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◎『社会経済史学』73－2（2007年7月）

江戸の土地市場と不動産投資

収益還元法による地代・地価分析一

壷 土山 俊太郎

本稿は，江戸の町屋敷を事例に，収益還元モデルを使用して，実質地価の決定構造とその

推移を分析し，その長期金融資産としての安定性を再検討した試論である。従来，徳川都

市の土地市場研究は，土地の収益性と資産性を切り離して議論したため，その鑑定評価を

明示できなかったが，本稿は両者の関係を重視して沽券地の実質地価を求め，その変動要

因をマクロ経済に位置づけた点に，最大の特徴を有する。その結果，享保～寛政期には実

質地代の低下にもかかわらず，低金利政策と貨幣供給の増量，商品取引に対する貨幣需要

の減退といった経済環境が土地不動産への資産選択を活発化させ，実質地価の上昇に貢献

した。だが，寛政～天保期になると，貸手の商人・地主が，土地収益性を，表店でなく裏

店のそれ程度と過小に評価したことで，実質地価は利子率の低下に反して暴落した。元

来，沽券金高とは地代を利子率で資本還元した現在割引価値を意味したが，以上の分析結

果は，徳川都市の土地不動産がリスクと鉢合わせの投機的な長期金融資産たりえたことを

示唆していよう。

はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
　本稿は，江戸の町屋敷を事例に，その売買価格である沽券金高を土地資産市場の価格と捉え，

収益還元モデルを使用して，実質地価の決定構造とその時系列的変遷を検討する試論である。

　徳川期の都市部において土地市場を研究する意義は，きわめて大きい。幕府によって，地面の

売買が容認されていたからである。貸手の商人・地主が当時，資金市場で土地不動産を購入する

行為は，生産者・流通業者への貸付（前貸），領主を含む家計への消費金融とともに，重要な資

金運用先に数えられていた。しかも土地不動産は，個人家計への貸付に対する抵当的役割を頻繁

に担ってきた結果，徳川期唯一の安全な財産で，安定した収益を期待できる「長期金融資産」と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　う
しての意味合いを持っていたといわれる。だが，それは，本当に安全かつ安定的な長期資産たり

えたのだろうか。近年，バブル経済の破綻によって，私たちは眼前で「土地神話」の崩壊を経験：

＊　本稿は，平成16～18年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費：課題番号16・9590）の成果の一部で

　ある。本稿の作成にあたっては，斎藤修先生（一橋大学），杉山伸也先生（慶磨義塾大学）からご指導を

　頂いた。老川慶喜先生（立教大学），田村均先生（埼玉大学）には，首都圏形成史研究会を通じて，貴重

　なコメントと励ましのお言葉を賜った。また閲覧および複写に際しては，国文学研究資料館，（財）三井

　文庫に大変お世話になった。この場を借りて，お礼申しあげたい。

注（1）江戸市中の町人地のうち，売買もしくは質入れが可能な町屋敷を沽券地という。この土地売買で

　　　　取り交わされる証文が沽券状，そこに記載された売買価格が沽券金高である。

　　（2）安岡重明『財閥形成史の研究』（増補版）ミネルヴァ書房，1998年，494～495頁；斎藤修「徳川

　　　　後期における利子率と貨幣供給」梅村又次ほか編『日本経済の発展』（数量経済史論集1）日本経済

　　　　新聞社，1976年，289～294頁。
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したばかりだからこそ，誰もがその分析意義を認めることができよう。

　一般的に，土地不動産の売買は，地域を限定した相対取引を中心とするため，その市場は必然

的に不完全なものにならざるをえない。そのため，正常な価格を把握するには，有効な鑑定評価

が必要となる。現代の不動産鑑定評価では，必ずしもその絶対的な手法が定まっているわけでは

ないが，バブル崩壊後の不動産投資は，土地の所有よりもその利用・運用に資産価値の意義を見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
出す傾向にある。その結果，収益還元法という鑑定手法に注目が集まるようになった。収益還元

法とは，土地の収益がその資産価格を規定するとの前提をもとに，地代を利子率で資本還元した

現在割引価値によって，地価がどの程度説明できるのか，評価する不動産鑑定方式である。この

手法を採用することで，土地の個別性に対する配慮が十分なされるとともに，地価の変動をマク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
ロ経済的要因に位置づけて考えることが可能となった。

　実のところ，収益還元法を都市部の地価算定に選択したのは，意外にも古い。その歴史的経緯

を旧くと，地租改正までさかのぼる。東京の地租改正では，「1坪当りから1か月間に収入しう

ると鑑定された貸地料」を「地力」と称し，日本橋川沿岸に位置する第1大区5・6小区の地力

を，東京全域におけるその基準値と定めた。この1年分の地力から，地価の3％相当の地租・区

入費と，1％相当の「路地処芥捨場其他ノ為暗明キ地」分を控除し，利子率4％を用いて資本還
　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
元した価格が，改正後の新地価となった。つまり，近代東京の地価とは，地代の現在割引価値で

ある収益還元地価を説明していたことになる。

　このような鑑定手法は，徳川時代の都市でも説明しえたのであろうか。そして，説明できたな

らば，都市の実質地価はどのように推移していたのだろうか。たとえば，農村の土地価格につい

注　（3）　これに対して，バブル崩壊までの鑑定手法には，取引事例比較法が常套的に採用されていた。こ

　　　　れは，取引対象となる土地不動産を，それと場所的・時間的・物理的に同一性を備えた他の物件と

　　　比較して算定する手法である。それがために，土地の非同質性・非代替性という特色を捨象してし

　　　　まう欠点を併せ持っていた。

　　（4）　野口悠紀雄『バブルの経済学一日本経済に何が起こったのか一』日本経済新聞社，1992年，第2

　　　　章をもとに，収益還元法の理論的枠組みを具体的に説明すると，以下のとおりとなる。いま地価が

　　　投資主体の合理的な資産選択行動の結果として決定されると考え，土地資産の収益率と利回りが毎

　　　期同一の値をとる（＝裁定取引）と仮定する。t期の土地資産価格をPt，土地の利用収益をRt，利

　　　　回りをIt，　t期の地代期待成長率をGt（＜It）とすると，利回りは

　　　　　　（1）　lt　一　Rt／Pt　＋　Gt

　　　　　だから，t期の地価は理論上
　　　　　　（2）　Pt　一　Rt／（It　一　Gt）

　　　　となるはずである。ここで（2）式は，経済の基本的な構造（ファンダメンタルズ）を示すと考え

　　　　られる。このように，（2）式を成立させるPt（＝Ft）を，一般的に「収益還元地価」と呼び，　Ptは

　　　　ファンダメンタルズで説明される。しかし，Pt＝Ftでない場合，その価格差は実態経済とかけ離

　　　　れて評価された価格，つまり「バブル」となる。今回の分析では，土地資産価格がどれほどファン

　　　　ダメンタルズから想定される適正水準を上回っていたのか（あるいは下回っていたのか）を示す指

　　　標として，
　　　　　　（3）　Bt　＝　（Pt　一　Ft）／Pt

　　　　を満たすBtを設定する。そして，このBtを通時的・共時的に比較することで，沽券地の長期金融

　　　資産としての安全性・安定性を判断したい。

　　（5）　滝島功『都市と地租改正』吉川弘文館，2003年，第2部第1章。
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ては，これまでのところ，竹安繁治や植村正治が，畿内や讃岐の農家史料を用いて，作図（農業

生産性の上昇に伴って農民の手元に残された余剰）を利子率で資本還元した現在割引価値が農地

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ヌ
価格に等しかったことを実証してきた。これに対し，近世経営史研究において都市商人の資産形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　
成に関する分析に，枚挙のいとまがない。しかし，その中心的課題は，流動資産としての商品在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
庫，あるいは金融資産としての貸付・大名貸など，主に動産部門の解明に向けられ，不動産部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
に対する関心は，一部の論稿を除くと，意外にも低かったといわざるをえない。

　むしろ，都市の地価変動に対する関心は，1970年代後半期以降，都市史・建築史・歴史地理

学などの分野から，江戸を対象に寄せられてきた。その背景には，当時の社会問題であった東京

一極集中による地価高騰と土地資産格差の拡大について解決する手がかりを，徳川期の巨大都市

にも求めてみたいとする分析視角があったのかもしれない。なかでも玉井哲雄と中藤淳は，沽券

帳や沽券絵図といった史料の通時的な利用可能性に着目し，沽券金高や，問口1間あたりのそれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
を示す小間高をもとに，同一地面におけるその推移を分析してきた。だが，玉井の研究は貨幣単

位での分析に留まり，マクロ的な経済変動の影響を組み込まなかったため，「江戸にもすでに地

価騰貴およびそれによる地域格差の問題はあった」とする主張には，検討の余地を残している。

また中藤の論考についても，基準に選んだ沽券絵図の作成年代が，分析対象の町ごとに異なるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　で，結語にまとめられた地価変動の特徴を批判なく受け入れるのは難しい。

　都市史研究のなかでも，小澤詠美子，竹内誠の論考は，地主による地貸・店貸経営の収益性に

も触れた点で貴重な視角を提供している。たとえば小澤は，地代・店賃の設定に必ずしも，沽券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　
金高が反映されたわけではなかっただろうと推論しているが，そもそも地代が沽券金高によって

説明された価格なのか，そうであるならば，沽券金高自体が何を基準として決定された地価なの

か，十分検討したわけではない。また竹内は，御用達商人の仙波太郎兵衛家が「享保～天明期に

購入した屋敷の8割ほどを，なお幕末期にも所持している」点に着目し，その集積の意図を「土

地ころがし（転売）による差額利潤の追求よりは，むしろ買得した家屋敷の地貸・店貸による利

注（6）竹安繁治『近世封建制の土地構造』御茶の水書房，1966年，171～178頁；植村正治『近世農村

　　　　における市場経済の展開』同文舘，1987年，319～329頁。

　　（7）　代表的な研究として，安岡『財閥形成史の研究』；同『日本資本制の成立過程』ミネルヴァ書

　　　　房，1970年；藤田貞一郎「商家の資本蓄積」宮本又次編『江戸時代の企業者活動』日本経済新聞

　　　社，1976年目作道洋太郎編『住友財閥』日本経済新聞社，1982年；畠山秀樹『住友財閥成立史の

　　　研究』同文舘，1988年。

　　（8）　たとえば，江頭恒治『近江商人中井家の研究』雄山閣，1965年；森泰博『大名金融史論』大原新

　　　　生社，1970年。

　　（9）　北島正元編『江戸商業と伊勢店』吉川弘文館，1962年；賀川隆行『近世三井経営史の研究』吉川

　　　　弘文館，1985年；旗手勲『三菱財閥の不動産経営』日本経済評論社，2005年，付論の住友家に関

　　　　する論稿。

　　（10）　玉井哲雄『江戸町人地に関する研究』近世風俗研究会，1977年；中藤淳「江戸町人地における土

　　　　地所有変動の地域的差異」『歴史地理学』第134号（1986年9月）。

　　（11）　岩淵令治「町人の土地所有」渡辺尚志・五味文彦編『土地所有史』山川出版社，2002年は，玉

　　　　井・中藤両論文を引用して江戸町屋敷の特徴をまとめたが，このような批判を加えていない。

　　（12）　小澤詠美子「江戸における町屋敷の経営一高野家支配巌々を中心に一」『史潮』新25号（1989年

　　　6月），42頁。
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　　　　　　エ
益」に求めた。しかし，この仮説を立証するためには，差額利潤が収益よりも少なかったことを

具体的に示す必要があるだろう。

　いずれにせよ，徳川都市の土地市場に関する研究は，土地利用と土地資産との関わりを本質的

に追究しなければならなかったにもかかわらず，これまで両者を切り離して議論してきたため，

その担保価値を明確に示せなかった点に大きな課題を残してきた。この点を踏まえ，本稿では，

①江戸中心部に位置した日本橋・京橋地区の沽券地を事例として，その売買が成立した背景と制

度的特質を振り返り，沽券金高の評価方法について検証を行う。そして，②収益還元法を用いて

実質地価の推移を時系列で比較したうえで，その「長期金融資産」としての安定性について再検

討していくことにしたい。

1　町屋敷の制度的特質と運用状況

　（1）沽券地の売買と鑑定評価

　最初に，江戸市中に町屋敷売買が成立した背景とその制度的特質を，確認しておこう。江戸町

屋敷の誕生は，徳川家が国役請負者に対し，国役上納の代償として町屋敷を下賜した慶長～寛永

　　　　　　　　　
期に起源を有する。よって，町屋敷の所有と役負担は，そもそも表裏一体の関係にあった。国役

請負者の大半は，実際に国役負担の義務を遂行できる者（＝国役負担者）を，拝領された町屋敷

に誘致するとともに，拝領町の草創名主として彼らを支配した。やがて国役請負者は，一定の国

役を負担する代償として，国役負担者に町屋敷の地所を割譲し，そこへの居住を許可した。ここ

に，国役負担者も，町屋敷を所持し，家持として成長する基礎を築いた。このように，17世紀

前半期における町の創設以来，代々所持されてきた町屋敷は，草創地と呼ばれる。

　しかし，家持が国役を継続的に負担していくことは，けっして容易ではなかった。寛永期を過

ぎたころから，家持は，国役負担を踏襲してでも，そこに居住したい者へ，草創地を売却し始め

るようになる。こうして，町屋敷に価格が付き，その売買が成立すると，草創地は沽券地へと変

質した。

　町屋敷の売買が行われても，町は新たな家持に国役を賦課してきたが，なかには新たな地主に
　　　　　　　くユらう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロの

国役を半減したり，国役に替わって人足役である公役を申し渡したりした町も見られた。このよ

うに，草創地の沽券地化によって，国役の負担が徐々に減少している点に着目して，三浦俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
は，国役負担を伴う草創地の原則は，次第に稀薄化していく傾向にあったと推測している。他方

注　（13）　竹内誠「江戸豪商仙波家の屋敷集積の動態」木代修一先生喜寿記念論文集編集委員会編『日本文

　　　化の社会的基盤』雄山閣出版，1976年，208頁。

　　（14）　以下の記述は，三浦俊明「江戸城下町の成立過程」『日本歴史』第172号（1962年9月），39～51

　　　頁に依拠する。三浦の「国役請負者」とは，国役負担者を支配し，徳川家に直接国役を上納した者

　　　を意味するが，吉田伸之『近世巨大都市の社会構造』東京大学出版会，1991年，354～355頁は，

　　　それだと「国役が誰と誰の関係であると考えられているのかがやや曖昧」として批判し，国役負担

　　　者を支配し，国役を統御することで国役を免ぜられた存在と補完する。

　　（15）　『御府内備考』第3巻，赤坂之2，表伝馬町1丁目。

　　（16）　『御府内備考』第3巻，牛込之4，五軒町。

　　（17）　三浦俊明「江戸城下町の成立過程」，50頁。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
で公役も，それまで実際に人夫を供給し，その人員も一定していなかったが，1722（享保7）年

に公役の銀納化が決定されてからは，今後これ以上の役人足を他に賦課しない旨が成文化されて
　くゆ

いる。さらに7年後の1729（享保14）年には，町中の地代・店賃引下げにあわせて，公役銀の

　　　　　　　　　　　　　　くゆ
2割引下げが実施されたのである。

　だが，町屋敷購入にかかる買主の費用・負担は，これに留まったわけではない。1708（宝永

5）年の町触によると，買主は町に対して100両につき2両の歩一金を，名主へ銀2枚，五人組

へ金100必ずつ，町中の家持へ1人鰹節1連の礼金を支出しなければならなかった。この町触は

歩一金・礼金の上限を規定したものだったから，実際には規定以上の出金を要求する町もあった

　　　　　　　く　つ
と考えられている。したがって，役負担が軽減されたとはいえ，それを踏襲してまで町屋敷を購

入し，かつ歩一金・礼金という参入障壁を乗り越えられた者は，限定されていたに相違ない。実

際，日本橋・京橋地区という江戸中心部の町屋敷は，このころ急速に資金力を蓄えてきた都市商

人資本のもとへ集積されていたのである。

　これら新たな地主の大部分は，自宅や店舗として使用する以外の町屋敷を，すべて地面・店借

に貸付け，その地代・店賃を収入として得る経営を開始した。これが，町屋敷経営である。町屋

敷経営が行われた地面では，表通りから奥行5問を境として，その使用用途を異にした。奥行5

間以内の土地は血忌といわれ，主に「店前売り」と呼ばれる表通りの店舗での商売を行う商人に

地貸された。こうした表坪に立地した町家が，表店である。これに対して，5間より裏側の土地

は歯止と呼ばれ，路地に面して裏長屋，いわゆる裏店が形成されていた。江戸では，こうした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
「表地山鼠店借」型の町屋敷が圧倒的に多く，最も一般的だったといわれる。

　このうち，収益に直接大きな影響を与えたのは，表店からの地代収入だった。たとえば，武州

幡羅郡下奈良村の豪農・吉田家が日本橋地区で経営していた町屋敷では，地代収入が町屋敷から

　　　　　　　　　　　　　く　ヨラ
の収入全体の77％を占めていた。そのために，地代は，沽券地を評価する最重要指標として取

り扱われてきた。ただ，町方の中心部のなかには，草創地のように，古くから所持され続けてき

た地面も少なくなく，また，かなり以前の沽券金高を同額のまま示す沽券地も存在していた。こ

のように，売買当時の価格が現勢を意味しなくなった場合，「当時町並値段」という相場評価額

を，沽券金高とみなした。「当時町並値段」は，沽券金高のない草創地や，後述する武家の拝領

町屋敷にも，土地評価の手段として準用されている。

　その算出方法を，江戸町会所による町屋敷の評価事例から見てみよう。たとえば，町方中心部

に位置し，すべて地山で構成された町屋敷の場合，地主手取金の20倍が「当時町並値段」に相
　　　　く　の
引していた。これは，手取金を5％の利率で資本還元した価格が，現勢の土地評価額だったこと

注　（18）　幸田成友『幸田成友著作集』第2巻，中央公論社，1972年，230頁。

　　（19）　『正年層録』1864。

　　（20）　『正和事録』2151。

　　（21）　『御触書寛保集成』2224；幸田『幸田成友著作集』第2巻，228頁。銀1枚は43匁，金100匹は

　　　1分にあたる。

　　（22）　玉井哲雄『江戸一失われた都市空間を読む一』平凡社，1986年，22～23，184～189頁。

　　（23）　渡辺尚志『近世の豪農と村落共同体』東京大学出版会，1994年，54頁。1830～42年の平均。
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を意味する。他方，三井家江戸両替店の評価方法も，町会所の場合に等しかった。1811（文化

8）年の貸付と流込みに関する調査書には，「流れ込んだ家屋敷の宿賃の利率は月4厘ほど」と書

　　　　く　
かれている。この利率は，流れ込んだ町屋敷の地主手取分を当時の相場価格（三井家では「踏値

段」と称した）で除して算出された数値である。以上の2例は，江戸の町地で沽券金高が将来地

代の割引価値として考えられていたことを端的に物語っていよう。

　（2）　町地の武家所持地

　だからといって，すべての町屋敷が沽券地として売買されたわけでない。大名や幕臣が武家地

に拝領する屋敷地（＝拝領武家屋敷）が慢性的な不足し，武家所有の地面が町地にも存在してい
　　　　　く　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　

たからである。そして，その状況は幕末期まで解消されなかった。

　幕府は，下級の幕臣や大奥女中，儒者，医者，御用達町人などに，町地の屋敷地を与え（＝拝

領町屋敷），与力・同心らに対しては，大縄拝領町屋敷と呼ばれる町地の屋敷地を下賜した。こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
れらは，拝領地である以上，売買や家質による書入れを禁じられていたが，町屋敷経営は許可さ

れていたし，18世紀初頭まで公役負担を勤めていなかったが，1722（享保7）年，町人の所有地

　　　　　　　　　　　　　　　　く　
と同様に，その負担を命じられている。

　そのほか，大名や幕臣が直接町人から売買可能な沽券地を購入し，所持する場合もあった。そ

れは，町屋敷と町並屋敷に大別される。前者は通常の町地に購入した沽券地で，後者は元来近郊

農村であった場所が忌地化した土地に購入した沽券地を表す。とくに後者は代官支配の年貢地な

がら，人別支配のみが町奉行支配下に移管されていたため，町並屋敷を取得した武家は，年貢負

担者としての役割も担っていた。他方，武家が町屋敷を売却する際，幕府は町屋敷ならば町人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
へ，町並屋敷ならば百姓への譲渡が義務づけ，武士から武士への町屋敷の売買を禁じた。つま

り，民地・百姓地とは，本質的に町人・百姓の所有・居住空間であり，武士の所有は，あくまで

一時的・例外的措置だったことを示唆していよう。

　以上，江戸町屋敷の土地制度とその具体的な運用状況を概観し，土地不動産売買に関わる徳川

期特有の構造を把握してみた。その特徴とは，第1に，新たな家持が沽券地の譲渡にあわせて，

以前の家持から国役・公役の負担を踏襲し，第2に，武家も沽券地の所有者たり得たという2点

にまとめられる。

　しかし，これら2点とも，その特性を徳川後期まで維持したわけではない。前者に関しては，

国役町の体制が早い時期に解体し，遅くとも17世紀末には，国役町とは名ばかりの，実態の伴

注（24）吉田『近世巨大都市の社会構造』，52頁。

　　（25）　賀川『近世三井経営史の研究』，164頁。

　　（26）　以下，死地の武家所持地に関する記述は，宮崎勝美「江戸の土地一大名・幕臣の土地問題一」吉

　　　田伸之編『都市の時代』中央公論社，1992年に基づく。

　　（27）　大貫妙子「幕末，幕臣たちの“住宅事情”」津田秀夫編『近世国家と明治維新』三省堂，1989年，

　　　234～240頁。
　　（28）　『正万事録』709。

　　（29）　『御触書寛保集成』2233。

　　（30）　『御触書寛保集成』2211。
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　　　　　　　　　　　　く　
わない町へと変質していった。また後者については，たとえ武士の所有地だったとはいえ，幕府

側も所詮は帯地であるという姿勢を貫いてきた。武家もまた，地貸・店貸収入から町入用や年

貢，諸役を上納し，町屋敷売買の際には，その沽券状をもって取引したのである。拝領町屋敷の

売買・質入は禁止されていたが，そのために「当時町並値段」が設定された点は，先に触れたと

おりである。たしかに，江戸市中の旨々は個別町として独自の町制機構を確立してきたが，それ

に比べると，沽券地の売買構造は，町地の中でほぼ一様だったと理解できよう。

　それとともに，当時の人々は，地代・店賃という定期的所得を，沽券地のもたらす利子だと明

確に認識していた。同じような見解は，幕府側からも，「畢寛地主共，沽券之歩合當り二藍之地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代店賃取立候儀故，自然高直二も相成候」と示されている。これらの事実は，江戸の沽券金高

が，収益を利回りで資本還元した土地資産価格として評価されていたことを，十分裏付けていよ

う。

2　データ

　前節では，徳川時代の町屋敷売買に関わる制度的特徴と，土地評価方法の一般性について述べ

てきた。その結果，沽券金高は理論上，その所有身分を問わず，収益を利回りと考えて資本還元

した現在割引価値として設定されていたことが判明した。それならば，沽券金高は，実際のとこ

ろ，どれだけ経済の基本的構造によって説明できていたのだろうか一本節からは，この点を

18～19世紀のデータから実証してみよう。

　とはいえ，江戸の沽券地を収益還元法から鑑定評価するためには，いうまでもなく大きな史料

的制約が存在する。本来ならば，同一地面上の地代と沽券金高を長期連続的に揃えたデータがあ

れば望ましいが，管見のかぎり，江戸にはそうした資料が見つかっていない。しかし，年代と地

域を分割して考察し，その結果をリンクさせれば，命題に対して答えることは可能である。そこ

で，この分析では，①享保～寛政期に関しては日本橋地区，②寛政～天保期については京橋地区

のデータを，それぞれ利用していくことにしよう。

　（1）地代と沽券金高

　①享保～寛政期：日本橋地区

　地代データは，本町2丁目（現行の中央区日本橋本町のうち）の表店平均額を使用する。本町

2丁目は，江戸城内堀の常盤橋を起点に浅草橋へと抜ける本町通りの2区画目にある両側町で，

享保初期には同町の地主として，幕府と縁の深い御用町人や，徳川前期の有力呉服商が顔を並べ
　　く　
ていた。

　このデータは，日本橋本石町（現行の中央区日本橋本石町のうち〉の名主が1790（寛政2）年

　　　　　　　　　　　　　　　　　う
に作成した「寛政度地代店賃書上写」をソースとする。松平定信は，田沼時代に増加した町費を

注　（31）　吉田『近世巨大都市の社会構造』，352頁。

　　（32）　『東京市平稿』市街編39，1954年，717頁。

　　（33）　玉井『江戸町人地に関する研究』，54～56頁。

　　（34）　『東京市史稿』産業編第34，1990年，218頁。
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節約し，その分を地代・店賃の引下げに還元させるために，名主に対して当時の地代・店賃に関

する調査と報告を命じた。日本橋地区の多くの町は，当時の地代のみを報告してきたが，本町2

丁目に限り，1坪あたりの平均地代を，「享保年中」，「御金吹替後」，「当時」について掲載して

いる。いったい雑筆の地面を平均したのか，定かではないが，玉井哲雄が作成した本町2丁目の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨらコ
町割復元図からは，14筆の中屋敷が確認される。

　この「享保年中」と「御金吹替」とは，それぞれ「地代・店賃引下げ令」が出された1729

（享保14）年，元文改鋳が行われた1736（元文元）年を指すと思われる。「書上」の冒頭による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
と，1719（享保4）年の「古金通用御触」で新金と古金との同員数での通用を認めた結果，地

誌・店借は地代・店賃の支払いに難儀し，のちにその3～4割が引き下げられたが，「文金通用

御触」後に，再び3割～3割5分が引き上げられ，寛政期までの40年間，引下げはあっても，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
引上げはなかったと記されているからである。また，地代のこうした推移は，日本橋地区以外の

町でも共通して観察されていた。たとえば，神田の雄子町（現行の千代田区神田須田町付近）名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主も，1760～70年代から地代・店賃の増額がなかったことを伝えている。このことから，享保

期から元文期への上昇と，それ以降，寛政期までの停滞・下落趨勢は，江戸町方中心部における

地代の一般的特質として位置づけられよう。

　沽券金高データについては，同じ本町2丁目の南側西角2軒目に位置した富山家の町屋敷を対

　　　　　　　　　　　　　　　いざわ
象とした。富山家は，勢州飯野郡射和村出身の有力商人で，1592（文禄元）年には早くも本町1

丁目に呉服店を開業していた。元禄～享保期には上州店や大坂呉服店，同点出店を出して経営を

拡大させたが，以後は衰退の道をたどり，1808（文化5）年に家財を分散整理している。本町2

丁目への出店は，町年寄・樽屋藤左衛門から借地した1663（寛文3）年を起源とするが，富山家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
は1721（享保6）年に樽屋からこの地を1，230両で購入した。以後，この地面の沽券金高が判明

するのは，宝暦期と明和期である。ここでは，前述の地代データと組み合わせるため，①宝暦期

の沽券金高を元文期に適用させ，②寛政期の地代を明和期のものとして処理した。それぞれの根

拠は，①享保～宝暦期の沽券金高が同額であり，②日本橋地区の地代が18世紀後半を通じて同

額を維持したという点に基づく。

　さらに，分析を寛政期まで連続させるため，日本橋地区の他山の地面も採り上げておきたい。

通1丁目（現行の中央区日本橋のうち）の東側南角に位置する地面は，1697（元禄10）年から

三井家が所持した角屋敷で，享保期と寛政期の表店地代と沽券金高が，それぞれ町屋敷単位で判

明する。1767（明和4）年については，沽券金高が判明するものの，地代は確定されない。しか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
し通1丁目の月行事も，前述の調査で，地代の変更が50年間なかったと報告しているので，部

門　（35）　玉井『江戸町人地に関する研究』，14～15頁。

　　（36）　『正夢事録』1660。

　　（37）　『東京市出稿』産業編第34，216～217頁；『一丁事録』2151，2402。

　　（38）　『東京旧史稿』産業編第34，215頁。

　　（39）　吉永昭「伊勢商人の研究一近世前期における『富山家』の発展と構造一」『史学雑誌』第71編第

　　　3号（1962年3月），51～55，69頁。

　　（40）　『東京市史稿』産業編第34，224頁。
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政期の地代を明和期に該当

させることは可能である。

　以上，享保～寛政期に関

しては，ベンチマークを本

町2丁目＝1729年，1736

年，1768年，通1丁目：

1729年，1768年，1790年

に設定して，分析を試み

た。また，地代期待成長率

は，それぞれのベンチマー

ク間における地代の年平均

変化率とした。

　②寛政～天保期：京橋地

区

　地代・沽券金高データと

表1　京橋地区7町の地主構成（1840年，名主高野新右衛門家支配下）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：筆）

居付

n主

不在地主 武家
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U
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計 15 50illi6 6 88

　注）　居付住所のうち，南伝馬町2丁目の1筆は，高野家の草創地。不在

　　地主のうち，江戸，伊勢，その他は，地主の居住地を表す。江戸の不

　　在地主には，御用達商人分5筆を含む。

　　　武家所持地のうち，松川町2丁目の1筆は，拝領町屋敷。ほかは，

　　武家購入の町屋敷。

史料）　「地面上り高掛け高差引手取金沽券金高書上」『東京市史稿』市街編

　　39，1954年，718～852頁。

して，1842（天保13）年に実施された地代店賃沽券高調査のうち，高野新右衛門家支配下の京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　し
橋地区7町（南伝馬町1～2丁目，南鞘町，南塗師町，松川町1～2丁目，南伝馬町3丁目新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ユン
道；いずれも現行の中央区京橋1～3丁目のうち）のものを採り上げる。高野家は南伝馬町2丁

目の草創名主で，道中伝馬役の請負人として同町を支配してきた。南伝馬町は，日本橋通り沿い

に北から1～3丁目と続く両側町で，その南端には京橋が掛かっていた。他方，南鞘町，南塗師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　
町，松川町は，南伝馬町に東接した裏通り沿いに位置する。

　この調査は，天保の改革における物価引下げ政策の一環として行われた。幕府は，当時の地

代・店賃を寛政期の水準に回復させることで，諸商品の価格や，諸職人の手間賃・人足賃の引下

げを目論んでいた。具体的には，町屋敷1筆ごとに，地主名，地積，沽券金高，買請年月，表

店・裏店別の地代・店賃，町屋敷経営の収支，そして地主手取分が報告されている。さらに下げ

札には，1789（寛政元）年の地代が見られる。これにより，寛政～天保期に関しては，1789年，

1840年がベンチマークとなり，同一地面の地代期待成長率が容易に算出される。

　表1には，高野家支配下の町屋敷と地主との関係を示した。全地面数は88筆を数えるが，居

付地主＝家持の地面は15筆（17層目しかなく，大半の地主が町の運営に直接関わっていなかっ

たという江戸町方中心部の構造的特質を反映している。とりわけ，南伝馬町2丁目の角屋敷を所

有したのは，三井八郎兵衛，三谷三九郎，鹿島利右衛門といった御用達商人が名を連ねていた。

このことは，過重な道中伝馬役を負担してまで，町屋敷を購入できた者が一部の特権商人に限ら

れていたことを示唆している。

注　（41）　「地面上り高掛り高差引手取金沽券金高書上」『東京市史稿』市街編39，718～852頁。原典は，

　　　高野家編纂の「撰要永久録」。その詳細は，東京都編『元禄の町』1981年，1～6頁を参照。

　　（42）　京橋地区の町割図は，玉井『江戸』，167頁の図4を見よ。
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　町人所有の沽券地以外には，①名主高野家の草創地1筆，②武家の拝領町屋敷1筆，③武家購

入の町屋敷5筆（銀座役人とその家族3筆，医師2筆）が見られた。③は沽券地として沽券金高

を有するが，①と②は拝領地のため，見積りの沽券金高を記している。

　（2）利子率

　最後に，利子率データについて触れておこう。近年，徳川時代の価格史研究は多くの論稿に恵

まれてきたが，要素価格の研究はわずかに限られている。とくに都市部のそれを対象としたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
は，鴻池両替店の大名貸契約利子率を利用した宮本又次と斎藤修の分析をおいてほかにない。こ

こで，大名貸の利子率データを使うことに，全く問題がないわけではない。第1に，鴻池家は典

型的な大阪商人であって，江戸を代表する都市商人とは呼べない。第2に，大名貸と生産者・流

通業者への前貸との相関性が定かではない。とくに大名貸利子率は19世紀に急激な低下を呈す

るが，そうしたトレンドが利子率の一般的な特性と呼ぶにふさわしいのか，現時点での実証は非

常に難しい。しかし，最初の問題に対しては，宮本又郎が主張するように，徳川後期でも「江戸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
米市場が間接的には西日本市場に影響されるところが多かった」という根拠をもとに，そして次

の問題に対しては，斎藤修が大名貸と泉州農村金融の利子率との比較を行ってみた結果，双方と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
も「幕末のインフレーションが始まる以前の動きに大きな違いがない」と指摘したことに基づい

て，今回は大名貸利子率を使用してみた。

3　収益還元地価と実質地価

　以上のデータから，江戸町屋敷の収益還元地価を求め，さらに実際の沽券金高が収益還元地価

からどれほど乖離していたのか，推計してみよう。表2，表3は，それぞれ享保～寛政期，寛政

～天保期をベンチマークとし，脚注（4）に記した収益還元モデル（2）～（3）式に基づいて，日

本橋・京橋地区の町屋敷1小間あたりの実質地価Pt，収益還元地価Ft，そして実質地価のうち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くるの
実体経済で説明できない価格の占める比率Btを示したものである。

　（1）享保～寛政期：日本橋地区

　まず，本町2丁目の事例（表2（1））からは，Btは常に正の値を示していたが，その変化は元

文期を底としてU字のカーブを描いていたことがわかる。また通1丁目の事例（表2（2））によ

ると，享保～明和期を通じてPtは減少したにもかかわらず，　Ftがそれ以上に低落した結果，　Bt

はやはり正の値を示していた。以上の2例から，土地投資へのインセンティブが元文～明和期に

拡大していた点がうかがえる。

　なぜ，この時期の実質地価は，適正水準を上回るレヴェルで評価されたのか。

注　（43）　斎藤「徳川後期における利子率と貨幣供給」。原史料は，宮本又次編『近世大阪の物価と利子』

　　　田文社，1963年，348～365頁。

　　（44）　宮本又郎『近世日本の市場経済一大坂米市場分析一』有斐閣，1988年，416頁。

　　（45）斎藤「徳川後期における利子率と貨幣供給」，285頁。

　　（46）　江戸の町屋敷では，奥行が原則的に京間20間と定められていた。そのため，表間口1間（すな

　　　わち土地20坪）あたりの沽券金高を小間高と名づけて，複数の町屋敷の沽券金高を比較する指標

　　　としていた。

　34　（156）



表2　江戸町屋敷1小間の実質地価と収益還元地価（享保～寛政期，日本橋地区表店）

（1）本町2丁目・中屋敷

Rt（両） It（％） Gt（％） Pt（両） Ft（両） Bt（％）

享保期

ｳ文期

ｾ和期

23．3

Q5．6

P9．1

12．5

P3．0

P1．3

　0．00

@1．25

|0．96

265

Q33

Q77

187

Q17

P55

32

V
4
2（2）通1丁目・角屋敷

Rt（両） It（％） Gt（％） Pt（両） Ft（両） Bt（％）

享保期

ｾ和期

ｰ政期

3＆8

Q5．2

Q5．3

12．5

P1．3

O3

　0．00

|0．63

@0．00

388

R44

R45

311

Q11

Q73

21

R7

Q0

Rt：実質地代；It：利子率；Gt：地代期待成長率；Pt：実質地価；Ft：収益還元地価；

Bt：実質地価に占めるファンダメンタルズで説明できない価格の比率。

定義　本文中の式（2），（3）に基づく。

　注）　利子率：享保期は「1707～1740年」，元文期は「1741～1760年」，明和期は「1761

　　～1780年」，寛政期は「1781～1800年」で代用；地代期待成長率：享保期は，

　　富山家本町2丁目町屋敷における正徳～享保期の年平均変化率。通1丁目にも，

　　これを代用。元文・明和・寛政期は，「寛政度地代店賃書上写」にある地代の年

　　平均変化率；デフレータ：岩橋勝『近世日本物価史の研究』大原新生社，1981年，

　　170～171頁における張紙値段の「代表値」をもとに，享保・元文・明和・寛政

　　年間の価格をそれぞれ単純平均した数値；1年＝12ヵ月，1両＝60匁，1小間＝

　　20坪として計算。

史料）　地代・地代期待成長率：富山家文書「指図」（国文学研究資料館史料館蔵，

　　597～605），「家屋敷坪付宿賃付」享保11年歎（三井文庫蔵，続1547－2），「寛政

　　度地代店賃書上写」『東京詠史稿』産業面第34，1990年t．218，223頁；利子率：

　　斎藤修「徳川後期における利子率と貨幣供給」梅村又次・新保博・西川俊作・

　　速水洞窟『日本経済の発展』（数量経済史論集1）日本経済新聞社，1976年，

　　284頁；沽券金高：本町2丁目は，富山家文書「丑画家質並利足目録」，「江戸地

　　屋敷8ヶ所直隠付三相譲候三段：控」（国文学研究資料館史料三蔵，506，606）。

　　通1丁目は，「家屋敷坪付宿賃付」，「抱屋敷踏値段書抜」明和4年（三回文庫蔵，

　　別2365－8），「地代宿賃勘定目録」寛政2年秋季（三井文庫蔵，続5968）。

　最初に，利子率は元文期を境目として長期的低下の趨勢をたどっていた（表2（1）のIt）。

1736年の元文改鋳が，貨幣流通量の増加による米価の引上げを目的として実施されたため，大

幅な金融緩和をもたらしたことはいうまでもない。しかし他方で，この時代になると，都市商人

の商品取引に対する貨幣需要が低下していたとも想定される。18世紀初頭に全国的流通機構が

確立するまでの間，都市商人は商品取引への投資活動を活発に繰り広げてきたが，地方領国内・

領国相互を直結した流通ネットワークが漸次的に形成されてくると，その収益率は悪化してくる

からである。よって，その資産運用先は商品取引からそれ以外のものヘシフトしたと判断され

る。

　この点を，伊勢松阪出身の大伝馬町木綿問屋・長谷川本家の総資産から確認してみよう。同家

は，元禄・宝永期ごろまで，木綿の売買を重要な機能としていた。しかし，享保期ごろから商人

的傾向を放棄し，江戸木綿店の資産管理者としての性格を持ち始め，資産規模の拡大に努めてき

た。とりわけ，元文期以降，宝暦～天明期にかけて，大伝馬町を中心とする日本橋地区の町屋敷

購入へ非常に積極的な態度を示した。その総資産額に対する比率は，1733（享保18）年の3％
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表3　江戸町屋敷1小間の実質地価と収益還元地価（寛政～天保期，京橋地区の中屋敷）

地面数（筆） Rt（両） It（％） Gt（％） Pt（両） Ft（両） Bt（％）

（1）寛政期

①表店：大通り沿い

A南伝馬町1丁目 9 14．7 9．3 一〇．48 111 151 一36

A南伝馬町2丁目 5 15．3 9．3 一〇．48 157 157 0
■一一一一”一肩胃一一一一層胃”｝一一一，一一隔一一一一一一一■一

i2）天保期
一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一

瞼　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■

幽一一一■一一■一一一一 一一一■一■一■一一一一 一一一一一一一一一一一一 一一一一胃一一一一一一一

①表店：大通り沿い

A南伝馬町1丁目 9 11．9 8．3 0．15 84 147 一75

A南伝馬町2丁目 5 13．1 8．3 0．26 118 164 一39

B南伝馬町1丁目 4 12．2 8．3 0．12 107 150 一41

B南伝馬町2丁目 5 12．6 8．3 0．18 124 156 一26

②表店：裏通り沿い

B　南鞘町 6 ag 8．3 0．16 71 85 一19

B　南塗師町 4 5．8 8．3 一〇．04 67 70 一5

B松川町1丁目 2 6．4 8．3 0．20 90 79 12

B松川町2丁目 3 6．4 8．3 0．22 74 80 一7

B南伝馬町3丁目新道 1 7．3 8．3 0．18 119 90 25

③裏店

B南伝馬町1丁目 5 6．5 8．3 0．28 108 82 25

B　南伝馬町2丁目 6 6．5 8．3 0．22 130 81 38

B　南鞘町 5 4．8 8．3 0．24 74 60 19

B　南塗師町 5 4．6 8．3 0．25 68 57 16

B　松川町1丁目 2 4．8 8．3 0．18 90 59 35

B　松川町2丁目 4 4．8 8．3 0．19 68 59 13

B南伝馬町3丁目新道 1 5．2 8．3 0．11 119 63 47

Rt：実質地代；It：利子率；Gt：地代期待成長率；Pt：実質地価；Ft：収益還元地価；Bt：実質地価に占めるファン

ダメンタルズで説明できない価格の比率。

定義　本文中の式（2），（3）に基づく。

　注）　町屋敷の相違：Aは寛政期までに買請けされた地面。Bは文政期以降に買請けされた地面（草創地を含む）。

　　草創地の沽券高は，見積高で表す。利子率：寛政期は「1781～1800年」，天保期は「1821～40年」で代用；地

　　代期待成長率：寛政期は1741～1788年，天保期は1789～1839年における年変化率の平均値；デフレータ：表

　　2と同じ，寛政期は1789～1800年，天保期は1837～43年の7ヵ月平均；1年二12ヵ月，1両二60匁，1小間二

　　20坪として計算。

史料）Rt・Gt・Pt：表1と同じ；It：表2と同じ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
から，1738（元文3）年に12％，1783（天明3）には14％まで増加している。積極的な土地投

資への様相を呈したのは，江戸商人に限ったことではない。大阪の都市商人もまた，町屋敷の集

積に懸命だった。住友家が徳川期に大阪で入手した町屋敷は84筆にのぼるが，そのうち55筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
（65％）は，やはり1720～70年代に購入していた。このように，都市部の不動産購入は，都市

商人にとって商品取引に替わる新たな資産選択と化したのである。

　それにしても，利子率の低下は本来，理論的に収益還元地価を押し上げるはずである。それに

もかかわらず，その効果が発揮されなかったのは，土地賃貸借市場の需給バランスがこの期間中

に変化し，実質地代が低下したからである（表2（1）（2）のRt）。江戸町方支配地の人口は，

注　（47）　北島編『江戸商業と伊勢店』，146，152～153，374～375，398～399頁；賀川隆行「江戸木綿問屋

　　　　長谷川家の経営の転換」『三井文庫論叢』第33号（1999年12月差，44頁。

　　（48）　旗手『三菱財閥の不動産経営』，264頁。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
1721（享保6）年に50万人を超えてから，約1世紀停滞していたにもかかわらず，家屋供給の
　　　　　　　　　　　　　　　く　
増加は18世紀中頃まで続いていた。これまで述べてきたとおり，都市商人が町屋敷への積極的

な投資を繰り広げていたからであろう。そのために，市中の繁昌していない地面では明地・明店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くら　　
が目立ち，地代・店賃を引き下げざるをえない状況にあったといわれている。町屋敷経営の収益

性も，18世紀申頃からおそらく低下していただろうが，土地投資が活発だったため，実質地価

は収益還元地価よりも高い評価を受けていた。このことから，町屋敷への資金投下は，土地資産

の売却に伴う値上がり益が期待される範囲において，「長期金融資産」としての意味合いを持っ

ていたといえるだろう。

　であるならば，町屋敷売買の値上がり益は，いつごろまで期待できたのか。続く明和～寛政期

の動向を表2（2）から確認すると，寛政期のBtは享保期の水準まで減少している。よって，お

そらくこの期間のどこかで，Btは極大値に到達していたであろう。前述の長谷川家や住友家の

事例を踏まえると，それは安永・天明年間だったのかもしれない。南鐙二朱銀の鋳造によって，

貨幣供給量が1770～80年代に漸増するとともに，天明の飢謹を契機とする物価騰貴が実質地価

の急落をもたらしたと予想されるからである。しかし，寛政期においてもBtが正の値を示して

いたことは，日本橋地区の町屋敷に対して，依然として値上がり益を期待できたことを示唆して

いよう。

　（2）　寛政～天保期＝京橋地区

　これに対して，寛政～天保期における京橋地区のPt，　Ft，　Btを表したのが表3である。ただ

し，表3の解釈には，若干の説明を要するので，記しておこう。表3では，分析対象となる町屋

敷を，①日本橋通りに面していた南伝馬町1～2丁目の表店，②裏通りに面した残り5町分の表

店，③7町全部の裏店に大別した。さらに①は，A：天保期の土地所有者が寛政期までに買請け

した地面と，B：文政期以降に買請けした地面に類型化し，あらかじめ文政改鋳の土地評価への

影響をコントロールしておいた。

　この表3からも，重要なポイントが指摘される。第1に，南伝馬町表店について，寛政期の

Btに着目してみよう（表3（1）の①）。同町は日本橋通り沿いの一等地に位置していたにもかか

わらず，Btは1丁目で負の値，2丁目でゼロを記録したのである。前表で見たように，寛政期の

日本橋地区では，土地資産の売却益が減りつつも，まだ期待できていたが，京橋地区では，もは

や期待し得なかった証左でもある。

　そうすると第2に，いま見た南伝馬町表店のBtは，寛政期から天保期にかけて，どのように

変容したのか。表3（1）①のAと（2）①のAを比較してみると，Btは1～2丁目とも40ポイ

ント暴落し，大きな負の値を示していた。このとき，両時点のFtはほとんど変化していないか

注　（49）幸田『幸田成友著作集』第2巻，248～249頁折込表。

　　（50）　磯谷真理子・高木勇夫「近世江戸市街地の形成と発展（第2報）」『社会科学』（慶磨義塾大学日

　　　吉紀要）第4号（1993年3月），83頁。

　　（51）　寛政期の地代調査における霊岸島浜町（現行の中央区新川1丁目のうち）名主からの報告。「類

　　　集撰要」『東京市史稿』産業編第34，230～231頁。
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ら，Btの暴落は，ひとえに実質地価Ptの下落に起因する。では，実質地価の急落を招いた要因

は何か。文政期以降の物価上昇は，そのひとつの可能性を示唆する。名目地価が一定だと，物価

上昇は実質地価に対して負の効果を与えるからである。たとえば，三井家江戸両替店は，日本

橋・京橋地区を中心に，40ヵ所の町屋敷を所有していたが，各地面の相場評価額＝「踏値段」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　　
は，安永～明治初期の約100年間，全く変動していなかった。よって，実質地価は文政改鋳を契

機として大きく下落したことになる。

　文政期に入ると，実質地価が低下したであろうことは，以下の2例からも判断される。第1

に，さきの三井家江戸両替店には，明和～文化期に多くの町屋敷が流れ込んでいたが，そのほと

んどは文化～文政期に売却されていた。そして「文化期に売り払った家屋敷は，（中略）売り払

って大きく損することはなかった」が，「天保期に抱屋敷が急増して，嘉永期に大量に売り払っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
た時には踏値段は沽券金高よりも大きく低下していた」といわれている。第2に，関東の地方在

住者が江戸に所持した町屋敷65筆について，渡辺尚志がその取得と売却時期を調査したところ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　
取得時期は1例を除く全てが1750年以降で，売却時期は1801～20年に顕在していた。これらの

事実は，実質価格が文化～文政期を境目として下落の局面を迎え，天保期以降は加速度的に暴落

したことを，売買軒数の側面から裏付けていよう。したがって，冒頭の課題に振り返ってみる

と，仙波家が幕末期まで町屋敷を所有し続けたのは，含み損を抱えたまま，土地を処分できなか

ったからだと思われる。

　ならば，南伝馬町においても，文政期以降に売買された町屋敷は，やはり適正水準よりも低い

評価で取引されていたのか。第3に，Btに関して，寛政期以前に売買された沽券地と，文政改

鋳後に取引された沽券地とを対比させてみると（表3（2）①のAとB），後者はやはりマイナス

の数値を記録していたが，前者ほどの落ち込みは観察されていない。この結果は，単に貨幣改鋳

による物価上昇だけが，実質地価の急落要因ではないことを意味していよう。

　そこで最後に，大通り沿いの表店以外に，裏通り沿いの表店，および裏店についても，同様の

観察を行ってみると（表3（2）②～③），Btの値は，裏通り沿いの表店において負または正の値

を，裏店では7町とも2桁の正の値に達していた。つまり，町々を問わず，表店よりも裏店，大

通り沿いよりも裏通り沿いにおいて，実質地価は収益還元地価に収束していたと，いいかえられ

よう。それは結局，貸手である商人や地主が，町屋敷の収益力を，表通りに常設店舗を出して商

　　　　　たなさき
売を行う「店前売り」の収入に対してではなく，裏店の雑業者所得に対する価値程度しか認めな

くなったことを表現している。

　参考までに，いま表3で分析対象とした町屋敷について，地代の沽券金高への回帰式を求めて

みた（表4：あらかじめ調査年のダミ・一…変数を用いて，評価時期の影響をコントロールしてお

く）。脚注（4）で説明した収益還元モデルの（2）式に，改めて注目してみよう。（2）式で，被

注（52）「四十箇所地代宿賃勘定目録」安永4年～明治5年（続5945～続6096，本2085，本2092）三井

　　　文庫所蔵。

　　（53）　賀川『近世三井経営史の研究』，161～163，167頁。

　　（54）　渡辺『近世の豪農と村落共同体』，124～128頁。
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説明変数をPt，説明変数をRtと見る

ならば，1／（lt－Gt）がRtのパラメ

ータに相当するからである。その結

果，利子率Itは，　Rtに①表店地代と

②裏店地代を用いた場合，それぞれ

①9．5％，②5．0％と推定された。こ

のとき，調査年ダミーと沽券金高と

の関係は，表店では有意でなかった

が，裏店では有意となっている。お

そらく天保期における市中の利子率

が，それだけ低利だったことを示唆

していよう。冒頭で触れたように，

東京で行われた地租改正の利子率が

4％だった点を踏まえても，この推

論は理に適っている。だからといっ

て，表3の分析結果が直ちに棄却さ

れるわけではない。むしろ，低金利

と推測できることで，大名貸利子率

を用いた表3の結果は，収益還元地

価を過小に評価している点が浮かび

上がる。地主の含み損は実際，表3

のBt以上に拡大していたのである。

表4　京橋地区7町における沽券金高の決定因分析1寛政～

　　天保期

（1） （2）

定数

¥店地代と間口の交差項

?X地代と間口の交差項

ｲ査年ダミー

　27，831

@（0．234）

@10．738
@（11．363＊＊）

黷P31，374

i一1．302）

　2．488
@（0．018）

@20．834
@（9．390＊＊）

黷Q35．623

i一2．202＊）

決定係数

ｩ由度

0，616

W3

0，532

W2

推定年利（％） 9，463 5，030

カッコ内の数値はt値；＊は5％，＊＊は1％で有意。

　注）　高野家支配下7町のうち，寛政期16筆，天保期79筆

　　の町屋敷（角屋敷を含む）を対象。寛政期の町屋敷とは，

　　1790年の調査時から天保期まで，一度も売買されなかっ

　　た地面を示す。町屋敷によっては，表店地代または裏

　　店地代が判明しないものもあるので，（1）・（2）式の自

　　由度は一致しない。表店地代・裏店地代：史料上にあ

　　る1ヵ月分の坪単価を，1年あたり1小間（20坪）分に

　　両建した価格。したがって，それと間口との交差項は，

　　町屋敷1品分の地代を示している。調査年ダミー：寛

　　政論を0，天保期を1としたダミー変数。推定年利：「表

　　店地代（裏店地代）と間口の交差項」の係数からその

　　逆数を求め，さらに地代期待成長率の加重平均値（表

　　店地代：0．15％，裏店地代：0．23％）を加えたもの。地

　　代期待成長率は，表3（2）①～③に基づく。

史料）　表1と同じ。

結　　語

　以上，本稿では，江戸中心部の町屋敷を事例に，実質地価の決定構造と推移について，享保～

寛政期と寛政～天保期とを比較して検討してきた。

　その結果，享保～寛政期に，表店の実質地代は低下していたにもかかわらず，低金利政策と貨

幣供給の増量という金融緩和，および商品取引に対する貨幣需要の減退など，複数のマクロ的な

経済環境が，土地不動産への資産選択を活発化させ，実質地価の上昇に貢献した。したがって，

ファンダメンタルズはこの時代を通じて有効に機能していたといえるが，明和期の土地評価は適

正水準をはるかに上回っていたため，非常に投機性の高い土地取引が天明期ごろまで行われてい

たと想定される。しかし，土地投資への加熱は永続的なものではなく，寛政期には享保期の水準

まで終息していた。

　しかし，寛政～天保期になると，事態は一変する。この期間の利子率は一層低下したにもかか

わらず，実質地価は暴落した。よって，ファンダメンタルズは機能しなくなっていた。その背景

には，文政改鋳に始まる持続的な物価上昇の影響もあったが，より重要だったのは，貸手の商
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人・地主が，町屋敷の収益性について，表店ではなく裏店のそれ程度しか評価しなくなった点に

ある。したがって，18世紀までの沽券金高とは，表店地代を当時の利子率で資本還元した現在

割引価値を示していたが，19世紀以降のそれは，裏店地代を資本還元した土地評価額しか意味

しなくなっていた。このように，徳川都市の土地不動産は，けっして安全かつ安定的なものでは

なく，リスクと鉢合わせの投機的な長期金融資産だったのである。

　それならば，都市投資の魅力は，なぜ時代とともに失われてしまったのだろうか。実は，都市

部の土地利用には，農地ほどの自由が備わっていなかった。農地では，乾田化によって，水田裏

作・田畑輪作という土地の高度利用化が実現した結果，さまざまな商品作物が生産されるように
　　　　あう
なったが，都市部の町屋敷は，結局のところ，土蔵や倉敷のほか，賃貸借経営に利用されるはか

なかったのである。

　それとともに，市中には一部の都市商人をのぞいて，小地主があまりにも多すぎた。中心部の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
日本橋・京橋・神田地域では，少数の地主による土地所有が見られたが，このタイプの地主は，

三井家に代表されるように，町屋敷を市内各地に分散した形で所有し，各地で町屋敷経営を行っ

ていた。こうした「比較的小さい規模の土地を細大に所有する」形態を，鈴木博之は「集積型大

土地所有」と名づけている。だが，そうした土地経営形態が明治の世になったからといって，た

ちまち他のパターンに代替されたわけではない。たとえば，三菱岩崎家による丸の内一帯のオフ

ィス街開発と神田三崎町（現行の千代田区三崎町）の市街地開発，旧福山藩主阿部家による駒込

西片町（現行の文京区西片）の住宅地開発，乾物聰明石屋の系譜を引き，渡辺銀行を築いた渡辺

治右衛門による日暮里渡辺町（現行の荒川区西日暮里3～4丁目）の再開発のように，ある程度

まとまった土地を集中して所有し，特定かつ有効な土地利用を目的とした「集中型大土地所有」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
形態の登場は，早くとも明治後期を待たなければならなかった。とはいっても，これらの土地は

徳川期の武家地か百姓地であって，町地として利用されていた場所ではない。したがって，現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
でも「大都市における生活関連社会資本の整備の立ち後れが著しい」原因は，江戸の癖地が沽券

地単位で売買された結果，地権者も細分化されたことにあるといってよい。

注　（55）　速水融・宮本又郎「概説17－18世紀」鎖編『経済社会の成立』（日本経済史1）岩波書店，1988

　　　年，51～54頁。

　　（56）松本四郎『日本近世都市論』東京大学出版会，1983年，232～233頁。

　　（57）　鈴木博之『都市へ』（日本の近代10）中央公論新社，1999年，168～179頁。

　　（58）野口『バブルの経済学』，246頁。
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