
森Ô外が残したメモのなかに、後年、「国際収

支のＪカーブ効果」と呼ばれるようになったあ

る経済現象を記述したのではないかと思われる

部分がある。本稿では、その背景となった大正

期の貿易収支動向を分析しつつ、Ô外メモのも

つ意味をさぐることとする。

１　Ｊカーブ効果の定義

国際経済学上の用語である「Ｊカーブ効果」

という言葉は、現在、国際金融論や国際経済学

の入門的教科書の大半において言及され、説明

が加えられている。しかしこの言葉が現在のよ

うな市民権を得たのはそれほど古いことではな

く、人口に膾炙するようになったのは、1970年

代の前半である。その理由は後に説明すること

として、まず「Ｊカーブ効果」という概念の内

容からみていくことにしよう。

最も簡潔な定義としてCarolyn Gipson（注１）

のそれをとれば次のようになる。

「通貨の下落が一国の貿易収支に及ぼす影響

を表現する経済学用語。通貨が下落すると、通

常輸入価格が上昇し、他方輸出代金は減少する。

しかし、貿易収支悪化の時期（Ｊという字の底

辺に至る部分）が終了すると、通貨下落の効果

が発現するにつれて、輸出および外貨流入が増

加してくる。これによる国際収支の改善は、Ｊ

という字の上昇部分によって示される。」

本質的にはこれに尽きるわけであるが、もう

少し詳細にそのプロセスをフォローした

Giancarlo Grandolfo（注２）によりつつ、Ｊカ

ーブ効果の発現する過程を観察してみよう。彼

の説明を要約すると次の通りである。

「固定相場制度のもとでは為替平価が公式に

切り下げられた場合、フロート制度のもとでは

為替相場が下落した場合には、その調整効果が

完全に発揮された後においては、貿易収支は改

善する。しかし、調整過程の途中においては、

貿易収支は悪化することがありうる。この現象

は究極的な改善の前に起こる、平価切り下げの

逆効果とみることができる。またこの現象をＪ

カーブ効果と呼ぶこともできる。というのは、

貿易収支は最初悪化し、次いで前のレベルより

高いところまで改善してくるので、横軸に時間、

縦軸に貿易収支を取った場合、その姿はアルフ

ァベットのＪの形を取ることになるからである。

この言葉は、1967年の英ポンド切り下げのあ

と貿易収支の悪化が1970年まで持続する結果と

なった際に、初めて導入された。

その過程は３つに分けてみると理解しやすい。

第一は通貨契約期と呼ばれ、切り下げ直後にお

いて、輸出入品の価格も数量も既に決まってい

る時期である。その場合、輸出入とも、自国通

貨建てでみた場合、同じ割合だけ増加するから、

収支が赤字の場合にはその幅が拡大することと

なる。第二は経過期とも呼ぶべきもので、価格

が変化するが、数量はこれに対する適応の遅れ

から不変のままとどまる時期である。この場合

自国通貨建ての輸入額は増加し、輸出額は値下

げの結果むしろ減少するから、赤字額はさらに

増える。そのあとに、最終時期である数量調整
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期が訪れる。切り下げにより外貨建て輸出価格

を引き下げることができるから一定の期間経過

後は輸出数量が大きく伸びてくる。他方輸入価

格が上昇するため輸入品に対する国内需要が減

少し、その結果輸入数量が大きく減少する。こ

れらの結果、価格数量間の弾性値にもよるが、

多くの場合数量効果が勝って、貿易収支は一転

して改善する。」（図参照）

なお、上記のケースと逆に、為替相場の上昇

が起こった場合には、暫くの間国際収支の黒字

拡大が続いたあと、調整が進むにつれて結局は

黒字減少に至るという、Ｊカーブ効果と全く対

称的な現象が生ずる。これを逆Ｊカーブ効果と

いい、その発生原因についてはＪカーブ効果と

全く逆のことが次々に起こると理解しておけば

よい。また、Ｊカーブ効果と逆Ｊカーブ効果の

両方をひっくるめて「広義のＪカーブ効果」と

する論者もある（注３）。グラフの縦軸と横軸を

ひっくり返し、上を赤字、下を黒字にすれば、

為替相場上昇の場合の貿易収支の姿は倒立した

Ｊではなく、正立したＪとなるからである。以

下本論においては、正・逆Ｊカーブ効果を一応

区別して扱うこととする。本論の扱う第一次大

戦後の日本経済においては、逆Ｊカーブ効果の

方が問題になることに留意しておく必要がある。

内外の国際経済論、国際金融論の著作におい

ては、以上に説明してきたところと大同小異の

記述が行われているが、1970年代後半以降には

大体の著作（注４）がこれを取り上げているの

に対し、それ以前に出版された著作（注５）に

はこの言葉はまったく現れてこない。その理由

はいうまでもなく、Grandolfo がいうように、こ

の言葉が一般に用いられるようになったのはお

おむね1968年前後だからである。

為替相場の変動に伴う輸出入数量の変化、そ

れによる貿易収支の変動といった現象は、どの

時代にもありうる現象であるから、こうした状

況は一見奇妙に思われるかもしれない。しかし

ここで想起しなくてはならないのは、1971年８

月のいわゆるニクソンショックに至るまでの間、

世界の国際通貨制度はブレトンウッズ体制のも

と、きわめて狭い変動幅しかない固定平価制度

の下に置かれており、貿易数量の変化に影響を

及ぼすほどの為替相場の変動が、通常の場合に

おいてはそもそも存在しなかったことである。

その例外は、固定平価の維持が不可能となった

非常事態に際して行われた平価の変更であり、

そのもっとも典型的なケースが1960年代に行わ

れた、かつての国際通貨の王者英ポンドの切り

下げであったのである。

ところがニクソンショック以降、より厳密に

いうと1971年12月のスミソニアン協定による固

定平価制度への復帰の試みが失敗に終わった

1973年３月以降、国際通貨体制は主要通貨すべ

てが変動相場制度のもとに置かれるという、第

二次大戦後では初めての事態（いわゆる「海図

なき航海」）を迎えることになるのである（注６）。

このあと為替相場の変動はブレトンウッズ体制

のもとでは到底考えられないほどの大きさに達

し、これに起因する輸出入価格や数量の変化に

より、国際収支に十分大きい影響を与える事態

がしばしば生ずることとなった。そのため、Ｊ

カーブ効果が現実に発生するケースは飛躍的に

増大し、このキーワードを国際経済論から外す
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ことはできなくなった。

しかし、経済史をひもとくまでもなく、異種

通貨間の相場は中世どころかローマ時代あたり

から、本来変動するのが原則であったわけであ

り、第二次大戦後の固定相場制の方がむしろ変

則的事態であったということができる。ニクソ

ンショックに続くブレトンウッズ体制の崩壊期

に経済界が周章狼狽する中、戦前の日本貿易界

に身を置いたベテランたちが少しも騒がず「そ

もそも為替というものは変動するのが本来の姿

である」と喝破して後輩の指導にあたったこと

は、筆者の世代の経済人には生々しい記憶とし

て残っている。

そうであるとすると、第二次大戦前の時期、

特にブロック経済化で自由な為替取引が事実上

できなくなった1930年代後半より前の時期にお

いては、そういう言葉こそなかったものの、経

済現象としてのＪカーブ効果が現実に発生して

いたのではないかという疑問が生じてくる。

２　国際収支の変動についての森 外の言及

森Ô外（1862～1922）の残したメモの中に次

のような文章がある。

輸出ハ金額猶大ナレドモ

数量已ニ減ゼルモノアリ　物資ゴトニ

殊ナリ

貿易逆調ノ将ニ至ラントスル兆 ナリ

この文章は、Ô外が、その晩年にあたる大正

９年前後に記したと推定される「観潮録」とい

う手控え（和罫紙約70枚）の、前から三分の一

ほどのところに記入された短文である。（注７）

文中「兆 」は「ちょうちん」と、読み、「兆候」

と同じ意味である。当時、Ô外は足掛け10年に

わたり勤めた陸軍軍医総監の地位を去り、帝室

博物館総長および帝国美術院長を兼任していた。

この文章に接したのは1984年の秋のことであ

るが、その意味するところは今にいうＪカーブ

効果のことではないかと直感的に思った。たま

たまＮＨＫラジオ放送の「ことばの歳時記」と

いうシリーズで「経済の言葉」について６回に

わたり語る機会があり、その第５回（1984年12

月７日）で、この文章に関して要旨次のように

述べた。

「これは実のところ非常に鋭い分析と思う。

当時為替相場は第一次大戦中の日本の輸出増を

反映して、米ドルに対して円高になってきてい

た。これによる輸出競争力の低下から輸出数量

は減少する筋合いにある。しかし円の価値が高

くなっているため１円あたりのドルはたくさん

手にはいる。そのため輸出金額がまず増加する。

しかしその後輸出数量が減ってくるため貿易収

支はやがて赤字になってくる。このような現象

を専門的用語では「逆Ｊカーブ」と呼ぶ。Ô外

が100％このように認識していたかどうかはわか

らないが、ともかく今から10年前までは経済の

専門家でもあまり知らなかったこの現象に当時

のÔ外が気付いていたことは高く評価される。」

この発言は周到な裏付けの下に行われたもの

とはいいがたいが、もしそれが正しいとすれば、

第一次大戦前後の日本の貿易状況とこれに対す

るÔ外の認識をめぐる興味深い発見といいうる。

そこで今回このテーマについて実証的に掘り下

げてみることとした。そのためには、第一に当

時の日本の貿易状況について把握すること、第

二に　Ô外の言及の真意を探ることが必要とな

ってくる。

３　第一次大戦前後における日本の貿易状況

先にも述べたとおり、「観潮録」が執筆された

と推定される大正９年（1920年、以下年につい

ての言及は西暦によらず元号によるのを基本と

する。）は、第一次大戦終結の翌々年にあたる。

いうまでもなく、第一次大戦はわが国の経済に

巨大なインパクトを及ぼした。当時の日本経済

についてのもっとも信頼すべき記述といわれる、

日銀総裁井上準之助『戦後に於ける我国の経済

�
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及金融』の表現を借りれば、「此世界の大戦争は、

日本の経済界を一変せしめた」（注８）のである。

参戦はしたものの、実質的影響の少なかったわ

が国に対して英国等協商国側からの武器、弾薬、

一般工業品輸出要請が殺到し、わが国は明治維

新以来初めてといっていい空前の好況を謳歌す

ることとなった。

特に貿易動向に対する影響は画期的であった。

急速な近代化路線を歩む日本経済は慢性的な輸

入超過傾向に悩み、明治30年代以降貿易収支黒

字を記録したのは明治39年、42年のわずか２回

にすぎなかった。大戦によりこの状況は劇的に

変化した。大戦勃発初年の大正３年には貿易の

中心地であるロンドンでの為替取引が混乱した

こともあって輸出金額はむしろ減少し、貿易収

支はなお赤字にとどまっていたが、翌大正４年

からは、輸出の飛躍的増加を主因として貿易収

支は巨額の黒字を示すこととなった。井上によ

ると、「大正４年の５月６月位になりますと日本

の経済界は全然一変致しました。その時分から、

比較にならぬほど海外貿易が増進致しました。」

（注９）と表現されている。

大正年間の日本の貿易動向を表１に示した。

これにより大戦期の貿易収支尻（注10）を概観

してみよう。大正２年に１億円近い巨額の赤字

を示していた貿易収支は、大戦勃発の３年に赤

字減少のあと４年には1.8億円とかつてない黒字

を記録した。その後５年には3.7億円、６年には

5.7億円と急速な黒字拡大を示すが、７年には輸

入の急増もあって2.9億円の黒字に縮小、翌８年

からは再び赤字基調に復帰してしまう。しかし

ながらこの４年間に日本が稼いだ黒字の累計額

は14億円に達した。これは大正期の日本経済に

とって空前絶後のリジェンダリーな黒字額であ

り、井上も「貿易がどれぐらい出来たかという

と、４箇年間に日本の輸出は54億円、輸入が40

億円、差引14億円の取勘定になりました。すな

わち貿易でもって日本は14億円程輸出超過を致

しました。」（注11）という表現でこの数字を強

調し、その後も再三引用している。ちなみに輸

出がピークに達した大正８年における輸出の対

ＧＮＰ比率は21.4％、対歳出比率は88.7％と推定

され、最近時点（平成14年度）の10.6％、62.9％

を大きく上回っている。当時の輸出の伸びがい

かに大きかったかがわかるであろう。

わが国輸出入のこうしたダイナミックなうね

りをより明細にみるため、当時の基本的経済統

計である日本銀行調査局編『本邦経済統計』（注

－26－

表１　大正期における日本の貿易収支動向

（単位千円）

暦年 輸出 輸入 出超または入超（△）

明治44（1911） 447,434 513,806 △ 66,372

大正１（1912） 526,982 618,992 △ 92,010

２（1913） 632,460 729,432 △ 96,972

３（1914） 591,101 595,736 △ 4,635

４（1915） 708,307 532,450 175,857

５（1916） 1,127,468 756,428 371,040

６（1917） 1,603,005 1,035,811 567,194

７（1918） 1,962,101 1,668,144 293,957

（大正４～７年小計） （5,400,881） （3,992,833） （1,408,048）

８（1919） 2,098,873 2,173,460 △ 74,587

９（1920） 1,948,395 2,336,175 △387,780

10（1921） 1,252,838 1,614,155 △361,317

11（1922） 1,637,452 1,890,308 △252,856

12（1923） 1,447,751 1,982,231 △534,480

13（1924） 1,807,035 2,453,402 △646,367

14（1925） 2,305,590 2,572,658 △267,068
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12）からデータを拾って作表したものが表２で

ある。四半期別の動きはかなりジグザグではあ

るが、当該期間の貿易黒字額が急速に増加して

ピークに達したあと減衰して赤字（Ô外のいう

「貿易逆調」）に突っ込んで行く有様がかなり明

確に読み取れるといえよう。

Ｊカーブ効果を検証する上で欠かせないもう

一つのデータ、為替相場の動向をみよう。当時

の円の為替相場は、前記『本邦経済統計』に加

え、日本銀行の内部資料「欧州戦争ト本邦金融

界」（注13）などによって、対米ドル、英ポンド、

仏フラン、露ルーブル、インドルピー、中国両

（テール）の各相場をなんとか月別にフォローす

ることができる。ここで重要なのは、当時の円

為替相場の実勢を把握するには、このうちどの

相場に着目すべきかという点である。現在の日

本では、対米ドル相場をみておけば大勢観察に

は十分である。また相手国別の貿易データも整

備されているため、貿易量で加重平均した円相

場の実勢把握も可能である。この点大正期につ

いては種々難点がある。たとえば国別の貿易額

については一応の数字があるが、それらについ

てどの通貨が用いられているかというデータは

全く存在しない。また、貿易額では案外ウェイ

－27－

表２　第一次世界大戦期における日本の四半期別貿易動向

（単位千円）

暦　年 輸　出 輸　入 出超または入超（△）

大正３（1914）Ⅰ 154,256 198,974 △ 44,716

Ⅱ 157,813 183,761 △ 25,948

Ⅲ 142,502 115,564 26,938

Ⅳ 136,531 97,439 39,091

（年　間） （591,101） （595,736） （△4,636）

大正４（1915）Ⅰ 140,683 127,237 13,445

Ⅱ 160,231 161,504 △ 1,274

Ⅲ 194,323 122,045 72,277

Ⅳ 213,071 121,662 91,408

（年　間） （708,307） （532,450） （175,857）

大正５（1916）Ⅰ 218,861 175,809 43,051

Ⅱ 250,706 204,631 46,072

Ⅲ 295,948 178,365 117,582

Ⅳ 361,955 197,622 164,333

（年　間） （1,127,468） （756,428） （371,040）

大正６（1917）Ⅰ 317,725 226,397 91,327

Ⅱ 390,795 221,550 169,245

Ⅲ 432,394 252,471 179,924

Ⅳ 462,090 335,392 126,699

（年　間） （1,603,005） （1,035,811） （567,194）

大正７（1918）Ⅰ 397,276 390,526 6,750

Ⅱ 499,646 449,357 50,290

Ⅲ 487,803 386,086 101,716

Ⅳ 577,376 442,176 135,200

（年　間） （1,962,101） （1,668,144） （293,957）

大正８（1919）Ⅰ 377,187 479,139 △101,951

Ⅱ 450,233 570,232 △119,999

Ⅲ 550,174 535,864 14,309

Ⅳ 721,279 588,225 133,053

（年　間） （2,098,873） （2,173,460） （△74,587）

大正９（1920）Ⅰ 544,206 804,439 △260,232

Ⅱ 594,630 812,966 △218,335

Ⅲ 483,734 397,932 85,801

Ⅳ 325,823 320,838 4,985

（年　間） （1,948,395） （2,336,175） （△387,780）
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トの大きいテール、ルピーについては、これら

の通貨が銀本位制ないし準銀本位制に依拠して

いたため、大戦の影響による銀価格の乱高下に

伴い、為替相場の変動があまりにも大きいとい

う問題点が存在する。一方、フラン圏、ルーブ

ル圏については、貿易の比重はあまり大きくな

い。

以上の事情を勘案すると、当時の円相場の実

勢を大掴みに把握するには、国際通貨の王座の

地位をまだ譲っていなかった英ポンドと、これ

を急追しつつあった米ドルの両者についてその

動きをフォローするとともに、この両者を１対

１のウェイトで合成した指標を観察することが

妥当と思われる。この作業結果が表３である。

これをみると、日本の国際収支の劇的好転を

背景に、米ドルについては大正５年から７年に

かけて、英ポンドについては４年から９年にか

けて連続的な為替相場上昇がみられる。また合

成指標については４年から９年にかけて同じく

連続的上昇となっている。

このように、大戦期の日本経済について、貿

易収支面においては黒字の急速な増加と反転縮

小、為替相場面においては持続的な円相場上昇

という、逆Ｊカーブ効果の発生を示唆する現象

が明らかに見受けられる。しかし、厳密な意味

での逆Ｊカーブ効果発生を見極めるためには、

輸出入を価格と数量に分解し、それが冒頭に述

べた逆Ｊカーブ効果の定義に則した動きをして

いるかどうかを観察する必要がある。残念なが

ら、現在それは不可能に近い。当時の貿易統計

において、主要品目の輸出入数量は判明してい

るものもあるが、全貌把握は困難であり、それ

らの品目の価格統計も必ずしも整備されていな

いからである。

さらに、大戦開始後日本品に対して高まった

爆発的な需要を反映して輸出価格のレベルが大

幅に高まっていくが（輸出品だけについての加

重平均した価格統計はないので、一般物価であ

る日銀卸売物価についてみると大戦間に約２倍

になっている）、そのうちどれだけが需要サイド

の要因によるものであり、どれだけが供給価格

のマークアップによるものであるかという点も

明らかではない。したがって当時の日本経済に

おける逆Ｊカーブ効果のあり方について、100％

実証的に明らかにすることは困難である。しか

し、高橋亀吉の名著「大正昭和財界変動史」の

次のような記述を読むと、交戦国に対する当初

の物価面の優位性を利して輸出価格のマークア

－28－

表３　大正期における円の為替相場推移

暦　　　年

対　米　ド　ル 対　英　ポ　ン　ド 合　成　指　標

100円当りドル 明治44を100と １円当りシリング 明治44を100と （ａ＋ｂ）（年間平均） した指数（ａ） （年間平均） した指数（ｂ） ２

明治44（1911） 49.31 100.00 2.034 100.00 100.00

大正１（1912） 49.44 100.26 2.039 100.25 100.26

２（1913） 49.38 100.14 2.031 99.85 99.99

３（1914） 49.25 99.88 2.011 98.87 99.38

４（1915） 48.88 99.13 2.047 100.64 99.89

５（1916） 50.00 101.40 2.109 103.69 102.55

６（1917） 50.50 102.41 2.133 104.87 103.64

７（1918） 51.38 104.20 2.208 108.55 106.38

８（1919） 50.63 102.68 2.250 110.62 106.65

９（1920） 49.63 100.65 2.625 129.06 114.89

10（1921） 48.00 97.34 2.490 122.42 109.88

11（1922） 47.89 97.12 2.146 105.51 101.32

12（1923） 48.88 99.13 2.130 104.72 101.93

13（1924） 42.00 85.18 1.901 93.46 89.32

14（1925） 40.75 82.64 1.687 82.94 82.79

日本銀行編「欧州戦争ト本邦金融界」、日本銀行調査局「本邦経済統計」より算出
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ップを行う余裕が十分にあったし、また輸出者

側がそういう行動に出たことが納得できる。

「以上軍需及び民需品の輸出は・・・大正５

年２，３月ごろからその増勢を急激に大にし、

６年に入るに従って更に飛躍した。・・・物価

を見るに、わが物価は大正５年以降急騰してい

るが、それでも、大正６年頃までのわが物価水

準は、英米に比しなお少なからぬ低位にあっ

た。・・・この事実は、前途わが物価のなお高

騰すべき大勢的地位にあることを語るものであ

って、物価先高の人気を刺激するところ多大で

あった。」（注14）

こうした状況を大局的に把握すると、大戦初

期にみられた輸出価格の引き上げの中には、為

替相場上昇をカバーするための引き上げが含ま

れていたに違いないし、またその後の貿易収支

動向をみると、そのような引上げにもかかわら

ず輸出金額の増大、貿易収支黒字の拡大が進行

するという、逆Ｊカーブ効果現象が明らかに認

められるといえよう。

４　貿易動向に関する森 外の記述とその意味

さきほど引用した「観潮録」のなかのÔ外の

記述と、以上にみてきた大戦期の貿易収支動向

はどのように関係しているのであろうか。

まず「観潮録」であるが、先にも述べた通り、

和罫紙70枚に記入されたÔ外の個人的メモであ

り、1954年の岩波版全集で初めて公刊された。

分量は最新の岩波版全集第38巻（1975年）でみ

ると約54頁になる。その内容は、漢籍からの引

用が６頁ほどあるほかは、教育、政治体制、経

済、社会政策、宗教、外交等に関する和文のメ

モ書きによって占められている。注目すべきは、

経済に関する記述がかなり多いことで、とびと

びではあるが合計12頁に及んでいる（このうち

インフレ対策に触れた部分については吉野俊彦

博士の詳細な論考がある）。（注15）

Ô外はその専門である医学、衛生学以外に、

哲学、美学、社会科学、歴史学、文学、言語学、

統計学など、知的活動の広範な分野にわたって

強い関心をもち続け、深い造詣があったが、そ

のうち経済現象、社会現象、およびこれと関連

性の深い社会主義についての知見にもまた目を

みはるものがある。一例を挙げれば、彼は、大

正７年から10年ごろのあいだに、奈良時代から

明治時代に至る日本の金銀比価と米価のデータ

ベースともいうべき「金銀銅価考」（全集で50頁

にわたる）をみずから作成しているし、また社

会主義については、マルクス、エンゲルスの所

論にいちはやく着目しているほか、社会主義各

派の動向につき的確な評価を行ったペーパーも

執筆している。これらの分野における彼の活動

は必ずしも知的興味だけから行われたのではな

く、彼が長きにわたって庇護を受けた元老山県

有朋への進言のために用意されたとの説もある

（注16）。

さて、日本の貿易動向についての問題の記述

は、どのようにして書かれたものであろうか。

この記述は、全集44頁から46頁にわたってひと

かたまりをなしている一連のメモ書きの３頁目

にある。今回１頁目にある人名「上山満之進」

を手掛かりに調べてみたところ、３頁にわたる

このメモは、雑誌『太陽』大正９年３月号に貴

族院議員上山満之進が寄稿した「物価調節に就

て」と題する17頁におよぶ論文からの抜き書き

であるという事実をつきとめることができた。

筆者上山満之進（かみやまみつのしん、1869

～1938）は明治から昭和初期にかけて活躍した

官僚・政治家で、明治28年帝国大学法科大学を

卒業して内務省に入省、熊本県知事、次官に就

任、米価調節問題の処理に努めた。大正７年に

は貴族院議員に勅選され、経済政策に関与した

あと、大正15年には台湾総督に就任して経営困

難に直面した台湾銀行の救済に尽力している。

この経歴からもわかるように内務官僚としての

トップを極めた人物であるが、同時に経済政策

についても活発な発言を行っている。

発表の場となった『太陽』は1895年から1928

�
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年にわたって博文館から発行された月刊誌で、

『改造』（1919年創刊）、『中央公論』（前身の『反

省会雑誌』は1887年創刊、1899年『中央公論』

と改題）と並んで当時の日本を代表する総合雑

誌であった。ちなみにこの号の他の寄稿者は、

法学者美濃部達吉、経済学者堀江帰一、小説家

島崎藤村、菊池寛、歌人与謝野寛などである。

さて、この論文「物価調節に就て」の内容で

あるが、冒頭に「物価問題のごときは実に百般

政務の根底をなす。」とその重要性を強調したあ

と、大戦勃発後の物価急騰を詳細に記述、次い

でその原因、その影響、物価調節の必要を熱っ

ぽく論じ、最後に９項目にわたる物価対策を提

示して終わっている。字数を概算すると２万200

字、400字詰めの原稿用紙換算では50.5枚とかな

りの長さである（注17）。

Ô外はこの論文のうち興味を引いた部分から、

箇条書きふうの抜き書きを行なっている。論文

全体のまんべんない要約ではなく、自分にとっ

て切実な関心のある箇所についてのみ心覚えの

ための摘記を行なっている点が重要である。全

集の頁でいうと３頁になるが、余白がきわめて

多いので、字数を数えてみたところ僅か645字で

あった。

その大部分は、当時激しく進行しつつあった

国内インフレーションの計数、原因、影響につ

いてのもので、原文ではやや散漫な文章の中に

散在している計数を簡潔な計表にまとめあげた

り、多少だらだらした感じのある「原因」、「影

響」についての記述を、フローチャートふうの

図式に要約している手腕には舌を巻かざるをえ

ない。「梗概博士」の異名を取ったÔ外ならでは

の手際よさである（注18）。もっとも全体の最後

にあたるインフレ対策９項目だけは例外的にほ

ぼ原文の丸写しである。なお、原論文が漢字ひ

らがな混じり文であるのに対し、Ô外の抜き書

きは漢字カタカナ混じり文となっている。

さて、問題の箇所に着目しよう。核心部分で

あるので、やや繁雑になるが上村の原文をその

まま引用することとする（送り仮名などは原文

のまま）。

「我が輸出貿易は、欧州開戦後軍需品の需要

増加と、欧州諸国の生産及貿易の衰退とに因り、

その数量に於いても顕著なる発達を遂げたりと

いへど、最近二年以来否運に向かひ、昨年の如

きは殊に甚しく、加ふるに、金額の減少に比し

て数量の減少率大なるものすこぶる多く、金額

増加して数量の減少せるもの又少なからず。是

れ輸出総金額の今猶ほ年々増加せるにも拘はら

ず、輸出の実態は退歩せることを示すものにし

て、その原因種々なるべきも、我が物価の非常

に高位に在るの一事は蓋しその尤なるものなる

べし。今、重要輸出品二十種（詳細省略）に付

て審かに之を観るに、大正四年乃至六年の三個

年間に於て、綿製品及毛織物が六年に稍著しき

減少を見たるの外は、一般に価に於ても量に於

ても増加せり。然るに大正七年には銅及亜鉛を

最として（米は暫く之を措き）、一割以上の輸出

数量を減じたるもの九種に及び、八年（自一月

至十一月）に至りては、七年に比して輸出量を

減じたるもの生絲製帽用真田及印刷料紙を除き

たる十七種に及び、その中減率の一割に満たざ

るは燐寸の一あるのみにて、三割乃至六割のも

の、米の外に十種を算し、就中金額増加して数

量減少せるもの四種、金額に比して数量の減少

大なるもの九種の多きを見るに至れり。

由是観之、我が暴騰せる物価が、輸出貿易の

発展を抑止し終に輸入超過に至らしめたる大な

る原因たるは、是を争ふの余地なし、若し現在

の物価にして低落することなくむば、近き将来

に於て急転直下に驚くべき貿易の逆調を来し、

至大なる打撃を事業界に加ふべく、而して国際

計算は自から支払勘定となり、我国が戦時に蓄

積したる十数億の正貨は幾もなくして蕩尽せら

れ、是に於て兌換制度の基礎は動揺し、経済上

百般の惨禍を誘致するに至るべきは識者を俟て

始めて之を知らざるなり。」（注19）

ここに描かれたわが国輸出貿易の姿は、輸出
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価格の高騰（先に述べた通りその中には円相場

高騰に対処した価格のマークアップを含む）が

輸出数量を圧迫しはじめ、そのため輸出金額は

なお伸びているものの、早晩減少に転じて、貿

易収支の逆調を招くに違いない、という状況で

ある。いわば逆Ｊカーブがその頂点において下

降に転ずる瞬間を描写したものといえよう。た

だその記述は冗長であるうえ、論理の進め方が

明確性を欠き、「急転直下に驚くべき貿易の逆調

を来し」、「百般の惨禍を誘致する」といった誇

張した表現も少なくない。

これに対し、先に引用したÔ外の要約を再掲

載してみよう。

輸出ハ金額猶大ナレドモ

数量已ニ減ゼルモノアリ　物資ゴトニ

殊ナリ

貿易逆調ノ将ニ至ラントスル兆 ナリ

Ô外の要約は、上村の冗長な叙述から、輸出

の品目、金額といった具体的要素を完全に削ぎ

取り、論理の骨組みだけを明快に提示したもの

であることが一目瞭然であろう。以上みてきた

ところから、この構図にはじめて着目したのは

上村満之進であって、Ô外ではないことが明ら

かとなったが、約１頁に及ぶ上村の論述の本質

をわずか47字で正確に要約したその手腕をみれ

ば、そもそもÔ外にとっては全くの専門外であ

った国際経済学の高度な理論を、彼が完全に理

解し、把握していたこともまた明らかである。

上村論文の掲載された『太陽』第26巻第４号は

大正９年３月27日印刷納本であるから、Ô外の

この記述執筆は大正９年の４月ごろであろう。

当時既にÔ外は肺結核と萎縮腎を病み、２年後

の大正11年７月には死を迎える。彼が明確な認

識を持っていた経済現象に「逆Ｊカーブ効果」

という名称が与えられるには、なお半世紀の時

を要したのである。
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