ドイツの手形割引業務とベルリン貨幣市場(1)
著者
雑誌名
巻
号
ページ
発行年
出版者
URL

居城 弘
静岡大学経済研究
11
2
97‑112
2006‑10‑31
静岡大学人文学部
http://doi.org/10.14945/00005835

ドイツの手形割引業務 とベ ル リン貨幣市場

研究ノー ト

ドイツの手形割引業務 とベ ル リ ン貨幣市場(1)
居

城

弘

(1)課 題 の設定
金融システムにおいて金融市場 の果 たす役割 は、金融機 関の分業構造や業態がそれぞれ異なるも
のであることから、その具体的姿 は各国において異なるもの として現れる。そ こでは、 と くに金融
システムにお ける中心的構成部分 をなす商業銀行 のあ り方が規定的である。決済 システムの担 い手
として、 さらには金融仲介 にお ける信用創造機能 を果 たす存在 として、商業銀行が経済 システムに
対 していかなる業務 を展開 してい るかによって、金融市場 との関連やその役割が異なることになる
からである。いわゆる銀行業 のタイプとしての商業銀行主義 と兼営銀行主義はその典型的な展開を、
イギリス と ドイツにおいて示 した ことか ら、それぞれ「イギリス型」 と「 ドイッ型」 の銀行類型 と
称 されることも多 い。 このような相違 は経済発展 のあ り方や産業構造、貯蓄形成などの諸要因によ
って もたらされるが、金融システムの国民的相違 もここから生 じて くるのであ って、銀行主導 と市
場主導 の違 いや、間接金融 ・直接金融についての重点のあ り方 にかかわって くる。 こう した金融 ・
銀行構造 は、その業務 の展開に伴 って金融市場 との関連を深めることになる。
金融市場 の中で も、金融機関が保有すべ き支払 。現金準備 の余裕分 を一時的に投 資 。運用 した り、
現金準備 の不足 を補 うために保有す る証券や手形などを売却 して、準備金の強化 を図るための取引
を行 う市場 は、短期金融市場あ るいは貨幣市場 と呼 ばれ、具体的には手形割引市場 や コール市場 の
姿を とってい る。 したがって金融機関にとって、資金の一時的過不足 を調整 し、流動性 を維持確保
するための金融取引を行 う市場が短期金融市場 。貨幣市場 である とい うことがで きる。貨幣市場 の
組織 はイ ンターバ ンクの銀行間取引の市場 と、銀行以外のメ ンバ ー も参加す る公 開の市場 か らな り、
そのあ り方 は各国に よってそれぞれ異なっている。 しか し、金融システムにとって金融機関の資金
過不足 を調整 し、流動性 を維持 ・確保す る役割 を担 う貨幣市場 の存在 は、金融システムの もっとも
鋭敏な機構 として、重要な位置 を占めてい ることは言 うまで もない。景気変動 の経過において、上
昇局面での民間資金需要 の増大によって銀行 の信用拡張が行われてい き、その結果 として、銀行の
現金 。支払 い準備 の低下が生 じた場合、貨幣市場からの流動性 の調達が必要 となる。手形や短期証
券 の売却 によってこの 目的を達成 しようとす ることになる。 しか し流動性の悪化、現金準備率 の低
下が一部の金融機関においてだけでな く、他 の金融機関にも広が りを見せることとなれば、銀行間
での過不足 の調整 では対応 で きないこ ととな り、貨幣市場全体 の資金需給 は逼迫状態 を示 し、その
結果、貨幣市場利子率 (市 中割引率や コールレー ト)の 上昇 をもたらす こととなる。中央銀行 の金
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融政策が、貨幣市場利子率の動向 との関連で問題 になることは明 らかであろ う。中央銀行 は通貨価
値や物価、景気動向、国際収支、為替相場 の動向 を見極 めて、貨幣市場利子率 に対 して一定の方向
付けを示 した り、貨幣市場 の動向に影響 を与 える行動 をとることとなる。貨幣市場 の利子率 は、さ
らにその変動 を通 じて、金融市場 の他 の分野 にたいす る密接 な関連 を通 じて も影響 を及ぼす。主要
金利 としては、証券市場 での証券金融におけるルポールや ロンバー ド金利、さらには交互計算貸付
における金利、債券利回 りや株式 の利回 りなどとの関連 において、金融市場 の金利間の連関が形成
されるか らである。
金融市場 の中での貨幣市場 、 と りわけその古典的形態 としての手形割引市場 の 占める位置やその
役割 は、 どのように理解す ることがで きるであろうか。民間銀行 にとっての貨幣市場 の動向や市場
金利 の意味についてである。
銀行業 の一類型 としての兼営銀行主義 。兼営制 は、 ドイツにおいてその典型的な展開 を示す こと
となった。 これには ドイツの工業的発展 のあ り方が深 く関わつてい るのであるが、産業金融へ の傾
斜や、株式会社 の設立・創業、証券 の引受発行 、証券委託売買、証券金融 などの非正則的銀行業務
が、取引先企業 ・顧客 にたいす る支払取引の媒介、預金 ・貸付業務 や交互計算取引な どの、銀行業
としては本来的 な正則 的銀行業務 の分野 と結合 して行われた こと、兼営銀行業 の骨格が このように
して形成 されたのである。そ こにおいては、銀行 と証券の兼営 について、銀行経営 の健全性や、金
融 ・銀行制度の安定性、 さらに「利益相反」問題、預金者保護 の観点 をは じめ として、金融システ
ムのあ り方をめ ぐって論議が重ね られて きた。その根本問題 は兼営銀行制の もとでの銀行流動性 の
問題 であつたといつてよい。 これについてはこれまでに兼営銀行制 と証券市場 、つ まり産業資金供
与 と証券発行 による回収 ・流動化 (証 券化)の 問題 として論 じられてきたのであるが、 このような
捉 え方にたい しては、証券市場 とならんで手形割引市場 を中心 とす る貨幣市場 との関連 についての
考察の必要性 について重視す る立場 か ら、すでに筆者 はその考察結果 を公表 してきたところである。
ドイツの銀行業 は実際にも手形割引業務 などを通 じてその銀行資産の一定部分 を流動的な投資に向
けることにより、銀行流動性 を維持することが求められたのである。
(以 上の諸論点に関する以下の拙稿を参照。

「ベルリン割引市場 :そ の成立 と構造」金融学会

編 『金融経済研究』倉1刊 号、1991年 7月 、同「 ドイツ大銀行 と手形取引」静岡大学 『法経研究』第
40巻 2号 、1991年 9月 、同、『 ドイツ金融史研究 ― ドイツ型金融システムとライヒスバンクー』 ミ

ネルヴア書房、2001年 2月 第 6章 ベルリン金融市場)
本稿で取 り上げるのは、 これまでの考察 をふ まえて さらに広 く、兼営銀行制を基本 とする ドイ
ツの金融システムの総体にとっての貨幣市場 。手形割引市場の位置 と構造、その役割 についての
古典的段階における現実 を検討するとい う基礎作業である。今回の考察の進め方 について一言 し
てお くと、本稿では(1)ド イツの手形割引市場の現実 を捉 えること一とくにその古典段階 。国際金
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本位 制期 にお け る 一で あ る。 (2)そ の検 討 素材 と して、 プ リオ ンの 古 典 的著作 、 『 ドイ ッの 手 形
割引業務 とベ ル リ ン貨 幣市場』 (WoPrion,Das Deutsche Wechseldiskontges屁

瞳,mit besonderer

g des Berliner Geldmarktes,1907,Leipzig)を 取 り上 げる。(3)考 察 の方法 としては、
Bencksichi≦ 即■
プ リオ ンの基本 的 な論 旨 をまとめつつ 、単 なる紹 介 では な く、それに必要 な コメ ン トや補足 的説明

を行 うことによって、 ドイツの金融 システムの総体 にとっての割引市場 の位置 と構造、その役割 を
明 らかにす ることをめ ざしたい (今 日の段階か ら見 てその歴 史的意義の点について も、省略 しても
基本的論 旨を損なわない と考える論点についてはそのようにあつかっている。 また、 コメン トや補
足的説明について も同様 の観点か ら異なった精粗 の扱 い を加 えることとしたい)。 プリオ ンのこの
著作 の意義については、一連の作業が終わった段階で解説 を行 いたい と思 うが、あらか じめ述べ て
お くと、 ドイッの手形割引市場や、市場 を構成す る各種金融機関に よる手形割引業務 の実態 につい
ての詳細な分析 として、第一級 の資料的価値 を有するものである。 このことは ドイッ金融史上 の代
表的文献 であるリーサー、ヤイデルス、 さらには ヒル ファーデイ ングなどにお けるこの著作 の扱 い
に明 らかであろ う。金融市場 ことに手形割引市場の分析 は、取引当事者 のそれぞれについての具体
的な知識が、書 かれた資料 によるだけではな く、当事者にたいす る直接 の聞 き書 き 。ヒアリングや
同時代 の金融に関する新聞・雑誌 の片言節句 に至るまでの資料 の渉猟に よらざるを得 ないことか ら、
包括的な分析 。研究が極めて困難な対象であるが、そのことが明 らかにならない と手形割引市場の
考察が不可能であるとい うことはよ く知 られていることであろう。 このことはイギ リス金融史研究
におけるW.T.C.キ ングの著書、 『ロン ドン割引市場史』 (W.ToC.King,History of London Discount

Market,London,1936藤 沢正也訳、 『ロン ドン割引市場史』、1978年 、 日本経済評論社 )の 貢献
に明らかであろ う。 プリオ ンのこの著作 はイギ リス におけるキ ングのそれに比肩 しうる意義 を有す
ると考 えられるのである。

(I)プ リオ ンの著作 の構成 につい て
プリオンの研究・著作 は、全体が3部 か ら構成 されてい る。 まず最初 の部分 は取引所BOrseで の手
形割引業務が対象 とされてい る。公開の手形割引市場 での手形取引が問題である。 ここで取引され
る手形 は一定の条件 を満 た した手形 であって、額面5000マ ルク以上、最低 8週 以上 3ヶ 月の期間を
有す ること、ライ ヒスバ ンク所在地を支払地 とす ることがその条件 であ り、 ドイツの手形取引にお
いて、 もっとも確 実 で流動性 の高 い もの として第一級 の優良手形 と評価 されるものであ り、大銀行
による引受手形 と地方有力銀行 による引受手形に よって構成 される。 ここで取引され る手形 は「市
中割引手形」Privatdiskontと 呼 ばれ、そ こでの利率 は「市中割引率」Privatdiskontsttzで あ り、 さ
らに取引所 。公 開の手形割引市場 での手形割引業務 を「市中割引業務」Privatdiskontgesch舶 し
とよ
ぶ。当然 ここでは もっとも有利 な条件 で手形 の割引が行 われる。最初にこの取引所 。公開の手形割
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引市場 を対象 に、手形 の需給つ まりここでの手形 の買 い手 と売 り手 についての考察が行 われ、さら
に取引の対象 となる手形素材 が分析 される。当然、手形 の出自をめ ぐって、さまざまな信用関係 に
もとづいての手形素材 が、国内外 の金融 ・信用関係 の展開 との関連で考察 される。市中割引業務 の
機構 の分析や、市中割引利率 とその他 の貨幣市場利子率 との関係 が取 り上 げ られる。第二部 では
主要金融機関による手形割引業務が対象 とされる。金融機関は第一部で取 り上 げ られる市中割引業
務 のほかに、その取引顧客 との間で、 きわめて多様 で広範な手形取引、割引業務 を展開 した。そ こ
では金融機関が、質的 にも顧客層 において も、多岐 にわたる取引 を行 ったこと、それによつて金融
機関の保有す る手形資産の多様性 と、さらに取引関係 におけるさまざまな問題が ここに反映 されて
くるのであって、産業 ・企業 と金融機関の間での現金準備や流動性 をめ ぐる問題状況が示 されるこ
とになる。第二部では、民間大銀行 と中央銀行 の手形割引業務が対象 とされる。さらに第三部では、
その他 の金融機関、地方銀行、貯蓄銀行 、信用協同組合、個 人銀行業者な どの手形割引業務 の実態
が分析 される。 これらの分析 によつて明 らかにされることは何 であろ うか。詳 しくは これ以降の叙
述に委ね る こととす るが、金融機関相互 の取引 の流れ と、 したが って手形 の流れを明 らかにする
ことによつて、各金融機関が信用取引の基礎 として、現金準備 の維持 ・確保 、流動性 をどのように
コン トロールしていたか、 さらに金融 。信用制度の動態 を国民経済 の レベ ルで問題把握す ることで
あ り、最終的 には、中央銀行 の準備金 と一 国の信用制度の緊張 した関係 を明 らかにすることとなる。
これに加 えてさらに、国際関係 を重ねて考察すれば、国際収支や支払差額か ら為替相場変動、金準
備 と国際金移動 と各国の貨幣 。金融 システムとの緊張関係 の考察 に繋が つてい く。 このような連関
を論理的 に構築 してい くことは現実 には容易 な ことではない。割引市場 と手形割引業務 の分析 の意
義についてあらか じめ このようにその位置づ けを示 してお きたい。
最初 に公開の手形割引市場 。取引所 での手形割引業務 についてその実態が取 り上げられる。

(Ⅲ

)取 引所 での市 中割引業務

(す でに説明 したように公 開の手形割引市場

。取引所 では、一定 の条件 を満 たした第一級 の優良手

形が売買取引 される。 これが市中割引、市中割引業務 であ り、取引 される手形を市中割引手形、そ
こでの利率 を市中割引率 とよぶ。ここで形成 される利率 は市場 。取引所 の外部での各金融機関の手
形業務 の際の基準 とされ、対顧客取引や金融機関相互の取引がそれにもとづいて行 われることにな
る。)

ところで、手形の売買当事者はなぜ手形 を売 り、手形を買うのであろうか。手形の売 り手 。供給
者は一般には手形 を売却することによって現金貨幣や現金準備 を確保・調達するという動機から手
形 を売る。手形の売 り手は固定的、閉鎖的ではない。手形の発生が種 々の取引からもたらされるの
と同じく、手形割引の必要性は個々の売 り手によつて異なり、その時期、規模 も種 々さまざまであ
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る。それにたい して手形 の買 い手 ・貨幣の出 し手は、他 の業務 とともに手形割引を業務 として、職
業的、専門的 に行 うものであ り、銀行その他 の信用 (金 融)機 関 として組織 されてい る。 (銀 行 な
どの金融機関はその遊休資金の一部 を一時的 に利益 を得 る目的で手形 に投 資す る。 しか しそれは手
形が短期間で満期 を迎えることと、市場 で容易 に売却可能であることか ら、流動性 の見地か ら手形
投資を行 ってい る こと、他面で銀行 は手形の売 り手 として も登場するが、 これは現金準備 の増強 を
図 り、準備率 を引 き上 げるためである。)

(V)市 中割引業務 にお ける貨幣供給者

(手 形 の 買 い手 )

公開の手形割引市場 。取引所 での市中割引業務 は、一定 の条件 を満 たす特定 の手形素材 (市 中
割引手形)が 取引対象 とされる。第一級 の優良手形 であ る。 これにたい しては特別 に有利な (低
い)割 引率が提供 される。そのためそのような手形が取引所 の取引対象 として流入 し、その供給が
加速 される。さらにそのような優良手形の取引に、手形の買 い手 も一層多 く参加す るようになる。
優良手形 の売 り手 と買 い手の集中 。参加 によ り需給関係が集中的に形成 され、需給が調整 されてい
く。 ここで形成 される割引利率 (市 中割引率)は 、公開の割引市場 の外部での手形取引の利率決定
の参考・基準 としての役割 を果 たす ことになる。
最初 に公 開の割引市場 での市中割引業務 に参加す る手形 の買 い手 ・貨幣供給者 について検討が
行 われる。手形 の買 い手 。貨幣供給者 のグルー プを、職業的 (本 職 の)グ ルー プと、非職業的 グ
ルー プに分けて考 えて行 く。 (職 業的Berufsmassigと い う表現 は、本来 の業務 として恒常的 に手
形割引業務に従事 してい るとい う意味 において使 われてい るものであ り、非職業的llnberdsmassig
が、本来的業務 としてではな く一時的 に手形 の買 い手 として参加す るグループと区別 して使用 して
い る。)

1)職 業的貨幣授与者

(手 形 の買い手)

割引市場 での第一の手形 の買い手 は銀行 である。信用取引のほんらいの固有 の機関である銀行 ・
銀行業者 (銀 行商会)に おいて、その主要な能動業務 として手形割引業務が行 われる。その資本力
か ら、貨幣・手形市場 にお け る第一の担 い手 である。貨幣市場 にお ける行動 か ら、発 券銀行 と信
用銀行 のグループは対比的な立場 にある。それに応 じて、貨幣市場一般 と公 開貨幣市場、公開市場
ofhen Marktと 区別 し、後者 はライ ヒスバ ンクを除いたすべ ての貨幣市場 と理解す る。ライ ヒスバ
ンクと民間銀行 。貨幣授与者 とは貨幣市場 においてその行動、業務遂行 に当たっての 目的などで異
なった性格 を持 っている。国民経済的利益 のための活動 を行 うのがライヒスバ ンクであ り、 これに
対 して民間信用銀行は営利機関であ り私経済的利益 が優勢 であ る。貨幣市場 の内部で 占める位置 に
おいてこの相違 は明瞭 となる。

‑101‑

経済研究11巻 2号

2)発 券銀行
市場 での貨幣授 与者 として、最初 に発 券銀行が取 り上 げ られ る。発券銀行 としては、 ライ ヒスバ
ンクのほか に民 間発券銀行が存在 す るが 、それ らは貨幣市場 にお い ては統 一 的 。調和 的に行動す る
わ けではない ので 区別 して論ず る必 要 が あ る。 (*1875年 に行 われた プ ロ イセ ン銀行 の改組 に よる
ライ ヒスバ ンクの成立 に よ り、当時 ドイツ全 領域 で発券銀行 と して活動 してい た33行 の うち、 4行
を残 して発 券 を放棄 して普通 ・信用銀行 に移 行 し、 ライ ヒスバ ンクヘ の発券集 中が進行 した。 した
が つて 4民 間発券銀行が そ の後 も存続す る こととな ったが、 これ らの行動 は、中央銀行 と しての も
ので は なか った こ とか ら、 発券 や割引 を通 じて さまざまな撹乱 的影響 を もた ら したのであ る。 当
時 の歴 史的特殊要 因で ある。 )ラ イ ヒスバ ンクは中央 発券銀行 として 、 一 国 の貨幣 。通貨秩序 の
守 り手 として、国内信用制度の最 終 的担 い手 で あ った。そ の前 身で あ るプ ロ イセ ン銀行 の 時代 か ら
割引業務 の最大 の担 い手 で あ った。 ライ ヒスバ ンクの割引 は、統 一 的 な割引率 (公 定銀行利率 。バ
ンク レー ト)で 行 われて い た。公 定歩合 。バ ンク レー トは取引所 での市 中割引率 よ りも高か ったが、
ライ ヒスバ ンクはそれ によって なん ら困難 に直面す る こと もなか った し、市場 か らの手形 の買 い入
れ 。手形保有 になん ら不都合 もなか った。 とい うのは ドイツの銀 行制度 の初期段 階 では、 ライ ヒス

バンクにとっては手形割引の業務 を行ううえでは、 とくに問題 となるような競争状態は存在 しては
いなかったからである。
金融緩和の進行とライヒスバ ンク】 しかし民間の株式・信用銀行が活動を強化 して行 くにつれ、
【
状況の変化が生 じるようになってきた。1870年 代の停滞状況 (1873年 恐慌 とその後の長期にわたる
不況、いわゆる「大不況」期 をさしている)に よってもたらされた金融市場の緩和・貨幣市場の流
動性の増大のために、市中割引業務 に参加する金融機関の間での競争が激 しくなり、取引所での割
引率

(市 中割引率)が しばしば公定利率・バ ンクレー トをかな り下回る状態が続 くこととなった。

この開きSpanntlng(公 定歩合 と市中割引率 との開き)― この開きは当時マルク手形を外貨準備 と
して購入する外国発券銀行の参加 によっても加速され、一層拡大 したのであつたが 一の結果 として、
ライヒスバンクは手形割引業務のかなりの部分 を失 うことにな り、したがって優良手形がますます
ライヒスバンクから遠ざかることとなった。他方でライヒスバ ンク以外の民間発券銀行は、弱体さ
のゆえに一層苦境 に立たされた。公定のバ ンクレー トでは手形割引によって手形 を集めることがし
だいに困難になっていったからである。
民間発券銀行はその手形保有を回復させるために、独自に公定 レー トのほかに、いわゆる第一級
手形について「優過利率」Vorzugssatzを 適用 した。それは取引所での市中割引率に極めて接近 し
ていたのではあるが、公定歩合以下で割 り引 くことを決定した。民間発券銀行は信用銀行 と手形割
引をめ ぐって直接的な競争状態に入ることとなった。
民間発券銀行のこのような行動は、ライヒスバンクの手形保有高をさらに不都合な状態に追い込
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む もので あ った。 つ ま リライ ヒスバ ンクに とつて 国内 の信用取引 を統括す る上 で必 要 な、優 良手形
の確保 が 困難 とな り、国内 の総手形流通 との接触 を失 い かねない もの とな った。 この ため ライ ヒス
バ ンクは1880年 には公 定歩合 以外 に、公 定歩合 よ りも低 い「優遇利率」での割引 を実施 す る ことと

した。 これは取引所 の第一級手形に対 して適用 され、「 ライ ヒスバ ンクの市中利率」 とよばれたの
である (参 議院は割引率に関す る銀行法 の規定 は、公定利率 は最高利率であって、それよりも低 い
利率 で割引す ることは認 め られてい ると判断 していた)。

こう した新 しい措置 の採用 は、ライヒ

スバ ンクにとってまもな く望 ましい結果 をもた らした。手形保有高 の増大 と、一 国の信用状態へ の
洞察 はよ りよ く可能にな り、割引市場 でのライヒスバ ンクの地位 も良好なものに変化 していったか
らである。 しか し他面では、ライ ヒスバ ンクによる「市中利率 の導入」 に対 しては、取引所関係者
グルー プだけでな く、公的な立場か らも反対意見が出され、帝国議会で も討議の対象 とされた。ラ
イ ヒスバ ンクは発券銀行 として、民間の信用銀行 とは異なる地位 と役割 をあたえられてい るのであ
って、その上で ライ ヒスバ ンクの政策のあ り方が論 じられる必要がある。
ライ ヒスバ ンクの最重要 の課題 の一つ は、資本・貨幣市場 との正 しい関係 ・状態 を作 り上 げるこ
と、市場 に影響 を及 ぼすための操作 ・管理 の手がか りを提供することである。それ とならんで経済
政策的、社会政策的諸措置へ の顧慮 も重要である。ライ ヒスバ ンクはその本来の課題 の遂行 のため、
何 ら足枷 ・束縛 を課 されるべ きではない。優遇利率政策 ・市中割引政策の採用 によ り、ライ ヒスバ
ンクは国内の手形取引における優勢な地位 を回復す るとい う成果 を収 めることがで きた。
同時にこの措置 。政策は、割引市場やその他 の諸銀行 の割引業務 に影響 をもた らす こととなった。
その政策 の正 当性 。必要性 。適合性、あるい はその政策が特定の階層 を優過 したのではないか とい
う以下 のような批判に対 して著者 プリオ ンはいず れ も根拠がない として退けてい る。さらに立入 っ
て検討 しよう。

バ ンク レー ト以下での割引
【

(ラ

イヒスバンクの市中割引)に たいする批判 について】

ライ ヒスバ ンクが公定歩合以下 での割引 (優 遇利率、ライ ヒスバ ンクの市中割引)を 行 ったこと
については以下のような批判がだされた。
第一 は、市中割引が、ライ ヒスバ ンクの株主たちの収益性 を高めるとい う見地か ら行 われてい る
のではないのか、つ まり市場利率が公定歩合 を大 きく下回る ときに、通貨政策上の視点か らではな
く、収益確保 の視点か ら長期 の手形 の低利 での買 い入れを行 ったのではないのか とい う批判 である。
これにたいす る著者 (プ リオ ン)の 反論は、国民経済的視点にたっての ライ ヒスバ ンクの役割 を強
調する。貨幣制度 の守 り手 としての最高 の信用源泉 としてのライヒスバ ンクの任務 の遂行 におい
ては、 国民経済的視点に注意をしなければならない。手形保有の増大 は、それを達成するためには
「市中利率」 の採用が必要 だったのだが、そのことを本来の 目的 と切 り離 して、収益性 の追求の視
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点か ら批判す るのは恣意的である。第二 の批判 は、貨幣市場が流動的なときに、公定歩合 の引下げ
によってあらゆる階層 に割引率 を引 き下げる代わ りに、優遇利率 ・ ライ ヒスバ ンクの市中利率 を採
用 した ことについての妥当性 についての批判 である。 これに対 しては、ライ ヒスバ ンクによ り、貨
幣制度の基盤を守 り強化す るとい う課題 のために、創業以来努力が重ねられてきた。貨幣市場が流
動的な状況 での公定歩合 の引下げではな く、優遇利率 ・ ライ ヒスバ ンクの市中利率 を採用 したのは
為替相場 の状況が悪化 し、金流出の懸念が広が っている もとでの措置であ り、 しか も公定歩合 の市
場利率へ の影響力が弱体化 してい るもとでの措置であ ったことを理解すべ きである。またこの政策
が、大銀行や大資本 を優遇 したのではないか とい う批判 にたい しては、ライ ヒスバ ンクは一定 の客
観的基準にもとづいて行 っているのであ り、 しか もベルリンではライヒスバ ンクの「市中利率」で
の割引 は行 わなかった し、大銀行はそれを利用 した ことは一度 もないこと、大銀行 はライ ヒスバ ン
クの最大 の競争者 であ った。む しろこの利率 の利用者 は中規模 の銀行 と地方の銀行家であったと し
て、大銀行 を優遇 した政策である とい う (主 として農業階層か ら出された)批 判 に反論す る。
第 3の 批判は、貨幣市場 の流動的状態 の もとでの市中利率 の引 き下げが、投機 を刺激 したのでは
ないか とい うものであ ったが、 これにたい しては、公定歩合 や市中利率は他のあらゆる利率 との交
互作用 の中にあ り、 このような状況 の もとでの利子率の引下げは交互計算信用 の利率やルポール利
率 にたい して も影響 を与 えるのであるか ら、それによって不健全な動 きが促進 される可能性は否定
で きない。 しか しそのような場合 に、ライヒスバ ンクは危険 と戦 うための必要な銀行管理 の手がか
りを確実なものとす る状態 を保つ ことが必要なのだとい う
著者 プリオ ンはこのように、金融緩和 の進展す る中でのライ ヒスバ ンクの市場再把握 をめざした
割引政策の新 たな展開 を肯定的 に叙述 してい るのであるが、同時に、市場 の状態 の正確 な把握 とい
う点 に関 して、深刻な問題点が潜 んでいた ことについても指摘す ることを忘れてはいない。
ライ ヒスバ ンクは、成立後 の数年間はその前身であるプロイセン銀行 の後半期 と同様 に、割引政
策 における質的な重要性 を維持す ることがで きた。ライ ヒスバ ンクは信用 を必要 とす る実業界 の大
部分 にとつて、安価 な信用源泉であ った。国内のその他 の割引機関は、多かれ少なかれライ ヒスバ
ンクに依存 。従属 していた。ライ ヒスバ ンクはそれゆえに、ほとんど排他的 に一 国の手形取引の最
終的な審判所 であつて、同時に経済界 との関連 を通 じた見通 しの広 さにもとづいて、個 々の手形素
材 についての質的な評価の拠 り所 を持 っていたのである。
ライ ヒスバ ンクの このような状況 は、 ドイツの銀行制度の拡張 とともに変化 していった。その も
っとも大 きな要因は、民間の株式信用銀行が豊富な資金に支えられて、産業 ・商業界 の第一級 の優
良な手形を安価 に割引 くことによって、ライヒスバ ンクにとっての競争者 として成長 していったこ
とである。 これに対 して、ライ ヒスバ ンクは自らに課せ られてい る課題 を考慮 して、一国の手形取
引における指導的な地位 を失 わないために、公定歩合以下での優遇利率つ ま リライ ヒスバ ンクの市
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中利率 での割引 きを実施 した。発券銀行 としての ライ ヒスバ ンクが、手形割引における信用授与 と
通貨発行 を結合 させてお こな うことは当然 であ って、手形割引 による銀行券 の発行において も、経
済や信用動向に対する詳細な洞察 を行 うことは不可欠の前提 であることはい うまで もない。
ライ ヒスバ ンクにとって こうした洞察が充分なものでなか ったのはい くつかの理由がある。一つ
はライ ヒスバ ンクの割引総額 の拡張を求めるあま り、市中割引業務 の割合が著 しく増加 し,総 利得 に
占める市中利率による利得 の割合 も増大 し、慎重 な営業上の態度に一種 の弛緩状況が入 り込んで き
たこと、それにはライ ヒスバ ンクの広範囲にわたる支店網 の管理 の問題点 もかかわっていた。さら
にもう一点は、手形材料 の正確 な評価 に関す る困難が増加 してい ったことである。 と りわけ優遇利
率で割引かれた手形が銀行引受手形 を中心 とす るものへ と変化 してい き、それ とともに優良な商品
手形が もたらされることが ますます少な くなっていったことである。銀行引受手形の問題 は、 ドイ
ツの手形市場 だけでな く民間大銀行 と産業企業 との信用関係 においてもきわめて重要な意義 を持つ
ものであった。 この問題についてはさらに後述す ることになるが、商品手形 を通 じた経済界 の動向
への洞察 の不十分 さは、恐慌時 に深刻 な事態 をもたらす こととなった。ライ ヒスバ ンクは民間か ら
の激 しい請求・突撃 をうけ、困窮 した実業界 を救済すべ きときであ るのだが、まさにそのような局
面においてライヒスバ ンクは実業界 の信用状態 を知 らされない とい う状態 に置かれていたか らであ
る。市中割引のシステムを通 じてライ ヒスバ ンクが民間の信用状態 を把握す ることは、国民経済的
な動向の正確 な把握 にもとづいた正 しい銀行政策上の原理にとって も不可欠のことであった。
優遇利率で割引かれる手形 としてまず対象 に数え られるのは、銀行引受手形である。 この結果、
優良な商品手形にかわ って、諸銀行 に宛てて振 り出された為替手形に引受が与えられた銀行引受手
形が、ます ますライ ヒスバ ンクの もとで割引かれるようにな り、銀行引受手形 とその市中利率 での
割引 との関連が強 まっていった。ライ ヒスバ ンクの手形保有高にしめる銀行引受手形の比重の増大
とともに、ライ ヒスバ ンク自身、他方では手形取引 と経済界 の動向に対す る洞察 をうるために、商
品手形 を獲得す るように努 めることとなった。 しか し民間銀行 の側 での引受業務 は経済 の好況拡張
とともに一層促進 され、その動 きを加速 させ ることとな り、 こうして増大 した銀行引受手形 はライ
ヒスバ ンクで安価 に割引いて もらえるとい うメカニズム を生み出 していった。
しか し銀行 と くに大銀行 による引受が与えられた手形である銀行引受手形 は、 もっとも確実で流
動性 の高 い手形 として市場 で高い評価 を与 えられ、信用拡張の重要な形態 であ ったが、銀行引受手
形 の利用には他面 において、その乱用・行 き過 ぎの危険 。デメリッ トも潜 んでいた ことも指摘 しな
ければならない。 この問題 はさらに多面的 に考察 される必要があるが、信用銀行 の引受信用 の拡大
をもた らし、ひいては信用 の過度の緩和や拡張 の危険をもたらし、 ドイッの全体的な信用構造 に動
揺 を惹起す る事態へ とつ なが っていったのである。
さて1896年 4月 には、ライ ヒスバ ンクの優遇利率 での割引が停止 される。それ以来、再 び市中利
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率 を適用 す る こ とはなか った。 この 政策転換 は基 本 的 には世 紀 末 の好況 の進展 とと もに、長期 に
及 んだ金 融市場 の緩慢 さが解消 されて い った ことに よる。 さらに政治的な状況 として農業 階層か ら
の激 しい批判が大 きな影響 を もた らした。農業 階層 は、 この機構

(ラ

イ ヒスバ ンク)が 特定 の 階層

(大 資本 。大銀行 )の 利益 を優先 して い る と批判 を強めて きたか らであ り、農業者 はライ ヒスバ ン

クから何 らの利益 も引 き出す ことがで きない とい う攻撃 を加えていたからである。
(金 融緩和時のライヒスバ ンクと金融市場 について、 と くに市場 との接触 を回復

。強化するための

優遇利率 。「ライ ヒスバ ンクの市中利率」 での割引 については、拙著 『 ドイツ金融史研究』 の第 9
章「 ライ ヒスバ ンク政策の展開 と金融市場」313頁 以下 を参照。)

3)民 間発券銀行
これ らグループに関 しては、ライ ヒスバ ンクとの関係、株式銀行 との激 しい競争関係が問題 であ
る。 当時、民間発券銀行 の多 くは、ライ ヒスバ ンクの公定歩合 では収益 をもたらす割引業務 を行 う
ことは非常 に困難であ つた。民間発券銀行 の行動 は通貨政策上の観点 とい うよりも、収益確保 の観
点 に傾斜 していた。発券銀行 の間では市中割引 を採用する際の前提条件 についての 申合 わせ 。協定
が結ばれたのであるが、利子率水準や市中割引 される手形 の質についての協定 について も、民間発
券銀行 の中にはこれを守 らない ところが少なか らず見 られた。公定歩合で割引 くところはほとんど
なか った。 こうした状況は通貨政策の実施 に大 きな障害をもたらした。1880年 代以来、民間発券銀
行 の手形保有高 はライ ヒスバ ンクの半分 にも達 していた。そ こで もしも民間発券銀行が危機的な時
期により安値 で再割引 を行 うならば、民間銀行がそれだけの規模 の割引 を行 つていたことか らして、
ライ ヒスバ ンクの規制を脅かす もの とな りえたか らであ る。
1887年 の「割引 カルテル」の締結、その内容 は次のようなものであった。つ まり、少な くとも金

輸出が差 し迫 った危険 として生 じてい るような場合や、 4%以 上へ のバ ンク レー トの引 き上げが必
要な ときには、優遇利率 ・市中利率 での割引 を停止 し、ライ ヒスバ ンクによって設定された利率以
下では割引 を行わない とい う義務 を民間発券銀行が負 う、 とい うものであ った。 (民 間発券銀行が
ライ ヒスバ ンクのように一国の貨幣政策の観点か らの行動を必ず しも遵守 しなか ったことか ら、発
券の権限の継続か、あるいは割引業務 における行動の自由をめ ぐって、民間発券銀行に選択 を迫る
動 きが強まっていった。)こ れは、一 国の通貨政策上 の観点か ら、民間発券銀行 の行動 をライ ヒス
バ ンクによる政策 によって拘束す ることを内容 とした ものであった。民間発券銀行 の狭 い営業領域
の中で、ライ ヒスバ ンクと異なる行動 をとることが、通貨政策上問題があ ることは明らかであ った。
1899年 の「銀行準則」Bankgezetznovelleの 提案 は、全 国のすべ ての発券銀行 の割引利率 の完全 な

一致 を内容 とす るものであった。 しか し帝国議会での激 しい議論 の結果、民間発券銀行 は次のよう
な責任 。義務を負 わなければならない もの とされた。
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1、

ライ ヒスバ ンク利 率 が 4%な い しそれ以上 に達す るや い なや、公 定利率 以下 では割引 を行 わ
ない こと、

2、

そ の他 の場合 に、 ライ ヒスバ ンクの公 定利率 よ りも1/4%以 上低 い利率 では割引 かない こと、

3、

ライ ヒスバ ンクが市 中利率 で割引 を行 う場合 には、 この利率

(ラ

イ ヒスバ ンクの市 中利率 )

よ りも、 1/8%以 上低 い利率 では割引 かない こと。
銀行法 の改正 を内容 とす る「銀行準則」 は、 この義務 に従 わ ない民 間発券銀行 の発券権 限 の停止
を規定 したのであるが、 1900年 1月 か らの発効 とな り、 したが って なお存続す る発券銀行 は これ ら
の諸義務 を受 け入れ るこ ととな った。 この結果、民 間発券銀行 は、株式信用銀行 な どの そ の他 の貨
幣授与者 との割引 をめ ぐる競争 にお い て、完全 に機能麻痺 に陥 ることとな り、発券 の放棄 の道 を選
択す る ものが続 出す る こととなった (た とえば フラ ンクフル ト銀行 は、 フラ ンクフル トでの貨幣市
場取 引 にお け る市 中割引業務 を広範 囲 に行 っていたので あ るが、 そ の業務 を確保す るため に発 券 の
特権 を放棄す ることとなった)。

4)民 間 の貨幣授与者 Pttvatdbkonteur(手 形 の買 い手)民 間銀行・ 銀行業者
(長 期 にわたる金融緩和状態が解消 し、世紀末の好況 の到来 とともに金融市場では緊張が支配す

るようになる。市場 の利子率 も次第に回復方向を示す。ライ ヒスバ ンクにとって、市場 との接触 を
回復するための優遇利率 での割引の必要 も後退 していった。公開の貨幣市場 での発券銀行 の参加 も
一時的なもの となった。)今 日では取引所 。公開の貨幣市場 の実態 は、その他 の民間貨幣授与者
による取引が大勢 を占めるものとして描 き出す ことがで きる。割引市場 での民間の貨幣授与者 。手
形 の買 い手 の活動内容 か ら、それらは「市中割引者」Privatdiskonteurと 呼 ばれる6「 職業的な」
したが って恒常的な手形割引業務 を活発 に展開す る最初 にあげるべ きグループは、主要な取引所所
在地の銀行や銀行業者 であ って、信用仲介の職業的な機関 として、取引所での貨幣 。手形取引 の前
面に立っている存在 である。民間銀行 ・銀行業者 の各貨幣市場間での結 びつ きによって、貨幣取引
の 日々の相殺 ・清算 を可能 に してい る。またそれ らの資金の余剰や不足 の調整 も容易 に行えること
になる。信用銀行 の貨幣授与者 としての市中割引業務へ の参加 も、民間銀行の展開 した活発・旺盛
な銀行活動 の全体 と結 びついているものであ る。民間銀行 の市中割引における位置に関 しては、そ
の金融機関 としての活動 の全体 をとらえることが必要 である。 と くに以下 の点を指摘 してお く必要
がある。銀行業務全体 と貨幣市場 。手形割引業務 の関連 についての検討 である。
まず民間諸銀行 の主要な課題 は、社会 のいたるところに散在 してい る、金額においても雑多な資
本

(そ

れは個 々の経営 の内部では適当な利用の道 を見出しえないでい るものであるが)を 集め、そ

れ らを銀行業務 の諸形態 を通 じて利用で きるもの とす る ことである。 こう した資本 は二つの道を
通 じて銀行 に流入する。顧客 のための「現金出納」Kassenfliilhrtngを 通 じて、お よび利つ き預金の
・
―‑
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受 け入 れ を通 じてである。銀行 に とっての これ ら他 人貨幣fremd Gelderは 通例、短期 間で返還請求
の可能 な預金 (銀 行債権者 の 資産 )Guthabenで あ り、 したが つて 、 こ う した短期 的 な性格 に対応
した投 資 。運用が行 われなけれ ばな らない とい う命題 があてはまる。
銀行 の預金 の期 間構成 と運用 の機 関 の対応 にお い て求 め られ る ことは何 で あ ろ うか。 一般 には投
資 の収益性 は、その現金化 の可能性 の程度 とは逆 の 関係 にある。 ドイツの諸銀行 は、 能動業務 の展
開 にお い て、 同種 の預金 を、種 々の現金化 の可能性 の投 資・ 運用 に向けてい る。諸銀行 は預金、小
切手、交 互 計算取引 によって流入 す る金 額 は、 あ る僅 か な部分が確実 な有価証券 あ るい は交 互 計算
信用 に投 ぜ られ るが、 しか し主要 には種 々の 質 の手形 や短期 の ロ ンバ ー ド貸付 に投 資 され る とい う
のが一 般 に考 え られてい る ことで あ る。 定 め られた 日に履行 され る返 済 の確実性 と、 いつ で も現金
化 され適 当な利払 いが な される こと、 これが第 一級 の銀行 に よる投 資対象 として手形 が好 まれ る理
由で あ る。諸銀行 の手形割引 に対 す る要求 に したが つて競争 が惹 き起 こ され ることとなった。 諸銀

行 の預金が不断 に増大す るような時期 にはとくにそ うであった。 ライヒスバ ンクもまた手形を自己
の銀行券 の最 も優 れた収益 をもたらす担保 ・保証 である とみな していた。ライ ヒスバ ンクは銀行券
発行 とい う大 いなる力によつて装備 され、 しか もその顧客 に対 して拡張 された支店網にもとづ く振
替取引のネッ トワー クを無料 で利用 させていたのである。 したが って民間銀行 にとっては、ライヒ
スバ ンクにたい して競争 によって対抗する方法は、ライ ヒスバ ンク利率以下での割引 により手形 を
取得す ることによってであつた。
ライ ヒスバ ンクと民間信用銀行 との競争 は、割引市場 での市中割引者 としての信用銀行 の地位 の
変化 によって大 きく影響 された。 と りわけ大銀行 は割引市場 での地位が高まるとともに、交互計算
における信用供与 の代 わ りに、顧客 に引受信用 を承認す るのが常 となつた。引受信用 の利用 の広が
りは、低 い市中利率での銀行引受手形 の売却可能性 と結 びついて、銀行引受手形が取引所 での市中
割引のために大規模 に流入 した。諸銀行は自らの債務 の保証 として も,他 銀行 の大額面 の手形を入手
した。 このような引受信用 の拡張傾向 は、銀行信用 の行 き過 ぎた膨張 とともに、信用関係 の健全 さ
をめ ぐって問題 を投 げかけるものであった。

ベルリン貨幣市場の地位と性格】
【
ここで 、 ベ ル リ ンの貨幣市場 の地位 と性格 につい て、 国内的 な面 と国際的 な面か ら考察 してお こ
う。 ドイツ貨幣市場 にお け るベ ル リ ンの地位 に関 しては、かねて よ リフランクフル トの市場が、 19
世紀以来、有価証券 と貨幣取引 の ドイツ最大 の市場 の地位 を 占めて い た。
フラ ンクフル トは各 国 。各邦 の発行す る国債 の取引 に重 きをお い て い た。 産業証券 の比重 は小 さ
か ったので ある。 19世 紀 中葉以降 の経済発展 、各地 の鉄道建設 の進行、株 式信用銀行 の創業 な どに
よる工 業化 の加速 は貨幣市場 や有価証券 の市場 の新 たな展 開 を促進 した。 19世 紀70年代以降 の政治
的展 開 とと もに、貨幣 。金融秩序 の大 きな変革が行 われた。金 本位制 の採用 と中央発券銀行 ・ ライ
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ヒスバ ンクの創業 で ある。 ベ ル リ ンの政治的 。経済的地位 の上 昇 とと もに、銀行 の集 中合併 ・ベ ル
リ ン大銀行 の急進 に よ り加速 されて、ベ ル リ ン貨幣市場 。手形割引市場 の地位 の拡大 が もた らされ
た。
ベ ル リ ンには古 くか ら銀 行業者 ・銀行家が市 中割引人 と して活動 してい た。それ らのなか には大
銀行 と合併 した もの も多 か った。 こ う して ベ ル リ ン大銀行 (ド イチ ェバ ンク、 ドレス ナ ー銀行 な
ど)と 巨大個人銀行家

(メ

ンデルス ゾー ン、 ブライ ヒレー ダー)な どの個人銀行業者 ・銀行商会 の

貨 幣取 引 での 卓越 した地位が確立 した。 ベ ル リ ンの手形割引市場 に各地 の商工 業 や銀行 ・銀行業者

からの手形が集中する動 きが強まった。手形割引市場 は、手形を売却 して貨幣・準備 を得 ようとす
る目的だけでな く、諸銀行に手形投 資 による一時的運用 の場 を提供 し、支払取引の決済 。清算、媒
介の最終的機構 の役割が築かれていった。こう してベル リンに向けて全 国各地から運用 を求めて市
中割引に流入する資金 の流れが強め られた。さらには、ベ ル リンの証券取引所 での大銀行 による証
券発行 。売出 し業務 か らもた らされる資金 (証 券発行手取金)の 一時的運用な ど、割引市場へ の資
金流入 によって も貨幣市場 の拡大が進んだ。割引市場 と証券金融 の諸市場 との間での資金 の相互交
流、ルポール、 ロンバー ドの市場 との連関 も強まっていった。
国際的な面において もベル リンには貨幣金融取引の集中が見 られるようになった。ベル リンでの
外国証券発行 ― (政 府・企業)も 活発化 した。そこでの証券売上代金 の一部分 を、利子取得 の 目的
で割引市場 での短期貨幣市場投 資 に一定期間委ねる ことは慣例 であ った。 このような慣例か ら、外
国政府や企業などがベ ル リンの銀行 に預金 を置 くようになった

(こ

れはいわゆるベル リン預金 。マ

ルク預金形成源泉の一つであ った。マルク決済機構 との関連)。 外国政府 の中で も、ロシア政府 の
メンデルスゾーン商会へ の預金が典型例 をなす。 これは市中割引に向けられた。
しか しこうした外国資金がベル リンの割引市場 の資金源泉 の一部 を構成す るようになることは、
貨幣市場 にとってのひとつの摩擦要因であった。
外国資金 の流入の影響 としては、具体的 にはそれが市場利率 の低廉化 をもた らす とともに、外国
による短資引 き上げによる撹乱 とい う事態や、不健全な投機的刺激の可能性 とい うデメリットも指
摘 される。 よ り重要な ことは、ライ ヒスバ ンクの割引政策に与 える困難 である。具体的には外国か
らの要 因による短期資金の流れが貨幣市場利子率 を低廉化 し、割引業務 におけるライ ヒスバ ンクの
指揮 。指導性が失 われるような状況が生 じた。 あるいは証券発行のさい に有利な状況を創 り出す 目
的で、たとえば新規 の公債発行 のために市中利率 を押 し下げようとす るための公然たる努力が行 わ
れることもまれではなかった。証券 の売出 しをめ ぐる金融機関の間で繰 り広げられる競争において、
市場 の利率に影響 を与えるといったことが しば しば行 われた。
ドイツの貨幣市場 の、国際間の支払取引 にお ける地位 の上昇 の結果、大銀行や巨大銀行家 の もと
に外国からの短資流入が増加 したが、その基本的な性格は、外国為替相場 の状態 に基づいての有利
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な利子稼 ぎの 目的 のため、一 時的 に流入 した もので ある。 フラ ンス は この種 の資金 の 出 し手 として
しば しば問題 となった。 フラ ンスの諸銀行 を通 じて、ベ ル リ ンの高 い利子率 か ら利益 を引 き出す 日
的 で不 断 に、大量 の 資金が流入 したか らである。 ベ ル ギ ー、 オラ ンダ、 ス イス 、 オース トリア、ル
ーマニ アな どの発券銀行 も、国内 で就業 して い ない資本 をベ ル リ ンとの取引関係 を通 じて ドイツに
投 資 した (マ ル ク預金 の源泉 を形成 )。

プ リオ ンは これ ら外 国資金 を割引市場 での貨 幣授 与者 の

視角 か ら取 り上 げて い るのであ る。 これ らの、突然 の返済請求 ・引 き揚 げ に よつて、 ライ ヒスバ ン
クの割引政策 に危険 な影響 を及 ぼ しかねない不安定性 をは らむ もの として、 懸念 が寄せ られたので
ある。

5)プ ロイセン州立銀行、ゼーハンドルングSeehand:ungen,Preusische

Staatsbank

民間の株式銀行 などの銀行・銀行業者以外の、民間の職業的貨幣授与者 。手形の買い手 としては
まずゼーハン ドルングが挙げられる。これはプロイセン州政府の公金管理にあたる機関 として、鉄
道収入、公債借入資金の管理や、公営の各種銀行の資金もここに集中 した。 この資金の一部は貨幣
市場だけではな く、ロンバー ドやルポールを通 じて証券市場や証券金融市場にも影響 を与えるもの
であった。ゼーハ ン ドルングはその貸出しを通 じて、間接的に割引市場 に影響 を及ぼした。その貸
付資金の規模の大きさのゆえに利子率の動向に大きな影響 を与える存在であった。 とくにその行動
は貨幣市場ではしばしばライヒスバンクとの違い として問題になった。い うまで もなくライヒスバ
ンクは通貨価値の安定にたいする配慮 とならんで、国内の商工業の信用需要 を充足するという課題
を担 っていた。好景気 に生ずるライヒスバンク資金にたいする需要の急増 。逼迫が発生すれば、割
引率の引き上げをもたらす こととなる。加えて割引政策の実際の決定においては外国為替相場に対
する慎重な配慮 も必要である。これにたい してゼーハ ン ドルングは、プロイセン政府の貨幣業務 を
担うものであり、ライヒ財政 よりも潤沢であつた。ゼーハン ドルングにおいては、公的資金、鉄道
収入、以前に行われた公債発行代金の未利用分などの資金を、できるだけ収益の多い投資に向ける
ことが重視されたのである

(収 益性の見地)。

ゼーハン ドルングの貨幣市場での行動が、ライヒスバンクにたい して妨害的であることについて
の議論 をめぐっては、民間発券銀行に対 して求められたような、ライヒスバンク政策への協働 とい
うことがゼーハン ドルングに求められたわけではない。ただ明らかなことは、ゼーハン ドルングの
資金運用がその資金源泉の性格から言つて、リスクの回避という至上命題にもとづいて行われるこ
とが必要であつたことは確かであろう。さらにゼーハ ン ドルングの公的資金による有価証券投機の
奨励 などについても指摘された。

(こ

れらの̀点 について付言すると、ゼーハン ドルングの行動や性

格 についてはこの段階までの説明では不明の部分が多い。公金であること、その性格から運用に当
たって制約があつたであろうこと、しかし、諸外国でもそ うであるように、通例は、公金管理の任
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務 は中央銀行 に委 ね られることであ り、それによって公金の金融市場 での動向が金融市場に及 ぼす
影響 を中和・相殺す ることが行 われる。その点か ら言 うと、ゼーハ ン ドルングは地方自治体 の公金
管理 の なかで も規模 の異常 に大 きなケース に当たることと考 えると問題 の性格が よ くわかるであろ
う。後にこの点を詳細 に検討す る。)

6)貨 幣授与者 としてのプロイセンカッセ
プロイセンの第二の州立銀行 であるプロイセ ン中央信用組合金庫Preussische Zentralgenossen‐
sc屁血skasse、 通称でのプロイセ ンカ ッセは、貨幣市場 では手形 の買 い手 としてだけ登場するので

はな く、手形の出 し手 として も重要であ った。著名な論客ハ イリゲ ンシュ タッ トHemgenstadtは こ
この総裁であった。プロイセ ンカ ッセの貨幣市場 での特有 の地位 は、この組織 の 目的やその営業組
織 の発展か ら明 らかになることであ る。 とい うのはこの組織 は農業者 にたいす る金融の媒介 を行 う
ことが課題 であったか らである。農業者 の手形 を低利 で割引 くこと、その手形 を市場に持 ち込んで
手形 の売 り手 としての業務がその一つの側面であ った。 さらに同金庫 はその営業・運転資金 として、
同金庫 に委ね られたプロイセンの コンソル公債 の ロンバー ドによる借入によって資金調達 を行 った。
それにもとづいて市中割引業務での手形の買 い手 として登場 した。公債 の ロンバー ドはゼーハ ン ド
ルングやライヒスバ ンクとの間で行 われた。
つ まり貨幣市場 でのプロイセ ンカ ッセは、農業手形の出 し手であるとともに、市中割引手形の買
い手であ り、他面では証券 ロ ンバー ド取引 を通 じての資金の取 り手で もあ った。 ここに示 されるよ
うに、資金の出 し手であるとともに資金の取 り手 で もあるとい う「中間的性格」はと りわけ支払 い
の清算が行 われる季末・月末時のプロイセンカ ッセの行動 ・実践について、市場関係者 の間で も独
特 の役割 を持 つ もの と評価 されていたのである。

7)非 職業的貨幣授与者
職業的貨幣授与者 である銀行や銀行業 の手形割引業務は、対顧客取引 としての手形割引業務、 と
くに市中割引業務 の一部分が取引所 にお ける業務 として現れる。取引所 の業務 は,諸 銀行相互間の最
終的調整 。清算 ともかかわってい るか らであ る。銀行業における集中は、手形取引の需要 と供給 の
調整 を自らの組織内部において行 う可能性 を高めることとなった。
これにたい して非職業的貨幣授与者 の手形投資へ の参加 は、これ とは異な リー時的に利用可能な
資本 を手形 に投資 し、流動性 を求めるとともに利子 を稼 ぐことが 目的である。取引所業務へ の参加
も従 って不規則なものにとどまる (「 非職業的」な手形 の買 い手 とい うのは、前述 したように、手
形割引を恒常的な業務 として行 っているのではない とい う意味での分類 である)。
非職業的貨幣授与者の中で、抵 当銀行 は、その流動的資金 を一時的に市中割引手形に投資す るの
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であるが、その 目的は抵当銀行 の抵当証券 の償還のための支払資金 の確保 であ る。 したが って抵当
銀行資金は、その抵当証券 の償還時 に対応する満期 日をもった手形へ の投資が行 われるとい う特徴
を持 っている。また大抵 の場合、抵当銀行 は特定 の銀行グループと密接 な関係にあ りそれ らと一緒
に行動す ることが通例である。
また大 きな保険会社 は、保険財産 。資産の一部 を不断に、容易 に現金化 で きる投資資産 として準
備 し、突発的な支払義務 にたい して備 える必要がある。保険会社 が保有す る抵当物件や所有不動産、
商品担保 の貸付等 は、流動性 に関 して難点を持つがゆえに、手形等 の貨幣市場投資が選択 される必
要がある。
貯蓄銀行の場合 も、その資産の流動性 に対する準備は極 めて大 きな問題があると考 えられてい る。
貯蓄銀行 の多 くは、 日々利用可能な現金保有高をきわめて僅かな割合 で保有 していた。貯蓄銀行 に
ついてはその現金保有高の大部分がプロイセンカッセに預金 として預託 され、プロイセンカッセを
通 じて手形投資にむけられていた。
そのほかに非職業的貨幣授与者 としては、大商事会社 や株式会社が挙げ られる。それ らの経営 の
季節性、景気変動、創業度の変化 に応 じて、比較的巨額 の資金 の運用が可能であ り、一時的な手形
投資 に向けられた。

未完 。以下に続く】
【
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