長い間，歴史家は，死んだ英雄たちに賛辞と非難のどちらを与えるかを決める地獄
の裁判官とみなされてきた。この態度は彼らの根深い本能（un instinct puissamл
ment enracine）に合致していると考えられる。……Pascal の言うとおり「人はみな
『これはよい，これは悪い』と判断することによって（……）自分を神にしている」
（Tout le monde fait le dieu en jugeant : cela est bon ou mauvaisχ）……集団意識
や個人の気まぐれのあらゆる変動（fluctuations）に従うこのような「よい・悪い」
という判定ほど移ろいやすいものはない。だからこそ……空虚な非難がなされたかと
思うと，すぐにこれまた空しい名誉回復がなされる。ロベスピエール派にも反ロベス
ピエール派にもお願いする。単純に，ロベスピエールがどのような人だったかを言っ
━
てほしい。（Robespierristes anti robespierristes nous vous crions grace : par
л
pitie dites nous simplement quel fut Robespierreχ)
……不幸なことに，人は物ごとの良し悪しを判断しようとするあまり，ほとんど運
━
命的に，物ごとをありのままに説明したいと思う気持ち（gout d'expliquer）まで失っ
てしまう。過去の情熱の反映が現在の偏見と混ざるために，視線は救いようもなく混
乱し……。Montaigne はすでにわれわれに忠告していた。「判断がある方向に傾いて
しまうと，話もそのほうへ歪曲されずにはすまなくなる。」
（Depuis que le jugement
━ л
ω
pend d'un cote on ne peut se grader contourner et tordre la narration a ce biaisχ）
（Marc Bloch 1993 pp 157 58，訳書 118 20 頁)
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I

Stalin 独裁下ソ連の administrative-command economy
The Soviet administrative-command economy（ソ連型行政指令経済，ACE）は
20 世紀最重要の社会的・経済的実験であった。ACE の失敗は，強制的あるいは自発
的にそれを採用したヨーロッパ，アジア，ラテン・アメリカの国々に今日も影響を与
え続けている。……旧 ACE 諸国は市場経済への移行過程で過去と直面しなければな
らなかった。実証研究は，行政指令システムの刻印が強いほど，移行が困難であった
ことを示す（Gregory，2004，p 1）。

旧ソ連邦を象徴とする一連の旧社会主義諸国における

administrative-com-

mand economy （「行政指令経済」，ACE）の混乱・崩壊過程が，アメリカ・イギ
リスを象徴とする圧倒的多数の（先進）市場経済諸国における deregulation（規
制緩和）の活発化・進展過程と並行した。

旧ソ連邦で 1990 年前後に象徴的に現実化した観察事実は，一連の旧社会主義
諸国で採用された ACE とでも呼ぶべき「経済体制」が長期的には「失敗」に終
わることを明示したにとどまらない。「1990 年代初頭に実現した旧ソ連の国家と
党の機密（secret）文書の公開は重大な意義をもつ事件（event）であった」（Gregory ， 2001 ， p vii ）。冒頭の引用は，代表的ソ連経済研究者であり

1

the Soviet

書斎の窓』2007 年 11 月号〜2008 年 3 月号に本書の広告紹介文（「夢のあと」）を連載し
た（三輪，2007b）。

4

Archives（「旧ソ連機密文書」）を用いた見直し作業の中心に位置した研究者の最
近の著作の書出し部分である。
旧ソ連の国家と党の機密文書の公開」により，「Stalin の指令経済」（Gregory
edχ，2001 のタイトル）とも表現される 1930 年代から 1950 年代初頭の時期の旧ソ

連邦経済体制の運営と機能メカニズムの実態の解明・理解が急速に進展した。専
門研究者による Conference 論文集の冒頭を飾る論文「旧ソ連機密文書の貢献」
で，Berliner は次の如く結論し，必ずしも豊富ではなかった情報から描いてき
たソ連経済像とそれに関連した結論が基本的に正しかったことを確認した
2

（Berliner，2001，p 10)。

豊富でなくしかも厳格な検閲を受けたものではあったが，外国人研究者に利用可能
な情報源によっても，Stalin 時代ソ連の状況はかなり正確に把握できていたことが
公開文書によって確認できた。Davies が記す如く「新しい情報がソ連の経済システ
ムに関するわれわれの理解に革命を引き起こしたわけではない」。しかし，公開文書
によって，われわれの理解はより完全で，詳細かつ微妙なニュアンスまで含むものと
なった。

旧ソ連機密文書」の公開により正しかったことが改めて確認された見方が，
「文書」公開以前の時期に広く受容されていたわけではない。「文書」公開後も状
況が大きく変化したようには見えない。ここで，確認された見方とは，大胆に要
約すれば次の如きものである。Stalin 治下の計画経済として「通説」「常識」
「通念」として広く受容され支持されてきた見方とは大きく異なる。
administrative-command economy（ACE）の「現実」はたとえば当時の「経済
体制」論争で想定されていたものとは大きく異なり，その運営は容易でなかった。困
難な「現実」に直面した政府（the planner）は，当初から分権的システムの要素を
実質的に採用した。政府（the planner）は多段階の階層構造となり各階層を構成す
る sub-planners に多くの権限が委譲された。下層の planners に対する上層 planner
の control は必ずしも強力ではなかった。Planners の command（指令・指示）に
対応する主体（生産者）にも実質的に大きな裁量の余地が与えられた。生産者間の直
接「取引」が消滅したのではない。中央政府（the planner）の細部にわたる具体的
機密文書の公開によって新しい知見が得られたとの評価も強力である。「スターリン国家
（the Stalinist state）における高レベル（high-level）の意思決定の実相に関して，公開文
書からわれわれはまったく新しい知見を得ることができた。この体制（regime）は，敵の
処罰と阻止の必要性に気を取られ，計算（calculation）に無関心であった。複雑な行政階
層組織を構成する脅しと約束によって動機づけられた agents に決定内容を実行させること
に汲々とした」（Gregory and Harrison，2005，p 724）。とはいえ，公開文書によって確認
されたスターリン国家の実態に関して意見が対立するのではない。
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内容を持った administrative-command が経済全体に及ばなかったことを反映して，
中央政府が策定する「計画」の内容は著しく限られた。「計画」の機能・役割も限定
3

された。

1932 年頃から 1953 年 3 月の死去までの期間を通じて，Stalin は a true dictator（Gregory and Harrison，2005，p 724）であった。「粛清」と表現されることもあ
4

るライバル・挑戦者・対抗勢力の排除過程（のイメージ) と相まって，Stalin 独
裁下のソ連経済が ACE であり，「計画経済」として有効かつ効率的に運営され
たとする「通念」は近年まで大きく揺らがなかった。「少なくとも Stalin 時代に
ついて，文書公開前の通念（the prevailing view）は Gosplan の役割を誇張して
（Gregory and Harrison，2005，p 728）。
いる」

同時期のドイツとアメリカについても……

Stalin 独裁の時期，とりわけその前半には，世界中で市場の機能・役割に対
する信頼が低下し，「計画化」と政府介入が需要され現実化した。同時期のドイ
ツとアメリカについても「政府」が積極的かつ重大な役割を果たしたとする「通
念」が戦後の長期間にわたって支配的であった。しかし，いずれの国についても

以下は Gregory and Harrison［2005，p 724］からの象徴的な記述である。「公開文書か
らそれぞれのレベルの意思決定者達による資源配分の仕方の実態を知ることができた。直感，
歴史的先例，常識などを用いながら，辻褄を合わせたのだ。官僚機構だから多くの公式規則
（formal rules）が存在した。しかし規則は恒常的に改訂され無視された。公式規則を制定
した上位（at higher levels）の官僚達が規則を破った。規則なしには仕事ができない下位
の官僚達は，慣習上の規範や経験則に従った。指導者達は当初からこのような計画経済の欠
陥を明確に認識した。文書公開以前には，分権的な経済改革の公式提案の流通開始は Stalin の死後だと確信していた。しかし，1932 年まで遡る最初の重大な改革のための実験は，
Stalin の死後に登場した改革提案に酷似する。」
4
1936〜1939 年の大粛清（the Great Purges）時代のソ連体制による仲間や党・政府・軍
関係者に対する残忍な対応に比肩しうるものは，Nazi 体制の歴史にも存在しない」（Rees，
2001，p 59）。The Great Terror と表現されることもある（同，p 57）。一連の体制改革
は 1936〜1938 年の purges によって中断された。The State Bank をはじめとするすべての
政府部門で多数の上級幹部が「解任され，逮捕され，しばしば処刑された」（Davies，2001，
p 75）。「1936 年，ソ連で大粛清が始まった。古参ボルシェヴィキ党指導者はすべて処刑さ
れるか拘禁された。数千のИЙおそらく数百万のИЙロシア人がシベリアに送られた。翌年，
粛清は軍に及んだ。参謀総長トハチェフスキー，5 人の元帥のうち 3 人，15 人の軍司令官の
うちの 13 人，その他多くが秘密裁判の後，あるいは裁判にもかけられずに銃殺された」
（Taylor，1964，p 112，訳書 138 頁）。1937 年 5 月開始の軍の purge の「帰結は壊滅的で
あった。秘密警察が空軍将校団に壊滅的打撃を与えて麻痺状態に陥らせ，新世代航空機への
移行を 1941 年まで遅らせた」（Murray，1999，p 115）。
3

6

「通念」の見直しが進行した。
深刻な不況下にあったドイツで 1933 年 1 月に政権の座に着いた the Nazis は，
政権獲得と同時に（事前の計画・方針に基づいて）ドイツの再軍備を本格化したと
する「通念」が支配的であった。しかしこの「通念」見直しのスタートは早かっ
5

た。ドイツが本格的に再軍備を開始したのは 1936 年頃の景気回復以後である。
関連して，Overy［1994，pp 16 17］は次の如く記したうえで，「1936 年以降，
Nazi 体制は帝国建設と征服の開始に貢献する方向への経済の変換を決定した」
と結論する。
このプロセスは孤立したものと見るべきではない。国家の介入と「計画化
（ planisme ）」はすべてのヨーロッパ諸国で増大しつつあった。1930 年代には産業
国有化論がイタリア，フランス，イギリスで台頭した。……この展開は，国家と産業
を両極に対置する粗雑な二元論（a crude dualism ）とみなすべきでもない。
6

アメリカでも同様であった。1929 年の大恐慌開始を契機として顕著になった
アメリカ経済における政府の役割の増大傾向の背景について検討した Rockoff
［1998］は，
「1920

年代の経済学者を自由放任の純理論的擁護者と見るべき根拠は

存在しない。……「第 1 次世界大戦から 1929 年の時期の主要な経済学術雑誌
（economic journals） に発表された New Deal 型の改革に関する論文の圧倒的多

数は，これを支持するものであった。New Deal 改革を支持する多数の活動的な
経済学者のグループが存在したと確信を持って結論できる」（pp 133 134。下線分は
原文ではイタリックである）と述べた後に，詳細な検討に基づいて次の如く結論する

（pp 146 47）。
Taylor［1964］が 1936〜1939 年のドイツ再軍備の重要性を含む第 2 次世界大戦（とりわ
け第 2 次欧州大戦）の「起源」に関する通説の見直しの開始と本格化を象徴する（第 1 版は
1961 年，第 2 版は 1964 年）。この点については Watt［1965］を参照。Taylor［1964］に
よって広く知られることになった Klein［1959］は，戦前期ドイツについて自明の前提とさ
れ異論がなかった次の 3 点について検討し，ドイツの公式統計に照らした大まかな（cursory）検討だけでこれらの点に疑問が多いことがわかると冒頭で宣言した（p 3）。⑴ドイツ
は 1939 年以前の時期に強大な軍事力の構築に成功した。⑵ドイツは不況からの回復によっ
て実現した生産増の大きな部分を潜在的軍事力の増強に振り向けた。⑶ドイツではあらゆる
経済的配慮が戦争準備という中心課題に従属した。Klein［1959］の基礎となった研究は
1946〜1948 年の期間に基本的に完了し，その成果は Klein［1948］として公表された。関連
して Overy［1994，p 18］を参照。
6 イギリスについても同様である。もっともイギリスについては， disarming ， appeasement ，liberal internationalism などをキーワードとする大戦間および第 2 次大戦期のイ
ギリスにかぎらず， welfare state ， declinist ， two cultures などをキーワードとす
る 20 世紀イギリス史全体に関する見直しが進行している。Edgerton［2006］を参照。
5
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大恐慌前夜に経済学研究者グループ（少なくともその重要な部門）が，不況に対す
る戦争に New Deal が動員できる最低賃金法から産業予備軍（industrial reserve
armies）に及ぶ改革案の武器庫を用意していた。これらの諸計画の背後には次の如
き一般的な想定が存在した：社会的に望ましい結果の実現に市場はしばしば失敗す
る；中央政府は自由な市場が創り出す問題（problem）を診断し是正する能力を有す
る（normally competent）。恐慌によってはなはだしく強化されたこの想定が必然
的にその後の改革に関する論争の内容を規定し，大恐慌に関する最も永続的な遺産の
1 つとなった。

同様の「通念」が支配的となった点では日本も例外ではない

同様の「通念」が支配的となった点では日本も例外ではない。しかし，日本で
は「通念」の見直しは 21 世紀に入ってもほとんど進行していない。
とりわけ日中戦争開始 （1937 年 7 月） 後の 1937 年 9〜10 月を画期として，日
本の経済体制は急激に政府の直接統制下に置かれた（とされる）。「計画」「計画
化」がこの時代を特徴づけるキーワードだとする見解が「通説」「常識」「通念」
（岩波書店）が旧ソ連邦の崩壊
として今日も支配的である。『日本経済史 全 8 巻』

とほぼ同じ時期（1989 年）に刊行された。1937〜54 年の時期を対象にした『「計
画化」と「民主化」』（第 7 巻） の編者 （中村隆英） は，日中戦争開始 （1937 年 7
月）後の時期に統制が発動された歴史的背景として，
「通常の政策手段は用をな

さないので，直接統制に踏み切るほかなかった」ことに加えて，「資本主義体制
への批判，自由経済の否定の思想の一般化」をあげる（中村，1989，9 頁）。
終戦直後の時期に，この見解が「通説」となり広く受容されて「常識」「通念」
の地位を確保した。この時期については，社会党連立政権下で「計画」「計画化」
が有効かつ効率的に実施され，「傾斜生産」政策を象徴とする介入主義的政策が
大成功を収めたとする「通念」が，今日も支配的である。New Deal 政策の経験
が，この「政策」をアメリカで受容させた背景とともに占領下の日本で広範な支
持を得て受容された。
日本に特徴的な点は，この見解（「社会主義計画経済礼賛」と呼んでおく）に対す
る支持の強さを背景にした「通説」
「常識」「通念」の生命力の強さ，影響力の大
きさ，寿命の長さである。日本でも，1960 年代（とりわけ 1960 年代後半）をピー
クにして「通念」に対する支持の強さは徐々に弱まり始めた。しかし，1990 年
代，さらに 21 世紀に入っても「通念」に対する支持は強力である。Stalin 独裁
下ソ連の実態に対する最近の見直しの成果はもちろん，Nazi 政権下ドイツの経

8

済政策と再軍備およびアメリカの New Deal 政策に関してすでに 20〜30 年前ま
でに大きく進展した見直し（そして，20 世紀イギリス史全体に関する最近の見直し）
の成果さえ，日本にはほとんど紹介されていない。紹介の努力が皆無だったとい
うのではない。「通念」の高く厚く強固な壁が関心の高揚を妨げた。これが，情
報の伝達を困難にし，紹介の努力を実り少ないものとし，結果として受容を妨げ
7

た。
計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」などと表現される 1930 年代後半か
ら 1940 年代前半の時期の「経済政策」およびそれを基礎づけ，条件づけた日本
「政府の能力」が，本書の検討の直接の焦点である。「計画」「計画化」をキーワ
ードとするこの時期の「経済政策」およびそれを基礎づけた有能な日本政府に関
する支配的見解は，本格的見直しにつながる疑問提示・問題提起さえほとんど行
われることなく，「通説」として今日でも圧倒的支持を確保し，「常識」「通念」
としての地位は微動だにしない。
以下に見る如く，「計画」「計画化」の有効性に関する「通念」と，戦前期
（「準戦時」期？） から戦時期の日本の「経済政策」に関する「通念」は表裏一

体・不即不離であり，相互に強化し合う関係にある。「計画化」「経済政策」を実
施した「政府の能力」についても同様である。

片山内閣（そして続く芦田内閣）の時期を象徴する「政策」論争の焦点の 1 つが炭鉱国家
管理であった。両内閣の商工大臣としてこの政策を推進した水谷長三郎は，1937 年に
Clement Attlee に会って以来イギリス労働党の熱烈な賛美者であった。1940 年発足の
Churchill 内閣に Attlee（副首相）を含む閣僚を出していた労働党は，1945 年 7 月の総選挙
で過半数を獲得して労働党内閣を発足させた。困難な状況下であったにもかかわらず，この
内閣は企図した政策のほとんどを実現した。しかし，日本社会党が学び参考にしたとされる
イギリス労働党が採用した政策は，社会党が綱領に掲げ実現を目指した政策と大きく異なっ
た。労働党が国有化を目指した産業分野は限られたし，政府の関与も顕著に強化されなかっ
た。また，労働党政権下で「計画化（planning）」を公式に議論することも，実現すべき
「計画」を決定することもなかった。戦時以来の「統制（controls）」は存続したが，「計画
化」と結びつけられたのではない（以上，三輪・Ramseyer，2004，⑵ 74，107 頁）。もっ
とも，社会党が実現を目指した社会主義的政策の中心に位置した「基礎産業殊に石炭・鉄・
電気・銀行などの公有と民主的運営の追及」は，石炭において著しく限定された形で実現し
たにすぎない。炭鉱国家管理の実現は難航し，ようやく実現した管理法も石炭生産および炭
鉱経営に実質的にほとんど影響を与えなかった（同，⑴ 24 26 頁；⑵ 69 頁）。
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II

旧ソ連

administrative-command economy

の実態見直しの意味：3 つの教訓

旧ソ連邦が崩壊し一連の旧社会主義諸国における

administrative-command

economy （ACE）から「市場経済」への移行過程が進行し始めて久しい。現時
点で，失敗に終わった ACE の「経験」に言及するこの Introduction は，少なか
らぬ読者の強い反撥を招くかもしれない。1960 年代以前の日本で，
「『保革逆転』
はいつ実現するか？」にとどまらず，「資本主義か，社会主義か？」
「資本主義の
崩壊はいつか？」「社会主義への移行をスムーズに実現するための具体的方法・
手段は？」などの「テーマ」が広く論じられ，とりわけ多くの若者達を魅了した。
このため，少なからぬ元若者達が「振り返りたくない苦い想い出」を蘇らせる行
8

為として反撥し抵抗を覚えるだろう。
戦前期・戦時期の「経済政策」，これを含む政府の行動，およびその基礎とな
り条件づけた「政府の能力」を見直す本書の内容も，同質の反撥・抵抗を招くだ
ろう。多くの読者が「振り返りたくない経験」「苦い想い出」と考える，「戦争」
および戦前期・戦時期の「軍需動員」を含む「経済政策」にあらためて注目し，
その実態と performance を見直す作業である。
「通説」「常識」「通念」とともに
長期間にわたって安定した秩序の下に置かれ（あるいは，「棚上げ」「祭り上げ」，
「安置」され）てきた時代・諸現象である。このような時代・現象に新たな光をあ

て根本的に見直す作業は，せっかくの封印を除去する（さらに，「傷口」に触る）
如き行為に似る。多くの読者の不興を買うだろう。

8

本書では，「社会主義経済」あるいは「社会主義経済論」については立ち入らない。「社会
主義計画経済礼賛」（論）についても同様である。関心のある読者には，「なぜ社会主義経済
体制からの移行は必然だったのか，逆に言えば，なぜ社会主義体制は機能しえなかったのか，
その歴史的背景や理論的根拠に焦点を当て，これまでの議論を整理しつつ，しかしわれわれ
独自の観点から議論」する中兼［2007］の参照（引用は，同，28 頁）を勧める。この論文
は次の文章で終わる（76 77 頁）。「もしチャーチルがもう 12 年長く生きていたなら，死ぬ
前にこういったかも知れない。『中国国民にとって最大の不幸は，毛沢東がこの世に生まれ
てきたことだった……それに次ぐ不幸は，毛沢東が長生きしすぎたことである』。」

10

第 1 の教訓： 政府の能力」の限界を超える実現不可能な要求である

Stalin 独裁下 ACE の「経験」の見直しは，旧ソ連 ACE の如き経済システム
が結局は失敗に終わったという事例の確認にとどまらない。長期間にわたって壮
大な規模で各国が本格的に採用した経済システムの象徴である。システム採用が
大成功を収めた（システムは有効かつ効率的に運営された）と世界中の人達が確信
し （「社会主義計画経済礼賛」），旧社会主義諸国を中心に多くの国々が追随して
（全面的，あるいは部分的に）同様のシステムを導入した。社会主義化しなかった

日本を含む世界中の国々でも，同様のシステムを導入すべきだと確信し主張した
人達が多かった。今日も依然として多い。最初に浮上する設問は，「失敗の原因
は何か？」であり，「たとえば，運営方法の改善で失敗を回避できたか？」であ
る。回避可能であり，回避手段の採用が容易であれば，旧ソ連型の ACE が失敗
したのであって，ACE が失敗することを一般的に示したのではないことになる。
旧ソ連 ACE の「失敗」はソ連型の運営の欠陥（失敗）によるものではなく，
ACE 型経済システムに一般的にあてはまるものであること，これが Stalin 独裁
下 ACE の「経験」から導かれる第 1 の教訓である。「社会主義計画経済」の有
効かつ効率的な実現は「政府の能力」（後出）に適合しない。「政府の能力」の限
界を超える実現不可能な要求である。
第 2 の教訓：具体的・実質的内容に注目し正視することが決定的に重要である

失敗」（有効かつ効率的に機能しないこと）が白日の下に確認されたのは旧ソ連
機密文書公開後の 1990 年代であった。ACE が現実に採用された時点（さらに，
それ以前）から，最終的な「失敗」の確認に至る過程が Stalin 独裁下（さらにそ
れ以後）で進行した。システム採用に伴う各種困難性の一部についてはシステム

本格採用以前から少なからぬ関係者が予想しただろう。各種困難性・トラブルが
一挙に顕在化したとはかぎらない。顕在化の態様・深刻さも各所・各局面で多様
だったかもしれない。顕在化した困難性・トラブルへの対応も多様であったはず
である。顕在化した事態と原因の認知・認識が政府（the planner）内部で混乱や
意見対立を引き起こしただろう。顕在化から対応策採用に至る過程は長く複雑で
あったはずである。第 2 の設問は，「『失敗』は突然，全員の前に一挙に明らかに
なるのではない。『失敗』が最終的に確認されるまでに，いかなる対応策が試み
られたか？ それぞれの対応策の帰結はどのようなものであったか？ そこから得
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VII

本書の目的・構成・内容・結論および意義については第 1 章で詳述する

究極の焦点を「政府の能力」の検討に合わせて，本書では直接の検討の焦点を
「能力」との関連で政府の行動・機能と実態・performance に合わせる。検討対
象は 1930 年代から 1940 年代前半の時期の「戦争」に関連する「計画」「準備」
「動員」「統制」などと表現される「政策」である。戦後の一時期にピークを迎え
た「計画化」ブーム下で成立した「通説」が広く受容され「常識」「通念」とし
て今日まで圧倒的支持を確保し続けた。「通念」が高く厚い壁として機能したこ
ともあり，「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」を含むこの時期の「政府」
の政策，さらに日本の経済，政治，社会，生活，歴史，さらに「戦争」に関わる
適切な問題の提起や設定，したがって活発な議論・論争・研究が実質的に妨げら
れてきた。
かかる状況下で，本書では，「通説」「常識」「通念」が誤解であり実態から乖
離した神話であるとする結論を導き （第 I 部），そのうえで新たに設定する課題
について検討する（第 II 部）。このため，第 1 章を本書の目的・構成・内容・結
論および意義の概略の解説（つまり，本書の要約）にあてる。第 1 章では，読者
の関心を刺激する

appetizer ，問題提起，目的と意義などに続く 1 4 で「本

書の構成と内容の要約」について解説する。
本書は「通説」「常識」「通念」の批判と徹底的破壊を目指す第 I 部と，「通念」
等の呪縛から解放された読者を想定する第 II 部で構成される。内容は，順を追
って読むように構成されている。とはいえ，順を追って読み進むうちに（息苦し
く，腹立たしく，あるいは，まだるっこくなり）投げ出す誘惑に駆られるおそれが

ないとはいえない。その際には，第 I 部であれば第 3 章や第 4 章に跳んで興味
のありそうな部分を覗いて英気を養うことを勧める。同じく第 II 部では，第 8
章のたとえば，8 6〜8 7，8 3〜8 5，あるいは第 7 章の 7 5 に跳んで欲しい。
検討結果の象徴的要約

War is a great centralizer である。「政府」はその中心に位置し，「経済シス
テム唯一の消費者」かつ中央計画当局 （the central planner） としてあらゆる
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「能力」の発揮を期待され，可能なかぎり少ない制約条件下で，「戦争」における
「勝利」という目的の実現を目指した（はずである）。「計画的準備」に基づいて
「戦争」を開始し展開したとされる日本「政府」の performance（実績）は，「計
画」に基づく「政策」の有効かつ効率的実施に向けた日本「政府の能力」がはな
はだしく貧弱であることを明確に示す。
本書全体の検討結果は，象徴的には次の 3 点に要約できる。
⑴

極端な「準備」不足状態で日中戦争が開始され展開された。「戦争」開始
後の「軍需動員」「経済統制」の実態・performance もはなはだ不満足な状
態のまま推移した。日中戦争開始 4 年半後に開始された太平洋戦争について
も同様である。

⑵

計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の基礎となりこれらを条件づ
けた日本「政府の能力」ははなはだ貧弱であった。「有能な政府」が持てる

「能力」の発揮に失敗したと考えるべき理由は見あたらない。
⑶

軍需動員」等に関する「通説」「常識」「通念」は日本「政府」が卓越し

た「能力」を有したとする誤った仮定のうえに成立し受容され続けてきた。
「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」に関する「通説」「常識」「通念」
は誤解であり，実態から乖離した神話である。
以上の如き検討結果は，「軍需動員」等以外の側面に関しても，日本「政府の
能力」が，はなはだ貧弱であったことを示唆する。さらに，明治以来の日本の経
済発展が「政府主導型」であるとする「通説」「常識」「通念」に根本的かつ決定
的な疑問を提起する。以上の点は，三輪あるいは三輪・Ramseyer が一貫して提
示してきた代替的な見方と整合的であり，それを補強する。

VIII

「誤解」「神話」が生み出す弊害

理想化された（現実離れした）「（社会主義）計画経済」（およびその実施を可能に
した「有能な政府」）の古典的イメージ（「社会主義計画経済礼賛」）が日本で今日も

強い支持を獲得し続けている。この観察事実が象徴する状況は，適切な問題提起
を妨げ，長期間および各時点における日本経済の作動メカニズムや政府が果たす
役割・機能の理解を誤らせて，今日も以下の如き深刻な弊害を生んでいる。⑴〜
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⑶は，日本の経済さらに政治・社会・歴史・生活など日本全般に関する事実誤認
に基づく壮大なスケールの「神話」が「通説」「常識」「通念」として支配的地位
を占め続けていることの指摘である。
象徴は，明治維新以来の日本の経済発展は「政府主導型」であり，戦前・戦後
を通じてその実現に「政府」が絶大な貢献をしたとする「通説」「常識」「通念」
に対する圧倒的に強力な支持の存在である。あらゆる機会に「政府」に対する広
範な「世論」の期待と不満が噴出するという観察事実も，「政府の能力」過大評
価を前提とするという点で，この「通念」と同根である。
⑴

計画的準備」に基づいて「戦争」が開始され展開されたという戦中から
戦後に形成され受容された「通説」「常識」「通念」が，疑問さえ提示される
ことなく今日においても広範な支持を確保している。

⑵

1930 年代後半から 1940 年代半ばが「計画化」の時代であり，各種「計
画」が有効に機能したとする「通念」は，「傾斜生産」政策を象徴とし戦後
期にも「計画」が有効に機能し経済復興に重大な貢献を果たしたとする「通
念」，さらに，その後も政府の「計画」や介入主義的「政策」（「産業政策」と

呼ばれることが多い） が有効に機能し経済成長に重大な貢献をしたとする

「通念」に帰結した。
⑶

1930 年代から終戦直後に至る時期の「計画」が有効に機能し，政府が経
済の運営・発展・成長を有効に管理したとする基本イメージ・ 通念」は，

同じく終戦直後の時期に形成され「通説」の地位を獲得した，明治維新以来
の日本の経済発展を「政府主導型」とする見解に「常識」「通念」としての
確固たる地位を与えた。
⑷

通説」となり「常識」「通念」の地位を獲得する過程は，「（社会主義）計
画経済」の古典的イメージを強く支持し，「計画」「計画化」をキーワードと
する見方を押し出した人達（経済史家を含む「歴史家」およびしばしば「知識
人」「文化人」と呼ばれる人達のグループがその中心に位置した） に，「通説」

「通念」の主唱者・伝道者，時代の支配的思潮の体現者としての地位を与え
た。「通念」の生命力は「通念」主唱者・伝道者の地位と一心同体であり，
その主要な媒体であり積極的協力者・伝道者であるマスメディアとともに，
彼らが「通念」の生命力維持・強化の原動力となった。
⑸

通念」は支配的政治思潮と整合的であることによって受容され，同時に
支配的政治思潮に新たな生命力を与えてその地位強化に貢献する。日本の
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「計画」「計画化」に関する「通念」は，「（社会主義）計画経済」の古典的イ
メージを受容しそれに共鳴する政治勢力に対する「世論」の支持の維持・強
化に貢献した。
⑹

資本主義体制への批判，自由経済の否定の思想の一般化」（中村，1989，9
頁）を背景として

1930 年代後半に「計画」「計画化」をキーワードとする考

え方が受容され，「長期計画」「経済統制」が実施された （とされる）。「計
画」「計画化」をキーワードとする「通念」およびこれに対する強力かつ広
範な支持は，
「資本主義体制への批判……」を背景とし，「市場（メカニズム）
不信」「介入主義的政府（政策）への偏愛」と表裏一体である。このことの
帰結として，今日もこの「通説」「常識」「通念」は「政府」の役割（つまり
29

現実の「政策」）に強い影響を与え続けている。

⑺

通念」の影響は，経済学や経済史の分野にとどまらない。社会科学，社
会に関わるあらゆる（学問）分野に深刻な影響を与え続けている。旧ソ連邦
の解体や，Stalin 独裁下の
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の的確

な理解の浸透の影響は，経済学や経済史の分野では比較的迅速に顕在化する
ことが予想される。しかし，それ以外の関連分野への影響には長い時間を要
するだろう。
本書の結論は，以上の如き一連の深刻な弊害を生み出す強靭な生命力を持つ
本書の検討から次の結論が導かれる。「計画的準備」に基づき「戦争」が開始され展開さ
れ，「軍需動員」「経済統制」も有効かつ効率的に実施されたとする「通念」，さらに，明治
維新以来の日本の経済発展は「政府主導型」であり戦前・戦後を通じてその実現に「政府」
が絶大な貢献をしたとする「通念」，これらの「通念」を基礎づける際立って「有能」な政
府の存在という「常識」「通念」は，すべて誤解であり実態から乖離した神話である。「この
結論が正しければ，『計画的戦争準備』などの戦時の政策，『政府主導型』の成長政策などは
有効に機能しなかったのだから，『通念』が『誤解』であり『神話』にすぎないとしても，
その『弊害』も存在しないか，小さいはずだ……」という疑問・反論を抱く読者がいるかも
しれない。この疑問への対応は読者の自問自答に任せる。とはいえ，少なくとも次の 4 点に
注意を促したい。⑴ 有効に機能しなかったとしても採用された「政策」が副作用を含む影
響・効果をまったく持たなかったことを意味するのではない。⑵ 最近 20 年程度にわたり行
政改革・規制緩和の大きな流れが観察された。多くの具体的な規制が個別利害の実現のため
に実施されたことを反映して，規制緩和・自由化の実現は「既得権」を喪失することになる
勢力の強力な抵抗を受けた。しばしば「資本主義体制への批判……」を背景とする「通念」
が抵抗を強力にバックアップした。⑶ 今日も，「市場（メカニズム）不信」「介入主義的政
府（政策）への偏愛」と表裏一体の「通念」が経済政策の決定・実施過程に重大な影響を与
え続けている。⑷ 以上の意味で，誤った「通説」「常識」「通念」より重要で危険なのは，
これらを受容させ，これらに「通説」「通念」としての安定した地位を与え続けた「資本主
義体制への批判……」という背景である。
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「通説」「常識」「通念」の最も基礎的で重要な基盤に根本的な疑問を提示し，明
治維新以来の日本（経済）の歴史像・社会像・文化像全般の見直しを迫るだろう。

IX

本書の命運？

Malign or benign neglect とでも呼ぶべき collective action に直面しなけれ
ば，本書の内容は，広範な「読者」の強い反撥と批判を招くだろう。第 2 次世界
大戦終了直後に各国について支配的になった「通説」「常識」「通念」（さらに，そ
の帰結でもあり，結果として各国で発生し存続した「臭いものにフタ」とでも呼ぶべき
状況）に対して見直しを提起した多くの著作が各国で直面した命運と同様である。

歓迎すべきだろう。
England and the Aeroplane の Preface で，David Edgerton は「適切な議論
（a proper debate）」に対する障壁（barrier）として，ほとんどの歴史家が科学や

技術に関する説明を政治的あるいはイデオロギー的なものとして理解しなかった
ことに加えて，「英国の戦争の歴史は右派（the Right）の領分になっているとい
う，重要ではあるがいっそう意外な障壁」によるとして次の如く指摘する
（Edgerton，1991，p xvii）。

イギリスの左派（the English Left）は戦争の歴史ではなく戦争反対の歴史，右派
ではなく左派の政治を研究してきた。社会主義を支持する歴史家達（socialist historians）は民衆の歴史，日常の歴史，別荘よりも近所の歴史，宮廷よりも労働現場の
歴史を好む傾向がある。保守派の歴史家達（conservative historians）は「高レベ
ル（ high ）」の政治や戦争と外交の歴史を好み，生徒達に Britain and Britishness，
……王や女王，議会，戦争などの国家主義的歴史（nationalist chronicles）が教え
られることを望む。Skidelsky 教授は，正当にも，これらの立場の違いを the Battle
of Britain と the National Health Service の創設のいずれをより重要と考えるかの
違いに象徴されるとする。

Edgerton［1991，pp xvii xix］は，続いて「しかし，政治的立場と題材（subject
matter）の合致が不可避であるわけではない。王や国家に服従し，ビール，競馬，

外国人に対する懸念に熱中するイギリス労働者階級の国家主義的・愛国主義的歴
30

史を構想することも困難ではない」と述べたうえで，次の如く記す。
私の本は，航空戦の遂行がイギリス史の中心に位置するとする見方を支持する。イ
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ギリスと航空機の関係の検討は右派の史書家（the historiographical Right）に任せ
ておくには重大な仕事（business）でありすぎる。

The Nazi Dictatorship（Kershaw，2000，p 270）の最後の文章も，本書の内容に
31

反発・違和感を覚える読者に有用なはずである。
Nazi の過去はそれに直面しなければならない人達に道徳的非難（moral denunciation）の強い感情を引き起こす。正しい（right）ことだ。とはいえ，そのような感
情が正当であり必要であるとしても，道徳的非難では長期的に不十分である。理解
（understanding）よりも，伝説の一部（the stuff of legend）になりかねない。道
徳的な激怒や憎悪は純粋に歴史的研究や理解によって補足し続ける必要がある。過去
が現在を規定する。ドイツで，常にではないとしても否定的なやり方でのみ過去が現
在を規定していることはあまりに明確だ。
……知識は無知に優り，歴史は神話に優る（Knowledge is better than ignorance ; history better than myth）。人種的不寛容やファシズムの幻想と白痴の復
活が無知や神話から発生しつつある現状でこそこれらの自明の理は念頭に置くに値す
る。

あんな戦争はするべきでなかった」「さっさと止めるべきだった」「われわれ
もひどい目にあったが，周辺諸国の人達にはなはだしい迷惑をかけた」などとす
る判断に異議を挟むつもりはない。しかし，「なぜあんな戦争をしたのか？」「な
ぜ止めなかったか？」と問い，さらに「起源・原因は何か？」「有効かつ適切な
再発防止策は何か？」「現状のままでよいのか？」と問い始めれば，先の戦争の
起源・原因，拡大メカニズム，制御不能のまま長期間にわたる「彷徨状態」から
20 世紀イギリス史に関する declinist 型の「通念」に対する見直しの動きをめぐって
decline debate がとりわけ最近 20 年ばかりの間に顕在化した。20 世紀イギリス史をめぐ
る「通念」は「explains an outcome that never happened by a cause that is equally
imagined」（Hannah，1995，p 248）とする指摘も表明されている。詳しくは，Edgerton
［2006］の Introduction，とりわけ p 5 以下を参照。
31 Kershaw［2000］の最後の章（Ch 10）は「1980 年代半ばまでに，ドイツ連邦共和国の
the self image は統合失調症（schizophrenic）の程度をますます強くした」で始まる。さ
らに，その後の時代の変化は 1980 年代半ばのいかなる予想よりも急速であったとしたうえ
で，今日も「Nazism は『過ぎ去ることのない過去』であり続けている（Nazism remains
a past which will not pass away ）」（p 237）とする。1996 年に New York で刊行され
た 若 手 ア メ リ カ 人 political scientist に よ る Hitler ’ s Willing Executioners を め ぐ る
Goldhagen phenomenon あるいは Goldhagen debate はその象徴である。もっとも，
ここに引用する最後の文章は 1993 年の第 3 版のものであり，第 4 版でも変更されていない。
Goldhagen debate についても同，Ch 10 を参照。Cambridge 大学の若手歴史家による
Tooze［2007］（副題は The Making & Breaking of the Nazi Economy）が近年広範な支持
を集めている話題作である。
30
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脱出できなかった理由などに関する冷静な検討が不可欠である。本書を読了した
読者は，「一部の悪者が仕組んだとする回答に安住するのは，『臭いものにフタ』
のようなもので危険だ」と痛感するだろう。人間は「一部の悪者」を「見つけ
て」安堵・安心する傾向が強いこと，条件が整えば「一部の悪者」はいつの間に
か登場することにも気づくはずである。
Knowledge is better than ignorance ; history better than myth

X
1930 年代から 1940 年代前半の時期の日本の「計画的戦争準備」「軍需動員」
「経済統制」に焦点を合わせた本格的研究書の著者が「歴史家」「経済史家」のい
ずれでもない経済学者である点に興味を抱く読者が多いだろう。奇異に思い，ケ
シカランと考える読者も少なくないかもしれない。一方，明治維新前後のものを
含む戦前期日本に関する多くの研究論文があること，『政府の能力』と題する 10
年前の書物，「傾斜生産」政策，「産業政策」に関する多くの研究があることに照
らして，残してあった「大物」に本格的に取り組んだと了解する読者も少なくな
いだろう。「経済学者が経済に関わる話（stories）を語れば，彼らは歴史家だ」
（McCloskey，1990，p 40）とすれば，私は歴史家である（たとえば，1 2 1 を参照。

「歴史家」「経済史家」のものを含む既存研究等の特徴の解説と評価については 2 4 2
を参照）。

本研究（本書と三輪，2007a）は着想から完成に長い時間を要した。本研究に結
実した問題意識の発端は私が学部の学生であった 1960 年代後半にまで遡る。東
京大学教養学部（1966 年入学）の所属演習で，中村隆英先生は 1920 年代後半か
ら 1930 年代の日本経済に関する「通説」「通念」について数字を含む具体的な証
拠を示しつつ徹底して批判し，「君達も本郷へ進むと圧倒的に有力な通説にコロ
リと参っちゃうんだよな」と苦笑された。「通説」「常識」「通念」の安易な受容
の危険性と「証拠」に照らして確認することの重要性の認識の始まりである。
1930 年代の日本に対する本格的関心の萌芽でもある。
経済学部進学後に所属した演習では小宮隆太郎先生から経済政策等の有効性は
慎重な検討に基づいて確認すべきものであることを教わり，大学院生時代を含め
た私の研究生活の方向性・内容に決定的影響を受けた。政府の動機（motives）
以上に「政府の能力」にこそ注目する必要があると強調した Stigler［1965］の主
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張に出会ってより鮮明になった問題意識はこの時期にまで遡る。
Harvard Law School の J Mark Ramseyer 教授との永年の交流を踏まえた共
同研究のスタートは 1998 年である。10 年間に及ぶ共同研究は英語と日本語の合
計で 30 本ほどの論文と 5 冊の書物を生み出すと同時に得るものが多い豊穣な経
験であった（本研究の一段落とともに共同作業は復活の予定である）。本研究もその
一環として開始され，かなり進行してから，合意に基づいて三輪の単独作業に転
換した。本研究でも，問題設定を含めた多くの側面・論点に関連して Ramseyer
教授との交流から多くを得ている。
2007 年春まで 3 年間東京大学経済学部に同僚として在任した Leslie Hannah
教授からはとりわけ 20 世紀前半のヨーロッパ諸国の諸事情に関して多くを教え
られた。Hannah 教授の論理的で透徹した問題意識，視野の広さ，および該博な
知見・知識との接触の影響が本研究の各所に見られるはずである。
以上の 4 氏の他にも直接・間接に数多くの多様な方々の世話になり多大な恩恵
を受けた。とりわけ，秋吉史夫，福井義高，Shigeo Hirano，神田秀樹，金本良
嗣，倉澤資成，中兼和津次，大橋弘，佐口和郎，和田一夫の各氏から有益な情
報・示唆・コメントを受けたことに深謝する。
本書は全国銀行学術研究振興財団の刊行助成を受けた。また，有斐閣の尾崎大
輔さん，鹿島則雄さん，伊東晋さんは本書の構想の段階から編集・製作を通じて
多大な尽力をいとわれなかった。すべての方々に，深謝すると同時に改めてお礼
を申し上げる。
どのようにしてこんなことを考え始め，こういう論文や研究書にまで仕上げ
るのか？」と半ば冗談で問われることも稀ではない。Miwa and Ramseyer
［2006］の扉には，

To the memory of Shizuo MiwaЁsomeone who behaves as

I do never could have been raised without a dad like him

と記した。

もういやだ。こんなこと二度とするものか」という台詞に，「イヤならサッサ
とやめなさい。聞き飽きたわ。終わればその台詞を口にしたことも忘れるくせに。
いい性格しているわ，まったく」と応じながら，私のフラストレーションとスト
レスを受け流し，時には共有する役回りを我慢強く果たしてくれた妻加寿子に本
書をささげる。
2007 年 12 月

三輪 芳朗

第I部

通説」「常識」「通念」の呪縛からの解放

中国戦線を歩む日本軍（1941 年 9 月）［毎日新聞社提供]
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1章

導入部：問題の設定，目的と意義，構成と要約

1 1 はじめに
市場経済における政府の機能・役割と「政府の能力」

本研究（本書および三輪，2007a）の究極の課題は「政府の能力」の検討と評価
である。市場経済における政府の機能・役割（「経済政策」）に関する基本的設問
は「政府の政策によって何が実現可能か？ 個別政策から国民が受ける benefit
（利益）と cost（負担）はそれぞれどれほどか？ benefit が cost を上回るのはど

の（ような）ケースか？ 政府の果たすべき機能・役割は何か？ どこまでか？」
である。
（「政策」主体である）
個別「政策」から国民が受ける benefit と cost の双方が，

「政府」が実施する「政策」の内容・実施（enforcement）の仕方（政策手段とそ
の規模・使い方）および「政策」に対する関係経済主体の反応に決定的に依存す

る。政府は，関係経済主体（企業を含む国民）の反応を予測しながら，「政策」の
内容・実施の仕方を決定し，「政策」を実施する。「政策」から受ける benefit と
cost の双方，したがって，「政策」の国民（経済）的望ましさの程度（benefit マ
イナス cost の符号と大きさ）は，政府の選択の具体的内容に依存する。

さまざまな環境条件（制約条件）とともに，「政府の能力」が政府の選択（意思
決定） を条件づける。「政府の能力」を含む多様な「制約条件」下で実現する

「政府」の選択が，国民経済的利益（「公共の利益」）に照らして最適な選択と合致
するとはかぎらない。この主張に対して，とりわけ Adam Smith 以来，強力か

40

つ広範な支持がある。しかし，Stigler［1965］の指摘の如く，政府（あるいは，国
家） に対する Smith の不信は，「政府の能力 （the competence of the state）」よ

りも政府の動機（motives）に向けられており，Smith の主張は「政府は誤った
目的をも効率的に達成するという実証抜きの仮定に基づく」。市場経済における
政府の機能・役割（「経済政策」）に関する基本的設問の検討を通じる政府の適切
な機能・役割の実現には，「政府の能力」に関する検討と評価（および，それに基
づく詳細かつ具体的な情報）が不可欠である。Smith 以来の知的伝統と「実証抜き

の仮定」により，われわれには，「政府の能力」に関する検討 （とりわけ実証研
1

究）と評価が決定的に不足している。

政府は万能ではないし，打ち出の小槌を持っているわけでもない。「政府の能
力」は IQ テストの如き指数化に適さないし，「有能か無能か（白か黒か）？」な
2

どとする設問にも適さない。本書で採用するのは，政府が「能力」の発揮を求め
られた具体的ケースに注目し （これを「実験室」とみなし） て，そこで実現した
performance（実績）から，「政府の能力」を識別し評価するという標準的な実
証研究の手法である。
政府の能力」は顕在化しなければその有無や目標との適合性を検討できない。
また，決して顕在化しない「能力」はわれわれの関心の対象ではない。「政府の
能力」を検討・評価するための理想的環境は，政府が目標の実現に向けて邁進す
ることを期待され，その実現に必要な条件の整備についてあらゆる方面からの協
簡単には Introduction の III で触れた。『政府の能力』（三輪，1998）「まえがき」（ii iii
頁）では，議会は「局部的な利害からうるさく迫られ」た注文を「国民」の注文として提示
する傾向があるとする Smith の主張に関連して，次の如く記した。「通常の財なら供給側が
無理な注文として受け入れを拒否するケースにブレーキがかかるか？ かからないとすれば，
何が起こるか？ 時速 500km で走行可能な乗用車 5 万台を 5 ヵ月以内に生産する注文を提示
されたとしよう。ソニーはもちろんトヨタやホンダでも辞退するだろう（履行しない場合の
ペナルティがない場合は，別かもしれない）。不老不死の薬の開発を 5 年以内に実現する注
文なら誰でも辞退する（辞退しない会社があったら注文を取り消すというのが健全な常識だ
ろう）。「国民」的要請を受けて議会が同質の企画を決議するケースでは何が起こるか？ 対
応不可能と考える通産省や厚生省が，決議を断念するよう各方面を『説得』することも予想
の一部だ。しかし，つねに真摯に『説得』するとはかぎらないし，成功するともかぎらな
い。」
2
市場原理主義」批判や，「市場か政府か？」という形而上学的で壮大な「論争」は不毛で
あるばかりでなく，本書で批判する「通念」と同様に，適切な問題設定に基づく検討の障害
になる。「市場原理主義（者）」批判に関するコメントに関心の読者は，三輪・ラムザイヤー
［2007，223 25 頁］の「Column 3 市場原理主義（者），重力原理主義（者），政府原理主義
（者）」を参照。
1
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3

力を期待できる状況である。
検討対象時期（1930 年代から 1940 年代前半）の日本政府の意思決定，とりわけ
「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」は，政府の意思決定プロセスを含む
作動メカニズム，決定内容の実施 （enforcement） を含む各種行動パターンと
performance（実績）の検討対象として理想的である。経済政策に関する基本的
設問の検討に向けて「政府の能力」を識別・評価するための環境としても理想的
である。
以下に見る如く，1937 年 7 月開始の日中戦争以後の「戦争」は日本「政府」
にとって「不企に発した」ものであった。戦線の急激な拡大，さらに大規模かつ
長期間にわたる大戦争への展開をほとんど誰も予想しなかった。戦争は政府の役
割が決定的に重要な事態の典型である。しかも，とりわけこの時期の「戦争」は，
政府の意思決定・行動が国民生活に最も重大・深刻な影響を与える事態であり，
政府の役割・影響が空前絶後の規模で現実化した。「政府の能力」の評価という
究極の検討課題にとって，迅速かつ的確な対応を要求される強力なショックを与
えて政府の現実の反応を見ることができる（「実験室」の如き）理想的環境である。
この時期の日本の「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実態は，「通
説」「常識」「通念」が想定するものからはなはだしく乖離していた。「準備不足」
（あるいは「欠如」）とともに「対応能力の不足」
「混乱」「無理」「無駄」などの表

現のふんだんな使用にふさわしい状況であった。実施・管理する責任を有した
（はずの）
「政府」の対応能力はとうてい高評価に値するものではなかった。

第 I 部および第 1 章の位置づけ

第 1 章は，本書全体の「導入部」であり，同時に「通説」「常識」「通念」（以
下，「通念」）の徹底した批判的吟味を通じる「通念」の高く厚い壁の外側への読

者の誘導を目的とする第 I 部の「導入部」である。
本書の検討対象の中心は，1930 年代半ばから 1940 年代半ばに至る時期の「戦
争」の「計画的準備」および「戦争」開始に伴う「軍需動員」「経済統制」の実
態と performance（実績）である。
この時期の日本「政府の実態」（さらに日本の経済，政治，社会，歴史など）に関
しては，「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」などを象徴的キーワードと

3

より詳しくは，三輪［1998，i vi 頁］を参照。
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史的背景が政治と経済政策の実施および日本経済・日本歴史の研究の両面におい
て表舞台で圧倒的な影響力を発揮した。「傾斜生産」政策と呼ばれる一時期の経
済政策が政治と経済政策の実施面の象徴である。この時期の政策は「総司令部の
若手エコノミストと日本の経済安定本部の官僚との合作の構想で，経済統制によ
って経済がうまく運営できていくという政策万能主義的な思想に基づくものであ
35

った」（中村，1986，187 頁)。
とりわけ戦後の一時期に，日本の経済や歴史などの研究の面で，
「計画化」「民
主化」などをキーワードとする集権的経済運営に対する好意的評価と強い選好が
支配的風潮になった。目指した方向について批判が向けられたとはいえ，明治維
新以来の「富国強兵策」やその延長線上に実施された「計画的戦争準備」「軍需
動員」「経済統制」などと呼ばれる「計画化」に基づく集権的経済運営は，優れ
た「政府の能力」が発揮された具体的事例として積極的に評価された。日本の経
済発展が政府主導型だとする「通説」「常識」「通念」が確立したのもこの時期で
あった。「計画化」に基づく集権的経済運営の有効性と効率性を確信する人達が
主導したこの時期の研究では，「誘因」の重要な役割は軽視あるいは無視された。
戦中・戦後を通じて，「誘因」の役割を重視した主張と方策はほとんど注目され
なかった。
軍需動員」「経済統制」を強く条件づけた「資本主義体制への批判……」とい
う歴史的背景の強い影響は，今日も継続する。この歴史的背景は，「計画的戦争
準備」に引き続き戦時期に強力な「経済統制」が有効に実施されたとする「通
念」のみならず，明治維新以降の日本の経済発展が有効な「富国強兵策」に象徴
される政府主導型だとする「通念」，終戦直後の時期の日本の経済復興およびそ
の後の高度成長が「傾斜生産」政策や「産業政策」を通じる政府主導型だったと
する「通念」の形成・普及・維持に貢献し続けている。

1 4 本書の構成と内容の要約
日本「政府の能力」に関する本書の結論

1 1 の冒頭に見た如く，本研究（本書および三輪，2007a）の究極の課題は「政

35

この点についてより詳しくは，三輪・Ramseyer［2004］，とりわけ 5 5，6 4 を参照。
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府の能力」の検討と評価である。市場経済における政府の機能・役割（「経済政
策」）に関する基本的設問は「政府の政策によって何が実現可能か？ 個別政策か

ら国民が受ける benefit（利益）と cost（負担）はそれぞれどれほどか？ benefit
が cost を上回るのはどの（ような）ケースか？ 政府の果たすべき機能・役割は
何か？ どこまでか？」である。個別政策の benefit と cost は，具体的内容に関
する「政府」の選択に依存し，「政府」の選択は「政府の能力」により強く条件
づけられている。このため，市場経済における政府の機能・役割（「経済政策」）
に関する基本的設問の検討を通じる政府の適切な機能・役割の実現には，「政府
の能力」に関する検討と評価（および，それに基づく詳細かつ具体的な情報）が不
可欠である。しかるに，Smith 以来の知的伝統と「実証抜きの仮定」により，
われわれには，「政府の能力」に関する検討（とりわけ実証研究）と評価が決定的
に不足している。このような判断に基づいて，政府が「能力」の発揮を求められ
た具体的ケースに注目し （これを「実験室」とみなし） て，そこで実現した performance（実績）から，「政府の能力」を識別し評価するという標準的な実証研
究の手法を採用した。
政府の機能・役割が決定的に重要な事態，政府でなければ対応不能でありその
ための事前の周到な準備が容易でない事態でこそこの設問の有効な検討が可能と
なる。「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」などをキーワードとして語ら
れる検討対象時期の日本は，「政府が明確な目標の実現に向けて邁進することを
期待され，その実現に必須な条件の整備についてあらゆる方面からの協力を期待
できる状況」であり，「政府の能力を評価するための理想的環境」（三輪，1998，iv
頁）である。

1937 年 7 月開始の日中戦争以後の「戦争」は日本「政府」にとって「不企に
発した」ものであった。急激な戦線の拡大，さらに大規模かつ長期間にわたる大
戦争への展開をほとんど誰も予期しなかった。戦争は政府の役割が決定的に重要
な事態の典型である。しかも，この時期の「戦争」は，政府の意思決定・行動が
国民生活に最も重大・深刻な影響を与える事態であり，政府の意思決定・行動の
影響が空前絶後の規模で現実化した。「政府の能力」の検討・評価という究極の
検討課題にとって，迅速かつ的確な対応を要求される強力なショックを与えて政
府の現実の反応を見ることができる理想的環境（実験室）である。
この時期の日本の「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実態と performance は「通説」「常識」「通念」が想定するものからはなはだしく乖離して
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いた。「準備不足」（あるいは「欠如」）とともに，「戦争」開始後に次々と現実化
した「予想しない状況」「想定外の事態」への迅速かつ的確な対応の面でも，「対
応能力の不足」「混乱」「無理」「無駄」などの表現のふんだんな使用にふさわし
い状況であった。「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」を実施・管理する
責任を有した（はずの）「政府」の対応能力は，とうてい高い評価に値するもの
ではなかった。
この「戦争」は，政府の意思決定・行動が国民生活に最も重大・深刻な影響を
与える事態であり，政府の意思決定・行動の影響が空前絶後の規模で現実化した。
この時期の日本経済および日本政府に焦点を合わせた本書の結論は，日本「政府
の能力」が少なくとも他の先進諸国政府に比して優ってはいなかった（むしろ劣
っていた）こと，
「日本経済特殊論」が自明の前提とする如き特異・特殊・特別

なものではなかったことを示唆する。この点でも，日本経済および日本政府は特
異な存在ではない。
検討結果の象徴的要約

本書全体の検討結果は，象徴的には次の 3 点に要約できる。
⑴

極端な「準備」不足状態で日中戦争が開始され展開された。「戦争」開始
後の「軍需動員」「経済統制」の実態・performance もはなはだ不満足な状
態のまま推移した。日中戦争開始 4 年半後に開始された太平洋戦争について
も同様である。

⑵

計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の基礎となりこれらを条件づ
けた日本「政府の能力」ははなはだ貧弱であった。「有能な政府」が持てる

「能力」の発揮に失敗したと考えるべき理由は見あたらない。
⑶

軍需動員」等に関する「通説」「常識」「通念」は日本「政府」が卓越し
た「能力」を有したとする誤った仮定の上に成立し受容され続けてきた。

「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」に関する「通説」「常識」
「通念」
は誤解であり，実態から乖離した神話である。
「通説」
「常識」
「通念」の壁と「第 I 部

通説』
『常識』
『通念』の呪縛からの解放」

本研究の検討対象・課題の中心は，1930 年代から 1940 年代半ばに至る時期の
「戦争」の「計画的準備」および「戦争」開始後の「軍需動員」「経済統制」の実
態・実質的内容と performance である。「政府の能力」に関する上の結論は，
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1 3 1 に見た本研究の 5 つの「目的と意義」の第 3 に関わる。第 1 の「目的と
意義」である「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実態の解明と有効性
の評価，および「政府の実態」に関する情報の収集・解明と提示（政府の実態な
どに関する情報の提示）が，5 つの「目的と意義」すべての基礎となる。その意味

で最も基本的である。本書の究極の研究課題である「政府の能力」の検討と評価
は，このケースの如き具体的事例に即した「政府の実態」に関する検討を通じて
初めて可能になる。
この時期の日本「政府の実態」（さらに日本の経済，政治，社会，生活，歴史，そ
して「戦争」など）に関しては，
「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」など

を象徴的キーワードとする圧倒的に強力な「通説」「常識」「通念」が長期間にわ
たり支配的地位を維持してきた。支持の圧倒的強さを反映した「通念」の安定し
た地位は，「通念」に対する疑問や批判の提起を阻害し，「通念」とは異なる新た
な視点・主張に対する関心を萎縮させる高く厚い壁として機能した。「通念」の
壁はこの時期の日本，とりわけ「戦争」および「計画的戦争準備」「軍需動員」
「経済統制」の実態に関する詳細な情報への接近を著しく困難にしてきた。結果
として，「戦争」や戦争に関連する経済政策の実態に関する正確な理解が遅れ，
実態から乖離した神話が受容・支持されてきた。本研究は，この時期の日本に関
する（これまでに提示され議論・検討されるべきであった） 本来の視点・疑問・設
問・検討事項を浮上させ，本格的議論・検討のための素材を提供する。
通説」「常識」「通念」の高く厚い壁が圧倒的威力を発揮し続けていることに
鑑み，本書を 2 部構成とし，「第 I 部

通説』『常識』『通念』の呪縛からの解

放」を詳細な具体的事実に即した「通説」「常識」「通念」の徹底した批判と破壊
にあてる。第 I 部で，読者は，「通念」の壁に「視界」を遮られ閉ざされた狭い
「世界」に生きてきたこと，「通説」「常識」「通念」が誤解であり実態から乖離し
た神話であることを確認するだろう。この確認は，本来の視点・疑問・設問・検
討事項に対する新たな関心に読者を誘うはずである。
第 2 章では，「通説」「常識」「通念」をより具体的に提示し，関連疑問や問題
点の概要を示す。第 3 章と第 4 章では，詳細な観察事実を参照しながら，「通
念」に関連する当然の疑問・問題点（Puzzles）に読者を誘い，提示した素材に基
づく自問自答を読者に求める。第 3 章で「戦争」に関わる 10 の基本的な Puzzles を提示し，第 4 章で「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の実相に
関する 9 つの基本的な Puzzles を提示する。提示した Puzzles について読者の自
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問自答を求める「憂鬱な」仕掛けが不可欠と考えるほど「通念」の高く厚い壁の
外への読者の脱出が困難であり，批判と破壊への読者の参加こそが「常識」「通
念」の呪縛からの解放に有効だとの判断による。
読者を「通念」の高く厚い壁の外へ誘導するための具体的な素材については第
2 章から第 4 章の内容をご覧いただく（簡単には 2 4 1 の「『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」を参照）。

「通説」「常識」「通念」に関する 9 つの基本的疑問・問題点

次の 9 点が読者を「通念」の高く厚い壁の外へ誘導し，さらに「通念」の呪縛
から解放するための素材の具体的内容の中心である。「計画的準備」に基づいて
「戦争」が開始されたのではない。「戦時統制」の成功体験が戦後の「産業政策」
の実施に官僚出身の政治家たちを誘って高度経済成長を実現したとする「通念」
も，誤解であり実態から乖離した神話である。戦後と同様，戦時中（さらに戦前）
の日本「政府の能力」は，「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」を有効か
つ効率的に実施できるほどには卓越していなかった。
⑴

戦争」をはじめとする国家の最重要課題に関する意思決定の最高責任の
所在は一貫して曖昧なままであった。これを反映して，意思決定システムも
曖昧であった。「誰が実質的な意思決定主体だったか？ 計画的戦争準備』

『軍需動員』『経済統制』で一貫して指導的役割を果たしたのは誰か？」とい
う基本的設問に，慎重かつ周到な検討に基づいて，明確な解答を導く人達が
多いとは思われない。
⑵

壮大な規模の「戦争準備」を長期間にわたって「計画的」に実施するため
には，その実現を可能にする強力かつ安定した「勢力」の存在と「リーダー
シップ」の継続的発揮が必要である。1930 年代（半ば）以降の日本ではこの

条件が満たされなかった。特定の人物あるいは特定の人達のグループが強力
かつ安定した「勢力」として君臨し「リーダーシップ」を発揮し続けたよう
には見えない。
⑶

国防」と結びつく「動員」「計画」「統制」などの表現が広範かつ頻繁に

話題になって久しかった。しかし，軍需動員が本格的にスタートした 1937
年夏から秋の時点では，必要な準備はほとんど整っていなかった。「計画的
戦争準備」の想定した「戦争」が日中戦争であるとすれば，「計画的準備」
に実態がなかったことになる。1940 年から 1941 年の状況に照らせば，想定
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したのが「対米英戦争」だとしても，「計画的準備」に実態はなかった。
⑷

日中戦争は軍首脳部の多くの意図に反して急展開した。「不拡大方針」を
唱える（軍を含む）「政府」をはじめ，ほとんどの政治勢力は，長期戦を想
定した軍需動員の本格化を望まなかった。このため，軍需動員は，長期的視
野に立った「計画」に基づくことなく，状況およびその展開に対応して進行
し，結果として，かなりの程度，場当たりとなった。

⑸

日中戦争は，1938 年 10 月の漢口陥落後，「中国軍の主力を撃滅するに至
ら」（防衛庁，1967a，575 頁）ぬまま，兵力・国力の両面の限界に達し，袋小路
に陥った。「対支持久戦争」と呼ばれた長期戦を覚悟した「1938 年秋季以降
対支処理方針」（1938 年 12 月 6 日，陸軍省部決定）が決定され，12 月 22 日に
は「東亜新秩序建設」の近衛声明が出された。1930 年代半ばからの陸軍軍
備拡張計画（あるいは，構想）の想定交戦国（仮想敵国）はソ連であった。日

中戦争の開始およびその拡大は，この計画の進行を厳しく制約し，遅延させ
た。兵力と国力の限界に達した 1938 年末以降は，大幅に遅延した「対ソ」
軍備増強の実現をめぐって，陸軍内部の意見対立が深刻化した。
⑹

経済統制」を象徴する輸出入品等臨時措置法と国家総動員法の制定はい
ずれも日中戦争開始後であった。「戦争」開始に先行して「計画的」に準備
されたのではない。多くの関連法規のほとんどについても同様である。「物
資動員計画」と「生産力拡充計画 （政策）」が「経済統制」に関連する諸

「計画（政策）」を象徴する。前者は，1 年もしくは四半期の資材配分「計画」
であり，長期的視点に立って資源配分を「計画的」に実施するものではなか
った。戦局を中心とした環境条件の変転および政府の政策の変化への対応を
求められた。終始，幾多の困難と混乱に直面し，所期の機能を発揮できた期
間は（あったとしても）かぎられた。日中戦争の開始と急拡大などの理由に
より，後者の「要綱」決定と内容具体化は 1939 年となった。その時点の日
本は長期的視点に立って「生産力」を計画的に「拡充」する資源・時間の余
裕，および実行能力に決定的に欠けた。このため，ほとんど実質的に機能し
なかった。
⑺

満州の大規模産業開発の推進 （Calder，1993，p 50 の「1930 年代から 1940
年代初頭の時期の満州における恐るべき産業基盤の強制的創出」） を「企図」し

た人達が存在し，この考え方に沿った「計画」と呼ばれる文書が作成された。
（中村，1989，9 頁）
しかし，「資本主義体制への批判，自由経済の否定の思想」
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を背景にして「財閥」等の既存勢力を排除した集権的経済運営方式による
36

「開発構想

は早々に挫折し，「満州開発 5 ヵ年計画」が策定された。鮎川義

介の日産を満州に移駐して満州重工業とするプロジェクトが「5 ヵ年計画」
の目玉となった。このプロジェクトが前提としたアメリカからの資本と最新
機械の導入の双方が実現しなかった。そのうえ，日中戦争の拡大などの事情
により計画実施のための必要資源の配分が見込めず，実現のために許容され
る時間があまりに短かった。以上の如き諸要因に制約され，プロジェクトは
実質を伴わなかった。満州の大規模産業開発の推進を目指す「構想」あるい
は「計画」はほとんど実質化せず，内容は実現しなかった。
⑻

日本の国力・経済力等を考慮して，太平洋戦争開始時点で開戦に賛成した
37

指導者のほとんどが，短期間での決着・終結を想定した。そのような想定・
期待は現実化せず，決定的劣勢のうちに，長期戦が不可避となった。現実に
は，第 8 章に詳述する如く，緒戦期から半ばに至る時期の基地航空部隊を
中心とする航空兵器（兵力）によるガダルカナル島をめぐる「消耗戦」が太
平洋戦争の帰趨を決する「戦闘」であったし，この「戦争」を象徴する。こ
の「消耗戦」は以下の 3 つの意味で「想定外」の事態（「想定外 3，「想定外」
の 3 乗の事態）であった。

ヘ

不企に発した」日中戦争が米英中心の連合国を相手とする太平洋戦争
にまで展開すると日中戦争開戦時より予測し，さらに「計画」した「政
府」首脳（軍首脳を含む）はほとんど存在しなかった。

ミ

日中戦争から太平洋戦争に至る「戦争」を主導し中心的役割を演じた

「主役」は陸軍であった（とされる）。しかしこの「消耗戦」の「主役」は
海軍であった。
ム

国防方針」に従って 20 世紀前半を通じてアメリカを仮想敵国とした海
軍を主導したのは「大艦巨砲主義」であった。海軍は，西太平洋上での艦

前掲「日本経済特殊論」の注目点の⑷として紹介した（55 頁），Calder［1993］からの冒
頭の引用にいう「3 つの中心的教義」である。
37 しかし，その見通しがあったわけではない。太平洋戦争開戦時の陸軍省軍務課長であっ
た（まもなく軍務局長）佐藤賢了は回想録の第 3 部「言い残しておくこと」の「戦争終末」
の冒頭で次の如く記す（佐藤，1976，286 頁）。「いかにして戦争を終末に導くか，というこ
とは戦争の最大眼目でなければならない。開戦よりも先に，これを考えねばならないのであ
るが，今度の戦争は遺憾ながら，戦争終末について自主的計画も，見通しも確立出来なかっ
た。」
36
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隊決戦を想定して軍備・演練を進め，航空兵器（兵力）を艦隊決戦の補助
兵力と位置づけ続けた。しかし「消耗戦」の主役は航空兵器（兵力），し
かも航空母艦ではなく陸上飛行場を基地とする航空兵器（兵力）であった。
そのうえ，「戦争」は決戦型ではなく，長期間にわたって継続する「消耗
戦」であった。
ガダルカナル島撤退により同島をめぐる「消耗戦」が終了した後に，1943
年から軍需動員体制の立直しが試みられることになった。以上の展開は「計
画」の想定外の事態であり，想定外の状況下における想定外の課題への対応
であった。このような「想定外の事態」の現実化を想定して「準備」する
「能力」，現実化後に迅速かつ的確に対応する「能力」のいずれにおいても，
日本「政府の能力」はとうてい高評価に値しない。
⑼

軍需動員」本格化以前の時期から終戦に至るまで，統一化された意思決
定主体としての政府は存在しなかった。深刻な内部対立を含む意思統一の決
定的欠如という制約下で，バラバラの政府・指導部が「軍需動員」という困
難な課題に対応した。乏しい資源，低い技術水準・生産力という厳しい制約
条件の下で，能力を伴わない政府が，非効率な「軍需動員」「経済統制」の
実施を余儀なくされた。周到な「計画的準備」に基づいて「戦争」が開始さ
れたのではないし，開始後の「戦争」が周到な「計画」に基づいて実施され
たのでもない。

「第 II 部

第 II 部

計画的戦争準備』『軍需動員』『経済統制』の実相」の内容と構成

計画的戦争準備』『軍需動員』『経済統制』の実相」は第 I 部の批

判的吟味を通じる「通説」「常識」「通念」の徹底的破壊により「通念」の呪縛か
ら解放された読者を想定する。第 II 部では，「通念」が誤解であり実態と乖離し
た神話であるとする主張の受容を前提とし，改めてこの時期の「計画的戦争準
備」「軍需動員」「経済統制」の実相に立ち入る。第 II 部の内容が第 I 部の内容
を確認し補強することは当然であるが，「補強」自体を直接の目的とするのでは
ない。「通念」の高く厚い壁の外側への脱出に成功した読者のための新たな問題
設定に基づく検討が第 II 部の内容である。
第 5 章と第 6 章が基礎部分である。第 7 章と第 8 章は，基礎部分の検討内容
を「応用」しその妥当性を確認するケース・スタディである。
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第 5 章と第 6 章が第 II 部の基礎部分

第 II 部のスタートとなる第 5 章では，「計画的戦争準備」を連想させる多様な
現象に焦点を合わせる。日中戦争開始 （1937 年 7 月） に先行する少なくとも 20
年間にわたって，「計画的戦争準備」を連想させる多様な現象が頻繁に観察され
た。1918 年制定の軍需工業動員法が象徴的発端である。この間，国防，国力，
軍需動員，総動員，物資動員，生産力拡充，計画，統制，管理などの用語が盛ん
に用いられた。軍需局，軍需評議会，陸軍省兵器局工政課，国勢院（第 2 部），
資源局，資源審議会，陸軍省整備局，総動員計画会議，企画庁などの「組織」が
次々と誕生した。軍需工業動員法，軍需調査令，資源調査法，総動員計画設定処
務要領などの法規が制定され，年度陸軍軍需工業動員計画，総動員期間計画，軍
需品製造工業 5 年計画，重要産業 5 年計画要綱 （陸軍案），満州産業開発 5 年計
画などの「計画」が策定された。これらの諸現象・観察事実の具体的実態に立ち
入り，それらの実態と実質的機能について検討・評価することがこの章の課題で
ある。
日中戦争開始時点で，先行したはずの「計画的戦争準備」は現実の「戦争」の
「準備」としてほとんど機能しなかった。「軍需動員計画」に関する岡田陸軍省軍
需動員班長の「軍需動員計画は 1920 年度以来，毎年策定せられていたが，……
それを実施した経験を持たない。いわゆるペーパープランとして金庫の中に保管
されていた」（防衛庁，1970，70 頁）とする回想が象徴である。日中戦争に向けて軍
需動員計画を急遽策定する必要があったし，軍需工業動員法を適用するための法
律および適用関連法規の整備，輸出入品等臨時措置法，国家総動員法などの「戦
時立法」も「戦争」開始後に急遽実現した。軍需品工場管理が「戦争」開始後半
年経過した 1938 年 1 月にスタートした。しかし，管理工場の的確な「管理」の
ために不可欠な（はずの）具体的情報は「準備」（収集）されていなかった。
第 6 章では，「戦争」の「計画的準備」，周到に準備された「計画」に基づく
「戦争」の開始・展開という 2 つの側面について詳細な具体的観察事実に即して
検討する。第 1 の側面の検討として，国防方針，用兵綱領など国防（「戦争」）に
関わる基本方針の決まり方と，国防方針の実態・実質的役割に焦点を合わせる。
「戦争」開始に先行した国防方針改訂論議が失敗に帰したこと，現実化した「戦
争」が陸軍の企図した改訂「計画」および改訂失敗後に決定された（実質的に維
持された）国防計画のいずれとも基本的な点で異なることを確認する。
「計画」
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に基づいて戦争が開始されたのではない。
第 2 の側面との関連では，開始された「戦争」の展開が周到に準備された「計
画」に基づくものとは程遠いこと，「不拡大方針」「早期解決」などの基本方針を
繰り返し表明しながら長期「持久戦争」と呼ばれる袋小路状態に陥ったこと，こ
の間に次々と顕在化した「予想しない状況」「想定外の事態」への迅速かつ的確
な対応がほとんど実現しなかったことを確認する。「計画的戦争準備」の対象は
「対米（英）戦争」ではありそうにない。（本書全体と同様，第 6 章にいう現実化し
た「戦争」とは日中戦争のことである。）

第 7 章と第 8 章はケース・スタディである

第 7 章の内容は，先行する 6 つの章（とりわけ第 5 章と第 6 章）の検討結果か
ら当然予想される帰結の具体的な「計画」や「政策」に即した確認である。本書
がすでに膨大なものとなっていることなどを考慮して，三輪［2007a］として別途
公表した。本書には目次のみ収録する。「物資動員計画」「生産力拡充計画 （政
策）」および満州（国）における「生産力拡充計画（政策）」など，
「計画的戦争準

備」「軍需動員」「経済統制」を象徴する（とされる）諸「計画（政策）」の代表を
取り上げ，それぞれの実態と実質的機能・役割を具体的に評価し，「通説」「常
識」「通念」が誤解であり，実態から乖離した神話であるとする本研究全体の結
論を確認する。
第 8 章は，第 7 章までの検討結果を具体例に即して確認するケース・スタデ
ィである。検討対象は海軍航空兵器（兵力）であり，検討の中心は海軍が開発・
生産・使用した航空機とその用法である。航空兵器が第 2 次世界大戦の帰趨に決
定的役割を果たした。その一環を構成する太平洋戦争でも，航空兵器が決定的役
割を果たした。先行した日中戦争においても，航空兵器は「戦争」の展開・帰趨
に一貫して決定的影響を与えた。日中戦争と太平洋戦争を通じて，海軍（陸軍で
はない）航空兵器が日本軍航空兵器の主役であり中心的役割を果たし続けた。こ

の意味で，海軍航空兵器を検討対象とする第 8 章のケース・スタディは，日中
戦争から太平洋戦争に至る「戦争」の日本側主役の 1 つ，しかも決定的役割を果
たした主役に焦点を合わせる。「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の主
要局面の具体的実態に即した検討であり，最も切実に「政府の能力」の発動・発
揮が希求された局面におけるその態様と機能に注目し評価するケース・スタディ
である。
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このケース・スタディを通じて，「計画的準備」に基づいて「戦争」が開始・
展開され，「軍需動員」「経済統制」が順調に実施されたとする「通説」「常識」
「通念」が誤解であり，実態からはなはだしく乖離した神話であることをあらた
めて確認する。8 6〜8 8 で焦点を合わせるガダルカナル島をめぐる「消耗戦」
に象徴される如く，第 8 章の検討の焦点は「想定外の事態」への政府の対応能
力である。「想定外の事態」の現実化を想定して「準備」する「能力」，現実化後
に迅速かつ的確に対応する「能力」のいずれにおいても，日本「政府の能力」は
とうてい高評価に値しないことが示される。同時に，「通念」が実態を正視し適
切な問題設定に基づく検討を開始する作業の妨げになる危険な存在であること，
この時期の日本「政府の能力」が，暗黙のうちに「通説」「通念」が想定するも
のとは程遠いものであったことが明示される。

160

3 1

物的生産力」に関する「冷厳な数字（ The Cold
Figure ） [Puzzle 1］

第 2 次世界大戦中の軍需品生産高」を副題とし

The Power of Victory

の

タイトルで 1946 年春号の Military Affairs に公表した論文の冒頭で，Raymond
W Goldsmith（formerly head of the economics and planning division of the U
S

War Production Board，前米国戦争生産委員会経済計画部長）は次の如くコメン

トした（Goldsmith，1946，p 69）。
航空機，戦車，銃砲，艦船，弾薬それぞれの生産高の冷厳な数字，そしてこれらの
数字を主要交戦国の軍需品生産総額を示す指数というさらに冷厳な数字に集約しよう。
これらの数字から今回の戦争の本質的要素を知ることができる。議論を展開し以下の
点に関わる詳細な状況を知ることもできる。西側連合国が置かれた初期の不利な状況，
ソ連の驚くべき頑張り，1943 年に連合国が到達する状況に向けた急速な改善，1944
年のドイツに対する決定的優位の確立，そして戦場の太平洋への限定以後の日本の急
速な崩壊などである。戦争の初期段階で何が連合国を敗北から救ったにせよ，これら
の数字は，最終的に彼らに勝利をもたらしたのが枢軸国より多量，はるかに多量の軍
需品を製造する能力であったとする，エコノミストにおなじみの命題を支持する。

6 大国 （six great powers） の国際比較を試みた書物の編者による Harrison
［1998］は，武器・兵器の質の面で各国に得手不得手があったが，量の面では連合
1

国（the Allies）が有利であったとし，次の如く要約する（p 27)。
数量の重視が連合国戦略の本質であった点が重要である。ドイツや日本以上によい
兵士を作り出すことができないことを連合国は知っていた。銃砲，艦船，航空機につ
いて，よりよいものを生産できないが，より大量に生産できることを知っていた。イ
ギリスとアメリカは原子爆弾開発プロジェクトに膨大な資源を投入したが，最終的成
功の保証はなかった。原爆が利用可能になるまでは，数量の重視以外の選択はなかっ
た。大きな数的優位によってのみ，西側は枢軸諸国を打ち倒すことができた。この戦
略に従って，連合国は 1942〜43 年に蓄積し，それを最初にイタリアに振り向け，
1944〜45 年にドイツと日本に振り向けた。

連合国と枢軸国，アメリカ・イギリスとドイツ・日本のいずれに注目しても，
1

Goldsmith［1946，p 80］の次の最後の文章も「量」の重要性を強調する。「装備の質の全
般的水準に大きな差はなかったことがとりわけ重要である。このことが，軍需品生産の数量
の重要性をさらに高めた。常識（popular ideas）とは異なるだろうが，第 2 次世界大戦中
のいかなる『秘密兵器』も現実の戦闘で優位に立つために，過去の戦争における装備の顕著
な違いほども，有効ではなかった。」
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1930 年代半ばから 1945 年の期間を通じて，武器・兵器を生産する能力（しばし
ば，「物的生産力」と表現された）に圧倒的な差が存在した。1941 年末の太平洋戦

争開戦，1941 年 7 月の南部仏印進駐，1940 年 9 月の日独伊三国同盟締結などの
いずれの時点でも状況に相違はない。
いずれの時点でも， The Cold Figure

が示唆する厳しい現実を考慮に入れて，

日本「政府」は「計画的準備」に基づき「戦争」を開始し，各段階における逐次
的意思決定に基づき「戦争」を展開したか？ Goldsmith や Harrison のようには
2

考えなかったか？
[Puzzle 1］に関して，多くの読者は次の要因のいくつかを組み合わせて回答
を導くだろう。「通念」を支持する読者（であるあなた自身）の回答はいかなるも
のか？
⑴

物的生産力は重要ではない」と考えた。あるいは，「物的生産力」の重要
性に「戦争」開始前には関心すら及ばなかった。

⑵

物的生産力」の実態，あるいは「物的生産力」に決定的差が存在すると
いう現実を知らなかった。

⑶

計画」し「準備」した「戦争」は，「物的生産力」が意味を持つようなも
のではなかった。つまり，「計画」していた「戦争」は，「総力戦」となるよ
うな長期的なものではなく，「短期的」「局所的」なものであった。

⑷

計画的」に「準備」した「戦争」が現実化するような遠い将来（つまり，

現実に経験し観察することになった「戦争」）についてまで，誰も具体的に考え

なかった。政治家・軍人・官僚などの各時点の意思決定関与者の多くが，自
らの在任中は，それほど深刻（重大）な事態は現実化しないと想定した。
⑸

計画的準備」に基づき「戦争」が開始され展開されたという「通説」「常
識」「通念」は「誤解」であり的外れである。「計画的準備」に基づいて「戦
争」が開始されたとしても，「計画」された「戦争」は日中戦争のことであ
る。対米英戦争までは「計画」に入っていなかった。日中戦争も短期的に決
着がつくものとして「計画」された。つまり，日中戦争開始直後から，「戦
争」は「計画」と異なる展開となった。現実の戦争のほとんどが「計画」の

2

関連して Harrison［1988］を参照。前頁の引用文に先行して，Harrison［1998，p 25］
は次の如く記す。「ドイツと日本の指導者達が細心の注意を払ったうえで経済的により強大
な敵を相手にする戦争を開始したこと，さらに初期段階で華々しい成功を収めたことは，数
量によっては説明できない。」
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想定外の展開だった。
⑹

日中戦争以後の「戦争」の全体が「計画的準備」に基づき開始・展開され
たものではない。

馬と自動車

井本［1978，45 46 頁］は，「昭和時代の陸軍指導勢力の欠陥的特性」の「4 軍
事思想の偏向立遅れと軍隊編制装備」を「軍事思想の根本問題である戦力の考え
方において，物的戦力を量，質ともに軽視し，精神力に主として依存しようとす
る偏向が甚だしかった」で始め，「編制装備」に関して次の如く指摘する（下線引
用者）。

軍隊の編制装備が列強の軍隊に比して，著しく遅れかつ劣っていた……。第 1 次大
戦で次期戦力の革新的要素をなす飛行機，戦車，優秀火砲の砲兵，莫大な弾量等の不
可欠性は明らかに示唆せられていたが，我陸軍ではその採用は概して適時に行ったが，
その進歩を図る努力は足らなかった。支那事変の初め頃，列国軍は概して自動車編制
をとり，機動力は自動車（内燃機関車輌）による域に達していたが，我陸軍は依然と
して動物による運搬ならびに機動力が基準となっていた。そのため用兵規模，機動力
等の観念は大体において半世紀遅れ，鉄道によらなければ大規模の用兵はできないと
考えており，用兵思想もそれに伴って時代遅れのものとなっていた。／

陸軍の編制

装備が，列強に比して立ち遅れている事実は，欧州諸国の軍隊を見た人は皆承知して
いた……。ただ，それがわが国にとって真に重大事であるという感じは，あまり抱か
れていないのであった。

日本の自動車生産の戦前のピークは 1941 年の 46Е498 台である。（この年のアメ
リカの乗用車を含む自動車生産台数は 484 万台，乗用車だけでも 378 万台である。）こ

れ は 1907 年 の ア メ リ カ の 生 産 台 数 （ 44Е000 台 ） に ほ ぼ 匹 敵 し た 。 1938 年 の
24Е388 台は，1905 年の 25Е000 台に匹敵した（海空史，⑵，574 頁）。

3 2

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］

1945 年 12 月 8 日（日本時間），太平洋戦争が開始された。太平洋戦争，とりわ
け対米戦争は「計画的戦争準備」の帰結か？ 対米戦争も「計画的」に「準備」
された「戦争」の一環か？ どこまでが「計画的」に「準備」されたのか？
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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？
[puzzle 2 1］

対米戦争が「計画的」に「準備」された「戦争」の一環だとしよう。計画者想
定の「戦争」に勝利する（目的達成）ための主要手段は何か？ ハワイやフィリピ
ンの一時的占領で目的達成可能と「計画」したのではなかろう。欧州大戦の経過
に照らせば，少なくとも大量の大型爆撃機による大規模で継続的な戦略爆撃と，
大規模な陸上戦闘による勝利の見通しが必要である。そのような見通しが立つ
「戦争準備」が「計画的」に展開されたか？
太平洋戦争開戦時に参謀本部（大本営）作戦課に在籍した井本参謀は，開戦に
先行する「物的国力の判断」について，「各種困難な検討の結果，結論として，
物的国力は困難ながら，戦争の遂行に堪えるという結論になった」とし，次の如
く続ける（井本，1979，50 頁）。
実際は検討の段階で，陸軍省主任幕僚の研究においては，物的国力上，とうてい日
米戦争はできないという結論に達し，その説明を聞いた省部の指導層は，強い衝撃を
受けたこともあった。また企画院（国家全般の物的戦力の企画中心）においても，右
に近い状況であった。

1941 年 9 月 6 日の御前会議で「帝国は自存自衛を全うするため，対米英蘭戦
争を辞せざる決意の下に，概ね 10 月下旬を目途とし戦争準備を完整す」とする
「帝国国策遂行要領」を決定した。10 月 16 日，戦争の遂行に自信のない近衛首
相が総辞職した。東條内閣出現に際して示された「天皇の御意図により，いわゆ
る白紙還元と称される，戦争遂行に関する重要問題の再検討」が行われ，検討結
果に基づき 11 月 5 日の御前会議で「帝国は現下の危局を打開して自存自衛を完
うし大東亜の新秩序を建設するためこの際対米英蘭戦争を決意して左記措置を採
る」という大方針の下に「帝国国策遂行要領」を決定した（同上，29 30 頁）。
白紙還元に関する検討の段階で統帥部が連絡会議で述べた「対米英蘭戦争にお
ける初期及び数年に亙る作戦見透し」（公文書）の要旨は次の通りである（同上，
3

60 61 頁。下線引用者)。

1 陸軍は南方に対する初期作戦は相当に困難あるも必成の算あり。爾後は海軍の
海上交通確保も相俟ち所要地域を確保し得べし。
2 海軍は初期作戦の遂行および現兵力関係をもってする邀撃作戦には勝算あり。

3

関連して 8 6 2 を参照。
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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］

依然として，「計画的戦争準備」に基づいて日中戦争が開始され，「戦争」は事
前の「計画」通りに展開したと考える読者は多くないはずだ。多くの読者が，
「なぜ途中で止まらなかったか？」「止まれなかったのか？」という puzzles を抱
くだろう。
日中戦争開始時点で，長期戦になるからと不拡大を唱えた有力な主張が存在し
た。不拡大論を抑えた短期で決着がつくとする見通し（「一撃論」)・ 計画」の失
敗は上海で明白になった。しかし，上海戦闘後の「和平」は成立しなかった。南
京攻略後の戦線拡大でも，同様のパターンが繰り返された。それぞれの時点で，
68

早期終結の声が存在した。しかし，早期終結は実現しなかった。
本節の以下の内容は，現実化しなかったプロセスに関する読者自らの想定問答
のための参考資料である。「歴史」あるいは「現実」の重みや「通説」「常識」
「通念」の呪縛により，重要ではあるが話題になることの稀な論点に読者を誘う
ことが目的である。
「『途中で止まる』ことの帰結は何か？」「途中で止まれたか？」

次に浮上するのは「『途中で止まる』ことの帰結は何か？」「途中で止まれた
か？」という puzzles だろう。「『和平』あるいは『自主撤兵』により『途中で止
69

まった』状態は維持可能だったか？」「10 年単位で見たときに，現実的な選択肢
は何であったか？」
井本［1978］は 1937 年の状況に関する第 1 章の「あとがき」で次の如く記す（185 86
頁）。「大局的に見れば支那軍は，戦わずして，広大な北支 5 省を放棄して退避した。／ 上
海では頑強な長期抗戦を行ったが，それは，わが方が小兵力で対応したため抗戦が可能であ
った期間のことであった。わが方が兵力を増大し，適切な戦略態勢をとると，支那軍は総退
却し，首都南京まで大きな抗戦を行うことなく放棄した。／ しかし支那側は屈服すること
はなかった。これは，支那は一撃を与えれば屈服する。多くも 3 ヶ月位でこの事変は片付く，
と考えてこの事変に突入した，我方の判断と大きく異なるものであった。ここで支那側の戦
争戦略を，根底的に考えてみる必要があったと思われるが，それはできなかった。」
69
戦線拡大を停止して占領地を維持した」ケースや，交戦相手の「降伏」という決着のケ
ースについても同様の puzzles があてはまる。
68
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たとえば，3 7 5 に見た 1939 年末に対ソ戦備充実のために参謀本部が企図し
た「武漢地区および広東方面も逐次撤兵し，上海，南京，杭州の三角地帯と北支
蒙疆の要域に兵力を縮める」という支那事変処理の大転換（防衛庁，1967a，627 頁）
が実行されたとしよう。あるいは，「東亜新秩序」の近衛声明後に進められた
「和平工作」が成功し，占領地の一部における日本の「権益」を中国政府が承認
して「和平」が成立したとしよう。「そのような『自主撤兵』や『和平』の状態
は維持可能だったか？」「どれほどの期間，どの程度のコストで維持可能だった
か？」「ペイしたか？」
これらの puzzles に楽観的な回答を持つ読者は多くないだろう。支那派遣軍総
司令部参謀 （作戦担当） が回想する次の如き事情は忘れられがちである （井本，
1978，400 1 頁）
。

現に支那とは戦争をしていて 70 万の大軍を全支に注ぎこみ，第一線では血みどろ
の戦闘を交えているか，交戦を前提としてにらみ合っている。わが占領地域内におい
ても，敵側の勢力は少なからず根を張り，民衆は内心日本を敵視していて，治安の確
保すら実現し難い情況を呈している。この実情を無視して，占領地域内の支那民衆ま
でが日本国民と同様な対蔣介石態度をとり，日本側に協力する状態にあるかの如き錯
覚観念を以て，実情に合わない諸施策を行なおうとするような考え方は誤りだ。また
敵側に対する観念として，徒らに日支提携親善が本来の姿であるというような観念を
吹きこむが如き政策は，わが第一線の軍隊を惑わすものであると共に，敵側の軽蔑を
買うのみである……。

それなら，一時的な『和平』あるいは『停戦』は，それまでの攻勢から実質
的守勢への転換を意味するにすぎず，中途半端であって好ましくない。たとえば，
10 年単位で見たときに，現実的選択肢は何であったか？」「実現可能だった
か？」というより根本的な puzzles が浮上するだろう。
日中戦争開始時点以前の状態まで戻し，日本軍を（満州に）撤兵することは……？

日中戦争開始時点以前の状態まで戻し，日本軍を（満州に）撤兵することが平
和裏に維持可能な「和平」状態だったとしよう。「そのような『和平』を誰がど
のように実現したか？」「『戦争』を主導したとされる『軍部』，とりわけ『陸軍』
に可能だったか？」「『政府』なら可能だったか？ 実質的に実現可能な選択肢だ
ったか？」
この puzzles に確信をもって YES と回答する読者は稀だろう。南京攻略から
「爾後国民政府を対手とせず」とする近衛声明に至る時期の状況に関する河邊参
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謀本部作戦課長の「国民が一番強気で，次が政府であり，参謀本部が国家全般を
憂慮して最も弱気であった」（防衛庁，1967a，528 頁） とする解説が象徴的である
（3 6 1，より詳しくは 6 4 2 を参照）。日中戦争開始直後の状況も同様である。沈

静化の方向が見え，「国民政府も現地協定の解決条件を黙認する意向であること
が明らかにされ」た段階で，7 月 25 日から 26 日にかけて天津と北京のほぼ中間
の郎坊で軍事衝突（郎坊事件）が発生した。28 日早暁，「皇軍の 29 軍の膺懲戦が
開始された。ジャーナリズムは政府の決意を礼讃して怪しまず，民衆は戦争熱に
浮かされた。情勢は急転，燃え上がって手のつけようもない」状況に陥った（石
70

射，1950，278 79 頁)。

日中戦争開始時点以前の状態に戻せば，その状態は長期的に維持できたか？
そのコストは？ 1941 年の日米交渉は「満州事変前への復帰の覚悟なしには」妥
結の可能性はなかった（原，1987，156 頁）。日米開戦の直接の引き金になった 1941
年 11 月 26 日のいわゆる「ハル・ノート」について瀬島［1995，171 頁］は，「つま
るところ，明治以来の我が国大陸政策の完全否定だった」として，次の如く述
71

べる。
大陸政策の主要事項は 2 つあった。／

1 つは，日露戦争の勝利の結果，ポーツマ

ス条約によって我が国が得た南満州鉄道，関東州の租借権及び駐兵権などの権益であ
り，しかも，これを斡旋したのは当時の米国のルーズベルト大統領だった。この権益
は国際的に認められた明確な権益だった。／

もう 1 つは，1931 年の満州事変の結

果，建国された満州国の育成だった。

著者は外務省東亜局長（当時）である。日清戦争や日露戦争の講和時にも類似の現象が
見られた。「日清戦争は清国全体との戦争に勝利を収めたのではなく，李鴻章の率いる北洋
財閥を破ったのである。日露戦争も挙国ロシアと戦ったのではなく，宮廷露軍を破ったので
あり，また露国革命の動きは大いにわれに味方した。」日露戦争の講和についても，「当時の
為政者が，この不満足な条件ですみやかに平和をかちとったことはきわめて賢明なことであ
った。しかし戦時中はもちろん戦後にいたっても，この真実を国民と軍とに十分に納得了解
させなかったため，いたずらに戦勝にたかぶり国防の薄弱性を知らずして，これを軽視する
きらいがあった」（防衛庁，1967a，126 27 頁）。日清，日露の両戦争について，千早［1982，
123 24 頁］も，「陸海軍の作戦の経過のみによって戦局が動いたのではない」，「むしろ天佑
的な賜物の感が深い」とする。また，原［1987，99 100 頁］は，日独伊 3 国同盟との関連
で次の如く解説する。1940 年 7 月近衛公に第 2 次組閣の大命が降下した頃，世論は言論報
道機関および国内政党政派をあげて，親英米外交から枢軸外交への転換を喧伝謳歌してやま
なかった。3 国同盟問題こそは第 2 次近衛内閣の最重要課題として慎重に取り組むべきこと
であった。しかるに近衛公はとうとうたる枢軸外交転換の世論に押され，むしろ世論に迎合
して，大命降下と同時にまたは先立ち，日独伊 3 国同盟への途を決断していた。原の解説は，
「及川海相もまた世論に拘泥す」と題する文章に続く（同，101 3 頁）。

70
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1931 年の「満州事変」がいわゆる「満蒙問題」の解決を企図したものだとす
る見方が有力である。当時関東軍参謀であった石原中佐は次の如く確信していた
（防衛庁，1967a，310 頁）。この見方に従えば，1937

年以降の日中戦争は起こらず，

さらに 1931 年の満州事変も起こらなかったとしても，「日清，日露の両戦役にお
いて，10 万の血を流して得た満蒙の権益はあくまで確保するという」歴代内閣
72

が堅持した方針は，日中間の衝突に帰結したと予想させる。
石原中佐は，総退却か，武力解決か，二者択一であって，幣原外交によって既得権
益を確保しようとするようなことは，中国が自主独立，国権回復にめざめた今日，所
1931 年の満州事変に関しては次の見方も有力である。「9 月 18 日，日本軍が満州を占領
した。理論上，満州は中国の一部であった。中国は原状回復を連盟に訴えた。容易な問題
（an easy problem）ではなかった。日本には十分な理由があった。中国の中央政府の権威
はИЙ何処においても強くなかったがИЙ満州に及ばず，幾年もの間満州は無法の混乱状態
にあった。日本は貿易上の利益を大いに侵害されていた。中国で独自の行動をとった国には
多くの先例があったИЙその最後は 1927 年のイギリス軍の上海上陸である。……ワシント
ン海軍条約は日本に極東における優位を認めていた。シンガポールの基地建設を意図的に延
期することにより歴代イギリス政府はこの優位を確認していた。」「イギリス政府は道徳的公
正さの表示よりも平和の回復を重視した。……『侵略』よりも『戦争』を非難していた労働
党も同調した。……イギリスは国際連盟を安全保障の機構としてではなく，調停の道具とみ
なしていた。国際連盟はИЙ実際には日本の提唱でИЙLytton 委員会を設置し，満州に関
する事実の解明と解決策の提示を求めた。委員会は単純明快な評決には到達しなかった。日
本の不満の大部分は正当であるとされた。日本は，原状回復に向けた平和的手段を尽くす以
前に武力に訴えたとして非難されたが，侵略者として非難されたのではない。日本はこれに
抗議して国際連盟から脱退した。とはいえ実際にはイギリスの政策は成功した。中国は幾年
もの間支配できていなかった地域の喪失に甘んじ，1933 年に日中間の平和は回復された。
後になって満州事変（the Manchurian affair）は神話的な重要性を帯びることになった。
戦争への道の里程標，国際連盟，とくにイギリス政府による最初の決定的『裏切り』とされ
た。だが実際には，イギリスのリーダーシップの下に連盟の創設目的に合致するとイギリス
が考えた行動を連盟が採用したにすぎない」（Taylor，1964，pp 62 64，訳書 84 86 頁）
。
72 原［1987，34 頁］は，次の如く述べて，
「大東亜戦争はアメリカによって大陸政策が否定
されたが故に起こった。幣原外交もしょせんは大陸政策の清算を余儀なからしめられるであ
ろうが，しかもなお国際協調外交こそが列国の信頼を得て……国家の恒久的繁栄発展の大道
であることを洞察し，それに関する国民の同意を得て初めて成立しえたであろう」と結論す
る。「幣原外交をもってして満蒙における日本の特殊地位ないし既得権益を確保し得たであ
ろうが，いわゆる特殊地位なるものはすでに 9 国条約の認むるところではなく，既得権益も
澎湃たる革命中国のナショナリズムの攻勢によって，結局は放棄せしめられたであろう。そ
れは日清日露両戦役以来積み上げてきた大陸政策の全面的清算を意味するもので，それが歴
史の流れであるかも知れないが，当時の国民の忍び得るところではなかった。」西浦［1968，
下，328 29 頁］は，日米交渉がなければハル・ノートが来ず，ハル・ノートが来なければ
日米開戦に至らなかったかもしれないとし，続いて，「結局日本は支那なり満州，朝鮮，台
湾から退却しなければならん運命にあるわけ」だから，日米交渉が日米間の清算をさせる材
料になったことが悪かったかどうかよくわからないとする。
71
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詮望むべからざることであると信じていた。

日露戦争……？

井本［1978，25 27 頁］は，「日露戦争後の対支方針（大陸政策）を如何様に定め
るかは，その後の日本の針路のため，実に重大な問題であった……。仮に伊藤博
文の考え方の如き方針を確立していたならば，歴史は変ったものになっていたで
あろう」として満州問題を議題とする 1906 年 5 月 22 日の元老・閣僚会議の次の
エピソードを紹介する。第 1 次西園寺内閣の時代であり，韓国統監伊藤博文の主
催であった。この時も，勝利が英米を主とする与国の支援によることが少なくな
73

かった真相を，為政者も国民も十分には考えなかった。
この際，日露戦争に突入せんとするとき列国に対し宣告した満州支那に対する対
外方針を実行し，国際信義を貫くべき」ことを強調し，あらかじめ準備した詳細な実
行案を示した。また対外方針として「日本は列国に伍して，対外利益を分取りする政
策に加わることなく，宜しく支那に対して，その指導者たるの地位に立ち，列国と支
那との紛擾を予防しなければならない。そのためには清国の款心を起させ，我を信頼
させる方策に出なければならぬ。然るに，平和克服後の我方針はこれに馳背している。
これでは満州を清国のために克服した好意は没却せられ，帝国を清国の怨府たらしめ
る。まことに帝国のため失策である」と警告した。列席の諸公は，表面伊藤の主張を
認めざるを得ず，伊藤の提案には同意を表したが，内実は満州の権益確保拡充と，支
那本国に優勢な地位を占める意図を捨てなかった。

明治憲法下における国家権力の構造
74

原［1987］「著者あとがき」の一部である（335 36 頁)。
元来，日本は戦争指導，すなわち国家の政戦略を一元的に統合処理する機構を欠い
75

ていた。それに代わるものとして，陸海軍統帥部長たる，参謀総長および軍令部総長
と，行政府の首班たる，内閣総理大臣，陸海軍大臣，外務大臣その他特定の国務大臣
仮に……歴史は変わったものとなっていた」とする井本の主張には異論も少なくないだ
ろう。この時期の政治状況に関しては，たとえば岡［1958］を参照。
74 原四郎は大本営で政府の政略と大本営の戦略の調整を主務とする参謀本部第 20 班（通称
戦争指導班）に所属した参謀である。戦争指導班は，戦争指導に関する大本営陸軍部の事務
当局であった。種村［1979］の著者も同じ班に所属した。原は，終戦後復員局史料整理部を
経て防衛庁防衛研修所戦史室で『戦史叢書』102 巻の一環を構成する『大本営陸軍部大東亜
戦争開戦経緯』全 5 巻を執筆した。『大戦略なき開戦』（原，1987）は『経緯』の内容に対し
て「あらためて著者個人の論評を加えた一考察」である。
75
戦争指導の責任者は究極のところはっきりせず，いわば寄合世帯だった」（種村，1979，
22 頁）。
73

282

く，開発・生産技術の内容・水準も大きく異なった。このため，「航空機重視」
に転換したとしても，その実質的意義はかぎられた。「航空機重視」への転換実
現はさらに困難であっただろう。国防方針の見直しや軍備充実の長期計画が熱心
に議論された 1930 年代半ば（詳しくは第 6 章で見る）についても事情は大きくは
異ならない。「航空機重視」への転換がこの頃に実現したとしても，たとえば，
「誰が『航空機重視』政策を推進するか？」「誰が『政策』に沿った航空機の開
発・製造を担当するか？」という深刻な puzzles が浮上するだろう。
戦争（準備）には（想定）交戦国がある。当然，次の点を考慮する必要がある。
「自主的準備の重点を航空兵力に置くべきであった……。」しかし「結局は五十歩
百歩の差に過ぎなかったであろう。」日本海軍が軍備方針を転換して，軍備の重
点を航空に移しその大拡張を始めたことを知れば，アメリカ海軍（さらに陸軍）
は対抗して航空軍備にいっそう力を入れ，両国の航空軍備競争が一段と激化した
はずである。「そうなればわが国は到底これに耐え得なかった」（以上，海空史，⑵，
1002 頁）
。

参考になるコメントなど

以上の点から，「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？」という Puzzle の実質的内容の極端な曖昧さを多くの読者が
理解したはずである。
Puzzle の検討は読者の役割であり楽しみである。以下のコメントが読者の参
考になるかもしれない。
最初のコメントは，「陸軍航空兵器」に焦点を合わせた防衛庁［1975c］の「む
すび」の総論の一部と，各論の最後の項目である。
次の如き見方もある。「航空主兵論者の中には，戦艦 1 隻の建造費をもって戦闘機 1 000
機を作ることができるから，航空軍備は艦船軍備よりもはるかに経済的で，貧乏国日本に最
もふさわしい……，この主張は必ずしも正鵠を得たものとはいいえない。航空軍備は決して
経済的軍備ではない。1937 年頃航空本部で計算したところによると，経費上から見ると戦
艦 1 隻は中攻約 3 隊，常用機約 34 機とが釣り合うということであった。／ これは戦艦は
建造に巨費を要し維持費や改装費等も相当かかるけれども，少なくとも 26 年間は第一線兵
力として使用することができるが，飛行機の寿命ははるかに短く，使い方にもよるが早けれ
ば 1 年くらいで更新しなければならない。その上仮に中攻 3 隊三十数機を配備しようとすれ
ば，広大な飛行場その他の諸施設を必要とする。これらに必要な経費に飛行機の更新費を加
えると，戦艦 1 隻の代わりに経費の点ではわずかに中攻三十数機を持ちうるに過ぎないとい
う結論になる」（海空史，⑵，1002 3 頁）。
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大東亜戦争における陸軍航空作戦は，航空兵器資材の劣勢が大きな原因となって敗
北した。これは根本的には我が国物的国力の貧困，技術的要素の薄弱によるものであ
ったが，陸軍の航空価値観，技術的施策にも難点があった（523 頁）。
9 陸海軍の技術，生産関係：

大東亜戦争前からも，陸海軍航空関係の間には，

各種の委員会を設けて技術，生産関係の調整が図られてきたが，陸海軍並立下におけ
る調整は，いたずらに陸海軍のなわ張り争いを演じるだけで，ほとんど実効を収める
ことがなかった。我が国の戦時態勢は，連合国との高度で大規模な技術，補給戦を遂
行できる能力を当初から欠いていた（524 頁）。

次は『海軍航空概史』（防衛庁，1976）の「あとがき」の最後に近い部分である
（470 頁）
。

航空主兵への転換が速かったとしても，戦局の推移がやや異なって程度で，わが国
の実情では，とくに搭乗員の問題から，起死回生の方策はなかったのではなかろうか。
新兵器の出現に伴う戦争様相の変化の把握と対策がいかに重要であるかをよく現わし
たものである。

太平洋戦争中の陸軍省軍事課長の回想である（西浦，1980，182 頁）。
往々，航空重点に徹し方が足りない結果日本航空が貧弱だったという人もあるが，
私はこれは信ぜられない。我々として，他の地上関係全部を犠牲としていても，到底
日本の従来の工業力からいって米英に対抗できなかったということは確言できる。／
又地上の限度からいって，更に航空に廻し得たものはほんの少しにしか達していない
だろう。

太平洋戦争開戦時の軍令部作戦部長は，福留［1951］「第 3 章

敗因を探求す」

を「神風でも吹いてくれない限り，対米戦に勝因など何一つありはしない。百事
万般悉くこれ敗因ばかりだ」（182 頁）という文章で始めて，次の如く記す。
海軍は技術に敗けたのだ」とは，終戦時の海相米内光正大将が，海軍の最後を弔
う終戦感想の一節であった。戦略爆撃調査団の尋問に答えて，敗因を燃料の不足に帰
した提督もある。飛行機の不足を挙げた将軍もあった。これ等もたしかに敗因にちが
いないが，技術に敗けたという観方が用兵者にとって，一層直接的でもあり，普遍的
でもある（183 84 頁）。
航空戦においては，兵術的にも技術的にも，何もかも徹底的にアウト・レンジされ
た。日本の飛行機は，米空軍の前進基地にすら手が届かぬのに，米機は余裕綽々とし
て，日本本土の心臓部に対し完膚なきまでに攻撃を加え，あまつさえ，考えも及ばな
かった原子爆弾で止めをさされた……（202 頁）。
飛行機事故は平時もしばしばあったが，戦局の進むに従っていよいよ頻発した。量
産を急ぐための粗製濫造の結果である。そして原因の大多数が材質の不良に起因する
……。勿論材料入手の困難もあった……が，それよりもこれら材料に必要な使用強度
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を附与すべき冶金的基礎技術の水準の低いための結果だ……。そのため生産も使用も
停止せねばならぬとあっては，戦力に及ぼす影響は大きい（205 6 頁）。
開戦直後，比島方面で鹵獲した米艦の高角砲射撃指揮装置を持ち帰って，技術の権
威者が集まって研究したことがある。この装置は極めて困難な対飛行機射撃を，機械
的に射弾を目標に導いて命中せしめようという，頗る精巧な装置であるが，勿論日本
海軍においても早くから実用して来た……。……研究の結果，この米海軍の高射砲指
揮装置に比べて，日本海軍のものは技術的に 10 年遅れているという結論であった。
……高角砲射撃装置という重要兵器に，製作技術上 10 年の遅れがあっては，まるで
1 万米砲艦に，1 千米砲艦が立ち向かうようなもので，勝敗の数は自ら明がある。こ
の高射装置の優劣は彼我幾多の戦場において，如実に経験したところである（206 頁）。

航空機に直接関わる 2 つの話題

航空機に直接関わる話題を 2 つ提示してこの章を終える。航空機に関しては第
8 章で詳しく立ち入る。
第 1 の話題は，前節で言及したアメリカ最初の 4 発の大型爆撃機 B 17 に関わ
る。1942 年 1 月末に，海軍航空隊がラバウルに進出してからまもなく，この方
面に「空の要塞」といわれた B 17 が出現した。以来，海軍は対 B 17 戦闘のた
め，零戦の装備を改善したり，攻撃方法に工夫をこらしたりしたが，戦果はいっ
こうにあがらず，現地は日時の経過とともに苦悩の色を濃くした。同年 8 月から
ガダルカナル島をめぐる攻防戦が開始され，陸軍にとっても B 17 対策が喫緊の
課題になった。しかし，ようやく 1943 年 2 月にラバウルに到着した B 17 応急
対策機に関しては，「戦史叢書」に「改修機は現地で一般に不評であった」と記
されているだけである（名和田，1985b，162 64 頁）。防衛庁［1975c］の「B 17 対策」
（371 74 頁）は，
「このような，どろなわ式の応急対策は，いずれも成果が不十分
69

であった」で終わる。
この話題から，「航空機重視政策に早期に転換していたとしても，技術的制約
などから実現できたことは限られたのではないか……」という感想を抱く読者が
多いだろう。
第 2 の話題は，1943 年 3 月の「航空機の発達に関する研究及び予想」に関わ
防衛庁［1975c，136 頁］は，米国が B 17 原型機の試験飛行を 1935 年 7 月行ったことと，
陸軍航空が 6 機生産した 92 式中爆撃機が技術的にすでに時代遅れになり，重爆撃機を改良
して大型で早くかつ行動半径の大きいものを開発（3 年後に完成できる見通し）することに
なったことを併記し，1935 年時点ですでに陸軍が B 17 に関する情報を把握していたことを
示唆する。
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る。名和田［1985a，129 30 頁］は，1930 年代後半以降の時期に「国産第一主義」
を採用して優秀な陸軍機の相次ぐ結果を招来し，「わが国の航空技術は世界の水
準に達しているだけでなく，一部ではその水準を抜いて優秀である」と東條大将
にも報告した安田武雄中将（1938 年 12 月〜1942 年 6 月には陸軍航空技術研究所長）
について次の如くコメントして 1943 年の「予想」を紹介する。
確かに，中将のわが航空技術に対する実情認識に甘さのあったことは，大東亜戦争
において陸軍航空が次第に不振に陥った大きな原因が，彼我の間の抜き難い技術格差
にあり，しかも，それは開戦前から存在していたことからしても，否めない事実であ
る。

1943 年 3 月，参謀本部第 2 課（作戦課）が，今後の作戦（戦争）準備，将来に
わたる兵備，技術等に関する準拠を把握する必要から「武力戦資料に関する要
望」として，参謀本部内所要の部課，兵器行政本部，航空本部等に所要の研究を
依頼した。航空関係研究事項の 1 つである「航空機の発達に関する研究及び予
想」を担当した技術部木村少佐の見積りは，「現型式機の速度については，1943
年 6 月において米英の技術はわれよりも約 2 年，進歩しているものと認める。発
動機の馬力については，1943 年初め，敵は中型で約 2 年，大型で約半年優越す
る」をはじめとして，全般にわたり日本の立遅れを認めた。
最高首脳レベルで技術が軽視されたことに関連して，名和田は次の如くコメン
トする（同上，130 頁）。
戦史叢書」の『大本営陸軍部ИЙ大東亜戦争開戦経緯』を読んでも，戦争に必要
な軍事技術に対する検討が全然なされていない（技術担当部門では，兵器の性能及び
生産力の基礎となる彼我技術力の今後の推移に関する判断は当然行われた）ことから
して，最高首脳のレベルでは技術のこと等は問題にならないほど軽視されていたと考
えられる……。

第 II 部

計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統
制」の実相

95 式艦上戦闘機（上）と零式艦上戦闘機（下）［毎日新聞社提供]
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第 II 部は，第 I 部の批判的吟味を通じる「通説」「常識」「通念」の徹底的破壊に
より「通念」の呪縛から解放された読者を想定する。第 II 部では，「軍需動員」等に
関する「通説」「常識」
「通念」が誤解であり実態から乖離した神話であるとする本書
の主張の受容を前提とし，あらためてこの時期の「計画的戦争準備」「軍需動員」
「経
済統制」の実相に立ち入る。第 II 部の内容が第 I 部の内容を確認し補強することは
当然であるが，「補強」自体を直接の目的とするのではない。
「通念」の高く厚い壁の
外側への脱出に成功した読者のための新たな問題設定に基づく検討が第 II 部の内容
である。
第 II 部の構成および第 II 部を構成する 4 つの章の各章の概要については 1 4 で紹
介した。第 5 章と第 6 章が基礎部分である。第 7 章と第 8 章は，基礎部分の検討内
容を「応用」しその妥当性を確認するケース・スタディである。
第 7 章の内容は，先行する 6 つの章（とりわけ第 5 章と第 6 章）の検討結果から
予想される帰結の，具体的な「計画」や「政策」に即した確認である。本書がすでに
膨大なものとなっていることなどを考慮して，三輪［2007a］として別途公表した。
本書には目次のみ収録する。「物資動員計画」「生産力拡充計画（政策）」および満州
（国）における「生産力拡充計画（政策）」など，「計画的戦争準備」「軍需動員」「経
済統制」を象徴する（とされる）諸「計画」「政策」の代表を取り上げ，それぞれの
実質的機能・役割と performance を実態に即して評価し，「通説」「常識」「通念」が
誤解であり，実態と乖離した神話であるとする本書全体の結論を確認する。
第 8 章は，第 7 章までの検討結果を具体例に即して確認するケース・スタディで
ある。検討対象は海軍航空兵器（兵力）である。検討の中心は日本海軍が開発・生
産・使用した航空兵器とその用法である。日中戦争と太平洋戦争を通じて，海軍（陸
軍ではない）航空兵器が日本軍航空兵器の主役であり中心的役割を果たし続けた。こ
の意味で，日中戦争から太平洋戦争に至る「戦争」の日本側主役の 1 つ，しかも決定
的役割を果たした主役に焦点を合わせる。「計画的戦争準備」
「軍需動員」「経済統制」
の主要局面の具体的実態に即した検討であり，最も切実に「政府の能力」の発動・発
揮が希求された局面におけるその実質的機能と performance に注目し評価する。
8 6〜8 8 で焦点を合わせるガダルカナル島をめぐる「消耗戦」に象徴される如く，
第 8 章の検討の焦点は「想定外の事態」への政府の対応能力である。「想定外の事
態」の現実化を予想して「準備」する「能力」，
「想定外の事態」現実化後に迅速かつ
的確に対応する「能力」のいずれにおいても，日本「政府の能力」はとうてい高評価
に値しないことが示される。
このケース・スタディを通じて，「計画的準備」に基づき「戦争」が開始・展開さ
れ，戦争開始後の「軍需動員」「経済統制」が順調に機能したとする「通説」
「常識」
「通念」が誤解であり，実態からはなはだしく乖離した神話であることをあらためて
確認する。同時に，「通念」が実態を正視し適切な問題設定に基づく検討を開始する
作業の妨げになる危険な存在であること，この時期の日本「政府の能力」が，暗黙の
うちに「通説」「通念」が想定するものとは程遠いものであったことを確認する。
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駐兵は心臓である。主張すべきは主張しなければならない。譲歩に譲歩を重ね，この
上更に心臓とも云うべき駐兵を譲ることは，結局降伏に等しい。米国をしてますます
98

図に乗らせることになる（防衛庁，1968，520 頁)。

6 5 2 戦争指導と「計画的戦争準備」
戦争の責任者は究極のところはっきりせず，いわば寄合世帯」であり，「最高
戦争指導者」がいなかったという日本の「戦争指導」を象徴する特徴は，「計画
的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の有効かつ効率的な実施を決定的に条件づ
けた。
軍需品の供給は，需要に対応する。軍需品の計画的生産は，信頼度の高い需要
たとえば，臼井［1964，xxxvii 頁］。稲田［1969］の「天子様をはじめ三代目が揃いも揃
って国を滅ぼした」と思ったとする回想と，続く次の 2 つのコメントとに共感を覚える読者
も少なくないだろう。「日露戦争までは初代の維新に苦労した連中がみんなやっておりまし
たね。それだから……軍閥であろうと薩閥であろうと長閥であろうと，少なくとも芯が通っ
ておりましたよ。しかし，それ以後の偉い人は……優等生ですね。そして乳母日傘で，日本
が伸びるに従って伸びて来た。……陸軍で言えば大学を優等で卒業して，陸軍省や参謀本部
のよいところにはいって，洋行して……，ずっと鰻上りに上がって来た人ですね。だから，
優秀なる事務官……平時事務官ですよ。しかし，統帥の材ではないのですね。統領の材では
ないわけですね。ですから順当に行ったときは立派な司令官であり立派な幕僚ですけれども，
予想せざる状況にぶつかったときには手がないのですよ。乱世の人材ではないのですから。
それがああいうだらしのない仕事をしているのですね」（97 頁）。「もっとシャッキリした政
治家がおってほしかったですね。ところが，軍ばかりでなしに，昭和の政治家は……優等生
ばかりでね……将帥もグズが多いのですよ。だから，いい人でもグズなんですよ。杉山元な
んか……グズの筆頭です」（311 頁）。
98 同じ頃杉山参謀総長は，宮中における大本営会議の席上にて，
「支那事変始まって以来，
10 万の戦死と 20 万の傷病者を出している。今更有耶無耶に撤兵することは軍の統制上もで
きないし，また国民も承知しないだろう」と言明した（福留，1951，54 頁）。1941 年 12 月
8 日太平洋戦争開戦当日の日本の状況・雰囲気を象徴する東京の夕刊数紙の伝え方について
は平櫛［2006，72 82 頁］を参照。大本営陸軍部の発表は午後 5 時，同海軍部の発表は午後
9 時であった。『朝日新聞』同日夕刊は「帝国の対米英宣戦」と題する社説で，「いま宣戦の
大詔を拝し，恐懼感激に堪えざるとともに，粛然として満身の血のふるえるを禁じ得ないの
である。一億同胞，戦線に立つものも，銃後を守るものも，一身一命を捧げて，決死報国の
大義に殉じ，もって宸襟を安んじ奉るとともに，光輝ある歴史の前に恥じることなきを期せ
ねばならないのである。／ 敵は豊富なる物資を擁し，しかも依ってもって立つところの理
念は不逞なる世界制覇の恣意である。従って，これを撃砕して帝国の自存を確立し，東亜の
新秩序を建設するためには，戦争が如何に長期に亙ろうとも，国民はあらゆる困苦に耐えて
この『天の試練』を突破し，ここにゆらぐところなき東亜恒久の礎石を打樹てねばならない
のである」と論じた。同日夕刊の「国民の声」として，『東京日々新聞』は徳富蘇峰の「一
億国民の義憤」，『読売新聞』は高村光太郎の「危急の日に」を掲載した。
97
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予測に基づかなければ，順調には進まず，「計画的生産」の強行は深刻な混乱を
生む。軍需品需要量に対する信頼度の高い予測は，軍需品を使用する現場および
その状況（つまり，「戦争」）に関する精度の高い予測とそれに基づく信頼度の高
99

い「計画」を前提とする。
予測の精度は予測対象時点と予測時点の間の時間の長さとともに低下する。逆
に，精度の高い予測の困難さ （コスト） はこの時間の長さとともに増大する。
「戦争」の開始・展開およびそれに伴う軍需品需要量の予測とそれに基づく「計
画」についても同様である。「戦争はいつも，実際に始まると，予想通りにはな
らない」（Taylor）ため，「戦争」の内容とその展開については，予測精度の「低
下」の程度と，精度の高い予測の困難さ（コスト）の増大の程度がはなはだしい。
他方，「戦争」の展開に関する高精度の予測・高信頼度の「計画」を必要とす
る時間の長さと価値は，その使用目的に依存する。弾薬等の標準化された既存製
品の供給においても，直接の生産時間とともに，素材調達や生産組織整備に必要
な時間の長さにも依存する。生産能力の拡充，製品の開発・改良を必要とすれば，
そのための時間が追加される。巨大な量の軍需品生産は，膨大な生産設備ととも
に壮大な規模の「生産組織」を必要とする。「生産組織」内部作業の管理と協働
作業の効率性の維持にも，信頼度の高い「計画」が不可欠である。「計画」の信
頼度の低さや，「計画」の変更とその可能性は，「生産組織 ・作業の有効性と効
率性の維持に大きなダメージを与える。
日中戦争は，開始後間もなく，日本の歴史始まって以来の大規模な軍隊を日本
国外に送る事態になった。必要軍需品の供給が，従来品の生産によって対応可能
であり（前提 1），しかも事前に「戦争」の展開に関する正確な「計画」が示され
ていた （前提 2） としても，大きな混乱を伴ったはずである。日中戦争では，2
つの前提のいずれもが満たされなかった。
日中戦争は「不企に発した」。信頼度の高い「計画」が事前に「準備」された

とはいえ，次の如き見方も有力である。「戦争はいつも，実際に始まると，予想通りには
ならない。勝利は，正しく予想した側よりも，より少ない誤りしか冒さなかった側のものだ。
この意味で，イギリスとフランスの準備は適切でなかった。軍事専門家は誤った勧告を与え
誤った戦略を遂行した。閣僚は専門家の意見を理解しなかったし，政治家と世論は閣僚の意
見を把握しなかった。評論家が正しい方向に近かったということもない。たとえば，Winston Churchill はあらゆるものをより多く要求した点でのみ『正し』かった。異なる種類の
武器や戦略を要求したわけではない。多くの問題ИЙフランス陸軍の兵力や爆撃の有効性な
どИЙでは誤りに固執した」（Taylor，1964，p 116，訳書 143 頁）。
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「戦争」ではない。しかも，日本は，「戦争」開始当初の「不拡大方針」を放擲し
て上海，さらに南京，徐州，漢口，広東などと次々に戦線を拡げた。戦争開始 1
年強後には，これ以上の戦線拡大は物理的に不可能な状況にまで達し，「東亜新
秩序建設の近衛声明」を発して「長期持久」の態勢に入った。その後も，「解決」
の見通しのみならず事態改善の兆候もいっこうに見えない「出口なし」の状況が
続いた。「不企に発した」日中戦争下の日本は，1939 年秋には「果物の芯が腐っ
ているようなもので，そう長くはもたない」との感想を参謀次長と陸軍大臣が共
有する状況に陥った。
このように展開する「戦争」への対応を「期待」された「計画的戦争準備」
「軍需動員」「経済統制」が，順調に進行したとすれば奇跡だろう。「戦争」開始
後も，「予想しない状況」「想定外の事態」が次々と現実化した。軍需品需要量が
急増し，需要軍需品の内容が頻繁かつ急激に変化した。次々と製品改良・新製品
開発を求められた。
東亜新秩序建設」の近衛声明から 3 ヵ月後の 1939 年 3 月までの 1 年間を期間
とする第 2 次軍需動員の実態については第 5 章で見た。その後の 1 年間に事態
が大幅に改善したと期待させる要因は見あたらない。陸軍に関しても対ソ防衛と
日中戦争の 2 つの目的の衝突が顕在化していたし，財政面からの制約もより厳し
くなっていた。この 2 つの要因に加えて，「無理は長続きしない」という普遍的
原理も顕在化し始めたはずである。事態の悪化を予想するほうが自然だろう。
日中戦争は「計画的準備」に基づいて開始・展開したとする「通説」「常識」
「通念」は，その主体を誰と想定しても，誤り（あるいは奇想天外）である。「長
期持久」の態勢という「出口なし」の状況に陥ることになった日本が，1941 年
12 月 8 日に開始された日米（英）戦争のための「準備」を（たとえば，日中戦争
の開始，あるいは満州事変の開始に先行して）「計画的」に推進したとする「通説」

「常識」「通念」は，荒唐無稽であり，慎重な検討に値しない。「計画的戦争準備」
「軍需動員」「経済統制」の検討の焦点を，日中戦争前半の時期に合わせた本書の
選択に多くの読者が同意するはずである。
出口なし」の漂流・彷徨の開始時点の特定化作業は読者に任せよう。
「物資動員計画」「生産力拡充計画」「満州開発 5 ヵ年計画」など

しかし『物資動員計画』『生産力拡充計画』『満州開発 5 カ年計画』などの，
誰もが知っている著名な『計画』が存在したはずだ。こういう『計画』の存在す
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ら無視・否定するのか……？」という疑問を抱く読者がいるかもしれない。
本書の 1 2，2 2，そして 6 1 の冒頭で「計画」という表現の意味と 1930 年
代以来この表現が果たし続けてきた役割に注意を促した。「注意」の趣旨への賛
否とは別に，長期間にわたって「計画」という表現が果たし（え）た危険な役割
に多くの読者が慎重になったはずである。この点に慎重な読者は上の「疑問」の
提示にも慎重になっただろう。「『計画』が存在したことと，『計画』が有効に機
能し重要な役割を果たしたこととはまったく別の論点だ。多様な『計画』が作成
されたことも，『戦争』開始後の『予想しない状況』『想定外の事態』への迅速か
つ的確な対応が実現しなかったとする観察事実とほとんど関係がない。重要な論
点は後者であり，『計画』という表現に対する昔からの先入観・想い入れが，両
者を混同させ，こういう『疑問』を提示させるのだ。クワバラ，クワバラ」と多
くの読者が考えているというのが私の観測である。
物資動員計画」「生産力拡充計画」などの一連の著名な諸「計画」（および関連
「政策」）はいずれも有効に機能せず重要な役割を果たさなかった。この結論は，

本書全体の結論から当然予想される帰結である。とはいえ，この点を確認するこ
とは，本書全体の結論を補強し，同時に読者の結論受入れをいっそう容易にする
だろう。その観点から，いわばケース・スタディとして，本書の基礎になった研
究の一環として，これらの諸「計画」（および関連「政策」）の実態と有効性を詳
細に検討した。別途公表した「『物資動員計画』，『生産力拡充計画（政策）』，経
済統制」（三輪，2007a）である。このケース・スタディが本書第 7 章となる計画で
あった。しかし，すでに本書全体が十分に長大であること，実質的内容が「有効
に機能せず重要な役割を果たさなかった」ことを確認するための詳細な作業であ
ることから，別の論文として公表した。
以上の点に注意を促すことを意図して，目次のみを，第 7 章として記す。
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7章
Н

第

物資動員計画」「生産力拡充計画（政策）」経済統制
7 1

問題の設定

7 1 1 はじめに
7 1 2

7 2

計画」
「統制」と「計画化 ：時代状況と歴史的背景

統制」とその基礎となる統制法規：国家総動員法など

7 2 1 鳥

瞰

図

7 2 2 歴代内閣と主要統制法規
7 2 3 統制会と軍需会社法
7 2 4

7 3

戦争」開始に先行する時期の経済統制： 計画的戦争準備」？

物資動員計画（物動計画）」

7 3 1

物動計画」
，「生産力拡充計画」
，企画院

7 3 2

物資動員（物動）計画」

7 3 3

経済統制」としての「物動計画」の有効性

7 3 4

経済統制」の有効性

7 3 5

ヤミ市場」と「物動計画」の coverage

7 3 6

軍需」向け資材利用の有効性と効率性

7 3 7

物資動員計画」の有効性に関する検討のまとめ

7 4

生産力拡充計画」，「生産力拡充政策」

7 4 1 はじめに
7 4 2

生産力拡充計画」

7 4 3

生産力拡充政策」

7 4 4 陸海軍による「生産力拡充政策」

7 5

満州（国）における「生産力拡充政策」

7 5 1

生産力拡充政策」と「満州経済開発 5 カ年計画」

7 5 2 満州（国）における「生産力拡充政策」の評価

7 6

個人としての各組織構成メンバーの役割：
石原莞爾，東条英機，星野直樹，岸信介，椎名悦三郎

7 7

結

語

1 4（88 頁）あるいは第 II 部冒頭（288 頁）に説明したごとく，第 7 章は三輪［2007a］
として別途公表した。ここにはその目次を収載する。
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8章

ケース・スタディ：海軍航空兵器

8 1 はじめに
第 8 章は，第 7 章までの検討結果を具体例に即して確認するケース・スタデ
ィである。検討対象は海軍航空兵器（あるいは兵力）であり，その中心は日本海
1

軍が開発・生産・使用した航空機（および関連器材）とその用法である。
本章のケース・スタディは，海軍航空兵器に関する「計画的戦争準備」「軍需
動員」「経済統制」の具体的実態に即した検討である。「政府の能力」の発動・発
揮が最も切実に希求された局面におけるその機能・役割と performance を検
討・評価し，第 7 章までの検討結果を具体的実態に即して確認する。
ケース・スタディを通じて確認する第 7 章までの検討結果は，象徴的には次
の 3 点に要約できる。
⑴

極端な「準備」不足状態で日中戦争が開始され展開された。「戦争」開始
後の「軍需動員」「経済統制」の実態・performance もはなはだ不満足な状

態のまま推移した。日中戦争開始 4 年半後に開始された太平洋戦争について
1

本章では「航空兵力」とほとんど同じ意味で「航空兵器」という表現を用いる。本章の検
討の焦点を航空機（および関連器材）とその用法に合わせる点を強調する趣旨である。以下
に見る如く，優秀なパイロットや整備・補給・基地設営部隊，さらに航空兵器の開発・生産
などに関わる人的資源の不足（あるいは厳しい制約）が状況を厳しく条件づけた。8 2 2
に見る如く，陸軍中央部は 1936 年 7 月 29 日「航空兵器に関する件」を通牒し，従来陸軍兵
器本廠が管掌していた航空機用機関銃，同弾薬等を航空本部に移管し，以来「航空に関する
器材」全体を「航空兵器」と呼ぶことになった。
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も同様である。
⑵

計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」の基礎となりこれらを条件づ
けた日本「政府の能力」ははなはだ貧弱であった。「有能な政府」が持てる

「能力」の発揮に失敗したと考えるべき理由は見あたらない。
⑶

軍需動員」等に関する「通説」「常識」「通念」は日本「政府」が卓越し

た「能力」を有したとする誤った仮定のうえに成立し受容され続けてきた。
「計画的戦争準備」「軍需動員」「経済統制」に関する「通説」「常識」
「通念」
は誤解であり，実態から乖離した神話である。
「政府の能力」検討の素材として海軍航空兵器が最適である 3 つの理由

海軍航空兵器は，次の 3 重の意味で，「政府の能力」に関する本書の検討結果
を確認するためのケース・スタディの素材として最適である。⑴ は兵器の重要
性に注目し，⑵ ⑶ は「政府」の予測能力・対応能力に注目する。詳細について
は，以下に続いて説明する。
⑴

航空兵器（兵力）が第 2 次世界大戦の帰趨に決定的影響を与えた。その一
2

環を構成する太平洋戦争でも航空兵器が決定的役割を果たした。先行した日
中戦争においても，航空兵器は「戦争」の展開・帰趨に一貫して決定的影響
を与えた。日中戦争と太平洋戦争を通じて，海軍（陸軍ではない）航空兵器
が日本軍航空兵器の主役であり中心的役割を果たした。海軍航空兵器 （兵
力）は，日中戦争から太平洋戦争に至る「戦争」の日本側主役の 1 つ，しか

も決定的役割を果たした主役である。
⑵ 科学技術の急速な進歩を反映して 1930 年代には航空兵器をはじめとする
各種兵器・関連機器が劇的に変化した。これらの兵器等とその用法の変化は
来るべき「戦争」そのものを劇的に変化させる可能性があった。「政府」は，
将来の「戦争」に備え，「戦争」開始とともに顕在化する「予想しない状況」
「想定外の事態」に備えるための予測能力・対応能力を強く求められた。航
空兵器（兵力)・関連機器およびその用法に関連する予測能力・対応能力が
その象徴であった。
⑶

日中戦争から太平洋戦争の全過程が，国防方針等で想定した日本政府の基
本方針・戦略からはなはだしく乖離し続けた。海軍航空兵器が担うことにな

2

従来型の強力な陸上部隊により大きく依存したヨーロッパ戦線に比して，日本軍の攻撃
と連合国の対応の双方がより大きく空軍力に依存した」（Overy，1980，p 85）。
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った機能・役割が方向と距離の両面で乖離を象徴する （8 1 に見る「『想定
）。
外 3＝『想定外』の 3 乗の事態」

「政府の能力」と

the planner

としての「政府」

4 8 に見た如く，航空兵器（兵力）が第 2 次世界大戦の帰趨に決定的影響を与
えた。日中戦争と太平洋戦争を通じて，海軍（陸軍ではない）航空兵器が日本軍
航空兵器の主役であり中心的役割を果たした。
本書で焦点を合わせているのは「政府の能力」のうちでも，旧ソ連邦に代表さ
れる一連の旧社会主義諸国で採用された

administrative-command economy

とでも呼ぶべき「経済体制」の運営に求められるタイプの「政府の能力」である。
重要なのは，「戦争はいつも，実際に始まると，予想通りにはならない。勝利は，
正しく予想した側よりも，より少ない誤りしか冒さなかった側のものだ」（Taylor，
1964，p 116，訳書 143 頁）という点である。ここで「政府」に求められるのは「平

時」ではなく「戦時」における対応能力である。「戦争」開始とともに生起する
多様な事態を周到に予測して「計画的」に「準備」する「能力」，「戦争」開始後
に次々と現実化する「予想しない状況」「想定外の事態」への迅速かつ的確な対
応を可能にする体制等を「準備」し実際に対応を実現する「能力」が「政府」に
求められる。本章のケース・スタディの検討の焦点は，「『想定外 3の事態」への
対応能力である。
1930 年代半ばから 1940 年代半ばの時期の日本「政府」は，「計画的戦争準備」
「軍需動員」「経済統制」などのキー・ワードによって特徴づけられる
istrative-command economy （あるいは「計画経済」）における
の役割を（期待され）演じた。 the planner

admin-

the planner

の役割を演じるという側面で，こ

の時期の日本政府ほど「政府の能力」の発動・発揮を強く求められ，その実現に
努めた「政府」はない。このため，この時期の日本政府が発揮した （はずの）
「能力」が低評価にしか値しない performance に結果したとする本章（さらに，
本書）の結論から，日本「政府の能力」が低かったという評価が導かれる。さら

に，日本政府が特異・特殊・特別な存在ではないと仮定すれば，この結論から，
3

「政府の能力」はその程度のものであるというより一般化した評価が導かれる。
この時期の日本政府が

計画経済」の

the planner

the planner

として直面した課題が困難な 5 つの理由

の役割を期待される「政府」の「能力」は，以
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下の 5 つの理由で，この時期の日本政府が直面したような大戦争でとりわけ強く
その実質が試されたはずである。本章のケース・スタディとの関連では⑶と⑸が
決定的に重要である。
⑴

動員」された資源の規模，経済全体に対する比重，継続期間の長さのい
ずれについても，空前絶後の水準であり， the planner

として政府に期待

される役割の重大さは絶大であった。
⑵

とりわけ 1930 年代半ばの時期に，国際情勢・国際関係が複雑かつ流動的
であったことや航空兵器関連分野に象徴される如く兵器関連技術の進歩が著
しかったことなど「環境条件」が流動的かつ予測困難であった。このため，
事前の「準備」のために

the planner

としての政府に期待される予測能

力・対応能力が重要であった。
⑶

この戦争で決定的役割を果たした航空機を中心とする航空兵器は，技術進
歩が急速であると同時に，要求条件を満たす新機種の開発・実用化・生産に
長期間を要した。そのうえ，航空兵器実用化後の期間が短かったこともあり，
各機種の有効な用法にも工夫の余地が大きかった。さらに各機種の性能・用
法の有効性は交戦相手が保有し選択する機種の性能・用法に大きく依存した。
とりわけ航空兵器に関して，技術変化の長期的趨勢とその利用可能性の両面
で事前の「準備」のために
4

the planner

としての政府の予測能力・対応

能力が重要であった。
⑷

国際的緊張の高まりが「戦争」に結果すると予想した「政府」関係者は少

Introduction の冒頭に紹介した如く，Gregory［2001，p 1］は次の文章で始まる。「The
Soviet administrative-command economy（ソ連型行政指令経済，ACE）は 20 世紀最重
要の社会的・経済的実験であった。ACE の失敗は，強制的あるいは自発的にそれを採用し
たヨーロッパ，アジア，ラテン・アメリカの国々に今日も影響を与え続けている。」機密文
書の公開によって確認されたこの時期の「Stalin の指令経済」の実態に関する評価，その
基盤となったソ連政府の「能力」と，同時期の日本「政府の能力」に関する本書の評価は，
以下に見る如く完全に整合的である。
4 第 2 次世界大戦中の航空機生産の比重の大きさについて大雑把なイメージを持って欲しい。
どこまでを「航空機生産」「航空機産業」と区分するかという難問がある。ここではイギリ
スの航空機生産を一括して所管した MAP（the Ministry of Aircraft Production）の購入
額に注目する。イギリスは 1940 年にドイツの 1 5 倍の航空機とエンジンを生産していた。
イギリスの航空機生産は，1940 年から 1944 年に，重量で見て 3 倍になった。1943/44 の
MAP の購入額は 9 億ポンドに達した。この金額は 150 万人の被雇用者に対応する。150 万
人は，全被雇用者（動員者）数の 8％，製造業の労働者の 3 分の 1 に該当した。以上，
Edgerton［1991，pp 71 72］。
3
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なくなかった。しかし，現実化した「戦争」があれほどの規模の「大戦争」
に展開し長期間継続すると予想した者は「戦争」開始後にも稀だった。この
ため，「戦争」開始可能性増大後の，「戦争」開始後に現実化する「予想しな
い状況」「想定外の事態」に備えるための「政府」の対応「能力」が決定的
に重要であった。
⑸

航空兵器および電子機器を含む関連機器で，次々と画期的な新製品・改良
型が登場し，各方面で新機能の登場や既存機能の性能向上・拡充が著しかっ
た。さらに，それぞれの製品（航空機であれば機種・型）について，性能・機
能・用いられ方・果たした役割などの多くの側面で「戦争」開始後にも「予
想しない状況」「想定外の事態」が次々と現実化した。これらの変化・ 状
況」「事態」への迅速かつ的確な対応は「政府」に予測能力・対応能力の最
大限の発揮を要求し続けた。

海軍航空兵器（兵力）に焦点を合わせる意図：『想定外 3の事態」

政府の能力」は，「想定外」の事態に直面し迅速かつ有効な対応が強く求めら
5

れた局面でより明瞭に観察できるはずである。以下の意味で，とりわけ太平洋戦
争期の海軍航空兵器（兵力）をめぐる状況は，「政府の能力」を観察・識別し評
価するための理想的な実験室である。この実験室に直面するという意味では 8 6
〜8 8 の 3 つの節が本章の中心に位置する。3 つの節では，太平洋戦争緒戦期か
ら半ばに至る時期の基地航空部隊を中心とする航空兵器（兵力）によるガダルカ
ナル島をめぐる「消耗戦」に焦点を合わせる。
以下に見る如く，ガダルカナル島をめぐる「消耗戦」が太平洋戦争の帰趨を決
する「戦闘」であったし，この「戦争」を象徴する。この「消耗戦」は以下の 3
つの意味で「想定外」の事態であった。「『政府』はこのような『想定外 3（「想
定外」の 3 乗）の事態に迅速かつ的確に対応する能力をどの程度に有し発揮した

か？」という設問の検討を通して，「政府の能力」の機能の仕方，「政府」の現実
の機能と performance を識別・評価する。
⑴

不企に発した」日中戦争が米英中心の連合国を相手とする太平洋戦争に
まで展開すると日中戦争開戦時より予測し，さらに「計画」した「政府」首
脳（軍首脳を含む）はほとんど存在しなかった。

ここでは「想定外」の事態は外生的ショックであり，外生的ショックへの反応を通して
「能力」を識別する試みであることになる。

5
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⑵

日中戦争から太平洋戦争に至る「戦争」を主導し中心的役割を演じた「主
役」は陸軍であった（とされる）。しかしこの「消耗戦」の「主役」は海軍

であった。
⑶

国防方針」に従って 20 世紀前半を通じてアメリカを仮想敵国とした海軍
を主導したのは「大艦巨砲主義」であった。海軍は，西太平洋上での艦隊決
戦を想定して軍備・演練を進め，航空兵器（兵力）を艦隊決戦の補助兵力と
位置づけ続けた。しかし「消耗戦」の主役は航空兵器（兵力），しかも航空
母艦ではなく陸上飛行場を基地とする航空兵器（兵力）であった。そのうえ，

「戦争」は決戦型ではなく，長期間にわたって継続する「消耗戦」であった。
ガダルカナル島をめぐる攻防を象徴とする基地航空兵器（兵力）の消耗戦とい
う「想定外 3の事態に関連した「政府」の「対応能力」に関する 8 6〜8 8 の検
討は，この時期の日本「政府の能力」がはなはだしく貧弱であったことを示す。
重大な「事態」が現実化する直前までその実現可能性をほとんど想定せず，基本
「政策」およびそれに基づく「計画」「戦争準備」の軌道修正を行わなかった。
「想定外 3の事態に直面した後の「対応」も遅々とし，有効な対応が現実化する
ことなく敗戦を迎えた。迅速かつ的確な対応（能力）の欠如は，「政府」全体に
及ぶ最高位の意思決定にとどまらず，各部署・各段階のものにも共通した。
先行する日中戦争においても航空兵器（兵力）が果たした役割は大きかった。
4 6 2 に見た如く，ここでも，陸軍ではなく，海軍の航空兵器が決定的に重要
な役割を演じた。上記⑶の如く，海軍は西太平洋上での艦隊決戦を想定し，その
補助兵力と位置づけて航空兵器を「整備」した。日中戦争期の海軍（「政府」）は，
このような基本政策の堅持を本務としつつ，「不企に発した」日中戦争の舞台で
重要な役割を期待されるという「想定外」の事態への「対応」を求められた。
いずれの局面に関する検討も，観察事実から識別される「政府の能力」がはな
はだしく貧弱であったとする共通の結論に帰結する。この結論は，先行する各章
の検討結果と整合的である。
第 8 章の構成

陸軍航空兵器の状況」と題する 8 2 では，海軍航空兵器に焦点を合わせる準
備として，陸軍航空兵器の状況および陸軍ではなく海軍の航空兵器が主役となっ
た理由，さらに陸海軍の航空兵器相互間の（協力）「関係」について見る。「海軍
航空兵器：概要」と題する 8 3 では，この時期の海軍航空兵器を代表した（艦
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上）戦闘機と爆撃機（陸上攻撃機，通称「陸攻」あるいは「中攻」）に焦点を合わせ

て，海軍航空機の開発状況を概観し，日中戦争での活躍と関連づけた「暫定的評
価」と「代替的評価」を紹介する。8 4 と 8 5 では，「日中戦争緒戦期」と「南
京攻略以後の日中戦争期」に分けて「海軍の航空部隊と航空兵器」の活動の具体
的実態を見る。8 6〜8 8 の 3 つの節では，太平洋戦争期の海軍航空兵器に焦点
を合わせる。「太平洋戦争緒戦期海軍航空兵器の開発・生産・輸送・補給の状況」
と題する 8 6 では，基地航空部隊を中心とする航空兵器（兵力）によるガダルカ
ナル島をめぐる「消耗戦」の実態と「政府」の対応を概観する。「太平洋戦争緒
戦期に見る『政府 （the planner）』の対応能力」と題する 8 7 では，「事前の対
応」の状況に関する基地設営部隊と補給の例示に続いて，開発・試作，生産能力
拡充，生産の各側面について「政府」の対応能力を検討する。「意思決定者・管
理者の資質：人的資源の配置と配分」と題する 8 8 では，人的資源の配置と配
分に焦点を合わせて，以上の検討から導かれる「政府」の「対応能力」の乏しさ
の原因の一端について検討する。8 9 は簡単な結語である。

8 2 陸軍航空兵器の状況
はじめに

8 2 では，陸軍航空に焦点を合わせる。次節以下で海軍航空に焦点を合わせる
理由の説明，および海軍航空検討の前段階として陸軍航空の概観を目的とする。
「日露戦争後の陸海軍分裂の状態」の下で，「国策の考え方は 180 度相反し，軍備
充実即ち国力の使用上真向から対立競合し，戦略思想もそれに伴って分離し，底
流において相互不信を生じた」。とはいえ，「陸海軍は全く対等の地位において対
立し」（井本，1978，38 頁），ともに日中戦争から太平洋戦争の時期の戦争および先
行期の「戦争準備」を担った。
本書前半（とりわけ，3 9）に見た如く，「通説」「常識」「通念」は，陸軍が主
導して，「計画的」「準備」に基づきこの時期の「戦争」を「開始」し「展開」し
たとする。本章では，「主導」の意味の検討を含め，この見方の当否には立ち入
6

らない。読者は，本章で焦点を合わせるのが海軍航空であって陸軍航空ではない
点に注意し，海軍航空との関連を念頭に置いて陸軍航空に焦点を合わせる本節を
お読みいただきたい。
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中国戦線（その 1

関連地域図)
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上海付近作戦経過図，1937 年)

出所：防衛庁［1967］467 頁の図より
作成

538
付図 3

太平洋戦線（その 1

一般図)

付図 4

太平洋戦線（その 2

ソロモン諸島付近)
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