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1 はじめに

本位貨幣においては、貨幣単位に含まれる素材価値の合計が貨幣価値を規定する。

江戸期の三貨制度は特殊な複本位制である1）。公定相場と独立して通貨取引相場が存在し、

それを前提として公定相場が定められた面がある。幕府当局は通貨供給や組成の変更によって

取引に介入し、物価及び貨幣相場を誘導したとみることができる。

金銀地金は（諸藩の領有する鉱山より諸藩が買い上げ利用する場合を例外として）幕府が管

理するものとされ、公には取引が存在しないから、価格は直接には分からないが、本位通貨の

組成と交換比により推定が可能である。金貨は金銀合金、銀貨には銅が多く含まれていたが、

銅地金は流通が認められていた。ここから金銀の地金価格を推定することができる。

三貨のうち銭は輸入銭の通用という形で中世以来広く国内に流通して普遍化していたもので

あり、逆に幕府発行の銅銭発行は、1634年の寛永通宝の鋳造まで遅れた。

16世紀後半から17世紀前半にかけての国内の金銀銅鉱山開発と、精錬技術の発達により、

日本は世界有数の金属生産国となり、これらはそれまでの木材、硫黄、刀剣等に代わり、主要

輸出品として海外産物の輸入代金となると共に、自国に独自の貨幣を供給する源になった。

当時の世界通貨は銀であり、純銀重量で量られる秤量貨幣として存在した。中国はじめ海外

との交易の盛んな西日本は同時に銀鉱山の産地でもあり、織豊期には銀貨が成立した。

対して徳川政権が基盤とした東国は金山が多く、徳川政権は金貨を正貨にしようとした。領

国貨幣としての駿河小判、武蔵小判を経て、1600年に慶長小判を事実上の全国通貨として発
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行した。しかし、既に銭と銀が主に日常生活と貿易に用いられている現状を肯定し、三貨の公

定相場を定めるとともにこれらの通用と交換を認め、三貨制度が成立した。

経済史の先行研究では、一般的に、金貨、銀貨に含まれる貴金属純分量と金貨銀貨の交換比

から純金、純銀の交換比を求める簡便法が用いられてきた2）。江戸期の日本については、幕府

の公的価格記録である双替表現から交換率を推定することもできる3）。

双替表現は、上述のように金銀が地金としては自由流通しないものの、多様な品位の地金、

あるいは異なった品質の中間精錬製品を買い上げるために、幕府が定めたものであるが、地金

の確保の面からも実勢と乖離しない合理的な相場でなければならず、現実に市場取引は存在し

ないが双替決定時には対象貴金属（金、銀）価格が理論的に想定されることになる。ただし、

含有する銅の価値については、通常は考慮せず、それを含有することによって合金の重量が増

し、結果的に対象とする貴金属の合金の重量あたり価額を変化させる効果を考慮すると解釈さ

れている。

幕府は諸藩の領国銀貨の国際的流通の禁止と幕府金銀の全国通貨化が完成した17世紀後半

以降、輸入品の代金として幕府金銀が流出することを好まず、これに変わりうる支払い手段と

して銅（棹銅の形態をとる純銅）を国内価格よりも安価で提供した。その差額は幕府と銅商人

及び山元がそれぞれに負担し、最終的には国内向け銅のより高い価格に帰着したのである4）が、

幕府管理下の貿易の主要輸出品であり、また輸入品の事実上の決済手段であるという意味から、

当事者としても銅価格に関心を持たざるを得なかった。

銅価格は貴金属価格に比較すれば圧倒的に安価であったが、銀貨（通用銀）においては、特

に後期になると銅組成比の上昇、銅価格の上昇から銅の影響を無視することはできない可能性

がある。また、金貨（判金）においては、元来金銀合金であるエレクトラム貨であったが、こ

れも後期に銀組成が大きくなった。

つまり、判金金貨対通用銀銀貨の相場とは、ますます少々の金と残りかなりの銀でできた合

金である「金貨」と、金貨以上に含有組成が低下していく銀を含みつつも大部分が銅となって

いく合金である「銀貨」との交換比になって行くのであるから、銅の価値を無視すれば、全素

材を考慮する場合との差が大きくなっていくのである。

金銀鉱、地金の双替えは幕府の内部資料であり、網羅的に知ることが困難であるのに対し、

金貨、銀貨の交換は両替商等の店頭で公然と行われものであり、相場の記録が残っている。ま

た、ほぼ純銅の銅地金は国際商品「棹銅」として規格化され、国内に調達市場が存在したから、

直接に地金価格記録を見いだすことができる。

本稿では、基本的に本位通貨の全組成金属にその価格を乗じて貨幣価値が決定されているこ

と、金貨銀貨間の相場形成が合理的に行われていることを前提に、背後に隠れているインプリ

シットな金銀価格を推計する。

以下、2節では推定の方法について式を交えて説明し、3節で用いたデータについて説明す
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る。4節で推計結果を示し、考察する。5節で明らかとなったポイントをまとめて結びとする。

2 推定の方法

貨幣素材金属価格をvj、通用貨幣価格をpiとする。第i貨幣の素材別の組成をaijとし、貨

幣重量wiを考慮すると、同一単位重量あたりの貨幣価格p・iを考えて、

pi・ wip
・
i・ wi・

n

j・1
aijvj

と表すことができる。具体的には、金貨は「両」（計数）、銀貨は匁（重量）、銅（地金）は百

斤（＝16000匁）あたりの、通用銀表示の相場である（したがって、銀貨の重量及び価格は1

となる）。組成については、当時の技術を前提に、金貨は微量の不純物を無視して規定組成と

したが、銀貨は銅以外に微量の金を意識的に残していたことを考慮し、後年の実測値を用いた。

金、銀、銅を第1、第2、第3素材、金貨銀貨を第1、第2貨幣として（素材銅は国内では

通貨ではないが、通用銀表示の相場を直接得ることで第3貨幣相当とする）、モデルは以下の

行列表現で表すことができる。

貨幣重量を対角線上に並べた行列を考えて、

W ・

w1 0 0

0 1 0

0 0 w3
・ ・

素材投入係数行列を

A・

a11 1・a11 0

a21 a22 1・・a21・a22・

0 0 1・ ・
素材価格ベクトルを

v・

v1

v2

v3
・ ・

貨幣価格（対通用銀交換率）ベクトルを

p・

p1

1

p3
・ ・

と置くと、貨幣価格pは、同一重量1匁あたりの貨幣価格ベクトルp・を媒介にして、

p・ Wp・・ WAv
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となる。ここで行列W,Aともに正則だから、上の式を解いて、

v・ A
・1
W

・1
p

となる。

3 データ

信頼しうる相場データが存在することを重視し、元禄金銀期から天保金銀期までを対象にし

た。結果的にいわゆる鎖国体制下、三貨制の成立から「両」建て取引優位（「事実上の金本位

制」）が成立した時期までとなる。

対象とする金銀は、取引対象となる金銀貨（判金と通用銀）がめまぐるしくかわる時期でな

く、安定したものである必要がある。金銀取引相場の年次は当該金銀の相場である事が明白で

ある年のもの、また対応する時期の銅価格については統一的相場が継続的に存在しているわけ

ではないため、若干の年次のズレがあっても、信頼できるデータを得られる年を選び、それを

元に妥当と思われる価格を推定した。

最後は1854（嘉永7）年であるが、この時期の金貨として、天保二朱金の発行額は天保小判

の約2倍であり、小商人の資金持ち運び手段として広く使用されていたことが知られている。

また、相場表は一両以下についても存在していたと言われているから5）、ここからの推定結果

も天保小判による結果とあわせて考える必要がある。

表1に対象とする金貨重量、金貨と銀貨の組成を一覧にして示した。

表2は、対象通貨と年次で区分された推定するケースの条件パラメータ等を示したものであ

る。金貨の重量及び組成、銀貨の組成、金貨相場を一両あたりの通用銀（匁）表示で表し、取

引年次を示す。棹銅の取引年次を知ることができる期間に制限がありずれることがあるので、

対応させながらそれを記し、銅100斤あたりの相場を通用銀（匁）で示してある。
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表1 対象とする貨幣の組成及び重量

注 1）棹銅取引は慣習的に100斤（＝16,000匁）あたりの通用銀重量で表されるので、w3は16000で
ある。

2）天保二朱判金の重量は8倍して1両分に直すと、3.5匁（元文、文政小判と同じ）である。
出所）甲賀（1930）、滝澤・西脇（編）（1999）をもとに筆者作成。



4 結果と考察

1匁あたりの素材価格の推定結果を表3に掲げた。

計算の基準年次は金貨銀貨取引の相場の年次である。

通用銀建て素材価格は、いわば金銀貨幣相場から理念的に想定される合理的な双替えを明ら
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表2 取引相場と年次

注 1）金相場は1704年のみ大阪、あとは江戸である。
2）明和期、寛政期の金銀は元文金銀であるので、貨幣重量・組成は元文期と同じである。
3）元禄期の棹銅価格は1701（元禄14）年1 2月大坂住友店頭売り渡し価格。（今井（2015）、120
ページ、表6）

4）享保期（長崎会所貿易時代）の棹銅価格は、輸出向け棹銅よりやや高いと考えられるが、直接
のデータを得ることができない。1719（享保4）年御用銅（秋田銅）価格111.443に1714（正
徳4）年の秋田産棹銅/荒銅価格比（＝134.1/109.5）を乗じた。（今井（2015）、133ページ、表
13および、147ページ、表2）

5）元文期（元文銅座時代）の棹銅価格は、直接のデータを得ることができない。1736（元文3）
年銅座買上（秋田銅）荒銅価格170.18（今井（2015）、223ページ）に1714（正徳4）年の秋
田産棹銅/荒銅価格比（＝134.1/109.5。注4）に同じ）を乗じた。

6）明和期に明和銅座が成立し、銅の全面的な集荷がはかられた。（御用銅は1750年以降156.52
で固定価格となった。）明和期の棹銅価格は1766（明和3）年銅座吹銅売り出し価格。（今井
（2015）、260ページ、表7）

7）寛政期の棹銅価格は1789（寛政元）年銅座吹銅売り出し価格。（注6と同じ表7より）
8）銅座売は1819年から入札に変更になった。文政期の棹銅価格は1826（文政9）年銅座地売吹
銅落札中値。（今井（2015）、261ページ、表9より算出）

9）天保金銀期の棹銅価格は1854（嘉永7＝安政元）年銅座地売吹銅落札中値。（注8と同じ表9
より同じ方法で算出）

出所）以下の資料に基づき筆者作成。
金貨量目及び品位は滝澤・西脇（編）（1999）、317319ページ。銀貨品位は甲賀（1930）による。
金相場は永原（編）（2001）、308 310ページを主とし、また村上・高橋（監修）（1986）、165
179ページを参考にした。
棹銅及び細工銅価格は今井（2015）による。

表3 一匁あたりの素材価格（通用銀建て）。金銀比、銀銅比および金銅比。

出所）推定結果をもとに筆者作成。



かにしたものである。（銅については純銅取引が存在するから、重量単位を統一した価格その

ものである）。

双替え表現は金地金については1匁あたりの通用銀、銀地金については10匁あたりの通用

銀で表現されるから、この表での1匁あたり通用銀建て価格から直接に求められる。つまり例

えば元禄期（1701年）の金は約16双1/4、銀は約15双、文政期（1826年）には金は31双弱、

銀はおよそ27双半である。

これは通用銀建てであるので、その価値の変化の影響を受ける。享保銀が最も銅の比率が小

さいから、価値が高く、その影響でおおむね素材価格が低い。反対に天保期は通用銀の価値が

低いため、素材価格は全般的に高く計算される。

この影響を除くため、金銀比価、銀銅比価、金銅比価を計算し、表3の下部に追加してい

る。

銀銅価格比、金銅価格比とも全体として低下しているから、銅価格は対金でも対銀でも傾向

的に上昇していることが分かる。

金銀価格比は、清に大量の洋銀が流入した最終期を除き、おおむね10.5から12.3前後で安

定している。当時の東洋経済圏での価格の反映であると考えられる。また世界的な動向を見て

も、大きくは乖離していなかった、というべきであろう。

西洋における金銀比価は、17世紀にはおおむね13程度という研究がある6）。1717年にイギ

リスが14.8の公定比率を制定したのは、実勢よりも金の価値を大きく定めたものであり、こ

れにより金貨は退蔵された。銀貨は優良なものは海外に流出する一方、国内で流通するものは

法定重量に満たず削り取られたものであった、といわれる7）。英米仏蘭など複本位制をとる西

洋諸国では、実勢と公定相場の乖離への対処に腐心することになり、徐々に銀貨を補助通貨化

することになるが、実際に金価格が全般的に大きく騰貴するのは新大陸のゴールドラッシュが

終焉を迎える19世紀後半以後である8）。

東洋においては中華経済圏が生産物の質・量ともに圧倒的な地位にあったこと、中国が銀本

位制であり、この銀が奇しくも世界通貨であって、元々金が安価であったところに、16世紀

後新大陸と日本から安価な銀が大量に供給されてきたことが、決定的に西洋とは異なっていた。

輸出品を持たない西洋は対東洋貿易では長らく輸入産物の入手が目的であって、そのために本

国から金銀を輸送し、これを通じて金銀比価の世界的平準化が進んだのである。

江戸期前期は16世紀以来の傾向を受けて国内の銀生産が盛んであり、国内の銀価格は下が

り、（オランダ植民地向けに金が輸出される一方で）対中国貿易では金を輸入して銀を輸出し

たとされている。ところがやがて銀の産出が少なくなり、銅の副産物として産出されるものが

ほとんどとなった。同時に金の産出及び在庫も払底したこととあわせて、国内貨幣素材として

銀は不可欠のものとなった。このため、明和期以降輸出振興が図られ、対蘭貿易で各種の輸出

品の対価に銀貨を求める事となった。これが金貨の補助貨幣たる金称呼定位銀貨の材料として
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用いられることとなったのは有名である。この頃大量に輸出できる商品は銅のみとなっており、

全体として減少していく国内生産高の中から半分を輸出に回すという構図は変わらなかった。

以上の銅の置かれた特殊な役割を念頭に表3を見ると、開国間際に、巷にある誤解ほどでは

ないにせよ、対金で見た銀価格が日本では国際的水準よりやや高いと評価されている事は確か

なのであるが、その原因についても、かつて言われていた技術的後進性によるものに加えて、

原因の一端は、幕府の管理下に国内銅生産の半分を集め、国内向け銅価格の3分の1近い水準

までのダンピングを行いながら輸出して入手した輸入銀の存在に求められるかもしれない。

5 結論

本稿では、江戸期の金貨、銀貨の取引相場と構成全素材の組成と価格から価額が決定される

ことを考慮して、素材金属の価格を推定した。推定結果を見ると、銅価格は顕著に上昇し、金

価格も後期の方が上昇する傾向にあるが、金銀価格比の絶対値では、国際水準と大きく乖離し

ていたわけではない。価格変動については世界的な動静とほぼ一致しており、相対価格の若干

の乖離はおおむね東洋経済圏の金安に引きずられたものと言う事ができる。

注

1）通常の複本位制は、悪貨となる本位通貨のみが実効本位貨幣であり、公定レートと市場レートの違い

によってこれが交代するので、複本位制と呼ばれるのであって、一地域、一時期をとれば事実上流通す

る本位貨幣は一つしかない。

これに対し、江戸期の通貨制度は、金貨、銀貨、銭の三貨がいずれも理論上は無限通用する。地域や

取引の種類によって支配的通貨が決まっているのである。そのため民間においてこれらの交換が必要と

なり、国内本位通貨間の両替相場が立つこととなる。

2）簡便法による例を示せば、欧米の金貨、銀貨は銅との合金であるので、これに含まれる金銀の純分量

と貨幣交換比で求める事になる。例えば、1834年から19世紀中は、米20ドル金貨は金0.96750トロイ

オンス（30.0926グラム）を含む。すなわち1ドルあたり0.048375トロイオンス（1.50463グラム）で

ある。米1ドル銀貨は銀0.77344トロイオンス（24.0566グラム）を含むから、この数字からは比価

15.988となる。複本位制をとっていた米国での公定比価16：1を反映したものである。

日本の場合は小判が金銀合金であるからやや計算が複雑になるが、同様に貴金属のみで計算すること

ができる。慶長金銀について記すと、小判の規定量目は4.76匁、金位84.3％あるいは86.8％、残りは

銀、慶長銀は規定品位80％である。公定相場は当初 1両＝通用銀50匁であったから、銀価格：金価格

を1:xとおけば、金位84.3％の場合、

4.76（0.843x＋0.157）＝50×0.8

の交換が行われることになり、ここから

x＝（50×0.8－4.76×0.157）／（4.76×0.843）

＝39.25268／4.01268

＝9.78216

となる。

同様に金位86.8％にして計算すれば、
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x＝（50×0.8－4.76×0.132）／（4.76×0.868）

＝39.37168／4.13158

＝9.52922

となる。

（小葉田淳（1976）、4ページには1:11.96とある。式が示されていないので、詳細は不明であるが、公

定相場の1両につき銀50匁という値は通用銀建てであり、銀品位が80％であることを無視していたも

のと思われる。）

これが公定比価となるが、市場相場では例えば1両＝60匁といった値が建つ（1694年大坂）。この場

合、

4.76（0.843x＋0.157）＝60×0.8

を解いて、

x＝（60×0.84.76×0.157）／（4.76×0.843）

＝11.7758

となる。

銅の価値を無視する簡便法によるものであるが、江戸初期には、市場での金銀比価はこれだけ公定比

価よりも金高銀安になっていたのである。

3）三上（2011）では、『幕末外国関係文書之二十四』75ページに記された、金3匁＝銀37匁との記述を

根拠に幕末開港前後の金銀比率をおよそ1対13とする（155ページ）。原資料が根拠とした所を筆者は

見いだしていないが、これは同時期の金の公定双替え相場を31双半とする、『幕末外国関係文書之二十

一』838 839ページの記述（102及び116ページ）、および、1854年の日米和親条約時の銀の公定双替

え相場26双との記録（127128ページ）とをあわせれば整合的である。

4）島田（2006）57 58ページ。ただし、江戸期についてこうした近代資本制的説明は全面的には妥当で

はない面があるように思われる。今井（2015）第3章が実証的に明らかにした事実を総合すれば、幕府

の買い入れ価格は、山元からの荒銅の仕入れ原価に加え棹銅までの適正な吹賃を補償する形で決めら

れたが、時期によっては市場価格に迫ることもあった（172ページ）。これに運送費梱包費など諸費用

がかかるがこれは幕府が負担し、幕府において低い水準に定める、対唐、対蘭売り渡し価格との差額

で出る損は幕府が負担する。この赤字差額となる償い銀は、いわば公儀の外交政策、通商政策を実施

するための費用と解釈できる。その源泉は直接的には間銀であるが、時期により会所貿易であるか仲間

を通じた統制によるものであるかの違いはあれ、独占的に販売する輸入品の輸入価格と国内価格の差、

など別の産品にかかる目的間接税とでも言いうるものだけでなく、一般財源とすべきものを長崎貿易

の費用に支出していたとも解釈できる。銅商人は対外貿易では計算上ほとんど利潤は出ないことになる

が、寡占的地位を保障される事を始め、なにがしかの見返しがあったものと思われる。また荒銅の仕入

れ先である山元にも低い価格の維持という形で負担が求められた。これらは国内仕向け銅をも同時に生

産し、より高額で販売することで調整されたと言いうるのであるが、一種の税の転嫁とも言いうるので

ある。

5）東野（1997）、159161ページ。

6）鈴木（2004）、59ページ（原典はGaastra（1983）,pp.470 471,Table2.）によれば、アムステルダ

ムにおける金銀比価は1600 04年で1:11.21、1645 59年に1:13.93まで金高となった後、1685 1749年

には1:13.02となっている。

7）三上（1996）243ページ。

8）Shaw（1896）p.159の表と、本研究の結果とを比較したのが次表である。
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ここでハンブルク市場についてはほぼ同時期のアムステルダム市場に比べても金高であるように思わ

れるが、この時期のイギリスの金銀比価実勢がハンブルクより金安であった事実と合わせて、ヨーロッ

パには金鉱山がほとんどなく、ローカルな影響が国際都市アムステルダムに比べて強かった可能性が高

い。

このあと19世紀後半のロンドンの金銀比価を記すと、1874年に16.17、1879年に18.39、1885年に

19.39、1892年に23.72、1893年に26.49となっており、19世紀最後の4半世紀で急激な金高が進んで

いる。
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金銀比価の日欧比較

注 1）1954（a）は金貨として天保二朱金を用いた場合、1954（b）は天保小判を用いた
場合である。

2）ヨーロッパについては、Shaw（1896）,pp.157159によるが、1832年以前はハ
ンブルク市場、1833年以後はロンドン市場の相場による。

出所）本稿表3及びShaw（1896）より筆者作成。
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Coinage Metal Bullion Prices in the Edo Period as

Estimated from the Compositions of Gold and

Silver Coins and the Exchange Rate in Market

Teruaki Fujii

Summary

There is no accurate way of knowing the prices of gold and silver bullion in

the Edo period, as these prices were subject to bakufu（shogunate）regulation.

However, it is possible to estimate bullion prices from the compositions of stand-

ard coins and data of the exchange rate in market, since currency transactions

were conducted in exchange market under the Tokugawa coinage system as a

unique triple monetary standard system. Gold coins were made of an alloy of

gold and silver, while silver coins contained significant amounts of copper.

Unlike gold and silver, copper bullion were on the market, and its price can be

verified from the record. This enables us to estimate the prices of gold, silver,

and copper bullion, also taking into consideration the market prices, i.e. ex-

change rate of gold and silver coins.

The currency exchange ratio, which considers the value of all the materials, is

determined by coin weight, material input coefficient, and bullion price. Solving

this equation in reverse, we sought the bullion price.

The results reveal a significant upward trend in the copper price, as well as a

moderate upward trend in gold. The absolute values for gold and silver parity,

however, did not diverge much from the international standard.
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