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米穀統制法の成立をめぐる議論

―米穀統制調査会における議論を中心に―

论米谷统制法的形成

—以米谷统制调查会上的讨论为重点—

黄　楚群

黄　楚群

大米作为重要农产品及主要粮食，其供需平衡及价格的安定关系到日本社会诸多方面的利

益。特别在准战时状态，其重要性尤为突显。1920年代末30年代初，受到“昭和恐慌”及1930年大

丰收的影响，米价暴跌，农民在经济上受到很大打击。农村的经济危机成为了引发五一五事件的

原因之一。解决农村、农业问题便成为事件之后上台的齐藤内阁的一大课题。另一方面，1931年九

一八事变后，日本进入了准战时状态。在此背景下，1932年11月8日，以研究和讨论关于大米统制

对策问题的米谷统制调查会成立了。该调查会的讨论内容成为米谷统制法形成的重要前提。本文

将焦点放在该调查会的讨论上，通过分析其中各委员提案及相关讨论，来探讨其后大米政策的发

展方向。

要旨

米穀統制法の成立をめぐる議論
―米穀統制調査会における議論を中心に―
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はじめに

　米は戦前日本農業の二大農産物の一つであり、現在
でも日本農業の重要な農産物として取り上げられてい
る。米は生産者にとって、重要な換金作物である一方、
主要食糧として、消費者、特に戦前都市の消費者に
とって、日常生活に欠かせないものであった。その需
給バランスおよび価格の安定は生産者、消費者にとっ
て切実かつ重要な問題である。また、米は米穀の中間
流通にかかわる米穀取引業者にとっても重要な商品で
ある。米穀問題は、背後に社会各方面の利害が絡んで
おり、社会安定に関わる一大問題である。特に、準戦
時下という時期には、それを如何に解決するのかは政
策とって重大な課題である。

　本稿で取り上げる米穀統制調査会は、準戦時下の
1932年 11月 8日付 9日公布の勅令第 334号によって
設置された。会長は、当時の内閣総理大臣・斉藤実が
務め、副会長は、大蔵大臣・高橋是清と農林大臣・後
藤文夫が務めた。その設立の背景には、昭和農業恐慌
及び 1930年の大豊作による米価の下落があった。図
1にみられるように、31年に米価は急激に下落してい
る。また、表 1が示すように、稲作収入は農家総収入
の半分近くを占めており、米価の下落は農家にとって
大きな打撃であった。そこで、農家の娘の身売りや、
米作地帯を中心とした青田売りが広範に行われ、32

年には農村の窮乏への危機感を一因とする海軍青年将
校や農村出身青年による五・一五事件が起きる。これ
らのことの背景には農業恐慌による農民の窮乏があ
り、農村の困窮や農業問題がクローズアップされ、農
村救済は斉藤内閣の大きな課題となっていた1。なお、
この時期は準戦時下であり、31年に満州事変、32年
に上海事変が勃発しており、戦時体制に移行しつつあ
る時期であった。斉藤内閣の財政支出は、前・犬養内
閣と比べ、軍事費用と農村土木建設の「時局匡救事業
費」とも大幅に増えていく2。

目　次

はじめに
 1　メンバー構成について
 2　主管省庁の意向
 3　各代表の見解
おわりに

注 1：食糧管理局、1941、24頁から作成。
注 2：米穀年度：前年度の 11月 1日から当該年度の 10月 31日まで。
注 3：平均米価は、月別相場を平均にして計算されたものである。

図 1　東京深川正米市場の内地玄米中米標準相場の変動（1925-1935米穀年度、単位：円／石）

表 1  1932年全府県農家総収入と稲作収入（単位：円）

総収入 稲作収入 総収入に占める稲作収入の割合

自　作 1019.52 463.82 45％
自小作 1024.60 481.82 47％
小　作 1000.45 490.98 49％
注：農商省農政局、1942、47頁から作成。割合は稲作収入／総収入によって計算したものである。
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　このような情勢の中、米穀統制調査会では、1932

年 11月 24、25日、33年 1月 14日に三回の総会、32

年 11月 28日から 33年 1月 11日にわたって 7回の特
別委員会、12月 14日から 12月 27日にわたって 8回
の小委員会が開かれ、政府の「米穀統制に関する方策
如何」という諮問に対し、「米穀統制要綱」が答申さ
れた。この答申に基づき、1933年に米穀統制法が成
立した。同法によって、政府はより積極的に米価調節
（最低、最高価格の維持）3に乗り出すこととなった。
なお、特別委員会においては、幹事によって提出され
た米穀専売制要綱、米穀管理制要綱、米価公定制要綱、
米穀統制制度要綱のほか、委員個人名で米穀政策に関
する意見も表明され、議論された。
　米穀統制調査会に関しては、川東（1990）と井出
（2006）の研究がある。川東は各方面により提出され
た各米穀政策プランをめぐる論争を整理し、それぞれ
の「階級的利害」を強調しながら対立点を論じ、「米
穀統制調査会答申の階級的性格は植民地勢力の利害を
第一義的に優先しつつ、他方、内地米問題に関しては
米穀商人の利害を大幅に制限し、またブルジョアジー
に対しても一定の負担を課し、地主階級の利害を不十
分であるが実現するという調整的性格であった」4とい
う結論を下している。答申案は調整された上で出され
たものであるが、川東（1990）の研究では、対立点に
重点が置かれ、なぜそれぞれの対立を調整できたのか
についての検討は不充分である。対立が調整できたプ
ロセスを明らかにすることによって政策の方向性を見
出すことが可能となるため、その点について再検討す
る必要がある。一方、井出（2006）の研究では、財政
学の視点から、「米価維持を通じた社会統合と予算統
制との関係」5に注目し、米穀統制法に「社会統合の一
環としての間接的所得保障制策の意義」6を見出してい
る。米穀統制法の有する社会統合という意義づけは重
要な視点であり、本稿もその視角を共有するものであ
る。
　ただ、上記の先行研究の関心はいずれも政策の評価
や位置づけに重点を置くものであるが、本稿の関心は、
米穀政策の成立過程に、米穀問題と深く関わっている

農業問題の解決への提案が如何に米穀政策に織り込ま
れていくのかを明らかにすることにある。
　米穀統制法が成立する以前も、農業側（農業団体リー
ダー、地方出身の国会議員など）は米価調節論につい
て様々な提案を行っていた7。それらの議論は、帝国
農会案（3で述べる矢作の議論）や専売案（3で述べ
る胎中の議論）として、本稿で対象とする米穀統制調
査会の議論に反映されていく。本稿では、農村救済が
必要だという認識が農村問題の深刻化によって、広
がっていたこの時期に、せめぎ合いの中、農業側の議
論がどのように政策に織り込まれていくのかを、米穀
統制調査会における議論を通じて検討する。具体的に
は、米穀統制調査会において、農業団体側の委員の議
論を含め、農業部門と直接な利害関係に関わっていな
い委員、および政府側の関係者（農林省、大蔵省、拓
務省、朝鮮総督府）の官僚たちが米価調節に対し、当
時社会状況に規定されている中、どのような認識を示
したのか、を考察し、答申案に至るプロセスを検討す
る。それによって、その後の米穀政策の方向性、即ち
米穀の全面的な国家統制へと展開していく道筋を提示
することを試みる。

1　メンバー構成について

　まず、米穀統制調査会のメンバー構成から考察して
いきたい。メンバーの構成は表 2の通りである。
　このメンバー構成の選出経緯は不明であるが、米価
に関わる関係省庁及び各方面の関係グループから選出
されたものと考えられる。表 2が示しているように、
政策にかかわる各省庁（農林省、大蔵省、拓務省、朝
鮮・台湾総督府関係者）の代表者、米価に関わる各組
織に関わる委員（例えば、大日本米穀会の渡邊銕藏、
産業組合中央会の岡田良平、帝国農会関係の矢作栄
蔵8、牧野忠篤など）及び衆議院議員や学識経験者が
メンバーに入っている。さらに、衆議院議員の中でも
農政研究会9のメンバーが見られる。政府が米穀問題
と関わる多方面からの意見を取り込もうとする姿勢が
伺えるだろう。
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表 2　 米穀統制調査会メンバー一覧

官職名など 氏　　名 委員または
臨時委員 備　　　　考

内閣総理大臣　子爵 斉藤　實 会　　長
大蔵大臣 高橋　是清 副 会 長
農林大臣 後藤　文夫 副 会 長
従六位 ※安川　雄之助 委 員 三井物産筆頭常務
衆議院議員 小池　仁郎 委 員

貴族院議員　男爵 岩倉　道倶 委 員
正四位勳三等 ※河田　嗣郎 委 員 大阪商科大学学長

農林政務次官　伯爵 ※有馬　頼寧 委 員
内務政務次官 斉藤　隆夫 委 員

朝鮮総督府政務総官 今井田　清徳 臨時委員
衆議院議員 秦　豊助 委 員 政友会
法制局長官 堀切　善次郎 委 員

貴族院議員　男爵 ※郷　誠之助 委 員
貴族院議員　候爵 松平　康昌 委 員
農林参與官 松村　謙三 臨時委員

台湾総督府総務長官 平塚　廣義 臨時委員
拓務次官 河田　烈 臨時委員
貴族院議員 伊澤　多喜男 委 員 内務省出身の官僚。台湾総督（1924－26年）
従四位勳一等 ※★馬場　鍈一 委 員 大蔵省出身の官僚。勧業銀行総裁
拓務政務次官 ※堤　康次郎 委 員
衆議院議員 ※★若宮　貞夫 委 員 政友会

貴族院議員　子爵 ※青木　信光 委 員
大蔵次官 黒田　英雄 臨時委員

正三位勲二等　子爵 牧野　忠篤 委 員 帝国農会会長（1931－34年）
衆議院議員 川崎　克 委 員 日本貿易振興会会長（1930－41年）
従四位勲四等 ※★有賀　光豊 委 員 朝鮮殖産銀行頭取

従三位勲二等 ※★矢作　栄蔵 委 員 帝国農会会長（1926－31年）、帝国農会名誉会長（1931
－32年）

大蔵政務次官 ※堀切　善兵衛 委 員

貴族院議員 ※橋本　圭三郎 委 員 大蔵次官（1911年に就任）、農商務次官（1913年就任）、
日本石油社長（1926－44年）

正五位 ※橋本傳左衛門 臨時委員 京都帝大教授
正五位勳六等 土方　久徴 委 員 日本銀行総裁（1928年 6月－1935年 6月）
衆議院委員 ※東　武 委 員 政友会、農政研究会メンバー
従七位勲六等 三橋　信三 委 員 三菱倉庫常務

貴族院議員　伯爵 酒井　忠正 委 員
貴族院議員 ※★上山　満之進 委 員 農商務次官（1914－18年）、台湾総督（1926－28年）
外務政務次官 瀧　正雄 委 員
正三位勲一等 岡田　良平 委 員 産業組合中央会会頭
専売局長官 佐々木　謙一郎 臨時委員
従四位勲四等 ※★渡邊　銕藏 委 員 東京商工会議所理事、大日本米穀会副会頭
商工政務次官 ※岩切　重雄 委 員
内閣書記官長 柴田　善三郎 委 員
従七位勳四等 上田　彌兵衛 委 員 東京米穀商品取引所常務理事
衆議院議員 ※胎中　楠右衛門 委 員 政友会
衆議院議員 山崎　達之輔 委 員
衆議院議員 ※★高田　耘平 委 員 憲政会　農政研究会メンバー
農林次官 石黒　忠篤 臨時委員

注 1：委員リストは米穀統制調査会、1933、3－7頁より作成。
注 2：※付は特別委員会委員である。★付は小委員会委員である。小委員会委員は特別委員会委員の中から指名されたものである。
注 3：備考の肩書等は筆者が補った。

黄　楚群
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　以下では、これらのメンバーのバックグラウンドを
念頭におきつつ、調査会に提出された各米価調節案を
めぐり、それぞれの論者が米穀問題に対して、どのよ
うな見解を示していたかを検討していきたい。

2　主管省庁の意向

　まず、主管省庁、具体的に言えれば、米穀統制調査
会を主導した農林省米穀部の関係者、委員として参加
した大蔵省関係者、朝鮮総督府関係者の議論から、政
府各省庁の意向を検討したい。
　農林省の見解について、農林大臣後藤文夫は米穀問
題に対する考えを次のように述べている10。

米穀ハ我国ノ主要食糧品ト云フ中ニモ特別ナ位置
ヲ占メテ居ル、生産ト需要ノ状況ガ又一種特別ノ
事情ニアルノデアリマス、サウシテ我国ノ経済生
活、国民生活ニ非常ナ大キナ影響ヲ持ツテ居ルノ
デアリマスカラ（中略）此調査会ノ如キ権威アル
機関ノ議論ヲ経マシテ政府ノ案ヲ得タイト云フ考
デ参ツタ訳デアリマス、（中略）国家ノ力ナリ権
力ナリガドウ云フ風ニ這入ツテ行クト云フコトガ
実情ニ適シ、サウシテ此米穀ノ需給調節、市価ノ
安定ガ出来得ルカト云フコトノ案ヲ実ハ得タイト
思フノデアリマス（下線、引用者）

　この発言は、政府の公共性（生産者、消費者に偏らず、
国民生活の安定を主眼とする）を提示する一方、国家
権力の介入による米価調節が必要であり、その介入は
現実状況にふさわしいものであるべきだとする農林大
臣の見解を示している。ただし、介入の仕方、そして、
調節の具体案については政府側でもまだ案を定めてお
らず、調査会に期待していると述べられている。
　そして、幹事の農林省米穀部部長・荷見安は次のよ
うに具体的な意見を述べている。

　　
吾々ハ生産者ヲ保護スルト云フ立場カラ見マス
ト、農民ノ生産費ト云フモノハ是ハ極端ナモノハ

別デアリマスケレドモ普通ノ生産費ト云フモノハ
償ヘルヤウナ価格ニシナケレバイカヌ、斯ウ思ツ
テ居リマス、併ナガラ消費者ノ方ノ側ノ立場モ考
ヘマセヌト、（中略）其年々デ非常ニムヅカシイ
問題ニナルノデ、是ハ米穀委員会其他デ或ハ率勢
米価デアリマストカ、或ハ生産費ト云フモノヲ見
マシタ所デ、見当ヲ付ケテ戴ク外ナイヤウニ思ツ
テ居リマス11

　
　つまり、生産者保護という立場から出発し、「極端」
に生産費の高い所ではなく、平準的レベルの米生産農
家、いわゆる中農の生産費を「普通」として、それを
償える米価調節が必要であるという米穀部の意見が伺
える。ただ、生産者中心ではあるが、消費者を考えな
いと米価基準の決定が難しいので、消費者への配慮も
必要だとされる。これが農林省の公式見解であるかど
うかは検討する余地があるが、少なくとも農林省内に
はこのような見解があると言える。さらに、農林次官
石黒忠篤も次のような意見を述べ、農林「事務当局」
の見解をよく示す一方、米穀統制調査会の設立理由も
提示している。

農林当局ハドウ云フ基準ヲ持ツテ最低基準トシテ
行クカト云フコトニナリマスレバ、（中略）米穀
生産費ト率勢米価下値二割ト云フモノトノ間ニ於
テ適当ナノハドノ邊デアルカト云フコトヲ年々ニ
決定シテ行クト云フコトガ一番適当ナル基準ヲ得
ル所以ダト思ヒマス12

私ハ米穀法デソレ（米価最低価格基準：引用者）
ヲ的確ニ維持ガ出来ルト考ヘマセヌ、ソレヲ的確
ニ維持スルト云フコトニ付テハ、モツト強力ナル
一種ノ制度ト云フモノガ茲ニ立タナケレバ（中略）
現行米穀法ノ基準自体ヲ維持スルコトモ非常ニ私
ハ困難ト思ヒマス（中略）是ハ農林ノ事務当局ノ
考デアリマシテ、政府全体トシテ御考ニナル場合
ニ於キマシテハ、（中略）世間ニ於テハ公定、統
制ト云フヤウナコトモ唱道セラレテ居ル、専売案
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ト云フモノガ唱道セラレテ、ソレ等ガ法案トナツ
テ議会ニ迄現ハレテ居ル、斯ウ云フ時期デアリマ
ス、（中略）今日非常ナ要望ノ起ツテ居ル米穀問
題ヲ如何ニ処理シテ行クベキカト云フ大問題デア
リマスルカラ、此委員会ヲ御設ケニナツテ御研究
ヲ願ツテ居ル斯ウ云フ訳ダラウト思ヒマス13

　　
　以上の引用から伺えるように、農林省では、米価調
節基準（最低価格）を生産費と率勢米価14下値二割の
間の適当のところにすべきだという意見があったので
ある。この率勢米価について、澤村（1937）は「普通
の事情の下に於ては自然に放任するも大体に於て斯く
定まるべき筈の米価」15と指摘している。つまり、当
時統制による生産費を償える米価の維持の主張（3の
矢作の議論を参照）と完全な自由市場による米価調整
の意見（3の渡邊銕藏の議論を参照）という二つの正
反対の見解の間で基準を定めるのは正当だという見方
である。しかし、上記の引用にも反映されているよう
に、当時、石黒は、米穀法の米価維持（最低価格の維持）
機能が行き詰っていると認識する一方、世間における
米価調節の議論も広がっていることを意識し、米穀問
題の処理を「大問題」としている。「モツト強力ナル」
制度による米価最低価格の維持に政策の重点を置いて
いたのである。
　一方、大蔵省関係では、大蔵政務次官・堀切善兵衛
が次のような発言をしている。
　　
吾々ノ必要トスル所ハ即チ社会的ニ必要ナル最低
価デアル、（中略）米ヲ生産スル方カラ言ヘバ迚
モソレ以下デハヤリ切レヌ、又消費スル方カラ言
ヘバソレヨリ高クテハヤリ切レヌ、是ハ一致スル
点ガアル筈デアリマス、即チ社会的生産費、限界
的ノ生産費、斯ウ云フノヲ私ハ握ルノガ必要デ、
平均ヲ採ツテモ物ノ価ハ決シテ平均デ決マルモノ
デハナイ16（下線、引用者）

　以上の引用から伺えるように、日本の国民生活の安
定に照準を合わせた「社会的」米価が望ましいという

考えが大蔵省にはあったのである。これは、前述の農
林大臣の見解にもつながっている。つまり、国民生活
安定という大義名分のもとで、米価を決める必要があ
るという考えである。ただし、この発言で留意したい
のは、国民生活安定のためには「社会的ニ必要ナル最
低価」が必要とされているという点である。要するに、
消費の必要な分を確保するためには、生産者に一定程
度配慮せざるをえず、生産者が経営維持できる価格を
決める必要があるとする。あくまでも消費を本位とし、
米の生産、またその生産と関わっている農業について
の視点は薄いと言わざるを得ない。これは農林省側の
見解とは明らかに食い違っているが、生産者、消費者
双方に考慮する必要があるという建前では意見が一致
しているのである。
　さらに、第一回特別委員会では、堀切は大蔵省を代
表し、次のような見解を示している。

私共トシテハ是ハ外ノ省デ御ヤリニナルコトデ金
ノ掛ラヌコトデヤリ得ルコトナラバ何ボデモ賛成
シマス、（中略）今大蔵省カラ纏ツタ金ヲ出シテ
ヤルト云フコトハ非常ニ困難デ、願クハドウカ金
ヲ掛ケナイデ良イコトヲヤツテ戴キタイ、斯ウ云
フ希望ダケヲ申上ゲテ置キマス17

　　
　つまり、具体策はともかく、現実の財政面から財政
に負担をかけない米穀政策をと、大蔵省の立場から
強い希望を表明している。1930～ 32年度、米穀需給
調節特別会計の損失が農林関係予算に占める割合は
54.5％、27％、35.6％となっており、財政損失は大き
な問題とされていた18。幹事の大蔵省主計局長・藤井
真信も小委員会で、「赤字財政ノ不可ナルハ謂フ迄モ
ナシ一日モ早クナクナル様努力シ度シ、米穀ノ会計モ
今後全体トシテ損失ノ生ゼザル様致度シト希望ス」19

と改めて財政に負担をかからない米穀政策を主張して
いる。このような見解が米穀政策を規定していると考
えられる。
　なお、この時期、1920年代から実施されてきた産
米増殖計画の成果が現れ、朝鮮米が大量に日本市場に
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移入されてきた。その移入が米価下落の原因とされ、
朝鮮米問題が大きくクローズアップされていた。朝鮮
米移入制限可否をめぐり、内地側と朝鮮側の意見が対
立している。そこで、米穀統制調査会において、拓務
省及び朝鮮総督府側が米穀統制、特に朝鮮米の移入統
制にどのような見解を示したかを確認したい。
　まず、拓務政務次官・堤康次郎の特別委員会での次
のような発言を通じて拓務省側の見解を確認していき
たい。

私等ノ考ヘテ居リマスノハ朝鮮米ヲ圧迫スルト云
フコトニナルト、朝鮮ニ於ケル農民ハ食フコトガ
出来ヌコトニナリハセヌカ、此点ヲ憂ヘルノデア
リマス、（中略）兎モ角今ノ朝鮮人ハ（中略）極
テ不経済ノコトヲヤリツ々モ粟ヲ食ハナケレバ
ナラヌ 20ト云フ程困ツテ居ルノデアリマスカラ、
ソレヲ余程考慮シテ貰ヒタイ、（中略）私ハ国策
ノ実質論トシテ今朝鮮ノ農民ヲ圧迫スルヤウナコ
トハシタクナイ、斯ウ実質的ニ考ヘテ居ルノデア
リマス、（中略）内地ノ農村救済ニ付テハ又別ノ
方法ヲ講ジテ是ヲ救済スルコトニ少シモ異議ハナ
イノデアリマス 21。

　
　この発言から端的に伺えるように、拓務省側は「朝
鮮米ヲ圧迫スルヨウナ」措置、即ち朝鮮米の移入制限
などの政策に批判的であった。その一番大きな理由は、
朝鮮統治への影響の危惧である。内地の農村救済策は
ともかく、その救済策は朝鮮米政策と切り離すべきだ
という主張である。
　このような意見と同調し、朝鮮総督府政務総官・今
井田清徳も「内地ニ於ケル米ノ統制ノ為ニ外地ノ米ガ
著シク不利益ヲ蒙ルコトハ困ル」22と述べ、内地の米
価を維持するための朝鮮米への制限に抵抗の意を示し
た。一方、朝鮮総督府事務官・湯村辰二郎は朝鮮米へ
の措置について、総督府は「経済的統制の方法に依つ
て出来得る限り月別平均的に移出を致したい」23とい
う意向の下で農業、商業倉庫という貯蔵設備の完備に
努力したことを陳述した。その上で、米穀法を朝鮮に

適用することを要請し、「相当ノ量ヲ中央ニ於テ御買
上ヲ願ヒ、ソレヲ朝鮮ニ於テ保管致シマスナラバ、自
治的経済的統制ト共ニ行ヒマスナラバ相当ノ効果ガ挙
ルノデハナイカ知ラヌト云フ風ニ考ヘテ居ルノデアリ
マス」24と述べている。この発言からも伺えるように、
朝鮮総督府はこの時期、ある程度の「自治的経済的統
制」25を行ってきたことは明らかである。具体的には
言えば 1930年に朝鮮米穀倉庫計画、籾の野積貯蔵が
実施されていた。ただ、それはあくまでも総督府の生
活に困窮した朝鮮農民への対応策26であり、内地の米
価維持に効果がないとはいえないが、政策の目的では
ない。要するに、拓務省及び朝鮮総督府は、昭和恐慌
の米価下落による朝鮮農民の生活困窮化が植民地政策
の実施に影響することを恐れていた。そこで、朝鮮総
督府はその対応策として財政負担の軽い「自治的経済
的統制」を行っていた。それは、財政負担にならない
という意味では、農林省側の米穀需給調節策と一致し
ているのである。

3　各代表の見解

　川東（1990）の研究では、それぞれの委員を「諸
勢力」27の代表として扱い、議論が展開されているが、
この時期、「諸勢力」の代表と言っても、個人的な意
見に幅がある一方、議事録からみると、どの団体を代
表するかは明示されておらず、提案も基本的には個人
名で提出されている。そのため、本稿では、議論の個
人差を念頭に置きながら、矢作栄蔵、岡田良平、有賀
光豊、渡邊銕藏、上山満之進、胎中楠右衛門の議論及
び提出した意見、建議案を取り上げ、上記の論者のス
タンスを考察していきたい。上記の論者を取り上げる
理由としては、矢作、有賀、渡邊、上山（小委員会委
員長）は小委員会の委員として、最終答申案の決定に
影響力を持つ者と考えられる。そして、岡田を取り上
げるのは、農業団体間の意見差を考察するためである。
さらに、この時期には、専売案についての議論が盛ん
に行われているため、提唱者の一人である胎中の見解
を考察することによって、専売案の一端を明らかにし
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たいと考える。
　なお、この時期、米価政策の課題は過剰米の処理で
ある。そのため、米穀統制調査会の中でも、主に①朝
鮮移入米対策の問題、②内地米の米価維持問題をめ
ぐって、議論が展開されていたが、本稿は、これらの
論点を念頭に置き、上記の各委員案を中心に議論を考
察する。
　前述した政府側の議論にもあったように、上記の論
者のほとんどは、米価を調節する必要があるというコ
ンセンサスを持っている。ただ、渡邊銕藏は調節す
ること自体に反対の意見を示した。渡邊は 1932年 11

月 24日第一回総会で、下記のように述べた上で、政
府の米価調節は農村救済が目的であることに批判的で
あった。

　
現今ノ米穀問題ニ関スル世上ノ実際的ニ論議ノ焦
点若クハ主張等ヲ能ク考ヘテ見マスルト、（中略）
消費者側ニ於キマシテハ何等ノ要求ハナイノデア
リマシテ、米ノ値段ガ高過ギルト云フ聲ヲ聞イタ
コトハ吾々ハナイ、又動キ過ギル、此様ニ動イテ
ハ困ルト云フ聲モ（中略）聞キマセヌ、尚立証ス
ル為ニ極ク安イ月給取ヤ労働者等ニ始終話合ツテ
見マシタガ、一向サウ云ウ聲ヲ耳ニ致シマセヌ、
是ハ恐ラク委員各位モ御同感デハナイカト察シマ
ス28

　以上の引用から伺えるように、渡邊の発言は消費者

側からすれば当時の米価は適当であり、調節する必要
などないとの意見であった。川東（1990）の研究では、
渡邊は「商工派ブルジョア」29代表として扱われ、低
米価・低賃金の構造がブルジョア階級にとって望まし
いため、上記の主張が行われたという解釈であった。
しかし、渡邊は東京商工会議所の理事であるとともに、
大日本米穀会の副会頭である。前述したように委員の
選出方法は不明であるが、大日本米穀会と関わってい
たからこそ、渡邊が委員に選ばれたと推測できる。
　大日本米穀会は、東京迥米問屋組合が主体となった
全国米穀業者の組織である。1932年 4月に第 25回大
会を開催し、米穀専売統制調査委員会を設け、10月
に決議書「米専売反対意見」を当局及び関係者に配布
した。このような背景の下で、11月に渡邊は米穀統
制調査会に参加した。渡邊が上記の発言をしたのは、
低米価・低賃金が望ましいというより、統制による米
穀商人の利害からであった。一方では、この時期の米
価全体からみれば（図 2）、1931年に比べれば少し回
復したものの、生産費（帝国農会調査）を割っている
状態のままであって、生産農家にとって、生活も生産
も困難な状況であった。このため社会不安が生じる恐
れがあり、農村救済が政府にとって大きな課題となり、
農林省側も、生産者の視点（消費者への考慮も踏まえ
る）から政策を立てようとしている。そのためには、
生産者と消費者のバランスを取り、中間商人の利益を
抑えざるをえないのである。

 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

1933
1932
1931
1930

図 2　1930年代平均米価と生産費の変化（単位：円／石）

注：生産費は石橋幸雄、1961、46－51頁、帝国農会が調査した自作農農家の生産費データから作成。
　　平均米価は桜井誠、1989、270－271頁、東京深川正米市場の内地玄米中米標準相場の平均米価データ
より作成。
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　さらに、渡邊はより具体的な「米穀統制方策に関す
る基本的意見要点」を発表した。その中で、米価公定
は消費者・生産者には不利益であり、財政負担になる
と訴えて、「国家権力ヲ以テ米穀統制ヲ行ヒ所謂根本
策ナルモノヲ講スル程ノ必要ヲ認メス」と米穀統制を
根本的に否定した。また、公定価格の基礎となる農林
省や帝国農会の生産費などの調査を「従来ニ於テモ又
将来ニ於テモ困難且不正確ナルモノ」とし、価格公定
は実行不可能なものとした上、強制の価格決定は政治、
社会に不安をもたらす恐れがあると強調した30。さら
に、次のような意見を提示した31。

（前略）
七、戦時、飢饉、其他重大ナル事変ノ場合ヲ除キ
平時ニ於テ政府カ斯ノ如キ危険ニシテ且ツ無
益ナル干渉ヲナスノ必要毫モ無シ。

八、現在ノ自由市場ニ於ケル価格ハ（中略）市場
ニ反映シ日々ノ需要ト供給ノ関係ヲ作ルコト
ニヨリ其他各般ノ経済界ノ変動ニ順応シテ成
立スルニシテ生産者消費者双方ノ利害ヲ最モ
自然ニ且ツ公正ニ代表スルモノナリ。之ニ反
シ人々ノ意見ニ依リ政府ノ調査ニ基ク公定価
格ハ（中略）生産費及消費者双方ノ利害ヲ公
正ニ代表スルコト能ハサルノミナラス両者ノ
利益ノ調和点ヲ発見スルノ作用ヲ全ク欠クモ
ノナリ。

九、現下ノ農村救済策ト米穀政策トハ断然之ヲ隔
離シテ各別ノ対策ヲ講スヘキモノト確信ス。
然サレハ両者共ニ支障ヲ生シ農家ハ二重ノ損
害ヲ蒙ムルヘシ。

十、以上国家ニヨル価格公定ヲ基礎トスル如何ナ
ル米穀統制策モ不可ナリト信スルモノニシテ
且又現今ノ米穀法カ其ノ拂フ重大ナル犠牲ニ
比較シテ果シテ消費者及ヒ特ニ農家ニ対シテ
如何ナル程度ノ利益アリヤ否ヤハ疑問トスル
所ナルモ取敢ス現行米穀法ノ範囲ヲ中心トシ
テ米穀ノ需給ノ均衡ト米価安定ノ目的ヲ可及
的良ク達成シ得ヘキ方便ヲ更ニ攻究スルノ外

ナシト思惟ス。

　以上の意見から伺えるように、渡邊は統制自体を批
判する自由主義的な立場であった。準戦時体制下であ
るにもかかわらず、非常時以外、政府の「無益ナル干
渉ヲナスノ必要毫モ無シ」（第七点）と強調し政府の
干渉を取り除こうとしている。さらに、自由市場の「自
動機械措置」という調節機能を説き（第八点）、政府
の統制が不公平で、且つ生産者と消費者の利益調和の
作用を欠くものと強調し、統制の効果を疑問視してい
る（第十点）。しかし、渡邊も農村救済策が必要であ
ることを否定できなかった。ただ、それは米穀政策と
別のものにすべきだと強調し、政策による農村救済は
必ずしも必要としていないのである（第九点）。やは
りその背後には米穀商人の利害があったと思われる。
　しかし、この時期は、戦時体制に移行しつつある時
期であり、井出（2006）の研究でも触れているように「社
会統合」が政府の課題として浮上していた時期であっ
た。1931年には「強制カルテルの規定で困っている
産業をなんとか維持しようという目的」で、重要産業
統制法が制定されるが、同法は「戦時にかけての経済
統制の最初の法律」であった32。産業保護を目的とし
た鋼鉄、化学産業などに対する統制がすでに始まって
いたのである。そこで、結局、渡邊も生産統制、植民
地米問題、米の輸出問題、米価決定基準などの点から
米穀統制に対し、「米穀統制に関する意見」（1933年）
を提出し、米穀統制を認めるようになった。だが、そ
の意見の中では、「政府ノ米買上ハ内地米ヨリハ主ト
シテ朝鮮米、臺灣米ヲ買上グル方ガ米穀統制上有効ニ
シテ且政府財政上好都合ナリト思惟ス」とあくまでも
植民地米の統制に限定し、内地米は「政府及ビ公共団
体ニヨル米穀生産奨励方策ヲ節制スルコトニヨリ生産
調節ヲ行フコト」という生産面で統制するという見解
を示した33。内容は、特に米穀商人の立場にふれては
いないものの、中間流通の余地を残そうとした見解を
織り込んでいると読み取れる。
　一方、前述のようにほかの論者には米価調節が必要
であるというコンセンサスがあった。ただし、どこま
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で調節するか、どのように調節するかなどの具体的な
議論の温度差があった。農業団体側では、帝国農会と
産業組合中央会の主張にも差があった。産業組合中央
会の岡田良平が「米穀政策に関する意見」を特別委員

会に提出する一方、矢作栄蔵は帝国農会の「米穀政策
に関する意見」を個人名で委員会に提出した。具体的
な内容は、以下の通りである。

表 3　農業団体側の米穀政策に関する意見

岡田案 矢作案

一　米穀年度結了前ニ當リ残存米ノ多寡ト収穫予想トヲ按シ
政府ニ於テ必要ト認ムルトキハ一定期間新穀ノ売買ヲ停
止ス

一　新穀ノ売買停止中ハ産業組合ニ於テ新穀ヲ担保トシテ貸
金ヲ行フ

一　前項ノ貸金ニ対シテハ政府ヨリ低利資金ヲ融通ス
一　農村ノ産業組合ヲシテ農業倉庫ヲ経営セシム
一　全国米穀販売組合聨合会ノ発達ヲ図リ又農業倉庫並ニ一
般農業者ヲ指導シテ平均売ヲ行ハシム

一　新穀売買停止中ハ朝鮮米及ビ台湾米ノ内地ニ於ケル売買
モ停止ス但シ移入セラレタル米穀ニ対シテハ低利資金ヲ
融通ス

一　米穀法ハ大体現在ノ儘存置ス
　　但シ運用上ニ就キテハ改善ヲ施ス

米穀統制ニ関スル根本方策ヲ樹立スルニ當リテハ左ノ各項
ノ如キハ必ズ之ヲ実現セシムルノ必要アリト認ム
第一　内地米ニ対スル方策
一　内地米ニ対シ政府ハ以下各項ニ依リ最低価格及最高価格
ヲ公定スルコト

二　最低価格ハ米穀生産費ヲ最高価格ハ家計費ヲ基礎トシ何
レレモ物価其ノ他経済事情ヲ参酌シテコレヲ決定スルコ
ト

三　最低価格ノ基礎トスル生産費ハ従来ノ調査項目ニ部落協
議費及戸数割ノ一部ヲ附加シ尚基準市場ニ至ル迄ニ運賃
諸掛ヲ加算シタルモノト為スコト

四　生産費ノ調査農家トシテハ反當収量其ノ他ニ於テ中庸ナ
ルモノヲ選定スルコト

五　各月ノ最低価格ハ米穀年度始期ニ於ケル生産費ニ其ノ月
ニ至ル迄ノ利子及保管料ニ相当スル金額ヲ加算シテ之ヲ
定ムルコト

七　政府ハ毎年端境期ニ於テ其ノ所有米ノ一部若ハ全部ノ買
換ヲ行フコト

右ノ場合価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ムルコト
第二　朝鮮台湾米ニ対スル方策
　一　朝鮮、台湾米ノ移入ハ政府ノ独占ト為シ生産地ニ於テ

時価ヲ以テ買入レ内地ニ於ケル米穀ノ需給其ノ他ノ経
済事情ヲ考慮シ時価ヲ以テ之ヲ売却スルコト

　二　政府必要アリト認ムルトキハ朝鮮及台湾ニ於ケル外
米、粟及雑穀ノ輸入数量ヲ制限スルヲ得ル方法ヲ設ク
ルコト

第三　外米ニ対スル方策
　　外米ノ輸出入並ニ其ノ処分ハ政府ノ独占ト為スコト
第四　米穀生産ノ統制
　一　内地、朝鮮及台湾ヲ通ジ米作地ノ拡張ニ付テハ需給其

他ヲ考慮シ凡テ許可主義トスルコト
　二　米穀検査法ヲ制定シ政府監督ノ下ニ検査ノ統一ヲ図ル

コト
第五　米穀販売ニ関スル自治的統制
米穀生産者ハ其ノ団体並ニ機関ノ活動ニ依リ自治的ニ米穀
ノ販売組織ヲ合理化シ米価ノ安定ニ資スルハ極メテ必要ノ
コトナルヲ以テ之ニ対シ政府ハ助成ニ努ムルコト

第六　調査
　米穀ニ関スル各般ノ調査ヲ整備スルコト
第七　委員会
　一　最低価格及最高価格ノ決定、朝鮮、台湾米ノ買入、売

却外米ノ輸出入並ニ処分、其ノ他米穀政策ノ実施ニ関
スル重要ナル事項ヲ審議スル為委員会ヲ設クルコト

　二　委員ノ半数ハ米穀生産者側ヨリ選定スルコト

注：米穀統制調査会、1933、調査参考資料 66－68頁より作成。
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　昭和農業恐慌と相まって、1930年産米が記録的な
豊作となり、31年に米価は前年度の三分の二程度に
下落した（図 2を参照）。米価低落の対策の一環として、
生産者自体による全国的な米共同販売体制の確立が必
要とされ、産業組合側は 31年に全国米穀販売組合聯
合会を立ち上げた。さらに、32年 4月、第 28回全国
産業組合大会で「産業組合五か年計画樹立の件」を決
議し、恐慌対策として、組合員数の増大や資力の充実
などを掲げ、組織の整備及び事業の拡充計画を立てて
いた。一方、32年 9月から農業経営改善を目的とし
た農林省主導の農山漁村更生運動が始まり、その実行
団体として産業組合が位置づけられた。「農山漁村経
済更生計画ト産業組合ノ指導方針」の「産業組合活動
ノ根本方針」によって、各種実行組合が産業組合に加
入することが可能であり、それによって、産業組合加
入困難の者を実行組合の組合員として産業組合を利用
することを可能となった34。米穀統制調査会が開かれ
た時期は、産業組合が農林省のこのような方針に乗じ
組織拡充していこうとした時期である。このような背
景の下で、上記の岡田案は、流通問題に限定し、市場
に流入する数量を調節するにあたり産業組合による低
利資金の融通、農業倉庫の経営を建議した。米穀問題
の解決策として、産業組合の経済活動上の役割を強調
したのである。岡田の案には、経済団体としての産業
組合の組織拡張の意図があったと考えられる。
　それに対し、系統農会は「その機能が多岐で、かつ
系統の段階で事業の重点や性格も異なっている」35の
である。昭和恐慌以前の 1920年代後半から、農会は
すでに青果など農産物の斡旋販売運動を展開し、農家
経営改善に取り組んできた。昭和恐慌後も、農業経営
の改善など農村計画を立てていた36。岡田案に対し、
帝国農会側の矢作案はより多面にわたって、米穀統制
の根本策を要請し、指導団体としての役割をアピール
している。その背後には、同時期の産業組合活動に対
し、農会の農村指導団体としての地位低下への危機感
があっただろう。矢作案は米価基準の制定、植民地米・
外米の統制、生産の統制、及び販売に関する自治的統
制、米穀に関する調査の整備、委員会の設置など幅広

く米穀政策に関わる諸問題に言及したものである。具
体的にみると、生産費による最低米価の決定が従来通
りに主張されている37ほか、生産費に部落協議費や市
場までの諸運賃、最低価格に生産費以外の利子、保管
料の加算を要請している。運賃、利子、保管料などの
加算は、1932年 10月 7～ 8日に開催された道府県農
会協議会の「農村匡救策に関する決議」で主張された
「（米価の：引用者）最低基準価格は生産費に運賃諸掛
を加算したるものとせられたきこと」38の反映であろ
う。この部落協議費は「協議して定めた費用であつて
道路の小修繕、街頭点火、渡船、撒水、清潔法の施行、
産業奨励、災害予防、夜警、神社寺院の修繕、冠婚葬
祭、入隊営兵の送迎、家族慰問、窮民救済、各種納税
奨励等」39を指すものであり、広汎な農業生産のイン
フラ整備や部落共同生活などに関わる費用である。こ
こで、農会は米生産費に、農業生産全般及び部落共同
生活に関わる必要な費用を織り込もうとしているので
ある。つまり、米生産に直接、間接的に投入された費
用を生産費に計上すべきだという主張であり、米を通
じて、生活・生産が一体化している農業経営に合わせ
た生産費計算のルールを正当化しようとしているので
はないかと考えられる。この時期に、農村救済の政策
課題が浮上してきた一方、前述通り農山漁村経済更生
運動もすでに始まっていた。このような背景の下、そ
の主張の実現の可能性が浮上してきた。ただし、生産
費問題については米穀統制調査会では大きな議論の争
点にはならなかった。その理由は、米穀統制調査会の
前段階である農林省米穀顧問会議では、生産費による
米価決定という方針がすでに固まっていた40からと考
えられる。
　そして、生産面では、内地、植民地ともに米作地の
拡張に許可主義を導入し、これ以上の米生産増加をコ
ントロールしようとしている点もうかがえる。これは、
いわゆる減反策であるが、当該時点の米作面積を減ら
すのではなく、将来的に拡張する場合に介入するとい
う主張であることに留意したい。要するに、この帝国
農会案をバックとした矢作案は、生産制限を提議した
が、無理やりに転作などの生産制限方法を農家に押し
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付けずに、将来的な生産拡大の部分を制限しようとし
ているのである。しかし、生産制限に対しては、産業
組合側の岡田は批判的であった。その理由について、
岡田は米不足を起こす可能性を強調したほか、「農民
ハ尺寸ノ土地ト雖モ是ハ天道様カラ授ケラレタルモノ
デアルト云フ考カラ耕作ヲ怠ラヌ」41ので、公に生産
制限を認めると農民精神に悪影響を与えてしまうとい
う二つの理由を述べて生産制限に反対した。
　また矢作案からは、政府による植民地米・外米の独
占を要請し、内地米との競争に一定の緩和地帯を作ろ
うとしている意図も伺える。ただ、「生産地ニ於テ時
価ヲ以テ買入レ」と主張している点から、この案はあ
る程度朝鮮側を意識したものと考えられる。米穀統制
委員会前段階の米穀部顧問会議では、すでに朝鮮側の
有賀光豊顧問から「私ノ考ハ朝鮮米モ台湾米モ総テ一
本ノモノニ考ヘテ戴キタイ、一ツノ米穀政策ノ下ニヤ
ツテ戴キタイ、斯ウ云フ頭デス」42という議論があっ
た一方、米穀統制調査会の中、朝鮮への差別待遇問題
も多く議論されている。一方、この時期、米の供給総
額が過剰状態（図 3を参照、後述する）にあり、その
ため、農会側は内地米の植民地米（特に朝鮮米）移入
による影響を抑えようとする一方、供給面でのコント
ロールによる米価維持という点からも、生産面の制限
問題も考えざるを得なかったのではないかと推測でき
る。
　一方、朝鮮側の委員・有賀光豊が特別委員会に提出
した下記の「米穀政策に関する意見」では生産制限に
ついて細かい所まで建議し、生産制限の必要性を主張
した43。

現行米穀制度ハ其ノ名ニ於テ需給調節ト云フモ其
ノ実消費一方ノミノ統制ニシテ其ノ根本ヲ誤ルモ
ノト認ム、依テ米穀法ヲ生産統制ニ拡張スルコト
ヲ希望ス
　　方法
一　米穀需給ノ趨勢ヲ鑑ミ必要ニ応ジ内地、朝鮮、
臺灣ニ於テ或年度ヲ限リ米穀生産ヲ制限ス

二　制限水田オヨビ陸稲畑ニハ代作セシメ水田一

反歩ニ対シ平均十円陸稲畑一反歩ニ対シ平均
二円補給ス

三　制限面積ハ行政単位ニ責任ヲ負ハシメ地方庁
ノ監督ノ下ニ査定ス

四　行政単位ハ其ノ内部ニ於テ制限実行ヲ協議ス
五　内地、朝鮮、臺灣ノ水田総面積約五百十万町
歩ニ対シ仮リニ其ノ百分ノ三陸稲畑約二十万
町歩ニ対シ其ノ二分ノ一ヲ制限スルトセバ

　　（以下、略）
六　違反制裁トシテハ刑事罰ヲ課セズ補給金ノ停
止ト相当ノ過怠金ヲ行政単位ヨリ徴ス、則チ
全国的協議ヲ法制化スル主旨ナリ

七　代作ニ依ル田租ハ軽減セズ、補給金ニ於テ鹽
梅セラレ居ルモノト見ル

八　代作地ノ小作関係等ノ協定ニ付指導ス
九　人口対食糧ノ趨向ニ照シ米穀生産ノ充実方策
ハ益々積極的ナルヲ要スルモ制限年度ニ於ケ
ル新規作付地ハ一般ノ制限比率ヲ守ラシム

（下線、引用者）

　まずは、一点目のように生産統制は「米穀需給ノ趨
勢ヲ鑑ミ必要」に応じるものとされている。引用の三、
四点目から伺えるように、制限の実施は地方庁など行
政側によるものという発想である。さらに、五点目の
制限面積などについての提案や、九点目の新規作付地
についての見解からみれば、生産調整の実施はやはり
国全体の需給状態に合わせるものということを前提に
している。さらに、補給金を利用し、生産農家に協力
させようとしているのである（六、七点目）。つまり、
有賀案は矢作案のような内地、朝鮮、台湾にわたる生
産制限を主張しているが、生産農家、ひいては農業に
眼差しがあるかどうかの点では異なっている。さらに、
有賀はその提案の理由について、次のように生産者に
ついて語っている44。

総テ物ヲ統制致シマスト云フ問題ガ起キタ場合ニ
ハドウシテモ其根本ノ生産統制ト云フコトガ伴ハ
ナケレバナラナイカト考ヘルノデアリマス、（中
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略）生産者消費者共ニ均一デ公平デナクテハナラ
ヌノデアリマスガ、唯米ニ付テ生産ノ統制ヲ欠イ
デ居ルト云フコトハ甚シク不安ノ状態デアリハセ
ヌカト思フノデアリマス、（中略）農民ノ需要ス
ルモノハ総テ生産統制ヲ食ツテ居ルニ拘ラズ、自
分ノ生産スルモノニ付テハ何等ノコトヲシテ居ラ
ヌト云フコトハドウシテモ農民ハ立チ行クコトハ
出来ナイト考ヘルノデアリマス

　有賀は、生産者・消費者の公平性の観点から、農業
生産の無統制に批判している。この時期、生産農民の
困窮およびそれによる社会不安が社会全体の課題とし
て顕在化し、農林省の立場としては、農民救済を第一
義的にするという意向は明らかである。米穀部顧問会
議（有賀も顧問として参加していた）で、農林省側は、
内地、朝鮮、台湾にわたる統一的な米穀政策に対して
でさえ否定的であった。農林次官・石黒忠篤は「私ハ
内地ト朝鮮ヲ同ジニスル必要ハナイト思ツテ居リマ

ス、朝鮮ダケニシヤウト云フ腹ガアル、朝鮮ダケニ付
テ言ツテ居ルノデアリマス」45とはっきりと農林省の
スタンスを表明したのである。このような背景の下で、
有賀案が提出されたのである。有賀の議論は、朝鮮へ
の差別待遇より、生産者消費者の均一的公平という視
点から展開され、農林省の方針に批判的であった。一
方、この有賀の生産統制に対し、矢作は「生産量ヨリ
ハ寧ロ市場ニ売出スル数量ノ多少デ制限ヲシナケレバ
ナラヌ」46と反論し、市場への出回り量を無制限にす
ることは朝鮮だけにとって好都合だと批判した。
　ちなみに、この時期の米穀需給状況は図 3の通りで
ある。当該年の内地産米量のみでは、消費額を賄えな
いが、前年度よりの持越額、輸移入米と合わせると、
供給過剰の状態となっている。輸移入米による米価へ
の影響がある一方、食糧安定供給の面では、輸移入米
の必要性もあったため、有賀のような主張が現れたの
である。
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図 3　1925-31米穀年度の米穀需給状況（単位：石）

注：農林省農務局編纂、1932、4-5頁より作成。

　次に、米穀部顧問会議の顧問でもあり、小委員会長
である上山満之進の議論を検討していきたい。上山は
有賀と同じく米穀顧問会議から米穀統制に関する議論
を行い、米穀統制調査会特別委員、小委員会長を務め、
米穀統制の草案から最後の答申案までの議論過程に参
与している。
　上山は「米穀統制に関する意見」47で下記のような
主張を展開している。

一、米穀法ハ之ヲ存置ス
二、米穀ノ季節的殺到ヲ防グガ為メ政府ハ其ノ管
外（道府県、朝鮮、台湾：原文）移出ヲ統制
ス各月ノ管外移出見込数量ガ移出年総量ノ月
別平均数量ヲ起ユル場合ハ其ノ超過分ハ政府
之ヲ買入レ月別平均数量ニ達セザル月ニ之ヲ
売渡スモノトス

三、米穀ノ過剰産出ヲ防グ為メ政府ハ内地朝鮮及
台湾ヲ通ジテ当分ノ間米穀ノ生産統制ヲ行フ
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　　生産統制ハ将来ノ田地面積拡張及土地改良事
業ニ対スル政府又ハ公共団体ノ補助金助成金
交付低利資金貸出等ヲ節制シテ之ヲ行ヲ

ママ

（下線、引用者）
　
　米穀法の存続問題、移出（管外移出含め）米の統制
問題、および生産統制の問題が取り上げられている。
上山は米の市場出回り量の統制が必要だと認める一
方、植民地の移入米の統制だけでなく、朝鮮、台湾と
内地の道府県を同一行政単位と見做し、朝鮮、台湾の
米穀統制への抵抗を緩和させようとしている。さらに、
生産統制に対しても、「内地朝鮮台湾ヲ通ジテ」行う
べきだとし、「将来ノ田地面積拡張及ビ土地改良事業」
を対象とし、補助金、低利資金などを手段とする生産
統制を主張しているように読み取れる。しかし、上山
は「生産統制ヲ行ヒタイ、但シ日本ノ米ハ足リヌノデ
アリマスカラ何時迄モ生産統制ヲヤラセルト云フ譯ニ
モイキマセヌシ、又生産統制ヲスルト云フコトハ誠ニ
自然ナ必要ナコトデアリマスガ当分ノ間ト云フコトニ
シテ置キタイサウシテ生産統制ノ方法ハ私ハ現在ノ
生産統制ハシナイト云フ意見デアリマス」48と説明し、
当時点の米過剰の状況と将来的な供給不足の見込みと
のせめぎ合いの中、一時的な生産統制という方針を提
示した。上山も有賀の見解と同様、将来的な国全体の
需給関係を念頭に置いたのである。つぎに、下記の米
穀部顧問会議における上山の発言49と合わせて検討す
る。

私共ハ米価ノ調節ヲスルノニ、暴騰、暴落ヲ防
マ

ク
マ

ト云フコトガ内地ニ於テ非常ニ必要デアル、生産
者ト消費者ヲ脅威スル、ソレヲ防ク為ニ米穀法ト
云フモノガ出来テ居ル、是ハ内地ニ限ツタモノデ
アルト思フ、内地ガ安定スレバ朝鮮モ安定スル、
此米穀政策ヲ以テ価格ノ暴騰暴落ヲ防グト云フコ
トヲヤルノニハ日本領土ハ総テ協力ヲシナケレバ
ナラヌ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居ル、サウシナケレ
バナラヌ為ニ朝鮮米ヲ差別待遇スルト云フコトハ
私ハ不賛成デアル、（中略）ソレハ非常ニ国家ノ

不祥事デアル、ソコヲヨク考ヘテ貰ヒタイ、私ハ
決シテ内地ノ農家ノ米ヲ上ケサヘスレバ宜イト云
フヤウナコトハ考ヘテ居リマセヌ、消費者モ生産
者モ半分々々デアルカラ、（中略）吾々其観念ノ
下ニ熱心ニ米穀法ヲ擁護シテ居ル所以デアリマス

（下線、引用者）

　以上の下線部分から伺えるように、まず、内地の安
定が第一義的であると上山は考えている。そのために、
「日本領土」全域の協力が必要である。しかし、内地
を優先にすると、朝鮮台湾の「差別待遇」は「国家の
不祥事」なので、その対策を検討しなければいけない。
そして、生産者と消費者両方の利益の対等な関係を前
提に、消費者と生産者の関係を調和するためには、米
穀法が必要であることが主張されている。要するに、
上山は「安定」のために米価調節を必要としたのであ
り、その「安定」を目的として、植民地に協力しても
らうためには、植民地への考慮が必要であるとする一
方、生産者と消費者へ考慮することも言及している。
そのため、上山の建議案は間接統制の米穀法の存続、
植民地への「差別待遇」を避け、管外移出を含める移
出米の統制、及び植民地を含めた生産統制を主張した。
さらに、生産統制策では無理やりな転作強制を避け、
「将来ノ田地面積拡張及ビ土地改良事業」の統制を主
張したのである。言い換えれば、上山の意見は植民地
の利害や生産農家の利害をある程度考慮したものであ
る。ただし、それは、植民地からの視点でもないし、
生産農家からの視点でもない。政策の「中立性」を保
とうとした見解である。ただし、このような見解では、
現実の状況により、国民生活安定のために、生産農家
や農業、及び植民地側が妥協せざるを得ない可能性を
含んでいるのである。
　このほか、専売に関する議論も米穀統制調査会でし
ばしば取り上げられた。この時期、専売についての議
論が盛んに行われ、米穀部顧問会議では、政務調査会
特別委員会の米穀専売案、吉植庄一郎の米穀専売法私
案、鈴木梅四朗の殻物専売法草案、三輪市太郎の米穀
政策に関する私案が浮上したが、米穀統制調査会に熱
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心で専売案を主張したのは、胎中楠右衛門である。
　胎中は専売案についての次のように説明してい
る50。

此問題（引用者：米穀問題）ノ解決ニ当リマシテ
ハ、（中略）既ニ多少ノ苦痛犠牲ト云フモノヲ覚
悟シテ、（中略）堪ヘ得ル程度ノ苦痛犠牲ニ依ツ
テ問題ガ解決サレルト云フコトハ、尚ホソコニ苦
痛犠牲ト云フモノガ現ニアリマシテモ、却エ総体
的一般国民ニ対スル幸福ニナルト私ハ考ヘテ居ル

（下線、引用者）

　以上の引用から伺えるように、胎中も「総体的一般
国民に対する幸福」のため、各利害者に「堪へ得る程
度の苦痛犠牲」を我慢してもらうというスタンスであ
る。ただ、具体的には誰が「苦痛犠牲」を払う必要が
あるのだろうか。次は、胎中の米穀専売私案からその
見解を検討する。
　胎中は米専売私案（1932年 11月 7日）で具体的な
実施について次にように述べている51。

　　（前略）
四、米納入者組合ノ組織
専売局ハ米ノ収納ニ際シ、（中略）経済力ノ
貧弱ナ小農、小作人等ノ持チ米ハ成ルベク早
ク納入シ、地主ノ持テヰル小作米ヤ、生活ニ
比較的余裕ノアル農家ノ持テヰル米ハ後廻シ
ニスル事ニ就テ十分ノ斡旋努力ヲシテ貰フコ
トダ。一国ノ食糧政策確立トイフ大目的ノ為
メ、兼ネテハ自分等農民ノ生活安定ヲ図ル為
メナノダカラ、各自ガ応分ノ犠牲ニ甘ンズル
コトハ相当デハナカラウカ（後略）

五、米専売ノ範囲
（前略）米専売ノ範囲ハ農家自家用ヲ除クト
イフノガ、私共ノ案ノ原則デアル。ダガ自家
用米ト売出米トヲ厳格ニ区別セズ、農家ノ自
由裁量ニ任カスベキモノダトイフノガ私ノ主
張デアル。

　（後略）
六、植民地米ノ施設
　（前略）
内地植民地ヲ打テ一丸トシタル米ノ生産統制
ヲ行フテ我国ノ食糧政策ヲ確立スルコトハ私
共ノ本願デアツテ、（中略）我国ハ内地米ノ
専売ヲ基礎トシテ植民地米ノ統制ヲ考ヘルノ
デアルガ、我ガ内地米ハ国内ノ需要ヲ充タス
ニ足ラナイ。（中略）将来六百万石ダケハ必
ズ政府ガ買上ゲルトイフ保障ガツケバ朝鮮農
民ハ安心シテ従来通リ米作ニ従事シテ毫モ不
安ガナイ譯ダ。（後略）　　　（下線、引用者）

　　
　以上の四、五部分の引用から伺えるように胎中の専
売案の中では、収納の際、経済力の弱い小農に対して、
出来る限り融通を効かせ、さらに、自家用米の裁量も
農家に任せると主張したが、地主又は余裕を持つ農家
に対して、「応分ノ犠牲」を要請している。この農家
による自家用米の裁量権の有無は、胎中の専売案と後
に出来た食糧管理法による食管制度の専売と大きな異
なる点である。そして、植民地米についても、内地の
米の需要を念頭に、朝鮮農民に安心して米作に従事さ
せるため、政府による植民地米の買上を求める。その
ほか、胎中の専売案には、「消費者の利益を図る」52こ
とも提示されているが、当時の財政状況に鑑み、中間
経費は消費者の負担にならざるを得ないことが強調さ
れた。つまり、食糧政策の確立には「農民の生活安定」
が必要であるため、専売による利益を出来る限り生産
農民に還元させようとしたのである。
　胎中案は、国民生活安定を前提とするが、その中に
農民の生活安定策を織り込み、小農保護を強調してい
る一方、内地植民地の生産統制を主張し、それにより
政府財政負担を緩和させ、さらに中間経費を消費者負
担としている。この案は農業団体の小農保護の主張と
一致する所があり、朝鮮側の「差別待遇」への反発に
対する考慮も入れて、「内地植民地を打て一丸とした
る米の生産統制」と主張したものである。ただし、消
費者負担になることへの懸念があった。この専売案に
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渡邊が財政負担、価格決定の困難、生産費計算不可能
などの理由で反対し、さらに、「今日農家ノ生産費ヲ
割ルト云ハレテ居ルコトニ対シテハ、非常ナ疑念ヲ持
ツ」53と表明し、専売による消費者への負担転嫁に懸
念を示した。一方、矢作は米穀法の統制が不十分であ
るため、統制の強化が必要と主張し、専売に賛成の意
を示したが、「輿論ガ其處マデ統制スルト云フコトニ
附イテ来ルカト云フコトハ、多数ノ政治家ノ御意嚮ヲ
段々議論ノ間ニ承ツテ私ノ最終ノ意思ヲ決定シタイト
思ヒマス」54と述べ、意見を保留したのである。その
理由は、当時の世論への考慮がある一方、帝国農会内
にあった専売案に懸念を示す意見55への配慮もあった
のではないかと考えられる。胎中の専売案は小農保護
論寄りのもので、消費者負担を求めるものであるが、
国民生活安定という前提の下で、社会情勢の変化によ
り、生産農家に不利な米価決定の危険性も含まれてい
るのは否定できない。

おわりに

　本稿では、米穀統制調査会の議論及びそこに提出さ
れた米穀政策に対する各意見、建議を考察することに
よって、政府各省庁、朝鮮総督府及び各委員の米穀政
策に対する見解を明らかにした。
　政府には社会的安定という課題があったが、農林省
は農村救済に重点を置き、米穀政策を通じて農村を救
済し、社会の安定を図ろうとしていたのに対して、大
蔵省は財政による農村救済にはやや否定的であった。
一方、朝鮮総督府は植民地統治の安定という意味で、
植民地米の統制に抵抗を示したのである。
　それに対して、委員の中では、米穀商人の利害を念
頭におき、米穀統制自体に否定的な意見があったが、
社会全体が統制に移行しつつあるという流れの中で
は、米穀統制を認めざるを得なかった。ただし、その
場合でも、出来るだけ流通上での内地米の統制を避け
るため、生産統制及び植民地米の統制を働きかけてい
た（渡邊の議論）。
　そして、矢作は帝国農会の案を個人名で提出し、米

穀問題の解決策と農業生産及び農家経営とを結びつ
け、流通面では政府による内地米と植民地米との競争
緩和及び生産者の自治的な販売組織の合理化、生産面
では農家の意思を尊重する生産制限などを打ち出し
て、米穀政策を通じ農業問題を解決しようと試みた。
産業組合中央会会頭の岡田は産業組合の役割を強調す
る意見を提出し、農山漁村経済更生運動の方針に乗
じ、政府の支援により産業組合の拡充を図ろうとして
いた。しかし、生産制限に対しては、帝国農会側と異
なる見解を示したのである。
　一方、有賀は朝鮮への「差別待遇」に抵抗を示し、
朝鮮米の移入統制のかわりに、内地植民地共通の生産
統制の提案を打ち出した。また、米穀問題に深く拘っ
てきた農商務省官僚出身の上山は、内地を第一義的に
という考えを持っているが、生産者と米穀商（米穀法
の存置）、植民地と内地（管外移出を含める移出米及
び全域共通の生産統制）のバランスを取ろうとする案
を打ち出した。さらに、専売案の議論が盛んに行われ
ていた背景の下で、政友会の胎中は強力な専売案を提
出した。その具体的な内容を見ると、「農民の生活安
定」のための措置をかなり織り込んでおり、また、財
政面でも負担をかけないことを主張しているため、消
費者に負担を転嫁する案とも読み取れるのである。
　以上の委員案は何れも社会の安定（農村の安定及び
植民地の安定）という前提を意識し、財政的制限とい
う現実の状況規制の下で、考案されたものである。そ
の背後には、米穀商人、生産農家、植民地側などの複
雑な利害関係が絡んでいる。ただし、打ち出された対
策は、目的は異なるものの、市場の出回り数量のコン
トロール、生産統制、自治統制などという点に集約さ
れていった。そこから、各意見の統合の可能性が提示
された。答申案となった農林省主導の幹事案は、米穀
の数量と価格の調節を図ることを目的とし、数量の調
節に関しては、政府による外国米の輸出許可制や、道
府県や植民地米を含める管外移出の月別平均を図るた
め政府は米の売却を行うことが掲げている。一方、内
地米には価格公定の案を採用し、米生産費、家計費、
一般物価を全部米価公定の基準に織り込んだのであ
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る。さらに財政負担にならないように、自治的統制及
び生産統制を織り込む一方、特別会計の整理充実も強
調し、各提案を織り込もうとしていた。

　以上、この時期は、産業保護を目的とした統制がす
でに始まっていたが、内地と植民地合せての米供給量
が比較的に豊富であったため、米穀問題の根本解決に
ついて、自由放任から、自治的統制、生産統制、国家
による全面統制まで、幅広い議論が可能であった。一
方、31年に重要産業統制法が実行され、鉄鋼、化学
などの産業においては統制がすでに始まっていた。こ
のような情勢の中、自由経済を主張した論者も統制を
認めていかざるを得なかった。これらの議論が、現実
の情勢、各論者の背後にあったグループの利益関係に
規定されたことは言うまでもない。ただし、ここで留
意したいのは、米価問題の背後にあった農業問題に対
する見解の相違が根本にあったということである。そ
れを端的に示したのは農林省と大蔵省官僚、矢作と渡
邊の意見の違いである。この時期に、矢作を代表とす
る農業団体側は一大農産物である米穀問題の解決に政
治介入を求め、資本主義自由経済と小農経営の矛盾緩
和を図ろうとしており、昭和農業恐慌を背景として、
農林省側の官僚にも、政策による生産者保護の課題が
迫ってきた。一方、渡邊を代表とする米穀取引業者団
体側は商業利益の観点から、あくまでも自由経済市場
を主張したが、農村問題が深刻化した準戦時下では、
それはもはや少数の意見であった。また、生産者と消

費者の利害のせめぎ合いの中、社会統合のためには政
策側も中間業者を抑えざるをえなかった。とはいえ、
政府内部の意見も一致してはいなかった。大蔵省側の
官僚は財政負担の観点から政策の最低限の介入を主張
し、農林省官僚の積極的な生産者保護姿勢とは異なる
ものの、供給維持という観点から最も低い米価の維持
を主張した。その最低米価について、矢作を代表とす
る農業団体側は米穀生産費にすべきだと主張し、そこ
に生活・生産が一体化している農業経営に合わせた生
産費計算のルールを正当化しようとする意図を織り込
んでいた。答申案において最低価格公定の一基準に生
産費基準が明記されたのである。
　政府は米穀統制調査会の答申案を受けて、これを帝
国議会に提出し、可決の後、米穀統制法は成立した。
その背後に、昭和農業恐慌および満州事変の勃発を背
景に、社会の安定という課題の下で、農村救済の必要
性が切迫してきたという社会情勢があったことはいう
までない。その後、1936年自治的統制に関する米穀
自治管理法、1939年には、米穀配給統制法が成立し、
政府は流通への統制に踏み切った。こうして 40年代
以降は、国家による全面的な食糧統制政策へと転換し
ていくのである。米穀政策の転換は戦争の情勢や米穀
の需給変化に規定されていることはもちろんである
が、米穀統制調査会におけるこれらの議論は、すでに
その後の米穀政策の方向性を提示していたのではない
だろうか。
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