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はじめに
日本統計研究所編『日本統計発達史』（以下、『発達史』）は、明治 16 年農商務通信規則の制定
を「日本の生産統計整備の過程」が「新しい段階に入った」画期〔『発達史』 59 頁〕としている。この
ような統計史における評価について同書はその根拠を、農商務通信規則による報告徴集が「素朴
な農産表時代から一歩をすすめ、たんなる生産高以外に農工商の基本的事項をつかむことに注
意を向けている点」、すなわち、「農業では生産条件としての作付反別または自小作別耕地をしら
べ、工業では、工場･生産設備･職工数･賃金など、生産手段と労働力にかんする調査事項を新た
に加えた」〔『発達史』 59 頁〕ことに求めている。
また、わが国の統計発達史を政府統計体系の形成過程並びに政府統計の近代化過程という視
点から鳥瞰した『統計日本経済』で鮫島龍行は、維新当初、税制改革を契機に開始される物産表
(農産表)、物価表では生産高と相場の把握が主たる目的とされ経済活動を産業という視点で捉え
ようとする意識が希薄であった中で、「明治草創期の生産活動にかんする調査を統合し、調査事項、
すなわち当時の「通信事項」を「工業」「商事」「農業」にわけて体系づけている点で、明治 16 年の
「農商務通信規則」をわが国産業統計の体系化の第一歩を印したもの」〔相原･鮫島 52-53 頁〕と評
価している。
さらに彼はこの間の物産調査が表式調査として実施されてきた点に注目し、「農商務通信規則」
による報告徴集が「維新以来の伝来的な数字的報告形式の拡大延長のひとつの頂点を形成」す
るものであり、明治 16 年の「通信規則」から 27 年農商務省訓令第 17 号による「農商務統計報告
規定」の制定にいたる 10 年間を「前近代的統計情報収集方式としての表式調査体系の完成期」
〔相原･鮫島 54 頁〕にあたるとする。
筆者は個票調査によって得られる調査票情報の情報特性の解明という問題意識から、個票調
査とは対極にある表式調査の史的展開、なかでも鮫島が「表式調査体系の完成期」の開始時点と
終了時点として表式調査の絶頂期というひとつの時代を画する契機として捉えている明治 16 年農
商務通信規則と 27 年農商務統計報告規定にも少なからず関心を寄せてきた。特に明治 27 年の
「農商務統計報告規定」による「会社票」･「工場票」という個票の導入が「前近代的統計情報収集
方式としての表式調査体系の完成期」を終焉させ政府の生産統計がその新たな近代化過程を歩
むことになったとする彼の指摘には、調査個票情報の統計情報論的な意味を考察する上での多く
の示唆的内容が含まれているように思われる。筆者がこの間進めてきた一連の検討作業の中です
でにそれに関連すると思われるいくつかの知見が得られている。なお、個票情報論の観点からの
「農商務統計報告規定」による個票導入の評価については、この間の検討結果も踏まえ稿を改め
て論じることにしたい。
他方で、『発達史』が日本の生産統計整備における新たな段階として、また鮫島が産業統計の
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体系化の第一歩であり表式調査の絶頂期の開始時点を飾るものという史的位置づけが与えられて
いる明治 16 年農商務通信規則については、改めて筆者なりの検証を試みるべく、この間『発達史』
がわが国生産統計の「幼年期」としている「通信規則」制定に先立つ生産統計の前史〔森 2020a〕、
「通信規則」の先行規定である明治 10 年内務省達乙第 72 号さらには内務省勧農局による「府県
通信仮規則」との比較〔森 2020b〕を行ってきた。また、「「通信事項」を「工業」「商事」「農業」にわ
けて体系づけている」〔相原・鮫島 52-53 頁〕「農商務通信規則」による報告徴集の特徴を報告様
式体系さらには調査事項なども踏まえて明らかにするための作業の一環として、前稿〔森 2020c〕
では工業通信事項を取り上げ、同規則に基づいて報告徴集業務のために佐賀県が作成したとさ
れる『工業通信事項及附録様式』（明治 17 年佐賀縣達乙第 91 号）所収の「工業通信事項」と「附
録表式」を資料として考察を行った。
「農商務通信規則」の先行規定とされる明治 10 年内務省達乙第 72 号に至るそれまでの物産調
査では、いずれも産品を指定し各品目について年間の産高の報告を求める画一的な報告様式と
なっていた。これに対して、「農商務通信規則」による報告徴集では、「工場」「品目」「職工」の各様
式群を構成する形で報告様式が体系化され、生産高という生産活動の結果面だけでなくその遂行
の場である工場の実態を示す資本、生産設備、労働力（規模、賃金、労働時間）等、さらには生産
の担い手としての職工の職種別人数や熟練度別賃金など生産をその生産過程との関連で捉えて
いる点などがそこでの考察から明らかになった。
本稿は〔森 2020c〕の継続作業にあたるもので、「農商務通信規則」がその把握を目的としている
「農商工山林ニ關スル事件」のうち「商事（商務）」（以下、商務）に関する通信事項が持つ特徴につ
いて考察する。
「商務」についても「工業」と同様に、明治 16 年農商務省達第 21 号の但し書きの「本文ニ關スル
通信事項ハ更ニ主務局ヨリ通牒スヘシ」という記述を受けた公的文書の存在は現在確認されてい
ない。そのため農林統計関係の法令等の記録文書を収録した『明治 2 年以降農林省統計關係法
規輯録』（以下、『輯録』）には、「工業」と同じく佐賀県が県下での物産調査の実施に際して明治
17 年に作成したと考えられる『商事通信事項及附録様式』（明治 17 年 7 月 10 日佐賀縣達乙第
119 号）が所収されている。なお、佐賀県達乙第 119 号の但し書きは、「客年（明治 16 年－引用者）
十二月勸第七十二號達ハ消滅候儀ト心得ヘシ」〔『輯録』115 頁〕と記している。この勸第 72 号は
同年 12 月の「農商務通信規則」の制定を受けた県からの通牒と推察されるが、それと『輯録』が所
収している『商事通信事項及附録様式』との異同については不明である。
以下、本稿では『輯録』に所収されている『商事通信事項及附録様式』による「商務通信事項」と
「商務通信統計様式凡例」を検討資料として、「商務通信事項」に係る報告徴集の特徴を検討して
みたい。
１．商務通信事項の体系
（１）商務通信事項と商務通信統計様式
佐賀県が作成した『商事通信事項及附録様式』に所収されている「商務通信事項」には、商務に
関する 11 の項からなる報告徴集分野、すなわち第 1 項「（港灣河岸場）輸出入商品船舶」、第 2
項「都邑商品ノ聚散」、第 3 項「都邑物價」、第 4 項「外國貿易品相庭並在高」、第 5 項「常用品相
庭」、第 6 項「諸會社」、第 7 項「商人營業區別」、第 8 項「諸市場」、第 9 項「商家傭人給料」、第
10 項「商用地圖」、第 11 項「商況報告」が取り上げられ、それぞれについて所定の「様式及凡例ニ
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由リ報道スヘシ」と指示されている〔『輯覧』 116 頁〕。
表１は「商務通信事項」の各項が商務通信事項としている 11 の通信分野と当該分野の通信事
項の報告徴集に用いられる報告様式名等を一覧整理したものである。
表１

「商務通信事項」における商務通信分野と報告様式

商務通信分野

報告様式
第1表

商品輸出入表

第2表

港灣及河岸場船舶出入表

第1項

港灣河岸場輸出入商品船舶

第2項

都邑商品ノ聚散

第3表

商品聚散

第3項

都邑物價

第4表

都邑物價表

第5表

外國貿易品相庭

第6表

常用品相庭

第7表

諸會社

第8表

諸會社（一己人營業）

第9表

貯金會社

第10表

水運會社

第4項

外國貿易品相庭並在高

第5項

常用品相庭

（

統
計
様
式

第6項

諸會社

）

表
式

第7項

商人營業區別

第11表

陸運會社

第12表

商人營業區別

第8項

諸市場

第13表

諸市場

第9項

商家傭人給料

第14表

商家傭人給料

第15表

商人録

第16表

水運賃銭表、陸運賃銭表

第10項 商用地圖
第11項 商況報告
〔出所〕

記
述
様
式

何所商況
何處金融ノ景況

〔『輯覧』 116-138頁〕より作成

表中の太実線によって区分したように、商務通信事項はそれぞれ通信事項として徴集される情
報の種類によって二種類の性格を異にする報告群に大別される。その 1 は太実線の上段部分の
第 1 項から第 9 項に該当する通信事項で、商務統計作成を目的とした数値情報（統計原情報）の
報告を求めるものである。そのため、第 1 表から第 14 表の各報告様式は、各様式に設けられた記
載欄に属性事項（調査項目）に関する地域（郡・区）集計値を書き込む表式として設計されている。
これに対して太実線の下段部の第 10 項と第 11 項の商務通信事項に関わる報告徴集は、統計
作成を目的としたものではなく、基本的に文書記述形式での報告を求めるものである。表１にも掲
げたように、第 10 項「商用地圖」についての報告様式である第 16 表「水運賃銭表」、「陸運賃銭
表」、また第 11 項「商況報告」にも「何處金融ノ景況」のように水運･陸運の季節別の運賃や年利、
日歩といった数値による報告を求める様式も一部含まれる。しかし、これらの報告様式に記載され
る数値はあくまでも運賃や金利といった記述的性格のものであり、それらを集計処理することで統
計結果表を得るという統計原情報には該当しない。これらも含め第 10 項「商用地圖材料」では地
域の地誌的情報や陸上・水上輸送のインフラ情報、また第 11 項「商況報告」でも地域産品の価格
や生産に関わる気象条件等の状況に関するそれぞれ記述形式での報告がその中心となってい
る。
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以上のことから本稿では、通信事項として報告される情報の性格の相違に注目し、第 1～9 項ま
での統計原情報の獲得を目的とした表式様式による数値情報の収集に関わる報告事項を「商務
統計通信事項」、また第 10-11 項に該当する記述様式等による文書情報に係る報告を「商務記述
通信事項」とそれぞれ呼ぶことにする。
（２）商務統計通信事項
「商務統計通信事項」は、物資の取引、流通並びに関連する経済活動について、①物流、②物
価、③会社とその事業形態、④市場、⑤商業従事者の給与を商事分野として、各分野に通信事項
を定め定期的に統計原情報としての数値情報の収集を行なうものとしている。以下に各分野の通
信事項並びにそこでの統計原情報の獲得に用いる報告様式を見ておく。
（ⅰ）物流
物流に関しては第 1 項と第 2 項がそれを商務通信事項と規定している。
このうち第 1 項「港灣河岸場輸出入商品船舶」は、指定港湾における指定物資の搬入・搬出移
動と船舶の入出航状況の把握を通信事項としたものである。前者については第 1 表「商品輸出入
表」が、指定港湾･河岸場における指定品目についての船舶を用いた物資の搬出入状況を搬出
（「輸出」）、搬入（「輸入」）量として把握している。一方、同項の第 2 表「港湾及河岸場船舶出入表」
は、指定港湾･河岸場を対象に物資輸送手段としての船舶の入出港状況の把握を行うための報告
様式である。
また、第 2 項「都邑商品ノ聚散」は、町村（「都邑」）のうち「仲間組合」あるいは「問屋倉所」等の
資料による把握が可能な地域について、第 1 項第 1 表に掲げた諸品目についての月間生産高、
移出入高、消費高、月末の在庫高（「月末在高」）に関する数値情報と主要取引地域（「仕出元」、
「仕向先」）に関する報告徴集を行うものである。そこでは、第 3 表「商品聚散」がその報告様式とし
て用いられる。なお、後年の明治 27 年農商務統計報告規定による報告徴集に関して同年 3 月の
農総務省訓令第 14 号＜別冊＞の「農商務統計様式改正要旨」は、「農工及水産ノ部ニ比シ調査
ノ事項極メテ僅少ナルハ凡ソ商事ニ關スル事實ハ商法會議所取引所等ヲシテ直接ニ本省ヘ調査
報告セシムルモノ多キヲ以テナリ」〔『輯覧』 333 頁〕と述べている。このことからも、主管部局である
商務部では物産調査の他にも独自の業務報告徴集経路を有していたことがわかる。
（ⅱ）物価
「農商務通信規則」の第 3 項「都邑物價」、第 4 項「外國貿易品相庭並在高」、第 5 項「常用品
相庭」で「物價」ないしは「相庭」と表記されているのは実際には品目価格であり、卸・小売品や貿
易品についての価格情報が「物價」あるいは「相庭（相場）」として採取されている。
このうち第 3 項で通信事項とされている「都邑物價」については、第 4 表「都邑物價表」が 29 の
指定品目について単位数量あたりの採取価格から月間の最高価格、最低価格、平均価格の報告
を求めている。また、第 4 項の通信事項「外國貿易品相庭並在高」については、第 5 表「外國貿易
品相庭」の報告様式が、指定貿易品の採取価格について月間の最高価格、最低価格、平均価格、
それに「月末在高」として月末現在の在庫情報を徴集している。さいごに第 5 項の報告様式である
第 6 表「常用品相庭」は、「常用品」として指定した 38 品目について各町村で毎月採取する価格情
報の中からそれぞれ最高価格と最低価格を報告するものである。なお「商務通信統計様式凡例」
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によれば、第 4 表の場合には「卸相庭」、また第 6 表では「小賣相庭」とされており、それぞれ採取
の対象となるのは第 4 表の場合は卸売価格、また第 6 表では小売価格である〔『輯覧』122、126
頁〕。
（ⅲ）会社とその事業形態
「農商務通信規則」は商務通信事項の第 6 項と第 7 項で商務事業の主体である会社等（会社、
組合、会所、銀行等）について、二つの側面から会社情報に関する報告徴集を行っている。
このうち第 6 項「諸會社」は会社それ自体の各種属性を通信事項として把握するものである。表１
にも示したように第 6 項「諸會社」は第 7 表から第 11 表までの五つの報告様式から構成されるが、
これらのうち第 7･8 表と第 9･10･11 表とはそれぞれ性格の異なる報告様式となっている。
このうち第 7 表と第 8 表は「農商工業ノ別ナク」「米商會所、株式取引所、國立銀行」を除く全て
の会社等を把握の対象とするもので、共同出資の会社等については第 7 表「諸會社」様式、また単
独出資の会社については第 8 表「諸會社（一己人營行）」の報告様式によって、それぞれ会社等の
基本属性、資産･負債、利益状況等に関する報告徴集を行うものである。これに対して第 9･10･11
表の三つの報告様式は、いずれも業種別の会社表に相当するものであり、商業に比較的関係の
深いと考えられる金融業と運送業について、第 9 表「貯金會社」、第 10 表「水運會社」、第 11 表
「陸運會社」の各報告様式によってそれぞれの業種の会社の営業状況に関する情報収集が行わ
れる。
このように「商務通信事項」では、第 7 表から第 11 表は商務通信事項第 6 項「諸會社」として一
括されているが、実際には第 7･8 表と第 9･10･11 表とは相互にその把握の次元を異にしている。
なぜなら、前者については第 7 表と第 8 表とが相互に背反な形でほぼ全ての会社等を把握の対象
としているのに対して後者に属する「貯金會社」、「水運會社」、「陸運會社」は前者とは重層の関係
にあるからである。すなわち、第 9･10･11 表に該当する会社等については、第 7 表ないしは第 8
表様式によっても把握される。
第 6 項「諸會社」は商務通信事項の一分野とされているにもかかわらず商業に従事する会社は、
第 7 表と第 8 表とが「農商工業ノ別ナク」事実上全業種をその把握対象としている限りであくまでも
一つの会社として取り上げられているに過ぎない。
これに対して第 7 項「商人營業區別」は、商業を営む会社だけを対象に、専業・兼業面での業態
情報を通信事項として把握するものである。これについては第 12 表「商人營業區別」が、単独事
業としての商業、商業内での兼業、商業と異業種との兼業に関する情報徴集を行う報告様式とな
っている。
（ⅳ）市場
第 8 項「諸市場」は定期、不定期を問わず地域において交易の場として開催される市場情報を
通信事項としてその報告徴集を行うものである。これについては第 13 表「諸市場」の報告様式が各
地で開催される市場の開催情報並びに取引額の把握を行っている。
（ⅴ）商業従事者の給与
「商務通信事項」の第 9 項も第 7 項「商人營業區別」と同様に商業を営む会社（商家）を報告対
象としたものである。第 9 項「商家傭人給料」は、商業従事者の給与額を通信事項としている。当時
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の商家では住み込みという雇用形態が多くみられることから食事の賄いや業務用衣料等が現物支
給（「仕着」）のケースも少なくない。その有無は給与支給額にも影響しうることから、第 14 表「商家
傭人給料」は様々な支給パターンを想定して設計された報告様式によって支給実態の把握を行っ
ている。
（３）商務記述通信事項
『商事通信事項及附録様式』が所収している「商務通信統計様式凡例」は、第 10 項「商用地圖
材料」の報告事項についての記述とともに「水運賃銭表」と「陸運賃銭表」を、また第 11 項「商況報
告」では「何處金融ノ景況」としてそれぞれ行先地別の旅客・貨物運賃や金利･利回りといった数値
による報告様式を掲げている。ただし、これらは数値という情報形式こそとっているものの、上述の
商務統計通信事項のように獲得した情報を集計し統計として編集することを目的とする統計原情
報とはその性質を異にする。それらの数値は決して集計されることもまた平均値等が算出されること
もない記述的数値情報とでも言えるものである。以下の第 10 項「商用地圖材料」と第 11 項「商況
報告」として規定された通信事項は、このような記述的数値情報も含め、その記述（テキスト）的性
格をその情報面での特徴とする。
（ⅰ）商用地圖材料
「商務通信統計様式凡例」によれば、第 10 項「商用地圖材料」は、地域の基礎的地誌情報、道
路･港湾･航路の交通基盤情報、それに地域の有力商人の人名録や店舗情報等をその通信事項
として掲いる。このうち地域の商人・店舗情報に関しては、「商人録」という報告様式によって域内
（「都邑」）で商業事業を営む商人のうち特に「重ナル商人」について、その「業體」「屋號荷印ノ類」
「姓名」「見世所在ノ町番地」といういずれもテキスト情報の収集を行っている。また水運・陸運に関
しては、次節の（２）（ⅰ）で改めて詳述するように、道路、物産、港湾河岸場、航路について具体的
な報告項目を規定するとともに、「水運賃銭表」、「陸運賃銭表」という報告様式によって当該地域
から主要目的地間の交通手段･品目別の輸送運賃等についての情報徴集を行っている。
（ⅱ）商況報告
第 11 項「商況報告」は、41 の農林漁業、鉱工業産品について代表的な生産地あるいは取引地
を指定し、価格（「相庭」）、産出高、仕向先や仕出元等に関するテキスト形式での報告を求めるも
のである。なお、この他に「商況報告」では金融商品や動産、不動産等の利率や利回りも通信事項
とされている。これらについては、特に府県内の「樞要ノ地」を指定し、「金融ノ景況」という報告様
式によって金利等の数値による報告とともに当該地域における「金融ノ繁閑利息昂低」の原因につ
いての文書による報告を求めている。
２．商務通信統計様式と統計通信属性項目
「商務通信統計様式凡例」はその冒頭部分で通信事項全体に共通する記載留意事項を 4 点に
わたって記述し、個々の報告様式に関する記載要領についてはそれぞれの箇所に掲げている。
「商務通信統計様式凡例」の冒頭に掲げた共通事項のうちの項番 1 は、統計の比較可能性の
要件を充足させるために調査法、品目、数称を変更する際に報告様式へのその理由に関する付
記を求めたものである。また、項番 2 は、統計の集計並びに比較可能性の見地から報告者側に品
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目の計量単位についての情報提供を求めたものである。計量に関する慣行が地域によって異なる
場合、同一の数称であっても実際の数量が地方間で異なるというケースがありうる。そのような場合
にも報告数値間の比較可能性を担保するために、項番 2 では「斤、俵、個、束、反」といった具体
的な計量単位名を挙げ、報告様式への記載に際して「正味ノ數量」の併記を求めている。項番 3
は、報告様式への記載内容の中で特に解説を必要とするもの、さらには前年の数値から顕著な変
動が見られる場合にその実況を報告様式に付記するよう要請したものである。さいごに項番 4 は報
告期限を規定したもので、報告様式に特に期限が明記されていない場合、いずれも月次で取りま
とめを行い翌月 5 日までに報告することを記したものである。
以下、第 1～9 項の「統計報告事項」と第 10･11 項の「記述報告事項」について、「商務通信統
計様式凡例」並びに各報告様式中に示されている記載属性項目等に基づいて商務統計通信事
項の内容とその特徴を具体的に考察する。
（１）商務統計通信事項
（ⅰ）第 1 項「港灣河岸場輸出入商品船舶」
商務統計通信事項の第 1 項「港灣河岸場輸出入商品船舶」については、その報告様式として第
1 表「商品輸出入表」と第 2 表「港湾及河岸場船舶出入表」の二種類の様式が設けられている。こ
れからも分かるように、第 1 項の通信事項は「港灣河岸場」を対象地域とした「輸出入商品」と「船舶」
を内容とするもので、港湾河岸を指定し、そこでの船舶による輸送量･金額と入出港船舶に関する
報告徴集を行うものである。
このうち第 1 表「商品輸出入表」では、米、大麥、小麥、大豆、小豆、食鹽、醤油、味醂、酢、淸
酒、茶、白砂糖（和産・洋産）、赤砂糖（和産・洋産）、鰹節、葉烟草、刻烟草、呉服、太物、麻布、
洋反物（生金巾･晒金巾･染金巾･綿繻子･羅紗･縮緬呉呂･絹呉呂・毛繻子）、生糸、屑糸、木綿糸
（和産･洋産）、繰綿（和産･洋産）、麻苧、藍玉、材木（檜･杉･松･杉板･松板･杉丸太･松丸太）、瓦、
丁銅、荒銅、熟鐵（和産･洋産）、鐵塊（和産･洋産）、鐵釘（和産･洋産）、疊表、水油、石炭油、薪、
炭、石炭、紙（和産･洋産）、肥物（干鰮･搾滓･鯡肥物類･種粕）、糠の 43 品目について、それぞれ
港湾を経由する搬入、搬出の数量並びに金額、それに国内仕向先、仕出元港湾等の報告を求め
ている。
なお、第 1 項に関する記入凡例によれば、佐賀県では佐賀郡諸富河岸、唐津湾、呼子港、伊万
里湾の四つの港湾･河岸場を報告対象として指定している。また、普通商品として指定された上記
43 品目については全国比較の必要からその多寡にかかわらず記載を義務づけているが、特にそ
れぞれの地域において貨物取扱量が多い品目については記載欄の余白部への追加記載という
形でその報告を求めている。さらに品目名に関しては、米には糯米と陸米を、大麥には裸麥を、赤
砂糖には黒砂糖を、鐵塊には砂鐵をそれぞれ含め、熟鐵は板棹細鐵類の総称とするとしている
〔『輯覧』116-117 頁〕。
第 2 表「港湾及河岸場船舶出入表」は船舶の指定港湾における月間出入船状況についての報
告様式である。具体的には蒸気船、西洋形帆船、日本型船の船種並びに積載量（噸、石）別に各
指定港湾･河岸の入港出向船の月別隻数、噸(石)数が記載属性項目とされている。
（ⅱ）第 2 項「都邑商品ノ聚散」
統計通信事項の第 2 項「都邑商品ノ聚散」の報告様式である第 3 表「商品聚散」は、第 1 表に普
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通商品として掲げた 43 の各品目に関して、各地方における地場生産物（「土地産」）と他地域から
の搬入物（「輸入品」）に分け、それぞれ土地消費高、他地への搬出高（「輸出高」）、在庫（「月末
在高」）を主な搬入元（「輸入仕出元」）と搬出先（「輸出仕向先」）の名称とともに報告を求めるもの
である。ただし、これは県内の全ての町村（「都邑」）における指定商品の荷動きの総体を把握する
ものではない。なぜなら、「商務通信統計様式凡例」によれば、調査は当分の間「仲間組合」や「問
屋倉所」を通じるなど簡易な把握が可能な地域あるいは商品に限定して実施するものとしているか
らである〔『輯覧』 120-121 頁〕。
（ⅲ）第 3 項「都邑物價」
第 3 項「都邑物價」における通信事項は、戸数約 1000 以上の町村を対象地域として、それぞれ
の地域における指定品目についての卸売価格をその内容とする。そのための報告様式である第 4
表「都邑物價表」は、次の諸品目を対象品目として指定し各地の相場（「相庭」）情報を得るための
様式である。そこでの価格採取の対象品目となっているのが、米、大麥、小麥、大豆、小豆、食鹽、
醤油、淸酒、茶、白砂糖、黒砂糖、鰹節、木綿、葉烟草、綿糸、金巾、繰綿、裏地花色絹、麻苧、
藍玉、材木、水油、石油、石炭、木炭、薪、美濃紙十帖、半紙十帖、肥料の 29 品目である。なお、
米については上･中･下の各等級、白砂糖、黒砂糖、綿糸、繰綿の４品目については和産と洋産、
木綿は生木綿と晒木綿、金巾は何斤物生金巾と何斤物晒金巾、材木は四分杉板と松六ト板、肥
料は干鰯と種粕にそれぞれ品目が区分されている。対象品目として指定された 29 品目（39 種目）
については、月間最高価格（「最昂」）、最低価格、それに平均価格が報告様式での記載属性項目
となっている。なお、上･中･下の等級別に価格採取を行う米を除き他の諸品目については、いず
れも「上品ノ卸相庭」を調査するものとしている。さらに、指定 29 品目以外にそれぞれの地域にお
いて「殊ニ取引多キモノ」が存在する場合にはそれに関する卸売価格情報の報告を求めている。
「商務通信統計様式凡例」はまた、第 4 表に記載する価格の採取方法に関して、「同種ノ商品」
を「建物ヲ定メ置キ常ニ相庭ヲ取ル」とその具体的な調査方法を指示している。しかし、実際に価格
採取を行う銘柄に関しては、単に「其名稱（例ヘハ米ナレハ肥後米又食鹽ナレハ本齊(1)ノ如シ）ヲ
注記スルヲ要ス」と指示するにとどまり、具体的な銘柄を指定するまでは至っていない。このように、
第 3 項「都邑物價」に関する通信事項は、報告様式によって徴集された価格の地域的、時系列的
比較という観点からは課題を残している〔『輯覧』121-122 頁〕。
（ⅳ）第 4 項「外國貿易品相庭並在高」
統計通信事項の第 4 項「外國貿易品相庭並在高」については、第 5 表「外國貿易品相庭並」
が主要輸出品目（「外国貿易品ノ重ナルモノ」）として指定した 28 品目について、月間の最高価格
と最低価格、平均価格、それに月末時点での在庫量（「月末在高」）を記載属性項目として報告徴
集を行っている。具体的に佐賀県が外国貿易輸出品の価格採取対象品目として指定しているの
は、生糸、繭、屑物、綿糸（和産）、綿糸（洋産）、生金巾、晒金巾、雲齋、縮緬呉呂、葉烟草、茶、
椎茸、昆布、鯣、乾鮑、煎海鼠、人參、寒天、白砂糖、赤砂糖、丁銅、鑛銅、鐵（和産）、鐵(洋産)、
蜜蠟、木蠟、樟腦の諸品目である。このうちの生糸や屑物、綿糸（和産、洋産）、染金巾、縮緬呉呂
については報告様式の雛形に製法、材質、製品種別等による銘柄が事前に指定されているが、他
(1)

阿波国撫養塩田産の塩で、本齊塩として当時は他地域産の塩とは区別されていた。
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の諸品目については報告者側で価格採取銘柄を適宜記載して調査結果を報告するといった報告
様式の設計となっている。なお、これらの輸出品目の価格調査について佐賀県は伊万里市街のみ
を対象地域として指定しており、価格情報の採取方法については第 3 項「都邑物價」のそれに準じ
るとしている。また、全国共通の調査対象品目として指定されたこれら 28 品目以外にもその地域に
おいて貿易品として特に取引高の大きい品目については追加的に報告を求めている〔『輯覧』
124 頁〕。
このように、輸出品目についても第 3 項「都邑物價」の場合と同じように具体的な銘柄の選定は価
格採取者の裁量に依存する部分が大きく、各府県から上申される結果数字もその比較可能性に
は少なからず問題を持っていた。その結果、獲得された価格資料は自ずと各地域の事例報告的
性格を持つものであった。
（ⅴ）第 5 項「常用品相庭」
第 5 項「常用品相庭」は、第 3 項「都邑物價」と同様に戸数約 1000 以上の町村を対象地域とし
て第 6 表「常用品相庭」によって「常用品」価格に関する報告徴集を行うものである。ここで「常用品」
として調査対象とされているのは、米（白米）、糯（白）、大麥(春)、小麥、大豆、小豆、粟、黍、饂飩
粉、蕎麥、食鹽、醤油、味噌、酢、淸酒、茶、白砂糖、黒砂糖、鰹節、鶏卵、刻烟草、木綿、打綿、
金巾、裏地花色金巾、縮緬呉呂、毛繻、木綿裏地、麻苧、水油、石油、蠟燭十匁掛、薪（堅木）、
炭（堅炭）、半紙、屑紙、手拭の 38 品目である。このうち米については上･中･下の等級別に、砂糖
は和産と洋産、木綿と金巾は生･晒、縮緬呉呂は無地･模様染がそれぞれ区別されており、全体で
44 の種目に関して価格が採取される。また「商務通信統計様式凡例」は、これら 38 品目以外にも
その地域で特に常用されている品目については報告様式への記載も可としている〔『輯覧』 126
頁〕。
なお、米以外の品目については等級の区別は行われていないが、いずれも中等品の小売価格
（「小賣相庭」）の最高、最低価格を報告するものとしている。また、小売価格は商店毎に異なること
から、報告様式への記載価格の決定にあたっては、「毎月十五日若シクハ其前後ノ日ニ當リ同商
家兩三軒以上ノ賣直ヲ調査シ其最高ト最低トヲ掲」げるように指示している。
（ⅵ）第 6 項「諸會社」
「商務通信統計様式凡例」は、「米商會所、株式取引所、國立銀行」を除く「會社、組合、會所、
銀行等」を「諸會社」として、第 7 表「諸會社」、第 8 表第 8 表「諸會社」（一己人營業）、第 9 表「貯
金會社」、第 10 表「水運會社」、第 11 表「陸運會社」の五つの報告様式を用いて第 6 項「諸會社」
の通信事項に関する報告徴集を行っている。なお、これらの報告徴集はいずれも年次ベースによ
るものであり、各様式への記載（「調製」）を毎年 12 月現在で行い、翌年 1 月を期限として報告を求
めるものとなっている。
第 7～11 表の各報告様式で報告の対象となる諸会社の範囲と記載属性項目については、「商
務通信統計様式凡例」の項番第廿三～廿六がそれぞれ規定している。
このうちの第 7 表「諸會社」と第 8 表「諸會社」（一己人營業）は、経営組織によって 2 人以上の
共同経営と個人経営によるものとに区分し、通信事項についての報告徴集を行うものである。
まず、項番第廿三は第 7 表「諸會社」に関するそれらを規定したもので、2 人以上の拠出資金に
よる諸会社に関して、その名称（「會社名稱」）の他次のような記載属性項目に関する報告を徴集
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する様式となっている。すなわち、營業ノ種類、所在地、創業年月、支店（所在地）、資本金、株數、
株主組合人員、負債（資本金拂込高、準備金立金、借用金、其他支拂フヘキ負債）、資産（所有ノ
地所家屋公債證書實價、貸附金、現在貨物其他収入スヘキモノヽ實價、金銭在高）、利益金、利
益金内譯（準備債立金、株主組合割賦金、役員賞與其他、翌年繰越、前半季株主組合割賦金）
がそれである。なお、資産と負債は「後半季ノ總勘定」によるものを記載するものとしている〔『輯覧』
128 頁〕。
また、項番第廿四は、個人の資金により営業（「一己人營業」）を行っている諸会社を対象とした
もので、報告様式の第 8 表「諸會社」（一己人營業）に従って報告を求めている。個人営業の諸会
社についての報告様式である第 8 表には株數と株主組合人員の記載欄はないものの、それ以外
の属性項目については第 7 表のそれに準じたものとなっている。
一方、第 9･10･11 表はいずれも個別産業の会社事項に関する報告徴集様式となっている。そこ
では「貯金會社」、「水運會社」、「水運會社」という金融業と運送業という商業活動の周辺分野を形
成する産業に属する諸会社について様々な記載属性項目についての報告徴集を行っている。
このうちまず金融業（「貯金會社」）に関しては項番第廿五が、第 9 表「貯金會社」によって貯蓄
預リ金會社、組合、商會、さらには個人資金による場合にも會社、組合、商會等、さらには私立銀
行や貯金預所を対象として、年末現在での報告を求めている。そこに示されている報告様式雛形
によれば、各会社について、會社名稱とともに、所在地、本年中預リ高（一割五分以上利付、一割
五分未満一割以上利付、一割以下利付）、前年繰越高、元金拂渡高、利息拂渡高、差引残預高
（年末）、差引残高ニ對スル利息、預ケ人人員（本年、前年繰越、拂戻、残）、會社所有ノ金銭證券
(年末：保證預ケ金公債證書（實價）、公債證書（實價）、貸付金、金銭在高）、利息元金結込期月、
一ト口預リ金ノ制限が記載属性項目として設定されている。なお、同項番は報告様式への記載に
ついて「･･･更ニ第 9 表ニ因リ記入スヘシ」と記載している。このことからも「農商務通信規則」が、報
告対象の会社について、第 7 表（ないしは第 8 表）と第 9 表の双方への記載を求めていることがわ
かる。
一方、運輸業については、項番第廿六がそれぞれ二人以上の出資により水陸運輸業を営む會
社、組合、商會、會所、それに個人営業である場合にもこれらの集合名によって当該業務にあたっ
ている会社等を対象については、第 10 表「水運會社」と第 11 表「陸運會社」の報告様式によって
報告徴集を行っている。
このうち、水運会社については第 10 表「水運會社」が下記の記載属性事項に関して 12 月現在
での記載、報告を求めている。すなわち、會社名稱、所在地、定期航路ノ延長、常時航路ノ延長、
汽船（艘數、噸數）、西洋形帆船（艘數、噸數）、日本形（五百石以上：艘數、石數）、日本形（五百
石未満五十石以上：艘數、石數）、日本形（五十石未満：艘數、石數）、船長以下乗組人員、収入
（旅客賃金、荷物賃金、雜収入）、支出（興業費、營業費）、遭難（汽船（皆破（艘數、噸數）、漂流
（艘數、噸數）、損傷（艘數、噸數））、西洋形帆船（皆破（艘數、噸數）、漂流（艘數、噸數）、損傷
（艘數、噸數））、日本形船（皆破（艘數、噸數）、漂流（艘數、噸數）、損傷（艘數、噸數））、乗客（死、
傷）、乗組員（死、傷））がそれである。
また、「陸運會社」については、第 11 表によって 12 月現在で次の諸事項を把握することとされて
いる。すなわち、會社名稱の他にそこで記載属性項目とされているのは、所在地、定期運路ノ延長、
常時運路ノ延長、馬車ノ數、牛車ノ數、荷車ノ數（人力運用）、牛、馬、役夫、収入（旅客賃金、荷
物賃金、雜収入）、支出（興業費、營業費）、遭難（諸車（皆破、損傷）、乗客（死、傷）、技手（死、
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傷）、職工（死、傷）、雇夫（死、傷）、其他（死、傷））の諸項目である。
なお、項番第廿六は水運会社による第 10 表への、また陸運会社による第 11 表への記載に関し
て、上述した貯金会社の場合と同様に、項番第廿六で「･･･更に第 10 表（水運）第 11 表(陸運)ニ
因リ記入スヘシ」〔『輯覧』 128 頁〕となっている。このことから「農商務通信規則」は、水運会社につ
いては第 7 表（ないしは第 8 表）と第 10 表、そして陸運会社についても同様に第 7 表（ないしは第
8 表）と第 11 表の双方への記載を求めていることがわかる。
ところで、通信事項の第 6 項「諸會社」への記載要領を記したこれら一連の項番に先立ち項番第
廿二は、「本項（第 6 項－引用者）ハ農商工業ノ別ナク二人以上資金ヲ合セ損益ヲ共ニスル會社、
組合、會所、銀行等ｦ調査スルモノトス」〔『輯覧』 128 頁〕と規定している。この項番の記述は、そ
れに続く第廿三から廿六のそれらとの間でいくつかの点で若干整合性を欠く内容となっている。ま
ず、その冒頭部分で「本項ハ農商工業ノ別ナク」と第 6 項「諸會社」に関する報告徴集が業種のい
かんを問わず全業種を対象とするとしていながら、実際には第 9･10･11 表は「貯金會社」、「水運
會社」、「陸運會社」という特定業種だけが把握の対象となっている。また、「二人以上資金ヲ合セ
損益ヲ共ニスル」諸会社としていながら、項番第廿四は第 8 表の記載対象を「一己人ノ資金」
による会社としている。
このように、通信事項の第 6 項「諸會社」への記載要領を記した項番の記述内容に整合性を欠く
要素もないわけではないが、第 6 項に係る報告様式全体の体系について次のような特徴を指摘で
きるであろう。第 9･10･11 表は金融業と運輸業（水運業、陸運業）という特定の産業において事業
を営む会社等を把握の対象としており、これらはいわば業種会社表といった性格のものである。こ
のような文脈で通信事項の第 6 項「諸會社」の報告様式を捉えるとすれば、それと同様の視点から
「商務統計通信事項」のいわば本丸にあたると考えられる商業を営む会社を対象とする報告様式
が様式体系中に設置されてしかるべきと思われる。しかし現実には第 7 表と第 8 表は商業だけでな
く「農商工業」分野における会社等を把握の対象とたものとなっており、それらを経営組織の形態
に従って会社属性項目に関する報告徴集を行うものとして設計されている。すでに前節でも指摘し
たように、第 6 項「諸會社」の統計通信事項に関する報告様式体系は、第 7 表と第 8 表が相互に
背反な形で産業全体の「諸會社」を悉皆的にカバーし、その上で金融業と運輸業についていわば
重層的に報告徴集の網をかけるものとなっている。
（ⅶ）第 7 項「商人營業區別」
第 7 項「商人營業區別」は、「内國税地方税賦課調」の資料に基づいて把握が可能な商業を記
載の対象として、本業、専業、兼業についての業態情報を統計通信事項とするものである。なお、
「商務通信統計様式凡例」で第 7 項に関する記載要領を記した項番第廿九は、本業、専業、兼業
として商業事業者をそれぞれ次のように定義している。すなわち、「一商業（例ヘハ米穀商）ニ限リ
營ム會社若クハ問屋仲買等」を本業としての商業事業者とし、「二業以上（米穀薪炭等）ヲ營ム内ノ
重ナル商業」すなわち第 1 種兼業としての商業事業者を専業、さらに「専業ノ外ニ兼子營ム商業」
すなわち第 2 種兼業としての商業事業者を兼業、としている〔『輯覧』 133 頁〕。
第 7 項の通信事項についての記載様式である第 12 表「商人營業區別」は、これら本業、専業、
あるいは兼業として商業事業を営んでいる事業者に対して、商業の営業種別に会社名並びに商
業の流通段階別に問屋･卸賣、仲買、小賣のいずれに該当するかを記載属性項目として報告を求
めている。ただし、問屋･卸賣業、仲買業、あるいは小賣業を同時に営んでいる場合には、項番第
三十によって、そのうちのいずれか主要な業態だけを記載するよう指示している。また、項番第卅
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一は、「回漕業製造所質屋兩替諸飲食店等」のように問屋･卸賣、仲買、小賣の区別ができない事
業者の場合には、記載欄の中央にその業種名を括弧書きによって記載するよう指示している〔『輯
覧』 133 頁〕。
（ⅷ）第 8 項「諸市場」
第 8 項「諸市場」については、第 13 表「諸市場」の報告様式が交易の場として地域において開
催される各市場の年間の開催並びにそこでの取引状況に関する報告徴集を行っている。この報告
様式の具体的な記載事項は、市場名稱、種類、所在地、開市日、開市一ケ年合日數、一ケ年賣
上高、一ケ年口銭其他収入高若クハ課税ノ目安トシタル金高である。なお、このうちの「一ケ年口
銭其他収入高若クハ課税ノ目安トシタル金高」については、調査の設計者自身も記載の困難さを
認識していたものと思われ、項番第卅三は「其調査シ得ルモノヲ記入」するように指示しており、口
銭、収入高、課税対象取引額のいずれを記入するかを記入者の裁量に委ねている〔『輯覧』 133
頁〕。また、仲介マージンである口銭の料率についてそれまでの慣行に変更等があった市場には
その理由を付記し、さらに、牛馬競り市のように売買成立価格が明確なものについては、その価格
（「一頭ノ平均及最昂最低」を別記するものとしている〔『輯覧』 134 頁〕。
（ⅸ）第 9 項「商家傭人給料」
第 9 項「商家傭人給料」は、商家従業員の年間給料を通信事項として、12 月現在で調査して翌
年 1 月を期限として報告を求めるものである。その報告様式である第 14 表「商家傭人給料」には
「調査シタル場所ノ名ヲ掲記スヘシ」とされているが、「商務通信統計様式凡例」の項番第卅六によ
れば佐賀県では「佐賀市街一ケ所」を調査地点として指定している〔『輯覧』 134 頁〕。ただ、地点
の選択理由さらには域内での対象商家の選定数や選定方法等に関しては「商務通信統計様式凡
例」には何も記されておらずその運用は報告者の裁量に委ねられている。
当時、商家では従業員に対して食事（賄い）や「仕着せ」として業務衣服の現物支給を行うケース
も少なくない。そのため報告様式である第 14 表「商家傭人給料」もそのような事情を反映して、商
家における食料・仕着に従って食料附ノモノ、給料ノミノモノ、仕着附ノモノ、食料仕着附ノモノ、利
益高ニ應シ賞與アルモノ、食料仕着ノミノモノの 6 種類に類別し、それぞれ代理人･支配人、手代、
丁稚をそれぞれ上中下に 3 区分して給料額を記載するように指示している。
また、報告様式「商務通信統計様式凡例」への記載方法についても、いくつか不明な点も残さ
れている。例えば、項番第卅七は「食料仕着ノミ」で給料の支払いを行っていない商家については
「衣食ノ料金ヲ概算シテ記入スヘシ」としているが、これ以外の現物支給形態の商家の場合、食料
あるいは仕着相当額を評価した上でそれを給料額に反映させるか否かについては具体的には記
されてはいない。また、上記の給与・現物支給の全 6 タイプについて報告を求めているかどうか指
示も徹底されていない。
（２）記述報告事項
第 10 項「商用地図材料」には第 15 表「商人録」、第 16 表「水運賃銭表、陸運賃銭表」、また第
11 項「商況報告」にも「何所商況」、「何處金融ノ景況」にも界紙による表形式の報告様式が設けら
れている。このうち第 10 項で通信事項とされているものの中には第 16 表「水運賃銭表、陸運賃銭
表」、また報告様式番号は特には付与されてはいないが、第 11 項に関しても報告様式「何處金融
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ノ景況」には数値による記載欄がある。しかし、後述するようにこれらは調査対象地域から東京や大
坂等の目的地までの里程や貨物･旅客運賃あるいは地域における適用利率等について 12 月現
在での報告を求めるものである。所定の欄に数値として記載されるこれらの情報は、地域における
事業活動の基盤情報として通運、利率、動産・不動産等の利回りを一種のテキスト情報的に示すも
のである。それらは統計通信事項として上述した各種記載属性項目のように統計原情報の獲得を
目的としたものとは明らかにその性格を異にしている。
(ⅰ)第 10 項「商用地圖材料」
第 10 項「商用地圖材料」には町村（「都邑」）に報告を求めている通信事項とそれに関係する二
種類の報告様式（第 15 表「商人録」、第 16 表「水運賃銭表、陸運賃銭表」）が含まれる。次に掲げ
る表 2 は、第 10 項「商用地圖材料」の項番第卅九が、都邑、道路、物産、港湾河岸場、航路の５
分野について通信事項として列挙しているものを一覧表の形に整理したものである。

表2 第10項「商用地圖材料」の通信事項
地名、人口、其他ノ人民由テ生活スル所ノ重ナル職業、重ナル商業ヲ營ム重ナ
ル商人ノ業體・姓名（第15表）、取引交通アル地名（即ち商線）
国道県道ノ里程道幅、荷車牛馬車ノ通塞里程、橋銭渡銭隧道銭ヲ収ムル場所ノ
道路
名及其割合、新道開鑿脩路ノ里程工費、廢道里程、水陸運賃（第16表）
鑛物土石産出地名及一ケ年産出高及使役ノ人員、特有農工物産々出地名及
物産
一ケ年産出高
港灣河岸場ノ名、港灣ノ深浅廣狭、繋泊船ノ大小及形状、繋泊所ト海岸トノ距
港灣河岸場
離、築港セシ場所ノ名、艀賃、通船料及港税、港則
定期發着及寄港ノ名、河海航路ノ里程、新開航路ノ里程、河湖通船ノ大小、河
航路
流引舟帆船路ノ別、和洋形造船所ノ位置、水路運賃（第16表）
都邑

〔出所〕〔『輯覧』 135-136頁〕より作成

報告は毎年 1 月を期限として提出するものとされているが、前年からの変化がない場合にはその
旨を記すことで報告様式への記載を省略することも認めている。なお、防諜上の理由によるものか
どうかは明らかではないが、「商務通信統計様式凡例」は「一千戸以上要衝ノ地ハ此限ニアラス」と
通信報告の提出を免除している〔『輯覧』 135 頁〕。また、「商務通信統計様式凡例」の項番第四
十二は、第 10 項「商用地圖材料」に係る記述通信事項の補足資料として、必要に応じて地形図、
市街図、陸･水路図といった地図資料の添付も推奨している。
表 2 に掲げた「都邑」の部で報告事項のひとつである「重ナル商業ヲ營ム重ナル商人ノ業體・姓
名」に関しては、報告様式として第 15 表「商人録」が示されている。そこでは各地域（「都邑」）を代
表する商業事業者について、業體、屋號荷印ノ類、姓名、見世所在ノ町番地というテキスト情報を
12 月現在で報告することを求めている。
また、表 2 中にも示したように、「道路」の部の通信事項のうちの「水陸運賃」と「航路」の部の「水
路運賃」については、いずれも第 16 表として二種類の報告様式（「水運賃銭表」、「陸運賃銭表」）
が設けられている。このうち指定港湾・河岸場について作成される「水運賃銭表」には、汽船、西洋
形帆船、日本形船別に重量ないし容積単位当たりの一般貨物並びに品目別に仕向地名、出航地
からの里程、それに 1～3 月、4～6 月、7～9 月、10～12 月の 4 期に区分した運賃の記載欄が設
けられている。一方、「陸運賃銭表」も「水運賃銭表」と同様の報告様式として設計されており、物資
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輸送に関しては馬車、荷車、牛、馬、人足といった輸送手段別に一輛（一駄、一人）当たりの一般
貨物並びに品目別に、また旅客輸送に関しては人力車（一人乗、二人乗）、馬車（乗客一人）のそ
れぞれについて、目的地（「至」）や距離（「里程」）とともに季節別の運賃記載欄が設けられている。
(ⅱ)第 11 項「商況報告」
第 11 項「商況報告」による通信事項は、「商況ノ報告」と「金融ノ景況」の二種類からなる。
このうち「商況ノ報告」は、調査の主務部局側で予め「商況ノ報告ヲ要スル物ト場所」を指定し「何
所商況」（「何所」は地名）の様式に従って月次による報告を求めるものである。「商況ノ報告」で報
告の対象となる品目と場所については、「商務通信統計様式凡例」の項番第四十四において、表
3 として掲げたような品目別の報告対象地域がその「概定」事例として示されている。なお、対象地
域は生産量ではなくあくまでも取引量（額）ベースで指定されたものであり、項番第四十四は「概定」
事例以外でも特に取引量の多い品目･地域が存在する場合には、下に述べるような所定の報告様
式に従った報告を求めている。
表３
品目
⽣糸

「商況ノ報告」の対象品目と地域

地域名
横濵、八王子、前橋、福島、甲府、上田、

並屑糸 岐⾩、⾼⼭、⻑濵、⽶澤、静岡
金巾
東京、⼤坂、横濵、神⼾

品目

砂糖(和）

洋綛糸

横濵、神⼾、東京、⼤坂、名古屋

人參

繰綿

東京、⼤坂、名古屋、廣島、堺
東京、⼤坂、名古屋、⾼岡、⾜利、笠松、

⼤豆

和綛糸
木綿織物

絹織物
麻
⽶

茶
烟草
椎茸

東京、⼤坂、名古屋、淡州洲本

地域名

砂糖(洋） 東京、⼤坂、横濵、⻑崎

寒天
小豆

久留⽶
東京、⼤坂、名古屋、⻄陣、桐⽣、⾜利、

鹽

⻑濵、岐⾩、丹後＊、福井、谷村、八王子
東京、⼤坂、野州＊、廣島、信州＊
東京、⼤坂、兵庫、⻑崎、新潟、下ノ關、

小麥

淸酒

京都、⼤津、桑名、名古屋、金澤、岡⼭、

木蠟

⼤麥

鰹節

徳島、博多、酒田、函舘、石ノ巻、伏木、

銅

横濵、神⼾、佐原
東京、⼤坂、鹿児島、宮崎、⻑崎、水⼾、

樟腦

石炭
敦賀、若津、松⼭
東京、⼤坂、四⽇市、⻑崎、⼭城＊、静岡、 石油
藍

肥物
野州、⼤迫
東京、⼤坂、神⼾、⻑崎、静岡、伊豆＊、土 薪

東京、⼤坂、名古屋、静岡、阿波＊、鹿兒

島、⾼松
横濵、神⼾、⻑崎、信州＊、若松、雲州＊
横濵、⼤坂、神⼾
東京、⼤坂、仙臺
東京、⼤坂

東京、⼤坂、廣島、赤穂、潟元
東京、⼤坂、博多、常州石岡
東京、⼤坂、博多、常州石岡

東京、⼤坂、名古屋、新潟、函舘

東京、⼤坂、土佐＊、薩摩＊、伊豆＊

東京、⼤坂、⻑崎、神⼾、博多、伊豫＊
東京、⼤坂、神⼾
東京、⼤坂、横濵、神⼾、⻑崎、博多
東京、⼤坂、横濵、神⼾、新潟、函舘
横濵、神⼾、⻑崎、⼤坂、⾼知、宮崎

東京、⼤坂、阿波＊
東京、⼤坂、函舘、敦賀、下ノ關
東京、⼤坂、

佐
横濵、神⼾、⻑崎、⼤坂、函舘、⿃取、島

炭

昆布

根、土佐＊、下ノ關
横濵、神⼾、⼤坂、⻑崎、函舘

疊表
鐵

東京、⼤坂、⼤聖寺、備後＊
横濵、神⼾、⼤坂、東京

煎海鼠

横濵、神⼾、⼤坂、⻑崎

鮑貝

横濵、神⼾、⻑崎

鯣
乾鮑

＊

横濵、神⼾、⼤坂、⻑崎、函舘

水油

硫⻩

＊：府県内で適当な調査地点を選択するように指示されている地域

東京、⼤坂、伊豆＊、紀州＊
東京、⼤坂、

東京、⼤坂、

表中の品目と地域名は、「商務通信統計様式凡例」項番第四十四が「商況ノ報告ヲ要スル物ト場所」の概定として掲げ
ているもの
〔出所〕 〔『輯覧』 139-143頁〕
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指定品目の報告地域として指定された地域では、項番第四十五に示された報告様式「○○商
況」（○○は地域名）に従って報告を行う。報告では、対象品目について、商品ノ相庭、氣候ノ順不
順（産出物ニ因リ氣候ニ關係アルモノ）、産出高ノ概算、當地商況ノ盛衰物價昂低ノ原因、仕向先
及仕出元及市上（市場－引用者）ノ景況等〔『輯覧』 143-144 頁〕を挙げ、それを詳述するよう求め
ている。
第 11 項「商況報告」におけるもうひとつの通信事項である「金融ノ景況」については、項番第四
十六が各府県管内の「樞要ノ地」における金融の実情の把握を目的として、「何處金融ノ景況」
（「何處」は地名）報告様式に従った地域における金融商品や動産、不動産等の利回りに関する情
報徴集を行うことを規定している。具体的には、百圓以下、五百圓未満百圓以上、千圓未満五百
圓以上、五千圓未満千圓以上、一萬圓未満五千圓以上、一萬圓以上の金額 5 階級区分に従って
公債證書、動産、不動産、無抵當の 4 種類の金融資産その他についての年利並びに日歩といっ
た数値情報の報告を求めるとともに、当該地域における金融の繁閑状況並びに利息の高低の原
因についても詳細な報告を要請している〔『輯覧』 144 頁〕。
３．『甲斐国現在人別調』と「農商務通信規則」における産業としての商業の取り扱い
「農商務通信規則」の先行規定である明治 10 年内務省達乙第 72 号による物産調査では、その
把握の対象は調査を所管する同省勧農局の所掌範囲である農業に限られていた。それに対して
明治 10 年内務省達乙第 72 号の先行規定とされる明治 7 年内務省布達甲第 18 号に基づいて実
施された物産調査は、具体的に品目名が明示されたものだけでも 400 近い広範囲からなる産品に
ついて年産高等の報告を求めるものであった。それ以前の物産調査が対象品目を単に列挙した
だけのものであったのに対して、内務省布達甲第 18 号による調査では報告対象品目がその種目
や製品の材質、あるは使途等に従って初めて 33 の品目群に類別された。とはいえ、物産調査が
物資の生産高の把握を目的としたものであったことから、品目群の類別にあたっても産業という視
点は全く意識されていない。そのような中では、経済活動全体を俯瞰することで初めて統計概念と
して形作られる産業分野のひとつとしての「商業」が成立する状況にはそもそもなかった〔森
2020a 4-6 頁〕。
（１）『甲斐国現在人別調』の職業別結果表における商業の分類
ところで、物産調査とは統計の分野は異なるが、「農商務通信規則」が制定された当時、人口･
世帯統計ではすでに商業を産業分野のひとつとして捉えていたものがある。明治 12 年末現在で
杉亨二を中心とする太政官正院政表課が実施した「甲斐国現在人別調」がそれである。
その結果報告書である『甲斐国現在人別調』（明治 15 年刊）は、「職業分類」として「農作等ニ係
ル業」や「飲食等ニ係ル業」など 17 区分からなる職業別結果表(2)を掲げており、その中の部門の
ひとつとして「商業」が取り上げられている。
表４は『甲斐国現在人別調』の職業別結果表が「商業」部門に掲げている 173 の職種名を一覧
この『甲斐国現在人別調』における職業分類については三潴信邦が、Ｊ．ベルチョンが 1872(明治 5)
年の第 8 回万国統計会議に提示し、その後いくつかの修正を経て最終的に 1893（明治 26）年の第 4
回国際統計会議（ＩＳＩ）で受理、採択されたいわゆる「ベルチョン分類」との類似点を指摘している〔三潴
74 頁〕。しかしこの点に関して、杉やその門下生達による甲斐国現在人別調の顛末記録等にはベルチ
ョン分類との関係をうかがわせるような記述は今のところ確認できていない。

(2)
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表示したものである。
表４

甲斐国現在人別調の職業表における商業分類

穀商及手伝

餅商

太物商

柿渋商

陶器売

莨商

穀商支配人

餅菓子商

西洋反物商

蝙蝠傘商

土器商

薬種商及手伝

穀物仲買

飴菓子商

莫大小商

足袋商

珠数商

売薬商

麵包商

雑菓子商

生絲商

靴商

金物商

薬売

粉商

汁粉商

生絲仲買

下駄商

古金商

艾商

味噌商

蕎麦商

太絲商

麻裏草履等

古銕商

艾売

醤油商

豆腐商

絲繭商及手伝

草履草鞋等

鋸商

髪油商

醤油商支配人

麩商

繭商

材木商

鍋商

フシノ粉商

酒商

蒟蒻商

屑繭商

板商

鉄物商

小間物商

酒商支配人

揚物商及手伝

絲蛹商

竹商

鉄砲弾薬商

小間物売

白酒商

乾物商

蚕種商

瓦商

獣皮商

洋物商

甘酒商

乾物売

絲商

石灰商

印伝商

唐物商

甘酒売

椎茸商

唐絲商

建具商

荷鞍商

袋物商

麹商

素麺商

木綿商

硝子商

紙商

鼈甲商

魚問屋

青物商

木綿仲買

簾商

楮商

眼鏡商

魚会社役員

青物仲買

篠巻商

笊商

筆墨紙商

飼鳥商

魚商及手伝

唐辛商

綿商及手伝

笊売

紙袋商

荒物商及手伝

魚売

水菓子商

古綿商

機具商

紙屑商

荒物商支配人

鰻仲買

料理業及手伝

綿仲買

筬商

書籍商

玩物商

干魚商

飲食商及手伝

真綿商

畳表商

書画商

雑品商及手伝

鰹節商

煮売商

繰綿商

莚商

絵草紙商

雑品売

鶏肉商

焼豆商

綿種商

桶商

印肉商

諸仲買

茶商

煮豆商

綿種仲買

檜物商

提灯商

種物商

砂糖商

漬物商

股引腹掛商

木曽物商

燈油商

植木商

鹽商

呉服商及手伝

古着商

古道具商

石油商

桑桐苗木商

菓子商及手伝

呉服商支配人

藍葉商

古道具仲買

石油売

旅人宿業及手伝

菓子種商

呉服売

藍葉仲買

度量衡商

附木商

牛馬商

菓子売

絹仲買

西洋染粉商

陶器商及手伝

炭薪商

商雇

饅頭商

反物商及手伝

合羽商

陶器商支配人

漆商

〔出所〕『甲斐国現在人別調』より作成

列挙された 173 の職種の中には「旅人宿業及手伝」のように現行の標準産業分類ではＭ宿泊
業・飲食サービス業に格付けされるものも一部含まれるが、『甲斐国現在人別調』での商業に係る
職業分類は基本的に物品の売買従事者をそこで商っている商品の種類に従って類別したものと
なっている。
その一方で表４に掲げた分類項目の中には職業分類とは異質の基準によると見られる項目も混
在している。その１が○○役員、○○支配人、○○手伝と標記された諸項目である。これらは商業
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事業の経営あるいは経営体の所有面での関与形態の違いを反映したもので、その後整備されるこ
とになる従業上の地位分類へとつながるものである。第 2 は商業を流通過程という視点から区分し
たもので、○○問屋、○○仲買といったものがそれにあたる。さらに、表 4 の分類項目には同一品
目に対して○○商、○○売として併記されている職種も散見される。これは店舗販売と移動販売に
よる区分を示すもので、ある意味では今日の商業の業態区分につながる類別基準にあたるもので
ある。
このように、『甲斐国現在人別調』は「職業分類」として甲斐国人口についての職業別結果表章
を行うにあたって、部分的に従業上の地位や業態区分といった分類基準の要素を混在させつつも、
商業従事者を基本的にその取り扱い品目の種類に従って類別しているといえる〔森 2019〕。
（２）「農商務通信規則」の商務統計通信事項における商業
「農商務通信規則」の工業通信事項の場合、第 2 項「品目」により、絲、織物、編物、莫大小、疊
表、紙類、金屬器、金玉器、陶器、磁器、瓦類、七寶器、漆器、角甲牙器、醸造物、油類、化學上
製品、製皮革皮具、罐詰、機械、船舶、車、活字版類並びに其他著名ノ工産物について、第 4 号
ノ三から第 25 号の各報告様式によって生産高（額）等の生産に関する情報徴集を行っている。ま
た、第 3 項「職工賃銀」では生産活動に従事する職工の賃金を通信事項としており、報告様式の第
26 号ノ一～三が 15 の職種について熟練度（上中下）別の賃金情報を収集している。さらに第 4 項
「職工人員」では報告様式の第 27 号ノ一･二によって職種別の人員規模についての報告徴集を行
っている。
なお、『工業通信事項及附録様式』が「附録表式」として所収している様式雛形に併記されてい
る「製表心得」によれば、雛形様式に明示された 15 職種に加え、賃金については他に陶磁器職、
瓦焼職、煉瓦焼職、紙漉職、鑄物職、鍛冶職、錺食、漆器職、蒔繪職、酒造職、酢醸造職、味噌
醸造職、醤油醸造職、油絞職、印板板木師、彫刻職、袋物職、縫箔職、足袋職、染物職、煙管張
職、綿打職、糸組職、傘張職、提灯張職、筆職、櫛挽職、莨刻職、鼈甲細工職、版摺職、靴製造
職、船大工職、製本職、洋服仕立職、皮滑職、菓子製造職、車製造職、活版植字職、日雇人足の
39 の職種、一方、「職工人員」については、これから「日雇人足」を除いた 38 職種についても職種
別人員の把握を行うものとしている〔『輯覧』 110 頁〕。
以上のように、工業通信事項の場合、第 2 項「品目」における工業の分類は基本的に製造する
品目種別に基づく分類であり、職工の数や賃金に関する報告徴集にあたって採用されている職種
分類も同様に品目ベースでのものとなっている。
これに対して「農商務通信規則」における商務統計通信事項の場合には、工業通信事項あるい
は『甲斐国現在人別調』の職業別結果表中の商業に見られるような区分、すなわち商業事業者が
取り扱う品目の種目や商品の使途が商業の類別基準となっているわけではない。工業通信事項と
の対比で見れば、第 14 表「商家傭人給料」は工業通信事項の第 3 項「工業賃銀」の様式である第
26 号ノ一･二･三「職工賃銀」に相当する。後者の様式がいずれも各職種について熟練度（上･中･
下）別の賃金情報を収集しているのに対して、第 14 表「商家傭人給料」は商業事業者が商う品目
の種別の商家従事者の給料ではなく、品目を区別することなく代理人支配人、手代、丁稚という商
業経営における一種の従業上の地位に注目した賃金･報酬についての報告様式となっている。こ
のことは、工業の職工賃金の場合には職種間における賃金の差異が主たる関心事項であるのに
対して商業では取り扱い品目の違いに起因する賃金･報酬の差異よりは商業活動それ自体への関
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与形態の違いによる給与面での差異の方がより大きい意味を持つという事情によるものと思われ
る。
４．商務通信事項体系の特徴
第 1 表でも見たように、『商事通信事項及附録様式』は商務通信事項として規定した 11 項目につ
いて、「商務通信統計様式凡例」にそれぞれの通信事項に対応した報告様式を掲げている。それ
らの報告様式では前稿〔森 2020c〕で考察した工業通信事項と類似した側面が認められる一方で、
「商務通信」の場合、「工業通信」の単なる商業版とも言い切れない側面も持つ。本節では、第 1 節
と第 2 節で行った「商務通信事項」と「商務通信統計様式凡例」、さらには各報告様式に記された
記載属性項目に基づく検討内容を踏まえ、「工業通信」との異同なども含め商務通信事項の特徴
について検討する。
（１）商務通信事項としての統計報告と記述報告
第 1 節では報告される通信事項の情報形態の違いに注目して、『商事通信事項及附録様式』
が商務通信事項として掲げている 11 項目のうち第 1 項「港灣河岸場輸出入商品船舶」から第 9 項
「商家傭人給料」までを商務統計通信事項、また第 10 項「商業地圖」と第 11 項「商況報告」を商務
記述通信事項として区別した。このうち前者を構成する各通信事項については、集計され統計表と
して結果表章するための統計原情報が各報告様式によって収集される。一方、後者に属する通信
事項の中にも運賃や金利といったように数値形式による報告を求めているものもある。しかしそこで
収集されるこれらの数値情報は、事後的に集計され府県あるいは全国計という形で統計的に集約
される統計原情報とは性格を異にする記述的数値情報に他ならない。
ここで、前稿〔森 2020c〕で考察した『工業通信事項及附録様式』に所収された報告様式が形
作っていた様式体系の特徴を想起してみよう。『工業通信事項及附録様式』は工業通信事項とし
て、第 1 項「工場」、第 2 項「品目」、第 3 項「職工賃銀」、第 4 項「職工人員」、第 5 項「工業景況」
をそれぞれ規定している。筆者はこれらのうちの「職工賃銀」と「職工人員」を「職工」として統合する
ことで、報告様式を「工場様式」「品目様式」「職工様式」「景況様式」の各様式群に類別した。
このうち「工場様式」、「品目様式」それに「職工様式」の三つの様式群は、統計通信事項に関す
る報告徴集のための様式として提示されているものである。一方、工業通信事項のうち「景況」につ
いての報告様式として示されているのは、いずれも統計通信事項に関する報告で特に顕著な変化
が見られた場合についての文書形式による説明を求めるものであり、収集する情報の形態としては
工業記述通信事項といった性格のものである。
「農商務通信規則」に基づく商務通信事項が報告徴集される情報形態の違いに従って統計通
信事項と記述通信事項とに類別されることはすでに第 1 節（２）と（３）で指摘した。上述したように、
このような区別は工業通信事項にも同様に見られる。以上のことから、少なくとも工業と商務に関し
ては、明治 16 年農商務通信規則の施行当初の報告徴集の特徴のひとつとして、それが統計原情
報の収集を目的とした統計通信事項だけでなく記述通信事項もその内容としていた点を指摘する
ことができる。
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（２）「商務統計通信事項」における統計報告の特徴
（ⅰ）商務についての構造把握
第 1 節では「商務通信統計様式凡例」が掲げている各通信事項に関する報告様式の報告内容
に従って、商務統計通信事項に関する報告様式を、①物流、②物価、③会社とその事業形態、④
市場、⑤商業従事者の給与という五つの様式群に類別した。
明治 16 年の「農商務通信規則」制定以前の明治 10 年内務省達乙第 72 号に至る物産調査は、
いずれも基本的に各品目の年間生産高に関する情報の獲得を目的とするものであった。「農商務
通信規則」もまた工業通信事項については、「品目様式」群の各報告様式は、それまでの物産調
査の範に倣ってそれぞれ該当する品目の年間生産高を記載属性項目としていた〔森 2020c〕。もし、
商務通信事項についても同様の接近方法を採用するとすれば、商家における指定品目の販売額
を記載属性項目として報告徴集を行う報告様式群が差し当たり想定される。
しかしながら、上述した五つの群の中には、工業通信事項の報告様式全体の 2/3 近い 31 様式
（第 4 号ノ三～第 25 号）を占める「品目様式」に相当する報告様式群は含まれていない。それに比
較的近い性格を持つと考えられる報告様式をあえて挙げるとすれば、指定された港湾河岸場にお
ける 43 品目に関する搬出（「輸出」）、搬入（「輸入」）数量と価額を記載属性項目として持つ第 2 節
（１）（ⅰ）で見た第 1 表「商品輸出入表」と報告徴集の対象範囲は「仲間組合」や「問屋倉所」に限
られるが、品目別の消費高、移出高（「輸出高」）、その月末在庫額等を記載属性項目として持つ
同じく（１）（ⅱ）で見た第 3 表「商品聚散」という二つの様式がそれに相当する。
商務統計通信事項に関する五つの報告様式群は、物資の流通、流通価格、経済活動単位とし
ての会社、地域市場の規模、それに商業の担い手の給与という多様な活動フェーズとその担い手
を「商務」という形でひとつの構造として捉える報告様式体系を形作っている。ここで、商務統計通
信事項の報告様式に見られる体系的な特徴を工業通信事項のそれと比較考察してみよう。
「農商務通信規則」に基づく工業統計通信事項のうち統計原情報の獲得のための報告様式で
ある通信統計様式は、それまでの物産調査の形式を継承した「品目様式」群からなる諸様式を中
心として、それに生産活動を遂行する経済単位としての「工場様式」群と生産活動遂行の担い手に
関する情報徴集を行うための「職工様式」群を加えた全体が三つの様式群から構成されていた〔森
2020c〕。このうち「工場様式」群だけでなく一部の「品目様式」群の報告様式の中にも、原材料ある
いは機械等の生産設備を記載属性項目として持つものも存在する。そのことで「農商務通信規則」
による報告徴集は、それまでの専ら生産高の把握を目的としてきた物産調査から一歩踏み出し、
生産活動を単なる算出結果としてではなく、その投入面である固定・流動資本、生産手段、そして
労働力にも目を向けている点をその特徴のひとつとしている。
これと上述した商務統計通信事項に関わる統計報告様式の体系を比較した場合、工場あるい
は会社としてそれぞれ生産あるいは流通関連事業を遂行する経済単位並びにその担い手として
の職工や商家傭人に関する報告様式を持つという点は双方に共通している。
その一方で両者の間には相違点も認められる。工業における生産活動の方が商業活動と比較
すれば特定の品目に特化する傾向が強い。工業統計通信事項の「品目様式」群にみられるような
商家の区分、言い換えれば『甲斐国現在人別調』の職業別結果表に見られるような取扱商品の種
目別に商家を区分し、それぞれ品目別取引高を調査するといった報告徴集の方法が商務統計通
信事項で採用されなかったのはこのような事情によるものと思われる。それに加えて、商務統計通
信事項の場合、物流や金融といった周辺業種さらには市場等も含め商業をより広義の商務概念と
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して包括的に捉えている点もまた工業統計通信事項との違いとして指摘することができる。
（ⅱ）第 6 項「諸會社」の対象範囲に見る報告様式体系の特徴
第 6 項「諸會社」は、第 7 表「諸會社」、第 8 表「諸會社（一己人營業）」、第 9 表「貯金會社」、
第 10 表「水運會社」、第 11 表「陸運會社」の五つの統計報告様式から構成される。このうち第 9
表以下の三つの様式は、それぞれ金融（「貯金」）業、水運業、陸運業を営む会社を対象とした報
告様式である。このように商務統計通信事項が特に金融業と運輸業に従事する会社を報告様式
体系に含め各種の記載属性項目に関する報告を求めていることは、「農商務通信規則」が商務を
産業としての商業だけでなくそれと比較的関係が深いと考えられる隣接する産業も含めてより広義
の概念として捉えていることを意味する。
このような観点から商務統計通信事項の第 6 項「諸會社」の報告様式の体系性について考えた
場合、第 7 表と第 8 表が把握の対象とする会社としては、それを商業を営む経営単位とするのが自
然である。なぜなら、そうすることで、第 6 項「諸會社」が全体として「商務」の対象となる会社を網羅
的にカバーすることができるからである。
ところで、「商務通信統計様式凡例」の第 6 項は「諸會社」を「米商會所、株式取引所、国立銀
行ヲ除」く会社と定義し、項番第廿二は、報告徴集の対象を「本項ハ農商工業ノ別ナク･･･會社、組
合、會所、銀行等ヲ調査スルモノトス」〔『輯覧』 128 頁〕としている。第 7 表と第 8 表は、このような
「諸會社」を出資者数（2 人以上か単独（一己人））に従って二種類の会社に区分し、それぞれ会社
属性情報に関する報告を求める統計報告様式である。ただし、項番廿四は「一己人ノ資金ヲ以テ
スト雖𪜈𪜈會社、組合、商會、會所等ノ集合名ヲ用ヒ若クハ銀行ノ名義ヲ用ヒ各其事務ヲ營ムモノハ
姑ラク第八表ニ因リ記入スヘシ」〔『輯覧』 128 頁〕としており、集合名義あるいは銀行名義による会
社については当面第 8 表「諸會社（一己人營業）」の対象として扱うものとしている。第 7 表あるいは
第 8 表の対象となる会社について一部このような特例的取り扱いがあるとはいえ、これらの様式は
相互補完的に諸会社を網羅的にカバーするものとなっている。他方で、第 9･10･11 表の三つの統
計報告様式もまた金融業（「貯金會社」）、運輸業（「水運會社」、「陸運會社」）に従事する会社を、
相互には重複することなく各業種をそれぞれカバーするものとなっている。
しかしながら、同じく商務通信事項の第 6 項「諸會社」に属する統計報告様式である第 7･8 表と
第 9･10･11 表とは、報告対象となる会社のカバレッジという点で相互補完的な関係にあるわけでは
ない。
第 6 項「諸會社」の統計通信事項の各統計報告様式への記載要領を記した「商務通信統計様
式凡例」の項番廿五は、「貯蓄預リ金會社組合商會及一己人ノ資金ヲ以テスルモノト雖𪜈𪜈會社、組
合、商會、等ノ集合名ヲ用ヒ若クハ私立銀行又ハ貯金預所ノ名ヲ以テ其業ヲ營ムモノハ更ニ第九
表ニ因リ記入スヘシ」として、第 7 表ないし第 8 表と併せて第 9 表への記載も求めている。さらに項
番廿六は、同じく水･陸運業の會社、組合、商會、會所等について、第 7 表ないし第 8 表とともに水
運事業者の場合は第 10 表「水運會社」、また陸運事業者は第 11 表「陸運會社」にも記載するもの
としている。
以上のことから、第 6 項「諸會社」の統計報告様式のカバレッジ面での特徴として次の二点を指
摘することができる。すなわち、商事統計通信事項の把握様式であるにもかかわらず第 7･8 表は商
務という枠を超えて実質的にはほぼ全産業を網羅した形で会社の基本属性情報の把握を行って
いること、そしてまた産業部門別様式として設定されている第 9･10･11 表の各様式は第 7 表ないし
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は第 8 表とは相互に重層的位置関係にある点がそれである。
むすび
本稿では『発達史』が日本の生産統計が新たな段階に入った画期、また鮫島が明治草創期の
生産活動にかんする調査を統合しそれまでの物産調査を「工業」「商事」「農業」にわけて体系づけ
産業統計の体系化の第一歩としている明治 16 年の「農商務通信規則」に基づく報告徴集のうち特
に「商務」に関する報告徴集の特徴を、『商事通信事項及附録様式』に所収されている「商務通信
事項」と「商務通信統計様式凡例」を検討資料として考察してきた。最後に、本稿での考察から得ら
れたいくつかの知見について、この間筆者が取り組んできた明治初期から「農商務通信規則」の制
定に至る物産調査の展開という史的文脈の中での位置づけ、さらには今後予定している明治 27
年農商務省訓令第 17 号による「農商務統計報告規定」の史的評価に向けた準備も兼ねて当面の
中間とりまとめをしておくことにする。
（ⅰ）「農商務通信規則」による報告徴集における統計通信事項の位置
本稿では、「農商務通信規則」が「通信」として規定する報告徴集のうち「特ニ報告期限ヲ定メ」た
「定期報」のうち商務通信事項、なかでも統計通信事項について、先に〔森 2020c〕で考察した工
業通信事項の特徴などとも比較しつつ検討してきた。本文でもすでに指摘したように、商務通信事
項は、報告徴集によって獲得される情報の収集目的とその形態に従って、統計作成を目的とした
統計原情報としての数値情報と統計作成以外の行政施策等への活用を目的とする非数値（テキス
ト）情報とに大別される。本稿で商務統計通信事項と商務記述通信事項としたものがそれである。
このような区別は工業通信事項にも同様に認められる。なお、詳しいことは今後の検討を待つこと
になるが、このような二つのタイプの通信事項の存在は、今後検討を行う予定の農業(農務)通信事
項にも同様に認められるものと想定される。さらに、こういった情報の性格による区分は「臨時報」に
も同様にみられるものと考えられる。
ところで、「農商務通信規則」の第 8 条は、定期報・臨時報以外にも「農商工山林ニ關」するその
他の報告として、規則、報告書、著述、翻訳、事蹟、履歴、慣習、博覧会等の出品、談話の模様と
いった報告徴集も規定している〔森 2020b〕。これらはいずれも、「農商務通信規則」に基づく物産
調査を所管する農商務省の各現業部局の所掌業務に関係〔森 2020b 13 頁〕した行政目的での文
書（テキスト）情報の収集にあたる。さらにこのような報告徴集の由来を辿れば、それは従来からの
物産調査の中にも部分的に含まれていたものがあるが、より直接的には明治 7 年内務省勧業寮に
よる『勧業報告』を嚆矢とし同省勧農局の「府県通信仮規則」が継承してきた報告徴集の流れをく
むものである。ちなみに、「府県通信仮規則」の第 6 則の各号が掲げる一連の事項は、農業(農事)
に対象を限定してではあるが、情報収集の目的さらには収集する情報の形態面での特徴という点
で、「農商務通信規則」第 8 条が掲げる諸項目との親和性が高い。
このように、「農商務通信規則」は、「定期報」による統計通信事項に係る統計原情報の獲得規
定であると同時に、テキスト情報の定期的徴集、「臨時報」さらには「通信事項」以外の報告徴集の
根拠規定ともなっている。『発達史』がわが国の生産統計の「幼年期」と位置づける明治 2 年の「物
産ノ事」から明治 10 年内務省達乙第 72 号に至る間に物産調査が報告徴集の目的を徴税から勧
業政策へと次第にシフトさせる中、収集される情報そのものも行政情報から統計情報へと徐々にそ
の性格を変容させていくことになる。とはいえ、当時調査実施機関であった内務省勧農局では、勧
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農政策の主務機関として、統計原情報だけでなく行政の遂行や企画立案の参考情報として広範
な非統計情報の収集にも強い関心を寄せてきた〔森 2020a 18 頁〕。
図１は、「農商務通信事項」による報告徴集体系とその中での商務統計・記述通信事項の位置
を模式図として示したものである。

図１ 「農商務通信規則」に基づく報告徴集における商務通信事項の位置
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「農商務通信規則」による報告徴集制度に対してはその後数次にわたり改定が加えられる。
まず、施行から 3 年後の明治 19 年 3 月には農商務省令第 1 号によって通信事項・報告様式が
改められる。さらに明治 22 年には 4 月 17 日農商務省訓令第 26 号によって、「農商務通信事項
様式中概況報告部ヲ廃シ統計部別冊ノ通改正ス」〔『法令全書』1889 53 頁〕と「農商務通信規則」
による報告徴集制度に大きな変更が加えられる。この訓令は「農商務通信規則」による農商務通信
事項を統計報告だけに集約するものであり、これによって『勧業報告』から「府県通信仮規則」へと
継承されてきた非統計的な文書（テキスト）情報による報告部分が物産調査の報告体系からそぎ落
とされ、報告徴集はその内容を統計情報に特化したものとなる。その意味では明治 16 年制定時点
での「農商務通信規則」に基づく報告徴集は、統計調査すなわち統計原情報の獲得制度という点
ではその確立に向けてなお道半ばにあったと言えるであろう。
(ⅱ)商務統計通信様式の体系
筆者は〔森 2020c〕において各報告様式に設けられている具体的な記載属性項目も含めて、工
業統計通信様式の体系的特徴に関する考察を行った。そこでの分析からは、工業統計通信事項
に関して、「品目様式」群とともに「工場様式」群と「職工様式」群によって生産活動を単に産出面
（各品目の年間生産高）だけでなく、生産活動の投入面の諸要素（原材料、生産設備、労働力）に
ついても統計的把握の対象としているなど、素朴な形としてではあるが、工業の実情把握のための
構造的接近として、各報告様式並びに記載属性項目が体系化されている点が明らかになった。
商務統計通信事項に関する報告徴集に用いる様式は、明治 10 年内務省達乙第 72 号までの
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物産調査や工業通信事項における「品目様式」群、さらには前節で見た『甲斐国現在人別調』の
職業別結果表における商業のように、品目の種別に商取引を把握する報告様式を中心とした構成
とはなっていない。なお、この点とも部分的には関係するが、鮫島は『甲斐国現在人別調』における
職業分類を念頭に置き、「農商務通信規則」における産業の取り扱いについて、「当時の実務家た
ちは統計学的認識とも無縁であった、杉亨二が「甲斐国現在人別調」の職業分類で示したような統
計分類的思考、とくに産業分類的思考は、ここでは、まだ現われていなかった」とその統計理論的
未成熟を指摘するとともに、それをひとつの論拠として「農商務通信規則」を「前近代的調査方式
のひとつの完成図」〔相原･鮫島 57 頁〕と評している。
商務統計通信事項に関する報告様式の体系的特徴については、工業統計通信事項との比較
も含めてすでに前節で詳論しておりここでは改めて再説はしないが、報告様式は全体が五つの様
式群から構成され、物資の流通、流通価格、経済活動単位としての会社、地域市場の規模、それ
に商業の担い手の給与といった形で、多様な活動フェーズとその担い手を「商務」という形でひと
つの報告体系を形作っている。工業通信事項の場合、製造活動を営む工場を対象として原材料、
設備、労働力といった投入要素を個々の製品という産出物に変換する生産過程としての生産活動
が想定されることから、それぞれの投入要素や生産活動の場としての工場を各種記載属性項目に
よって捉えるというアプローチがとられている。
一方、商務統計通信事項については、「農商務通信規則」は産業としての商業だけを把握対象
として想定しているわけではなく、商業の活動と比較的関係の深いと考えられる金融や運輸も含め
たより広義の産業概念として「商務」を捉え、関連する統計原情報の獲得が行われている。その一
方で商務統計通信事項は、工業統計通信事項での「職工賃銀」に対応する報告様式については
商家に限定した形で「傭人給与」の把握を行っており、第 6 項「諸會会社」についての報告様式も
第 7･8 表と第 9・10･11 表とはそれらが対象とする会社等のカバレッジの面で整合性を欠くものとな
っている。冒頭部分で紹介した『発達史』は、農業と工業に関して農業や工業生産の規定要因とし
ての作付反別や生産手段、労働力についての調査項目に注目する一方で、商務（商事）には何の
言及もしていない。工業における生産過程のような生産手段の関与のようなものが商業では想定し
にくいことがそのひとつの理由となっているように思われる。その半面で商業の場合には流通過程
という価値連鎖が工業とは違う独自の意味を付与する点を考慮すれば、「農商務通信規則」が商
務通信事項を「商務」を商業の枠を超える広範な概念として想定し各種の報告様式によってその
把握を試みている点にも意味があるように思われる。
（ⅲ）会社票－個票論
さいごに、統計報告様式によって収集される統計原情報の情報性格という視点から商務通信事
項の第 6 項「諸會社」の諸様式のうち特に第 7 表「諸會社」と第 8 表「諸會社」（一己人營業）によっ
て獲得される統計原情報の情報特性に関してここで若干の指摘をしておきたい。
この間筆者が行ってきた物産調査に関する一連の考察の最終目的は、明治 27 年農商務統計
報告規定で初めて個票様式として採用される「工場票」と「企業票」の情報論的性格の解明にある。
そのための準備的作業のひとつとして〔森 2020c〕では、工業通信事項における「工場様式」群の
報告様式を集計値記載欄としての表式部分とその原情報記載欄を併せ持つ複合様式として捉え、
各様式の原情報記載列に「工場名稱」が共通項目として設けられている点に注目して、「工場様式」
について次のような個票情報論的な解釈の可能性を提起した。
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もし工場名称を識別コードとして個々の工場を特定することができれば、少なくとも情報形態の
面からは工場様式第 1 号に該当する工場については一～四の四つの、また第 2 号では一～三の
三つの、そして第 3 号の場合には一・二の二つの様式を個体（ミクロ）ベースでそれぞれ単一レコ
ードに統合することができるのではないかというのがそれである。その論拠は、これらの報告様式の
設計者の意図とは無関係に、少なくとも情報形態としては、投入資本（固定、流動）、使用動力、使
用原材料、職工数、職工の就労時間、製造品生産量・価額の間の関係を個体ベースで把握できる
設計となっていることにある。
工業通信事項の「品目様式」群の諸様式が製造業に従事する工場を品目群別に捉えるものとな
っていたのとは異なり、第 4 節（２）（ⅱ）でも指摘したように、商務通信事項の第 6 項「諸會社」のう
ち第 7 表と第 8 表については、商業を営む会社だけでなく、「米商會所、株式取引所、國立銀行」
を除く全ての会社が把握の対象となっている。加えてこれら二つの報告様式の設計を見ると、少な
くともその形式としては工業通信事項の「工場様式」群の諸様式と同様に、各様式に「會社名稱」の
記載を求めている。このことは、工業通信事項の場合と同様に、「會社名稱」をキーコードとして、第
7 表と第 8 表様式の各「續表」に記載されている属性項目も含め、個々の会社情報をそれぞれ単
一の属性レコードに統合できることを意味する。
わが国における表式調査の完成期の端緒をなすとされる明治 16 年の「農商務通信規則」の諸
様式に含まれるこれらの「諸會社」様式によって収集される統計原情報がこのようなミクロレコードと
してのデータ統合の潜在可能性を内在させているという認識は当時の様式設計者の意識の中に
はそもそも存在せず、当時の情報処理能力もまたそれを実現できる状況にはなかった。第 6 項「諸
會社」の報告様式のうち第 7 表と第 8 表様式によって獲得される会社属性情報は、商業だけでなく
実質的に他産業も含めて把握対象としている点と併せて、それらがそのカバレッジにおいてもまた
収集される個体情報の情報特性の面でも、表式調査の枠内では捉えきれない潜在的に拡張可能
な情報特性を有している。ただ、ここではこの点を指摘するにとどめ、その本格的な意味づけにつ
いては、明治 27 年農商務統計報告規定における工場票、会社票についての史的評価と関連づ
けて改めて論じることにしたい。
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