使ったのかは明らかにはできないが，銀行

検査において政府の金融行政に対して意見を述べることには違和感を抱かざる

をえない。

検査形式からいえば，「現況確認型検査」にくわえて問題点の指摘および意

見がなされているととらえることができる。

加えて，国立銀行条例により紙幣準備として所持すべき金貨の額の計算法を

示している。

つまり，実際の紙幣流通高である「眞ノ流通高 三十四萬六千六百九十五

圓」の「百ニ付キ六十六，六七」となっているから，必要な「金貨ハ二三一，

一四一圓五五」となる。

これに対し，第一国立銀行が「所持スル所ノ金貨ハ二五一，八八三圓八六

一」であるから，「差引二〇，七四二圓三一一厘ノ餘分アリ」と金貨の有高の

評価をしている。

項目番号（第五）は，「定期預金 三三七，〇九壹圓二五二」と，定期預金

の総額の確認の後，「此預金ノ多分ハ兼テ推算セシ如ク華族及ヒ士族ヨリ來レ

リ」と定期預金者に触れ，「多クハ壹ヶ年有餘ノ定期ナリ或ハ三年或ヒハ六年

ニ至ルモノアリ三年ノ預金ハ平均六朱半ノ利ヲ與フ」ものの，「銀行ヨリ貸出

ストキハ年々一割二朱ノ利ヲ得ベケレバナリ六年ノ預金ノ利ノ割合ハ九銖ナ

リ」であるため，利鞘は大きいとしている。

しかし，この定期預金の残高の推移をみると，
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「明治七年十月三十一日 五〇〇，六六五圓

同 十一月三十日 四六七，五七四圓

同 十二月三十一日 四一六，二七七圓

明治八年一月三十一日 三二三，七四八圓」

と，１８７４（明治七）年１０月以降，定期預金が減少傾向にある原因を，「小野島田

ノ破産ヨリ銀行ノ信用大ニ衝撞ヲ受ケ預金ノ高大ニ滅スルノ勢アリ」と小野・

島田組破綻に結び付けている。

ただ，１８７５（明治八）年「二月二十八日ノ差引殘高表ニ於テハ一月三十一日

ノ預金ノ高ニ超ユル�壹萬三千三百四十三圓ナル�」と数字は回復しており，

「銀行ハ堅固ナリトノ信用将ニ挽囘」の可能性があることを評価している。

定期預金の「現況確認型検査」に加え，その予測がなされている。

項目番号（第六）は，「當座預金 四五六，八〇二圓二七四」と，当座預金

の総額の確認をしたうえで，「絶テ利ヲ與フル�ナシ故ニ銀行ニハ大ニ利益大

キモノナリ」と預金金利がつかないので，この当座預金は銀行経営にとって有

利なことを説いている。

しかし，口座数が「五十九口」にすぎず，その内訳は

「其内政府官員及ヒ懸ニ属スルモノ 三九口

商人ニ属スルモノ 九口

士族ニ属スルモノ 五口

華族ニ属スルモノ 四口

銀行役員ニ属スルモノ 二口」

となっており，とりわけ商人の口座数が少ないことを危惧している。その理

由をシャンドは「當座預金ノ規則未タ便利ヲ得ザルニアルガ爲ナリ」と当座預

金の利用法が理解されていないことを挙げている。

このことについては，「澁澤氏僕ニ語テ曰ク當時商賈ノ小ナルモノ勘定ヲ開

ク�ヲ願フモノアリ然レトモ切手帳ヲ彼輩ニ托スルハ懸念ナキ能ハズ何者彼等

等或ヒハ自己ノ貸方ニ於テ所持セル金高ヨリモ大ナル金高ヲ切手ニ記載シテ世

間ニ通用スル�アラン若シ銀行ニ於テ此切手ヲ支拂フ�ヲ拒ムトキハ人民切手

ノ性質及ヒ振出人ト銀行トノ眞ノ事情ヲ知ラズ唯々銀行ヲ誹難シテ大ニ其信用

ヲ損スルモノアラン」と，商人の口座数が少ないことの原因は，渋沢が当座預

金口座開設に関して強い懸念があることによるとし，「此事ニ就テ澁澤氏ト一

話」することによって，「其難事ヲ防クノ策アル�自ラ信スル」と事態の改善

に意欲を示している。それによって「次第ニ富商ト勘定ノ開クノ途ヲ得ル」こ

とができていくと，「銀行ノ利潤富商ノ便利」も拡大するとしている。
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その為，第一国立銀行は「富且貴ムベキ商賈ト友�ヲ結ハザルベカラス」の

であるが，このことに関しては「大ニ微々タル所アリ」と指摘している。

この点についても岡田俊平［１９７４］において，シャンドの銀行論を述べてい

る箇所として指摘のあるところである１２。

シャンドの銀行論は，もっともな道理ではある。それでも，当座預金の額が

あらかじめ報告・記載されている額とその額に見合う現金があるかを確認する

という現況確認の検査を踏まえたうえで，口座数が少ないということに懸念を

表し，少ない理由は渋沢の当座預金口座に対する姿勢に問題があるとしてお

り，「現況確認型検査」に加え，問題点の指摘及び指導ととらえられよう。

項目番号（第七）は，別段預金額の確認である。総額は「別段預金 三四，

六四八圓八六四」であり，その内訳は，

「一 大蔵省ヨリ銀貨の拜借高 三〇，〇〇〇圓

一 預リタル公債證書ノ利ニテ附託人屬スヘキ高 四，六四八圓八六四

合 計 三四，六四八圓八六四」

である。

別段預金に関しても「現況確認型検査」である。

項目番号（第八）は，タイトルは示されていない。しかし，その内容は国立

銀行条例に規定されている附託金に対する準備金の確認である。「附託金ニ備

フヘキ準備金ハ二割五朱ニシテ内一割ハ公債一割五朱ハ通用金ナルヘシトア

リ」という規則があるので，まず通用金の確認がおこなわれる。つまり，

「現有通用金ハ

金貨 二五一，八八三圓有餘

銀及銅 八〇，八五壹圓 餘

紙幣 九九八，〇五四圓 餘

合計 一，三三〇，七八八餘」

となっているが，そこから差引かなければならない勘定を合計すると，

「御用準備預金 一，一一二，二一四餘

陸軍省預金（八年間ノ期限ナルヲ以テ準備金ヲ要セズ）

損札引換元除

紙幣及洋銀拜借（除）

発行紙幣準備金 二三一，一四壹圓

合 計 一，三四三，三五五圓」

となり，
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「差引 一二，五六七圓ノ不足 」

となってしまうのである。

このほかに附託金の１５％の総額の計算をするため，以下の科目の総額を出

す。

「定期預金 三三七，〇九一圓

當座同同 四五六，八〇二圓

別段同同準備ヲ要セズ

仕拂手形 五，一九六

振出シ手形 一三二，八七九

代金取立手形 一〇〇，〇〇〇

合 計 一，〇三一，九六八」

次いで，この合計の１５％の額，つまり，

「其一割五朱 一五四，九七四」

に前述の不足額を加えると，「合計一六七，三六一ハ不足の高」となる。この

数字は１６７，５４１の不足となると思われるが，それでも現在，「銀行ニ於テ地金銀

ヲ以テ二十七萬五千四百八十四圓一二七ノ如キ大ナル金高」を所有しているこ

とから，「危難ヲ受クルト云フ�」はないとしている。

しかし，「通用金ノ準備金ト云フトキハ貨幣及ビ紙幣ヲ意味スルモノニシテ

地金銀ハ」その範中に入らないので，「唯々餘リ深入セザル�」を望むとして

いる。

というのも「「若シ當座及ヒ定期預主ヨリ銀行ニ仕拂ヲ�フトキハ地金銀及

ヒ公債證書ノ賣却マデ御用金準備金ノ一部ヲ以テ償ハザルヘカラス」事態とな

ってしまうからである。

第一国立銀行の作成する財務書類には「地金銀ハ通用金ノ部分ニ區分セリ故

ニ金銀手許有高ハ百三十三萬七百八拾八圓ニアラズシテ百三十三萬七百八拾八

及ビ二十七萬五千四百八十四圓地金銀ノ合計高則チ百六十萬六千二百七十二圓

ト記載」しており，その金額で見れば準備金は充分であると言えるが，「地金

銀ハ實ニ通用金ニ非ス」と重ねて警告し，「政府ノ検官ヲ謬マルノミナラス銀

行ノ取締役支配人等自ラ迷乱スル」可能性について指摘している。

また，定期預金については，その預金残高が「本年（１８７５年―筆者）二月二十

八日ニ当テ三十三萬七千〇九壹圓ナリ此ノ一割ハ三三，七〇九圓」であるが，

この預金の多くは「明治九年明治十年及ヒ明治十一年マデハ仕拂期限」が来な

い。また「本年（１８７５年―筆者）六月三三十日以後ニ非サレハ仕拂ヒ期限到ラサ

ルモノ極メテ多シ」となっているから，「此等ノ預金ニ準備ヲ置クハ銀行ノ爲

メニ大ナル損失ヲ生スル�知ルベキ」とし，さらに「支配人注意シテ仕拂期限

181第６章 シャンド検査の再検討



前十日前ニ其定期預金ヲ備ヱ置カバ極メテ安全」であるとする。

ここでは，現況の確認をする検査を超えて，銀行における職務経験があるシ

ャンドならではの，国立銀行条例に対する遵法精神と現実の実務経験からの効

率性を求める具体的な実務アドバイスがなされている。

「現況確認型検査」に加えての助言である。

次は，項目番号が振られていない「小野ニマテ貸付金」に関する検査報告で

ある。

この『第一國立銀行暹氏報告』の中核を占めるもので，全体の３分の１を占

めている。

先ずは，報告に沿って解説する。

第一国立銀行は三井，小野組を中心として創立され，大株主で役員となって

いる者として，小野組出身者としては小野善助，小野助次郎，小野善右衛門，

行岡庄兵衛，江林嘉平の５名がいた。他の役員は三井組出身者で，三井八郎右

衛門，三井三郎助，三野村利左衛門，齋藤純蔵，永田甚七でやはり５名であ

る。

その為，「三井組ニ於テハ長田ヲ以テ江林ト共ニ支配人ノ職ニ居ラシム」と

して両組のバランスをとっていた。ただし，「小野善助三井三野村ハ決シテ銀

行ニ出頭スル�」がなかった。また「小野助次郎ハ大阪ニ於テ日�」出勤して

おり，「行岡庄兵衛江林喜平齋藤純蔵及ヒ長田ハ東京ニ於日�」勤務していた

ようである。このことから，両組のトップは名前だけの役員で，実務はそれぞ

れの番頭が出勤，経営にあたっていたことを示唆している。

１８６９（明治二）年８月１日（旧暦―筆者），１３４万２４４０円の資本金で営業を始め

るもこの資本金額は「眞ノ金額ヲ示スモノニアラス」としている。

つまり，「七月一日則チ開業前ニ小野三井ノ�銀行ヨリ貳拾四萬貳千圓ノ金

高ヲ借リ」ており，「銀行開業ノ時ニ至ルモ小野ハ此高ヲ返濟セズ（三井モ恐ラ

クハ返濟セサリシナラン）」状況であったようである。この借入れは資本金の払い

込みに使われたようで，「銀行開業ノ時其實額ハ唯々八拾五萬八千四百四拾

圓」となってしまった。

加えて「此金ニハ一ノ抵當ヲ與フル�」がなく，「拂濟ミ資本金ノ十分ノ一

ニ越ユル」状況であったことを考え合わせれば，とても国立銀行条例への遵法

姿勢はうかがえないとしている。

但し，この状況は小野組も三井組も同じである。

しかし，この後，シャンドは「此時ヨリ破産ニ至ルマデ小野組ハ常ニ銀行ノ

借主ニテ皆ナ無抵當」であって，「其借金ノ金高ニ或ハ皆濟ノ事アリト雖モ一
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二日ノ内ニ再ヒ之ヲ借受ルヲ以テ常トナス」と資金の出し入れを頻繁に繰り返

し，結果的に「七拾壱萬五千圓ノ大額ノ無抵當ニテ銀行ヨリ借リ出」すことと

なった。

同数の役員を出している三井組はこの事態に対し「抗論スルモノ一人アルナ

シ」であった。というのも，「三井組モ亦タ（慥ナル抵當ヲ出スト雖モ）數々銀行

ヨリ借出スノ事情アルヲ以テ嚴シク抗論スル」ことができなかったようだとし

ている。

ただ，小野組破綻に際し，「無抵當ニテ銀行ノ金ヲ借出シ」たことが第一国

立銀行の経営を逼迫させることを回避すべく，「破産前三日ニ七拾萬圓ノ株券

ヲ銀行ニ送リテ七拾壹萬五千圓ノ抵當」とした。

シャンド検査において，小野組への貸附金とその抵当の内容は以下の通りで

ある。

「東京ニ於テ小野ニマテ貸附ケ 七一五，〇〇〇

舊ト無抵當ノ貸金ナリシカ其後チ七拾萬圓ノ株券ヲ以テ抵當トセリ

横濱ニ於テ小野ニマテ貸附ケ 二五，〇〇〇

横濱ノ地面家作併セテ五萬五千圓ノ價アリ五千圓ハ地面ノ價ナリ

大坂ニ於テ小野ニマテ貸附ケ 三八，〇〇〇

新公債證券六萬五千圓百ニ付テ六十ノ割合ニテ 三萬九千圓

舊公債六萬圓百ニ付十六ノ割合ニテ抵當 壹万八百圓

合 計 四万九千八百圓

小野ニマテ貸附ケ 二〇，〇〇〇

一斛ニ付六圓五十錢ノ米三千斛則チ一萬九千五百ノ抵當ナリ

小野ニマテ貸附ケ 二四，〇〇〇

新公債證券五萬四千九百圓則百ニ付テ六十ノ割合ヲ以テ三萬貳千九百四十圓

ノ抵當也

小野ニマテ貸附ケ 二〇，〇〇〇

秩祿公債證書六千圓百ニ付八十五ノ割合ヲ以テスレハ五千百圓ナリ

新公債證券一萬四百圓百ニ付六十ノ割合ヲ以テスレハ六千貳百四拾圓也

右抵當ノ合計壹萬壹千三百四拾圓

小野ニマテ當座預金貸越 五四，〇四〇

無抵當也

東京ニ於テ小野番頭古川ニマテ 四三四，八一六．七九二

其抵當ハ左ノ如シ

秋田ニ於テ銀銅ノ�山七ケ處 貳拾五萬圓

浅草ノ鐵 三萬圓
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青森ノ米 三萬四千圓

大坂ノ米 貳万九千圓

此米ハ政府ノ所裁未タ決セサルヲ以テ慥ナラス

銀行券千枚 拾万圓

右抵當合計 四拾四萬三千圓

全合計 一，三三〇，八五六．円七九二」

となるが，そこから控除しなければならない科目はとして，以下の科目をあげ

る。

「大坂ニ於テ預金 貳千圓

銀行株券割賦金 壹萬五千圓

合 計 一八，〇〇〇」

この計算は１，０００円のズレが生じている。この齟齬については原因を確認する

すべがないので，とりあえず「合計」を生かす計算で計算を続行すると，

「差 引 一，三一二，八五六．七九二」

という金額が，第一国立銀行から小野組に貸付けられた。シャンドは金額に対

しては「不法ナル�ト云ハン」としながらも，「二月廿八日ノ差引殘高ヨリ」

資産内容を見ると以下のようになる。

「流通紙幣 三四六，六九五

定期預金 三三七，〇九一

當座預金 四五六，八〇二

別段預金 三四，六四八

振出手形 一三二，八七九

合 計 一，三〇八，一一五」

上記の数字から小野組への貸付高を考えると，「東京ニ於テ人民ヨリ受取リ

タル通用金ノ金高ヲ唯タ壹人ノ借主則チ小野ニ貸附ケタル�」となっているこ

とを認識しなければならないとする。第一国立銀行が貸付金に充てる元金は

「銀行紙幣抵當ニテ政府ヨリ借受ケタル通用金陸軍省別段預金及ヒ其資本金ノ

少部分」であるする。リスク管理の面からも「手廣ク貸附クル�ヲ努メ多量ノ

金ヲ一口ニ貸附クル�ヲ戒ムヘシ」と，突出した小野組への貸し付けを戒めて

いる。

また，当時は「貸附金ノ抵當ナキモノ甚タ多シ」と問題視し，抵当について

はルール化して「規則ヲ破ルヽ非スヤ」としている。

二月二十八日における「無抵當貸附金」は以下の通り。
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「福地氏 日々新聞�負ナリ 一，五〇〇

東京為替会社 五，七三五

岡田平馬 古川其證人ナリ 三，五〇〇

驛遞寮貸越 一，六四九，四九七

千収社 二一，五六〇

岡田平馬 九，七〇〇」

以上のことから考察すると，「相當ノ金額」または「無抵當貸附金」は，第

一国立銀行の「戒愼スル所ナル�」として認識しなければならない。

小野組に対する無抵當の貸付金は以下の如くである。

「東京 七一五，〇〇〇

大阪 五四，〇四〇

合 計 七六九，〇四〇」

したがって，総額１，３１２，８５６円７９錢２厘にとなるような貸付けは「疎漏ノ咎

メナシト云フべカラズ」とし，さらに，実行した「小野ハ銀行ノ取締役ナラズ

ヤ」と責任の重大さを指摘する。

取締役が銀行の資産を食い物にすると「東京ノ商人華族イカデ銀行ヲ信ス」

ことになるだろうかと疑問を投げかける。小野，島田，三谷といった商家が破

産した後，貸附金がこのように多額になっていたことを「次ノ半季ニ至リテ株

主ニ報告スル�アラバ烈シク銀行ノ信用」に傷がつくと警告している。

シャンドは，この小野組への貸付けの結末がどのくらいの損失になるのかは

わからないとしつつ，「昨半季ノ末ニ之カ爲メニ備ヱタル七萬圓ノ金アルヲ以

テ知ルベシ」として，滞貨抵当に７０，０００円計上している１３ことから認識可能で

あるとしている。総額１，３１２，８５６円という貸付金額は，大金であるが為に，一

時的ではあるにしても「利ノ生セヌトキハ銀行ノ損失少ナシ」とは言えない

と，資金コストの面からの言及もしている。

以上が，小野組破綻から４カ月たっての小野組への融資に関する検査報告で

ある。

小野組破綻直前・直後に検査がおこなわれ，その影響は大きいものとはなら

ないことが政府内でも確認されていた上での小野組への融資に関するシャンド

検査報告の特徴として，以下の点が指摘できる。

第一に，検査形式としては「現況確認型検査」に加え，警告がなされている

ととらえられる。

第二に，「小野ニマテ貸付金」の項目において，小野組の責任は問うもの

の，最初から最後まで總監としての渋沢栄一の権限と責任についての言及はな

い。
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第三に，滞貨抵当が７０，０００円積まれていることに言及しているものの，これ

は小野組破綻だけによるものと特定はできない。百歩譲って，当初無担保で総

額１，３１２，８５６円にのぼる融資をした小野組が破綻しても，滞貨抵当が７０，０００円

にとどまったことについては，むしろ評価すべきであると考えられるにもかか

わらず，この点については何の評価もしていない。

つけ加えれば，この『第一國立銀行暹氏報告』の報告書が提出された後，１８７５

（明治八）年５月７日に『第一國立銀行暹度氏報告追補』が提出されるのであ

るが，その直前，５月２日に『第一国立銀行�小野組本支店及古川市兵衛へ貸

附金並抵当品代価凡積差引調書１４』が作成されている。

それによれば，前述の如く，同年４月３０日現在の「小野組本支店及古河分共

合計不足金」は５８，４９２円９９銭６厘とされていて，最終的な損失は１９，３２２円８銭

５厘となっている。

項目番号（第十三）は，「島田ニマテノ貸附金」として島田組に対する貸付

けの内容に関する確認である。

具体的な貸付け内容は以下の通りである。

「明治七年十二月三十一日仕拂約束

二年／百三十六號 貸附金 二九，三八五，

右抵當

新舊及ヒ秩祿公債證書 一七，二二二，圓五〇

紙會社株券 二〇，四〇〇，

右藤田證人ニテ合計 三七，六二二，五〇」

貸越金 一八，九〇〇

右抵當

公債證書及會社株券 三，九〇〇

本社株券 一〇，〇〇〇

合計 一三，九〇〇

貸附合計 四八，二八五

と，貸付金額を上回る抵当が設定されていているため，損失を蒙ることはない

としている。

「現況確認型検査」である。

項目番号（第十四）は，「營業入費」とタイトルされている。しかしなが

ら，内容は第一国立銀行の所有する営業用の固定資産の評価であり，第一国立

銀行の半期実際報告では「営業用」として記載されている項目にあたる。「地

186



面家作及ヒ家財 一六二，二三三，五〇」は「此ノ勘定ハ未タ十分ニ正シカラ

ス唯タ其内譯ハ左ノ如ク區別セラレタリ」として，以下の計算過程の間違いを

指摘する。

「東京家作倉庫及ヒ家財 一二八，五〇〇

横濱地面坪貳拾五圓ニテ貳百六十九坪

代金 六，七二五

家作及ヒ倉庫 八，二七五

石造倉庫 一，七〇〇

合計 一六，七〇〇

大坂

地面 二，〇〇〇

倉庫及ヒ器具 二，〇〇〇

合計 四，〇〇〇

右以上ノ總計 一四九，二〇〇

銀行ニ於テ違約シタル神戸ノ家ニ就テ三井組ニ拂ヒタル金

一三，〇〇〇

誤テ此勘定ニ記入セシ文具費 三三，五〇

以上 一三，〇三三，五〇ヲ加ルトキハ

合計 一六二，二三三，五〇」

となるが，この「銀行ニ於テ違約シタル神戸ノ家ニ就テ三井組ニ拂ヒタル金」

と「誤テ此勘定ニ記入セシ文具費」である「一三，〇〇〇及ヒ三三，五〇ノ金

ハ勿論損益勘定ニ記スヘキ」ものであるとする。

さらに「凡ソ各國銀行ノ俗トシテ家作家財ノ損消に備ヱンカ為ニ年々若干金

ヲ貯フル�」となっており，減価償却の概念の導入を説いている。

また，「銀行ノ凡テノ身代ハ成ルベキ丈ケハ市價ヲ以テ算スヘシ」と時価主

義会計の導入も説いている。

従来，この減価償却の導入，時価主義会計の導入については画期的なものと

して捉えられてきた１５。

筆者は減価償却の導入，時価主義会計の導入については画期的なものという

認識に疑問をはさむものではない。

しかし，検査報告としては問題もはらんでいると考えるべきである。検査報

告の中で新しい評価方法を適用しているからである。検査時点における基準の

変更は検査自体の意義そのものにかかわる問題である。

たとえ，当時の日本においては先進的な概念の導入であっても，検査時点で

検査対象の評価法を変えるということは適切と言えるのか疑問が残る。
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この点も見過ごされてきた問題点として捉えることができる。

さらに，最後の指摘，「僕ハ第一國立銀行ノ當今ノ建家ニ於テ營業セン�ヲ

憂フルナリ其室内各房ノ廣狭ヲ見ルニ洋法ニ從テ銀行事務ヲ營ムニ適ゼス僕故

ニ此後新タニ立ツヘキ銀行ハ西洋ノ雛形ニ習ヒテ建築アラン�ヲ望ムナリ然ル

トキハ其便利ナル�ヲ發見スル久シキニ非ラス」との指摘を，検査報告書とし

てどうとらえるか。

シャンドにとっては，当時の第一国立銀行の社屋でさえ不満であったようで

ある。当時，本格的な洋風建築として評価されていた第一国立銀行の建物も，

部屋が狭く，業務遂行には適さないとし，新たに銀行設立の際には，西洋の銀

行をモデルにすべきとの意見であるが，銀行の間取りまでが当初の銀行検査の

検査範囲に入っていたとは考えられない。

「一つの興味ある意見」（土屋喬雄［１９６６］１０３頁）としてとらえる向きもある

が，むしろ，このシャンド検査が実行されるにいたった経緯の中で，気がつく

ことがあればすべて指摘するとの姿勢の現れと見るべきであろう。

「現況確認型検査」に加え，その是非は別にして新たな評価基準の導入と意

見と捉えられる。

以上，『第一國立銀行暹氏報告』を，日本で初めての銀行検査として捉える

のではなく，また，国立銀行の改革を前提にした検査として，できるだけ丁寧

に再検討した。

すると，『第一國立銀行暹氏報告』は「現況確認型検査」を基本にしつつ

も，多くの箇所で検査員であるシャンドの国立銀行の改革へ向けた懸念，意

見，予測，提言等が盛り込まれたものと理解することができるのである。

５．『第一國立銀行暹度氏報告追補』の検討

次いで『第一國立銀行暹度氏報告追補』（イ14A 11262 早稲田大学図書館

蔵）について，検討を加えたい。

この資料も「第一国立銀行検査報告書」の資料名で早稲田大学図書館に所蔵

されているが，請求番号の末尾が異なっている。報告書の日付は１８７５（明治

八）年５月７日となっており，得能が再度の改革案を出すのに合わせて作成さ

れたものと考えられる。項目構成というものはないので，内容に従って，前述

のシャンド検査が行われた経緯の認識に立って解説を加える１６。

尚，『第一國立銀行暹氏報告』と同様，引用の頁は記載しない。
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先ずは冒頭の部分から。

「東京千八百七十五年五月七日 第一國立銀行ニ就テノ補遺」となってい

る。『第一國立銀行暹氏報告』とは対照的に提出日を明らかにしている。

「曩日ニ報告シタル事柄ニ付テ余ハ澁澤氏と彌久セル談話ヲ致シタリ」と

『第一國立銀行暹氏報告』を作成後，シャンドは渋沢と長時間に及ぶ面談し，

面談に際しては「中原氏１７常ニ余ニ從テ」と通訳を同席させていることを明ら

かにしている。

面談したことによって「當今營業ノ方法ト信用ノ景況ヲ審カニシ有益ナル告

知ヲ得タ」とその成果を評価しているが，ここでは「唯第一國立銀行ノ事務ニ

付テ余ノ卑見」を述べたいとの意思を示している。

時期的には得能が意見書を出し，それを補完するためにシャンドによる第一

国立銀行検査が行われたが，さらに渋沢との質疑応答を，補遺の形で補強を試

みたものとして捉えることができる。

追補の内容は，渋沢の『第一國立銀行暹氏報告』の項目番号（第八）におい

て，「十六萬七千三百六十壹圓ノ準備金欠乏アル�及ヒ墨銀ノ金高極メテ多キ

コトヲ論シタ」部分に対して，渋沢が「此墨銀ハ御用準備金預金ノ一部ナル�

ヲ以テス然ルトキハ準備金ノ事ニ付テノ條例ハ全ク遵奉セラレシ�」としてシ

ャンドに「改正表」を提出したことから始まる。

提出された「改正表」の内容は以下の通り。墨銀は洋銀として表記されてい

る

「金銀手元有高 一，三三〇，七八八

御用準備金預金 一二二，二一四

内洋銀ヲ減スル� 二七五，四八四

差引キ 八三六，七三〇

此金高ト紙幣準備金ヲ 二三一，一四一

合シタル二口ノ金合計 一，〇六七，八一七

差引残高 二六二，九一七

六拾九葉（原稿ノ枚数）ニ示ス種々勘定ノ

一割五分ノ準備 一五四，七九四」

先ず，ここで留意しなければならないのは，『第一國立銀行暹氏報告』の項

目番号（第八）においても計算の齟齬があったが，この部分においても「御用

準備金預金 一二二，二一四」は「御用準備金預金 一，一一二，二一

四」の間違いである。漢字の一一を縦に読み二と混同したものと思われる１８。

その上で，『第一國立銀行暹氏報告』の項目番号（第八）においては準備金
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が不足していることになっていたが，「御用準備金預金 一，一一二，二一

四」から控除されるべき「洋銀ヲ減スル� 二七五，四八四」が計算にいれら

れていなかったために不足金が出てしまったとして，「洋銀ヲ減スル� 二七

五，四八四」を実際におこなうと「此差引残金十萬八千百二十三圓ハ條例ノ限

制セル準備金ニ猶剰餘アル�ヲ證スル」というものである。

この改正表の提出に対して，シャンドは「必ス銀行ニ告ケテ其準備金ノ明白

ニ解認易キ様ニ其勘定ヲ改メ」させたいと記している。

シャンドの指摘と渋沢の改正表における表記の齟齬により，筆者は，むしろ

縦書き漢数表記の脆弱性を見た気がした。

尚，『第一國立銀行暹氏報告』はシャンドが英語で原稿を書いたものを翻訳

したものらしく，「六拾九葉（原稿ノ枚数）」は「第一國立銀行暹氏報告」におけ

る場所に対応するものではない。

次の話題は「小野組ニ貸付金」についてである。

先に触れた５月２日作成の『第一国立銀行�小野組本支店及古川市兵衛へ貸附

金並抵当品代価凡積差引調書』を踏まえたものと考えられるが，「澁澤氏此貸

附金ニ就テ元利合セテ五萬八千圓の損失ヲ見込タリ」と具体的な数字を出し，

その内訳を以下の通り示している。

「第二號帳面ノ番号ナリ横濱ニ於テ貸附金二萬五千弗円ノ誤リナルベシノ内

一萬円

第七號大坂ノ貸越高

五萬四千〇四拾円

第八號古川ノ貸附金 四千百五十六円

右合計 六萬八千百九拾六円

豫メ見込ミタル剰餘

第三號三萬八千円ノ貸附金ノ内 八千円

第五號二萬四千円ノ貸附金ノ内 六千八百円

大坂ニ於ノ預品 三千円

合計 一萬七千八百円

右剰餘ヲ以損失ノ内ヨリ減スルトキハ 五万零三百九十六円

此金ノ利子ノ概算 八千円

合計 五万八千三百九拾六円」

渋沢はその金額のうち，「二万九千円ハ小野組ノ身代ヨリ濟�スル得ベシ」

と言及しており，さらに損失額が縮小する見込みを示している。

これに対し，シャンドは「第四號二万円及第六號二万円ノ貸附金ノ抵當ヲ差
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戻シ四万円ノ銀行株券ヲ受取リタリ」と小野組への貸附金に対する抵当の一部

を銀行株券に交換したことを批判し，さらに「若シ抵當不充分ナレハ増抵當ヲ

取ルコソ正當ノ方法」としている。

この経緯は，貸付けにより損金が出る事態でありながら，たとえ額面は

４０，０００円であっても株式であるため，むしろ便宜供与に近いと思われる。しか

し，シャンドはこの抵当の交換の責任を問う姿勢を見せない。

渋沢も「不注意ナリト語レリ」とはその非を認めるも，シャンドは「銀行ノ

役人ヲ餘リ嚴シク責ムル�能ハザルベシ」としている。

また，小野組への貸付けに関し，「齋藤長田ハ此貸附金ニ抗論シタリシカト

モ澁澤氏之に從ハズ」と齋藤，長田（永田）は融資反対したのだけれど，渋沢

が認めたという三野村の証言に対し，渋沢は反対に「此兩氏ハ皆ナ貸附金ヲ許

スニ於テ同意シタリト語レリ」と齋藤，長田（永田）が賛成したので自分の賛

成したとする。このことに関しても，シャンドはまたしても「互ニ相�論スル

ハ無益ノ事ニシテ却テ是マデ親シキ交�ヲ疎スルノ恐レアラン」とそれ以上の

責任の追及を避けている。

この点は極めて不自然である。シャンドは銀行検査にきており，小野組への

融資の責任が誰にあるかを究明すべく検査を進めながら，相反する発言の真偽

を明らかにすることなく，最後は「親シキ交�ヲ疎スルノ恐レアラン」との理

由で結論を出していない。融資に関して，経営者の責任をシャンドは避けてい

るのである。

島田組への貸付けに関しては，「見込タル損失ハ三千円ナリ」とし，「小野組

貸附金豫定損失五萬八千円ト合算スルトキハ六萬一千ナリ」と小野組貸付けと

の合算をする。しかし「銀行ニ於テハ七万ノ抵當アリ」として「二萬九千円ノ

金額ヲ拂フヲ得ヘキトキ全ク損失ノ準備十分ナリト云フベシ」と楽観的な評価

をしている。

しかし，筆者はここにも不自然さを感じる。先に検討した『第一國立銀行暹

氏報告』において島田組への貸付けに対する抵当は現金ではなく証券が中心

で，額面をそのまま評価することはできない。加えて，わざわざ別個の融資案

件である小野組貸付けと合算し，先々小野組から弁済されるであろう「二萬九

千円ノ金額ヲ拂フヲ得ヘキトキ」には「全ク損失ノ準備十分ナリト云フベシ」

というシャンドの評価と，前述の抵当を交換した際にみせた厳しいシャンドの

姿勢には，一貫したものを感じることができないのである。

面談は現実問題として「自�銀行株券ヲ抵當トシテ」貸付けている状況に関
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する話題に移る。

「東京ニ於テ小野組ニ貸附ケ金 七拾萬円

古川ニ貸附ケ金 拾萬円

大坂ニ於テ小野善太郎ニ貸附ケ金 四萬円

合計 八拾四萬円」

というように，実際には小野組への貸付けである。この抵当として第一国立銀

行が所有している第一国立銀行株券の処分に関し，渋沢は「此株券ヲ抵當とし

て貸附金ヲ許ルシ稱謂ノ上ニテハ依然トシテ二百五拾萬ト唱へ置テ漸次ニ華族

及ヒ他ノ役人ニ賣附ケン」ことを考えていたようであるとシャンドは記述して

いる。

これに対し，シャンドは国立銀行条例を「遵奉セン�ヲ可」とし，「株券ヲ

抵當トシテ貸附金ヲ爲セシヨリ六ヶ月ニシテ返�セラサルトキハ是ヲ賣拂フ」

べきで，「賣能ハサルトキハ之ヲ除去シ資本金ヲ減ス」べきであるとする。も

し「資本金ノ増加ヲ欲スルトキハ新タニ株券ヲ作リテ之ヲ増ス」べきと，あく

まで法令遵守の姿勢を貫いている。

さらに，シャンドは「銀行ノ實際ヲ衆人ニ出告シ」と情報公開をすすめ，

「正シキ實際ヲ公告スルハ一ニハ銀行ノ信用ヲ増ス」とその効果をうったえ

る。

話題は株主構成に移る。移るに先立って問題とされたのが今回の小野組への

貸付け額である。小野組から第一国立銀行株券を抵当とした残高の明細は以下

の通りである。

小野ニ貸附ケタル全金額 一，三一九，六〇六

内株券ノ抵當ヲ減スル� 八四〇，〇〇〇

差引殘高 四七九，六〇六

しかし，この数字から，「貸シ附クルヲ得ベキヤ」とシャンドは疑問を感

じ，渋沢も，「之ヲ疑フカ如シ」であったとしている。

これに関連して，シャンドは「商人ト取引ヲ開ク」ことを渋沢に薦めてい

る。さらに，三野村が「三井組ニ於テハ其株券ノ一部ヲ賣ル�ヲ喜ベリ」とい

っているので，シャンドは「株券ヲ商人ニ賣附ケテ之ヲ取締役ニ爲サン」こと

を渋沢に勧めている。

というのも，株式が分散して株主が数多くいれば，「小野組ヘノ貸附金ノ如

キ大ニシテ且ツ有害ナル貸出」等が起きることはなくなるだろうと考えている

からである。

渋沢はこれに対して，「一等ノ商人ハ狐疑シテ未タ株券ヲ買フヲ肯セス二等
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三等ハ之ヲ買ヒ入ルベキ金ヲ所持セズ」と言い，さらに「商人ノ内一人トシテ

銀行ノ事務ヲシルモノ」はいないし，「在官ノ人ニアラズシテ銀行ノ事務ヲ解

スル氏ノ外一人モ」いないと言うのである。これが本当なら「新ニ銀行創立ニ

付テハ切ニ注意」しなければならないとしている。

だが，渋沢は「商人ト當座預カリ勘定ヲ開クヲ好マズ」とする。それは「切

手帳ヲ以テ之ニ附與スルヲ」危ぶむからである。しかし，シャンドは渋沢を

「細心ナリト」評価する。「商人ト當座預勘定ヲ開クハ毫モ懸念スベキ」こと

はなく，「漸次ニ之ニ株券ヲ買ハセ取締役ト爲スベシ」とするのである。

そのために，シャンドは渋沢に対し，「銀行ニ於テ商人ノ集會ヲ催シ」，「商

法及銀行ノ事務ヲ討論」させることを薦め，渋沢の同意を得ている。

さらに今後の業務展開についての話題に移って面談は終了する。

そこでは，まず渋沢は「内國爲替ニ就テ銀行ノ業」を拡大したいと考えてい

て，シャンドもそれに関しては自らも「熟知セン�ヲ望ム」としている。

しかし，「上海ニ於テ支店造立ノ爲メ人ヲ送リシ�」に関して，シャンドは

慎重で「熟考セン�ヲ跛望セリ」としている。

一方，同じ海外でも「倫敦ハ外國爲替ヲ開ク�該銀行ニ於テ爲シ得ベシ」と

賛成している。

そして，「第一國立銀行ニ於テ巧ミニ其事務ヲ管理シ」て業務が拡大してい

けば，「確然不抜ノ一固體」になるのは言うまでもないとするのである。

『第一國立銀行暹度氏報告追補』と題したこの報告書は，シャンドと渋沢の

面談により，準備金の計算法に関する議論や小野組・島田組に対する貸付けと

そのリスク管理について，さらには大株主に融資することのリスク管理から，

情報公開，法令遵守，さらには株主構成を取引商人に分散させ，取締役にも入

れていくというガバナンスに関する議論となり，最後には業務拡大の展望に関

わるやりとりの報告である。

全体として，日本で初めての銀行検査の追補という認識でこの報告書を見れ

ば，そのまま報告書の内容を受け入れざるをえない。

しかし，シャンド検査実行までの経緯を確認したうえで検討してみると，

『第一國立銀行暹度氏報告追補』は，シャンドが質問を投げかけ，それに渋沢

が答え，その答えを踏まえ，シャンドが考える銀行のあるべき姿を渋沢を中心

にして実現すべく，問題を提起し，その解決を図るべく国立銀行の未来像にむ

けての提言をなしていくという形式である。

筆者はこのやり取りを「検査」という用語を使うことに違和感をおぼえる。
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『第一國立銀行暹氏報告』をふまえ，改革へむけた緩やかな行政指導，さらに

いえばコンサルティングととらえる方が実態に合っているのではないかと考え

られるからである。

しかしながら，あえて「検査」という用語をあてはめるならば，「コンサル

ティング（型検査）」とでも呼ぶべき検査であったとみることができよう１９。

６．シャンド検査から「銀行検査手續」の成立まで

シャンド検査の追補が，１８７５（明治八）年５月７日，得能紙幣頭に提出され

ると，得能はそれを大隈に提出，国立銀行改革に向けた意見書を提出し，つい

に同年「五月二十五日，初めて卿，輔の允可を得て，同年六月二十七日銀行へ

指令す」（渡辺盛衛［１９２１］２３２頁）ことに至った。

この指令書は，第一国立銀行に向けた達しとして出され，その内容は以下の

通り。

其銀行營業ノ順序處務ノ�末ニ至ルマデ已ニ此程嚴密ノ�査ヲ遂げ候處行務

一般大概其緒ニ就キ百事稍其整頓ヲ見ルニ立至候得共營業ノ進歩猶未ダ澁縮ノ

憂ナキヲ保チガタキ次第モ有之…（中略）…從來姑息ノ陋弊ヲ脱却シ今後條例

成規ノ本旨ニ準據シ申合規則改正及營業ノ目的ヲ確立シ改正ノ義詳細取調ノ上

夫々開申可致此旨更に相達候事

（渡辺盛衛［１９２１］２３５－２３６頁）

ここで注目すべきは，第一国立銀行の改革は，厳密な検査をしてみたら，改

革の必要性が明らかになったとしている点である。

こうして得能の主張する国立銀行改革は，翌１９７６（明治九）年８月の改正国

立銀行條例として結実するのである。

さて，シャンド検査以降，銀行に対する検査はいかなるものになったかとい

うと，シャンド検査の一ケ月後，つまり，１８７５（明治八）年６月に紙幣權助一

川研三他３名により，第五国立銀行鹿児島支店への検査が行われたようであ

る。

筆者は，この検査についての検査報告書を確認することができていない。し

かし，第五国立銀行鹿児島支店へ検査員が出張するにあたり，得能紙幣頭より

「檢査心得書」が出されている。内容は以下の通り。
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第五國立銀行鹿兒島支店へ出張檢査注目用意ノ款項

一 該銀行金銀竝ニ公債證書ノ有額ハ總テ之ヲ銀行原簿或ハ報告書等ニ

照會シテ周密ニ監査可致事

一 貸付金之證書ハ其金額ノ多寡ヲ問ハス悉皆其原證ヲ檢閲シ而シテ之

ヲ銀行ノ原簿ニ照シ其借用人ノ姓名身分職業竝ニ抵當品ノ有否其期限

ノ延滯等ヲ監査可致事

但抵當ノ品物ハ金塊或ハ公債證書其他ノ種類ヲ問ハス悉ク其現品ヲ

視査シ以テ其貸金ノ現額ニ相當スルヤ否ヲ監査可致事

第二款

一 諸簿册之類ハ順次ニ檢按悉査シ若シ記入簿册ノ類別ヲ誤ルカ或ハ不

悉ノ件モアラハ之ヲ丁寧告諭シテ以テ必ス改正ニ付セシムヘキ事

一 金庫ノ良否竝ニ其要害之如何ヲ監査可致事

一 該支店其重立タル役員等ニ於テ兼テ營業ノ目的ハ何等ニアルヤ否ヤ

ヲ丁寧訊問シテ以テ其方向ヲ不誤様縷諭奨勵可致事

一 該地方於テ該銀行信用ノ厚否或ハ金銀貸借ノ風習竝ニ其利息ノ高否

ヤヲ點按熟察可致事

一 縣廳ト銀行トノ間ニ於テ兼テ施爲スル所ノ事件何等ニアルヤ或は隱

然背規違例等ノ所業ハアラサルヤ否ヤ探偵熟察可致事

第三款

一 舊藩札五錢以下再押印ノ分該印消滅云々ヲ以テ交換元金下渡云々明

治七年四月中同縣ヨリ申請シ同五月中該交換金額貳拾萬七千百壹圓八

拾八錢壹厘ノ内拾萬圓ヲ下付シ同七年十一月中殘金拾萬七千百壹圓八

拾八錢壹厘ヲ下付ス然レ共爾後交換着手云々何等ノ申請アラサルヲ以

テ�度ノ督促ヲナシ初テ當四月中著手ノ趣卒業ノ云々ハ端島僻陬之場

所アルヲ以テ目的相立カタキ云々ヲ申牒ス故ニ端島僻陬は其區域ヲ判

チ迅速卒業スヘキ云々ヲ再達ス然共猶未タ其頭緒ノ整理ヲ見ル能ハス

故ニ該件ハ縣吏ニ依テ其事務ノ延滯スル所以ト或ハ何何ノ期日ニ至ツ

テ修理ニ就クヤ否ヤ或ハ七年四月ヨリ同八年四月まで此一週年間荏苒

ニ過キタルハ何等ノ事アルヤ否等ヲ訊問シ或ハ隱然不都合ノ件ハアラ

サルヤ否等ヲ熟按可致事

但該款訊問ノ際ニ於テハ苟クモ督責ノ権ヲ有セサルヘカラサルヘシ

（明治財政史編纂會［１９７２］６３９－６４１頁）

というものである。『明治財政史』第十三巻では「檢査心得書」と表記してい

るが，内容は心得ではなく，検査マニュアルであることは明らかである。

ここで留意すべきは，単独の検査マニュアルとしては，恐らく日本で初めて
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のものであろうと考えられる。

というのも，それ以前の検査においては「檢査ノ方法ハ主トシテ條例ノ本旨

ニ基キ檢査官吏ノ裁量ニ任シタルモノニシテ未タ一定ノ成文條規アルヲ見ス」

（明治財政史編纂會［１９７２］６３９頁）状況であったからである。

振り返って再度確認すれば，小林検査においては第一國立銀行出納日表にお

いて金貨および銀貨，證券，銅貨，古金銀，新札，官省札，第一国立銀行紙

幣，洋銀の現況確認がなされている１９。

また，１８７４（明治七）年１１月２２日に第一国立銀行大阪支店に対してなされた

長岡検査においては，貸付けに関する抵当の現況確認がなされている。

対して「第五國立銀行鹿兒島支店へ出張檢査注目用意ノ款項」を見てみる

と，款数の表示はないものの，第一款にあたる部分は，まさに小林検査，長岡

検査でなされている検査内容である。

第二款においても帳簿及び金庫の検査，さらにはその信用，貸借の風習，利

率といったものがその地方においてはいかなる状況なのかという検査項目も現

況確認の範疇に入れることができよう。

第三款も鹿児島独自の旧藩札の交換状況の確認でこれも地域独特の項目では

あるものの，現況確認である。

すると，シャンド検査追補に見るような，検査員が銀行側に質問し，銀行側

がそれに応え，検査員がその答えを踏まえて問題発見，その解決案の提案とい

ったコンサルティング型の検査は，「該支店其重立タル役員等ニ於テ兼テ營業

ノ目的ハ何等ニアルヤ否ヤヲ丁寧訊問シテ以テ其方向ヲ不誤様縷諭奨勵可致

事」に見られるにすぎなく，シャンド検査におけるコンサルティング型の検査

の色合いは薄まっているように判断できる。

「第五國立銀行鹿兒島支店へ出張檢査注目用意ノ款項」は，特定の検査に対

する検査マニュアルであるが，銀行検査に関する，標準的かつ本格的な検査マ

ニュアルの成立は，１８７６（明治九）年９月の「銀行檢査手續」を待たねばなら

ない。２０

「銀行檢査手續」の構成は１４項目にくわえて付則がつけられている。項目ご

との検査形式を前述の判別と同様，現況確認型とコンサルティング型に分けて

みよう。

すると，先の「第五國立銀行鹿兒島支店へ出張檢査注目用意ノ款項」よりも

現況確認型の検査手法が重きをなしていることがわかる。
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図表６－２ 銀行檢査手續の検査形式

項目名 検査形式

檢査著手ノ手續 現況確認型

銀行有高檢査ノ事 現況確認型

公債証書有高ノ事 現況確認型

貸付金ノ事 現況確認型

定期預金ノ事 現況確認型

當座預金ノ事 現況確認型

御用預金ノ事 現況確認型

振出手形ノ事 現況確認型

割形手形ノ事 現況確認型

代金取立手形ノ事 現況確認型

仕拂銀行手形ノ事 現況確認型

質物流込ノ事 現況確認型

諸簿册突合ノ事 現況確認型

報告書ノ事 現況確認型

付則 現況確認型

出所）明治財政史編纂會［１９７２］７１５－７２３頁より作成。

さらに，特筆すべきは「諸簿册突合ノ事」の項目である。

ここにおいては，６つの突合せをすることにより，帳簿の数字の正確性を担

保させているのであるが，この突合せ手順は『銀行簿記精法』巻末の「計算掛

ノ諸帳ト總テ他掛ノ諸帳トニ関係アル突合セ」の部分にほぼ一致するのであ

る。この点については大江清一［２００７］においても触れられているので，そち

らを参照願いたい。

特筆すべきは「銀行檢査手續」では，帳簿間の突合せをする際に提出させた

總勘定元帳差引殘高帳の各勘定と總勘定元帳の諸勘定を一つずつ突合せること

としているのに対し，『銀行簿記精法』においては總勘定元帳から總勘定元帳

差引殘高帳へ転記するよう求めているものの，そのチェックは求めていないと

いう違いはあるものの，他の５つの突合せにおいて求められていることはすべ

て『銀行簿記精法』において記載されているのである。

さらに言うと，『銀行簿記精法』において求められているチェック項目は

「銀行檢査手續」で求めているものより広範で且つ綿密なものとなっているこ
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とにも留意しなければならないだろう。

『銀行簿記精法』は銀行簿記のみならず，銀行の検査にも大きな影響を与え

たのである。これはとりもなおさずシャンドの功績といえる。

７．おわりに

これまでシャンド検査は，小野組の破綻を契機として，第一国立銀行に対し

てなされた日本で初めての銀行検査であるという認識がなされてきた。

しかし，なぜ小野組破綻後４カ月もたってから実行されたのであろうか。

答えは，小野組破綻直後より紙幣頭得能良介が国立銀行改革へ動き出してい

る中で，その改革へむけた自らの意見書を通すべくなされたのがシャンド検査

であるということが明らかとなった。

従来の認識では，小野組の破綻により第一国立銀行が窮地に追い込まれ，シ

ャンドの検査により国立銀行の改革が必要となったということになっている。

しかし，事実は小野組の破綻により第一国立銀行は窮地に追い込まれそうに

なったが，小野組の破綻直前に担保を提出させることができ，窮地に追い込ま

れることはなかったのである。さらにその状況を小野組破綻直後の検査によっ

て政府も把握していたのである。

シャンド検査は，国立銀行の改革の必要性を認識していた紙幣頭が，大隈重

信大藏卿に改革の必要性を訴えるため，小野組破綻後４カ月もたってからシャ

ンドに第一国立銀行の検査をさせたのである。

視点をかえて金融検査の検査形式の形成過程に関して整理してみると，以下

のような経緯として捉えることが可能となる。

つまり，国立銀行条例成立当初，その検査の手順も，その対象についても，

標準化，成文化されたものはなかった。

しかし，小林検査をはじめとして，小野組破綻時にも，長岡検査等，複数の

検査が実際におこなわれていた。それらの検査の範囲は狭いながらも，必要に

応じた現況確認型の検査が行われてきたのである。

前述の検討を踏まえて，シャンド検査を再検討すると，これまで見えてこな

かった側面が明らかとなる。

つまり，シャンド検査は，まず改革ありきの前提があっての検査であった。

そのため，検査は現況の確認に加え，制度自体に内在する問題点の洗い出しも

なされ，さらには，将来の改革へ向けた意見，提言までが盛り込まれている。

例えばシャンド検査においては，減価償却の概念を導入し，その必要性を説
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いているのであるが，この減価償却概念の導入自体は画期的なことである。

しかし，検査報告としてはなじまない。ルールあっての検査であり，検査で

ルール変更を説いては本末が転倒する。それでも減価償却の概念の導入を訴え

たのは改革への強い意欲であるととらえるべきであろう。

また，最高経営者である渋沢栄一との質疑応答の中から問題を発見し，改革

への提言をおこなうという形式を取ったのも，渋沢栄一と得能良介を中核とし

た国立銀行の改革ありきの前提があってのシャンド検査として理解すると筋が

通る。

図表６－４ 検査形式の変遷と検査範囲

《現況確認型検査》 《コンサルティング（型検査）》

 

検査範囲

小林検査等

長岡検査等

 

「銀行檢査手續」

シャンド検査

 『第一國立銀行暹氏報告』『第一國立銀行暹氏報告追補』

従来，シャンド検査を日本初の銀行検査として捉えていた時には，シャンド

検査の特異性を認識することはできていなかった。比較する対象もなく，最初

の事例とされてきたわけであるから致し方ないことではある。

しかし，今回，シャンド検査がなされるにいたった経緯を踏まえて，シャン

ド検査を再検討すると，シャンド検査はそれまでの現況確認型の検査を基本に

はしつつも，それに加えて改革へむけたコンサルティング型の検査がなされた

ということが明らかとなった。

さらに，その後の検査形式をみると，検査マニュアルとして「銀行檢査手
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續」においては確認事項がふえたものの，再び現況確認型の検査形式となっ

た。

これは，シャンド検査の特異性，つまりコンサルティング（型検査）形式

は，改革ありきの前提で検査がおこなわれからこその検査形式であるとみるこ

とができる。改革後の検査形式にはその必要がなくなったため，その後に成立

した検査マニュアルにおいては，検査内容は確認事項を充実させていきながら

も，検査形式は当初の現況確認型の検査に戻っていったのである。

１ 詳しくは，白坂亨［２０１２a］を参照のこと。

２ 詳しくは，白坂亨［２０１２b］を参照のこと。

３ １８７４（明治七）年１１月２０日の書簡の内容は以下の通り。

毎度拝趨御邪魔計申上候昨宵伊藤え面会候而内情を相語り置候間昨此上一軒之焼留り

御注意候て三井之方御保護奉祈候銀行之方ハ多分昨日も澁澤ヘ面会候而夫々引当物も

粗相片付申候間御安心可被成下候昨日承り候得ば最早小印之御用向は御取揚之御沙汰

も可有之由然レ共余リ至急ニ御処分被下候而は防禦にも差閊且各県え差響候而は出張

人銘々一身上之覚悟候而不容易政府之御損失歟と奉恐察候何分ニも四方江検査之人御

派出被成候而夫々御引〆リニ而も候上に無之而は双方御損失歟と奉存候何分ニも深ク

御注意被遊候而御処分偏ニ奉願候先ハ御願迄

匆々拝白

十一月廿日

重信様

（渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］１２２頁。原資料は，

井上馨書翰：大隈重信宛イ１４B００３２０５ 早稲田大学図書館蔵）

４ １８７４（明治七）年１２月７日の書簡の原本は確認できていないが，井上馨候傳記編纂

記會［１９３３］に活字化されて所収されている。内容は以下の通り。なお引用にあた

り，一二点及びレ点は削除した。

益御多祥御精奉敬賀候。生も過月廿八日チリニテ出帆，三十日朝著神戸仕候。御放慮

可被成下候，滯在中は毎々罷出御厄害を蒙り奉謝候。漸外事相濟ミ候得ば，又小野分

散之事件差起り，別て引續キ御心配之事計と奉恐察候。爾後三ツ井モ隋分取付烈敷様

子ニ候得共，只々此上小野と組合之損分三井へ懸リサヘ不申候得ば，且々取凌ギ可申

胸算ニ候間，實ニ三ツ井之爲ニあらず，銀行御保護之良意ニ候。銀行御保護，日本人

民モニートランサクション之便利ニ候。當地ニテモ小野閉店以來，近來殊之外不融通

を生じ，コンマルシヤル上之不便利不一方，此上三井�銀行モ同様成行候而は，日本

之クレジツトハ地ニ落チ，且金銀ハ最早地中へ穴を作り入置候外手段無之候間，申上

候も疎ニ候得共，實際上ニ付テ之御處分奉仰候。其御處分ハ只三井え小野之損分相懸
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り候と否ニ有之可申と愚考仕候，是非とも御盡力奉祈候。且又兼て御噂も有之，米麥

輸出之御目的ニ付而は，何卒十四番ヱドウワルト，フイセル商會え御命ジ被成下候様

奉仰候。充分�力爲仕候而，正直ニ事を取計候事丈は，生御受合可申上候。右ニ付而

は益田事アルビン同道にて罷出，實際之模様も申上，且御下命も可被下候ハバ難有奉

存候。ケ様之事申出候も恐入候得共，兼て之事故，内々御保護被成下度候。最早小野

も如此有様ニ相成果候上は，愈以精神を籠め，正直ヲ元トシ，商法之道相立度候間，

偏ニ御依頼申上候。大隈侯爵家文書

（井上馨候傳記編纂記會［１９３３］５３９－５４０頁）

５ 渋沢栄一書翰：大隈重信宛イ１４B０１６９０８ 早稲田大学図書館蔵

６ 詳しくは，明治財政史編纂會［１９７２］６４２－６４４頁を参照のこと。

７ このことにより，大江清一［２００６］においては項目の捉え方に数か所の誤謬がみら

れる。

８ 大江清一［２００７］において，大江氏はシャンド検査を提言型監査，その後制定され

た銀行検査規定を指摘型監査としている。

９ 須藤氏とは，この時期紙幣寮に出仕していた須藤時一郎であると考えられる。

１０ 土屋喬雄［１９６６］では，この日を何月の一日であるかについて１月１日なのか３月

１日なのか検討している（１０１頁）が，１８７５年１月１日は金曜日であり，３月１日が

月曜日である。このことから土屋氏が典拠としている『銀行課第一次報告』の文言に

ついては検討が必要となる。

１１ 詳しくは，岡田俊平［１９７４］１２‐１３頁を参照のこと。

１２ 詳しくは，岡田俊平［１９７４］１４頁を参照のこと。

１３ 東京日日新聞１８７５（明治八）年１月１７日付，および第一銀行八十年史編纂室

［１９５７］巻末資料を参照のこと。

１４ 渋沢青渊記念財団竜門社［１９５５］１０６－１０８頁。

１５ この点に関しては，片野一郎［１９７６］４６頁を参照のこと。

１６ 大江清一［２００６］２９－３１頁も参照のこと。

１７ 中原氏とは，この時期紙幣寮に出仕していた中原國之助であると考えられる。

１８ 第一銀行八十年史編纂室［１９５７］においては修正値も表記されている。

１９ 本来国立銀行条例における検査規定は第四章で触れているように１８６４年国法銀行法

に範をとったもので，「検査」は examinationに対応する用語となっている。

しかし，元々民間銀行出身のシャンドからすれば，むしろ examinationとは異なる

意識，例えば auditの意識で検査を遂行したとも考えることができる。この仮説にた

てば，シャンド検査におけるコンサルティング的要素は監査の助言機能として理解す

ることもできる。

２０ 詳しくは，白坂亨［２０１２a］を参照のこと。

２１ これらについては，大江清一［２００７］おいて，詳細な検討がなされているので参照

のこと。
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