
　目　　　次

Introduction �

第 I部　├通説」「常識」「通念」の呪縛からの解放 ��

　第 �章　導入部：問題の設定，目的と意義，構成と要約 ��

　第 �章　検討の準備 ��

　第 �章　├通念」を支持する読者のための「戦争」に関わる 10 の基本的
Puzzles ���

　第 �章　├通念」を支持する読者のための「計画的戦争準備」「軍需動員」
「経済統制」の実相に関する 9つの基本的Puzzles ���

第 II部　├計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実相 ���

　第 �章　日中戦争前半期にみる「計画的戦争準備」と「軍需動員」の
実態 ���

　第 �章　├作戦計画」「戦争計画」「国防方針┝ �	�

　第 �章　├物資動員計画」「生産力拡充計画（政策）」経済統制　[目次] 	��

　第 	章　ケース・スタディ：海軍航空兵器 	��

　付図　中国戦線・太平洋戦線関連図 ��


引 用 文 献 �	�

索　　引 �	�

�



　　　詳 細 目 次

Introduction �

第 I部
├通説」「常識」「通念」の呪縛からの解放
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�┡�┡�　├軍需動員」を実質的に主導したのが軍であることの意味　���

��



�┡�┡� ├計画」という表現の実質的意味，各種「計画」の実質的機
能　���

�┡� 本書第 I部の検討結果の要約と「通説」「常識」「通念」との
対比 ………………………………………………………………���

�┡�┡� ├軍需動員」という政策課題の基本的性格に照らした検討結
果の要約　���

�┡�┡�　├通説」「常識」「通念」の 4つの特徴　���

�┡�┡� ├通説」「常識」「通念」に対する疑問を喚起するための 4つ
の観察事実　���

�┡�　軍需動員の内容と推移の概況，および年表 …………………�	


�┡�┡�　├軍需品」の概要　�	�

�┡�┡�　各「軍需品」の年次別生産額の推移（陸軍兵器)　���

�┡�┡�　徴発と軍需動員　���

�┡�┡�　年　　表　��	

第 �章 ├通念」を支持する読者のための「戦争」に関わる 10 の基本
的 Puzzles ���

�┡� ├物的生産力」に関する「冷厳な数字（“The Cold Figure”）┝
[Puzzle 1] ………………………………………………………�
�

�┡� 太平洋戦争は「計画的戦争準備」に基づく「戦争」の一環
か？　[Puzzle 2] ………………………………………………�
�

�┡�┡� 計画者が想定した対米戦争勝利（目的達成）の主要手段は
何か？　[������ 2┡1]　�
�

�┡�┡� 計画の実現手段，実現可能と考える根拠は何か？　
[������ 2┡2]　�
�

�┡�┡� 日中戦争開始時より対米戦争を想定して「計画的」に準備
したか？　[������ 2┡3]　�
�

�┡�┡� 太平洋戦争開戦時，戦争終結の「計画┝・見通しを有した
か？　[������ 2┡4]　�
�

�┡� ├武力行使を伴う南進政策」は「計画的準備」に基づく「戦
争」の一環か？ИЙ⑴石油等の南方資源の確保　[Puzzle 3]
…………………………………………………………………… ���

�┡�┡� ├武力行使を伴う南進政策┝：├計画」の内容と帰結？　
[������ 3┡1]　���
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�┡�┡� ├武力行使を伴う南進政策」による石油等の資源確保は実現
可能な目的と考えられたか？　[������ 3┡2]　���

�┡� ├武力行使を伴う南進政策」は「計画的準備」に基づく「戦
争」の一環か？ИЙ⑵援蔣ルートの遮断　[Puzzle 4]……��	

�┡�┡� ├計画」は北部仏印進駐のリスクとコストをどのように評価
したか？　[������ 4┡1]　��	

�┡�┡� 北部仏印進駐による援蔣ルート遮断の企図は有効に機能し
えたか？　[������ 4┡2]　��


�┡�┡� 援蔣ルート遮断を名目とする北部仏印進駐はどの時点から
「計画」されたか？何を目的に北部仏印進駐は「計画」さ
れたか？　[������ 4┡3]　���

�┡� ドイツ軍の快進撃と勝利の見通しは「計画」の一環か？　
[Puzzle 5] ………………………………………………………���

�┡�┡�　├計画」の前提と内容は一貫したか？　[������ 5┡1]　���

�┡�┡� ドイツ軍快進撃の帰結は的確・適切に予想されたか？　
[������ 5┡2]　���

�┡� 南京攻略後の漢口・広東の攻略，さらに重慶・成都の攻撃は，
何を目指したか？日中戦争開始以前からの「計画」の一環
か？ИЙ⑴漢口・広東の攻略　[Puzzle 6]…………………���

�┡�┡� 国民政府を相手にせずの近衛声明（1938 年 1 月 16 日）は
「計画」の一環か？　[������ 6┡1]　���

�┡�┡� 徐州，漢口，広東へと順次進展した大幅な戦線拡大のどこ
までが├計画」の一環か？所期の目的は何であったか？目
的は達成したか？　[������ 6┡2]　���

�┡�┡� 東亜新秩序建設の近衛声明（1938 年 12 月 22 日）は「計
画」の一環か？　[������ 6┡3]　���

�┡�┡� 徐州，漢口，広東へと順次進展した大幅な戦線拡大は，想
定外，「計画」外であり，大失敗ではないか？　
[������ 6┡4]　���

�┡� 南京攻略後の漢口・広東の攻略，さらに重慶・成都の攻撃は，
何を目指したか？日中戦争開始以前からの「計画」の一環
か？ИЙ⑵重慶・成都の攻撃　[Puzzle 7]…………………���

�┡�┡� 先送りされた対ソ戦備充実要求が日中戦争継続要求と衝突
しなかったか？　[������ 7┡1]　���

�┡�┡� 日中戦争と陸軍の「本格的軍備充実計画」および海軍の
「画期的補充計画┝　[������ 7┡2]　��


��



�┡�┡� 対ソ関係の緊張が日中戦争に具体的に影響しなかったか？
[������ 7┡3]　���

�┡�┡� 対ソ軍戦備・戦力の状況およびそれに起因する制約が厳し
く日中戦争を条件づけなかったか？　[������ 7┡4]　���

�┡�┡� ├和平工作」，対ソ戦備，および航空機による重慶・成都の
攻撃などのいずれが「計画」に基づいたか？　
[������ 7┡5]　���

�┡�┡� 重慶・成都（「奥地」）の集中爆撃は「計画」の一環か？　
[������ 7┡6]　��	

�┡	 日中戦争初期の「計画」は的確だったか？ ├準備」は周到だ
ったか？　[Puzzle 8] …………………………………………��


�┡
 ├通念」では，陸軍が「計画」的な「準備」に基づき「戦争」
の開始・展開を主導したのではなかったか？航空機の果た
した役割が大きかったこともあり，太平洋戦争期はもちろん，
日中戦争期においても早い時期から海軍が目立った役割を果
たした。いずれかの時点で役割に変更があったか？ ├計画」
および「計画的戦争準備」は役割変更の影響を受けたか？　
[Puzzle 9] ………………………………………………………���

�┡�� なぜ途中で止まらなかったか？止まれなかったのか？いず
れかの段階で「和平」が成立したとする。「和平」内容は維
持可能だったか？　[Puzzle 10] ……………………………���

第 �章 ├通念」を支持する読者のための「計画的戦争準備」「軍需動
員」「経済統制」の実相に関する 9つの基本的Puzzles ���

�┡� 曖昧・不明確な「戦争」の「準備」を「計画的」に実施でき
たか？　[Puzzle 11]……………………………………………���

�┡�┡� 何を「計画」的に「準備」したか？何を「準備」できた
か？　[������ 11┡1]　���

�┡�┡� 誰が需要と供給の「調整（	

������
）」を可能にした
か？適切な「調整」を可能にする体制・制度は用意された
か？適切な「調整」は実現され続けたか？　[������ 11┡2]
���

�┡� ├計画的準備」に基づき「戦争」を開始し展開したとされる
人達は，来るべき「戦争」の内実を的確に理解し，「準備」
を「計画的」かつ有効に実施したか？　[Puzzle 12]………���

�┡�┡� 来るべき「戦争」が「総力戦」であることを想定した「準
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備」が「計画的」に進められたか？　[������ 12┡1]　��	

�┡�┡� ├計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の有効な実施を
可能にする体制・制度は整備されたか？　[������ 12┡2]　
��


�┡�┡� いずれの国の政府も「誘因」の確保に苦慮した。日本は苦
慮しなかったか？　[������ 12┡3]　���

�┡� ├物資動員計画（「物動計画」あるいは「物動」）」が最も著名
な「計画」である。軍需品を含む「製品」ではなく，製品製
造の素材である「物資」の配分に関わる「計画」が中心に位
置した。戸惑わないか？　[Puzzle 13]………………………���

�┡�┡� ├物資動員計画」が軍需動員・経済統制を象徴する「計画」
の中心に位置したことの意味？　[������ 13┡1]　���

�┡�┡� 実質的な ��� �����は誰か？中心に位置した機関は必要
な「情報」を収集できたか？ ├情報」は正確かつ的確だっ
たか？　[������ 13┡2]　���

�┡�┡� ├空切符騒ぎ」やヤミ市場の活況は，「計画」有効説と矛盾
しないか？　[������ 13┡3]　���

�┡� 各需要者（グループ）への配分を誰がどのようにして決定し
たか？状況の変化を，物資の再配分に迅速かつ的確に反映
させる役割を誰が果たしたか？適切に機能したか？　
[Puzzle 14]………………………………………………………���

�┡�┡� ├軍」が「政府（��� �����）」の役割を適切に果たしえた
か？実際に果たしたか？　[������ 14┡1]　�	�

�┡�┡� 陸軍と海軍の並立・対立は「軍」が「政府（��� �����）」
の役割を果たすことを困難あるいは不可能としなかった
か？　[������ 14┡2]　�	�

�┡�┡� 実質的「調整」は有効に実現したか？　[������ 14┡3]　�	�

�┡� ├政府」は「民間」の協力を確保し，アイデア，ノウハウ，
活力を有効に活用できたか？　[Puzzle 15]…………………�	�

�┡�┡� 生産力拡充計画：会議内容は一切秘密とされ，財界団体代
表者の参画も許されなかった……？　[������ 15┡1]　�	�

�┡�┡� だから「革新官僚」が重要だった？　[������ 15┡2]　���

�┡�┡� 民間人を登用しなかった「政府」は，民間人のアイデア等
も排除した？　[������ 15┡3]　���

�┡� ├計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」が有効に実施さ
れたとする「通念」を受け入れる論拠と証拠は何か？　

��



[Puzzle 16]………………………………………………………���

�┡�┡� ├通念」を受け入れる論拠と証拠は何か？　[������ 16┡1]
���

�┡�┡� 陸軍航空兵器に見る「計画」と「準備」の関係および「計
画」の達成度　[������ 16┡2]　��


�┡� 日本の動員比率は早期から際立って高かったか？ ├動員」体
制は順調に機能したか？　[Puzzle 17]………………………���

�┡�┡� 日本の動員比率は早期から際立って高かったか？　
[������ 17┡1]　���

�┡�┡� 日独の「軍需動員」体制は周到に整備され順調に機能した
か？　[������ 17┡2]　�
�

�┡�┡� 1943 年 11 月に軍需省が発足したこととその ����
���	�
は，「動員」体制の不備・機能不全を象徴しないか？　
[������ 17┡3]　�
	

�┡	 航空機に関して「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」
体制は有効に機能したか？　[Puzzle 18] …………………�



�┡	┡� 航空機生産の「計画」的管理の必要性とその困難性は特
殊・特別か？　[������ 18┡1]　�
�

�┡	┡� 航空機開発の「計画」的管理の必要性とその困難性は特
殊・特別か？　[������ 18┡2]　���

�┡	┡� 日本で航空機の計画的生産は順調に推移したか？ ├政府」
は生産企業の不満・注文に的確に対応したか？生産企業に
不満は蓄積しなかったか？　[������ 18┡3]　��	

�┡	┡� 日独は早くから「計画的」に「戦争」を「準備」し，しか
も実戦での使用経験を積んだ。このため，航空機の開発・
製造・改良，さらにその使用法の工夫の面で圧倒的優位に
立ったか？とりわけ技術進歩が著しい航空機について，先
行の優位性が著しかったか？　[������ 18┡4]　���

�┡
 航空機重視政策に早期に転換していたら「戦争」の結果は大
きく異なったか？陸軍と海軍の連携がうまく実現していた
ら結果は異なったか？　[Puzzle 19]…………………………���
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第 II部
├計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実相

第 �章 日中戦争前半期にみる「計画的戦争準備」と「軍需動員」の
実態 ���

�┡�　は じ め に ………………………………………………………���

�┡�　日中戦争開始と「軍需動員┝ …………………………………���

�┡�┡�　日中戦争開始と「軍需動員┝：概況　���

�┡�┡�　軍需品工場管理の準備　��


�┡�┡�　軍需品動員に関する陸海軍間の調整　���

�┡�┡�　軍需品工場管理の実施　���

�┡�　├軍需動員」と「計画┝：表現と実質 …………………………���

�┡�┡�　軍需工業動員法，軍需局，軍需工業動員計画など　���

�┡�┡�　資源局の設置と総動員計画　��


�┡�┡� 長期計画：軍需品製造工業 5年計画と重要産業 5年計画要
綱（陸軍案）など　��	

�┡�┡�　陸軍管理予定工場の調査　���

�┡� 日中戦争開始後 1年間の「軍需動員」の performance（実
績)…………………………………………………………………���

�┡�┡�　1937 年度の「軍需動員┝　���

�┡�┡�　1938 年度の「軍需動員┝　���

�┡�　第 �章のまとめ …………………………………………………�	�

第 �章　├作戦計画」「戦争計画」「国防方針┝ �	�

�┡�　は じ め に ………………………………………………………�	�

�┡�　意思決定のシステムとプロセス ………………………………�	


�┡�┡�　概　　要　�	


�┡�┡�　組織図あるいは解剖図：参謀本部作戦課を中心に　���

�┡�┡�　├軍部」とりわけ陸軍が政治を思い通りに支配した？　���

�┡�　国防方針，国防計画と 1930 年代半ばの国防国策論議 ……�
�

�┡�┡�　国防方針と国防計画　�
�

����



�┡�┡�　1930 年代半ばの国防国策論議　���

�┡�┡� 国防方針と軍備充実計画の関係および計画決定プロセス　
���

�┡� 日中戦争の開始，急展開，そして長期持久戦あるいは袋小路
……………………………………………………………………��


�┡�┡�　日中戦争の開始と当初の不拡大方針の放棄　��


�┡�┡�　上海から南京へ：和平の試みと挫折　���

�┡�┡� 大本営，大本営連絡会議，5相会議，御前会議，大本営政
府連絡懇談会など　	��

�┡�　結語：├出口なし［huis clos］」の漂流？ ……………………	��

�┡�┡� ├出口なし［���� 	�
�］」の漂流？：├長期持久戦」あるいは
「袋小路」への道　	��

�┡�┡�　戦争指導と「計画的戦争準備┝　	��

第 �章 ├物資動員計画」「生産力拡充計画（政策）」経済統制 ［目次]

	��

第 	章　ケース・スタディ：海軍航空兵器 	��

	┡�　は じ め に ………………………………………………………	��

	┡�　陸軍航空兵器の状況 ……………………………………………	��

	┡�┡�　陸軍航空と海軍航空　	��

	┡�┡�　準備と用途？　	�


	┡�┡�　陸軍と海軍の協力　	��

	┡�　海軍航空兵器：概要 ……………………………………………		�

	┡�┡�　は じ め に　		�
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