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1. はじめに

明治憲法体制下の政治と軍事の分立状態では、両者の協調が戦前政治において重要な課

題であった1)。そもそも議会制度を規定しながらも議院内閣制度を採らなかった明治憲法

では国政上、行政権と立法権を｢統合｣する必要があった2)。そのため、単純に軍部と政

党・デモクラシーが常に対立的であったとはいえないのだが従来、軍部は政党・デモクラ

シーに対して否定的な非民主的機構として描かれ、そして大正デモクラシー期はその後退

時期であり、1930年代においてその反動と戦争へと向かい、総力戦体制化する中で日本

ファシズムの担い手となったとされた3)。その点は総力戦体制研究においても継承され、

陸軍の総力戦への対応を弱体化してきた天皇制支配構造を補強する新たな国民統合システ

ムであり、｢総力戦体制構築過程の総体｣は｢日本ファシズムと称｣し得るものであったとす

  * 立命館大学 文学研究科 博士課程前期

 1) 永井和(2003)青年君主昭和天皇と元老西園寺(京都大学学術出版会)
 2) 三谷太一郎(1977)｢政党内閣期の条件｣中村隆英・伊藤隆編近代日本研究入門東京大学出版会

 3) 今井清一(1957)｢大正期における軍部の政治的地位｣思想399・402号、井上清(1969a)｢大正期の政治

と軍部｣同編大正期の政治と社会岩波書店、木坂順一郎(1969)｢軍部とデモクラシー｣国際政治38号
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る4)。こうした二項対立的な図式は政府と軍隊を対立的なものとしてとらえる政軍関係研

究においても同様であった5)。

しかし、｢総力戦｣というものが｢その後の陸軍の思想と行動の引照基準となった｣もの

の、｢直接的ファシズム期につながるものではな｣く、また第一次世界大戦の衝撃と｢デモ

クラシー｣の潮流において、陸軍は積極的に対応していたことが明らかになり6)、単なる軍

部の｢優位｣または｢デモクラシー｣への対抗は必ずしも既定路線ではなかったことが明かに

なり、二項対立的な捉え方は出来なくなっている7)。森靖夫は1920年代の政軍関係を｢その

限界を有しつつも政党は、首相の指導の下に、政党内閣の官僚である軍人陸相がリーダー

シップを発揮することで、間接的ではあれ軍事官僚から兵の末端に至るまでを管理・統制

することが可能となった｣と述べている8)。

こうした形で陸軍は政党と協調し、また｢デモクラシー｣にも対応していたのである。し

かし、こうした研究が深化しているものの、なぜ陸軍はこうした潮流に適応したのかは問

われてこなかった。そこで本稿ではそれを明らかにするために、陸軍においてどのような

政治的目的―――ここでは政治構想としよう―――を持っていたのかを検討する。

そこで注目すべきは清浦奎吾内閣で初めて入閣し、加藤高明内閣や第一次若槻礼次郎内

閣、浜口雄幸内閣で陸相を務めた宇垣一成である。しかし、こうした宇垣の軍人としての

華やかな政治的経歴にもかかわらず、政治性や構想に関する研究は十分とは言い難い状況

にある。井上清などのように｢軍国主義者｣、｢ファシスト｣という否定的評価の下になされ

ていた研究以来、具体的にはされてこなかった9)。昨今では宇垣の30年代における宇垣の

外交構想を取り扱った研究があるものの10)、それ以外では評伝的な叙述や人物史的な検討

であるか11)、あるいは宇垣軍縮や三月事件、朝鮮総督時代に関する個別的な論文であ

り12)、宇垣の構想そのものをあつかっていない。こうした点から宇垣の政治構想を再考す

る必要があるといえる。そこで本稿では宇垣一成日記13)を中心に、政党内閣時代にいた

 4) 纐纈厚(2010)総力戦体制研究社会評論社、p.18
 5) 永井和(1993)近代日本の軍部と政治思文閣出版、李炯喆(1987)軍部の昭和史上・下巻、ＮＨＫ

ブックス、纐纈厚(2005)近代日本政軍関係の研究岩波書店

 6) 黒沢文貴(2000)大戦間期の日本陸軍みすず書房、p.330
 7) 森靖夫(2008)｢軍部大臣文官制の再検討｣年報政治学1号

 8) 森靖夫(2010)日本陸軍と日中戦争への道ミネルヴァ書房

 9) 井上清(1969b)宇垣一成朝日新聞社

10) 北岡伸一(2012)｢宇垣一成の一五年戦争批判｣官僚制としての日本陸軍筑摩書房

11) 渡邊行男(1993)宇垣一成(中公新書)
12) 堀真清編(1999)宇垣一成とその時代新評論

13) 角田順校訂(1968)宇垣一成日記1巻、みすず書房。以下宇垣日記。特に断りがなければこれを指す。
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る時期14)までの政治観を考察し、またその実践が図られる陸相時代15)を検討することでそ

の政治構想を明らかにする。

2. 宇垣一成のデモクラシー認識

まず宇垣の経歴に触れることにしよう。宇垣は1868年に岡山県の農家の家系に生まれ、

小学校を卒業すると代用教員として働き、17歳にして小学校校長となった。その後、軍人

を志して陸軍幼年学校、陸軍士官学校を経て陸軍軍人となり、陸軍大学校を優秀な成績で

卒業した16)。第一次山本権兵衛内閣で当時、陸軍省軍務局軍事課長だったが軍部大臣任用

資格拡大に反対する怪文書を作成し一時的に左遷されるものの、第二次大隈重信内閣の陸

相・岡市之助の下で軍務局軍事課長へと戻り、その後は順調に参謀本部第一部長や総務部

長、陸軍大学校長、教育総監部本部長、姫路第十師団長そして陸軍次官を歴任した。浜口

内閣総辞職後の1931年に朝鮮総督へと就任し、後に広田弘毅内閣の後継首班として組閣大

命が下り、組閣に入るも後任陸相を得られず流産内閣へと至った。その後、宇垣は第一次

近衛内閣で内閣参議に、翌年には外務大臣兼拓務大臣に就任している。そして戦後になる

と、53年に参議院議員選挙全国区を 高点で当選するも、選挙運動中に倒れほとんど議員

活動はできず、56年の議員在職中に死去した。

そうした経歴を辿った宇垣の日記自体は1902年のドイツ留学時から始まり、また｢その職

の何たるを問はず、深くその責を感じ身を以つて事に当たるの覚悟を持ち、一事の起る毎

にその事を究め自己の所感を記して反省の資とすると共に、時に又遡つてこれを繙いて往

時を顧み、彼此対照自ら研鑽の具とするために、怱忙の間寸暇を利用して随想を録したの

であ｣った17)。そのため日付がつけられていない記述が多く、特に25年以前ではそれが一般

14) ここでは政党内閣時代を清浦奎吾内閣反対の第二次憲政擁護運動後に成立した1924年の加藤高明護

憲三派内閣から1932年の犬養毅政友会内閣崩壊までを指し、本稿では加藤高明護憲三派内閣成立時

をとり扱う。

15) 宇垣陸相時代は基本的に二期に分けられ、第一次陸相期は1924年の加藤高明護憲三派内閣から第一

次若槻礼次郎憲政会内閣が崩壊した1927年まで、第二次陸相期は浜口雄幸民政党内閣の1929年から

1931年となる。本稿では第一次陸相期の1924年に宇垣が主導した軍備整理――いわゆる｢宇垣軍縮｣を
検討する。

16) この間、日清・日露戦争にも従軍し、日清戦争では戦地へ行くことはなかったが、日露戦争では第

八師団参謀であった。

17) 宇垣一成(1954)宇垣日記朝日新聞社、p.2
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的であり、そのため遡って記述した可能性もあるが、日記には書かれた時期を推定するこ

とは不可能ではない記述もある。それに遡っての記述に関しても今回使用するみすず書房

版でも基本的に敗戦後になって記入した欄外の寸評は除外されている。極端に離れている

可能性は低いため、基本的に経年ごとに宇垣の思想を追って進めていく。

まず宇垣一成日記において初めて｢デモクラシー｣に関する記述が出てくるのは18年の

原敬政友会内閣成立以後であり、その中ではデモクラシーに対して一定の危機感を持って

いる18)。これは軍部大臣現役武官制廃止に反対し、軍人勅諭における軍人の政治関与禁止

や政党党派的思潮による軍隊統率の根本を破壊すると主張したことがあり19)、軍人として

軍隊統率における｢民主主義的潮流｣に警戒を持っていた。しかし、｢デモクラシー｣たる｢民
本主義｣が今後世界的潮流として発展することは理解し20)、また｢デモクラシー｣自体は君主

政体においても実行されるべきものであると考え21)、｢輿望ある支配なる意義を有するもの

であ｣り、｢多数の正当なる意向に合致する支配の意義を有して居｣り、｢従つて如何なる国

体にも政治上に此の主義の存在を可能ならしめ得る｣ものとしている22)。

また原敬政友会内閣に対するかなり批判的な視角を持っている点は注目できる。特に憲

政会など当時の野党が提出した普通選挙法案審議途中で、本会議採決前に解散を実行した

原敬の手法を｢政治の遣り口は旧式｣であり、｢陳腐｣と批判する。それは革命が発生したロ

シアやドイツなどの官僚政治家の手法であり、反対党を讐敵視し国賊視する方法では国民

の某部分に対しては一致接近すべからざる溝渠障害を形成し、瓦解的一大革命と敗戦の不

幸を見るに至ったとしている。むしろ｢某一派が権力の地位に立ちたる場合に於ては勉めて

他派を包容同化して挙国一致の埒内に指導するような着意｣が必要であり、｢之が新式の遣

り口だと信ずる｣と述べている23)。

つまり、そこで意識されていたのは挙国一致であったといえよう。それは宇垣にとって

の｢デモクラシー｣が、被治者の要望にこたえる形ではあっても全面的に｢被治者｣に委ねる

のではなく、指導者側が｢指導｣する必要性があるとすることからもいえる24)。例えば｢聡明

なる少数者の横暴よりも無智なる多数者の圧制が国家の進運を害することの多きことなし

18) 宇垣日記1、1918年、p.181
19) ｢陸海軍大臣問題に就て｣1913年、宇垣日記１、pp.88‐95
20) 宇垣日記1、1918年、p.186
21) 宇垣日記1、1919年、p.203
22) 宇垣日記1、1919年、p.206
23) 宇垣日記1、1920年、p.261。記述の前後関係からして右の記述は原が衆議院を突如として解散した

2月26日以降の2月下旬から3月初旬にかけて記したものと考えられる。

24) 宇垣日記1、1920年、p.260
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とせず。政党政治議会政治の上に於て注意を要する所なり。｣25)という。それは衆愚政治へ

の嫌悪であった。同様に個人意志に立脚し共同生活の発展・持続を図るための全体意志へ

の重視を求めるものであった26)。

とはいえ、政党を含めて官僚や軍部、財界も｢国家に尽すべき手段方法に至りては多少の

相違はあるも、国家の繁栄と国民の幸福を思念する点｣で違いはないとすると考えているの

である27)。｢国利民福｣の手段として見做しているのであり、政党の利益が社会や国家の幸

福、利益に繋がるものでなければならないということを強調し、｢国家は一、二階級の国家

たらしめてはならぬ。政治機関は一、二階級の政治機関たらしめてはならぬ。此者は超越

的の地位に立ちて各階級間の利害希望の調和按排を図らねばならぬ｣とし、｢皇国は此理想

実行に も適実に出来て居る。過去に於ては多くは此理想が実行されて居たりしなり｣と述

べる28)。つまり天皇の一視同仁の下での｢平等なる政治｣への志向であり、日本においては

それが常道であったというのである。

また｢政治は物を可能ならしめ、事を其目標に到達せしむるの方法手段｣29)としているこ

とから考えれば、政治そのものをある目標の到達する手段としてみなしており、そこから

考えるならば政党などはその手段であると考えていたといえる。それは政党に対して、｢政
党内閣は好い始めから政綱が明確だからナ｣という談話を寄せ、｢政綱政策は政党内閣が明

瞭｣として政策的な側面でも評価していることからもうかがえる30)。

宇垣にとって｢善政主義｣的観点つまり、幸福を増進することを目的とする｢普遍的｣な政

治的目的達成の手段として｢デモクラシー｣を肯定し、かつ天皇主権を侵さないデモクラ

シーを位置づけた。そして常に意識されていたのは挙国一致としての｢デモクラシー｣であ

り、天皇の一視同仁の下での｢平等なる政治｣への志向もまたそこには含まれていたのであ

る。

25) 宇垣日記1、1920年、p.247。また｢多数による横暴｣やそれを支える｢大衆政治の衆愚｣への否定的感

情は、それ以前の記述からもうかがえる(宇垣日記1、1915年、p.107。宇垣日記1、1916年、

p.123)。
26) 宇垣日記1、1920年、p.301
27) 宇垣日記1、1920年、p.264
28) 宇垣日記1、1920年、p.298
29) 宇垣日記1、1918年、p.166
30) 1924年1月13日付東京朝日新聞
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3. ｢改良主義｣的発想と国家

ここでもう一つ宇垣日記において注目しなければならないのは、階級間格差と階級闘

争という問題やそれに対する政策といった｢社会｣に対する記述である。それは宇垣の政治

観においても重要な位置を占める｢現実的な政治的課題｣であり、そうした点で｢社会に対す

る視角｣は重要な位置を占めていたといえよう。前述のように｢挙国一致｣と｢善導的視点｣に
基づくデモクラシーは、天皇の下での一視同仁であり、平等性そのものもそこでは重視さ

れていた。つまりそうした政治観には階級間格差と階級闘争という危機的状況を打破する

意味も含んでいたのである。　

そこで重視されていたのは社会政策や富の再分配と労資協調についてであり31)、23年6

月上旬頃の記述での｢農村問題｣に対する認識に国有化などの改革認識32)や浜口雄幸蔵相の

税制改革案に対して賛成の意を日記に記している33)。この税制各案は当時の税制整理には

国民負担の均衡と社会政策的効果を上げるなどの目的があげられており、加藤高明内閣や

後の第一次若槻礼次郎内閣の浜口蔵相の下でそれが推進されていたものであり34)、宇垣も

また社会政策や富の再分配と労資協調について強い関心があったといえる。

そうした宇垣が日記において強調するのは国家による中産階級の保護・育成であり、｢富
の再分配｣であった35)。こうしたことへの関心は宇垣にとって階級間の軋轢によって軍隊統

率上の階級制度にも影響を与え、ひいては軍民一致融和の障害になるという危機感があっ

た36)。

確かに陸軍においては社会構造の解消は｢軍民一致｣ひいては｢総力戦体制｣につながるも

のだと考えていた。総動員準備と｢国利民福｣の問題は重複するものであり、かつ戦時国防

の目的に合致するとして捉え、社会政策の刷新向上に寄与するものであって、総力戦体制

と社会政策は両立すると考えられていた37)。そうした点は後年の宇垣日記にもそうした

点はうかがえる。

例えば｢国家総動員施設は戦時の為に必要であるのみならず平時の国力統制上にも必要で

31) 宇垣日記1、1915年、p.103
32) 宇垣日記1、1923年6月 上旬頃, pp.427
33) 宇垣日記1、1925年7月22日、p.479
34) 大蔵省財政金融研究所財政室編(1999)大蔵省史第1巻、大蔵省財務協会、pp.662‐675
35) ロシア革命に対して｢富の再配分｣という点から注目している(宇垣日記1、1919年、p.210)。
36) 宇垣日記1、1923年、p.415
37) 永田鉄山(1928)国家総動員大阪毎日新聞社、pp.55‐56
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ある。而かも夫れは、国家の為には勿論であるが、各工場の為にも家庭の為にも個人の為

にも必要であり有利であるが、前者の意義は少し解りかけたが後者の意義に至りてはまだ

理解が十分につきかけて居らぬ。今後尚一段の努力を必要とする。｣38)ことからもいえよ

う。そして実際、若槻礼次郎内閣下で設立が認可され、田中義一内閣にて国家総動員準備

機関であると同時に社会政策機関としても兼ね備えられた資源局が1927年に内閣の外局と

して成立するのである。

宇垣にとって｢経済的平等｣は重要であった。それは平等が達成されていない状況を｢公共

性｣が｢担保｣されていないと見たからであった。ここで筒井清忠の戦間期における｢平準化｣
思想の分類――｢(デモクラシー→)社会主義思想｣、｢総力戦思想｣、｢一君万民主義(日本型デ

モクラシー)｣を提唱し、続く時代にこれらの反発と交錯、合流の種々相としての展開をし

ていくというモデル39)――を借りるならば、宇垣は｢総力戦思想｣と｢一君万民主義(日本型デ

モクラシー)｣が混ざり合っていたといえよう。経済格差縮小の志向に基づく社会政策や再

配分を重視するのは軍人として階級間格差、階級闘争が軍隊統率上の階級制度にも影響を

与え、ひいては軍民一致融和の障害になるという危機感であった。だが社会不安は国家と

デモクラシーとの問題にも危機感を与えるものとなる。先述のように宇垣にとって｢デモク

ラシー｣は挙国一致でなければならなかった。そこにおいて軍民融和と挙国一致としてのデ

モクラシーの追及において社会政策の実行による平準化が必要であった。それは資源局が

国家総動員機関と同時に社会政策機関としても兼ね備えられたことが図らずも宇垣の――ひ

いては陸軍が何を課題としていたかをあらわしていたといえよう。

宇垣が挙国一致としての｢デモクラシー｣を求め、かつそれを補強するための社会政策の

実行も考慮した目的―――政治構想とは何であったか。結論を先に述べるならば、執行主体

である内閣の安定的運用とその行政権の強化にあった。その点を陸相時代の政治的実践か

ら次章において考察する。

4. 清浦奎吾内閣における陸相選任問題　

｢憲政の常道｣成立前夜である清浦奎吾内閣において宇垣は陸相となった。しかし、清浦

内閣の陸相選任を巡って、上原勇作と田中義一らの対立が起こった。清浦内閣は貴族院会

38) 宇垣日記1、1926年6月10日、p.523
39) 筒井清忠(2006)二・二六事件とその時代ちくま学芸文庫、pp.71‐74
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派である研究会に閣僚の選任を任せていたが、上原勇作は清浦との相談の上で福田雅太郎

を陸相にしようとし、また清浦もその人選に一時同意するも、田中義一がこれに反対し、

清浦のバックボーンであった研究会を動員して、宇垣を選任させるという事件である。こ

の時、上原は陸相選任を首相権限であることを主張したのに対して、田中が陸軍三長官会

議(陸相・参謀総長・教育総監)による選任によって対抗したのである40)。結局、宇垣が就

任したことで田中は勝利し、三長官会議による選任が既定路線となっていった。しかし、

この中においてその渦中にいた宇垣は田中に近いものとして考えられ、この陸相選任問題

に関していかなる認識を有していたかは検討されていなかった。

確かに清浦内閣の陸相選任問題における田中・上原の政治抗争問題において、長州閥に

近い宇垣が阻んだというよりも陸軍大臣をめぐる問題を長期化させることを良しとせず、

田中を支持し上原勇作の排撃に回るようになった側面はあったといえようが41)、むしろ宇

垣における陸相選任認識は田中の三長官会議によるものとは違うものであった。

宇垣は｢前任陸相｣による輔弼事項として、その権限が及ぶものとみていた42)。しかしは

その輔弼を裁可するかは天皇の大権事項として、大臣の輔弼に留保をつけている。天皇制

国家における政治決定システムは、国政、宮中、軍事の諸事項を各輔弼者の意志や業務に

対して、その｢可否｣の意志を示すことであり、主権の総攬者たる天皇がそれを能動的に決

定すれば、本来は何等の問題は生じない。こうした発想自体は何ら不思議ではない。むし

ろ、天皇大権を無制限に容認しているようにすら見える。しかし、天皇は能動的な決定を

くだすことによる政治責任から逃れるために、その能動的な決定を避けて輔弼を要するの

であり、それを 終的に国家意思に確定させるシステムでは複数の輔弼者の意志が相反し

た場合、国家意思の統一が図れなくなる場面があったし、また常に能動的足りえなかっ

た43)。特に大正期は大正天皇自身の問題もあり、それは実質的に難しい状態であった44)。

つまり上記の状況を考慮すれば、実質的に国務大臣の輔弼を受動的に受け入れることとな

り、また宇垣の方法は逆説的に言えば、それは国務大臣の権限に大きな余地を残したもの

であり、行政権の強化を志向していたのである。

40) 荒木貞夫編(1937)元帥上原勇作伝下巻、元帥上原勇作伝記刊行会、p.204、田中義一伝記刊行会

(1957)田中義一伝記下巻、田中義一伝記刊行会、p.331
41) 小林道彦(2005)｢政党内閣期の政軍関係と中国政策｣政策分析2004九州大学出版会、pp.97‐100
42) ｢内閣組織ノ責任｣1924年3月7日｢法制上の調査｣所収宇垣一成関係文書憲政記念館所蔵

43) 永井(2003), pp.30‐32。ただし天皇が受動的主体ではなく、むしろ｢能動的君主｣の天皇自身が自己規制

によって受動化したのであって、御下問などを介して｢能動的に｣動くことが多々あったことも示さ

れている。

44) 永井(2003)第1章 参照。
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5. 護憲三派内閣下での軍制改革

清浦奎吾内閣が総辞職し、変わって憲政会総裁・加藤高明が首相になっても宇垣は加藤

高明の要請で引き続き、陸相として留任する45)。この護憲三派内閣の政策方針は行財政改

革であり、軍部にもその一環として軍縮が求められていた。以前にも陸軍は加藤友三郎内

閣の山梨半造陸相の下で｢山梨軍縮｣が行われたが、宇垣はこの山梨軍縮に対しては非常に

批判的であり、軍縮整理としては失敗と見做していた46)。だが基本的にこの宇垣軍縮の骨

子は軍縮そのものではなく｢軍備整理｣であり、実質的軍備改革を企図するものであっ

た47)。軍備整理をもって軍備改革をする方向性は前年に発足し、当時陸軍次官であった宇

垣が委員長に就任していた制度調査委員会で企図されていた48)。この｢陸軍軍縮｣に当たっ

て加藤高明首相との間では白紙主義の方針で｢軍縮｣に臨むとして両者の柔軟な対応を示し

あっていた49)。

陸軍の｢軍縮案｣が策定される中で憲政会・政友会・革新倶楽部各党でも軍縮案が策定さ

れ、憲政会が7個師団減、政友会が6個師団減、革新倶楽部が10個師団減の案を策定し、そ

の後、三派統一案として6個師団減となり、陸軍にそれを求めることとなった50)。政府案と

しては陸軍案の4個師団減を受け入れることで陸軍案と対立する場合、護憲三派間の意見調

整が再度必要になると陸軍側では見られており51)、また政友本党からの揺さぶりをさける

ため52)、護憲三派は妥協することがすでにみられていたが、その中でも陸軍案承認を求め

て閣僚の説得工作を行っている53)。そして陸軍案は加藤内閣の行財政整理案が決定し、そ

45) 宇垣日記1、1924年、p.456
46) 宇垣日記1、1921年　p.377、p.388
47) 角田順校訂(1970)宇垣日記2巻、みすず書房、1931年7月上旬、p.804。また1924年8月23日付東京

朝日新聞においても｢四個師団減の計画は行政整理とは別｣と陸軍側は主張していることからもうか

がえる。

48) ｢委員長口演要旨｣大正１３年１月　制度調査に関する書類　共５．其１　制調．制調議案アジア歴史

資料センターRef.C10073295600(防衛省防衛研究所)
49) 宇垣一成述・鎌田沢一郎著(1951)松籟清談文芸春秋社、pp.258‐259。なお、1924年6月12日付東京

朝日新聞においても宇垣は｢加藤子とは相互に完全なる諒解を遂げている｣と発言している。

50) 1924年8月20日付上原勇作宛荒木貞夫書簡、上原勇作関係文書研究会編(1976)上原勇作関係文書東

京大学出版会

51) 1924年8月19日付上原勇作宛荒木貞夫書簡上原勇作関係文書
52) 小林道彦(2010)政党内閣の崩壊と満州事変ミネルヴァ書房、pp.28‐29
53) 1924年8月31日付上原勇作宛荒木貞夫書簡上原勇作関係文書。なお1924年8月30日、9月3・5・7日

付東京朝日新聞からも高橋是清や横田千之助などの閣僚への説得がなされており、また9月20日に

は研究会にも軍制改革案の諒解を求めて会見をしている。
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れと調整するまで閣議に上程しないと明言し、9月12日江木書記官長と政府の行政整理案と

陸軍の軍制改革案の調整を行い、共同歩調を取っている54)。しかしこうした共同歩調が図

られてはいたが、問題も発生した。

陸軍の軍制改革案は制度調査委員会の調査を経て、1924年8月に元帥軍事参議官会議での

了解を得て方針が決定されたが55)、この 初の元帥軍事参議官会議が行われた8月14日に事

件が起きた。それは｢閣議には諮らず　帷幄上奏せん｣56)との見出しで｢陸軍の軍制改革は既

報の如く帷幄上奏に基くものであつて所謂行政整理とは別個のものであるが故に該改革案

が元帥及び軍事参議官の内議を通過すれば之を予算に組込み宇垣陸軍大臣より一応加藤総

理大臣と了解をなし直に内奏する手筈の由で内奏前に閣議に附議するやうな事はない意向

らしいと｣報じられたことがきっかけだった。

翌15日には｢帷幄上奏に内閣は反対　師団の減少は国務の一部　陸軍側とは解釈を異に

す｣57)と報じられ、その翌日には陸軍当局は｢内奏で帷幄上奏ではない｣と当局談を出

し、｢軍制改革に就き陸相は先づ之を元帥並に軍事参議官の内議に附し其の同意を得て十七

八日頃帷幄上奏すると言つて居る向きもあるが当局に於ては軍制改革は元帥及び軍事参議

官の内議を通過すればさらに内閣の同意を得て一四年度予算編成を決定したる後内奏する

筈で而して正式の帷幄上奏は通常議会の協賛を経たる後之を為すを当然と考へる是れ国防

に関する国務中議会の同意を経べき編成事項なるが故である但し参謀総長は別個の上奏権

により愈閣議に於て固まり次第四個師団減と内容充実及び国防との関係に就て帷幄上奏す

るであらう云 ｣々58)と14日の報道を否定し、参謀総長は編制の関係上において帷幄奏上する

としている。実際10月11日の予算閣議で整理案策定が正式決定し59)、10月22日には参謀総

長と陸相が共同で軍制改革案を上奏している60)。

そもそも1922年2月19日付東京朝日新聞の｢帷幄上奏の弁　 陸軍当局談｣では｢…(前略)

抑々陸海軍大臣の行ふ帷幄上奏なるものは前記の官制第七条に書いてある通りに唯々軍機

軍令に関することに限られて居り一般行政に迄及ぶものでなく随意国庫負担を増減するが

如きことは絶対になし得ない例へば師団を増設するにしても必ず閣僚の意見に一致したる

54) 1924年9月3・13日付東京朝日新聞
55) 1924年8月14・17・27日付東京朝日新聞
56) 1924年8月14日付東京朝日新聞
57) 1924年8月15日付東京朝日新聞
58) 1924年8月16日付東京朝日新聞
59) 1924年10月12日付東京朝日新聞
60) 波多野澄雄・黒沢文貴編(2000)侍従武官長奈良武次日記・回顧録2巻、柏書房、1924年10月22日条

(以下奈良日記)、同年10月23日付東京朝日新聞
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後之に要する予算は議会の協賛を求め実行可能となりたる後始めて増設の事を上奏するも

ので決して内閣と没交渉に決定せらるゝものでもなければ議会の協賛も経ないで勝手に上

奏実行し得るものでもない事は実際の事実が明瞭に示している｣と発表していることから

も、陸相が閣議了承を経ずに直に帷幄上奏することはなかったが、日本政治史において

初の師団減少を含めた軍縮であったために起きた事件であったといえよう。

しかし、整理案を正式決定する前段階でも問題は起きた。参謀本部では河合操参謀総長

と阿部信行参謀本部総務部長のラインで、参謀本部からは摂政宮に軍制改革の内容を言上

しない方針を取っていた。しかし加藤首相が24年10月13日に｢行財政整理大綱｣を｢大権事項

を含む｣覚書として捧呈し、摂政宮の捺印を受けた上でそれを下付したのである。これは10

月29日の元帥府への諮詢61)よりも先に行われたため、軍内部は騒然となったが、宇垣がこ

れを抑えているなどかなり柔軟な動きを示しており62)、協調的にふるまっている。

ここまでみてきたように陸軍が政党・政府側に譲歩していたのであり、むしろ当時では

海軍の方が強硬的な側面であった63)。結局にせよ、四個師団廃止は陸軍側の大きな譲歩と

して見られており、問題の焦点としては師団廃止などによる捻出された費用の問題であっ

た64)。特に浜口蔵相が財政整理においては強硬な姿勢であった。それは海軍の補助艦建造

費をめぐって浜口雄幸大蔵大臣と財部彪海軍大臣が激しく対立するなどの問題からもうか

がえる65)。こうした中で加藤首相が仲裁に入る形で浜口蔵相を抑え66)、陸軍予算はその費

用を積極的に装備近代化に転用されることが認められた。首相自身、｢師団の減少に伴う兵

員の減少は兵器によって補われたと言い得るのである｣と評価していた67)。

陸軍としてもこうした行為によって、行政整理と山梨軍縮で認められていた既定継続費

の大幅な繰り延べを代償に軍備整理財源の転用を認めさせるといった交換こそが閣議にお

ける陸軍の戦術であった面はあった68)。しかし、この軍制改革案策定をめぐる中で陸軍と

61) 1924年10月30日付東京朝日新聞
62) 奈良日記2、柏書房、1924年10月9・10・13日条。

63) 1924年9月17・27日、10月8日付東京朝日新聞では海軍の補助艦建造計画に一定の強硬姿勢を見

せ、9月17日と10月8日に関しては辞職の覚悟を示している。対して陸軍にはそこまでの姿勢は見せ

ず、同年9月27日付東京朝日新聞には｢陸軍側は出来る限り捻出　内閣との距離は大きいが高所から

達観して｣とあり、この時点で一定の譲歩を見せまた11月17日付東京朝日新聞にも｢筋道さへ通れ

ば多少の繰り延べは忍ぶ｣として新規事業の復活要求を見送っているなどの姿勢が見える。

64) 伊藤隆・廣瀬順皓編(1990)牧野伸顕日記中央公論社、1924年8月23日条(以下、牧野日記)。
65) 小池聖一(1989)｢大正後期の海軍についての一考察｣軍事史学25巻1号、pp.39‐40、pp.47‐48
66) 奈良岡聰智(2006)加藤高明と政党政治―二大政党制への道(山川出版社、pp.300‐302)。実際、浜口も

9月下旬には宇垣案を尊重する旨を述べ軟化している。(1924年9月22日宇垣一成宛浜口雄幸書簡、宇

垣一成文書研究会編(1995)宇垣一成関係文書芙蓉書房)
67) 12月17日憲政会幹部招待会での加藤首相の発言(1924年12月18日付大阪朝日新聞)
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してもかなり柔軟に対応していたことがよくわかる。それは田中義一が政友会総裁となっ

た時も、宇垣が田中と会見してその入閣説得を行っていることからいえることである69)。

宇垣がこうした中で重視していたのは陸軍の要求を汲み、それと合致させたうえで、政党

との協調を図ることにあった。

6. 軍部大臣文官制問題

その他にも当時は問題になったのは軍縮のみならず、軍部大臣文官制実現問題があり、

加藤自身もその実現に強い意志を持っていたが70)、宇垣や財部はこの軍部大臣たる陸海軍

大臣の武官以外への開放――政党人の起用を可能とする文官化――に対して反対してい

た71)。

元々、宇垣は｢軍制改革私案｣では陸軍改革の一環として平時の編成業務を参謀本部から

陸軍省に移管し、また教育総監部の廃止を企図するなど陸軍省側の権限拡大を志向してい

たが72)、文官大臣制に関心はなかった。それは森が指摘する様に宇垣自身はこれがうまく

回っているという自負があった73)。｢政党内閣で大臣の後方に地方なる尻尾を引きて居る様

では思い切りたる仕事は出来ぬ。…(中略)…師団減少などの仕事は到底地方の密接の利害

を有する政党者流には出来難き仕事である。理論としては師団廃減に加担して居る連中も

実行問題としては悲鳴を挙げて居る｣という、そして｢軍部に政党大臣を入るるなどとは一

種の理想否空想で、今度の如き芸当は遠き将来は兎に角、近き将来に於ては彼らには出来

ぬ仕事｣であり、｢大なる仕事、思切りたる芸当は矢張り政党党派を超越したる偉人により

て始めて求め得べきである｣というわけである74)。

68) 高橋秀直(1986)｢陸軍軍縮の財政と政治｣官僚制の形成と展開(年報近代日本研究8、山川出版)pp16
6。なおこうした戦術は閣議で宇垣が｢午後一時ヨリ閣議陸軍ハ…新兵器ノ新要求確定ニ到ラザレバ

繰延費ヲ提出シ得ズ大蔵側ハ新要求ハ…今新兵器ノミ切離シ確答スルヲ得ズ｣とするように対立して

いたことからもわかる(｢財部彪日記｣1924年10月10日条財部彪関係文書、国立国会図書館憲政資料

室所蔵)。
69) 1925年4月13・15日付東京朝日新聞
70) 陸軍における軍部大臣文官制問題に関しては森(2008)。
71) 宇垣日記1、1924年、p.456。1924年8月9日付大阪朝日新聞では｢文官海相など絶対反対　成績が挙

らぬ　財部海相談｣との財部の談話が出ている。

72) ｢軍制改革私案〔大正十二年八月及九月稿〕｣宇垣一成関係文書国立国会図書館憲政資料室所蔵。

ただし1926年頃には分立化の方を支持している(宇垣日記1、1926年2月3日、p.504)。
73) 森(2010), pp.60‐62。宇垣日記1、1925年、p.479、p.486
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宇垣はかつて軍政当局者が政治的自由のない軍人の代表であるということを記述してい

る｢選挙権の拡張に伴ひ国民の多くは自己の意志を代表せしむべき機関を有することに成

る。現役軍人は法規の制裁によりて議政府内に正式の代表機関を有せぬ。左りとて彼等の

意志を全然没却し彼等の利害を一切無視することは宜しくない。世が｢デモクラチック｣に
成るに従ひ益々然りである。之が為には軍政当局者が常に注意して彼等の意志と利害を明

にし代表的に部外に向つて働くことが極めて緊要である。｣75)。これは1925年に摂政宮裕

仁への御進講にも大臣任用資格撤廃に関して政党政治に多少の不便があっても陸相は武官

でなければならないという見解を示し、理由として(１)統帥権独立、(２)軍政軍令混成事項

への陸相関与、(３)軍人軍属を統括するという陸相の特殊地位を理由にしていたことから

もそれはうかがえる76)。

こうした中で陸軍にとって重要なのはまずは陸軍の｢独立性｣の確保であった。ただし、

その独自性は軍事全般を｢超然｣として陸軍内部で処理しようとするものではなかった。軍

部大臣は国務の輔弼責任を持つ面と統帥の輔翼責任の一部を持つ二重性格をもつ特殊なも

のであり、また軍政当局者が政治的自由のない軍人の代表であった。そのために、軍部大

臣の独自性(ひいては軍部の独自性)の保持を要求していた。ただしそれは、その独自性は

軍事全般を｢超然｣として陸軍内部で処理しようとするものではなく、統帥権と国務権の協

調を志向していたものであった。

宇垣にとっては文官大臣化した軍部大臣と政治的な権限を持たない軍人による政治・軍

事の調和ではなく、むしろ国務権を輔弼する｢国務大臣｣と国務大臣でありながらも統帥権

を輔翼する立場である｢武官｣の軍部大臣との調和によることで達成できると考えていた。

それは｢国防問題は政治的には陸海空軍と財政状態の調和と右三軍と国家資源の調節丈けで

ある。後者は資源局や同審議会の設置によりて解決を求め得べく、前者は国防問題及財政

の当事者が内閣首脳の統率下に協定すべきものである。国防会議提唱論者はこれ以上に何

を合議せんとするのであるか。｣77)ということが端的に示しているように内閣の行政権を重

視していたといえよう78)。

74) 宇垣日記1、1924年10月中旬、p.456
75) 宇垣日記1、1920年、p.263
76) ｢陸軍大臣所管業務ノ大要ニ就テ　大正十四年十一月五日　摂政殿下ヘノ宇垣陸軍大臣臨時進講原稿｣

統帥権問題ニ関スル綴　其一　大正九~十五年(防衛省防衛研究所所蔵)。とはいえ御進講の中では軍部

大臣文官制への含みも持たせており、陸軍内部には軍政優位に基づいた陸軍大臣文官制の研究がな

されていた。

77) 宇垣日記1、1926年10月17日条、p.545
78) またこの記述は国防問題を政策遂行にかかわるスタッフ機能と財政などの政治決定を要するものを
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7. おわりに

宇垣は、明治憲法体制下で規定された行政権と立法権の分立を、普遍的な政治的目的達

成の手段として｢デモクラシー｣の中で肯定的にとらえた。そこでは内閣の安定化・強化と

いう高次の目的のために取り込み、その担い手である政党によって内閣の安定的な運用を

図ろうと構想していた79)。それは宇垣日記における｢法治国の政治は常に言論輿論の力即

ち多数の民意の帰嚮によりて支配され運用されていかねばならぬ。(傍線引用者‐注)然るに

今日の如く輿論民意に耳を傾けずして之を無視して平然たるの政治家ありとすれば、結局

は民衆の暴力腕力を以て之を強制し左右するの必要おこるかも知れぬ、やむを得ざるの事

象として之を容認せざるを得ざるかもしれぬ。憲政上実に痛恨すべき事象である！！｣80)と

いう記述がそれを示しているといえよう。その意味では｢大正デモクラシー｣の理論的支柱

の形成者である美濃部達吉の立憲主義思想も、政党政治ひいては議会政治が内閣つまり行

政権の安定化・強化という高次の目的の為にあったことと軌を一にしている81)。

内閣の行政権の安定・強化は、清浦奎吾内閣での陸相選任をめぐる問題や政党がしばし

ば軍部に要求していた軍部大臣文官化に対する反対と軍人専任への固執などからもうかが

える。確かに軍部大臣文官化は政党政治実現の中で閣内統一を図るためには重要な課題で

あり、それは戦前日本においては達成されなかった。しかし軍部大臣の文官化への反対

は、統帥権独立の擁護という中で軍事全般を｢超然｣として軍部内で処理しようとするもの

ではなく、むしろ分立化された政治と軍事を協調させるためであった。それは、武官全体

を代表する軍部大臣を参加させることによって｢政治と軍事の一元化｣を達成することを主

眼とするものであった。

しかし、まだ積み残している課題はある。本稿で明らかにした点は1930年代の日本政治

における軍部の問題もかかわってくる。内閣の安定化・強化という高次の目的のために取

り込んだ｢デモクラシー｣はその中で容認されていただけに、｢議会政治｣・｢政党｣は｢公共性

｣の根源である｢国家｣を支える存在でなければならなかった。そしてその前提が崩れた瞬

間、国家の秩序を維持する中心機関としての意識をもつ軍部82)が政治への積極的介入の正

分けていることからも注目できる

79) それは第一次若槻礼次郎内閣における枢密院の台湾銀行救済緊急勅令案を否決した際、各議場で枢密

院決議に対する反対上奏を主張したことからもいえよう(宇垣日記１、1927年4月20日条、p.567)。
80) 宇垣日記1、1928年6月5日条、p.663
81) 小関素明(1989)｢支配イデオロギーとしての立憲主義思想の思惟構造とその帰結｣日本史研究322号

82) 宇垣日記1、1926年11月15日、p.553
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当化する可能性を孕んでおり、実際1930年代においては軍部の政治の前面と登場し、政党

内閣は崩壊した。ここで問題になるのが政党内閣の崩壊は明治憲法体制下の権力構造にお

いて重要であった行政権の安定化・強化が達成された絶頂からの転落であった。つまると

ころ、政党内閣崩壊後はあらたな統合の原理の模索がなされなければならなくなったので

あり、それに代わる権力構造が必要になってくる。そこで軍部特に陸軍においてはポスト

政党内閣以降の権力構造はいかなる形が構想されたかを検討する必要があり、別稿にて検

討する予定である。

また本稿では取り上げることはできなかったが、陸相時代以外にも、宇垣の政治的実践

の場は朝鮮総督時代も挙げられる。特に朝鮮総督は宇垣の首相への試金石として見られて

おり、むしろ朝鮮半島での業績はとくに重要になってくる。そうした中で宇垣が日本国内

おいては内閣の行政権の安定化の中で支持したデモクラシーを、｢植民地｣という場――それ

も総督という権力者として登場した際にはそうしたものがどう変化するのか、いかなる対

応をしたかを検討する必要がある。それは筆者がここまでのべてきたことの補強にもなる

問題であり、朝鮮総督時代における権力観・政治構想は今後の課題として残されており、

この点に関しても別稿にて検討する83)。

83) なお、展望としては次のことが述べられるだろう。本稿で扱った宇垣の政治構想はデモクラシーを

行政権の安定・強化の手段として是認したもの、つまり民衆を政治的安定化のために動員するため

であった。その点で大きく関係するのが警察行政であろう。大正デモクラシー期の｢民衆運動の高ま

り、民衆の政治的な自覚に直面して、一方的・権力的な取り締まりだけでは対応しきれなくなった

警察が、一面で民衆への接近をはかって民衆の同意を調査するとともに、他面で民衆を警察のもと

にたぐり寄せて秩序網にからめとっていこうとする｣動きが生じていたのと期を一にしたもので

あった(大日方純夫(1993)警察の社会史岩波新書、p.165)。それは1920年代の植民地朝鮮においても

｢警察の民衆化、民衆の警察化｣が移入され進められるが、｢警察の民衆化｣よりも｢民衆の警察化｣と
して朝鮮半島の一般民衆を動員する方向に至り、それすらも低調な形でしか進行し得ず、その後の

植民地支配において継続的な課題になっていた(松田利彦(2009)日本の朝鮮植民地支配と警察第3
章、校倉書房)。それは、宇垣が朝鮮総督として赴任した時点でも課題として存在し、その関連から

宇垣朝鮮総督時代における農村振興運動へとつながってくるのである(松田(2009), p.592)。しかし、

宇垣が日本本国においてデモクラシーを民衆動員と政治安定化の基盤においたのに対して、植民地

である朝鮮半島において適応しなかった。1931年7月に朝鮮総督に就任する際、昭和天皇に対して朝

鮮統治の方針として｢内地人と朝鮮人との融合一致、所謂内鮮融和｣に関して努力すると述べたが(宇
垣日記2、1931年7月2日条、p.801)、この内鮮融和は朝鮮半島を日本内地と同様の扱いとする内地延

長主義でも自治主義を主張したわけではなく、日本と朝鮮の精神的な結合を意味するものであった(
宇垣日記2、1931年7月8日条、p.803)。それは宇垣は植民地統治遂行の方法として｢第一期　生活の安

定(春窮退治、借金退治、無軌道経済の退治、文盲退治)…(中略)…第二期　生活の向上(無産者の有産

者化、自作少くも自作兼小作農の創設、衣食住の改良)…(中略)…第三期　生活の充実、地方自治の完

成、義務教育の完備、自作及自作兼小作農の完成、第四期　参政権の付与、義務兵役制の実施、特別

統治制の廃止｣(宇垣日記1934年1月3日条、p.942)とし、政治的に朝鮮半島を組み込むのは30~40年

以後のものとしたことからもいえよう。それは｢国民としての資格に必要である普通教育の完成と国
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<要旨>

宇垣一成の政治構想

‒ 政党内閣時代における意味‒
政党内閣時代の陸軍に君臨した宇垣一成の政治構想は、議院内閣制を採用していない明治憲法下で｢デモクラシー｣と

｢政党｣を肯定することで行政権の安定的な運用を図るものであった。そしてその政党主体の内閣に武官を国務大臣(陸
軍大臣)として参加させることによって｢政治と軍事の一元化｣を達成し、行政権の安定化と強化を目指したものであっ
た。

宇垣は｢デモクラシー｣を、幸福の増進を目的とする普遍的な政治的目的達成の手段として、また天皇主権を侵さない
ものとして位置づけることで肯定した。それはデモクラシーや政党を支持することによって行政権と立法権の統合を図
り、内閣の安定的運用を目指したからであった。宇垣は社会政策への関心も強かった。それは国家総動員体制構築のた
めだけではなく、デモクラシーへの信頼が政治的安定つまり行政権の安定化に必要であると理解していたからであっ
た。
また宇垣は清浦奎吾内閣での陸相人事問題からもわかるように大臣の執行権力の拡大を志向していた。そして軍部大

臣の文官化への反対は、軍の特権としての統帥権独立の擁護ではなく、政党・政府との協調を保ちながら、武官全体を
代表する強力な統率力を持つ軍部大臣が政党主体の内閣の一員を構成することで、政軍一致の強固な行政権の運用とを
考えたのである。

The Political Concept of Ugaki Kazushige

‒ This Meaning in Party Cabinet Period ‒
The political concept of Ugaki Kazushige who was leading figure of Japanese army in party cabinet period was the stable 

running of cabinet by affirming "democracy" and a "political party" under the Meiji Constitution which has not adopted 
parliamentary system. And he aimed at conduct unity of politics and military affairs and strengthening of the Cabinet by making 
a general officer participate in a party cabinet as the State Minister (army minister).

Ugaki affirmed democracy as the universal political mean to improve nation’s social welfare and placing a thing which does 
not invade Emperor Sovereignty. He tried for the stable exercise of the Cabinet by integration of administrative power and 
legislative power by supporting democracy and a political party. It was understood the necessity not only total war system 
but also the trust in democracy for stabilization of administrative power, so he was interested in the social policy.

Moreover, Ugaki aimed at expansion of minister's executive power. It can be understood from Army Minister's personnel 
affairs in KiyouraKeigo Cabinet. And the contrary to a civilian military minister was not defense of military authorities as 
the political privilege of military. It was aimed at managing a strong cabinet by the unity of politics and military through military 
minister as the one of Cabinet with powerful leadership maintains cooperation with the government.




