
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 5月 6日発行 NO.2306 第 2459例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

幹事報告 

 

 点   鐘   会 長  小川佐内 

 ソ ン グ   「それでこそロータリー」 

 唱   和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会 長  小川佐内 

 幹 事 報 告   幹 事  齋藤逸朗 

 プログラム 

  各委員会報告 

  会員卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。今日はすばらしい快晴、千葉

も 25℃の夏日になるかもというくらいの陽気とな

りました。しかし新型コロナウィルスの変異株の感

染拡大が猛威を振るっており、大阪では過去最高の

1242人という新規感染者が確認され、全国での新

規感染者も 5,289人と 3カ月ぶりに 5,000人を超え

るなど厳しい状況が続いています。これを受け、大

阪・東京などで 3度目の緊急事態宣言が出されるよ

うです。千葉県では蔓延防止等重点措置命令が 5市

に出され、この地域には時短要請が 5/11までの予

定で継続延長されています。みなさんも十分注意さ

れます様お願いいたします。さて先週はライオンズ

との親睦ゴルフが芝山の京カントリーで開催されま

した。おにぎり会の渡邊会長にはお骨折りいただき

ありがとうございました。当クラブとして 1万円の

補助と、親睦委員会より 24,000円を支出させてい

ただきましたので、ご報告申し上げます。さて本日

の卓話につきまして、土屋俊夫エレクトに相談した

ところ快く引き受けていただきました。卓話のテー

マには驚きましたが「内容はお任せいたします」と

いうことでお願いしましたので、楽しみにしており

ます。以上会長挨拶とさせていただきます。ありが

とうございました。 

 

 

皆さん元気でお過ごしです 

か？コロナ問題で大変ご苦 

労しているかと思います。 

とはいえ、そうもいってい 

られず、久しぶりに夫婦で 

休みにして気分転換兼ねて 

家庭菜園を30坪程やってみ 

ました。ナス、トマト、ミ 

ニトマト、土づくりからはじめ楽しかったです。お

かげで、今日は腰が痛く動けないです。よろしくお

願いします。幹事報告します。 

○例会のお知らせ 

・銚子ＲＣ・八日市場ＲＣ・茂原ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・地区研修・協議会開催延期について 

・2021年ＲＣ国際大会北京大会 バーチャル大会登

録開始等のお知らせ 

・RLIパートⅡ、Ⅲ開催のご案内 

・ロータリーコーディネーターNEWS5月号 

 

例会報告（令和３年４月２２日） 

会長挨拶 



 

 

委員会報告 

会員卓話 

 

◇土屋俊夫会長エレクト 

次年度について、25日の地区研修・協議会参加後に

発表する予定でしたが、延期になりましたので会長

エレクトセミナーで受けた内容で、連休明けの 5月

に発表させていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 

『朝鮮銀行について』 

  土屋俊夫会員 

 

 

 

 

 

今から約 110年前に日本植民地政策により朝鮮半島

に設立した銀行。日本の大陸侵攻とともに朝鮮半島

からシベリアまで活動した銀行です。朝鮮半島は直

接戦火を浴びなかったので朝鮮銀行の経営は良かっ

たようですが、終戦により海外資産は接収されまし

た。国内の残余資産により日本不動産銀行として営

業開始その後日本債券信用銀行に改称。現在はあお

ぞら銀行となっています。戦後設立された朝鮮信用

組合、商銀信用組合との関係はありません。朝鮮銀

行本店は現在ソウルで韓国銀行博物館となり現存し

ています。話の内容は多田井喜生著“朝鮮銀行”を

基にしております。この本はかつて大日本帝国がア

ジアでの覇権をロシア、中国、欧米と争った時、通

貨がどのようになったのかを朝鮮銀行を主役にして

書かれております。大陸侵攻の兵站の拠点として朝

鮮半島を位置付けていました。前戦への兵站を考え

る場合、日本は内地から戦争に必要な物資の供給を

充分にできず、また輸送手段が貧弱なため現地調達・

生産に依存せざるを得ませんでした。当時工業力は

昭和 11 年～13 年世界工業生産のシェアはアメリカ

32％日本 4％重要物資生産高 78対 1でした。大陸政

策は日本の弱小資本力では軍事主体以外選択肢があ

りませんでした。そのための膨大な軍事費・現地経

済を賄うために新たな金融機構を設立しました。外

地に統一通貨として日銀券を流通させてしまうと、

外地の金融情勢が国内に直接影響するのでこれを避

けるため新たに中央銀行を設立しました。 

日本政府が設立支援した金融機関は 

・朝鮮銀行   本支店数 109（現あおぞら銀行） 

・横浜正金銀行 戦前世界 3大銀行に 

（現三菱 UFJ銀行） 

・台湾銀行   本支店数 96 

・中国聯合準備銀行 

・華興商業銀行 

・中央儲備銀行 汪兆命国民政府の下で開業 

・南方開発金庫 

結果終戦間際通貨暴落に見舞われ現地は破壊的なハ

ーパーインフレを発生させたが日本経済は壊滅の最

悪の事態をまぬがれました。しかしながら紙くずに

なった外地の通貨は戦後賠償問題を発生させました。 

ところで現在の日本政府の借入金には旧臨時軍事費

412 億円があるのをご存じですか。この理由は調べ

ていませんが、戦後 80 年近くなるのに処理できず

まだ残っています。臨時軍事費特別会計とは巨額な

戦費を処理するため一般会計とは別に、一戦争を一

単位として戦費処理が終了するまでの会計処理です。

この会計処理は明治 27年の日清戦争から日華事変・

太平洋戦争まで処理が休むことなく続きました。 

戦費総額  

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和19年度の一般会計と臨時軍事費の総計は約 862

億円、直接軍事費約 735億円で軍事費比重は 85.3％

でほとんど戦争だけのためだけの財政でした。ちな

みに日清戦争開始明治 27 年の一般会計と臨時軍事

費の総計は約 1億 8,529万円、直接軍事費 1億 2,842

万円で軍事費比重は 69.3％でした。 

ここで現地の戦費を賄うためのどの様な金融の仕組

みを作ったのかを朝鮮銀行を引き合いに説明します。 

・“預け合い契約”を現地 2つの銀行間例えば朝鮮銀

行と中国連合準備銀行で結び、戦費送金を現地軍

に払う仕組みをつくります。基本的には 2つの銀

行間で行う架空預金です。 

・日本銀行より朝鮮銀行に戦費入金し、受け入れた

朝鮮銀行は中国連合準備銀行と互いの預金口座

 単千円 

日清戦争 233,400 

北清戦争 43,602 

日露戦争 1,826,290 

欧州戦争・シベリア出兵 1,553,706 

山東出兵 66,363 

満州事変 1,905,072 

日華事変・太平洋戦争 755,888,739 

 



 

 

に“預け合い契約”に基づき同額を記帳 

・日本銀行より朝鮮銀行東京支店の戦費入金は朝鮮

銀行が日本国債を購入して日本に還流 

・朝鮮銀行北京支店の中国連合準備銀行口座に記帳

し同時に中国連合準備銀行は朝鮮銀行口座に連

合準備銀行券として記帳 

・現地朝鮮銀行は中国連合準備銀行の朝鮮銀行口座

より連合準備銀行券を引き出し現地軍に戦費を

支払い 

・現地軍は必要な物資を調達 

朝鮮銀行と中国連合準備銀行はお互いに“預け合い”

をする事により通貨を創造しました。これが大量に

発行され現地の経済にインフレーションを引き起こ

します。しかしながら現地で使用する通貨の種類は

いろいろあり、日系通貨と蒋介石の通貨法幣“元”

との間でどの通貨を使用するかどうか、通貨間の交

換比率などで通貨戦争が始まります。結果は法幣“元”

との通貨戦争に負けました。蒋介石の通貨法幣“元”

を助ける英米ポンド体制があり、日本系通貨の使用

地域は満鉄沿線や日本関連企業で広範囲な農村部は

法幣“元”を使用し、軍需品が購入できない場合は

通貨の代わりに阿片を使用しました。 

終戦時の朝鮮銀行 

・中国内支店：中国・交通・中国農民銀行が接収 

・関東州及び 38度線以北：ソ連軍・各地人民委員会

が接収 

・38度線以南：アメリカ軍が接収後引き続き朝銀券

を使用 

・国内支店：GHQにより閉鎖 

・米韓の軍政委譲協定により朝鮮銀行を韓国政府に

委譲 

・1950年 6月 5日朝鮮銀行の資産負債を継承して韓

国銀行が発足し韓国銀行券発券準備に入る 

・朝鮮戦争が勃発し 6月 25日北朝鮮軍隊が 38度線

を超え韓国に侵入 

・南北両軍の消耗戦が始まり首都ソウル 4回の争奪

戦により廃墟になり 6月 27日首都ソウル放棄 

・韓国銀行金塊 1.5トン銀塊 2.5トンを持ち出し幹

部行員は脱出したが大量未発行銀行券と多数の

行員は取り残された 

・北朝鮮軍は奪った印刷原版により朝銀券を大量印

刷して現地を混乱させた 

・28日午前 11時 30分ソウル陥落が公式発表される 

戦乱下の通貨交換 

・新韓国銀行券至急を流通させ北朝鮮軍の朝銀券の

使用を止め必要が生じる 

・GHQ は戦地ではない日本にて、極秘で大量の紙幣

発行を大蔵省印刷局に指示 

・1950 年 9 月 15 日より第一次交換、朝銀券と新韓

国銀行券交換を北朝鮮軍非占領地で開始 

・1951 年 10 月より日本から引き渡された印刷原版

より釜山にて印刷開始 

朝鮮銀行は韓国では韓国銀行として、日本ではあお

ぞら銀行として残りましたが、大陸の支店は不明で

す。 

終わりに 

日本の大陸侵攻時通貨政策により朝鮮銀行は大きな

働きをしていた事を認識していただきたいと思い卓

話でとりあげました。他にも興味ある話は多くあり

ましたが時間の関係で紹介できませんでした。是非

本を読まれることを勧めます。機会が有りましたら

金融関係の面白そうな話を紹介したいと思います。 

 

 

青柳 誠君・齋藤逸朗君・土屋俊夫君・冨 一美君 

小川佐内君・倉石昌治君・安藤卓造君・上原広嗣君 

 …「蔓延防止」「緊急事態宣言」が次々と発出され

ますが、我がクラブロータリアンは引き続き「感

染しない・させない」を徹底いたしましょう 

本日計   8,000円 

累 計  355,012円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

4月 22日 26 18 23 78.26 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
令和３年４月１６日  京カントリークラブにて 

 

総武中央ライオンズクラブとの親睦ゴルフコンペ 


