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外地帝国大学における経済学者たち 

－鈴木武雄と楠井隆三を中心に－ 

 

山﨑 好裕 

 

概要 

 

 京城帝国大学および台北帝国大学という二つの外地帝国大学における経済学研究に

ついて学説史的に分析を行う。朝鮮銀行による満州国や華北等における円通貨圏の構

築を背景に、京城帝国大学の鈴木武雄は、貨幣国定説に基づく貨幣理論を展開した。こ

れに対して、農業中心の比較的平和な植民地経営を背景にして、台北帝国大学の楠井

隆三は折衷的な理論経済学認識論の研究を行った。また、台湾経済史を研究した東嘉

生は、マルサス地代論に理論的業績を残した。 
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The Economists in Overseas Imperial Universities: 
focusing on Takeo Suzuki and Ryuzo Kusui 

 

Yoshihiro Yamazaki 
 

Abstract 
 
     This paper gives historical analysis on economic researches in Keijo Imperial 
University and Taipei Imperial University. Takeo Suzuki of Keijo Imperial 
University insisted a state theory of money to support the monetary invasion into 
continental China by the Bank of Chosen. Ryuzo Kusui of Taipei Imperial 
University constructed an Epistemology of theoretical economics under relatively 
peaceful governance of colonial Taiwan. Yoshio Higashi estimated Malthus’s theory 
of rent for investigating economic history of Taiwan. 
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第一節 対象と目的 

 

 旧帝国大学のうち、現日本国外に置かれていた大学としては、朝鮮の京城帝国大学と台湾

の台北帝国大学がある。本章では、筆者が二〇〇九年から二〇一〇にかけて現地で行った調

査と資料収集を元に、外地帝国大学における経済学研究者の姿と研究内容を明らかにした

い。 

 本稿の分析を方法的に述べるならば、京城帝国大学と台北帝国大学という二つの外地帝

国大学において、どのような経済学研究が行われていたかということを、比較史的に明らか

にしていくということである。一般に学説史の記述は、理論や研究に内在的に行われていく

のが中心だと思われるが、その理論がなぜその時期に現れたかということや、そもそもその

理論が登場する背景を考えるということもまた必要な分析となる場合がある。そうしたと

き、研究者の置かれた社会的環境や歴史的政治状況などに関する外的な記述が不可欠であ

る場合もあるのである。そのような研究は、知識社会学などでその方法が培われてきた。 

 本章で中心的に取り上げるのは、京城帝国大学の鈴木武雄と台北帝国大学の楠井隆三で

あるが、彼らの研究を学説史的に分析する場合、こうした歴史的背景の叙述は欠かせない。

具体的には、日本の帝国主義政策のなかにおける朝鮮と台湾の位置づけということであり、

そのような政治的な立ち位置が、外地帝国大学における経済学研究を何らかのかたちで規

定していたということが、本章で検証されるべき仮説となる 1。 

 

 

第二節 鈴木武雄と貨幣理論 

 

二－一 京城帝国大学と鈴木武雄 

 

 京城帝国大学は大正十三（一九二四）年に設立された。経済学講座は法文学部法学科に設

置されていた。経済学第一講座と第二講座が置かれていたが、第一講座担任は廃校まで朝鮮

経済史研究の権威であった四方博が務めた。四方は経済史と社会法の担当教官を集めて、現

地で三度に渡って朝鮮経済史の論文集を完成させている。四方の一次資料の緻密な精査に

基づく人口学的研究は今日に至るまで高い評価を得ており、国書刊行会から上中下三巻本

の『朝鮮社会経済史研究』として復刊されている。これに対して、第二講座担任を務めたの

が鈴木武雄であった。彼は財政学と貨幣論を専門としていたが、朝鮮経済の時局的な研究を

多く発表して植民地経営の一翼を担った。 

                                                       
1 マートンらアメリカの社会学では、科学理論の中身に分析を進めることは避けられてお

り、いわば「科学者の社会学」と呼ばれるものに留まっていた。これに対して、ブルアた

ちエディンバラ学派のアプローチは「科学知識の社会学」と呼ばれ、「科学のカルチュラ

ル・スタディーズ」に繋がる流れを形成している。 
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 ちなみに、京城帝国大学にはライバルをベルリン大学と見なす、内地とは自主独立の気風

があった。法学研究では京城学派と呼ばれる独自の学風を生み出している。研究の独自性と

いう意味では、マルクス主義者を自認する三宅鹿之助が当初財政学を担当していた。しかし、

活動家の李載裕が留置場から脱走した際、自宅官舎地下に匿ったことが発覚し、三宅は昭和

九（一九三四）年五月に検挙された。三宅は一年の休職後に退官した。 

 京城帝国大学には、その他、鈴木、三宅の前に第二講座担任を務めた山田文雄、統計学の

大内武次、社会政策の森谷克巳、商工政策の静田均、農業政策の伊藤俊夫、財政学の小田忠

夫などが在職した。 

 鈴木武雄は明治三十四（一九〇一）年四月、神戸市生田区に生まれた。大正八（一九一九）

年三月、第三高等学校文科丙類卒業後、東京帝国大学法学部政治学科に進学したが、経済学

に転じ、大正十四（一九二五）年四月、東京帝国大学経済学部大学院に進んだ。鈴木は大学

院を昭和二（一九二七）年三月に退学しているが、翌昭和三（一九二八）年四月から京城帝

国大学法文学部講師の嘱託を受け、朝鮮に渡った。その五月には助教授、昭和十（一九三五）

年四月には教授に就任した。また、昭和十六（一九四一）四月からは理工学部で工業経済の

授業も担当するようになった。 

 鈴木は朝鮮において行政関連の委員にも数多く就任し、植民地経営に携わった。昭和五

（一九三〇）年二月からは朝鮮総督府金融制度準備調査委員、昭和十五年八月からは臨時朝

鮮米穀調査委員会委員、昭和十八（一九四三）年一月からは朝鮮総督府農業計画委員会委員、

同年四月には朝鮮電力評価審議委員会委員、十月には朝鮮総督府企業整理委員会委員に

次々と任じられている。しかし、履歴上からは朝鮮銀行との直接の関係は確認できない。 

 終戦後は十一月に京城を引き揚げて東京に転居し、昭和二十一（一九四六）年五月二十八

日には外地官吏に関する勅令によって退官した。その二年後、昭和二十三（一九四八）年七

月から明治大学で財政学を、翌年四月から東京大学経済学部で、やはり財政学を担当した。

なお、東京大学では、昭和二十七（一九五二）年度から特殊講義日本財政金融論および演習

を担当した他、昭和二十八（一九五三）年五月から大学院社会科学研究科応用経済学課程の

授業を担当した。この間、昭和二十四（一九四九）年四月に武蔵大学教授および経済学部長

に就任している。 

 昭和三十二（一九五七）年十一月に武蔵大学教授を辞任して、東京大学経済学部教授に就

任した。担当は財政学第二講座と大学院社会科学研究科応用経済学課程であった。東京大学

では、昭和三十四（一九五九）年五月に大学院の同課程の主任となった後、昭和三十六（一

九六一）年五月に経済学博士の学位が授与された。翌昭和三十七（一九六二）年三月に東京

大学を定年退官して、武蔵大学教授に復職した。日本においても政府の審議会委員を数多く

務めている。昭和五十（一九七五）年四月、鈴木は武蔵工業大学学長に就任したが、同年十

二月六日に病没している。 
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写真一 京城大全景 

 

 

写真二 京城大法文学部 
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写真三 鈴木武雄 

 

二－二 朝鮮銀行と円通貨圏 

 

 日本帝国主義において朝鮮はそれ自体の帝国主義的統治という問題だけでなく、満州支

配や中国進出への前線基地という位置づけが強かったことは間違いない。とりわけ、朝鮮銀

行を中心とした侵略地域の通貨支配の面に、その性質がよく現れている。 

 日本による朝鮮の通貨支配の初めは、明治三十五（一九〇二）年五月に第一銀行が一覧払

手形を発行したことに遡る。明治三十六（一九〇三）年三月、韓国政府はこれに対抗するた

め、勅令第八号により自国の手による平成整理と中央銀行設立の準備を始めた。しかし、日

露戦争勃発に伴い、日韓議定書が取り交わされて日本貨幣に韓国法貨と同様の通用力を与

えることが定められた。韓国政府は貨幣整理事務を第一銀行に一任するとともに、第一銀行

券の無制限な通用を約定したのである。これによって第一銀行が韓国の中央銀行として位

置づけられることになる。幣制整理と並行して第一銀行は、明治三十八（一九〇五）年一月、

韓国政府度支部と国庫金取扱契約を結び、七月になると財政整理のための国庫証券二〇〇

万円の募集引受を行った。十一月には第二次日韓協約が調印されて京城に総監府が置かれ

ると、初代総監に伊藤博文が就任した。これに伴い、第一銀行の韓国業務も総監府の監督の

下に置かれることになった。明治四十二（一九〇九）年七月六日、日本の閣議は適当な時期

に韓国を併合する方針を決定し、七月二十六日には隆熙三年法律第二二号韓国銀行条例が



7 
 

交付された。十月二十九日、第一銀行がそのまま移行するかたちで韓国銀行が設立された。

明治四十三（一九一〇）年八月二十二日、韓国併合に関する条約が調印され、初代総督に韓

国総監の寺内正毅陸軍大将が就任した。また、国号の変更に伴って韓国銀行の名称も朝鮮銀

行に改められたのである。 

 陸軍が満州の積極経営に乗り出したことを背景に、朝鮮銀行も満州に支店を出すことに

なったが、満州では既に横浜正金銀行が銀建ての銀行券を発行しており、これとの業務調整

が課題となった。しかし、この調整は、現状維持を主張する正金銀行と大陸積極論の朝鮮銀

行との意見の相違があり、困難なものとならざるを得なかった。大正二（一九一三）年に入

り、朝鮮銀行は満州出店を政府に請願した。だが、当時、未だ朝鮮銀行の資金力は脆弱であ

り、満州の金券需要に十分に応じることは期待できなかった。また、独占を崩されることを

恐れた正金銀行の異議申立てもあり、大蔵省は朝鮮銀行の満州進出を認める代わりに正金

銀行に金券発行権を与えることで決着させた。こうして、満州では正金銀行の銀券と金券が

流通するようになったが、朝銀券の満州での流通も事実上公認されていた。五年後に金券発

行権は朝鮮銀行に移されることになり、朝鮮銀行と正金銀行の対立は金建て派と銀建て派

の対立として再燃した。 

 さらに、朝鮮銀行は中国への借款にも乗り出していく。大正五（一九一六）年、奉天省長・

張作霖の要請に応じ、朝鮮銀行は六月に一〇〇万円、八月に二〇〇万円の借款契約を締結し

た。 

 台湾銀行の市場調達資金が、昭和二（一九二七）年四月半ばまでの一か月間で一億八〇〇

〇万円減少して資金繰りがつかなくなるという事件が発生した。四月十七日に枢密院が台

湾銀行救済緊急勅令案を否決すると、若槻内閣が総辞職し、台湾島内の本支店以外の店舗が

三週間の休業に入った。この影響で朝鮮銀行にも取付けの波が押し寄せた。朝鮮銀行は朝鮮

と関東州で各銀行向けの支払資金の緊急貸出を行い、朝銀券の発行高は三月末の一億一〇

〇万円から一億三八〇〇万円に急増したものの、四月末には一億一四〇〇万円に戻り取付

けも沈静化した。 

 昭和六（一九三一）年九月十八日、奉天郊外の柳条湖で中国便衣隊の仕業に見せかけた鉄

道爆破事件が起き、満州事変が勃発した。事変勃発とともに、関東軍や関東庁の国庫金を扱

う朝鮮銀行は、かつてシベリア出兵でそうしたように、派遣行員が従軍して国庫事務を行い、

朝銀券による軍費支払いに応じた。翌年六月十五日に満州中央銀行が設立されると、朝鮮銀

行は朝銀券の流通を満州全体に広げるべく、満州国の金本位を主張した。また、朝鮮銀行は、

台湾銀行と朝鮮拓殖銀行を吸収合併した東亜銀行構想を掲げ、大東亜円ブロックの盟主を

目指す姿勢をも打ち出した。 

 昭和十七（一九四二）年七月七日に盧溝橋事件が勃発した。それまでに、華北では、朝銀

天津支店が治外法権を利用して発行した朝銀券が天津、済南、青島で合わせて三〇〇万円ほ

ど流通していたが、昭和一二（一九三七）年末にはこれに華北各支店の発行超過額三三〇〇

万円、満州国と朝鮮からの持込額七〇〇万円を加えて四三〇〇万円に達した。八月に入ると
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中国国民政府が法幣の南方移送を強行した結果、法幣の価値上昇に反比例して朝銀券の価

値下落が起こる。華北円安、華中円高の情勢は、朝銀券を華北から上海に運んで日銀券に換

え、法幣に換えた上で華北に運び、下落した朝銀券に換えるという鞘取りが盛んに行われた。 

 これに堪りかねた日本は、日銀券を引き揚げて円貨軍票のみを使用させる工作を行った

り、朝銀上海支店の朝銀券受け入れを制限したりしたが、英米の支援を受けていた国民政府

側法幣との通貨戦争で苦戦を強いられることになる。この局面を打開するため、日本は、昭

和十三年三月、中国連合準備銀行を設立した。連銀の資本金五〇〇〇万円のうち、当初払込

文二五〇〇万円は、中国側の主要銀行と日本軍が設立させた臨時政府が折半して負担した。

臨時政府の出資分一二五〇面円は、全額日本側の銀行からの借款で賄うことになっていた。

朝鮮銀行、日本興業銀行、正金銀行がそれぞれ三〇〇万円ずつを貸付けるとともに、日本政

府が国庫保有銀から三五〇万円を朝銀に指定預金して、それを臨時政府に貸し付けた。 

 連銀は、この三五〇万円に現銀に加えて、朝鮮銀行、正金銀行、満州中央銀行の三行から

七二〇万円の現銀を買い入れることによって、併せて一〇七〇万円の現銀準備を手に入れ

た。後者は、三行が中国国民政府からの引渡要求を拒否して、天津、青島に保有していたも

のであった。 

 日本側の計画は、国民政府の法幣を回収して連銀券の発行準備に充てるというものであ

ったが、この計画は遅々として進まなかった。そこで、日本軍は朝銀券の使用を節約して、

連銀券を使用する命令を出した。昭和一三（一九三八）年六月十六日、朝銀北京支店は連銀

と預合い契約を締結した。華北における軍事費の支払いは連銀券に統一されていたから、軍

は連銀にある朝銀口座から預金を連銀券で引き出さなければならない。このとき、朝銀北京

支店にある連銀名義の日本円勘定に金額が書き込まれると同時に、連銀は自行にある朝銀

名義の連銀券口座に同額を書き込むことになる。つまりは、朝銀の信用の下に連銀券を発行

する仕組みが作られたのであった。連銀券は増発の一途を辿り、終戦時には八五〇億円を数

えた。 

 日本は同じ預合い契約を、南京の汪兆銘政権の中央儲備銀行と正金銀行との間でも結ば

せたが、終戦時の儲備券発行高は二兆二七〇〇億元に達した。朝銀と正金銀行を併せた預け

合残高は、終戦時に華北は四四一億円で連銀券発行高の二分の一、華中は一兆五七〇〇億元

で儲備券発行高の四分の三にまで上っていた。 

 華北の連銀券は発足時点で円元等価、華中の儲備券は一〇〇元＝十八円であったが、占領

地の激しい物価高騰の結果、共に価値を急激に失っていった。これに伴い、朝銀券の発行高

は加速度的に伸びていった。昭和十八（一九四三）年後半からの急増はものすごく、十月に

一〇億円を超え、十九（一九四四）年八月に二〇億円、同年十二月には三一億円、終戦時に

は四八億円に達した。 

 日本の大陸進出を背景に、円系通貨が流通券を拡大し、終戦時には総額五三〇〇億円が発

行されていたことが確認される。既にみたように、満州と華北における円通貨圏の形成に形

成に朝鮮銀行は積極的な役割を果たした。朝鮮銀行の円通貨が中国の日本支配地域で強制
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的に流通させられようとしていたことと、鈴木がクナップの貨幣国定学説を基本としてそ

の貨幣理論を展開していたこととの間には、何らかの繋がりを見出すことができるのでは

ないかと思われるのである。 

 

二－三 鈴木武雄の貨幣国定説 

 

 二〇世紀初から一九三〇年代にかけて、貨幣本質論が盛んに行われていた。議論の口火を

切ったのは歴史学派のクナップが一九〇五年に出版した『貨幣国定理論』であった。クナッ

プの立場は名目主義と呼ばれ、国家の法制が貨幣の流通力を生むため、貨幣の本質を流通手

段に求めるものである。これに対して、それ以前からの立場は金属主義としてまとめられる。

すなわち、貨幣はそれ自体価値を持った金属素材であることが必要であり、それゆえ貨幣の

本質は価値尺度というところにあるとされる。歴史学派ではクニースがこの立場に立って

いた。両者の違いは銀行券や国家紙幣などの紙券の扱いによく現れる。金属主義では紙券は

あくまでも貨幣の使用を節約するための代替物に過ぎないが、名目主義ではそれ等は本質

的貨幣そのものである。 

 鈴木（一九四二）は中国貨幣制度の状況を「通貨戰爭」2と捉える。そして、貨幣は「經

濟戰爭の有力な武器」3となっており、そこに「貨幣の國家的性格」4がよく現れているとす

るのである。しかし、同時に大陸における「圓ブロック」の形成は「貨幣の國際的性格」5

を表しているため、両者の関係について考察する必要があると述べている。鈴木（一九四二）

においては、クナップ学説に基づき、まず貨幣の国家的性格が検討されることになる。 

 クナップは貨幣の支払手段としての機能を交換手段としての機能と峻別する。そして、支

払手段という概念は貨幣より高次の概念であるとされる。つまり、貨幣ではない支払手段も

あるのである。このように、支払手段こそ貨幣の本質的な機能であり、歴史的に古くはこの

機能を金属が担っていたが、やがて、国家が刻印した金属、そして、紙券が法制によって流

通するようになる。クナップにとって、こうして成立する「物的素材から全く離れた表券的

支拂手段」6が貨幣であるということになる。国家は、自分への支払いにおいて貨幣を受領

し、自分からの払出しに貨幣を利用することによって、私人間の支払いにも貨幣を使用させ

るようになる。 

 この点について、鈴木は、クナップ説を発展させたエルスターを引きながら、振替支払を

貨幣なき支払としたクナップを批判している。鈴木によれば、クナップの名目的貨幣論を一

                                                       
2 鈴木（一九四二）、一ページ。 

3 同上、二ページ。 

4 同上、二ページ。 

5 同上、二ページ。 
6 同上、一八ページ。 
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貫するならば、表券の有り無しで貨幣であるかどうかを区別する必要はないのである。鈴木

は、こうして預金を貨幣に統合することで、国家貨幣ではない銀行券を貨幣に包含すること

が可能になるとする。むしろ、名目主義の立場に立ってこそ、不換紙幣を貨幣と見なすこと

が理論的にできるわけである。もちろん、預金や銀行券は私的信用に基づく貨幣であるが、

先述の国家需領がこれらに国家的性格を付与することになる。 

 鈴木にとって、貨幣は非中立的なものであるが、これは名目主義の立場からどのように説

明されるのであろうか。鈴木は、貨幣が経済に対して能動的役割を演ずる根拠をケインズの

言う「金融流通」7に求める。金融機関の介在する、この貨幣流通では信用創造が行われ、

生産手段に対する需要の拡大という形で経済に積極的役割を果たすことになる。鈴木によ

れば、こうしたことは金属主義から説明することはできない。 

 こうした名目主義からは、貨幣量もまた金準備からは本質的に独立に国家によって調整

されることになる。実際にその通貨調整を実施するのは、「國家機關的性格をもつた中央發

券銀行」8であり、「大藏當局との緊密な連絡協調の下」9行われる。 

 鈴木（一九四三）は、鈴木（一九四二）を引き継ぎ、貨幣の国際的性格を明らかにするこ

とに充てられている。ここで、鈴木は、「國際的貨幣經濟」10の特質を解明せねばならないと

言う。鈴木は、国際経済を「諸國民經濟の經濟的交通關係」11と定義している。その定義に

際して、国際経済において具体的な関係を結ぶのが家計や企業という「個別經濟」12であっ

て、「國民經濟」13が直接に関係するわけではないことに注意を払っている。そのことが意味

するのは、国際経済において関係を結ぶ個別主体が、それぞれの国家の経済政策や法制の制

約を受けながら、共通の法制を持たない国際舞台で関係しているという事実である。そこに

は名目主義で言う真正の貨幣は存在せず、当時は金属という低次の支払手段が利用されざ

るを得ないということなのである。 

 鈴木は国際経済における「貨幣的聯繋」14を三つに分ける。第一に通常の支払関係、第二

に短期・長期の資本移動、第三に金銀の国際的移動である。これらは国際収支に表現され、

国際為替相場に反映される。その国際為替相場について、名目主義の観点を持つ鈴木は金平

価概念を否定する。為替市場において交換が行われる二国の通貨は、本質的に金属貨幣では

なくそれ自体に価値を有しない支払表章に過ぎない。したがって、一定の比率を想定するこ

                                                       
7 同上、二六ページ。 

8 同上、四六ページ。 

9 同上、四六ページ。 

10 鈴木（一九四三）、三ページ。 
11 同上、五ページ。 
12 同上、五ページ。 
13 同上、五ページ。 
14 同上、一〇ページ。 
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とは意味がないのである。 

 このように鈴木の貨幣論では、クナップの名目主義をより徹底するかたちで行論が進め

られており、貨幣は表章として支払手段に使える記号であればよいという見解になってい

る。そうした貨幣が私人間の取引に使えるための根拠として、貨幣の国家受領が不可欠の契

機であり、この点に国家の経済支配圏と貨幣流通圏が一致しなければならない理由が求め

られる。朝銀券ほかの円通貨が、日本の大陸侵略に伴って流通圏を広げていったこととの対

応関係がここに求められるであろう。さらに、国際経済ではこうした国家的支配が及ばない

領域が広がっているわけであり、当面外国為替相場が複数通貨間の抗争の場としてクロー

ズアップしてくる。それは通貨戦争、あるいは貨幣間競争の場としての外国為替市場観であ

って、それに勝ち抜くための流通量の適切な管理が通貨発行主体に求められることになる

であろう。この点、明示的ではないが、大陸での日本の通貨政策への若干の批判が示唆され

ていると読めないこともないと思われる。 

 

 

第三節 楠井隆三と経済学方法論 

 

三－一 台北帝国大学と楠井隆三 

 

 台北帝国大学は昭和三（一九二八）年に開学した。当初経済学講座は置かれておらず経済

学の授業は三〇代であった山田小七が担当していた。山田が二年の在任で台湾を去った後

に文政学部政学科に経済学第一講座と第二講座が置かれたが、両講座とも担任を楠井隆三

が務めた。第一講座は金融論の北山冨久二郎、第二講座は株式市場論の今西庄次郎が担任の

責務を分掌した。楠井は経済学方法論を研究していたが、教育面では現地生まれの東嘉生を

育てている。台北帝国大学の他の教官として、財政学の三田村一郎と小幡清金、経済史の津

下剛、農業政策の吉武昌男がいた。 

 自主独立をその気風とした京城帝国大学と比較して、東京帝国大学台北分校と揶揄され

るように内地帝国大学との結び付きが深かった。農業政策の東畑精一、財政学の汐見三郎、

社会政策の河合栄次郎など、東京帝国大学や九州帝国大学の教授陣も講義のために訪台し

ていた。 

 楠井隆三は明治三十二（一八九九）年十二月十七日、和歌山県那賀郡池田村に生まれた。

若いころに受洗し、クリスチャンとなった。大正十（一九二一）年四月に東京帝国大学経済

学部経済学科に入学し、河合栄治郎と土方成美のゼミナールで学んだ。大正十三（一九二四）

年四月に東京帝国大学大学院に進学し、土方から理論経済学の指導を受けた。大正十四（一

九二五）年四月に大学院を修了したが、昭和二（一九二七）年七月に台湾総督府台北高等学

校教授に任命されて台湾に渡った。同年八月には総督府在外研究員として、ヨーロッパ、ア

メリカに留学し、ベルリン大学のゾンバルトなどの講義を聴講している。 
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 昭和四（一九二九）年九月に留学を終えると台北帝国大学文政学部教授に任ぜられ、経済

学第二講座（経済概論）担当となった。翌年四月には教授に昇進して、経済学第一講座（経

済原論ならびに経済学史）も担当するようになる。また、理農学部教授も兼任した。昭和十

八（一九四三）年四月から南方人文研究所審議員になり、昭和十九（一九四四）年十一月か

らは台湾総督府民政官として、経済動員本部理事、金融部調査室主務を務めている。 

 昭和二十（一九四五）年十一月、台北帝国大学は中華民国に接収されて国立台湾大学に改

組されたが、これに伴って文政学部も文政学院に改称された。楠井は十二月までは文政学院

に留用されることが決まった。また、同時に台湾省行政長官公署財政処経済委員にも任命さ

れ、経済建設調査委員会および税務委員会に参加するとともに、台湾五〇年財政経済史料調

製にも参加している。同年十一月十六日付で慶應義塾大学から経済学博士の学位を授与さ

れたが、提出論文は主著である『理論経済学認識論』であった。 

 昭和二十一（一九四六）年四月に和歌山の実家に戻り、五月三十一日、台湾総督府廃庁に

伴い退官となったが、それに先立って同月十五日に関西学院大学教授に任じられていた。昭

和四十三（一九六八）年三月に同大学を定年退職し、長崎県立国際経済大学（現長崎県立大

学）教授に就任した。台湾時代から俳句をよくし、句集も三冊出版しているようである。平

成三（一九九一）年に没している。 

 

写真四 台大全景 
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写真五 台大正門 
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写真六 楠井隆三 

 

三－二 楠井隆三の経済哲学 

 

 楠井隆三の研究は左右田喜一郎の経済哲学に基づいている。左右田は新カント派の哲学

を元にして、独自の経済哲学を展開した。左右田は明治三十七（一九〇四）年に東京高等商

業学校専攻部を卒業後、ドイツに留学し、リッケルトに指示した。リッケルトはヴィンデル

バントを継承してバーデン学派を確立した。新カント学派はバーデン学派とマールブルク

学派に大別される。マールブルク学派は自然科学の哲学的基礎を考察しようとした 15のに対

して、バーデン学派は歴史学や文化科学の基礎を主に考えるという特徴がある。文化科学の

中心的な問題として価値論があるが、左右田銀行頭取の子息であった左右田は、哲学と経済

を繋ぐものとして価値の問題に着目したのである。 

                                                       
15 マールブルク学派には当初カルナップも所属していた。カルナップはその後ウィーン大

学に職を得て論理実証主義の主要メンバーとなったが、カントが先験的な総合命題を考え

るのに対して、論理実証主義が総合命題を経験的なものとのみ考える点に重要な違いがあ

る。カルナップはさらにアメリカへ移動し、アメリカにおける科学哲学発展の基礎を作っ

た。アメリカにおける統一科学運動の叢書からは、論理実証主義にとって鬼子ともいうべ

きクーンのパラダイム論が現れた。 
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 大正二（一九一三）年に帰国した左右田は大正六（一九一七）年に『経済哲学の諸問題』

を出版して、その経済哲学 16の構想を世に問うた。経済学の方法論をその研究テーマとして

いた楠井隆三は、左右田哲学を吸収し、それを乗り越えることを余儀なくされることになる。 

 楠井隆三の主著は昭和十四（一九三九）年に有斐閣から公刊された『理論経済学認識論』

である。つまり、楠井は左右田の構想した経済哲学のうち、認識論を自らの研究対象として

考えていた。17楠井は新カント派の分類を引き継ぎ、経済学を自然科学とは異なる精神科学

の一つとして位置づけた上で、認識論を認識目的論、認識対象論、体系論を含む方法論に分

類する。18楠井（一九三九）はほぼこの分類に対応して執筆される。そして、楠井は左右田

の認識論が「論理主義」の立場をとっていて観念論的色彩を持つものであることを批判して、

自らの立場を「現實主義」と称するのである。19この「現實主義」は「現實主義的・現象學

的立場」とも言い換えられており、「経濟現象の現實の相に對する現象學的考察」20に依拠す

ると明記されていることから、先験的な枠組みを離れて虚心に経済現象を取り扱う姿勢が

強調されているようである。21 

 経済哲学の対象を巡る議論で楠井は、貨幣概念をもっぱらの対象とする左右田には批判

的であり、それを経済活動の総体とする方向性を示している。22楠井は、左右田が「経濟學

的概念構成」の中心観念としての条件を完全に充足するものは貨幣概念を措いてはないと

                                                       
16 左右田の創始した経済哲学は杉村広蔵に受け継がれたが、師同様早世した杉村と異なり

戦後まで活躍した経済哲学者として梯明秀がいる。梯は西田幾多郎の流れを汲む京都学派

の哲学者である。その死の前年、左右田が論文「西田哲学の方法に就いて」を発表して、

西田との間に激しい応酬をしていることを考えると、この継承関係には興味深いものがあ

る。 
17 現代アメリカのプラグマティストであるローティは認識論の終焉を訴えている。これは

クワインの指示の不可測性の理論に基づく主張である。クワインは、ある理論の中に含ま

れる文の対象を絶対的な意味で指示することができないのだから、いかなる場合にある文

が絶対的な意味で真理であるかを問うことは無意味であると考えた。これがウィーンとプ

ラハで論理実証主義者と接触したことのあるクワインが認識論に対して下した結論であっ

た。プラグマティズムの真理観は、フリードマンの実証経済学の方法に顕著なように現代

経済学に親和的であると考えられる。 
18 楠井（一九三九）、一二ページ。 
19 同上、四九～五一ページ。 
20 楠井が現象学という用語で意味しているのは、物理学者のマッハが提唱した要素一元論

であると推定される。現象学の用語そのものはフッサールと同じであるが、フッサールは

物理學的現象学が志向性概念を欠いている点を厳しく批判した。マッハの立場では現象の

背後にある実在について語ることは物理学ではなくて形而上学の仕事となる。したがっ

て、科学理論は背後にある実体と対応しているのではなく、観察可能な現象を組織化する

ための道具であるという道具主義の理論観が導かれる。 
21 同上、五六～五七ページ。 
22 同上、九七～九八ページ。 
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述べたことを指摘し、23それでは貨幣経済以外の経済形態を問題にできないとして批判する。

24その上で、楠井が述べた経済学の対象は「社會生活における物質的總再生産過程」であっ

た。25 

 楠井のこの提言は唐突なようであるが、マルクスの影響を受けていることは見やすいと

ころであり、それは楠井自身がローザ・ルクセンブルクの著作から示唆を受けたと語ってい

ることからも間違いないものである。26マルクスは、社会を基礎づける素材である労働生産

過程を資本主義的生産の歴史的社会形態が掴むことで貨幣経済が成立するという経済社会

観を有していた。この観点からする場合、左右田の貨幣概念は経済規定に過ぎないため、現

実経済を把握するためには、むしろ、素材の側面に依拠する必要があるように見えたものと

考えられる。楠井は、その上で経済学説史を振り返り、マルクス主義的傾向だけでなく「均

衡論的傾向」27を持つ経済学においても、同様の研究対象観を持っているとして自説を傍証

している。 

 楠井によれば、こうした対象を経済学が分析した上で、理論体系へと総合していく必要が

あるわけだが、その体系形成の二大準則が「具體性への志向の原理」と「全體性への編入の

原理」28である。これらの準則に基づいて形成される体系として、楠井は、「經濟一般」、「交

換經濟」、「自由主義的資本主義經濟」、「独占的資本主義經濟」、「團體經濟」、そして、「經濟

生活現段階の總觀」29というそれが最も合理的であろうとしている。こうした体系の構成要

素を個別に検討した後、楠井は狭義の方法論へと移っていくのだが、その基礎付けとして経

済的価値の問題を取り上げる。ここには、経済学を文化科学に分類する楠井が左右田から受

けた影響を顕著に感じることができるであろう。 

 楠井は、当時新カント学派が論じていた「實體概念」と「機能概念」30（関数概念）の区

別に言及している。新カント学派は、自然科学について、観測できない実体、あるいは、そ

れを仮定する必要性を否定し、機能、ないしは関数関係を科学が解明すべき対象であるとし

ていた。楠井は、経済学において「均衡理論」が価値実体を否定して分析を価格にとどめる

                                                       
23 同上、一二一ページ。 
24 同上、一三一～一三二ページ。 
25 同上、一五〇ページ。 
26 比較的近年の日本のマルクス研究では、廣松渉のように物象化論から関係主義へとマル

クスの体系を還元していく方向が強かったが、マルスス経済認識の根底に歴史的な形態に

根底に普遍的な素材が存在しているという認識があることは間違いない。ここから、「観念

論」（形相主義）に対する「唯物論」（質料主義）の立場が由来している。佐々木（二〇一二）

は素材の思想家としてのマルクスを学術的に復権しようとしている。 
27 楠井（一九三九）、一五五ページ。 
28 同上、二五九ページ。 
29 同上、三一五ページ。 
30 同上、四二二ページ。 
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ことが同様の傾向の表れであることを指摘する。しかし、経済学を自然科学とは明確に区別

される文化科学と捉える楠井は、価値実体を論じることは不可欠であると感じられたよう

である。かくして、楠井の見つけた価値の本質は「全體たる『社會的總再生産過程』のうち

において、財の占めてゐる重要性」31というものであった。これが実体概念というよりある

種の関係概念であることは楠井自身も認めている。しかし、楠井にとって、これこそが経済

の本体としての最も基本的な関係である価値の実体に他ならないということなのであった。 

 経済学における方法と体系の関係は、戦術と戦略の関係に例えられると楠井は言う。体系

が方法に先立つことは、戦場において戦略が先になければ相応しい戦術が定まらないのと

同様であるというのである。こうした体系の重視は、ドイツ諸科学から影響を受けた、当時

の経済学における自己認識の反映と考えることができるだろう。 

 大部の認識論の最後に、楠井は経済学における法則が何であるかを論じている。楠井によ

れば、左右田のように経済学の法則を「經驗的法則」として見たのでは、法則の精密性を担

保できない。楠井は精密的（抽象的）と経験的（経験的）を対立的に考えるからである。ま

た、経済学が常にある種の均衡関係を考えることから、その法則も因果法則であることはで

きない。こうして、楠井による経済学的法則の規定は「社會的總再生産過程に關する函數法

則」というものであった。当時既に自然科学において、法則性を方程式によって関数的に表

し、一方的な因果関係に還元できない相互依存的な同時決定として捉えるのは一般的だっ

たから、楠井の議論はその意味で同時代的なものであった。 

 総じて見て、楠井隆三の方法論研究は、マルクス経済学の古い見解を残しつつも、新カン

ト派を中心とした当時の科学哲学を反映した折衷的な性格のものであったと総括できる。

それよりも、楠井がこうした抽象的で実利性を欠く研究に没頭できたのは、日本の帝国主義

政策のなかで台湾統治が置かれていた比較的牧歌的な状況が背後にあったという事実が滲

み出ているものである。 

 

三－三 台湾の土地制度とマルサス地代論 

 

 台湾は日本帝国主義のなかでは農業経営がその中心的な位置づけとされていた。勢い台

北帝国大学の経済学者たちの関心も農業経済に集まることになる。楠井は弟子の東嘉生と

共にマルサスの『地代論』を翻訳して岩波文庫の一冊として出版している。また、東はマル

サスの地代論についての論考を残した。 

 台湾生まれの東の父親、八郎は台湾教育界では著名な人物であり、台北市内のいくつかの

尋常小学校の校長を歴任した。東は昭和三（一九二八）年、設立と同時に台湾帝国大学の農

学部に入学し化学科と農芸化学科で学んだが、その後、文政学部史学科に転じ、最終的に経

済学を専門とした。昭和七（一九三二）年の卒業後、経済学研究所の助手を経て、昭和十二

                                                       
31 同上、四三八ページ。 



18 
 

（一九三七）年に助手に就任した。昭和十八（一九四三）年には助教授に昇進するとともに

南方人文研究所の兼任所員ともなったが、同年十一月二三日、日本から台湾に戻る途中の客

船がアメリカ軍の攻撃 32を受け、家族全員と共に死亡した。享年三六歳であった。 

 日本による台湾農業経営 33の中心となったのは、当初砂糖生産のための甘蔗栽培であっ

た。台湾総督府が導入した含糖量の高い品種と新しい製糖方法によって糖業の発展が見ら

れた。しかし、製糖業者保護のために打ち出した原料採集区域制度は甘蔗農家が近隣の製糖

業者に原料の甘蔗を納入することを義務付けるとともに、価格を工場側が決めることにし

ていたので、甘蔗農家の収入は抑圧されていった。また、日本資本が大規模に製糖業に参入

したことで、旧来の台湾の製糖業者は打撃を受けていった。明治三十三（一九〇〇）年に資

本金一〇〇〇万円で設立された台湾製糖株式会社は、日本資本のなかでも最大規模の製糖

企業である。また、その後、台湾でも栽培可能な内地系品種である蓬莱米が開発されたこと

により、台湾での米の生産が奨励されて、内地へと輸出されるようになった。 

 台湾農業の背景になっている台湾の土地制度は驚くほど複雑なものであった。それが一

田多主と呼ばれる法慣習であり、まず大租戸と呼ばれる法的な所有権を持つ地主がおり、そ

れが実際には小租戸と呼ばれる小地主によって管理されていた。小租戸は自分の判断で土

地を処分できる一方で、大租戸に対して大租という地代を納めなければならない。清朝時代

に台湾巡撫となった劉銘伝という官吏は、小租戸を実際の地主として地租納入をさせると

ともに、大租を以前の六割とする改革を進めようとしたが、抵抗に会い失敗している。 

 台湾総督府は、同様に大租戸を廃止して小租戸に土地所有権を一本化する改革を進めた。

明治三十七（一九〇四）年五月二〇日に発布された大租権整理令では、すべての大租権を強

制的に買い上げことが示され、明治三十八（一九〇五）年二月十五日から強制買上が始まっ

た。総計三七七万九四七九円の保証金のうち一〇万七〇四三円は現金で、残りが公債で支給

されている。 

 こうした地代の在り方と日本帝国主義下での改革は、台湾経済史を専門としていた東に

とっても重要な関心事であった。地代理論のなかで、東の研究の対象となったのがマルサス

の地代論である。 

 東（一九三五）は、マルサスの没後一〇〇年にあたる昭和九（一九三四）年に書かれた。

この論文において東はマルサスに、後年オーストリア学派によって主張された主観的経済

理論の先駆者としての地位を与えている。主観的経済理論は欲望の無限性と財貨の有限性

                                                       
32 同時期、夥しい日本の客船、商船がアメリカ軍に撃沈されている。台湾南部の嘉南平野を

沃野に変えた烏山頭ダムの建造で有名な八田與一も、昭和十七（一九四二）年五月、フィリ

ピンの綿作灌漑調査のために広島の宇品港から乗船した大洋丸が、五島列島付近で潜水艦

クレナディアー号に撃沈されて、部下三人と共に命を落としている。終戦後の昭和二十（一

九四五）年九月一日、八田の妻、外代樹は、夫の建造した烏山頭ダムで入水自殺を遂げた。 
33 台湾における日本の産業政策は通常三つの時期に区分される。まず、一九二〇年までは

糖業を中心とした経済発展が図られた。その後、一九三〇年代までは蓬莱米の生産が促進

された。しかし、一九三〇年代以降は軍需のための工業化が指向されるようになる。 
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との関係を扱うが、マルサスも人口の無限性と生活資料の有限性を問題にしたからである。

そして、「近代的地代論發見者としてのマルサス」34と表現でマルサスを称揚するのである。 

 マルサスにおいても、後の地代論の完成者リカードウにおいても扱われたのは差額地代

であった。東は通常未完成の地代論として切って捨てられるマルサス地代論に、リカードウ

と異なるアプローチという積極的な評価を与えたと言える。そのことは、東が、リカードウ

の地代論を「乏しき生産より生ずる地代の理論」35と呼んでいるのに対し、マルサスのそれ

を「豊かなる生産より生ずる地代の理論」36と呼んで対等な比較対象としていることからわ

かるのである。 

 マルサス（一八一五）は、地代を、土地の全生産物の価値から農業資本家の利潤を含めて

工作に関わる一切の費用を差し引いた残差であるとしている。したがって、地代の直接の原

因は農業生産物の価格が生産費を超過することであるという一般的な説明がなされる。地

代を生み出す高価格の原因は、マルサスによれば三つある。第一は土地の持つ余剰な生産力、

第二は農業生産物のような必需品が持つ過剰な需要の喚起力、第三は肥沃な土地の希少性

ということである。第一の原因に見られるように、マルサスは地代の発生は利潤と同じく、

土地という生産要素による富の創造というように考えていたから、東によれば、それは土地

の豊かさが地代を生み出すという豊穣の理論ということになるわけである。 

 これに対して、リカードウは、初期の論考を経て、ようやく一九一七年の原理出版によっ

てマルサスへの明確な反論を構築することができた。リカードウは地代の論理をマルサス

の第三の原因へと集中させることによって、論理的に極めて明瞭なかたちで差額地代論を

完成させた。リカードウの理論では地代は富の創造ではない。古典派経済学の富は付加価値

のことであるが、リカードウは投下労働価値説を徹底しているため、土地は付加価値を生み

出す生産要素ではないからである。また、それは地代が土地の豊かさの産物ではないという

ことでもある。土地の生産力が地代を生み出すとしたら、最劣等地にも地代が生じてしかる

べきであるが、最劣等地で生産される農産物の労働価値がすべてを規定する以上、最劣等地

には利潤を含む諸費用を上回る余剰が生じようがないからである。したがって、リカードウ

の地代論は、東によれば、地味の豊かさの限界が地代を生み出すという欠乏の理論というこ

とになるわけである。このため、リカードウはマルサスとは異なり、地代を富の創造ではな

く価値の移転と捉える。 

 リカードウの地代論に対するマルサスの地代論のメリットはどこにあると東は考えるの

であろうか。東はそれをマルクスの絶対地代論との関係に求める。差額地代説を論理的に純

化したリカードウの地代論では、最劣等地に地代は生じようがない。東によれば、最劣等地

の地代を許容するためには、土地の付加価値生産性を認めるマルサスの地代論が必要であ

                                                       
34 東（一九三五）、四ページ。 

35 同上、六四ページ。 

36 同上、六四ページ。 
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る。リカードウは、地代があるから穀物が高価なのではなく、穀物が高価だから地代がある

のであると述べたが、絶対地代は穀物価格を「最劣等地の生産價格以上に騰貴せしむる」37

のである。東によれば、マルサスの言うように、穀物価格のなかに地代が構成部分として含

まれているとしなければならない。東は、論理的に洗練されてはいるが痩せて内容に乏しい

リカードウの理論よりも、歴史的現実を説明する上で役立つ豊かさを持つマルサスの理論

を好んだのだと考えられる。 

 マルサスの『地代論』は、東と、師である楠井隆三の共訳として、昭和十五（一九四〇）

年に岩波文庫から『穀物条例論』との合本で出版されている。 

 

写真七 東嘉生 

 

                                                       
37 同上、七三ページ。 
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第四節 概観と総括 

 
 京城帝国大学の立地していた日本統治下の朝鮮は、満州国と地続きであるとともに、華北

を中心とする中国大陸侵略の前線基地的な役割を持っていた。ここでは、経済学者も国策を

色濃く反映した時局的な研究を行うことを余儀なくされることはやむを得なかったと言っ

ていいだろう。京城帝国大学において、主にこうした役割を演じたのが、経済学第二講座担

任の鈴木武雄であった。鈴木が残した貨幣理論は日本による円通貨圏の形成工作を明確に

意識したものであったし、貨幣本質論として貨幣国定説を採用したのも、クナップ説の当時

における普及という理由だけでなく、朝銀券を中心とした円系通貨の理論的根拠を跡付け

たいという意思が働いたものと考えられるのである。 
 これに対して、台湾が日本帝国主義政策のなかで置かれていた位置はかなり異なるもの

であった。台湾は植民地化されて以降、砂糖や蓬莱米といった農産物の内地向け供給基地と

いう以上の意味は持たなかったといってよい。したがって、台北帝国大学における経済学者

たちにも、国策を強制するような圧力はそれほどかからなかったと言ってよいのである。経

済学第一講座、第二講座の担任を兼任していた楠井隆三の研究にも、そうした牧歌的な雰囲

気は反映している。楠井は経済学方法論の研究に沈潜することができたし、いささか緊張感

を欠く状況は台北帝大の極度にアカデミックな学風からも来ていると思われる。楠井の弟

子である東嘉生は、その短い生涯のなかで台湾経済史の深い分析を残した。その研究が現在

もなお台湾経済史の基本的な文献と目されていることからも、彼らの政策から中立的な研

究姿勢を伺うことができるのである。 
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