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米穀調査会における米価調節論

黄楚群（東京外国語大学大学院博士後期課程）
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はじめに
　1920 年代、第一次大戦中の好況の後、日本経済は不況に陥り、デフレ傾向にあった。農
村の窮乏が顕在化してくる一方、1927 年金融恐慌以降、銀行、企業の倒産が相次ぎ、都市
部では失業問題を抱える等、社会不安が一挙に高まった 1。そして、1929 年 10 月に、アメリ
カの株価が暴落し、世界経済恐慌が始まった。日本もその影響を受けていたが、1930 年に
金解禁が行われた。また同年に米が大豊作に見舞われた。戦前二大換金農産物の繭と米の価
格は相次ぎに急落し、昭和農業恐慌が始まったのである。　
　なお、米に関しては、1921 年に米穀法が制定・実施されたことによって、米は政府の間
接統制下に置かれるようになっていた。しかし、不況を背景にして、米穀法実施後も米価は
安定した状態になっておらず、1920 年代前半の乱高下を経て、後半に下落の傾向がみられ
る（図１を参照）。一方、食糧不足問題の解決策として、1920 年代から朝鮮、台湾では米の
増産が進められ、植民地からの移入米と内地米との競争によって、米価はさらに下がってい
く。1925 年４月に「一方で増産策を強化し、他方で米穀法運用を転換して米価維持機能を
発揮することにより、国内米作の一定の保護を目指すという構想」2 の下で、農林行政の更な
る強化を掲げた農林省が発足した。その後 25 年末に米穀法の第一次改正が行われ、発動の
目的は「米穀ノ需給ヲ調節」から「米穀ノ数量又ハ市価ヲ調節」に改められた。米穀法の運
用においては、1920 年代後半以降、米価維持機能が前面に出てきた 3。
それに伴い、米穀法の運用に関する政府の財政負担も年々増加し、差引損益の損失は 1928
年 2 月末時点に、6 千万円台に上った 4。このような状況の下で、第 56 帝国議会（1928 年 12
月 26 日〜 1929 年 3 月 25 日）では、米穀法の運用資金の借入限度は７千万円の増額になっ
たが、それは「米穀需給ニ関スル根本方針ノ決定ニ至ルマデ便法トシテ」が前提とされた 5。
　ただ、この時期に、米穀法の運用は上記の財政問題以外、1927 年、29 年に米の買い上げ
が選挙対策として行われたことがあって、「政権党による制度の政略的運用」という問題も
あった。また、当時の市場においては、米価の変動に影響するのは需給バランスのみではな
く、先物取引が存在していたため、投機による影響もあった。この時期の米穀法には「制度
の必要条件たる運用の基準が不明確」という問題が存在し、「公共性」「中立性」が欠如して

1　 中村、2007、第1章「恐慌のなかの変容——1920年代」を参照。
2　 大豆生田、1993、230頁。
3　 大豆生田、1993、第四章「食糧「自給」政策の展開——一九二〇年代」を参照。
4　 米穀調査会、193–a（資料番号）、調査参考資料4頁、米穀需給調節特別会計累年損益計算表より。
5　 桜井、1989、84頁。
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いることは玉（2013）が指摘している通りである 6。1920 年代末に、米穀法による米価調節の
限界が顕在化してきたのであるである。

図１　一般物価指数と米価指数（1921 ～ 31 米穀年度の平均）

　このような背景の下で、1929 年 5 月 22 日、米穀政策に関する重要事項を調査審議するた
めに設置されたのが米穀調査会 7 である。会長は内閣総理大臣、副会長は大蔵大臣と農林大
臣が務め、当時の内閣総理大臣田中義一は第一回総会において、運用資金の増加は「応急ノ
施設タルニ止マリマス」という認識を示し、「米穀ノ需給及価格ノ調節ニ関シ執ルベキ方策
如何」8 という諮問を出した。つまり、より根本的で、財政的にあまり負担がかからず、尚且
つ米穀需給のバランス、価格の安定を維持できるような対応策を求めようとしたのである。
その後内閣の更迭があったにもかかわらず、米穀調査会は引き続き開催された。
　米穀調査会に関する研究としては、川東（1990）がある。川東は米穀調査会諮問第一号、
第二号についての議論を分析し、その答申は「いずれも植民地勢力や財閥資本側の利害が優
先し、地主階級の利害が大幅に後退せしめられた」9 と見なしている。しかし、玉（2013）の
中ですでに指摘されているように、単純に階級利害対立だけでは、説明しきれない部分があ
る 10。
　米穀調査会が諮問第一号に対する答申を提出した後、周知のように、米価が暴落し、昭和
農業恐慌が始まった。その後、政府による米穀統制が全面的に強化されていき、1933 年米
穀統制法、1936 年米穀自治管理法、1939 年米穀配給統制法など一連の政策が出され、1942
年に生産、消費、流通の国家統制が行われるように至った。米穀調査会は、米穀法による米
価調節の欠陥が顕在化した時期、なおかつ昭和農業恐慌前、政府が米穀統制強化に踏み込ま
ざるを得なかった時期の直前に設置された。ゆえに、米穀調査会は、政府側及各利害団体が
共に米価調節運用基準の設定、植民地米・外国米対策などの案を含む米価調節策、を構想す

6 玉、2013、84-86頁を参照。
7 米穀調査会の審議内容は、諮問第一号の米穀問題の根本的な対応策について、第二号の価格決定問題について、第三号

の朝鮮米の統制問題について、第四号の外米の輸入許可の問題について、第五号の米穀の調査問題であった。第一号と
第二号に対しては答申が行われたが、第三、四、五号は、審議未了となっている。米穀調査会の答申を受け、1931年3月3日に
米穀法の第二回改正法案が公布されて、米価調節の基準（最高価格、最低価格）が明確に定められるようになった。

8 米穀調査会、193－a、17頁。
9 川東、1990、176頁。
10 玉、2013、補章2を参照。

注１：食糧管理局、1941、29-31 頁より作成。
注 2：米穀年度は前年 11 月 1 日より其の年の 10 月 30 日までを指す。
注 3：日本銀行調査の「東京物価調」の 1900 年 10 月を 100 とする。
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る場であった。同時に、米穀統制が強化されていく過程にあって、各委員およびその背後に
ある各利害団体がそれぞれの主張を法案に織り込む貴重なチャンスの場であった。
　そのため、この答申案の形成過程で行われた議論、特に米穀問題に関わる各委員、ひいて
はその背後の団体の提案を取り上げることによって、米穀根本対策をめぐりどのような構想
がなされたのか、その後米穀国家統制へ辿り着く道筋を明らかにすることが可能である。
　本稿では、このような米穀調査会を対象に、各委員の拠って立つ背景を念頭に置きながら、
諮問第一号に関する各委員案を検討し、各委員のもつ異なる国家の将来像や農業に対する認
識の違いという視点から、米穀国家統制の布石となった米穀調査会の議論を再検討し、各々
の委員案が答申案に集約されていくプロセスを考察する。

１　メンバー構成　
　官制により、米穀調査会の委員は 35 人以下と定められているが、諮問の審議は主に特別委
員会及び小委員会の中で行われているため、ここでは、特別委員会及び小委員会のメンバー
構成を対象に考察を行う。諮問第一号の特別委員会及び小委員会の構成は表１の通りである。

表１　諮問第一号特別委員会委員
氏名 米穀調査会関係 備考
前田利定※ 特別委員会、小委員会委員長 貴族院議員子爵
有賀光豊※ 朝鮮殖産銀行頭取
安川雄之助 三井物産筆頭常務
橋本圭三郎 日本石油社長
東武 1929 年 7 月2 日退任 農林政務次官、政友会、農政研究会メンバー
高田耕平 農林政務次官（東武の後任）、憲政会、農政研究会メンバー
西村丹治朗 農林政務次官（高田耕平の後任）
河田嗣郎※ 大阪商科大学長
東郷実 衆議院議員、政友会、農政研究会メンバー
上田彌兵衛 東京米穀商品取引所常務理事
大口喜六 1929 年 7 月2 日退任 大蔵政務次官
小川郷太郎 大蔵政務次官（大口喜六の後任）
川崎安之助 1929 年 9 月7 日特別委員辞任 衆議院議員
加藤勝太郎 加藤商会会長
矢作栄蔵※ 東京帝国大学教授、帝国農会会長
吉植庄一郎 1929 年 7 月2 日退任 商工政務次官
横山勝太郎 1929 年 9 月13 日就任 商工政務次官（吉植庄一郎の後任）
上山満之進※ 1929 年 9 月13 日就任 貴族院議員
三輪市太郎※ 衆議院議員、政友会、農政研究会メンバー
小坂順造 1929 年 9 月13 日就任 拓務政務次官
三橋信三※ 三菱倉庫株式会社代表
注 1：米穀調査会、193-a、88-89 頁、394 頁より作成。
注 2：氏名欄に※が付いているのは小委員会委員である。

　この委員の構成からうかがえるように、政府内部の各省庁（農林省、大蔵省、商工省、拓務省）
の関係者以外、米穀取引関係者（上田、加藤）、財界関係者（安川、橋本、三橋）、衆議院議員、
貴族院議員、学識経験者など広範にわたり、米穀問題に関わる各方面の関係者が特別委員会
委員に選出されていた。人選の経緯は不明であるが、米穀問題の解決をめぐり、政府内部の
各省庁を含め、関係各方面の意見を聴取する必要があったからだと思われる。背景や利害関
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係が近いと思われる委員の中でも、意見の個人差があるため、それぞれの意見の共通点と相
違点を分析する必要がある。そこで、次の小節では個人案及び意見書を提出した有賀、三橋、
上田、加藤、矢作、三輪、上山、東郷、及びそれらをめぐる議論を取り上げて、それぞれの
案から、各委員の見解の背景及び各自の主張の立脚点を明らかにしてみたい。

２　諮問第一号に関する議論
2.1 政府の米穀法に対する認識
　冒頭でも述べた通り、米穀調節策に関しては、政府にとって一番大きな問題は財政負担問
題である。これについて、山本悌二郎農相（1927.4 〜 29.7、1931.12 〜 32.5 在任）は第一回
総会（1929 年 6 月 13 日）で、次のように述べている 11。
　　

此ノ米穀調節ニ付テ新ニ此ニ釐革ヲ要スルニ至ツタト云フ原因ヲ大体二ツニ別ケテ考
ヘナケレバナラヌト思フ。ソレハ一ツハ現行ノ米穀特別会計此ノ現在ト云フコト、ソ
レカラモウ一ツハ、一体米ノ価格等ニ付キマシテ今日ノ米穀法及米穀特別会計ノ力ヲ
以テシテハ、充分ノ効果ヲ挙ゲルコトガ出来ナイヤウニ思フト云フ其ノ原因ト云フモ
ノハ、特別会計自体ヲ離レテ何処ニアルカ

　
　この山本の発言では、米穀調節策改革が必要とされる二つの理由が挙げられているが、い
ずれも米穀特別会計に関わる問題である。つまり、今まで特別会計によって政府は米穀調節
を行ってきたが、それが財政負担をもたらしたため、財政問題の解決策及び財政に関わらな
い対応策が必要であるという認識であった。ただし、山本は、米穀の需給について、「朝鮮
台湾及内地ト云フモノヲ打ツテ一丸トシテ是ヲ見マスト、今日ノ現状ニ於テモ米ハ有リ余ツ
テハ居ラナイ」12 と、あくまでも米不足と認識し、「人口増加ニ伴ツテ米ノ増産ト云フモノヲ
追付カシテ行クコトガ出来ルカドウカト云フコトサヘ、多少ノ疑ヒガアルヤウニモ思ハレ
ル」13 と、将来の食料不足を危惧している。
　これは、決して山本の個人的な認識にとどまらない。1927 年の人口食糧問題調査会の推
計によると、1927 年時点で、米の供給不足は 4332.4 千石、30 年後は、人口増加により、供
給不足の量は 13359.2 千石にのぼる 14。山本もこのような供給不足という認識のもとで、全体
の需給状況からすると米価低落の状況にはならず、米価の低落は「単ニ季節的ノ問題」15 で
あると明言したのである。
　その後、田中内閣は更迭され、浜口内閣へと交替する。第三回総会（1929 年 9 月 13 日）
に出席した米穀調査会会長・浜口雄幸は「米穀問題ガ農家経済及一般国民生活ノ安定ニ離ル
ベカラザル所ノ重大ナル関係ニ在ル」と米穀問題の重要性を述べたうえで、「前内閣（田中
内閣、引用者）ガ提出ヲサレマシタ所ノ諮問案ニ対シ、引続キ各般ノ事情ヲ調査研究ヲ遂ゲ

11　 米穀調査会、193－a、21頁。
12　 米穀調査会、193－a、21頁。
13　 米穀調査会、193－a、21頁。
14　 米穀調査会、193–a、調査参考資料8頁。
15　 米穀調査会、193－a、22頁。



日本語・日本学研究第 6 号（2016） 89

ラレ適切ナル意見ヲ答申サレンコトヲ希望致シマス」と田中内閣の諮問案を引き継いだ 16。
周知のように、浜口内閣は財政緊縮政策を採るが、米穀問題に対しては審議原案を作成せ
ず、白紙諮問で臨んでいた。財政問題に関しては、調査会の答申により「夫ニ応ジテ相当ノ
考慮ヲ致シタイ」17 と明言し、米穀調査会での自由な意見を求めようとしたのである。つまり、
財政状況の如何に関わらず、根本策な答申を期待するという意向が伺える。
　このような政府の意向の下で、1930 年 3 月 20 日に諮問第一号に対し答申が行われた。政
府の審議原案は作成されていなかったので、米穀法の存廃問題を含め、各委員から私案が提
出された。以下では、各私案及びそれをめぐる議論を検討していきたい。

2.2 各私案及びそれをめぐる議論
　前述のように、政府から原案が出されていないため、各委員より提出した私案に基づいて
最終答申案が作成されるという形で、審議が進められた。有賀光豊、三橋信三、加藤勝太郎、
木村徳兵衛（臨時委員）、矢作栄蔵、三輪市太郎、上山満之進、東郷実から個人名での「私案」
が提出され、審議された。以下では、これらの「私案」を取り上げ、それらをめぐる議論を
含め、各委員の米穀問題に対する意見を考察していきたい。
①有賀案
　朝鮮殖産銀行頭取・有賀光豊の私案「朝鮮に於ける調節実行方法」18 は下記の通りである。

一　調節方法
　一　経常調節　朝鮮ニ於テハ経常調節ニ重点ヲ置キ、季節的ニ平均売ヲ誘導ス
　二　臨時調節　全般ヨリ見テ必要トスル場合ハ、朝鮮ニ於テモ臨時調節ヲ実行ス
　三　 政府直接発動ノ調節以外ニ、農業倉庫及民間倉庫ノ普及ヲ奨励シ、併テ金融ノ円滑

ヲ図リ一般経済作用ニ依ル調節ノ助長ヲ期待ス
二　経常調節
　一　経常調節ハ朝鮮総督府之ヲ担任ス
　二　朝鮮総督府ニ諮問機関トシテ官民組織ノ委員会ヲ置ク
　三　資金ハ調節会計ヨリ支弁ス
　　　但出来得ルナラバ特別会計ヲ廃止シ、一般会計ニ移入ヲ可ト思フ
　四　 毎年十一月ヨリ翌年三月迄五箇月月別平均以上ヲ移出スル見込数量ヲ予定シテ、之

ヲ買上ゲ　四、五月ヨリ各月ニ分ケテ之ヲ払下グ。差当リ此ノ調節数量ハ籾三百万
石内外ニシテ、此ノ価格大約四千二百万円（籾　一石十四円、原文）ノ見込

　五、六（略）
　七　経常調節ノ本旨トシテ買入ノ籾ハ、年度ヲ越ヘテ絶対ニ持越サザルモノトス
　　　 若シ市場ノ状勢ヨリ見テ買入ヲ不可トスル場合ハ之ヲ見合セ、払下ヲ不可トスル場

合ハ臨時調節ノ問題ニ移付スルモノトス
　八　 政府倉庫ハ買入ト併行シテ、一般荷主ノ依頼ニ依リ無料保管ニ応ジ、倉庫證券ヲ発

16　 米穀調査会、193－a、143頁。
17　 米穀調査会、193－a、145頁。
18　 米穀調査会、193－a、104-105頁。
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行シ其ノ證券ニ対シテハ銀行ヲシテ低利割引ヲ為サシム（略）
三　臨時調節
　一　臨時調節ハ中央政府及朝鮮、台湾ノ調節当局ト協議シテ之ヲ行フ
　二　前項ノ決定ニ依ル方針ノ実行ハ朝鮮総督府之ヲ担任ス

　
　この朝鮮における調節案の中で、有賀は朝鮮においても内地のように政府による買上（経
常調節、臨時調節）を行い、一方、政府の農業倉庫及び民間倉庫による貯蔵、低利資金の融
通を行うことを主張していた。この時期に、朝鮮側は治安上、総督府統治上の面で、「差別
待遇」は不可であると主張し、米穀法を朝鮮にも適用させようとしているのである。ここで
興味深いのは、米穀問題の解決策として、有賀は政府（日本政府）による直接の買上げ以外
に農業倉庫（政府経営）及び民間倉庫による貯蔵、低利資金の融通を主張していることであ
る。これらの主張は、次のような意味があると考えられる。①食糧確保（日本の）が前提と
され、そのためには、貯蔵、低利資金などの対応策が必要である、②日本政府の資金を利用
し、朝鮮における米穀政策を施行する、という意味である。要するに、日本政府の政策に乗
じ、米穀政策実施に必要な資金を朝鮮米穀政策に導入しようとしているのである。また、こ
の案に提示された買上げの対象は玄米ではなく、籾であるという点に留意したい。朝鮮では
農民から商品化される米は籾のままであった。つまり、有賀案は朝鮮農民を対象としたもの
である。昭和初期より朝鮮農村恐慌も深刻な問題となり、それを救済するための総督府の財
政支出、特に産米増殖に関する施設や治水事業に関しては、1929 年度 2000 万円に上った 19。
この背景と合わせて考えると、有賀案の意図は米価調節による朝鮮農民の救済にあったと考
えられる。
　有賀は表面的には民間の立場といいながら、朝鮮殖産銀行頭取という職務は総督府に任命
されたものであり、民間の立場を代表するとはいえない。有賀案から伺えるのは、朝鮮の米
穀政策、ひいては、朝鮮統治を強く意識していることである。ただし、朝鮮統治という立場
を共有する朝鮮総督府は米穀調節に対しては積極的な意思を示さなかった。小河朝鮮総督府
事務官は第二回小委員会（1929 年 10 月 31 日）で次のように述べている 20。

　市場ヨリ遠キ所ニ米ノ存在スルコトハ米価ニ対スル影響モ従テ大ナラズ。ソレガ為
ニハ籾貯蔵ハ可ナラント考フ。又朝鮮ニ於テモ其ノ負担ニ於テ斯カル調節作用ヲ為サ
ントスルモノニ非ズ。内地米価維持ノ為ニ朝鮮モ協力セント云フ意ナリ。米ノ買上ハ
朝鮮ノ農民ノ為ニ非ズ。是非ヤツテ頂キタシト要望スルニ非ズ。（略）朝鮮自身ニ於
テハ自ラ調節セザルベカラザル事態ニ非ズ。唯米商等ハ米穀法ヲ施行セラレタシト云
ヒ居ルモ之ハ朝鮮ニ対シテ利益ナレバ只反射的利益ニ過ギズ。内地ト朝鮮トノ障壁ハ
漸次撤廃セラレツツアル際此ノ傾向ニ逆フコトハ統治上不可ナリト考フ。

　この発言では、朝鮮における米価調節はあくまでも内地への協力のためのものであり、朝

19 これは1929年度朝鮮総督府の歳出（総計22474万円）の10分の１近くを占めている（大蔵省昭和財政史編集室、1961、34、
38頁を参照）。

20 米穀調査会、193－b、9-10頁、小河朝鮮総督府事務官の発言。
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鮮農民の為ではないことが強調されている。さらに小河は、総督府には「今日多額ノ経費ヲ
支出シテ迄モ斯カル調節ヲ為サザルベカラザル事態ニ立至リ居ラズ」21 と述べ、総督府とし
ては財政面の理由で、積極的に米価調節を行おうとの意思がないことを強調した。しかし現
実には、有賀案と照らし合わせると、この発言の真意は恐らく朝鮮総督府の財政負担を避け
ようとするためではないかと推測できる。有賀案が掲げていた二の三「資金ハ調節会計ヨリ
支弁ス、但出来得ルナラバ特別会計ヲ廃止シ、一般会計ニ移入ヲ可ト思フ」という点からも、
朝鮮総督府の財政負担を避け、日本政府の財政的支出により米穀政策を行おうとしているこ
とが伺える。
　要するに、朝鮮を統治する側は、農村恐慌という植民地統治不安定の要素を取り除くため、
日本政府の財政負担による米穀政策を朝鮮にも適用させようとした。朝鮮産米の買上げなど
の対策は、内地移出量へのコントロールに効果があることは否定できないとしても、その目
的はあくまでも統治安定のためであった。
②三橋案
　川東（1990）の研究では、三菱倉庫代表の三橋信三を「財閥資本側」の代表として取り上
げているが、三橋の案について詳しい検討はしておらず、三橋の議論を低米価・低賃金とい
う図式に当てはめ、「財閥資本側」と断定している。1933 年米穀統制法実施後、政府が米の
貯蔵場所に困窮し、三菱倉庫など主要営業倉庫に対し協力を求めていった 22 という事実から
考えると、そもそも三橋信三が委員に選出された理由は、米穀政策の実施には民間倉庫の協
力が必要とされていると理解したほうが適切であろう。ここでは、下記の三橋の「米穀法改
正に関する意見書」23 及びそれに関する議論を分析し、改めて三橋のスタンスを検討してい
きたい。

我邦農産ノ大宗ニシテ国民生活必需品ノ首位ヲ占ムル米穀ニ付キ其ノ需給及価格ノ調
節ヲ行フハ社会政策上ノ見地ヨリスルモ素ヨリ緊要ノコトナリトス然ルニ米穀法施行
以来八年間ノ実蹟ニ徴スレバ生産需要ノ両者ニ対シ何レモ充分満足ヲ与フルコト能ハ
ザルノミナラズ更ニ莫大ナル損失ヲ招クニ至リシハ即チ其ノ運用方法ニ於テ欠陥ナカ
リシヤヲ想ハシム依テ卑見ヲ述ブルコト左ノ如シ
一　米価基準ノ設定

（略）米穀ニ於テ独リ原価算出不可能ナルノ理ナク生産原価ニ相当利潤ヲ加算シ農民
生活保証ノ限度ヲ以テ最低基準価格トシ一方消費者側ニ対シテハ一般物価ノ指数ニ基
キ適当ナル数字ヲ算出シテ基準価格ヲ定メ高低各限度ヲ越ユル場合即時調節ヲ実施ス
ベキナリ（略）我国民唯一ノ主要食糧タル米穀ハ領土内産出量ノミヲ以テシテハ常時
不足ヲ生ズベキハ争フベカラザル事実ナリ（略）米価ノ暴落ハ台鮮移入米殺到ノ勢ヲ
緩和スルコトニヨリ又暴騰ニ対シテハ適当ノ外米ヲ市場ニ放出シ以テ市価ヲ適宜維持
調節セシメ得ベシ
二　低利資金案

21　 米穀調査会、193－b、12頁。
22　 三菱倉庫株式会社編纂・発行、1988、170-172頁を参照。
23　 米穀調査会、193－a、110-112頁。
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（略）低利資金案ノ如キハ即チ最モ有効ニシテ且時宜ニ適スルノ方法タルヲ信ズルモ
ノナリ即チ先ヅ市価最低基準価格ヲ下ル場合ニ於テハ産業組合農業倉庫等ニ協力シ可
及的完全ナル管理機関ヲ利用シテ共同保管ヲ行ハシメ之ヲ担保トシテ低利資金ヲ融通
スルコト恰モ現時市価維持ノ方策トシテ屡々効果ヲ納メツツアル（略）又最高基準価
格ヲ越ユル場合ニ於テハ命令ヲ以テ強制譲渡ヲ行ハシメ以テ市価ヲ低下セシムベシ
三　台湾及朝鮮米ノ調節
即チ台鮮米ノ一時移入殺到ヲ以テ米価崩落ノ主因ナリトセバ之ガ調節ヲ必要トスルコ
ト勿論ナリ（略）故ニ両地ニアリモテ内地ニ於ケルト等シク低利資金案ニ依リ各其ノ
産地ニ於テ之ガ出回リヲ調節スベク（略）
四　外国米管理

（略）政府自ラ外米ノ管理ヲ行ヒ（略）或ハ進ンデ凶作非常ノ時ニ備フル為外米ニ限
リ政府ノ直轄管理トナシ常時一定量ノ買入手持ヲ保有シ品傷ミヲ避クル為年々新殻ノ
買換ヲ実施セバ以テ通商航海条約ニ基ク支障ヲ排シ且非常時ニ於ケル輸入ヲ容易ナラ
シムルヲ得ベシ
五　経費

（略）国民生活ノ安定ヲ期スル社会的政策タル以上国費ヲ以テ支弁スベキハ当然ナル
ガ故ニ之ヲ計上予算ニ計上スベシ更ニ（略）損失（略）ヲ一般会計ニ移シテ打切ルヲ
至当ナリトス（略）。

（下線、引用者）
　
　三橋の意見には、①米価の基準価格の設定に際し、農民の生活への考慮があった 24。②内地・
植民地を含め、低利資金、貯蔵が主張され、特に、内地での産業組合農業倉庫の役割が強調
され、植民地生産者の保護にも触れられていた。③政府による外米管理の主張が行われてい
た。④経費の一般会計負担が取り上げられていた。三橋の私案は生産者保護の側面も持って
いたことが伺える。ここで、留意したいのは、三橋は内地産米だけでは不足する日本の食糧
問題をかなり意識している（一の下線部分）。三橋案は、食糧確保を目的とし、それに合わ
せて現実に起こっていた諸問題（米価下落による生産者の不安、騰貴による消費者の不安）
を解決しようとする試案である。
　さらに、外米に関しては、政府による管理、いわゆる専売を主張しているが、小委員会の
場では、三橋は外米専売案に反対し、外米輸入許可制度に賛成した。その理由は、次の通り
である 25。

僅カ二三百万石ノ米ヲ政府ノ手ニ依ツテ消費者迄徹底シタル専売ヲスルト云フコト
ハ、非常ナ手数ヲ要シ費用ヲ要シ結局高イモノニナル、斯ウ考ヘマシタノデ私ノ案ヲ

24 ただし、小委員会では、三橋は「今迄ノ説明ヲ承ルニ生産費ヲ基準ト為スコトハ困難ナルガ如シ。基準米価ハ必ズシモ完全無
欠タルモノヲ要セズト考フルヲ以テ、私ノ前ノ意見ヲ訂正シテ基準設定ハ米穀委員会ニ任セズニ、一般物価指数ヲ標準トシテ
上下二割ノ開キヲ付スルコトニ改メ上山案ニ賛成ス」（米穀調査会、193－b、47頁）と生産費の計算困難を理由として、一般
物価指数を基準とすることに改めた。

25　 米穀調査会、193－b、113頁。
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撤回致シマシタ。
　
 この発言から伺えるように、主張を変更したのは、財政的負担を考えたからであらう。要
するに、三橋は、確かに三菱財閥という背景を持っているが、「低米価・低賃金」という単
線的な主張ではなく、後述する上山のような米穀法についての「正統」的立場に近い。つま
り、国民生活安定という大義名分の下で、どちらのグループの主張にも偏らず、生産者・消
費者の保護を重視する主張である。具体的な対策としても、政府による外米管理や、植民地
米のコントロールなどが取り上げられ、米穀商人の自由経済的な主張と異なり、政府の役割
が強調されている。
③上田案、加藤案と木村案
　上田彌兵衛、加藤勝太郎、木村徳兵衛はいずれも米穀取引業の関係者である。上田は東京
正米東京米穀商品取引所の常務理事を務めている。加藤勝太郎は正米取引業者の加藤商会の
会長である。木村徳兵衛（臨時委員）は加藤と同じく正米取引業者の木村商店の代表者で、
米穀法運用調査委員会 26 の委員をも務めていた。三者の案は自由経済主義という点で共通し
ている。
　まず、上田は「米政策樹立に関する答申意見」27 を提出し、次のような主張を行っていた。

一 　米穀法ノ運用ニ依リ米価低落ノ場合ニ買上ケヲ行ヒ昂騰ノ場合ニ払下ヲ行フコト
ハ一方ニ生産者ヲ益シ他方消費者ヲ益シツツアリトスル点ハ理論上極メテ明瞭アン
ルガ如ク説カルルモ事実ハ却ツテ反対ノ結果ヲ来セリト思考ス（略）凡ソ経済上自
然調節ノ妙用ヲ生ズル所以ハ総テノ者ガ一様ニ経済人的活動スルト言フ連鎖ニ依リ
テ繋ガルルガ為ニシテ、一朝其ノ連鎖ナキ非経済人ガ介入スルトキハ忽チ其ノ経済
上ノ作用ヲ混乱セシムルガ為ナリ

二　（略）現時ノ国家財政ニ鑑ミナシ能ハザル所ト思考セラル
三　（略）損失ニ対シテハ国家ガ負担シ得ベキ程度ヲ考慮スル必要アリト信ズ
四 　米穀政策ニ付テハ常時的需給ノ安定ヲ計ル策ト非常時ニ対スル策トノ二様アリト

思考ス而シテ常時的安定ヲ計ル策ハ所謂経済ノ自然調節ニ委スルヨリ上策ナルハナ
シ従ツテ現行米穀法ハ之ヲ非常時ニ虞スル策トシテ之ヲ改ムルヲ可トセザルヤ（略）

五 　内地農村ノ疲弊ニ付テハ大ニ同情スベキ価値アリト思考スルモ右ハ全ク生産費ノ
安価ナル植民地産米ノ増産計画ヨリ生ジタル影響ト米穀法施行上ノ間接結果トニ外
ナラズ（略）

　　（下線、引用者）

さらに具体的な案として、下記の二つを挙げている 28。

26　 大日本米穀会主導で1928年に設けられた米穀問題の研究会である。米穀取引所の関係者をはじめ、大学教員、産業組合
関係者、農会関係者がメンバーとして参加していた。（大日本米穀会（1930）を参照）

27　 米穀調査会、193－b、128-129頁。
28 米穀調査会、193－a、129-133頁。
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（甲）籾米貯蔵法及籾米貯蔵組合法案
（略） 政府自ラ此ノ貯蔵ニ関スル事業ヲ行フコトハ結局経済上ノ自然調節ノ妙用ニ支

障ヲ来スノ虞レアルヲ以テ農家ノ自治ヲ以テ之ヲ行ハシムルノ方法ヲ講ゼザル
ベカラズ是籾米貯蔵法ト同時ニ籾米貯蔵組合法ヲ制定シ農家ノ自治ヲ以テ一定
ノ組合ヲ設ケシメ之ニ対シ政府ガ低利資金ヲ供給シテ其ノ貯蔵ヲ行ハシメムト
スル（略）

（乙）植民地米及外国米統制法案
　　 （略）其ノ統制ハ成ルベク経済ノ自然ニ立脚シタル方法ヲ選ブヲ必要トスベシ
　　  是ニ於テ余ハ其ノ統制機関トシテ新ニ半官半民ノ営利株式会社ヲ設立シ一面政

府ニ於テ之ガ監督ヲ為スト共ニ他面ソノ損失ヲ補償スルニ於テハ国費ノ負担少
クシテ比較的効果ノ大ナルモノアルノミナラズ経済上ノ諸機関ノ作用ヲモ害セ
ズ極メテ良果ヲ齎スベキヲ信ズルモノナリ（略）

　　（下線、引用者）

　以上の意見から伺えるように、上田はあくまでも自由経済主義的な立場から政府による米
価調節を批判している。米穀法を「非常時」対策として捉え、「自然調節」こそ常時策だと
いう主張である。ただ、農会関係者は米価調節を一時的な対策と認識しておらず、むしろ米
穀問題は資本主義発展と日本農業のあり方の矛盾によるものであり、当時の状況下、政府に
よる調節がなければ、解決不可能なものであるとみなしていた 29。この上田案で興味深いの
は、具体策のところである。まず、（甲）で農家の自治的な貯蔵の主張が行われている。こ
れは後述の矢作案の「自治的調節」に表面的には一致しているように読み取れる。しかし上
田の主張は自由放任的な考え方に基づくものであり、政府の低利資金融通を主張しているも
のの、政府による貯蔵事業の関与への危惧からの次善案であることに留意したい。そして、

（乙）の植民地米、外米統制案の中では政府の直接統制を否定し、半官半民の株式会社設立
を主張している。要するに、できる限り政府の関与を取り除こうという意図は明らかである。
　さらに、木村は米穀調査会の臨時委員として、「量ノ調節ヲ主張シ価格ノ調節ヲ排ス」30 と
いう案を提出した。その趣旨は、できる限り政府の米穀調節を最低限に抑え、量の調節のみ
に限定しようとするものである。そして、木村は次のように案を説明している 31。

量ノ調節ヲ主眼トシテ米穀法ヲ運用スル時ハ米ノ価格モ米ノ需給ニ依テ変動スル部分
ニ於テハ自然的ニ調節安定スベク只他ノ一般経済事情ニ依ツテ起ル高下ハ免レザル
モ、コノ一般経済事情ニ依ツテ起ル高下ハ同時ニ米ノ生産費ヲモ、比例的ニ高下スル
コトトナル故此ノ点生産者ニ不測ノ苦痛ヲ与フル事モナカルベク又一方消費者ノ購買
力モ比例的ニ高下スル事故之又殊更ニ苦痛ヲ与フルコトナキ筈ナリ、茲ニ於テ米価モ
無理ノナキ生産者並ニ消費者双方ニ適当ナル位置ニ落付クコトトナルベキナリ。ソノ

29 農会関係者の議論については、別稿「米穀法時代」における米価調節論に関する一考察」（東京外国語大学大学院総合
国際学研究科『言語・地域文化』21号、2015年１月、281 -298頁）で論じている。

30 米穀調査会、193－a、151頁。
31 米穀調査会、193－a、155頁。
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結果ハ徒ラニ政府ニ調節ノ要望ヲナス者モナカルベク假リニソノ声アルトシテモ之ヲ
採ルノ要ナカルベク又政略上ヨリシテ不必要ナル行動ヲ採ルコト能ハズ、不適当ナ時
期ニ無理ニ買上ゲヲナスノ要モ起ラザルベシ。又民間商人モ（略）政府ノ調節方針ノ
範囲内ニテ自由ナル商業的活動ガ出来ル事トナリ、コノ商人ノ自由ナル活動ノ結果ハ
一層米ノ需給ヲ円滑ニシ米価ノ居所モ極メテ公正ノ一ニ落付クコトトナルベキハ誤リ
ナキ所ナリ（略）朝鮮、台湾米ノ移出入ニ制限ヲ与エ或ハ関税ヲ課スルガ如キ方法ハ
絶対ニ避グベキモノトス。（下線、引用者）

　
　以上の引用から伺えるように、量の調節は認めているものの、自然放任に近い意見である。
ただし、留意したいのは下線の部分である。そこから読み取れるのは、木村案の前提にある、
米価と一般経済事情（一般物価）とがリンクしているという考え方である。さらに、最後に
朝鮮、台湾からの移入米統制に対しては反対意見であることも興味深い。
　次は同じく米穀商である加藤が提出した意見書である 32。

　
一　米穀法ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルコト。（略）
　 特ニ朝鮮ニ於テハ適当ナル農業倉庫ヲ各地ニ建設シ貯蔵法ヲ研究シ或ハ其ノ運用ヲ

普及奨励シテ低利資金等ノ融通ヲ計ツテ季節的過剰米ノ処理等適切ナル施設ヲ企画
実行ス可キナリ。

二 　米作ノ豊凶価格ノ著シク異常ヲ呈シタル時ハ応急ノ出動ヲ為ス事トス。経常的買
上、払下等ヲ為スハ多額ノ資金ヲ要シ且ツ夫ニ伴フ経費其ノ他損害モ多大ナル（略）、
人為的調節ニ於テ万一其ノ時期ヲ誤ル場合ハ却テ困難ナル結果ヲ生ズルニヨリ生産
者、消費者各自ノ努力ニ俟チ自然ノ経済的調節ニ任スヲ適当ト思考ス。

三 　（略）
四 　米穀以外ノ農産奨励
　 農産奨励ハ我国策上必要ノコトナルモ、米作ノミニ集中セズ牧畜、果樹、輸入雑穀

等ノ内適当有望ナルモノヲ研究奨励スルコト。一朝事アル時ハ主要食糧生産ト変ヘ
ル事ヲ容易ナラシムルコトハ法ノ適用上必要ト思考ス。

五 　本法施行ニ依リ過去ニ生ジタル損失金ハ一般会計ヲ以テ補填スルコト。本法ノ目
的ガ生産、消費両者共同福利ノ為存在スル以上当然ナリ。

　 将来ニ就キテモ損失ノ可及的軽減ヲ計リ次年度ノ一般会計ニ繰リ入ルベキモノト
ス。

六 　外米ノ輸入ヲ禁止スルハ工業発展ヲ阻害シ、細民ノ生活ヲ圧迫スルノミナラズ対
外関係ニ悪影響ヲ与フルヲ以テ、適当ナル数量ハ絶対ニ輸入ヲ心要トス。（略）

　  別途ニ農村振興策ヲ講ジ、米穀ニ就キテハ姑ク時日ノ経過ニ任スヲ以テ、或ハ賢明
ナル策ニアラズヤトノ疑問ヲ残シ鄙見ヲ終ル。

　（下線、引用者）

32　 米穀調査会、193－a、135-137頁。
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　同じ正米取引業者ではあるが、加藤案は木村案と異なる所がある。植民地米統制に関して
は、木村は反対しているのに対し、加藤は、有賀案のように、米穀法の植民地適用を主張し
ている 33。ただし、自由経済的な立場から、あくまでも農業倉庫の貯蔵及び低利資金の融通
という経済的手段を強調している。そして、外米輸入禁止については、「工業発展を阻害」し、

「細民の生活を圧迫」するという理由で、輸入の必要性を強調し輸入禁止に反対している。
ここでは、外米はたんなる貧民の食糧というだけでなく、工業原料（例えば飴、ビール、糊
の原料）として認識されていることに注意したい。つまり、内地農民の利益より、工業発展
を優先する近代化路線を当然視している表現である。そして、生産者、消費者の共同福利と
いう米穀法の目的を強調して、損失を一般会計に繰り入れるという主張も有賀案、三橋案と
共通している。
　さらに、興味深いのは、四点目の「米穀以外の農産奨励」である。当時、多角経営の試み
はすでに現れていた。例えば、系統農会は農家経営改善のため、多角経営改善の指導を行っ
ている 34。それに対して、加藤の言う「米穀以外の農産奨励」は、「一朝事アル時ハ主要食糧
生産ト変ヘル事ヲ容易ナラシムルコト」である。つまり、農家の経営改善という農業側（農
業団体のリーダーを中心に）の目的と異なり、国家安全保障の意味での米穀以外の農産奨励
を主張したのである。さらに、引用の最後の部分に留意したい。そこから、①農村振興策が
必要であることを否定していない、②米穀問題と農村振興策とは分けて考えるべきである、
③自然放任すれば米穀問題が自然に解決する　という加藤の考えが読み取れる。つまり、自
由経済的な考え方の一方で、農村救済というコンセンサスをある程度共有していることが伺
える。そして、米穀問題と農村振興策をリンクする考え方への加藤の批判は後述の河田の議
論（⑤三輪案、東郷案）とは対照的であることをあらかじめ強調しておきたい。
なお、木村案と加藤案のほかに、三井物産筆頭常務の安川雄之助も量のみの調節を主張して
いた。安川は諮問第一号第四回特別委員会（1929 年 7 月 1 日）で次のような発言をしている。

米穀法ノ目的トスル所ハ、数量及価格ノ調節ニアルモ数量ノ調節ヲ主トシ価格ノ調節
ハ成ルベク避クルヲ可ト信ズ（略）方針トシテハ飽ク迄数量ノ調節ヲ行ヘバ、価格モ
亦従ツテ調節サレルモノト考フ。（略）要スルニ価格ノ調節ニ関シテハ適当ナル方法
アラザルヲ以テ、米穀法ニ於テハ数量調節ヲ主眼トスベキモノト信ズ 35 

一定ノ財源ヲ以テシテハ価格調節ハ到底不可能ナリト考フ。暴騰暴落ハ其ノ時ニ出動
スレバ可ナリ。若シ農民ノ困難ヲ救済スルノ必要ニ迫ラルル時ハ別ノ方法ニテ救済ス
レバ可ナリ。調節作用ヲ以テ農業ヲ保護セントスルモ不可能ナリト考フ。（略）量ノ
調節ハ国家ノ任務トシテ必要ナルト共ニ又実行可能ナルモノナリ。米価ハ一般的自然

33 その理由は、木村徳兵衛商店と加藤商会の取扱う営業種目の違いによると推測できる。木村徳兵衛商店の営業種目には植
民地米と外米が取扱い品目に入っていた（木徳株式会社社史編纂委員会、1983、68頁）。加藤商会の取扱い状況が不明で
あるが、朝鮮米の取扱をしていない可能性がある。ただし、谷ケ城（2010）では、加藤商会の台湾米の移出状況を確認できる。

34 野本、2011、第二章を参照。
35　 米穀調査会、193－a、134-135頁。
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的ノ決定ニ放任スルニ如カズ。量ノ調節ハ農民ノ為ニ利益ナリ 36 （下線、引用者）

　上記の引用から伺えるように、安川は実行不可能だという観点から価格調節を否定してい
る。ここで留意したいのは、農民救済、農業保護と米価調節を分けて考えるべきであるとい
う主張である。安川は「農民ノ困難ヲ救済スルノ必要ニ迫ラルル時ハ別ノ方法ニテ救済スレ
バ可ナリ」とし、米価調節による救済は不可能としているものの、農民救済に対しては否定
していない。ただし、冒頭の図１が示すように、1920 年代後半、米価は下落しつつあるが、
全体経済のデフレの中、1929 年時点では、一般物価を上回っており、暴落した 1931 年と比
べると、相対的に農村の困窮状況はまだ顕在化していなかった。このような背景に基づき、「農
民ノ困難ヲ救済スルノ必要」がまだ迫っていないと安川は認識していたと思われる。
④矢作の「私案」
　矢作栄蔵の肩書きは米穀調査会の委員名簿では東京帝国大学教授と書かれているが、矢作
は帝国農会の会長でもあった。矢作は諮問第一号第五回特別委員会（1929 年 9 月 13 日）に

「米穀政策に関する私案」を提出した。帝国農会幹事で、米穀調査会幹事の岡田温の同日の
日記には「矢作委員ヨリ農会側ノ提案ヲナス」37 と記述されている。また岡田の 29 年 10 月 5
日の日記には、「米穀課ニテ矢作案ノ説明内容ノ打合ヲナス」とあり、10 月 6 日には「米穀

（法、原文）政策ニ対スル農会ノ方針ヲ草ス。米穀調査特別委員会、矢作案ノ説明ヲ作成ス」
と書かれている 38。つまり、実質的には、岡田温が中心となって「矢作案」を作成しており、
矢作案は実質的には、帝国農会案と見なしてよい。矢作案の具体的な内容は以下の通りであ
る 39。
　

一 　現行米穀法ヲ存続シ量ト価格ノ調節ヲ併行ス量ニ関シテハ生産消費ノ権衡ヲ考慮
シ価格ニ関シテハ生産費ヲ下ルコトヲナカラシムヲ以テ根本主義トナス。右主旨ニ
依リ現行法中改正ヲ要スル主タル事項左ノ如シ

　　（一） 米穀資金借入限度ヲ四億円トスルコト
　　（二） 従来ノ米穀法施行ニ依リ生ジタル損益計算ハ此ノ際国庫ノ負担ニ移スト同

時ニ将来五箇年毎ニ一般会計ニ移スコト
　　（三） 米穀法施行ニ要スル事業費以外ノ経費ハ一般会計ノ負担ト為スコト
　　（四） 米穀法運用ヲ正確ナラシムル為一定ノ期間ヲ限リ米穀ノ最高、最低価格ヲ

定メテ公表シ之ヲ基礎トシテ出動スルノ規定ヲ設クルコト
二　朝鮮、台湾ヨリノ移入米ハ之ヲ専売ト為スコト
三　朝鮮、台湾ニ於テハ別ニ常平制度ヲ実行スルコト
四　外国ヨリ輸入米ハ之ヲ専売ト為スコト
五　将来ニ於テ改善又ハ実行ヲ要スル主タル事項左ノ如シ
　　（一） 内地米ノ生産統計及在米調査ヲ確実ナラシムルコト

36　 米穀調査会、193－a、140頁。
37　 岡田、2013、287頁。
38　 岡田、2013、297頁。
39　 米穀調査会、193－a、157-158頁。
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　　（二） 内地産米ノ生産費調査ヲ確実ナラシムルコト
　　（三） 農業倉庫建築費補助金ヲ増額シ一道府県ヲ統一シタル確実ナル農業倉庫ノ

設立ヲ奨励スルコト
　　（四）農業倉庫ノ寄託米ニ対シ低利資金ヲ貸付ケ平均売ヲ奨励スルコト
　　（五） 米穀ノ配給組織ヲ改善シテ玄米ノ卸売価格ト白米ノ小売価格トノ値開ヲ減

少セシムルコト
　　（六） 其他内地ニ於ケル米穀法運用ニ関シテハ今後一層注意ヲ払ヒ所期ノ目的ヲ

達セシムルコト
　　（下線、引用者）　

　以上から伺えるように、「生産費ヲ下ルコトヲナカラシム」ことが案の前提である。それ
は従来から帝国農会の主張であった。この主張を根拠づけるため、岡田温を中心に、帝国農
会は 1922 年から全国的に米生産費調査を行ってきた。つまり、生産者サイドの視点（生産
者の視点かどうかは別である）からの提案である。それを前提に「生産消費の権衡」を考慮
することが主張され、さらに、それと関わって、運用資金の国庫負担、最低最高価格の公定
を提案している。一方、植民地米、外米の専売、及び植民地に於ける常平制度実行の主張が
行われていた。これらの主張の理由は、下記の矢作の説明 40 から伺えるように、内地農業者
の生活安定のためである。

台湾米ニ付テハ従来輸入税ヲ課スルコトヲ主張シタルモ、外米ノミ専売ニスルトキハ
対外的ニ困難ナル問題ヲ生ズベク、一面移入米ハ其ノ数量多キヲ以テ内地農業者ノ生
活ノ安定セシム為ニ特ニ之ヲ専売ニスル必要アリ。専売ヲ実行スレバ特別会計トスル
モ其ノ損失ヲ補フヲ得ベシ。但シ専売ヲ実行スルニ当リテハ特ニ朝鮮、台湾ノ生産者
ノ利害関係ヲ考慮スルヲ要スルガ為朝鮮、台湾ニ於テモ特別会計ヲ以テ夫々常平制度
ヲ設クルヲ可ト信ズ。（下線、引用者）

　以上の引用から、植民地における「常平制度」、つまり米穀貯蔵施設の問題に対して、財
政負担が必要と考えていることがわかる。つまり、有賀案のように、米穀法の朝鮮における
援用に対して完全否定していないのである。そして、五の（四）について、矢作は次の通り
に説明した。

農業倉庫ハ奨励ノ結果急速ニ発達シタルモ二、四（前記の矢作案の第二、第四点、引
用者）ヲ実行スル為ニハ未ダ不充分ニシテ拡充ノ要アリ。現在政府ノ持米ハ（略）大
部分ハ民間倉庫ニ保管サレ居ル次第ナリ。今後一層農業倉庫ヲ利用シ、又農民ノ自治
的調節ヲ奨励スル為ニハ補助金ヲ増額シ低利資金ヲ貸付クル必要アリ 41。

40　 米穀調査会、193－a、159頁。
41　 米穀調査会、193－a、160頁。
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政府ノ買上ノミニ依リテ生産費ヲ維持スルモノニ非ズ。本案ノ五ノ（四）ノ如ク生産
者自身ニ於テ価格調節ニ寄与セシムルト共ニ、又一方農業経営ノ改良ニ依リテ其ノ目
的ヲ達セシメントス 42

　ここでは政府の奨励（補助金、低利資金融通）が必要とされる一方、農民の「自治的調節」
が強調されている。矢作案の「自治的調節」は貯蔵などの手段は生産者側からの対策として
必要という意味が込められている。つまり、市場原則の下で、生産者が政策の支援及び自身
の努力によって価格の変動を左右できるようになることを期待していた。一方、矢作案は、
政策面において下記のことを政府に要請している 43。

食糧政策ハ内地、植民地ヲ通ズル統一セル政策ヲ執ラザル可ラズト云フモ、現在植民
地ニ於テハ内地ト独立シテ食糧計画ヲ進メツツアリ。植民地ハ或ル事ニ関シテハ機会
均等ヲ主張シ、或点ニ関シテハ保護ヲ要求シツツアリ。国家トシテハ農業ヲ商工業ト
併立セシメ、安全ナル組織ヲ維持セザル可ラザルヲ以テ内地農民ニ生活ノ安定ヲ与ヘ、
其ノ失業状態ヲ救済セザルベ可ラズ。植民地農民以下ニ待遇スルハ不可ナリ。（下線、
引用者）

　
　前述したように、朝鮮殖産銀行頭取である有賀の案は植民地と内地の統一的な食糧政策を
主張していた。しかし、その目的は朝鮮統治のためであった。上記の引用の中で、矢作も「植
民地ニ於テハ植民地ト内地ト独立シタ食糧計画ヲ進メツツアリ」と指摘し、当時朝鮮総督府
側の食糧計画は独立したものであるという認識を示した。さらに、下線の部分から伺えるよ
うに、農業と商工業を「併立」しなければいけないという考え方に注目したい。商工業を優
先的に発展させるという米穀商人や、あるいは、農業を従属的なものと見なしている三橋の
考え方と異なり、矢作は「併立」と主張している。それは、農業を商工業と平等的に平衡的
に発展させるという意味である。つまり、商工業優先、重点的に発展させてきた明治維新以
降の現実の近代化路線とは異なっている点を改めて指摘したい。
⑤三輪案、東郷案
　三輪市太郎と東郷実は同じく衆議院議員であり、農政研究会のメンバーであるため、二案
及びそれをめぐる議論を合わせて考察していきたい。三輪は米穀専売を主張し、「米穀政策
ニ関スル私案」を諮問第一号第六回特別委員会（1929 年 9 月 14 日）に提出した。詳細は表
２の通りである。

42　 米穀調査会、193－a、174頁。
43　 米穀調査会、193－a、166頁。
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表２　三輪案
米穀政策ニ関スル私案 私案に対する説明

一　内地米、朝鮮米、台湾米及外米ハ政府ノ専売トナスコ　　
　ト
二　政府ノ専売ニヨル買上米ハ生産者ノ自家消費量ヲ除キ　　
　タル剰余米トナスコト
　但シ消費者ガ自家消費米ヲ生産者ヨリ直接所定ノ価格ヲ　
　以テ購入スル場合ハ此ノ限リニアラズ
三　米穀ノ供給ハ先ヅ其ノ生産府県ノ需要ニ充ツルコトヲ
　原則トシ過剰米ヲ以テ県外輸出米トナスコト
四　政府ノ米穀買上価格ハ大体其ノ生産地ニ於ケル生産費
　ヲ標準トシ月ヲ経ルニ従テ倉庫保管料及其金利ヲ加算ス　
　ルコト
五　政府ノ米穀販売価格ハ買上元価ヲ基準トスルコト
六　政府ノ米穀買上料金ノ支払ハ凡テ米穀証券ノ発行ニヨ
　ルコト
七　政府ノ米穀専売ニ要スル経費ハ国庫ノ負担トナスコト
八　現在米穀ノ売買ニ従事スル当事者ハ政府ノ専売事業ニ
　ヨル指定当事者トナスコト
九　政府ノ米穀専売事業ハ農林省ノ所管ノ下ニ内地ニアリ
　テハ全国数箇所米穀ノ重要集散地ニ専売局ヲ設置シ各道　
　府県毎ニ支局ヲ置クコト
　朝鮮、台湾ニアリテハ内地ニ準拠シテ専売局並其ノ支局
　ヲ置クコト

一　此ハ根本方策ナリ。
二　趣旨ハ政府取扱石数ヲ少ナカラシムル為ニ但書ヲ設ケ
　タルモノニシテ、現在自家消費ハ総産額ノ五割乃至六割
　ナルヲ以テ、結局政府ノ取扱フ数量ハ約二千万石ナリト
　考フ。
三　生産費ハ地方ニヨリ区 ナ々ルヲ以テ公定相場ヲ設クル　
　モ公平ナラザルニ付其ノ府県産米ハ其ノ府県ニ於テ消費　
　セシムルハ却テ公平ナリ。
四　買上価格ハ生産費ヲ基準トシ買上ハ運用資金ノ関係上
　順次買上ゲルヲ以テ、買上時期ノ異ルニヨリ諸費用ヲ加
　算シテ買上価格ヲ改メントスルモノナリ。
五　販売人ノ手数料ヲ販売価格ニ算入ス。
六　政府ノ運転資本ヲ多ク使用セザル趣旨ニ出デタルモノ
　ナリ。
七　此処ニ所云経費ハ人件費ヲ指ス。ソレ以外ニ倉庫建築　
　費ヲ必要トスベシト雖モ、此ノ倉庫ハ農林省ノ米穀倉庫
　ノ如ク完全ナル倉庫ヲ必要トセズ木造ニテ足ル、通ジテ
　五百万石程度ノ設備ヲ要スベシ。
八　従来ノ当業者ニ対スル補償費ヲ支出セザル旨ニ出
　ヅ。
九　府県ノ需給ヲ監督シ其ノ事務ヲ遂行セシムル必要アル
　為ナリ。

注：「米穀に関する私案」は米穀調査会、193 − a、175 頁より、私案に対する説明は 176 頁より作成。

　説明部分の二、六項目から伺えるように、この専売案は財政の負担をできるだけ避けよう
としている。それと相まって、補償金を払わずに済むという趣旨で、米穀取扱業者を政府の
専売事業の「指定当事者」として位置づける（項目八）。説明部分の項目八に書かれている「当
業者」は、具体的には仲買人など米穀商人や米穀取引所の関係者のことを指していると思わ
れる。三輪は諮問第一号第９回小委員会（1929 年 11 月 28 日）の中でも「私は当業者に元
売捌人と云ふ特権を授くる以上賠償の必要無しと思ふ。元売捌人は相当利益を得るものと思
ふ。更に暴利を貪らんとするならば政府は之を商人する理由あるべからず」44 と述べ、改め
て賠償不要と主張した。ただし、私案の項目二に「政府ノ専売ニヨル買上米ハ生産者ノ自家
消費量ヲ除キタル剰余米トナスコト。但シ消費者ガ自家消費米ヲ生産者ヨリ直接所定ノ価格
ヲ以テ購入スル場合ハ此ノ限リニアラズ」とあるように、生産者による直接販売は容認する
のである。さらに、三輪は自分の案について、下記のように説明している 45。

私ハ今日之ヲ唱ヘル所ノ意味ハ生産者ヲ保護スルト云フ意味ヨリモ需要者ヲ保護スル
ト云フコトノ趣旨ガ重キヲ成シテ居ルノデアリマス。私ガ常ニ農村ノ事ヲ絶叫スル為

44　 米穀調査会、193－b、70頁。
45 米穀調査会、193－a、328頁。
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ニ、唯色眼鏡デ生産者ヲ保護スル立場ノ如ク認メラレル方ガ多イノデアルガ、私ガ全
ク之ヲ熱心ニ唱ヘル所以ノモノハ寧ロ需要者ニ重キヲ置イテ居ル、之ヲ言ヒ換ヘテ見
ルト需要者生産者、即チ国民大多数、全国民ト云フテモ可ナリデアル。其ノ全国民ト
云フテ可ナリノ利益ヲ計ルノハ、比較的貧窮ノ者ガ先ヅ之ヲ痛切ニ感ズルノデアル。
是ハ私ハ社会政策ノ一大事業ト確信シテ居ルノデアリマス。

　ここで、興味深いのは、「常に農村の事を絶叫する」三輪が、あえて「需要者を保護する」
ための「社会政策」であると強調した点である。三輪は前述の通り農政研究会のメンバーで
あり、米穀調査会開催中にも帝国農会と米穀問題について打ち合わせしたりしていた 46。帝
国農会が主張している生産費基準も三輪の案に反映されている（項目四）。消費者保護は、
あくまでも生産者の利益を確保した上での保護である。
　この三輪専売案に賛成したのは、東郷実、河田嗣朗である。二人とも、根本策として専売
に賛成していた。そのほか、矢作も「外国米専売案ト云フモノハ理想トシテハ非常ニ良イ」47

と賛成した。
　ここでは、米穀専売に賛成の意を表した河田嗣朗の議論を考察してみたい。河田は次のよ
うな発言をしていた。

農業ノ様ナ固定的ナ自然ヲ基礎ニシテ行ハレル仕事、営利的事業トシテハ誠ニヤリ悪
イ仕事デアリマス。営利的ノ農家デ金ヲ儲ケヤウト云フコトデアツテモ、社会生活上
ニ於テ安定シテ、農民モ一通リノ人間ラシイ生活ヲシテ行ク、又農業ト云フモノハ余
リ投機的ナモノニ這入ラナイデ安定シテシツクリ仕事ガヤツテ行ケレバ、ソレガ農村
生活ニ適当スルノダト云フ風ニ希望シテ居ル様ニ考ヘラレマス。48

根本策トシテハドウシテモ積極的専売制度デナケレバ、米ニ関スル今日ノ困難ナ問題
ハ解決ガ出来ナイト云フノハ、大体皆様モ御異論ノナイ所デハナイカト思ヘルノデア
リマス。詰リ今日ノ様ナ自由生産ト、自由交易ノ状態ニ委シテ置テハ価格ハ必ズシモ
常ニ生産費ト一致スルトモ限ラナイシ、又消費者ノ側カラ見テ非常ニ困ル様ナ価格ガ
出テ来ル場合モアルノデアリマス。（略）根本策トシテハ充分ナル統制力ヲ持ツ、ソ
レニハ市場ニ対スル完全ナル独占力ト云フモノヲ握ル外ハナイノデアリマス。（略）49

消費者ハ利益ヲシテ、生産者モ迷惑ヲシナイ、全体ノ計算トシテ立行クト云フコトガ
出来ルノデアル。（略）此ノ全般的ノ専売制度ヲ行ヒマスト、買上ノ価格ヲ適当ニ致
シマスレバ、之ニ依ツテ農業ト云フモノヲ今日ノ状態ヨリカ今少シク合理的ニスルコ
トガ出来ハシナイカト云フ風ニ私ハ思フノデアリマス。（略）今日我国ノ農業ノ一ツ

46 例えば、1929年6月20日の岡田日記に「河崎、三輪、東郷三代議士ト会長ニテ后一時集会。米穀特別委員会ノ下相談ヲナス。
外米ノ専売ト鮮台米ノ移入管理ヲ決心ス」（岡田、2013、245頁）と記録されている。

47 米穀調査会、193－a、363 頁。
48 米穀調査会、193－a、300頁。
49　 米穀調査会、193－a、330-331頁。
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ノ病、而モ大キナ病ノ一ツハ地価ガ高スギル、斯ウ云フコトデアル。（略）米価ノ中
可ナリ大キナ部分ヲ此ノ土地ノ地価ニ対スル利子ガ占メテ居ル（略）地価ガ下レバ（略）
若シ迷惑スル者アリトスルナラバ、ソレハ土地ヲ売買スルモノデアル。殊ニ土地ヲ売
ル人達デアラウト思フ。併シ私ハ農業ニ於テ土地ガ普通ノ商品ノ様ニ頻繁ニ売買サレ
ルト云フコトハ抑々宜シクナイコトデアルト思フ。50

（下線、引用者）

　以上の引用から、まず、農業の特質という観点から農業は営利的事業ではないことを主張
し、安定した「人間ラシイ生活」及び「安定シテシツクリ仕事」ができれば、「農村生活ニ
適当スル」という河田の認識が確認できる。河田は生産者と消費者両方のために、「充分ナ
ル統制力ヲ持ツ」専売が必要だと主張している。その理由として、米価と農業の関係を取り
上げている。専売により米価を調節するという議論の背後には、農業の合理化問題が意識さ
れている。つまり、米価の中に地価問題がある。地価の変動は土地売買問題を引き起こす。
公共財としての土地を普通商品のように頻繁に売買するのは、農業生産、言い換えれば、需
要者の生存に必要な食糧生産に影響を及ばすという主張である。さらに、「積極的専売制度」
の意味については、河田の下記の発言から伺える 51。

農業一般ノ社会化、農業ハ営利的ナ業務デハ無イ、社会ニ必要ナ為ニスル、社会公共
ノ為ニスルト云フ任務デアルト云フ意味ガ段々其処ニ加ツテ、サウシテソレガ事実ニ
於テモ現レルト云フ様ナコトヲ是ハ条件トスルノデアル。ソレト相伴ツテ行カナケレ
バ専売制度ノ効果ハ充分ニ現レナイト思フ。今日ノ自由主義経済ヲ其ノ儘ニ残シテ置
イテ、唯米ダケヲ専売ニシテ充分ナル効果ヲ挙ゲテ行クト云フコトハ中々難カシイ、
ノミナラズソレガ農業ヲ合理化スルト云フコトモ中々難カシイト思フノデアリマス。
サウ云ウ条件ヲ必要トスルノデアリマシテ、同時ニ又今日ノ資本主義思想ト云フモノ
ヲモツト緩和スル、生産ハ唯営利ノ為ニ行フト云フ様ナ、アア云フ考ガ一般ニモツト
緩和サレル、モツト「ソシヤル・サーヴイス」ト云ツタ様ナ考ガ生産業者ノ間ニ起ツ
テ来ルト云フコトガ矢張リ必要デアルト思ヒマス。（下線、引用者）

　ここで指摘されているのは、農業の社会化問題である。専売により、私経済を営む農業生
産者に「ソシヤル・サーヴイス」という概念を、普及させようとしている。ここから河田が
主張した米穀専売の意図がうかがえる。つまり、米価問題の背後には土地問題があり、農業
問題がある。ただし、米価調節による農業保護は生産者のためだけでなく、最終的に、需要
者全体、言い換えれば、国民全体のための食糧確保のためである。

50　 米穀調査会、193－a、334-335頁。
51　 米穀調査会、193－a、336頁。
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　そして、専売案に同調したもう一人が、東郷実 52 である。東郷は諮問第一号第十二回特別
委員会（1929 年 10 月 20 日）に下記の意見書を提出した 53。

第一　現行法ノ欠陥ト其ノ改善方針
　一　 現行米穀法ハ米価騰落何レノ場合ニ於テモ、常ニ其ノ後ヲ追フテ出動ス故ニ其

ノ効果顕著ナラズ
　二　 此ノ欠陥ヲ是正センガ為ニハ常時之レガ調節ヲ行フノ方案ヲ講ジ米価安定ノ基

礎ヲ確立セザルベカラズ
　三　 而シテ此ノ目的ヲ達センガ為ニハ出来秋ニ於ケル米穀ノ市場殺到ヲ調節シ一年

ヲ通ジ可成其ノ出回ヲ平均セシムルノ方針ヲ以テ之レガ対策ヲ講ズルノ必要ア
リ

第二　方策ノ一
　一　 外国米ノ輸入ハ適当ノ方法ニ依リ政府自ラ管理統制スルコト
　二　朝鮮米ニ対シテハ母子国共存共栄ノ趣旨ニ基キ左ノ方策ヲ講ズルコト
　（一） 移入許可ノ制度ヲ設ケ、各月平均移入ノ途ヲ開クコト
　（二） 政府ハ自ラ農業倉庫ヲ建設シ又補助金ヲ交付シテ民間倉庫ノ建設ヲ奨励シ、米

籾ノ貯蔵ニ便ナラシメ、且ツ其ノ寄託米籾ニ対シ低利資金ノ融通ヲ為スコト
　三　 台湾米ハ現在内地市場ニ影響ヲ及ボスコト少シト雖モ将来統制ノ必要ヲ生ジタ

ル場合ニハ朝鮮米ニ準ジ適当ナル施設ヲ為スコト
　四　 内地米ニ対シテハ左ノ方策ヲ講ジ市場出回リノ調節ヲ計ルコト
　（一） 政府ハ出来秋ニ於テ生産者ヨリ一定ノ数量ヲ限リ米籾ノ一時預リヲ為シ、之

ニ対シ低利資金ノ融通ヲ為スコト
　（二） 政府ハ補助金ヲ交付シ農業倉庫ノ建設ヲ奨励シ米籾ノ貯蔵ヲ為サシメ共同販

売ノ法ヲ講ジ寄託米籾ニ対シ低利資金ノ融通ヲ為スコト
　五　 米穀法ハ之ヲ存続ス。但シ一定ノ基準ニ従ヒ其ノ出動ヲ慎重ニシ、他ノ施設ト

相俟ツテ調節上万遺憾ナキヲ期スルコト
　六　 米穀法ノ運用ニ要スル経費中其ノ国家事務ニ関スル分ハ之ヲ一般会計ノ負担ト

スルコト
　七　米穀配給機関ノ改善ヲ行ヒ其ノ簡易化ヲ計リ消費経済ノ合理化ヲ行フコト
第三　方策ノ二
　一　 右ノ方策ヲ遂行スルコトニヨリ現行法ノ欠陥ヲ緩和是正シ得ベキモ、之ヲ以テ

直ニ米穀政策ノ根本ヲ確立シ得タリトハ云ヒ難シ。故ニ別ニ根本方策ノ樹立ヲ
必要トス

52 東郷実、鹿児島県出身。1905年札幌農学校を卒業後、1906年台湾総督府に就職した。1924年に台湾総督府を退職し、その
後、第15回総選挙で鹿児島より当選し、戦後も代議士を続けていた。その間に、米穀調査会、米穀統制委員会、日本米穀株
式会社設立委員会の委員を務め、農林省米穀局、農林省食糧管理局、日本食糧協会などの顧問を務めていた。1959年に死
去。（金子（1978）を参照）

53 米穀調査会、193－a、268－269頁。
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　二　 而シテ米穀専売制度実施ノ如キ其ノ一ナリ。故ニ本調査会ニ於テハ、右第一次
的方策ニ就テ速ニ成案ヲ得ルト共ニ更ニ近キ将来ニ資センガ為、米穀専売制度
ノ研究調査ヲ続行シ、之ガ立案ニ努メラレンコトヲ望ム

（下線、引用者）

　東郷は、米穀法は米価調節効果が少ないと指摘した（第一の一）うえで、「常時之レガ調
節ヲ行フノ方案ヲ講ジ」る必要がある（第二の二）と主張した。これは、米穀法の出動を非
常時に限定すべきだという米穀商人側の考えと対照的である。ただ、恣意的な運用に対して、
東郷も「一定ノ基準ニ従ヒ其ノ出動ヲ慎重ニシ、他ノ施設ト相俟ツテ調節上万遺憾ナキヲ期
スルコト」（第二の五）と慎重な姿勢を示した。そして、米価調節の具体策について、外米
に対して政府による管理統制、植民地米に対して政府による農業倉庫建設・低利資金融通及
び民間倉庫の建設奨励、内地米に対して政府による農業倉庫の建設・低利資金融通、米穀法
運用による一般会計の負担を主張している。さらに、根本策として米穀専売制度をなすべき
であると主張している。民間倉庫や米穀の共同販売という民間側の動きを促進する策を織り
込んでいるが、メインはあくまでも政府の役割を強調しているのである。東郷はその主張に
ついて、次のように説明している。

米ノ問題ハ単ニ経済原則ノ自由主義ニ委シテ需要供給ノ関係カラ自ラ定マルト云ツタ
様ナコトニ放任スルナラバ兎モ角モ、少クトモ国家ノ存立、国民生活ノ安定ヲ期スル
上ニ於テ米ノ問題ヲ自由ニ放任スルコトハ出来ナイ。国家ハ必要ナル施設ヲシテ其ノ
国策ヲ遂行シテ行カナケレバナラナイト云フ意味デアルト云フナラバ、出来ルダケ其
ノ国策ガ有効デアリ、而シテ完全ナモノニ迄進メテ行クト云フコトガ必要ダト思ウテ
居リマス。ソウ考ヘテ見ルト私ハ米ノ政府専売、斯ウ云フコトガ結局最後ノ目標デハ
ナイカト斯ウ思ヒマス 54

吾々ハ安イ食糧ヲ国民ニ供給スルコトガ無論必要デアリマスガ、其ノ前提トシテハ確
実安全ニ食糧ヲ供給スルト云フコトデナケレバナラナイト思ヒマス（略）ソウシマス
レバ国民ノ必要トスル食糧ハ成ルベク之ヲ国内ニ於テ生産スル方針デ行カナケレバナ
ラヌ。併シ夫デハ足ラヌ、其所デ第二トシテ植民地ニ其ノ補助ヲ仰グ、ソレデモ尚ホ
足ラヌト思ヒマス。其ノ場合ニ始メテ外国カラ之ガ供給ヲ仰グト云フコトガ、私ハ是
ハモウ異論ノ無イ大体ノ国策ノ方針ダラウト思ヒマス。（略）当然国家トシテ私ハ之
ニ対シテ人為的ニ策動シ、其ノ結果トシテ一ツ内地ヨリ成ルベク食糧ヲ生産スルト云
フ方針デアルナラバ、其ノ食糧生産ニ従事スル農業ト云フモノガ算盤ガ立タナケレバ
ナラヌ。モツト簡単ニ言ヒナラバ、生産費ヲ償ツテ相当ノ利益ガアルト云フ程度ニ米
ノ相場ヲ維持スルト云フコトガ、是ハ農業生産者ノ立場カラ言ツテモ当然デアリ、国
家ノ大キナ国策ヲ遂行スル上ニ於テモ当然シナケレバナラナイコトト思ヒマス。55 

54　 米穀調査会、193－a、273頁。
55 米穀調査会、193－a、301-302頁。
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（下線、引用者）　　

　ここでは、米穀専売は「国家の存立」、「国民生活の安定」のためであることが強調されて
いる。さらに、「確実安全ニ食糧ヲ供給」するために、「生産費ヲ償ツテ相当ノ利益ガルトイ
フ程度ニ米ノ相場ヲ維持スル」必要があるという。要するに、食糧生産は農業生産者にとっ
てのみ大事なのではなく、一般国民にとって大事であるために、農業経営を持続できるよう
な米価を国家が政策で保障しなければならないという主張である。
　以上が、三輪、河田、東郷の議論である。三人の論者はいずれも国民生活安定、食糧需要
者にとっても必要不可欠であるという点から、政策による米価維持を通じて農業生産の保障
を訴えている。言い換えれば、生産者側の立場から政策を求めようとしている。
⑥上山案
　上山満之進 56 は農商務次官の経験者で、1910 年代から米穀政策に携わってきた。「米穀法
の正統学派の立場」57 と言われた人物である。上山は諮問第一号第 11 回特別委員会（1929 年
10 月 9 日）に下記の意見書 58 を提出した。

一　 米価調節基準ヲ確立スベシ其ノ一案トシテ一般物価標準案ヲ提出ス、其ノ要領左
ノ如シ

　　 一般物価ヲ標準トシ是ヨリ米価二割安ニ下リタルトキ初メテ米ヲ買入レ之ニ反シ
テ二割高ニ上リタルトキ初メテ売出ス

一　 米ノ買換ハ保管行為ニ外ナラズ、従ツテ出来秋ニ於テ之ヲ行フベシ、買換ヲ以テ
米価調節ノ手段トナスベカラズ

一　朝鮮米ノ移入ハ月割平均数量ニ依ラシムルノ制度ヲ設クベシ
一　外国米ノ輸出入ヲ管理統制スベシ
一　以上各項ノ中必要ナル事項ハ法律又ハ勅令ヲ以テ制定シ其ノ紛更ノ弊ヲ絶ツベシ

　ここで特に上山案で注目したいのは、第一点目の米価調節基準についての主張である。前
述の通り、矢作案（帝国農会案）では、米価の基準は生産費によって決めるべきだという主
張が行われている。また、東郷の議論でも、生産費を償える米価維持が必要であることが提
示されている。米価を一般物価とリンクして、米価調節しようとしているのは、生産者、消
費者に偏らず、社会的安定の目的に基づいた考えであっただろう。ただし、一般物価による
米価決定は、現実の状況によって、米価維持と抑制という二つの側面がある。ところで、こ
の時期の米価と物価指数変化は表３の通りである。

56 上山満之進、1895年帝国大学法科大学卒業後、内務省に入省し、1908年に農商務省山林局長、1912年熊本県知事を経
て、1914年農商務次官に就任し、米国政策に取り組み始めた。その後1918年貴族議員、1925年台湾総督に就任した。1935
年枢密顧問官に就任、1938年7月に死去。（上山君記念事業会、1941、年譜より）

57 「米穀界の新指針統制法とは」（中外商業新報 1933.10.25-1933.11.2）という記事はこのように評している。（http://www.
lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00741969&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1　神戸大学
付属図書館新聞記事文庫のデータベースより、2015年9月15日にアクセス）

58 米穀調査会、193－a、256頁。
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表３　1927 ～ 29 米穀年度の月別米価と物価指数の変化
　月別

年次
11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月

1927 米価 299.00 290.00 283.00 302.00 308.00 312.00 312.00 315.00 315.00 304.00 300.00 294.00
物価 226.87 224.32 224.41 226.75 226.55 225.11 226.20 227.05 224.64 221.57 223.59 224.71

1928 米価 274.00 259.00 265.00 269.00 267.00 264.00 260.00 261.00 252.00 267.00 285.00 259.00
物価 222.86 222.32 224.11 223.88 223.88 224.48 226.88 223.46 223.18 224.98 229.82 229.71

1929 米価 248.00 243.00 239.00 242.00 246.00 251.00 249.00 250.00 240.00 240.00 241.00 263.00
物価 229.07 229.75 227.86 226.20 226.23 225.13 223.00 221.71 219.57 218.45 217.54 216.21

注 1：食糧管理局、1941、28-29 頁より作成。
注 2：1900 年 10 月を 100 とする。

　表３から伺えるように、1927 〜 29 年の時期においては、米価が物価より比較的に優位と
なっている。この時点（1929 年 10 月）で上山が提示した「一般物価ヲ標準トシ是ヨリ米価
二割安ニ下リタルトキ初メテ米ヲ買入レ之ニ反シテ二割高ニ上リタルトキ初メテ売出ス」と
いう案には、すでに米価抑制の機能という側面が表れてきていたのではないかと考える。さ
らに、この発想は、そもそも、一般工業製品のように生産技術の向上によって、生産費が下
がっていくという発想に基づいた案である。ただ、上山案は前述の三橋案のように、植民地
側や商人などのどちらにも偏らず、政策の公共性という観点に基づくものである。

おわりに
　以上が米穀調査会の諮問第一号に対する各委員の私案である。これらの私案に基づき、議
論を重ね、1930 年 3 月 20 日に下記の答申案 59 が出された。

一　 米価基準を設定するは緊要なりと認む仍て政府は速に米穀法の発動に必要なる米
価の最高最低基準を調査決定すべし（略）

二　農業倉庫を奨励し之に低利資金を融通すること（略）
三　 内地に移出する朝鮮米の数量を月別平均的に調節する為速に朝鮮総督府に於て適

当なる方策を樹立すべし（略）
四　 外国米輸出入許可制度を設け一定数量の輸入を許可し同時に輸出をも許可を受け

しむることとし外国米輸出入の管理統制を図るべし（略）
五　従来の米穀需給調節特別会計の損失を一般会計に移すこと（略）

　上記ように、矢作や上山案などが触れている米価基準問題が答申案（一）に反映されたが、
生産費を基準にするか、一般物価標準にするかを定めておらず、基準の設定のみが必要だと
認められた。これは、その後の米穀統制法における米価公定制をすでに提示していたのでは
ないか。有賀、三橋、加藤、矢作案などが触れている農業倉庫奨励・低利資金融通の問題は
答申案（二）に織り込まれていた。これは食糧増産政策を前提とし、市場原則に基づく案で
ある。答申案が出された時点は、農村救済問題が目前に迫りつつあったが、米価暴落の直前
であった。政府の関与に対する見方は異なるものの、市場原則に基づき米価調節を行うとい

59　 米穀調査会、193－a、12-13頁。
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う考えがまだ強かったのである。その後、生産者による自治調節問題は、1936 年の米穀自
治管理法の成立により、法案化されていく。植民地米の移入問題（三）や外米の管理統制問
題（四）、財政問題（五）は各案に共通のものであった。ただし、内地産米の生産量のみで
は消費量を賄うことができず 60、川東（1990）も指摘しているように植民地米の移入量への
制限は行われていない 61。農業倉庫・低利資金融通問題及び植民地米の問題は、米穀調査会
の後に設定された米穀統制調査会 62 にでも引き続き議論の焦点となっていく。

　以上考察した通り、有賀案のような朝鮮統治を目的とした提案、三橋案、上山案のような
生産者と消費者双方にとって偏らない立場からの提案、上田案、加藤案、木村案のような米
穀取引の関係者立場からの案、矢作案のような農業団体側の意見、三輪案、東郷案のような
生産者的な立場の案などが登場していた。その背後にはそれぞれの利害関係があるが、ここ
で指摘したいのは、各委員の持つ国家将来のビジョンである。
　上田らの米穀商人はあくまでも自由経済的な立場を主張し、政府の経済的関与を取り除く
ことに主眼がある 63。そして農村救済を否定するものではないが、あくまで米穀政策とは別
であると主張している。このような主張は経済全体のデフレの中、米価のみを維持すること
への抵抗でもあった。これに対して、朝鮮側の有賀も、農業団体側の矢作も、衆議院議員の
三輪、東郷、貴族院議員の上山、学識経験者の河田、倉庫業の三橋も政府の関与は必要とし
ている。特に、農業団体側や、農政研究会の衆議院議員は米穀政策と生産者、農村救済とリ
ンクして考えなければいけないと主張している。衆議院議員の三輪、東郷や学識経験者立場
の河田は生産者的な視点から議論を行いながらも、あえて消費者の立場を強調し、食糧問題
は生産者の問題というより食糧需要者の問題であると訴え、政府の対策を求めようとしてい
る。それに近い立場の農業団体側の矢作は、外国米の専売に同調し、内地生産者本位の米穀
政策を訴え、商工業優先、重点的に発展させるという明治維新以降の現実の近代化路線とは
異なった、農業を商工業と平衡的に発展させる路線を提起した。一方、上山、三橋は、生産
者、消費者を含め、「中立」的な視点から米穀問題の対策を考案していた。そして、全体的
な議論から見れば、程度の差があるが、国家管理に触れた議論も少なくない、自由経済を唱
える商人側でさえも植民地米の統制を提案するに至っている。
　この答申案が出された後、昭和農業恐慌が始まった。上記の議論のように、米穀対策が考
案されているさなかに、その背後にあった農村の困窮問題は、政府の緊要課題となっていく。
周知のように、日本は 1910 年代後半の米不足を経験し、この時期になると、米過剰傾向と
いう状況が表れてきた。また、政府による米穀統制強化が迫ってくる直前の時期に、米穀調
査会における米穀根本対策の議論は行われた。以上考察したように、米穀対策に関し多様な
議論がなされていた。これらの議論は、1930 年代の米穀統制法、米穀自治管理法、米穀配
給統制法、1940 年代の食糧管理法などを通じ、相次具体化され、実現していく。これらの
事実を鑑み、米穀調査会における議論は、その後の米穀統制政策へ構想の重要な一段階であ

60 農林省農務局編纂、1932、4-5頁のデータより。
61 川東、1990、175頁。
62 1932年11月に斎藤内閣の下で設置された。米穀統制調査会の答申案に基づき米穀統制法が制定された。
63 ただし、上田案や加藤案にも米穀対策運用資金の財政負担が主張されている。
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ると言える。1930 年代以降の準戦時下そして戦時下という情勢に合わせ、本稿で検討した
米価調査会の議論が如何に具体化されていくのは今後の課題にする。
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The Debate in the Rice Research Commission

ChuQun HUANG（Tokyo University of Foreign Studies）

【keywords】1920s, the Debate over Rice Price Regulation, Agriculture

 In the 1920s, after the economic boom during World War I, Japan fell into a recession. The 

stock market crash in the United States in October 1929 resulted in a worldwide economic crisis. The 

crisis also hit Japan and as a consequence, the country lifted the gold embargo in 1930. In the same 

year, Japan was hit by a large rice bumper crop which triggered the Shōwa Agricultural Depression. 

The year before, on May 22, 1929, a Rice Research Commission had been established to study and 

deliberate on important issues related to rice policy. 

 The purpose of this paper is to examine each commissioner’s plan and their debates in the rice 

research commission against the background of their different future visions and their understanding 

of agriculture. Based on this analysis, I reveal the process by which each commissioner’s plan found 

its way into the draft final report of the commission.

 Topics on which the commissioners deliberated ranged from free market-dealings to state 

monopolization, including the regulation of the production as well as the circulation of rice. The 

research presented in this paper exposes that already before the Shōwa Agricultural Depression, 

several measures had been planned concerning the rice problem. In the 1930s, the Japanese 

government started controlling the rice by the inauguration of the Rice Control Law （1933）, the Rice 

Self Management Law （1936）, and the Rice Distribution Control Law （1939）. The debates in the 

Rice Research Commission were an important step towards the formation of this rice control policy 

and paved the way for the rice state control of the 1940s and after world war Ⅱ . 




