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1.  `ま  じ め に

―戦時経営学史研究の意義―

筆者は, これまで,戦時体制期における日本経営学

史の究明をおこない,合計25名 の経営学者の言動を分

析 している。その研究内容について くわしくは,拙著

『日本経営思想史―戦時体制期の経営学―』 (マ ルジュ

社,1983年 )第 4章「事例分析」,『経営思想史序説―戦

時経営学史研究―』 (マ ルジュ社,1985年 )第 2章 3「事

例分析」に論述されている。

戦争の時代における学問展開の軌跡は, これをにな

った学者たちの,研究者 。知識人としての真価を,根
源から問 うものになっている。今 日のような平和の時

代において,「学問の自由」な展開を期することに, と

くべつむずかしい事情はない。 しかし,学問への抑圧

や暴虐がまか りとおっていた,あ の「戦時体制期」〔こ

れはとりあえず,昭和 6年 ないし12年 から昭和20年 ま

でをさす〕においては,社会科学らしい経営学 という

学問を推進 しようとすれば,精神的・肉体的→生活・

生命上の暴圧をうけなければならなかった。このこと

は,当 時に生きた人間であれば,誰 もが骨身にしみて

感得させ られたことである。

ところで,あ の戦争の時代に,全体主義の圧政にす

こしもあらがえず, ときの為政者に屈伏 しただけでな

※ 論者は現 lt,札 lF.学 院大学教授の職にある。

く,あ まつさえ当時の支配権力にこびを売るエセ学問

しか展示できなかった経営学者がたくさんいたのであ

る。

しかも,そ うした経営学者が,過去におけるおのれ

の過ちをすなおに認めえないことは,彼 らの研究者・

知識人としての資質に問題があることを意味する。当

面,そ れはそれで, しかたがないにしても,そ の後 ,

周囲の人びとが彼 らのその重大な錯誤をまった く批判

してこなかったという事実は,斯学界の無気力さと無

能さかげんを如実に表わすものである。

筆者は, 自分の研究のどこに価値があるのかと問わ

れれば,そ れは,「経営学〔者〕の戦争責任J論 をはじめ

てとりあげた点にあるといっておきたい。おそらく,

筆者が「日本経営学の戦争責任J問題に注目し,そ れ

を批判 しなければ,そ の問題は斯学界において半永久

的に放置されつづけていくものと推察 している。

過去の学問上の過誤 も, これが自己反省の材料にな

れば,反転させて学問の進歩にとって有意義なものに

なる可能性をもつ。だが逆に,あ の時代における「戦

争協力Jの 学問に,そ の後 もなんのひっかか りもとま

どいも感 じえない経営学者は, これからもまた,同 じ

過ちを犯さないという保証を与えられないであろう。

思えば,戦争の時代にこそ,わ れわれ学究に属する

人間たちの存在意義が,Vヽ ちばんきびしく問われてい

たわけだから,そ のときの学問展開は,お おいに研究
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され, とことんまで批判されるべ きである。それが,

まったくといっていいほど,言 及されなかったことは,

ずいぶんとおかしい事態であった。

本稿は,拙著『日本経営思想史』 (1983年 ),『経営思

想史序説』 (1985年 )の研究にくわえて,戦時体制期の

経営学史の展開を, さらに解明するものである。

筆者は,戦時経営学説 。理論に対する分析枠組 とし

て,つ ぎの類型わけを用意している (マ ルカッコ内の人

数は,前掲拙著 2冊における分析結果の合計である)。

〔類型 I〕 「積極協力型」 (8名 )

〔類型H・ 1〕 「消極追認協力型」 (11名 )

〔類型 II・ 2〕 「消極回避協力型J(3名 )

〔類型 III〕 「消極非協力型」 (2名 )

〔類型IV〕 「積極非協力型J(1名 )

2.国弘員人 〔類型H。 1〕

国弘員人は,明 治43年 〔1910年〕生まれ。昭和 9年

東京商科大学卒業,同 13年 同大学研究科終業。昭和14

年東京外国語学校講師,同 15年 同教授 (23年 4月 ま

で),同 27年東京都立大学教授 (36年 9月 まで),同 36

年東北大学教授,同 49年 専修大学教授。

国弘の主著は,つ ぎのとお りである。

『統制経済とカルテル・組合』 日本評論社,昭和 14

年。

『カルテル論』同文館, 日召千日16年。

『経済団体』 日本評論社,昭和16年。

『協同組合』政治教育協会,昭和22年 〔増訂版→『協

同組合概論』巌松堂書店,昭和29年〕。

『トラス ト・カルテル論』白山書房,昭和23年 。

『株式会社新論』東洋書館,昭和24年 鯖T正増補版→

『株式会社論」ダイヤモンド社,昭和31年〕。

『企業形態論』泉文堂,昭和24年 編丁正増補版,昭和

31年。全訂版, 昭和46年〕。

『損益分岐′点論』中央経済社,昭和27年 〔増訂版,昭

和28年。F損益分岐′点新講』ダイヤモンド社,昭

和29年。新版,昭和42年〕。

『収支分岐点』ダイヤモン ド社,昭和33年 。

『経営分析大系 全 5巻』中央経済社,昭和5455

年。

国弘員人は,上掲の文献以外にも,浩渤な著作活動

をおこなっている。その研究領域は,大 きく,①企業

形態論,②経営分析論 (お よび損益分岐′点論)に ある。

彼が,理論と実践の両界に与えている影響は, きわめ

て広汎にわたる。

国弘は増地庸治郎の門下生である (戦 時理論の面から

みた増地については,F経営思想史序説』第2章 3「事例分

析J 2増地庸治郎 〔類型 I〕 を参照されたい)。 国弘は,

増地の学問路線を忠実に継承 し,発展させている学者

である。

国弘に聞いていこう。

一一企業の経済形態 (Wirtschaftsformen)は ,出 資と

経営 〔および支配〕の関係からみた企業の実質上の形

態である。出資と経営 との関係が,実際上どうなるか,

またどうなっているか,出 資者が同時に経営者 〔また

は支配者〕であるか, また経営者でありうるかという

ことからみた企業の種別ないし様式である (『 企業形態

論 (第 3改版)』 29頁 )。

国弘が自分の師増地 とはっきり異なる点は,「企業 と

は,一 口にいえば,資本体であり,増殖を目的として

運用される資本体である」 (6頁 )と いうところにあ

る。

すなわち,国 弘は,収益性 (営利性)が企業の目的

である事実を認めるのに対 し,増地はそれを認めず,

「経済性Jが経営学の指導概念だとする (こ れについて

は,拙著『日本経営学史』白桃書房,昭和57年 ,第 2章「日

本規範学説の月J始―増地庸治郎の経営学説―Jを参照され

たい)。 国弘が,実践界に対 して理論的指導者たりえた

事由を,そ こにみてとれるのである。

いずれにせよ,学史系譜上,増地→国弘の流れは,

しかとふまえてお くべ き点である。

一一国弘が,東京商科大学 (現 ・一橋大学)を 卒業

し,東京外国語学校 (現・東京外国語大学)に研究職 〔教

職〕の地位をえるまでのあいだ 〔日本文化中央連盟研

究員のとき〕に,書いた論文がある。こういう。

戦時経済が平和経済と根本的に相違 し,戦時にお

いては,平 時とは全 く異った政策が行はれなければ

ならぬとい島、事は明かである。……従ってこゝにお

いては,軍需の充足及び国民生活の確保,物資・労

働力の節約 といふことに,な によりも経済政策の目

的がおかれ, この為めに戦時計画経済が行はれなけ

ればならぬ。

戦時においては,計画経済の一環 としてのカルテ

ルにどのや うな集団の存在が必要 となって くるので

あるか (「戦時計画経済と強制カルテル」『科学主義工業』

第2巻第7号 ,昭和13年 12月 ,90頁 )。

国弘は, この自間に対 して 5つの理由をあげ,戦時

経済においては, カルテルのような団体が必要だとい

う (92頁 )。 戦時経済においては,計画経済が実行 さ

れ, これにともなってカルテル的集団の強制設立,強
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制強化がおこなわれる (94頁 )。 強制カルテルの問題

は,平和経済に復帰するとしても,ア ウタルキー と計

画経済との世界の情勢によって,けっして重要性をう

しなうものではない (99頁 )。

「強制カルテルの若十問題J(『経営』第 3冊 ,昭和14

年 7月 )。 一一カルテルの本質は,経営の活動から出発

して,加入 した経営の市場活動を統制する強力なi墓合

体である (9899頁。ちなみに,国 弘『カルテル論』昭和16

年 6月 はこう説明する。「カルテルの本質は,独立企業の独

占的な集団である」 (27頁 ))。

強制カルテルは,カ ルテルの一形態であり,国家の

直接的強制がカルテルの地位促進にむけられたもので

ある。いいかえれば,強制カルテルは,国家の直接的

強制が市場における地イ立イ足進にくわえられたカルテル

である (110頁 )。

「自由カルテルと強制カルテルJ(『会計』第45巻 第 6

号,昭和14年 12月 )。 一―統制経済・計画経済は,全体の

経済において,個人の自由を認めながら,カ ルテル
,

組合などの単位経済を全面的に利用して経営するほか

ない(2223頁 )。 需給の全体的な適合をはかるには,な
によりも,国民経済の有機的組成を必要 とする。 ドイ

ツの学者などのように, カルテル,組合の将来を一時

的と考えてはならない (42頁 )。

「共販会社の統制経済的意義J(『法律時報』第12巻第

4号 ,昭和15年 4月 )。 一一統制経済・計画経済は,全般

的に需要 と供給 との調和を意識的にはかろうとする経

済である。 したがってここでは,国 家の統制が全体経

済に透徹 しうるような経済の組織化,秩序化が必要 と

なる (15頁 )。

共販会社は,商品管理の機関として, また国家の機

関として設立される (16頁 )。 それは,経営の利益のみ

を追求 もしくは擁護するためのものではなく,全体の

需給の調和達成の国家的機関となる (17頁 )。

「『資本主義』と協同組合J(『明大商学論叢』第28巻 第

2号 ,昭和15年 5月 )。 一―統制経済では,企業の利潤追

求が制約 されて,企業は国家の規律に服 して,全体の

入用充足に方向づけられる。生産経済の集団も,消費

経済の集団も,全体の入用 と充足 とに,十分の活動を

なすべきであり,分 をこえた活動は,あ くまでさくべ

きである (46頁 )。

「統制経済下の組合制度」 (『 商工経済』第 9巻第5号 ,

昭和15年 5月 )。 一―統制経済下の特殊組合は,純然たる

私経済的な課題を担当するものではなく,全体経済的

な課題すなわち商品配給の管理を担当するものである。

デモクラティック・コン トロールからしだいにとおざ

かって,反対のいわばア リストクラティック・コン ト

ロールがおこなわれる。統制経済下の組合の課題は重

大であり, 1人 1票制によるような指揮では,実行さ

れうる課題ではない (7576頁 )。

「ツンフ トとカルテルと協同組合J(『一橋論叢』第 5

巻第6号 ,昭和15年 6月 )。 一一利潤追求は,背後にある

人用と充足, もしくは需要 と供給 との調和 という目的

によって規制され,支配されている。利潤追求原理は

入用充足の手段的原理である (8182頁 )。

統制経済下では,カ ルテルも協同組合 も,最 も重

要な課題 として,商品の配給管理を行
`、

機関となる

であらう。……経済上の強者の集団であると,弱者

の集団であるとを間はないで,一様に国家に奉仕す

る二とが命令されるのである (97頁 )。

「共同販売の諸問題J(F統制経済J第 1巻第 2号 ,昭和

15年 10月 )。 一一 カルテル,組合のもっとも重要活動は

共同販売 と共同購入であるが,そ れらは,全体の需給

調和 もしくは商品配給管理のためにおこなわれるので

あり, けっして私的目的追求のためにおこなわれるも

のではない (106頁 )。

「カルテルの発展過程J(『明大商学論叢』第29巻 第 1・

2号 ,昭和15年 11月 )。 一―統制経済は,従来の多頭的な

統制者すなわちコンツェルンにかわって,国家が統一

的に経済を統制する。統制経済下のカルテルは国家に

奉仕 し,国家の統制に服するものとなる。ここでは,

カルテルは国家が企業を統制する手段 ともなり,国家

の経済統制1の機関ともなる (101102頁 )。

一―以上,昭和13～ 15年 まで,国弘の企業形態論〔主

にカルテル論〕に聞いてみた。そのころ, 日本経営学

会年次大会の「共通論題Jは ,つ ぎのようにかかげら

れていた。

第10回大会「カルテル問題J(昭 和10年 )

第11回大会「統制統済と企業経営」 (昭和11年 )

第13回大会「戦時体制下に於ける企業経営J(昭和13

年)

第14回大会「価格統制J(昭和14年 )

第15回大会「利潤統制」 (昭和15年 )

この学界の情勢――それはもちろん当時の経済社会

の全般的情勢を反映しているもの一― を背景におけば,

国弘「企業形態論」は,時代の要請に率直にしたがう

研究者の姿勢をみせていたことになる。この姿勢は,

国引、という経営学者の個人的側面における個性,資質

を端的に物語る力ヽ 戦争の時代に対面 していた学究の

態度 としては,大 きな疑間を惹起させる。

その時代における経済への要請が,な んら疑いもな
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く,そ のまま全面的に受容され,経営 〔企業形態〕の

ありかたも,そ れに即 して変質させていくべ きである

と論 じるや りかたは,社会科学の研究に従事する学者

としてみるばあい,あ る種の問題意識が決定的に欠落

している。学問の展開に不可欠な「批判Jの視′点を,

瞥見することすらできないのだから,非常に不満を覚

える。

学問は,事実を事実 として捕捉 し,こ れを正確に記

述することを,そ の出発点における重要な任務のひと

つ とする。だが,そ の作業だけにとどまっていたので

は,学問たりうるに十分 とはいえない。

一―昭和16年 にはいり,国弘のいうところを聞こう。

「経営集団論J(増 地庸治郎編『統制経済下に於ける経

営学』巌松堂書店,昭和16年 2月 )。

一
新経済では, カ

ルテル,協同組合の改編は不可避 となる (79頁 )。

若千,前後するが,国弘『統制経済 とカルテル・組

合』 (昭和14年 9月 )は ,すでに同様なことを述べてい

た。

T一国家は経営集団をつ うじて,単位経済に命令を

発 し,単位経済は,経営集団をつ うじて,国家に希望

を伝達する。この経済機構の変革は,な によりも特筆

すべ き変革である。この変革は, 自由経済のあとをう

けた新経済の方向を明確に指示する。計画経済・統制

経済は, この方向を歩まなければならない。

このように,経営集団が計画経済・統制経済下にお

いて,重要な役割を有 し,華々しい将来を有するとす

れば,経営集団の解明は,現実に生 くるわれわれの重

大な責務 といわなければならない (序 , 2頁 )。

―一筆者は問いたい。戦争の深刻化 〔→「満り11事変」

昭和 6年 , 日中戦争・昭和12年〕がもたらした研究課題の

変化が, どうして「華々しい将来Jを 予見させ,「重大

な責務Jを 意味 していたのか。

国弘は,諸事象間の現実的叙述はよくおこなう。 し

かし,「全体の立場から行ふ経営集団の規制が必要 とな

って くる」 (97頁 )と いうさい,そ の本質的な意味に関

する,経済科学的,社会科学的な吟味はあまりくわえ

ていない。

国弘に問う。敗戦後40年経過 した現在において,当
時の戦争「経済では,私益 と公益 とのジンテーゼが行

はれるべ きであり,一方的な利益の優先性のみが, ま

た強権的な公益の優先性のみが実現されるべ きではな

い。ここでは『全体 と部分 とは不可分離のものであり,

両者は最初から同時に存在する』ものであり, したが

って『公益はただちに私益である』のであるJ(316頁 )

といった発言は,い かにみなおされたのか, と。

その発言は,信念的な断定であったとしても,学問

白勺な根拠に裏づけら′Lた ものではなかった。 今 日の日寺

点では, このことは,い わずもがなの明白な事実であ

る。

こうした問いはすどお りして,すんなり戦後の時代

につ きすすみ,新たに「企業形態論」や「経営分析論」

の研究にはげむのは,学問研究 (?)に熱心な彼の態

度・意欲のほどはともか く, きわめて不可解に映るの

である。

国弘の学的姿勢は要注意である。

「国家 とカルテルJ(『経営』第 5冊,昭和16年 3月 )。

一―統制経済は全体からの秩序化 と全体経済の秩序化

〔カルテル〕 とを必要 とする (169頁 )。

統制経済は現実の問題である。統制経済は人びとが

好むと好まないとを問わない (170頁 )。

経済の統制は,全体 と部分 とが有機的一体 となった

とき,は じめて合 目的におこなわれる。国家の決定に,

部分 :経営を参与させて,部分 と全体 とを結合するこ

とが必要 となる (172頁 )。

「若干の企業形態論J(『 明大商学論叢』第30巻 第 3号 ,

昭和16年 6月 )。 一一職業協同体的な経済秩序では,個別

経営の経済指導 に根本的な変化があ らわれ る (123

頁)。 経済行為を拘束する規範を公的に決定する必要が

ある (116頁 )。

Fカ ルテル論』 (昭和16年 6月 )。 一一今 日のカルテル

は,一国全体の入用充足のための企業集団となり,計
画的な秩序ある集団になろうとしている (全訂版の序,

1ヨ。わが国経済の新体制 も,全体的に改編されてカ

ルテルの方向に力強い発展をなしつつある (55頁 )。 経

済新体市Jで は, カルテルはコンツェルンから解放さ′l

て,国家に奉仕する機関 となる (51頁 )。 新 カルテル

は, まず国家 と単位企業 とのあいだに介在するものと

して,国家 と企業 とを結合する課題 を実行す る (52

頁)。

「経営協同体の諸問題」 (F明 大商学論叢』第30巻 第 4・

5号 ,昭和16年 8月 )。 一―社会上の新編成は,つねに全

体の立場からおこなわれなければならない。個々の企

業 と個々の国民とに,高い政治上の必要から決定され

た地位 と方向とを与えることが必要である(115頁 )。 企

業は国民協同体に奉仕すべ きものである (138頁 )。

「コンツェルンの意義変化 とその統制」 (『 明大商学論

叢』第31巻 第1号 ,昭和16年 10月 )。 一―統制経済は,一
国全体の経済を計画的に運営するものである。そこで

は,全体経済の意識的計画的な秩序づけを必要 とし,

あらゆる部分が全体経済の分肢 として活動することを

必要 とする。全体の立場から再編成することが必要 と

なる (45頁 )。
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『経済団体』 (昭和16年 11月 )。 一一職分協同体的秩序

は,現代経済の必然の発展でもあった (9頁 )。 協同体

をつ うじて,公益 と私益 との綜合がおこなわれる (11

頁)。 現在のところ,近い将来に自由経済への復帰を予

想することは,い うまで もな く不可能であろ う (12

頁)。

カルテルは、将来では,国家経済政策の課題 と目的

に奉仕させ うるときにのみ,生存権 をもつものとなる

(131頁 )。 カルテルの意義変化は,そ の終局の段階に到

達 していない。市場統制の理想状態は,な お未来の楽

園である (132頁 )。

統制経済下の企業合同とカルテルとは,国 民全体の

入用を充足する目的を有するものとなり,「 入用充足原

理」を追求するものとなる (181頁 )。

一―以上のような,国 弘の戦時企業形態論は,当 時

の諸論稿のなかで くりかえし展開されている。関連す

る論稿をさらに列挙 してみたい。戦争の進捗にともな

い,新 しい課題 も出て くる。

「経済団体の発展過程 と動向」 (『 明大商学論叢』第32

巻第 5・ 6号,昭和17年 9月 )。

「我が国における経済団体の発展過程 (_L)(下 )」

(『横浜商二 月報』第92号 ・第93号 ,昭和17年 11月 ・12

月)。 一―統制経済下,国家は指導統制のための団体 を

計画的に設立,組織する。統制会および統制組合は,

そうした性質をもつ団体である。これらは「上から」

の計画的な団体である (上, 4頁 )。 経済団体制度の発

展は,い まなお進行中であって,そ の最後的な完成を

みているわけではない (下 ,12頁 )。

「コンツェルンの変質 と帰趨」 (Fエ コノミストJ第 20

巻第 4号,昭和17年 11月 )。 一―戦時統制経済の進展につ

れてコンツェルンの改組があいついでおこなわれてい

る。持株会社の改組,株式の公開など, コンツェルン

は,文字 どお りの「転向Jを おこないつつある (9

頁)。

今 日の戦時経済においては,な によりも生産力の増

強を目的として,国 民経済における全企業を計画的に

秩序化することが必要 となる。国民経済全体における

合理化によって,は じめて国民全体の生産力が十全に

増強される。統制経済においては, コンツェルンは国

民経済の一分肢,すなわち上からの計画的なコンツェ

ルンとならなければならない (10頁 )。 コンツェルン企

業の国民経済への分肢化の促進 ということである (11

頁)。

この改組は,今後ますます進展 していくと予想しな

ければならない。この方向においてのみ, コンツェル

ンも今後の存在を獲得 しうるであろう (12頁 )。

「生産力拡充 とコンツェルン」(増地編『生産力拡充と

経営合理化』日本評論社,昭和18年 1月 )。

「営団と統制会」 (『 原価計算』第 3巻第 6号 ・第 7号 ,

昭和18年 6月 ・ 7月 )。

「統制会社の基本問題J(『工業組合』第 5巻第10号 ,昭

和18年 10月 )。

「軍需会社 と統制会J(増 地編『軍需会社』山海堂,昭

和19年 10月 )。

「組合経済論」 (増 地編『企業形態の研究』日本評論

社,昭和19年 6月 )。

「統制会経済論の展望J(増地編『戦時経営学』巌松堂

書店,昭和20年 2月 )。

「経済団体経済の経済階段論的考察J(『 戦争と経営及

び経理』千倉書房,昭和20年 2月 )。

「一貫作業論」 (増 地編『生産管理の理論]日 本評論

社,昭和20年 5月 )。

以上の論稿 をつ うじて,国 弘がいう主要論′点は大同

小異である。彼は,国家体制のありかたやその変化が

経済社会におよぼす影響力と,経済社会 じたいがその

影響力をはねつける力との相互関係をとらえきれてい

ない。

国弘は,当 時の情勢が要求する経済理念をまともに

うけとめ,こ れが戦争経済体制において本質的契機を

形成するものになると認識 していた。しかしながら,

その認識はきわめて表相的,一面的であった。国家の

主導性 と絶対性を強調 し,公益の重要性 と根本性を説

いていたわけだが,現実の経済・経営はどうかとみれ

ば,以前 〔戦前〕の体制 とそれほどかわりなかった。

このことは,今 日の時点で回顧するとき, いっそう明

らかになることである。

国弘の戦時企業形態論は,現象面をふらつき,戦争

イデオロギーが散布するまやかしに幻惑されていた。

社会科学 として, また経営学の研究にいそしむ人間の

研究としてみると,問題意識が稀薄であることがわか

る。彼の仕事は,現象追随主義の学問であった。

どのような観′点から戦時体制の問題に切 りこむにせ

よ, ことの本質,い わば戦争 と経済の基本的関係にお

ける基底面が透視で きないならば,そ の学問の有効

性 =存在理由はおおいに問題になる。国弘の業績に対

する評価の重点は, このところにこそおかれるべ きで

ある。

国弘は,つ ぎのようにいっていたはずである。

(1)個 々の企業の目的は利潤追求ではなく,全体経

済における入用充足の意識的・調和的・持続的な

達成をはかることにある。個々の企業は,国 家目
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的 〔戦争〕のための手段 〔国家的機関〕 となった。

(2)個別経済の経済行為は公的に決定された規範に

拘束される。全体 (主義)の立場から,国家が上

位,個別経済は下位に位置づけられる。前者に後

者は奉仕すべ きである。これは,好むと好 まない

とを問わない,歩 まなければならない方向である。

「上から」の国家の統制が,全体経済に透徹 し

うるように,経済の組織化,秩序化をおこなわね

ばならない。政治上の必要が,全体経済において,

単位企業を,職分協同体的・国民協同体的な分肢

に改編するのである。国民経済の有機的構成化を

必要 とする。

(3)新経済の方向は,計画経済・統制経済にある。

これは華々しい将来である。市場統制の理想状態

は未来の楽園をしめす。

14)統制経済は現実の問題である。それは,生産力

の増強 という目的である。すなわち,国 民経済全

体の合理化→国民全体の生産力の増強である。こ

の事態は,今後ますます進展 していくと予想され

る。なぜなら,必然の発展であるからである。自

由経済への復帰は考えられない。以上は特筆すべ

き改編→変革→「転向」である。

国弘は, このように,当 時の戦争経済体制三高度国

防国家体制が未来への絶対的なありかたであると断言

していた。いわく,「必然の発展J,「 自由経済への復帰

は予 想 しないJ,「華々しい将来」,「未来の楽 園J,

「民主主義的体制から貴 族 集 権 的体 制へJな ど。

そのように主張 していた国弘の見解は,今 日的にい

かに再点検されるか。要は,本人がそれをどうみなお

しているかである。彼が,戦争経済体制のゆ くさきに

みいだそうとしていた「理想状態」は,実現されてい

ない。

国弘は,大東亜戦争・太平洋戦争下の経済体制がめ

ざす方向ハ 将来へのあるべ き理想状態にあると主張

していた。彼の「戦時企業形態論」は,そ の方向にそ

うかたちで営為されていた。このことを前提に以下の

議論をすすめてい く。

O・ ターニンとE・ ヨハン著,関東軍参謀部訳『日本

開戦せば』(原著は1936年 。翻訳は,戦時中,関東軍参謀部

内資料として秘密裡に出版されたものである。lle和 出版,昭

和59年 12月 公刊。)。

即チ日本 ノ経済機構中二於ケル欠陥ノミデハ 如

何二之レガ重要視スベキモノナルニセヨ,戦争ノ究

極ヲ決定スルモ ノデハナイガ,之等欠陥 ノ効果ハ 日

本国民経済ノ必然的崩壊二依ツテ促進サレルノデア

ル 又同時二同国内二於ケル階級的対立観念ノ激化

ニモ表ハレルノハ確カデア リ 加之,戦線ノ敗退ハ

同国ノ潜在的現実的経済カヲ弱化スル決定的因子 ト

ナ リ 以テ日本帝国主義ノ階級的基礎 ヲ破碑 スルヲ

促スコトトナルノデアル (358頁 。別ちがき〔―字空き〕

の個所は筆者による)。

国弘は,戦争遂行の経済体制を改編するために,戦

時「企業形態」のありかたを変革すべ く真剣に検討し

ていた。すなわち,当 時の「日本ノ経済機構中二於ケ

ル欠陥」を除去,是正 し,戦争目的の完遂に便宜 とな

るべ き企業形態→経済体制の構築をとなえていた。

人々は信 した。あるいは信 じようとした。信 じな

いもの,抵抗するものは捕 らえられた。あるものは

黙した。そして嵐の中をただよっていったのである。

国は大きくゆがんでいた (横 田よしお『弱い兵隊』現代

出版,1984年,129頁 )。

今 日の地平より,あ の戦争の時代を客観的にみよう

とすれば,国 弘は,当 時の「大きくゆがんでいた」全

体主義的国家体制の進展に,さ らにオ自車をかけるよう

な経営研究にたずさわっていた。彼は,入紘一宇,大

東亜共栄圏,聖戦,公益優先,職域奉公などを,す な

おに「信 した」だろうし,「信 じようとした」ごとくに

言動 していた。社会科学者 として,「嵐の中を」「抵抗

するJこ とは,は じめから念頭になかったかのように

みえる。彼は,誠実な「忠良なる臣民」であり, まじ

めな「銃後の戦士」→社会科学者であった。

国弘で問題になることは,戦争中のそうした自身の

生 きかたに関して,事後における自己認識がなされた

かどうかである。

一-1945年 9月 3日 ,徳川夢声 (本名・福原駿雄 )は ,

日本があの戦争に敗けた事実に関して, こう記 してい

た。

万―勝ったとしたる,軍人は益々猛烈に威張 り,

役人は益々横暴 となり,神がか り連は凱歌をあげ,

一般大衆は人間扱いをされなくなっていたであろう。

実に,私たちにとってや りきれない日本になってい

たろうと思 う。

勝つことのみを知って,敗 くるを知 らない民族は,

或意味では 1人前の民族でないと言えよう。その意

味で, 日本 もこれでやっと 1人前になったのである

(徳 川夢声『夢声戦争日記 (7)』 中央公論社,昭和52

年,184頁 ,185頁 )。
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敗戦後,国 弘は,あ の戦争の結末をどう感 じていた

のか。また,戦時中の自分の学問をどう感 じているの

か。社会科学名 として経営学を専攻する彼が,「 1人前J

でありうるか否かは,当 時の生きざまをさぐれば,す

ぐにわかることである。彼は,戦争時代における自分

の学問をどうみなおしているか。また,そ のみなおし

したいはあったかどうか。ここでは, そういうことを

問うまえに, とりあえず,大東亜戦争・大平洋戦争の

経済・経営史的な事実関連について検討をくわえてお

きたい。もっぱら,安藤良雄の見解に依拠しながら論

述 していく。

〔1〕 「戦時・戦後における日本資本主義の一考察」

(『潮流J第 2巻第 4・ 5合併号,昭和21年 5月 )。

一一戦争は日本資本主義に対 していかなる影響 を与

えたか (124125頁 )。

① それは日本資本主義の産業構造を大きく変化さ

せ た。

② 資本の集中,独 占資本の急激な膨脹・発達 をも

たらした。

③ 国家資本主義的傾向の増大である。

軍事生産は再生産行程外消耗 (不生産的消費)であ

る。 日本のばあい,軍事生産の強行が急激に拡大 して

いき,単純再生産をも不可能にする点にまで到達 した

のである (125頁 )。

再生産をまった く無視 した日本の戦時経済政策は,

生産の崎型的跛行状態をさらに決定的なものとした。

「喰いつぶ しJの続行は,消費資料の欠乏による労働

力の再生産不能化, さらに生産手段生産への「喰いこ

みJを招来し,ついには,軍需品そのものの生産の停

滞,低下を余儀な くさせたのである (126頁 )。

結論。かの,絶対主義的ですらある官僚的,非科学

的 (と くに再生産を無視 した)であり, また財閥的独

占資本 と結合 した日本の戦時経済統制政策は, 日本資

本主義の性格の集中的表現であるとともに,戦時経済

にとって最大の除路であったのである (128頁 )。

〔2〕 「日本戦時経済統制の一考察J(『季刊経済思潮』

昭和21年 12月 )。

一一戦時統制経済の特質はなにか (134138頁 )。

①  「統制は強力な国家統制 として現われるJ。

戦時の経済がいかなる強力な国家の統制下にあって

も,資本主義的経済法則は疑いもなく貫徹されている

のである。つまり統制経済も,結局において,資本主

義の外部に生 じたものではなく,そ の内部に生成 した

ものなのである。その意味において,官僚や右翼社会

民主主義者が,戦時統制経済をもって,「社会主義的J

なりとする錯覚におちいり, また「財界」もかかる非

難をよせるのは, まった くの誤 りか,あ るいは他意の

ある意識的な言動である。

②  「独 占資本 との関係,お よび国家資本主義化の

傾向であるJ。

国家は大企業に対 し,資金・資材・労働力を「優先

的J「重′点的」に供給するため,戦時経済の過程 をつう

じて,独 占資本はますます集積 を大にして,加速度的

に発展 してい くのである。すなわち,戦時経済にあっ

ては,独 占資本は,資金・資材・労働力,そ して利潤

を国家により優先的に保障されているのである。そこ

では,政府 と独 占資本 とは表裏一体の関係をなすので

ある。

③  「一般国民の負担増大であるJ。

戦時経済においては,程度の差はあっても,イ ンフ

レーションの生起はむしろ必然的で,客観的条件の悪

いばあいは, これが破局的にまで進行する。

一一戦時経済の統制過程において,た とえば, 日本

製鉄株式会社法 (昭和 8年 ),石油業法 (昭和 9年 ),重

要産業統制法改正法,重要肥料業統制法, 自動車製造

事業法 (以上昭和11年 ),ア ルコール専売法などが立法さ

れたハ  これらの法律は,主 として,軍需に必要な基

礎的産業を政府の保護により急速に育成 し, これを外

国依存より脱却せ しめ,外国資本を制肘 し, さらにカ

ルテルの強化をはかろうとしたものである (140頁 )。

日中戦争へ突入したあと,経済統制上, もっとも重

点がおかれたのは,「生産力拡充Jと「物資の需給調整J

である (144頁 )。

昭和15年 には,軍需生産は過去のス トックを喰いつ

ぶ したうえ,生活必需物資,な いし生産手段の生産に

まで喰いこむ段階にまで到達 したのである。か くて経

済統制政策の課題は,軍需生産,生産手段生産,お よ

び一般消費資料生産の均衡の破壊をいかにして調整 し,

軍需生産の拡張維持に必要な生産設備・原料・労働力

を社会的総生産のどの部分をさいてつ くりだすかに存

したといえるのである (146頁 )。

米英 と戦争状態にはいってから,経済体制は完全な

戦時体制 (「国防国家J)の 再編成にむけられた (148

頁)。

一―戦時経済統制の制約条件(151152頁 )。 ①半封建

的な農村機構を基盤とする資本主義の成立。②非自主

的生成と国家権力とのむすびつき。③軍事的性格。①

商業資本的色彩。⑤重工業, とくに生産手段生産部門

の後進性。⑥技術の低位。⑦輸出雑品工業の担い手お

よび機械工業の下請としての広汎な中小企業の存在。

③半封建的な労働体制と劣悪な労働条件,低位な労働

生産力。⑨基幹的原料の海外依存。
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経済統制立法においては,東洋的な「権威Jと 「服

従Jの関係が強く残存し,立法者が合理的な立法をお

こない,こ れをうけるがわも自発的,積極的にしたが

い,協力するという近代社会的な傾向がきわめて稀薄

であった。また,政府や議会も非民主的に統制法規を

制定し,「民間Jは積極的にこれを批判することもなさ

ず,(も っとも言論の自由は与えられなかったが),「 法

網を潜る」という消極的方法をもってこれに対抗した

のである (153頁 )。

一―戦時経済統制の特質とはなにか〔結論〕(155159

頁)。

① それが一元的なものではなかったこと。要は,

〔政府・軍部〕みずから「総力戦Jを 口にしなが

ら, もっとも「非総力戦J的体制に固執したこと。

② それが非民主的,官僚的であったこと。統制の

方法・内容は,封建的,警察的であり,形式的,

無内容であったこと。

戦時統制は,官僚 (軍部もふくめて)の人民に

対する強制,禁止,取締を中心とした専制的なも

ので,国民の自発的「協力Jを期待しうるもので

はありえようはずがなかったのである。それは,

つねに巨大資本の利得と国民生活の窮乏を結果し

た点において非民主的だったのである。

③ それが「再生産Jを無視したこと。

④ それが独占資本,巨大資本の利益とむすびつい

ていたこと。巨大資本の制覇,中小資本の没落を

推進したこと。たとえば,「財閥J,「新興コンツェ

ルンJ,「統制会」システム,「工業会J体制など

は,産業界の独占,巨大資本のヘゲモニーを保障

するものであった。

⑤ それが国家資本主義的傾向の増大をもたらした

こと。

一―戦時経済統制のもたらしたもの(159160頁 )。 ①

産業構成の変化,②資本の集中,独 占・巨大資本の制

覇と中小資本の没落,③国家資本主義傾向の増大,④
インフレーションの生成とその激化,⑤国民生活の窮

乏,⑥全般的縮小再生産と軍需生産そのものの縮小。

〔3〕  「日本のファシズムー戦前・戦時の若千の間

題―」 (『思想』第341号 ,1952年 11月 )。

一一日本ファシズム史は,ほぼつぎの 3期にわけて

考えられる (9899頁 )。

〔第 1期〕……・第 1次世界大戦より昭和初頭まで

(19141929年・大正 3年 昭和4年 )。

〔第 2期〕……昭和恐慌・満州事変より2・ 26事件

まで (19301935年 。昭和510年 )。

〔第 3期〕……・2・ 26事件より日華事変,大平洋戦

争まで (19361945年・昭和1120年 )"。

注)本稿がとりあげる国弘の研究は,こ の第3期 に

集中している。

要するに, 日本のファシズムは, そのイデオロギー

においてとくに絶対主義的であったばか りでなく,そ
の「天皇制ファシズム」「軍部ファシズムJと よばれ

る,「上からJな しくずし的にしあげられた統治機構に

おいても絶対主義的性格が強 く,ナチス的な意味にお

ける近代的ファシズムの機構を完成 しえず,I日 ナチス

などに比すればきわめて脆弱なものであって, とうて

い長期の近代的大戦争の遂行にlllえ うるものでなかっ

た (106頁 )。

それゆえ,近代戦の遂行 =軍需生産の増強 という戦

争技術的な点 との関連で, 日華開戦以降,政府・軍部

の声明等においては,「高度国防国家J体制の整備,強
化がしきりにうたわれたのであった (108頁 )。

以上,安藤良雄の論稿 〔1〕 〔2〕 〔3〕 は,戦争中,

国弘員人が論 じていた「企業形態論J(→主にカルテル

論,経済団体論,統制会・営団論など)の現実的な経

済基盤を,戦後になってからだ力ヽ 客観的に分析 して

お り,そ の問題性を鮮明にしている◇

結果的に, もののみごとに敗戦する日本の「戦争の

時代」において,国弘は,当 時の経済統制政策を一生

けん命あと押しし,経営理論的にそれを合理化する学

問を展開していた。彼は, 自分の経営学→企業形態論 ,

経済体制論が,戦時期 日本の経済政策 。経済機構のい

かなる部分・実態のうえにのせ られていたかを,十分

に認識できていない。

国弘の戦時「企業形態論」は,戦争という非条理 ,

とくに当時における日本経済の不合理に対 して,大変

にものわか りのいい (?)学者の姿を浮きだたせてい

る。

当時,国 弘は,企業の目的が利潤追求ではなくなり,

全体経済における入用充足の持続的調和を達成すると

いう,ゴ ットル的経済思惟をひろうしていた。いうま

でもなく,こ の見解は当時の支配的思潮に依存するも

のである。いずれにせよ,そ の見解が,戦争中の経済

認識 としても誤 りであったことはたしかである。

彼がいっていた「上から」の「国家の統制Jと か,

企業の全体経済における職分協同体的・国民協同体的

な分肢化 とかなどは,ひ とまず,みな砂上の楼閣であ

ったのである。

国弘は,戦争時代の「新経済」の方向→計画経済・

統制経済の未来を「バラ色」に描いていた。 しかし,
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当時の現実は,ほ んとうは「灰色」から「黒色」に近

い事態をしめしていた。もちろん,そ の戦争の遂行に

必要だとさけばれていた,「生産力の増強J(軍需生産

の維持拡張)や「物資の需給調整Jな どは, とうてい

む りな状況にあった。

彼は,当 時の体制は「必然の発展」にあり,だから

また自由経済への復帰 も考えられないといい,こ れは

特筆すべ き変革→「転向」だともいっていた。

1945年 8月 15日 以後,国弘は, どのような発言をし

ているか。

(1)最初に,戦時中,国 弘が企業の目的は利潤追求

ではないといっていた点について批判 してお く。

当時も,企業の目的は利潤追求にあったことは歴然

たる事実である。彼が,そ れをねじまげる見解を提示

したのは大きな瑳欧であった。

戦後の著作『企業形態論』は,本稿冒頭で参照 した

ように,企業の目的が収益性 (営利性→利潤追求)で

あることを明言している。

この点から,国弘では,(i)戦時中の企業目的に関す

るまちがった見解 と, また (li)戦時→戦後にかけて

その企業目的に関する見解が豹変 したこととについて,

徹底的な批判が くわえられねばならない。

(2)つ ぎに,戦後の諸著作のなかで,国弘が戦時期

の諸問題をいかに回顧 してきたかを聞いてみよう。

①『協同組合』(政治教育協会,昭和22年 )。 一一大平洋

戦争下, 日本でおこなわれた方法においては,協同組

合は完全に解消さえした。そうして,従来の統制l経済

下にあっては,協同組合は完全に解消 したか,あ るい

は政府の経済統制の一機関に化 してしまった。それは

政府の政治 目的達成の手段 ともなった。「政治上の中

立」 というロッチデールの組合以来の原則が打破され,

大きく離脱 していった(132133頁 )。 以上は,昭和 6年

以降の傾向である (136頁 )。

②『企業計理の発達』 (日 本経済社,昭和23年 )。 一一

自由経済では,競争によって非能率的な企業は淘汰さ

れたが,統制資本主義では,経営比較によって淘汰さ

れる。不良企業または経営の整理,優秀企業への集中

生産などは,こ の経営比較によってはじめて可能 とな

る (163頁 )。

統制経済の強化は,一産業部門内における経営相互

間の自由競争を排除し,経営を官僚組織化し,経営の

能率を低下させ る傾向をもつ (163164頁 )。

③『協同組合概論』職 松堂書店,日研口29年 )。 一一 日

本の商工組合は,戦時中,変転 〔経済統制下での機関

化→国策の遂行に協力する組合〕をとげたが,こ のほ

か,(1)原料難などのため,小工業者の「集中生産」

(ま たは商業者間の共同配給)がおこなわれ;生産組

合的な組合の成立をみ,(五 )小工業者が多く下請工場

となって,大工業へ従属するようになり,企業系列の

確立がみられた。この (ii)の点は,小工業協同組合

史上,重要な意味をもつ (166167頁 )。

④『協合組合』 (三省堂,昭和31年 )。 一一今度の戦争

がはじまってから,飛行機や軍艦などをたくさんつ く

り, また国民の生活に必要な物資をつ くるため,戦争

をした国では, どの国でも徹底 した統制がおこなわれ

た。また戦争が終ってからでも,統市1の かたちと程度

は多少ちがってはいるが,多 くの国ではいぜん統制が

おこなわれている (186187頁 )。

⑤ 『全訂企業形態論』 (泉文堂,昭和46年 )。 一― 当

初,政府はカルテルに対 して放任の態度をとっていた

が,昭和 6年には,重要産業統制法を公布 して,カ ル

テルをつ うじて,「重要産業の統制」をおこなうように

なった。昭和12年後の戦時下では,政府は,配給統制 ,

生産増強など,経済統制を代行する機関 としてカルテ

ルを利用 してきた。カルテルは。,従来の私的性質を一

変 して,経済統制を代行する国家的機関となった。さ

らに昭和16年 ごろからは, カルテルはまった く解消さ

れ,統制会や統制会社 (シ ンディケー トの共販会社に

かわるもの)が設立された (164頁 )。

一一以上,実にたんたんとした語 り口である。国弘

の学問が,戦時期の企業形態や経済統制の問題に,い

かほどの理論的影響を与ええたかは,あ まり定かでな

いことがらであるにせよ,学問上の発言において,そ

れらの現実的問題に深い関与をおこなってきた学者の

口吻 としては,ず いぶん他人行儀の論調である。

当時の彼は,た しか,つ ぎのように考えていたはず

である。

其の結論 としては,市民社会的市場経済機構 より,

国民経済の国民協同体的統体秩序の形成へ,即ち,

国民経済の主体的運営機構の確立へ, と言ふ展開の

中に統制機構の発展の動向を見,又,国民協同体的

分肢体 としての地位に,企業形態確立の中核を把握

したのである (賞方正雄『統制機構と企業形態一戦時経

済立法の課題一』ダイヤモンド社,昭和19年,序 , 1

頁)。

戦争の時代,国弘は,企業の目的は利潤追求ではな

く,戦時体制下に必要な需給の円滑な調整や入用充足

の持続的調和の達成にあると主張 していた。この主張

じたい大きな誤 りであった事実は,たやす く指摘でき
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る点である。戦後の彼の発言に照 らせば,かつての自

分の立場は完全に易」扶されるべ きであったはずである。

だが,戦後における彼の,戦時中の学問上の出来事に

対する回顧的論述は,自 己批半1の視座 をまった くそな

えていないことを明白にしている。

このことは,べつに驚 くべ きことではない。すでに

筆者が言及 したように,国 弘の学問は, もともとその

程度の「問題意識 〔の稀薄な〕」水準 しか所有 していな

いのである。

とはいえ,よ り客観的にものごとをみようとするば

あい,戦時中,国 弘が当時の大勢に単純に加担する学

問しか展開できなかったことは,そ の後に大 きな科学

上のオ局根 をのこすはめになった。

戦争の時代に,全体主義・国家主義が要求する理不

尽に,一 も二もなく柔順にしたがい,盲 目的に誠実 と

熱意をもって特定の課題 を追究する姿は,そ れ じたい

としてはうるわしくみえなくもない。だが,社会科学

者 として, ごくあた りまえの「問題意識」「批判意識J

をもってすれば,そ の姿は,お おいに要検討であった

はずである。

このような「批判的なみかた」が国弘にそそがれる

であろうことが,か りに彼にとって予想できないもの

だとすれば,こ れは, まことにみじめな人間の姿がさ

らけだされていることになろう。

研究者・知識人としての社会科学者,経営学者の基

本的任務はなにか,あ らためて考えさせ られる戦時経

営理論者の姿の一例,そ れが国弘員人である。

筆者は,戦時経営学史の 1コ マをになった経営学者

国弘員人を,〔類型 II・ 1〕 「7肖 極追認協力型」に分類

する。国弘の戦時協力「経営学 〔企業形態論〕」は,そ
の協力的姿勢においては誠実味を感 じさせ,熱意さえ

あるように感 じさせる。 しかし,そ の姿勢 じたいが問

題である。社会科学者は戦争にいかに対面すべ きか。

この点で,国 弘の学的姿勢は大きく弛緩 している。そ

の理論感性は問題になる。

3.古川栄― 〔類型 II。 1〕

古川栄一は明治37年 〔1904年〕生まれ。大正15年神

戸高等商業学校本科第 2学年修了,昭和 4年東京商科

大学卒業。昭和 4年 山口高等商業学校講師,同 5年同

教授。昭和16年東京商科大学助教授,同 23年同教授 ,

同26年一橋大学商学部教授に配置換。昭和43年青山学

院大学教授,昭和48年亜細亜大学教授。

古川栄一の主著は,つ ぎのとお りである。

『予算統制論』森山書店,昭和 8年 〔増補版,昭和16

年。改訂版,昭 和27年。同増補版,昭 和36

年〕。

F経営比較論』同文館,昭和10年 〔増補版,昭和16

年。再言」増補版 (二省堂)昭和20年。改訂版 (同

文館)昭和24年〕。

『経営計理論 前・後篇』東洋出版社,昭和12年 〔新

版 (千倉書房)昭和24年〕。

『軍需品工場の会計監督制度』山海堂,昭和19年。

『アメリカ経営学』同文館,昭和23年 〔増補版,昭和

26年。新版 (経林書房)昭和34年〕。

『新経営者』森山書店,昭和23年 。

『経営学入門』実教出版,昭和24年 〔経林書房,昭和

37年。新版,昭和41年。改訂版,昭和47年〕。

『内部統制組織』森山書店,昭和26年 〔増補版,昭和

28年。全訂版, 昭和33年〕。

F財務管理組織』森山書店,昭和28年 。

『経営管理概論』同文館,昭和29年 〔新版 (経林書房)

昭千日35年〕。

『経営学通論』同文館,昭和31年 〔新版,昭和36年。

同増補版,昭和40年。同改訂版,昭和42年。三

訂版,昭和49年。 4訂版,昭和55年〕。

『財務管理』経林書房,昭和38年。

『安定成長の経営学』同友館,昭和47年。

古川栄一は,前項の国弘員人と同じく,増地庸治郎

の門下生である。増地経営学説は,骨を ドイツからと

り,肉 をアメリカに求めて, この地盤のうえに漸次,

研究をかさねてきた日本経営 〔経済〕学の一典型であ

る (増地庸治郎『商工経営論』日本評論社,昭和16年,11

頁)。 その増地学説の伝統は,古川によってもっともよ

く守られ,生 かされ発展させ られている(山 本安次郎『日

本経営学五十年』東洋経済新報社,昭和52年 ,178頁 ,注

4)。

古川による経営学研究の主要領域は,① ドイツ経営

経済学の基礎的研究にもとづ く経営計算制度研究 と,

②アメリカ経営学の本質把握研究→経営者学,管理学 ,

制度学 としての研究 とにわけられる。

もっとも,彼の研究においては,戦前 。戦時の研究

〔①〕 と戦後の研究 〔②〕 とは密接な関連をもち,②
のアメリカ経営学研究は, まさに ドイツ的視点からす

るアメリカ経営学の特質づ けであるといえる (古林喜

楽編『日本経営学史 第 2巻』千倉書房,昭 和52年 ,124

頁)。 古川自身は,そ のことを,「 ドイツ式アメリカ経営

学Jと よんでいる (「古川栄一教授退任記念号」『青山経営

論集』第8巻第 1・ 2合併号,1973年 9月 ,〔「座談会 :古川

栄一先生を囲んでJよ り古川の発言〕245頁 )。

したがって,古川の研究の特質 を,つ ぎのようにつ
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かむことは正確な理解 といえる。

アメリカ経営学を経営管理学 として受けとめ,そ

れによる ドイツ経営経済学の研究成果・問題領域の

包摂, ここに古川栄一教授の「経営経済学」構想が

あり,実際にもその後に展開される教授の経営学研

究の基調がある (仲 田正機『現代アメリカ管理論史』ミ

ネルヴァ書房,1985年 ,230頁 )。

「 ドイツ式アメリカ経営学Jと いう発想はいかにも

日本経営学「式Jである。筆者は, この発想 したいに

疑念をいだ く。

さて,筆者が関心をもつのは,戦時体制1期 における

日本経営学史の展開である。古川は,戦前・戦時→戦

後にかけて,な かでも戦争に対面 していたさい, どの

ように学問を営為 していたか。

はじめに,戦時体制期にかかわる諸論稿に聞いてみ

たい。

「利潤統制の課題J(『山口商学雑誌J第 11巻第5号 ,昭

和15年 10月 )。

一―戦時経済的課題は, いかにして,物資生産 =生

産力の拡充 と貨幣所得 =悪性インフレ化の防止との矛

盾を,で きるだけ表面化することなしに,戦争 目的の

遂行を支障なからしめるかにある。これなくしては,

今日の戦争においては勝利を期待 しえないから,い か

なる障害 と困難 とをしのいでも,必要な軍需資材の確

保をはからねばならない (2頁 )。

しかるに,戦時経済的課題の完全な解決は, もはや

今 日の経済組織においては,な んらかの革新なくして

は期待できない。その課題は,資本主義的生産 とはむ

しろ反対に,貨幣所得をできるだけ抑制 しつつ,生産

力の増大を企図しなければならない。なんらかの革新

を必要 とするゆえんである。これの完全な解決方法の

ひとつは,資本主義的生産 と全然,対立的な社会主義

的生産方法の採用である。 しかしながら,こ れは経済

の革命であり,従来の経済組織を根底よりくつがえす

ことになる。これによって,は たして問題が解決され

るか否かは,は なはだ疑間である。

戦時経済を混舌L状態におちいらせることなしに, し

かも経済革新を断行 してその矛盾を克服 し,戦時経済

の運用を円滑にすることに主眼が存する。戦時経済政

策の要′点は実にここにあり,実践的にきわめて困難な

ゆえんである (3頁 )。

利潤追求は資本主義経済の原動力であり,従来の

経済の活発なる運行 と膨脹はこれによって期イ寺せ ら

れてゐた。併 しながら戦時経済的矛盾の調整のため

には, この資本主義経済の基本的部分にまで遡らね

ばならぬ。利潤統制を以って戦時経済的対策が行 き

つ く所まで行ったと見る者があり,或ひはこれを以

って経済革新 と断ずるのも,要するに今 日の戦時経

済が従来の資本経済を根底 してゐるからである。従

って利潤問題の検討は,今 日の戦時経済に於ける根

本的問題であり,そ れゆゑに亦これの対策の適否は

戦時経済の運営に関して極めて重要なる関係を有す

る (5頁 )。

戦時経済においては,利潤 を抑制 させ るべ き社会

的 。経済的理由が存する。そこでの犠牲的産業 と殷賑

的産業 との跛行状態が生 じるということは,利潤問題

が とりあげられ, これに適度の制限をくわえなければ

ならない社会的理由の存在をしめしている (6頁 )。

陸軍の実施 しようとする利潤統制は,実践的理由,

すなわち軍需品の騰貴→軍事予算の増大→物価高騰の

悪循環 を抑制することにある (9頁 )。 また利潤統制

は,生産力拡充に障害をきたさない程度において,そ

の実施が可能 とされねばならない。「角を矯めて牛を殺

した」結果 となっては,戦時経済的政策 としての利潤

統制はむしろ失敗である (10頁 )。

古川は,つづいて「利潤統制の進展」 (同稿 2),「陸

軍利潤統制の特質」 (同稿 3)を 論 じ,最後の「利潤統

制の課題J(同稿 4)では,こ う述べる。

今後必要なることは単に企業が個体的に組織化 し,

合理化されるだけでなく,更に企業が相互に組織化

し,協力化 して国家全体 としての生産力拡充を目指

すことでなければならぬ (3435頁 )。

それでこそ,戦時経済にもっとも望ましい生産力拡

充になり,真の意味の利潤統制の効果が現われること

になる。これはいうまでもなく,営利主義,個人主義

より能率主義,全体主義への企業精神の一大転換によ

らねばならない。つまり,営利主義精神の改造 と,技

術的物的基礎 としての生産方法の改善による国家全体

の生産力拡充こそは,利潤統制に課せ られた戦時経済

的重要問題である (35頁 )。

「利潤統制 と経営比較J(『会計』第47巻 第 4号,昭和15

年10月 )。

一一本稿は,前稿「利潤統制の課題」の末尾で参照

を求められていたものである。まず「利潤統制の課題」

(同稿 1),「 企業者精神の切替」 (同稿 2)が論 じられ

る。つぎの「経営比較による生産力拡充J(同稿 3)で

は, こう主張する。

戦時経済下に於いて各企業が全体経済の肢体 と化

し,従来の企業者精神の改造によって全体的生産増
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大に協力すること なヽれば,個々の経験 と技術の公

開を前提 とする経営比較の方法は,有効なる生産能

率の増進手段 として実施可能 となる。……このため

には各企業相互間に於いて数字的比較資料の公開ま

たは交換を要 し,特に原価計算資料の公開を必要 と

する (11頁 )。

利潤統制が生産力拡充を要求するかぎり,経営比較

の実施 を可能にするための計算方法の統一はぜひとも

必要である。経営比較は,企業者の協同的精神に立脚

する一種の合理化方法であり,企業相互間の比較資料

を必要 とするゆえに,個々の企業の立場 よりは,統制

経済の全体的立場よりするほうが,む しろその実施が

容易であり,かつ有効である (12頁 )。

(生産力測定基礎 としての標準型比較〉 (同 稿 4の タ

イトル)は ,利潤統制 をおこないつつ,し かも生産力拡

充を実現するために必要である (20頁 )。

「統制経済と予算統制 (上)(下 )J(『 山口商学雑誌』第

12巻第1号・第 3号,昭和16年 2月 ・ 6月 )。

一一 自由経済 と過剰生産 との産物であった予算統制

は,今 日の国家的立場よりする統制経済, とくに過大

消費の戦時統制経済の時代においては,そ の意義 と任

務 とについて,た しかに再吟味 を要する (上,2頁 )。

今 日の統制経済に適応する予算統制の新任務が考究さ

れねばならない (上 , 3頁 )。

そのばあい,予算統制によって期待される正当な収

益性に対する努力 と,経済的自由主義の私益的利潤努

力とを同一視すべ きではない。けだし,経営処理の最

終 目標 とするところは経済性の高揚,正当な収益性の

達成および流動性の確保であり,かかる経営経済の健

全な発展は国家的要請にも合致するにいたるべ きであ

る (上 , 5頁 )。

今 日の戦時統制経済は益々経営経済者の創意 と責

任 とによって生産力拡充を企図せねばならず, これ

がために経営経済に於いてはその本来の計画性,組
織性を愈々強化 して,国家的要求に合致するや う極

度にその生産能力を発揮せねばならぬ (上, 6頁 。傍

点は筆者)。

予算統制の本来的任務は……経営統制 といふこと

であり,経営経済が計画経済たるの性質を有する限

りは, これは自由経済に於けると国家的統制経済に

於けるとを問はず,経営的生産に対 しては常に必要

なる任務である (上, 7頁 。傍には筆者)。

つまり,利潤増大のための予算の市場指向的性格か

ら,戦時生産増大のための経営内向的性格に転換が要

請される。これは,従来の販売予算中′らヽの予算編成か

ら,製造予算中心へ とその編成方法が推移すべ きであ

る (下 , 4243頁 )。

陸軍当局は,昭和16年 4月 末 日に「陸軍軍需品工場

予算統制要綱草案」を発表 した。そこに展開された予

算統制の内容なり,予算形態なりが,わ れわれ〔古川〕

が本論に企図した論述の方向にきわめて近い性質のも

のである。それは,今後の日本戦時経済における予算

統制の重要性を雄弁に物語る (下 ,43頁。カギカッコ内

補足は筆者)。

予算統制は日本戦時経済の遂行にとって,単なる

学者の理論的問題の域から脱 して今や生産力拡充の

ための実践的問題 と考へ られ́るに至った。……予算

統制は経営経済の個々別的な私的手段たることから

進展 して,国 民経済の計画化 とその実現にとっての

有力なる公的手段に化 したと考へられねばならぬ。

吾々は予算統制の方法を結局物動計画の具体的技術

的基礎 として意義づけるべ きであると考へてゐる。

多大の興味をもってその将来の発展を見守ることゝ

したい (下 ,44頁 。傍点は筆者)。

筆者は,戦時中の古川のそうした学問的発言を,そ
の後の理論的展開に関連させて, よくみまもるつ もり

である。古川が,自 己の研究課題 を,「学者の理論的問

題Jの域から脱せ しめて,生産力拡充のため「実践的

問題Jと 考えるにいたった点,い いかえれば,戦時期

の物動計画→「戦争のための予算統制J論に飛躍させ

た点を, しかと■、まえておきたい。

「軍需品工場予算統制に就いてJ(『会計』第48巻 第 6

号,昭和16年 6月 )。

一一本稿は,前稿「統制経済と予算統制J〔 (下 )〕 の

末尾で参照を求められていたものである。この論稿は,

戦時経済下における予算統制の重要性を一般にしめし

た,「陸軍軍需品工場予算統制l要綱草案」をとりあげ,

その特徴点を指摘 し,かつそれに対する若干の批判を

試みている (4頁 , 5頁 )。

国民経済の調和的発展のためには,単に各個別の

経営経済の自治的立場よりするところの市場安定策

のみでは不充分であり,国 民経済の全体的立場より

する国家的統制に進展を見るはけだし必然である。

特に戦時経済に入ってからは高度国防国家の建設と

いふ高き目標が掲げられて,一層国家的要求が全面

化するに至ったから,益々従来の経営経済の個別的

立場よりする諸方策は揚棄せ らるべ き運命 となった。

従って末期資本主義の時代に於いて,経営経済の自

己防衛手段 として生成発展を見たる予算統制 も亦 ,
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「                   ~

か ゝる戦時統制経済の進展につれて,そ の性格 と存

在理由が当然に吟味されねばならぬ。……その存在

性は最早全 く消滅 し去ったと一応考へられないでは

ない。……予算統制の生成当時とは丁度正反対の経

済事情に直面 してゐるからである。従来の自由主義

に対する国家的統制経済の進展 と,更に過大消費の

戦時経済 といふ全 く新なる経済事情を背景 として,

今や予算統制は何処へ行 くべ きであるか。

併しながらこれによって経営経済者の創意 と責任

とを決 して全然不必要ならしめたのではない。むし

ろ反って国民経済の計画化に適応すべ き経営経済の

計画性を強度に要求 し,経営経済者の創意 と責任 と

によるところの生産力拡充に期待する所が益々大 と

なった。従って吾々は経営経済をして本来の計画性 ,

組織性を念々強化 して国家的要求に合致せ しめるた

めには,予算統制こそはTpFめ て有効なる手段 と考ヘ

て来た。た ,ゞ経済事情の推移 と共に予算統制は従

来の市場指向的の性格から経営内向的の性格に変化

し,且つ利潤増大の獲得手段たることから,経済性

増進の用具たることを明確化せねばならない。……・

従来の販売予算中心の方法から,製造予算中心へ と

その重′点の移行を来すこと 考ヽへてゐた。併 しなが

ら経済統制の手段 としての予算制度の重要性は, こ

れによって竜 も弱められたわけではない (2-4頁。

傍′点は筆者)。

古川は,予算統制は利潤増大の獲得手段ではなく,

経済性増進の用具に変化 したと認識する結果, さらに

こう主張する。

予算統制の最終の目標が個々の経営経済の立場よ

りする生産性の増進 と生産原価の低下であるとすれ

ば, これは国民経営の全体的立場よりする同一日標

の経営比較 とは共通の道を歩むものと見得 られる。

予算統制は経営比較にまで展開されることによっ

て,応国民経済の綜合的計画性の実現に対する基礎

としての経営計画性の意味が完成される。

一国の物動計画の完遂のためには,先づ各経営経

済に於 ける強度の経営計画の樹立が必要 となった

(30頁 )。

このように,古川の「戦時予算統制」論の立論は,

「戦争のための予算統制」観を当然の前提にしていた。

その論理は,予算統制→経営比較→経営計画 (性)→
物動計画 という道す じをたどる。

大東亜戦争・太平洋戦争に突入 した年以後,古川は,

以下のような諸論稿を書いている。

「経営比較論J(増地庸治郎編『統制経済下に於ける経

営学』巌松堂書店,昭和16年 2月 )。

「製造予算 と原価計算J(『原価計算J第 2巻第3号 ,昭

和17年 3月 )。

「月次損益計算 と原価計算」 (『 原価計算』第 2巻第 6

号,昭和17年 6月 )。

「統制経済と経営価値」 (『 |・・営経済の諸問題J科学主義

工業社,昭和17年 10月 )。

一―統制経済下においては,市場価格にかわって,

経営価値 (→経営生産の過程に生成されるもの)こ そ

は,経済的意味における価格構成の根源力であり,経

営生産過程が単なる技術的過程たることから, これが

直接的に経済へ連続する通路 となった (179頁 )。

「軍需工業のTIt営 指導」 (増地編『生産力拡充と経営合

理化』日本評論社,昭和18年 1月 )。

「生産拡充 と原価計算」 (『 原価計算』第 3巻第 4号,昭

和18年 4月 )。

一一大東亜戦争は実に彪大な消耗戦であり,敵米英

を撃減するためには,軍需物資の量的生産拡充こそが ,

現下における最大の国家的要請である (10頁 )。

「生産性 と経済性J(『 統制経済』第18巻第1号 ,昭和19

年 1月 )。

一―苛烈な戦局の進展につれて,軍需生産の拡充が

なによりも必要 となった。戦力増強はいまや経営にお

ける生産活動の最高の課題 となっている。

従来の利潤獲得のための経営活動の理念は,生産第

一主義に転換を要すべ きことは,戦争経済下の当然の

要請であろう。すなわち,収益′生にかわって生産性 と

いうことが,経営活動の指導目標 としてかかげられる。

ここでは経済の任務は,利潤追求の個別的欲求より,

国民経済の全体的需要をみたすべ き生産給付の実現に

移行する。戦争経済下においては,実に国家 目的の達

成を可能にするために,経営経済の分担すべ き任務の

遂行が前面化されねばならない (17頁 )。

今 日,い わゆる企業の国家性が問題 とされるのは,

企業のおこなう具体的生産活動が,そ れ自身,実に国

民経済の活動内容 を構成し,国 民的全体需要 と厚生 と

いう経済目的に直接的の関連を有するにいたっている

からである。価格による経営活動の刺激のかわりに,

正 しき計算にもとづ くところの活動規正 と, これをつ

うじての国民経済の生産要求への経営経済の協力が実

現されねばならない (18頁 )。

国民経済の分肢 として,そ れの生産給付を担任すべ

き経営経済は,経済性 (経営給付と経営費用とのふたつの

側面から,かつそれぞれの価値と数量との比較方法によっ

て測定されるもの)を前提 としたばあいの生産性こそが
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合 目的となる。このような生産性の完全に発揮 しうる

ような国民経済機構の成立が望ましい (23頁 )。

「計画価格論の展開」 (『一橋論叢』第13巻第 1号 ,昭和

19年 1月 )。

一一本稿は,最高の生産力維持の観点から,個別的

経営経済を,全体的国民経済に結合させるところの
,

技術的具体的役割を検討する (81頁 )。

「経営監査の体系」 (『 原価計算』第4巻第3号 ,昭和19

年 3月 )。

一―原価計算制度 も,い まや戦力増強に対する綜合

技術の一環 として,軍需生産の拡充のために,い ちだ

んとその活用が期待されるにいたった。いまや,文字

どお り官民協力のもとに,銃後一億の力は戦力増強の

ための軍需生産の画期的拡充にむかって邁進すべ きで

ある (9頁 )。

「管理工場論」 (増 地編『企業形態の研究』日本評論

社,昭和19年 6月 )。

一―管理工場における官 と民 とは,従来の「利益共

同体関係」に対 し, これは「有機的協同体関係Jを構

成するものであるといわれている (248頁 )。

現実においては,必ずしも理論どお りに生産拡充の

推進 とならないところに,な お深 くつっこんで研究さ

れるべ き問題がひそんでいる (264頁 )。

「管理工場の運営」 (東京商科大学経済指導者研究室編

『経済戦略と経済参謀』ダイヤモンド社,昭和19年 10月 )。

一一国家総動員法第13条 にもとづ く,「工場事業場管

理令Jの発動による軍需品工場の国家管理,つ まり「管

理工場Jと よばれるものが,軍需品工場の動員形態 と

して主要な役害」を演 じている (77頁 )。

本稿の目次はこうである。

第 1章 軍需品工場の動員機構

1戦時工業動員

2管理工場の本質及び監督制度

3満州国及び支那占領地の工業動員機構

4管理形態の吟味

第 2章 管理工場の運営問題

1管理工場運営上の問題′点

2資本 と従業員に対する分配

3生産責任の問題

4経営管理の強化

5監督制度の運営

「軍需工業経営比較J(増 地編『戦時経営学』巌松堂書

店,昭和20年 2月 )。

古川は,昭和19年 9月 に『軍需品工場の会計監督制

度』 (山 海堂)を 公刊 している。本書は,彼が軍隊を主

計将校 〔大尉で召集解除〕 としてすごした経験を生か

し,公表 したものである。同書は,「原価計算をして,

適正利益 を加 えたその計算の機構 を述べた ものであ

っJた 。「軍隊で実際に工場を見たことがたいへん役立

ってお ります」(「座談会 :古川栄一先生を囲んで」〔古川の

発言より〕245頁 )。

一一要は,古川が戦時期に経営学者 として活躍 して

きた軌跡は,『経営比較論』 (昭和10年 9月 )の「序Jに

書かれた文章に,すでにその予兆が表白されている。

現今における統制経済の進展は,各方面において

産業団体の結成を著 しく助長 し,従って協同化によ

る比較可能の実践的地盤は次第に築かれつ ヽあるも

のと見ることが出来る。今 日経営比較は,な ほ学者

の理論的研究の範囲を多く脱 し得ないものであるけ

れども,そ れの実践は我が国においても近 き将来に

期待せ られるであらう (序 , 3頁 )。

経営比較は,〔 第 1次〕世界大戦後における経営合理

化のための一方法に属 し, とくにそれの実践の可能性

は,経営経済者の協同的思想に依存する。 もしも,経

営経済の相互間において,比較資料の公開または交換

がおこなわれなければ,経営比較の実践はついに不可

育旨となる (序 , 3頁 )。

さて,そ の後における戦時統制経済体制の深化は,

古川の考える「経営比較」論を,た しかに体現させる

かのように進展 していったのである。当時の発言はそ

のことを裏づけている。実際,古川は,戦争経済の遂

行に実践的に役立ちうる,い わば「戦時経営比較論J

〔これは,戦時予算統制論→戦時経営比較論→戦時経営計

画 (性 )→物動計画という道すじでいわれていたもの〕の究

明に努力していた。

なにゆえ,古川は経営学者 (会計学者)と して,あ
の戦争の時代にすなおに協力してい く学問を推進 して

きたのか。この問いに答えることはやさしい。

古川は,恩師増地庸治郎の経営学説をよく継承 して

いる。

古川は,経営学が研究する経営経済の基本的特質を,

つぎのように要約する。①個体経済である,②生産経

済を実体とする,③経済性の発揮を目標とする (F新版

経営学通論 (増補版)』 昭和40年 ,13頁 )。

この見解は増地説そのものの引きうつしである。

増地説の学問的特質である「官許的教科書的性格J

は,古川にも如実にうけつがれている。あの戦争の時

代が要求する理念に,正直にかつまた真摯に同調して

いた経営学者,そ れが古川栄一だったのである。
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古川は,資本主義的経営=企業の営利追求活動をま

ったく無視するわけではないが,結局,そ れを後景に

押 しや り,その本質的特性をとらえそこなっている。

彼は,戦争の時代に,そ のもとにある企業経営に対

して,経営学者の立場→「指導的な立場」に立ち,既

述のように軍隊で実際に工場をみたことが, 自分の学

問に役立ったといっている。 しかし, この発言は要注

意であるも彼がほんとうに「経営の実際」を観察でき

ていたかについては,お おいに疑間の余地がのこされ

ている。これは,経営学の指導概念に「経済性」目標

をすえる学者のありかたにかかわる問題である。

当時において,軍需産業部門が時局の恩恵に浴する

ことは社会常識を裏書 きするものであり,こ の収益力

の増進にともなって配当率 も増 している。これは,軍

需産業があいついで,つ ぎからつぎへ と増配 している

ことを的確に物語っている(長 谷川安兵衛「戦時利潤統制

問題」〔日本学術振興会編『物価問題の応急対策』日本評論

社,昭和14年 8月 〕178頁 )。

当時のそうした経済・経営情勢を,主計将校であり,

経営学者であった古川栄―が,「 原価計算をして,適正

利益を加えた計算の機構J確立の方向に,い かほど変

換 しえたかと問われるとき,そ の努力は,戦争協カヘ

の理念的効果のほどはさておき, きわめて微弱なもの

に終ったことを認めないわけにはいかない。

たとえば,戦時に三菱財閥があげた利益の実態はど

うであったか。

昭和19年 は12年 の 3倍強であり, しかも15年 の特

別事情を除けば,年々確実に純利益規模は増加 し続

け, 日中戦争期の増加ぶ りに比 し,大平洋戦争期の

それがいちじるしい (麻島昭―「戦時体制期の三菱財閥

一収支構造を中心として一」『専修経営学論集』第39号 ,

昭和60年 2月 ,92頁 )。

先段に引用した長谷川安兵衛の指摘は, 日中戦争開

始後に関するものであり,次段の麻島昭―の指摘は,

くわえて太平洋戦争末期に関するものである。いずれ

も,古川の戦時経営・会計学論の「砂上の楼閣J性 を

あらわにさせ,戦時「経営比較」論が彼 1人 だけの「片

想い」であったことを暴露している。

当時の実態において,「利潤統制」(予算統制,経営比

較)を 実現させて 〔「角を矯めて」〕,生産力拡充・戦力増

強を敢行すること 〔「牛は殺さないこと」〕は, どだいむ

りであった。むしろ,「牛は殺 して」「角 (利潤統制なら

ぬ利潤)だけのこった」 といった感がある。

「経済性」概念を経営学 という学問の指導理念とす

る古川の学説が,戦争の時代にもっとも歓迎されるべ

き立場になりえたことは,そ れが現実を直視するため

の理論視角をもちあわせていないことを意味 していた。

方法論上の制約は,現実をみる目をくもらせる。彼の

学問上の努力とはべつに,現実はあらぬ方向 (?)に
つきすすんでいったのである。 しかし,現実はひとつ

しかない。これを適切に捕捉できない学問は,そ の有

効性において限界をもつことはいうまでもない。

一―敗戦後,古川はいう。

敗戦後の日本において,現在われわれの直面する

問題の焦点はいうまでもなく経済の再建である。し

かもまずそれは個々の企業の再建の上に打ち立てら

れねばならないのである。

もちろん企業再建のためには, この経理面よりす

るところの企業の健全化が極めて重要なる基礎的工

作 とならねばならないであろう。

そうして, この……基礎工事にとって, まず要請

される一つの重要な問題が「経営合理化」 というこ

とであり, さらにもう一つは「経営民主化」の問題

にほかならないであろう。

換言すれば民主々義の枠内における経営合理化 と

して実施されねばならないのである (「経営の合理化

と原価計算」『産業経理』第 7巻第 8号,昭和22年 10月 ,

21頁 )。

戦争中,古川がいっていたことに,た とえば「戦争

経済の進展 と共に益々経営合理化の要求 されるJ(「管

理工場論」〔増地編『企業形態の研究』〕261頁 )と いうもの

がある。

簡単にいえば,戦争の時代でも平和になった時代で

も, 自分のいう「経営合理化」→たとえば「予算統制

論」→経営・会計学の有用性は,かわるところなく発

揮されると意識 (?)し ている。おかしなことである。

なぜ,戦時期には,戦争あるいは全体・国家の立場に

奉仕する方途で, 自分の学問を展開してきたのか。な

ぜ,そ れが,戦後期には,民主主義の立場に奉仕する

方途に変更できたのか。

同じ「経営合理化」であっても,そ れが奉仕すべ き

経済体制の理念・規範がまった く相反するものになれ

ば,そ の「経営合理化」は内部分裂をきたすはずであ

る 〔もっとも「経営合理化」が百パーセン ト体制無関

連的な問題だと想定できれば, この論難はわずかばか

り弱められるかもしれない〕。このことは,そ の「経営

合理化」を提唱する学者自身における思想的・精神的

矛盾をも意味する。古川がそれに気づかないとすれば,

ことは深刻である。
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つぎに引用する文章は,古川の社会科学者 としての

身勝手さを表わすものである。戦時期に主張していた

こととは好対照の内容である。

わが国においては,ア メリカ式予算統制の方法は,

すでに大正の終 りから昭和の初めにかけて,学者に

よって紹介された。 しかし,そ れがわが産業界の関

′とヽをひき,かつ広 く実践されるようになったのは,

進歩的企業を除いては第二次世界大戦中であったと

いうことができる。それは昭和16年 に軍需生産力を

増強するために,「軍需品工場予算統制要綱Jが陸軍

当局によって制定され,わ が軍需品工場にその実施

を要求されたからである。

しか し予算統制は,戦時統制経済を背景 としてよ

りも,む しろ戦後の自由経済において,そ の不況の

切抜策 として発達 してきたものである。それは決 し

て国家からの天下 り方式ではない。企業自体の自主

的立場よりする経営管理の近代的方法である。それ

は企業における科学的管理の 一展開であり,市場の

需要 と企業の供給 との調整を課題 として発達 したも

のである。すなわち第 1次大戦後に,予算統制がア

メリカ産業界に登場 してきたのは,大戦中における

好景気の後を承けて,む しろ1920年頃からは需要の

減退による過乗1生産のために,各企業がいちじるし

い滞貨に1歯 まされるにいたったからである (『 予算統

制論 (増補版)』 昭和36年 , 2頁 )。

おかしい。戦争中の彼の見解では,以上の引用 〔後

半〕の内容は否定的に説明され,あ の戦争 との幸福な

契 りを「予算統制J論 。「経営比較J論がむすぶにいた

ったこと 〔それが本来的任務になること〕を力説 して

いたはずである。つまり,予算統制が「自由経済にお

ける不況切抜策→企業 自体の自主的立場よりする経営

管理の近代的方法であるJこ とにはあまりふれず,「国

家からの天下 り方式Jで あることを一方的に強調 して

いたはずである。それなのに,戦争が終 り,再び平和

な時代→ 自由経済の時代になると,かつての主張 =「予

算統制の国家性Jに は目をつぶ り, もとの説明=「予

算統制の近代的方法性Jに舞いもどる。

こうした前後にくいちがう「予算統制 (論 )」 の説明

は,そ の後,古川自身によって一言も弁明される点が

ない。はっきりいって,戦時から戦後にかける古川の

言説は理論的に一貫性がなく,経営思想としても節操

を欠 くものである。

戦時期の理論展開に関連 して生 じて くる古川の基本

的問題性は,そ もそも,つ ぎのような学説の特質に起

因する。

古川氏の経営学は収益性より経済性に,そ の学と

しての原理 を求めている。これは ドイツ経営経済学

の系譜,例えばニクリッシュ学派の理論に習うもの

であることは明らかである (小野寺孝一『経営学 :方

法論考』白桃書房,昭和59年 , 5頁 )。

ニックリッシュ→増地→古川の系譜関係からみて,

上述の文章はごくあたりまえの指摘にすぎない。 とは

いえ,わ れわれが戦時→戦後に活躍してきた,古川栄

一 という経営学者を経営思想史的に分析するとき, こ

の′点はみのがしてはならない要件になる。「規範学説J

が「経済性J概念を経営学上の指導理念にすえるのは,

大きな過ちである。このことは,戦争 という不幸な時

期に際会し, きわだって明メDか にされている。

筆者は,戦時体制期に生 きた経営学者古川栄一を,

〔類型 H・ 1〕 「消極追認協力型Jに腑わけしておきた

い。彼は,か なり〔類型 I〕 「積極協力型」に接近 して

いる人物 ともいえそうだが,当 時の学界における彼の

位置や環境 も配慮 して,類型H・ 1に 分類 してみたい。

敗戦後も,古川は学界に居住 しながら,実践面 (実

業界)に対 して多大な理論的貢献をはたしている。そ

れにもかかわらず,経営学の指導理念は「経済性Jで
あるという 〔まちがった〕認識をあらためられなかっ

たことは,奇異の感をぬ ぐいきれない。このことは,

規範学説のi基 妄にとらわれた経営学者が必然的に形成

せ ざるをえない盲′点の存在を示唆 している。

皮肉っぱ くいわせてもるう。経済性を学問理念とす

る経営学者が,営利性 〔収益性・利益性〕を現実に追

求 している実践家 (資本家,経営者)た ちに理論指導

をするという図は, まさにカリカチュアである。経営

理論家が経営専門家に対 して,企業の目的は本質的に

「経済性Jの発揮にあるなどといったら,彼 ら (経営

者たち)は 内′し、で学者をあざけり笑 うであろう。

古川は『経営計理論 (前篇 )』 (東 洋出版社,昭和12年

10月 )で述べていた。

経営計理の主要任務は,経営生活の計算的表示 と

共に, この計算的数字資料を通 して,経営活動の管

理統制に対 して積極的援助をなすことでなければな

らぬ

`序

, 2頁 )。

この理解からすれば,社会科学の研究に必要な社会

的・経済的背景の関連は視野のなかにはいってこない。

体制や階級,民族や風土,イ デォロギーや思想,歴史

や哲学などに関する問題意識が,は じめからない。戦

時期における古川の学問展開は,そ のために生 じる欠

陥をみごとに露呈させたのである。
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戦後期においても,古川は実業界に対 しては有士た

りえている。

〔昭和〕26年から31年 に至る 5年間に,〔通産省産

業合理化審議会管理部会〕が公表 した「企業におけ

る内部統制の大綱〕 (〔昭和〕26年),「 内部統制の実

施に関する手続要領J(〔昭和〕28年 )お よび「経営

方針遂行のための利益計画」 (〔昭和〕31年)の連続

答申は,わ が国企業の管理実践に対 して多くの有益

な示唆を与えたことはいうまでもない。古川先生は,

これらの答申の作成過程で委員あるいは委員長 とし

て積極的に参加 され,そ の答申の解説をかねて一般

への普及を企図されたのが,『 内部統制組織』(〔昭和〕

26年)な らびに 勝」益計画のたて方』 (〔昭和〕31年 )

である (柴 川林也「古川栄一先生と経営学」『青山経営論

集』第8巻第 1・ 2合併号,1973年 9月 ,231頁。カギカ

ッコ内補足は筆者)。

実業界 〔収益性・利益性追求を当然視する世界〕に

対 して,経営学者 〔経済性を学問理念とする理論家〕

が,従順な召使いになってしまうことは不可避である。

このことは,戦時と戦後 とを問わずいえる点である。

~言復習してみよう。戦時期,古川はこういってい

た。企業は,戦争 という国家的要請→国家全体 として

の生産力拡充・戦力増強→高度国防国家の建設のため

に,営利主義・個人主義を能率主義・全体主義に一大

転換させ,利潤増大の追求獲得をやめて,生産増強の

ための経済性増進 (生産第 1主義)の用具たる存在に

かわらねばならない。

経営比較論の見地でいえば,そ の前提の方法 として,

個々の企業の経験 と技術の公開や,企業相互間の数字

比較をなし, とくに原価計算資料を公表して,有効な

る生産能率 (軍需生産)の増進をはかるべ きである。

戦時期に「一大転換Jを体験した経済・経営体制は,

そのときに「利益共同体関係」から「有機的共同体関

係」に変化した 〔といっている者がいる〕。

以上は,古川自身が多大な関心をもって,その後を

みまもるともいっていた戦争中の「主張」である。

ところが,敗戦後,戦時中の実態がどうあったかは

ひとまずおき,再び事態は逆転していたはずであるか

ら,古川のことばを忠実に守るならば,「 その後」の推

移に当然ふれるところがあってよいはずである。古川

はこれを実行していない。

また,古川は,戦時中は販売予算中心から製造予算

中心に,「予算統制」の重点が移動したといっていた

が,敗戦後, これも逆転し, もとどおりになっていた

はずである。彼はこれにもほとんどふれていない。

要は,古川の主張は,戦時中に一度まちがいなく「一

大転換」をなし,敗戦後,再び「一大転換」をとげて

いる。前者については多くの発言や解説があるが,後

者については多くを語らず,秘密裡に「転換」させえ

たかのように,いつのまにか自分の基本的立場を変質

させている。奇々怪々である。都合の悪いところは口

をつ ぐんでなにもいわない。

筆者は問いたい。戦争の時代の「一大転換」に関す

る「その後Jの 弁明は必要ではないのか。敗戦後の「―

大転換」は,な にゆえ無言のうちになされねばならな

かったのか。聞きたいことがたくさんのこる。

古川は1985年 4月 30日 に他界した。彼はクリスチャ

ンであった。筆者はこの事実を耳にし, さらに疑間を

いだいた。それは「学問と宗教 との問題」である。話

は戦争の時代にさかのぼることになる。このことは,

戦前・戦時期に彼がすでにクリスチャンであったか否

かを問わず,考えてみたい問題である。

4. む す び

一虚妄の権威一

本稿が検討 した戦時経営理論の対象である 2人,国

弘員人と古川栄一は, ともに 〔類型Ⅱ・1〕 「消極追認

協力型Jに分類されている。この「消極追認協力型J

は,あ の戦争の時代,学究が国家・全体主義に対 して

どのような対応姿勢をとったかに関する「類型」のひ

とつである。

拙著『日本経営思想史』(1983年 ),『経営思想史序説』

(1985年 )お よび本稿が解明してきた「戦時期経営学

説・理論Jの分析結果は,以下のようになる。

〔類型 I〕 「積極協力型」→ 8名

〔類型Ⅱ・ 1〕 「消極追認協力型J→ 13名

〔類型H・ 2〕 「消極回避協力型J→ 3名

〔類型Ⅲ〕「消極非協力型J→ 2名

〔類型IV〕 「積極非協力型J→ 1名

一一総計27名 ――

〔類型 II・ 1〕 「消極追認協力型」は,な かでもいち

ばん多い類型である。

学問・科学への抑圧,暴虐がまか りとおっていたあ

の戦争の時代に,「消極追認協力型Jの社会科学者=経

営学者は,「 軍部のファッショ政治と戦争遂行を好 まな

いけれども, 日本が戦争に敗れて滅亡 しては大変だか

ら,やむをえず協力する人々Jであった。

それは,い うなれば,か よわ くも「青 白き」インテ

リの対応である。それゆえ,彼 らの「協力」姿勢 じた

いはあまりせめられないものである。しかし,そ れに

しても,そ の後,彼らが戦時中の学問的言動を, まっ
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たくといっていいほど,再吟味できていないというこ

とは, まことに驚 くべ き事象である。

国弘や古川のばあい,た しかにいえることは,彼 ら

が「戦争Jと いう大河に流されながらも,そ の大流の

まえなかを,「経営学」という小舟にのって一生けん命

下ろうとしていた事実があることである。イ皮らは, 舟

の「ltJを とり「櫓」をこぐことに頭がいっぱいで,

舟が浮いている河の流れ全体をみきわめる余裕をもち

あわせていなかった。

とりあえず当時はそれはそれでよい。 しかし,の ち

に彼らが流れついた大海のほうからその大河を観察す

るとき, 自分たちの舟は河の流れのどこをどのように

航行 してきたのか。このことを事後的に
'、

りかえり考

えようとしない。またそのようにできない。

きびしいみかたをすれば,国 弘や古川は,そ のとき

どきの「支配的潮流」に単に身をまかせてきただけで

あり,「体制の走狗Jと 指弾されかねない学問展開の跡

をのこしている。彼 らは,戦時→戦後にかけて,明 ら

かに絶対的に矛盾する言説を開陳していた。なにゆえ,

その矛盾に自身が気づかないのか。なにゆえ,そ の矛

盾を再検討 しようとしないのか。これは日本の経営学

者における思想史上の一大問題になる。

いま,筆者が危惧することがある。

それは,× ×社会的諸学における古典的大家の学

説・理論を,た だ忠実に紹介 し宣伝する,文献解釈

学の手法 と く学説奴隷〉 としての学的根本態度であ

る。「学者」が く学説奴隷〉に甘んじているかぎり,

学説の生みの親である学者への人格的神格化はさけ

られない。 というよりむしろ,学説奴隷 としての学

的態度は,先人・大家を「学匠Jと して不当に神格

化する心的態度の,直接的現象形態 というべ きかも

しれない (滝村隆一 Fラ スウェルと丸山政治学』勁草書

房, 1984年 , はしがき, 市頁)。

伏字 〔××〕個所の原文は「欧米」とあるが, ここで

は「日本」 と読みかえてよいだろう。正直いって,筆
者は,経営学界で権威だとか大家だとか と称揚されて

いる学者たちの,戦争時代の執筆内容をさぐっていっ

た結果, ちまたで認められているような,彼 らの偉大

性はまった くの虚構であることを思いしらされた。こ

のことは,彼 らのあげた理論研究の成果は認容 しつつ

もいわねばならないことである。

戦時体制期,あ の大東亜戦争・太平洋戦争を,こ う

描 く人がいる。

「魔性の歴史」は,他民族に対する侵略の歴史で

はあったが,他方,そ れがとりわけ「魔性」 とされ

る所以は,あ の暦命の日々の中で, 日本人が演 じた

どうしようもない無知,愚行,狂気,残忍,錯誤な

どが自らの運命の選択をめ ぐってさえ,平然と行わ

れたからである (森本忠夫『魔性の歴史―マクロ経営学

からみた太平洋戦争―J文藝春秋,昭和60年 ,〔 はじめに〕

7頁 )。

戦時期 日本における経営学史の研究は,当 時,経営

学者たちが演 じたどうしようもない,「理論」上の「魔

性」→無知・愚行・狂気・残忍・錯誤などが平然とお

こなわれていた事実に遭遇せざるをえない。

あの戦争で辛酸をなめつ くした五味川純平はいう。

私は,… …国家のためと称 して戦争を発起 した人

ひと,そ の戦争をものものしい言葉 と強権をもって

「指導Jし た人びとを,一切信用しない。けれども,

彼らの在 り方については,想像力の及ぶかぎり理解

の眼を届かせなければならない。批判することも簡

単である。彼らと……生活を共にすることは,簡単

ではなかろうと思 う (五味川純平 FI・t争 と人間(1)』 光文

社,昭和60年 ,〔感傷的まえがき〕10頁 )。

あの時代,経営学者たちは「最高指導者J層 と同列

ではなかったけれども, その層にかなり近い位置に立

っていたはずである。この事実に関係 して,反省がな

され, 自分に責任が負わされることを自覚すること,

これがなされてしかるべ きである。

だが,なぜか,そ ういった現象はほとんど生 じてい

ない。筆者が,今 日になって,斯学界の 〔戦争時代に

生きてきた〕権威者を「信用しない」事由はそこにあ

る。

筆者は彼らの研究成果を評価 しないというのではな

い。ただし,そ れらには負の評価が出発点においてま

とわりついている。

戦時期のわが国の経済学……については,非難以

上の研究は (故意にとすら思われるほど)ま だほと

んど行なわれてきていないけれども, 一́方において

当時の文献の大部分に登場する修辞が示すような雰

囲気があの時代を支配していたことを十分認め,な
ぜそのような雰囲気が支配 したのかをもっと探ると

同時に,他方ではそのような雰囲気にもかかわらず,

そこで実質的に問題にされたことの多くが今 日でも

なお生きていることを確認し,一見した外的状況の

相違にもかかわらず両者に貫通 しているものの意味

を探 りだすことを目指して,こ の戦時期はもっと研

究されて然るべ きなのだ, と思われる(経 済学史学会

編『日本の経済学』東洋経済新報社,昭和59年 ,147
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頁)。

文中「わが国 〔日本〕の経済学 J

本の経営学」のことで もある。

とは, もちろん「日

1985.6 10
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