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じ め に 一― 問 題 の 所 在 一

戦前, 日木の昭和期に「近衛時代 Jと 呼ばれ る一時期があ った。それ は,1987年 6月 ,近 衛文麿
が第一次の内閣を組織 して以来 ,平 沼内閣,阿 部 内閣,米 内内閣 と続 き,再 び1940年 7月 に第二次
近衛内閣が成 立 し,1941年 10月 に東条内閣 に道をゆず るまでの 3年 間をさす。 なるほ ど,第 一 次近
衛内閣が終わ ってか ら第 二次近衛内閣が スター トす るまで,前 記 3内 閣が相 ついで組閣す る。 しか
し,第 一 次近衛 内閣倒閣後 ,近 衛 が首相 を辞 して枢密院議長の地位 にある間も,た えず 日本の政治
は,近 衛をかつ ぎ出そうとす る新党運動の展開 にみ られ るように,近 衛文麿 を中心 に回 っていた。
この近衛時代 の顕著 な特徴は 2点 あ る。第 1に 日本の戦時体制 を強力に押 し進める重要 な画期
,′

となった ことで ある。まず,近 衛 内閣の成 立直後 ,五 相会議 において「 国策の基準」 を決定 し,満
州国の発展 とソ連の脅威 に対処す るとともに ,「 南洋海洋 二進 出発展 スルJこ とを基本 国策 とす る
南進策を明記 した。 また, 日中全面戦争の勃発を契機 と して,1937年 9月 には臨時資金調整法 およ
び輸 出入品等臨時措置法を,さ らに翌38年 4月 には国家総動員法 を制定す るに至 り,金 融 ,物 資

,

生産 ,労 働 ,会 社経理 ,価 格 などあ らゆる分野にわた って 国家 が統制す る戦時統制経済の飛躍的強
化が企て られた。 さ らに ,「 国民政府 フ相手 ニセ ズJの 政府声 明 (1938年 1月 )を 発 して, 日中戦
さぎ,つ いに「 日独伊三国同盟Jの 締結 に至 るのである。
争の早期解決の道を応、
2の
近衛時代の第
特徴 と して, 日本の政治史上,こ れ までにな く多数の文化・ 知識人が政治 に関
わ り,政 治の改革をめざす活動 に参加 したことがあげ られ る。 この点を,鶴 見俊輔はつ ぎのように
指摘 している。
「 1987年 か ら1941年 にかけてのいわゆる近衛時代の 1つ の特徴 は, この短 い期間を通 じて 日本の
文化の選 良と混合 し,同 化 し,ほ とん ど一致 しようとす るという期待がもたれた ことで ある。それ
までの歴代 内閣の首班,林 銑十郎大将 ,阿 部信行大将 ,岡 田啓介大将 ,斎 藤実大将 ,あ るいは広 田
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弘毅 ,犬 養毅 とは っきりとちが って,今 度の内閣の首班 には 日本の頭脳が参画 していた。前に白樺
文学者 と近衛 との同根性 について応、
れたが,近 衛 において,当 時の人びとは,最 高の文化人であ り
最高の政治家 で あ りうる人をみたのである。 ここに, 日本の文化主義者にとってバ ラ色に見えた 1
つ の政治的時代が生 じ,こ の故にかなりの自発性をもって, 日本の知識人は,国 家改造の新 しい見
取 り図の制作に協力 し,翼 賛運動の原動力とな ったので ある。JQ)
本稿で研究の対象 とす る笠信太郎 も, このH寺 期の政治改革 に積極的 に関わ った知識人の一人であ
る。笠は,当 時,近 衛文麿 のブ レー ンといわれた「 昭和研究会 Jの 有力な メンバ ーで あ り,主 に経
済面の活動によって,政 治改革をめざそ うと した。その成果が,1939年 12月 に出版 した『 日本経済
の再編成』 で あ った。本書は,た ちまちベス トセラーになり,笠 信太郎の名を一躍有名 に した。
本稿の課題は,笠 信太郎 と昭和研究会 との関係 ,と りわけ同 じ昭和研究会 に所 属 していた三木清
の「 協 同主義 Jの 考えと笠信太郎の思想的関連を明 らかにす ることを通 して,こ の『 日本経済の再
編成』が,わ が 国 における戦 時統制経済の進展のなかで有 した歴史的意味を考察す ることにある。

I

笠 信 太 郎 と経 済 学 研 究

『 日本経済の再編成』 の著者である笠信太郎の生涯は,1925(大 正 14)年 ,東 京商科大学 を卒業
して以降,大 き く 4つ の時期に分けることができる。
第 1期 は,1928年 か ら1935年 までの時期であ り, この間,大 原社会問題研究所 の助手,の ちに同
研究員 となって マル クス主 義経済学の理論研究を行 う一 方 ,労 働問題 の研究にも従事 し,「 日本労
働年鑑Jの 編集 にかかわ った。 この時期を振 り返 って,笠 信太郎 は次のように述 べ ている。
「 大原では資本論 を読む ことが 自分の課趣で,同 時 に,大 原の仕事 と して労働問題 ,社 会問題を
や らなきゃな らんわ けです。同時に労働年鑑を編集す るという仕 事 もあ って,そ の方は所長の高野
岩 三郎 さんの指導のもとに,そ れ こそ非常に実学的な実証派的 なや り方を教わ ったわ けです。J121
確かに,大 原社会問題研究所 に入 る以前,笠 信太郎はプ レハー ノフの『 ヘー ゲル論』や カウツキー
の『 金融資本論 と恐慌 』 などの翻訳を手がけ,す でにマル クス主義の理 論 において高い水準にあ っ
たことをうかがわせ る。 また,大 原社会問題研究所で労働問題の実証的研究を行 っていた ことは
研究所退所後の笠 の社会活動 に大いにプラスになった。 この第 1期 における笠信太郎の経済学研究
の成果 には,米 穀関税 に関す る実証分析の書『 米穀関/Ot調 査』 (大 阪 自由通商協会 。調査叢書,193
,

0年 )と マル クス主義のインフ レ論・ 貨幣理論を論 じた『 金 。貨幣 。紙幣』 (大 火
‖書店 ,1933年 ),

そ して『通貨信用統制批判』 (改 造社 ,1984年 )が ある。
第 2期 は,1935年 12月 に大原社会問題研究所の機構改革を機 に,同 研究所を辞 して,1936年 1月
東京朝 日新聞社 に入社 してか ら,1940年 に朝 日新聞 ヨー ロ ッパ特派員 と して 日本を離れ るまでの時
,

期である。 この間,笠 は東京朝 日新聞の論説委員 と して活躍す る以外 に,昭 和研究会 などに参画 し
「 近衛時代Jの 現実政治に積極的にlaJき かけてぃ った。大原社会問題研究所か ら朝 日新聞社 に移 っ
た当時の心境を,笠 信太郎は次のように述 べ ている。
「 ああい う象牙の塔みたいなところにはいって勉強 しています と,何 か実際的な活動を してみた
いとい う気持 ちが,た いていの人に起 こるの じゃないか な。35,6と い う年齢のせ い もあるで しょう
ね。 自分の勉強が行 き詰 まったということもあ るかも しれ ないけれ ども,そ うでな くても リアルな
世界の中に飛び込む ことのほうが,い ままでや ってきた結果 と して価値があるように…… 。」●
この言葉は,笠 信太郎の学問観をうかがえて非常に典味がある。理論 と現実 との緊張関係の中で
)
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自分の学問を発展 させ ようという意欲を感 じさせ るか らで あ る。後に,本 稿 で述 べ る昭和研究会 に
おける笠信太郎の積極的な活動 は,こ う した彼の意識か ら必然的に生 まれてきたものであることを
,

ここでは確認 してお こう。 この第 2期 における笠信太郎の経済研究の成果 と しては,2・ 26事 件以降
の馬場財政か ら結城財政 ,賀 屋財政 へ と展開され る戦時統制経済の矛盾 を鋭 く指摘 した『準戦時経
済統制』 (朝 日新聞社 ,1987年 )と 本稿でテーマと して取 りあげた『 日本経済の再編成』 がある。
第 3期 は ,「 戦時下の欧州祝察Jと い う名 日で朝 日新聞社の欧州駐在 を命 じられ ,1941年 1月 に
滞
ベル リンに着いてか ら,ス イス・ ベル ン滞在をへ て,1947年 秋 に帰国す るまでの 7年 間におよ応ミ
った。
パ
であ
いが
であ
り国外脱
出
,事実上の逃避
欧時代である。 コーロ ッ 特派員 といえば聞こえはよ
その理 由は,当 時の近衛新体制運動 のさなかに笠信太郎が発刊 した『 日本経済の再編成』 (1939年 11
月)が ,右 翼方面か ら共産主義理論の宣伝であると攻撃を受け,笠 の身辺の危険を察知 した朝 日新
聞主幹 。緒方竹虎の配慮 によるものであ った。
しか し,意 外 にも,こ の コー ロ ッパ 滞欧が幸 い して,笠 信太郎は,戦 時下 ヨー ロ ッパ の政治経済
状況を 日本に送 るとともに,精 力的 に ヨー ロ ッパ各地 を旅行 した ことが西欧文 明へ の理解を深め る
ことになった。それ が戦後 ,帰 国 してか らの笠 にとって,ジ ャーナ リス トと して,ま た エ コノ ミス
トと して,国 際比較を ともなう広 い視野 と深い洞察による社会問題 へ の取 り組み を可能 に したので
ある。
第 4期 は, ヨーロッパ か ら帰 国 して翌 1948年 2月 ,朝 日新聞 に帰社 し論説委員 となり,つ いで 同
年 12月 には東京本社論説主幹 となってか ら,1967年 66才 で亡 くなるまでの活動時期 で あ る。戦後の
笠信太良卜
の活躍は,文 字 どお リジャーナ リズ ム界のオ ピニオ ン・ リー ダーと してのそれであ ったが
,

同時 にベ ス トセ ラーになった『 ものの見方 について一一 西欧に何を学ぶ か』 (河 出書房 ,1950年 )
や当時の高度経済成長 を鋭 く批判 した『 花見酒 "の 経済』 (朝 日新聞社 ,1962年 )に 代表 され る
堂 々たる文明評論家 と してで もあ った。
以上,笠 信太郎の生涯の中で,本 稿 で取 りあつか う時期は第 2期 にあた る。 この時期 は,わ が 国
が2・ 26事 件によ って軍部の政治支配が決定的 に強 まり, 日中全面戦争の勃発 を契機 とす る国家総動
員体制が完成 されてい く時期である。 この間は ピッタ リと前述 した「 近衛時代」 と符合 し,1940年
5月 には,近 衛文麿 を擁 して新党 を結成 し,一 国一党体制 を確立 しようとす る新体制運動が起 こる。
新体制運動は,第 一次近衛 内閣後 ,平 沼内閣,阿 部 内閣,米 内内閣のも とでの戦局 と経済のゆき
づ まり,/cれ を反映 した政局の混迷を打開 し,強 力政治体制の実現 をめざ した もので ,当 初はナチ
ス体制運動の 日本版 といわれ ,下 か らの 国民運動 と して構想 されたものである。 しか し,軍 。革新
官僚・ 諸政党 。右翼・ 近衛側近 グループな どこの運動に参加 した諸潮流間のあつ れ き,と くに新体
制 と軍部および一 国一党制 と国体 との関係の調整のために,1940年 10月 に発足 した大政翼賛会 は政
治結社 =政 党 とはなりえず ,「 臣道実践Jと い う精神運動的色彩 の強 い上 意下達の官製 国民動員組
織 となって しまった。
こう して,新 体制運動 は当初の 目的は果たせず ,政 治的 には失敗 に終わ る。 しか し, この運動の
経済面 におけ る経済新体制は,紆 余曲折 を経た後 ,「 経済新体制確 立要綱」 (1940年 12月 7日 ,閣 議
決定 )や「 重要産業団体令J(1941年 8月 30日 ,勅 令第331号 )と して結実す るが , この要綱の元 と
なった企画院案のアイデ アは,実 は,笠 信太郎 が昭和研究会での議論の中で構想 し執筆 した『 日本
経済の再編成』 (中 央公論社 ,1989年 )が 提供 した ものであ った。
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Ⅱ

昭 和 研 究 会 と笠 信 太 郎

この「 昭和研究会」 とは,1933年 ,近 衛文麿 の友人・ 後藤隆之助 によって設 立 された国策研究機
関である。当時, 日本青年館 にいた後藤 は,欧 米旅行の帰国後 ,激 動す る世界の情勢 に感化 されて
日本の国内政治改革の力を近衛文麿 に期待 し,将 来近衛が政権 を担 うことを視野 に収めた上で,そ
,

のブ レー ン・ トラス ト的意味あ いを もって設立 したのが昭和研究会であ った。後藤 は近衛文麿 と相
談 して,河 合栄治郎 に協力 を求めたが 固辞 されたため,河 合の推薦で噛山政道 に 協力を求め,1933

,東 京青山 5丁 目に後藤事務所 を開いて昭和研究会をスター トさせた。
初めのうち,昭 和研究会は近衛文麿 も出席 し,外 交問題 ,社 会経済問題 ,金 融問題 など,そ の道
の専門家を招いて話 しを聞 くことか ら始 ま った。研究部門と しては,農 村問題研究会 と教育問題研

年 10月 1日

究会 しかなく,毎 週 一 回開かれている程度であ った。 しか し,1935年 ,丸 ノ内に事務所 を移 し,昭
和研究会の看板を掲げて再出発す る頃には,新 たな研究部門 と して政治と経済の両部 門 を設 置 し
政治部門は佐 々弘雄 を,経 済部門は高橋亀吉 を リーダーと して活発に活動を開始 した。
,

さ らに,翌 年 1936年 には,昭 和研究会の設立趣意書および研究会の常任委員 と委員 の氏名を公表
して,広 く社会にその存在意義をア ピール した。昭和研究会の設 立趣意書には,研 究会の性格 と し
て ,「 広 く官僚 ,軍 部,実 業界 ,学 界 ,評 論界等各方面 の意志を充分に疎通 せ しめ ,そ の経験 と識
見とを打 って一丸 とし,総 合的協力を以て其の国策樹立 に当たるべ き研究機関Jと 明記 した。
笠信太郎が昭和研究会のメンバ ーに なったのは,1938年 頃 か らで ある。それ まで昭和研究会にお
ける経済部門の中心であ った 高橋亀吉の後 を継 ぐ形で,笠 が昭和研究会の中心 メンバ ーとなった。
その理 由の一つに,1938年 1月 ,高 橋亀吉 ,松 井春生 ,佐 々弘雄が集まって協議 した結果 ,昭 和研
究会の中の専門研究会の数を増やす こと,そ れぞれの部門を一層専門化す ること,そ して若手中心
主 義に移行す ることを決めた ことにある。その結果 ,昭 和研究会の委員 は しだいに若返 り,若 手中
心に運営 してい くための 4人 の幹事をおいた。外交部門の専 門家 と して佐 々弘雄 ,政 治部 PJの 矢部
貞治,経 済部門の笠信太郎 ,文 化部門の三木清の 4人 がそれで あ った。 この時期 には,昭 和研究会
はすでに,政 治,経 済,世 界,文 化など各部門に合わせて16に のぼる専門研究会を持つまでになり

,

併行 しなが ら各 研究会が活発に開催 され ていた。昭和研究会が発足 してか ら解散 を余儀 な くされ る
1940年 11月 までの 7年 間に,研 究会に参加 した人は,官 界 ,財 界,学 界,ジ ャーナ リズム,軍 など

各界の第一線 で活動す る者 ,合 わせて約300名 にのぼ ったと言われて いる色)。
笠信太郎は, この昭和研究会の方針を決め運営す る中心 メ ンバ ーの一 人となるとともに,経 済部
Flの 責任者 と して,昭 和研究会が解散す るまで重要 な役割を演 じた。さらに,1988年 秋か ら,当 時
昭和研究会の人材養成機関 とみ なされていた昭和塾 にも積極的 に関わ り,昭 和塾が設置 していた専

門的な政治,経 済 ,大 陸,文 化の各班のうち,経 済班の主任講師を引き受け,昇 ψbに 塾生 の指導 に
あた っていた 6)。
なぜ , これほ どまでに,笠 信太郎は昭和研究会の活動 に力を入れたのか。笠 の主著であ り本稿の
テーマにある『 日本経済の再編成』 が,こ の昭和研究会での活動期 に執筆 された ことも合わせ て
この疑間 に答えてお こう。その理 由と して,つ ぎの 3点 が考え られ る。
第 1に ,昭 和研究会に参加 していた人 々の共通意識でもあ り,笠 信太郎 も人一倍強 く信 じていた
,

思いと して,近 衛文麿 さえ決意すれば,昭 和研究会での研究成果 を国策と して実現で きると期待 し
ていた ことで ある。
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近術文麿は,天 皇に近 い家柄 と河上肇 を慕 って京都大学 に学んだ進歩性を合わせ もち,元 老対軍
部,軍 部対政党の対 立を調停 し,軍 部の横暴を抑える ことのできる唯 ― の人,最 後の切 り札 と思わ
れて いた。 この近衛 との直接的 な人脈でつなが っている昭和研究会 は,他 の国策研究会 とは明 らか
に違 って,研 究会の参加者の意気 ごみは 自ず と高 ま らざるをえなか った。 この事情 を,当 時,昭 和
研究会の実際上の事務局長であり後藤隆之助の女房役 であ った酒井 三郎は,つ ぎのように述べている。
「 なんとい っても,最 大の魅力は,こ の研究会が近衛文麿 と関係が深いということであ った。 自
分たちの研究成果 ,そ れを基 に した政策が近衛を通 し,近 衛 内閣を通 して,実 現され る可能性があ
るということであ った。そうでな くとも,な んとか近術 を通 して 自分たちの政策 を実現させたいと
いう意欲 を持 った ことで あ った。J

)

J。
「 私たちは,近 衛の決断一つで,大 河の流れを変える ことができると期待 した。
い
と驚嘆す るほ
っていた
っている私たちには
んとも甘
ものだ
認識を持
すで に歴 史の結果を知
,な
かはない。 しか し,当 時の知識人 を含めて多 くの 日本人の近衛 に対す る期待は,上 記の ようだ と考
)

えて誤 りはないといえる。だが,事 実 と して,こ の期待は完全 に裏切 られてゆ く。 なるほ ど,昭 和
研究会が解散 した原因は,直 接的 には,後 藤隆之助は じめ有力な研究会の メンバ ーが大政翼賛会 に
参加 した ことにあ る。 しか し,根 本的には,昭 和研究会が当初抱 いていた近衛内閣へ の期待が,つ
ぎつ ぎと裏切 られ てい った ことにある。 まさに,昭 和研究会 の悲劇であ り,昭 和研究会の歴史 は
偲
「知識 人の結集 とその挫折の歴史であ った。」
ともあれ ,笠 信太郎 も他の研究会の メンバ ーに負けず劣 らず ,近 衛文麿 と近衛内閣に過剰 とも言
)

える期待 をかけていた一 人であ った。後藤隆之助 は,近 衛 が新体制運動 を提唱 していた時の笠信太
郎の様子を ,「 笠 さんの張 り切 りようは大変 なもので した。」①)と 指摘 している。笠 自 らは,そ の当
時の心境 を,つ ぎのように述べ ている。
「 私は近衛公爵 とはあまり深い縁のある者ではあ りません。荻外荘でお 日にかか ったに過 ぎない
くらいであ りま して, この席 で公 となん らかかわ りのある話 しをす るにはいた って不適切 なのであ
ります。ただ私 も当時非常にあのむずか しい時代 ,そ してわれわれの頭上にやがて黒 い雲 が拡が る
だろうということが十分の予見できる時代 に,近 衛公 に希望 をかけま した一 人である ことには相 違
ないので ございます。J Q0
第 2の 理 由と して,昭 和研究会のあ り方が,笠 信太郎 のめ ざす研究 スタイルに合 っていた ことが
考え られ る。
笠信太郎が大原社会問題研究所 を退所 し朝 日新聞社 に入社 す る頃には,研 究所 というアカデ ミッ
クな場所 を離れ て,実 際の世界 にとび込んでみたいという意欲をもっていた ことは,先 にみたとお
りである。当時の笠は,そ れ までの経済理論を中心 と した研究か ら生 々と した現実を対象にす る研
究へ移 り,そ れをつ う じて 日本の現実に合 った経済理論 を追求 しようと していた。 こう した経済学
研究のター エ ングポ イ ン トに立 っていた笠信太郎 にとって,昭 和研究会 との出会いは,ま さに好機
であ った。
なぜ な ら,「 H冒 和研究会 Jと い う名称の成 り立ちか らして,種 々のイデオ ロギーにと らわれ ない
で,ま ずは現実の状況をよ く見ることか ら出発 しようという考えが,そ の用語の意味に含 まれ てい
た し,事 実 ,笠 信太郎が メンバ ーで あ った「 経済再編成研究会 では, この問題 を取 り上げ る基本的
な考え方 と して,既 成のイデオ ロギー,あ るいは階級的利害 を出発点 と して 日本経済を変容 させ よ
うとす るものではなく,あ くまで も現実を重視 し,常 に国家 ,国 民全体の立場 に立つ ことをプ リン
シプルと した。
J

ODか らで あ る。
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しかも,国 策樹 立のための研究機関 とはい っても,そ の語感か らくる堅苦 しさはなく,研 究会 に
おける研究の方針 は極 めて大雑把で ,(1)憲 法の範 囲内で改革 を考え る,(2)既 成政党を排撃す る

,

ァシ ョに反対す る,の 3点 を基本 と し,「 広 く官僚 ,軍 部 ,実 業界 ,学 界 ,評 論界等各方面 の
意志を充分に疎通せ しめJる ことで あ った。 この枠 内であれば,特 定の思想的立場を前提 とす るこ

(3)フ

となく比較的自由に議論ができた。そのために,各 界各分野 か ら多彩 な顔ぶれが昭和研究会に集 まっ
ていた。 また ,そ こにこそ,昭 和研究会の主催者 で あ った後藤隆之助は意義を見 い出 していたので
ある。後藤隆之助は述 べ ている一 「 社会 主義者 だか らき らう気持 ちもない し,だ か ら自由主義者
,

社会主義者,そ の他 ま じめに国の政策を考えてお る人たちに集 ま ってもらった。J tD
いま仮 に,昭 和研究会 に参加 したメンバ ーを,そ の思想的傾 向によって分類す ると,馬 場修 一 氏
の研究 00で は次の 4グ ループに分け ることができる。

第 1の グループは,前 期新大会か ら,社 会民主主義的傾向を経て,昭 和研究会 に流れてきたグルー
プで,鑢 山政道 ,佐 々弘雄 ,平 貞蔵 などの学究派 と三輪寿壮 などの社会大衆党 に属 している実践派
とに分け られ る。
第 2グ ループは,共 産党およびその指導下の諸文化団体 に属 し,そ れ らの組織が弾圧によって壊
滅す る 2, 3年 前 にそれ らを離れ ,昭 和研究会 に参加 したグループで ある。 メンバ ーと しては,プ
ロ科所員であ った益 田豊彦,林 達夫 ,三 木清 などや唯物論研究会の船 山信 一,菅 井準―など,ま た
産業労働調査所か ら参加 していた勝間田清―,風 早八十 二 な どである。
第 3グ ループは,大 学関係者 な らびにジャーナ リス トのグループであ り,彼 らは何 らかの意 味で
学生時代 にマル クス主義の影管を受けた と考え られ る。
第 4グ ループは,い わゆる革新官僚 のグループで ある。
以上のグループ分けか らす ると,笠 信太郎は典型的 な第 3グ ループに入れ ることができる。 しか
し実際は,そ れぞれのメ ンバ ーが 昭和研究会で, 自己の思想や思想経歴を明 らかにす る必要はなく
,

日本の現実 と今後 のあ り方につい て闊達 に議論 できる雰囲気であ った。 こう した昭和研究会の性格
が,笠 信太郎 には魅力的であ ったので ある。
さらに,こ う した各界か ら第 一線で活動 している人 々が集 まる昭和研究会は,タ イム リーで現実
の新鮮 な情報 が集 まる場所で もあ った。普通では手に入 らない政 治的情報 も,官 僚や政治家が参加
しているこの昭和研究会では,容 易に手に入れ ることができるというメ リッ トが あ った。酒井 三良焉
は,つ ぎのように述 べ ている。
「 同 じ省で も,ま た企画院をとってみても,部 局が違えば他の部局の資料を見 ることはなか なか
むずか しく,い わんや他の省の資料を見 ることは,ほ とん ど不可能 というのが当時の状況 であ った。
また,各 自が 自分 の意見を発表 して,そ れが国政に生かされ るということは,大 変困難な時代 であ っ
た。それが,昭 和研究会では,後 藤が大蔵大臣や企画院総裁その他 に依頼 して,国 策研究 のために
必要 な資料を提 出 してもらうことができた。それ には,た とえば増税案 などは,政 府か ら出す より
は,昭 和研究会か ら出 しても らいたいという官庁の いこうもあ ったので ある。」Q0
笠信太郎は,大 原社会問題研究所時代か ら理論研究の外 に ,「 ブF常 に実学的な実証派的なや り方」
を重視 していた。昭和研究会 に関わ っていた頃,笠 信太郎が執筆 した『 日本経済の再編成』 をは じ
め各種の論文は, この実証を重視 した現状分析が研究の下地 になっている。そうで あ るとすれ ば
この分野にお いて,笠 が昭和 研究会 か ら受 けた メ リッ トは,大 変大 きなものであ ったと言わ なけれ
,

ばなるまい。
第 3の 理 由と して,昭 和研究会 での人 との出会 い,と くに三木清 との出会いと,彼 との思想的交
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流は,笠 信太郎の経済研究 における思想的バ ックボー ンを形成す るうえで,非 常 に重要な要素とな っ
た。そ こに,笠 は積極的な意義を見 い 出 していた ことが指摘できる。
三木清が昭和研究会 に参加 したのは,笠 信太郎 と同 じ頃,1938年 か らである。 この時期 ,昭 和研
究会は大 きな壁 に突きあた っていた。 というのは,前 年 に勃発 した 日中全面戦争 が予想 に反 して長
期化す る様相を示 し始めた ことによ って, 日先ではなく,長 期的視野 で 国内外 の動向を見通す 必要
があ り,そ のためには,昭 和研究会 における政治 ,経 済 ,外 交 など各研究会を貫 く共通の思想的基
盤を必要 と して いたのである。その時 ,た またま『 中央公論』 (1927年 11月 号 )に 載 った三木清 の
論文「 日本の現実」が昭和研究会 の事務局の 日に とまった。そこで,さ っそ く昭和研究会 が毎月 1
回 7日 に開いている「 7国 会Jで ,三 木清 を招いて「 支那事変 の世界史的意義 Jと 題す る話 しを聞
いた ことが,三 木と昭和研究会 とのその後 につ づ く恒常的交流のき っか け となった。
「 支那事変 の世界史的意義」 と題す る三木清の話 しは ,「 東亜 の統 一 」 と「 資本 主義 の是正Jの
両面か ら日中戦争の意義を論 じた ものであ った。その内容 は,本 稿 で後 に詳 しく批判的検討 を行 う
ことに して,こ の会の出席者 には,つ ぎのような深 い感銘 を与えた。
「 私たちは迷 いに迷いぬいた道 に,明 るい灯が見えたような気が した。昭和研究会 は,今 まで政
治,外 交 ,経 済,教 育 など10い くつか の研究会を設けて研究 を続けてきたが ,三 木の提案す るよう
な思想・ 文化に関す る研究会はなか った。私 たちは,三 木の提案 こそ,わ れわれの求め てやまない
ものであること,こ れを掘 り下げ,探 求す る必要のある ことを痛感 した。JQ働
そこで,昭 和研究会 では既存の研究会以外 に,文 化研究会 を新たに設置す ることを決め,そ の委
員長 に三木清を招 いたので あ る。 さ っそ く,文 化研究会は毎週 1回 のペースで研究会 を開き,昭 和
研究会の思想的バ ックボー ンをまとめる作業 に入 った。文化研究会 の メ ンバ ーは,三 木の外 に加 田
哲 二,三 枝博音,清 水幾太郎 ,中 島健蔵 ,菅 井準― ,福 井康I反 ,船 山信 一 らであ ったが,随 時,笠
信太郎 ,佐 々弘雄 ,矢 部貞治 らも加わ り討論を重ねてい った。文化研究会の 6回 目の会合 には,笠
信太郎が「 経済再編成 の問題 に就 てJと 題 して報告を行 っている。また,組 織的 にも,笠 信太郎 を
委員長 とす る経済再編成研究会 との合同で討論す ることも行われた。
その成果 と して,1939年 1月 に「 新 日本の思想原理 Jと いうパ ンフ レッ トを公表 し,同 年 9月 に
は,そ の続編である「協同主義の哲学的基礎 Jを 公表 ,さ らに「 協同主義の経済倫 理 Jを 1940年 9
月に発表 した。 このうち ,「 新 日本の思想原理」 と「 協 同主義の哲学的基礎」 は,い ずれ も三木清
の執筆 によるものであ り,「 何人かの報告者の話を聞いた後,三 木清が草稿を作 り,そ れを メンバ ー

が検討 して,注 文をつ けるJ■ 0と い うや り方でまとめ られた。他方 ,「 lyy同 主義の経済倫理Jは
文化研究会が経済再編成研究 会の協力を受け,と くに笠信太郎を メンバ ーに加え,両 者合 同で討論
を重ね てまとめた ものであ った QD。 いずれ も,文 化研究会 が発足 してか ら,わ ずか 2年 余の間 に
,

まとめ られたものである。
以上のような文化研究会 に対す る笠信太郎の深いかかわ りに注 目す ると,上 記の成果 は三木 と笠
の 2人 が共同 して創 り出 したものであ ったと言えよう。事実 ,昭 和研究会 における三木清 と笠信太
郎 との関係を良く知 る者か ら,つ ぎのような証言 を得 ることができる。
「 協 同主義の経済的基礎 というようなものも,委 員会 ではや っていたが,む しろ,の ちには経済
委員会,文 化委員会 でそれぞれ検討す るというよりも,直 接 三木 さんが笠 さんに これは どういうふ
うに考えるか というように,二 人で議論 してまとめてい ったというものだ った。新 日本の思想原理
や,支 那問題 などは研究委員会 で研究を積み上げてい くというや り方であ ったが,『 経済的 な基礎 』
については経済委員会 と文化委員会が合同 して一,二 回討議 したが,そ のうちに笠 さんに この問題
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はよ く考えても らお うとい うことで,三 木清が笠信太郎 に相 談す るというかた ちで,ほ とん ど 2人
で決めた ものだ った。その場合は昭和研究会 というよ り三木 ,笠 両個人 といってもよいものだ。」(お

)

(傍 点は引用者)

では,三 木清 と笠信太郎が協力 して創 った昭和研究会の思想的バ ックボー ンとは, どのような考
えであ ったのか。前記の「 新 日本の思想原理 J「 協 同主義の哲学的基礎 J「 協 同主 義の経済倫理」
,

この 3部 作を手がか りに検討 してお こう。そのことは,笠 信太郎『 日本経済の再編成 』の思想的基
盤を明 らかにす ることに関連す るはずで ある。 しか し, この課題は本稿のⅣで取 り扱 うことに して
まずはその前 に,つ ぎの皿において ,『 日本経済の再編成』の内容をみてお こう。
Ⅲ

,

『 日本 経 済 の 再 編 成 』 の 内 容 とそ の 特 徴

『 日本経済の再編成』 を書 いた 当時の心境を,笠 信太郎は次のように話 している。
「 研究の結果が実際の場合 となると,運 動 となりうるものを作 りたいと言うことが しょっち ゅう
で あ った。そ していままでの考え方では,い わゆるキ ャピタ リズムに対す る汎 ソシア リズム的な
,

もう出き上が った 1つ のシステムと しての思想は,そ とにい くらでも流行 しているけれ ども,そ れ
で なくても,も っと現 実 にあ る 日本の地盤 に くっついて出てきたもので,こ の改革をや っていか
なくてはいけないのではないか ということだ ったわ けです。
」Q働 (傍 点は引用者 )
「 現実 にある日本の地盤」 を,笠 は どのようなものと して把握 していたので あ ろうか。そ して
それ を どのように変革 しようと したのであろうか。
『 日本経済の再編成 』の内容をみ てみ ることに
,

しよう。
まず,笠 信太郎は序 において,本 書の意図を次のように述 べ ている。現在,国 民は これか らの経
済のあ り方,特 につぎつ ぎと強化 されてい く統制 が,今 後 どのようになってい くかに非常 な不安を
もっている。その不安を解消 し,戦 時下 ,国 民の協力を得 るためにも,こ れか らの統制の形態 を国
民の前 に明 らかに しなければならない。それ には,従 来の統制の強化では,も はや限界にきてお り
,

現在はそれに代わ る新 しい経済体制が必要 となる段 階 にある。す なわ ち

,

「 いわゆる統制強化の一途を辿 って来た戦時経済はもう単 なる『統制』の強化 という形では来 る
ところまで来 て,そ れはもはや 1つ の新 しい経 済体制 に結晶 しなければ どうにもお さま らないとい
うところまで来た。国民経済 を強化 し,次 の飛躍的 な充実 に備えるについても,一 個 の新 しい体制
が要求 され るに至 ったので ある。
」120)
そ こで,こ の新 しい経済体制 を確立す るためには,経 済界が上か らの統制 によ って動 か され るの
ではなくて,経 済界が 自主 的に経済を動かす ように しなければならない。それ には ,「 いまの経済
を動か している利 潤 という動機 と統制 という権力 との 2つ の互に撞着す る原動力の葛藤を脱 して
一元の姿 にす ることで あ り,統 制す る力 と統制に抗す る力との二重人格の格闘を, 1つ の新 しい経
済体制の中に融解す ることである。
」￠けと述 べ て,利 潤 の統制を主要 な手段 とす る新 しい経済体制
のあ り方を提起 している。
しかも笠信太郎は,利 潤追求を「 個人主義的な本質Jだ と決めつ け,そ れは「 腐 りかけた 自由主
義の一部分Jだ と指摘 しているように,初 めか ら,か なり挑発的な言葉を含んで いることに注 目し
,

てお こう。
第 1章 は,か つて笠信太郎が『 中央公論』 (1988年 12月 号)に 発表 した「 日本経済の再編成― 新
しき態勢 ヘー 」 という論文で ある。 この論文が ,本 書『 日本経済の再 編成』 の第 1章 と しておか
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れた。その要 旨は,つ ぎのとお りである。
日中全面戦争勃発以降の 日本経済が,意 外 と強物性 を示 しているのは, この戦時経済へ の国民の
協力 にあ り,「 国民的犠牲 を国家的に組織 した力Jで ある。 しか し,こ の国民の国家 へ の協 力は国
民の犠牲の上に成 り立 っている消極的 なものである。 これを,い かに積極的な陽力に変えてい くか
,

それによっていかに強 い経済体制 をつ くるかが問題である。そのためには,ま ず物的 には単 なる公
債の発行 によ って貨幣資本の増大 をはか っても問題の解決にはな らない。原料や生産資材 などの現
実資本の増大が なければな らない。す なわち ,「 貨幣資本 と しては国債 の発行 によって供給 され る
ものがいかに潤沢 にあ っても, これが払込 まれて現実の生産資本に変 るためには,払 込 まれた貨幣
資本が現実に機械 に変 り鉄鋼 に変 り石炭 に変 るためのその現実資本がそ こにそこに無 くてはな らな
ぃJ(22)。
しか し,実 際 には「 物資の不足」 というかたちで現実資本は不足 している。 この不足を克服す る
ためには,輸 出の促進 によって外貨を獲得 し,重 化学 工 業の原材料を確保 し輸出工 業 を飛躍的に発
展させ なければな らない。それ には,輸 出品の コス トを引き下げ ることが必要である。 コス ト引 き
下げは労賃の切 り下げに向かわ ざるをえないとは いえ, これは 国民生活水準の低下 に拍車がかか る
という結果 になって しまう。 この 国民的犠牲 を避けようとすれば,物 価 の抑制のための企業 に対す
る管理的統制や経理統制 に向かわざるをえない。 こう して,統 制 は従来の平面的な統制か ら内部的
な,立 体的な統制 へ と進展 してい くことになる。そうすれば,一 方的に国民が犠牲 になるだけでは
なく,企 業 もその負担を分 かち合 う協 同体制 がで きる。そ して「 国民 自 らが積極的 にこれを掴む と
き,そ れは恐 らく単 なる統制 された姿,管 理 された姿ではな く, 1つ の国民的な協 同の姿勢 となる
であ ろう。 この協 同の姿勢を国民 自身が創造す るので なければ,そ れは法制の単 なる戯画に終 るで
あろう。」ω)と 述べ て, この新 しい経済統制へ の国民の積極的な協力の意義 を強調 している。
第 2章 では, 日本経済が いま直面 している 3つ の問題引
問題が考察されている。

1)物 価問題 ,(2)生 産拡充問題,(3)財政

まず(1)物 価問題 は,現 在の最 も切迫 した問題であ り, したが って物価対策 は,イ ンフ レーシ ョン
を阻止 し,生 産 と流通に起 きる混乱をなくすため に不可欠の課題であると述べ ている。笠信太郎は
以前か ら国家の信用膨張政策 にともなう急速 なイ ンフ レーシ ョンと,そ れを原因とす る物価上昇 に
,

注 目して ,『 通貨信用統制批判』 (改 造社 ,1934年 )や『 準戦時統制経済』 (朝 日新聞社 ,1937年 )
を著 し, 日本経済に迫 りくるイ ンフ レーシ ョンの危機 を世 に訴えてきた。笠信太郎にとって物価問
題は, これ までの経済学研究の メインテーマで あ った。それ だけに,物 価 を引き下げ る必要性 とそ
の方法について,こ こで改めて強調され ているのである。
す なわち, 日本経済を強化す る力は輸出力にあり,輸 出力の増大 は輸 出価格を低め ることにある。
そのためには,国 内物価を引き下げなけれ ばな らない。 しか し,徐 々にイ ンフ レによ って,国 内の
物価水準は上昇 しつつ あ る。 また,第 2次 世界大戦の勃発 による輸入原料高が,さ らに国内物価 上
昇の原因 となってきた。 したが って,輸 出力を増大 させ経済力を強化す るためには緊急 に物価 を下
げる政策がと られ なければならない。 しか し,こ れ までの政府の物価対策が,公 定価格 を設定 し
,

それ によって物価 を統制す るという「流通Jの 部面 にか ぎ られ るだけでは,そ の効果は期待 で きな
い。 とはいえ,最 近 になって,よ うや く現在の政府の物価対策 が,商 品の原価計算 にもとづいて公
定価格 を決め ,「 生産」 の領城 に足をふみ入れてきた点は評価でき る。
しか し,政 府の原価計算 では,生 産費の中 に誤 って運賃 が入 ってお り,運 賃 は利潤 と労賃 に逮元
できるため,結 局 ,商 品の生産費は労賃 ,利 潤,地 代の 3要 素か ら成 り立 っていると考え られ る。
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そのうち,工 業製品については地代 を除外できるので,労 賃 と利潤が生 産費の構成要素 となる。 し
たが って,商 品の価格 を下 げるためには,労 賃および利潤 を引 き下げなければならない。 この 2つ
の要素のうち, これ までは,利 潤の引き下げよりも,は るかに労 賃の引き下げ に重点がおかれ てき
た。 しか し,現 実 の物価高騰の原因とみ ると,実 質賃金 はむ しろ低下 してお り,労 賃の上昇が物価
高の原因であるとは考え られ ない。他 方,利 潤 については利潤率の顕著 な上昇がみ られ ,利 潤の増
大が物価騰貴の主 な原因といえる。 したが って,商 品価格 を引き下げるためには,こ の利潤率の引
き下げを 目的とす る利潤統制 を行わ なければならない。以上が,物 価問題 における笠信太郎の結論
である。
つ ぎに(2)の 生産拡充問題では,現 在押 し進め られ てい る生産力拡充政策の矛盾が,実 に説得力を
もって指摘 され ている。
まず ,生 産力拡充政策が 3つ の段階を経て,次 第 に強化 されてきた事情が説明され る。 第 1段 階
は,高 橋財政の膨張予算を契機 と して始 まり,結 城財政 によ って 国策の ス ロー ガンになった時期で
あ り,こ の期 には, 日銀 による生 産資金の放 出,す なわ ち莫大 な公債発行 に対応す る銀行信用 の大
拡張が行われた。第 2段 階は,近 衛内閣の成 立 , 日中全面戦争 の勃発を契機 と して ,「 輸 出入品等
臨時措置法」 と「 臨時資金調整法J,「 国家総動員法Jな ど戦時立法によ って,法 的強制を加えて資
材,労 力,資 金を重化学工業 に集中 しようと した時期である。そ して第 3段 階は,1989年 に「 生産
力拡充四 ヶ年計画Jが 企画院で 立 案・ 公表 された時期である。 これ によ って ,「 生産力拡充 が一個
の国家計画のもとに遂行 され るに至 ったJ(塑 )の で ある。
こう した生産力拡充政策の実行 によって,こ れ まではマ需生産 を中心 とす る重化学工業部門で
,

めざま しい生産の拡大が起 こった。 しか し,今 後 もこのような事態が続 くか どうか。現在 の生産拡
充が軍需生産に集中 し,一 般的な生産資材や消費資材の生産 を犠牲にす るもので あるかぎ り,輸 出
産業の発展が阻止 され るだけで な く,結 局は肝心 な軍需生産 も遠か らずゆきづまざるをえない。す
なわち

,

「軍需工業の展開を支える広汎 な基礎 として,一 般的 な生産資材および消費資材を生産す る国民
経済の確立が依然 と して必要である。否 ,そ の生産 力が極めて高度 に発展 して,は じめて軍需工業
の積極的 な展開が支え られ得 るので ある。 これは 自明の ことで ある。例えば,厖 大なる軍需工業 に
は, このための厖大 なる労働者 ,技 術家並びに経営者を必要 とす るので あるが ,こ れ らの人 々を給
養す ることは軍需工 業 自体 によって出来 るものではない。 ………軍需工業部門が必要 とす る材料 資材
は,不 断に他の部門か ら補給 してゆかねばな らぬ。それ に堪えるだけに, 自余の国民経済の生産力
が高度 に発展 して居 らねばな らないのである。でなければ軍需工 業そのものの発展が制約 を受け
,

限度を与え られ る。」(%)
さ らに,問 題 なのは生産拡充計画 と物資動員計画との連係が不十分な点である。生産拡充のため
には固定設備の新規拡充を必要 とす るが,物 動計画にはその見通 しが明確ではな く生産拡充の計画
的遂行が危ぶ まれ る。 したが って,笠 信太郎は最後 に ,「 単純 なる増産主義か ら転 じて,生 産性 向
上を中心 とす る真実の生産拡充J QOの ために,つ ぎの 2点 の提言を行 っている。
第 1に ,生 産拡充計画に全体性 と長 期性をもたせ ること。す なわ ち ,「 生産拡充計画が 国民経済
的な全体性 をもつ ものとなり,当 面のところ輸出産業の進展 を基礎 と し,内 需産業 と農業 にに各 々
国民給養 の役割をもたせ ,そ の上に長期に瓦 って進展の可能性ある軍需生産の拡充計画を樹立す る
ことで あ ろう。J00第 2に , これ と並んで「 全産業の生産性 向上を 目指 して一切 の企業の仕組みの
編成替が必要J90で あ り,そ のためには経営形態 と企業形 態の転換 をはか らなけれ ばな らない。
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この点は,詳 しく第 3章 で言及 され る。
最後 に(3)財 政問題 で あ る。現在 ,200億 円にも累積 された公債は, このままでは急激 なイ ンフ レー
シ ョンを起 こし,国 民生活を混乱 に陥れ る危険性 をもっている。 したが って,イ ンフ レーシ ョンを
抑える ことが緊急 に必要であるが , これ を強権的に行いえない以上 ,で きる限 り緩慢 なや り方で行
う以外にない。その方法 と して,消 費節約 ,貯 畜奨励 ,賃 金給料の引上停止 ,税 制の改革 があげ ら
れ る。 しか し,い ずれの方法 も,国 民 に犠牲 を強いものであるので,国 民的に納得のゆ く合理的な
ものでな くてはならず ,国 民の協力 による新 しい経済機構のもとで進めて行かなけれ ばな らない。
そのための経済再編成の基本方向が,次 の第 3章 で展 開されている。
第 3章 は,経 済再編成の基本的方向が示 されてお り,本 書の核 心部分をなす。前章で述 べ られて
いた 日本経済の当面の諸問題 へ の対策を提示す る最 も注 目す べ き章である。
まず, これ までの経済統制 の欠陥が指摘 されている。従来の統制は物 の流れを規定 した「 流通J
の部面 に対す る統制にす ぎず ,企 業の経営に入 り込んだ「生産」部面 に対す る統制 になってお らず

,

したが って,企 業の利潤獲得 には何 ら制約 が加え られていない。 ここに, これ までの統制 の最 も大
きな特徴があった。そのために,関 取引 を起 こ し,物 価を高騰 させ ,生 産品の質の低下 を起 こ し
,

低利潤部門の生産停滞 などをもた らした。 また,利 潤獲得の余地 を労働条件の低下 に求めようとす
ることか ら,労 働者 に対 して不当な圧迫を加える ことになった。そ こで, こう した問題 を緩和す る
ためには,新 たな統制が経営の内部 に入 り,利 潤の統制へ と向か う以外 にはない。
さ らに,こ の利潤統制 を有効 にす るためには,企 業経理 の全面公 開を必要 とす る。 なぜ な ら

,

「 経理が全面的 に公開されていなか った ならば,配 当以外の利益牟の使途が,生 産に対 して合 目的
とな らず ,経 営者の恣意 によって濫用 され,浪 費 され,経 営の能率 を引下げ ることとなる危険があ
り得 る。J99か らで あ る。 こう した経理 の公開を前提 とす る生産統制 の 目的は,(1)貨 幣資本の蓄積
ではなく現実資本の蓄積であ り,(2)利 潤追求のための技術か ら生産力の向上のための技術 へ と,技
術を解放す ることであ り,(3)作 業組織 を生産性 向上本位の組織 に改組す ることであ り,(4)単 なる生
産量の増大ではなくて,根 本的に生産力の上昇をはか ること,(5)労 働力を利潤本位の消耗的使 用に
委せ るのではな く,労 働力の保全 と涵養 ,さ らに労働の技術の向上 などに結びつかなければな らな
いので ある。
このように して,企 業のあ り方が利潤木位か ら生産本位 に変わ ると,企 業経営 の形態 も生産本位
になる。例えば,従 来の カルテルや トラス トとい った独 占の形態 も変化 し,今 までの独 占利潤を獲
得す る機能か ら,今 後 は,価 格 を引下げ る役割をす る機能 と して作用す ることにならなければなら
ない。
こう した新 しい統制のもとでは,統 制す るものとされ るものという対立関係はなくな り,生 産が
純粋 な形で行われ ,企 業経営の国家的社会的 な「 職能Jが 明 らかになって くる。そ うす ると,利 潤
本位の資本活動に拘束され ないで経営者がイエ シアチブが とれ る「 自主統制Jと なる。 このもとで
は,企 業経営者は労働者 との関係でも対立関係ではなく,そ れぞれの職能 と して結ばれ ,平 面的な
立場で対応 できる新 しい関係 を結応ミことができる。結局,企 業経営者 は,こ の新 しい経済体制のも
とでは ,「 資本の全面的 な支配か ら解放 され ることによって,却 って事業 にお け る『創 意』の 自由

を獲得す ることができJ(鉤 ),生 産力の増大 に寄与 できるのである。
以上のような新 しい経済体制は,そ れを動かす にあた って外枠 と しての連絡組織を必要 とす る。
特に,今 日のように経済活動が国家的計画 と して行われ る場合 には,政 府機関 との連絡をス ムーズ
にす るためにも産業行政的組織が必要 となる,と 述べ て産業団体の統合組織の必要性が指摘 されて
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いる。
第 3章 の最後は, これか ら経済体制 を担 う人間が,新 しい経済体制 にふ さわ しい経済倫理 を身 に
付ける必要性を強調 した「 新経済倫理 の確立Jと い う節で締め くくられている。それは,営 利を 目
的と して生産活動 を行 う個人主義的倫理ではな くて,国 家的,社 会的 な「 職能 J意 識 にもとづ く倫
理観 へ の転換を訴える内容となっている。 このよ うに,笠 信太郎が新 しい経済倫理 を強調 したこと
は,つ ぎに考察す る三木清の「 協同主義Jに もとづ く経済倫理と密接 に関連 していることを,前 もっ
て指摘 しておこう。
Ⅳ

「 協 同 主 義 」 と 「 日本 経 済 の 再 編 成 」

ところで,こ う した『 日本経済の再編成』 を合めて,昭 和研究会の研究成果全体 が, どれほ ど当
時の社会 に影響 を与えたかを判断す ることは非常 に難 しいことである。昭和研究会は外交 ,政 治
,

経済 ,文 化,農 業 ,教 育 などさまざまな専門研究会を組織 したが,そ れぞれの政策提言が与えた社
会的影響を測定す ることは不可能で あ る。た だ,昭 和研究会の メンバ ィの期待 に反 して,現 実の政
治を動かす力には,ほ とん どな らなか った ことだ けは確かである。軍の横暴を抑え 日中戦争を早期
に解決す ることをめざ して近衛 内閣に働 きかけた昭和研究会 の活動は,全 く実 を結ばず , 日中戦争
の長期化 とアジア・太平洋戦争 へ の破滅的結果 に終わ って しまった。
しか し,現 実政治へ の影響ではな く,当 時の社会へ の思想的影響や経済面 へ の影響 をみ ると,以
下 に考察す るように,こ の分野では,昭 和研究会は少なくないインパ ク トを社会に与えた と判断 し
てよかろう。酒井三郎は,つ ぎのように述べ ている。
「 そのような研究会の研究成果が,直 接 ,実 際政治にどれだけ取 り入れ られたか ということにな
ると,そ れはは っきりしない。 しか し,実 際 に生かされたもののほかに,各 種の専門委員会 には
民間のエ キスパ ー トや,各 官庁の中堅の人びとが多 く集 まっていたか ら,各 省間の垣 根 が取れて
,

,

委員たちに総合的に判断す る訓練ができ,各 省 が政 策を立ててゆ く場合に,そ れを織 り込んでい っ
た点は多分にあ ったと思 う。 また研究会のメンバ ーの横のつ なが りが,各 方面 にわた って,革 新の
空気を醸成 していった ことも否めないだろ う。さ らに昭和研究会の『東亜共同体』 とか『 経済再編
成』 などといった考え方が,政 治の理念や思想原理 と して,ま た経済上の現実の政策 と して,一 般
に相 当な影響を与えた ということもいえるのではないか。」K31)
ここでは思想的影響 と して「 東亜共同体」論が,ま た経済的影響 と しては「 経済再編成」論が あ
げ られて いる。実は,両 者 に共 通す る思想原理は「 脇同主義」 で あ り,こ れ こそが昭和研究会の思
想的バ ックボー ンになった考え方に外 な らなか った。 まさに「 協同主義 という最大公約数の下に昭
和研究会が成 り立 っていたJ得 動のである。 この協 同主義 という思想 原理 に基づ いて,昭 和研究会
の研究成果は,外 においては東亜共 同体論 と して,内 においては 国民組織論 ,経 済再編成論 ,労 働
新体制論,農 業再編成論 という応、うに具体化 され てい ったので あ る。
では,協 同主義 とは どのような考え方で あ るのか。それを体系化 し,哲 学的基礎 づ けを行 った三
木清の思想を検討 しなが ら, この協 同主義の側面か ら再度 ,笠 信太郎『 日本経済の再編成』 の特徴
を浮きば りに してお こう。
三木清は ,「 協同主義の哲学的基礎 Jに おいて,協 同主義を定義 して,次 のように述 べ ている。
「 協同主義は現状維持的な階級協調主義ではな く,そ の立場 とす る全体を発展的 に捉へ ,道 徳的
全体的立場か ら階級を超克 して, これを全体のうちに於 ける機能的ユつ倫理的関係 に発展せ しめ
,
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JG働
国民的腸同を実現せんとす るものである。
に破
綻の徴歴然 た る近代主義を一層高 い立場か ら超克 し
「 新 しき思想原理 (協 同主義 )は ,既
,

自由主義 ,マ ルクス主 義 ,全 体 主義等の体糸 に優 るものでなければな らぬ。J GO〔

(

)は 引用

者〕
み るように,三 木清 にとって協同主義 とは, 自由主 義のもつ個人的・ 営利主 義的 な性格 を乗 り越
え,マ ル クス主義のもつ 資本家対労働者の階級対 立を超 え,全 体主義の排他的・ 没個性的弊害 を乗
り越 え,国 民的協同 を実現す ることのできる普遍的な思想原理であ った。 この普遍性 ゆえに,協 同
主義は世界的意義をもち,東 亜共同体の指導原理 となることができる。そ して,こ う した意義 をも
つ協同主 義 こそ, 日本文化の特徴である。す なわ ち
「 日本文化の重要 な特色は,先 づ第 1に ,一 君万民の世界 に無比なる国体に基 く協 同主義 を根底
とす るところにある。 この協同主義はその普遍的意義 に於 て東亜 に推 し及ぼされ,世 界を光被す べ
,

きものである。J G9
以上のような三木清の協 同主義の考え方か らは, 日本が東亜共 同体の リー ダーと して,ア ジアを
支配す ることが正当化 され, 日本の侵略戦争で あ る日中戦争も「 時間的 には資本主義の問題の解決
,

空間的には東亜の統 一 の実現」GOと して理解 され ,そ の世界史的意義が強調され ることになる。
確かに,三 木清は同 じく東亜共同体を強調 しても,当 時の 日本至上主義的立場 に立つ独善的で偏
狭 な排外主義的考え方はと らなか った。それ どころか,こ の種 の 日本主義を批判 して ,「 日本は支
那の民族統 一を妨害す べ きでなく,寧 ろ支那がその民族的統 一によって独 自性を獲得す ることが東

W共 同体 の真 に成立す るために必要であるJ

述 べ ,ま た「 日本は東亜の新秩序 の建設 に於 い
が如 きこと
て指導的地位 に立たねばな らない。 このことは, 日本が東亜の諸民族 を征服す るとい遮ゝ
●
働
を意味 しないのは勿論である」 と指摘 している。
G7)と

しか し,三 木清が文化相対性の立場に立たず ,協 同主義 こそが あ らゆる思想 よりも優れたもので
あ ると決めつ け,こ の協 同主義 こそ, 日本文化の特徴であると述 べ ることによって,世 界 におけ る
日本民族 の優位性を宣言 した ことは, 日本の アジア支配 とそのための侵略戦争を正当化す る有力 な
思想 を提供 したと評価 されても仕方がないで あ ろう。
こう した役割を果た した三木清の協同主義は,経 済的には,つ ぎのような考え方を提供す ること
になる。す なわち,協 同主義は資本主義経済のもつ個人的な営利 主義 を抑え,全 体の立場 に立 って
公益を優先させ る思想原理 と して優れて いる, と して資本主義の弊害 を除去す る思想 と して美化 さ
れ る。 しかも, この協同主義の立場か らは,個 人的な営利 を抑え,公 益 を優先す るための統制が必
要 となる。す なわち
「 現代の思想は いづれ に しても全体性の思想を基礎 と しなければな らぬ。個人的 な自由を抑 へ て
全体 の立場 に於ける計画性が必要であるとい応、こと,個 人的な営利を於 へ て全体の立場 に於 け る公
,

益の為めの統制が必要である。
J G9
こう して三木清の協同主義は,当 時の戦時体制 が益 々強化 され ようとす る流れのなかで,戦 時統
制経済を正当化す る思想的根拠を与える ことになって しまったのである。
以上,三 木清が唱えた協同主義が,当 時の 日本にお いて もった政治的および経済的意味 について
考察 した。つ ぎに,こ のうちの経済的意味をさ らに深め るために,上 記の「協同主義Jと 笠信太郎
の『 日本経済の再編成』 との思想的関連について述 べ よう。
そのためには,三 木清 が委員長 である文化研究会でまとめた「 協同主義の経済倫理Jに 注 目しな
ければな らない。 まさに,協 同主義 と経済 との関係が思想的側面か ら取 り上げ られて いるか らであ

藤 田安一 :「 日本経済 の再編成 Jと 笠信太郎

る。酒井三郎 は ,「 協 同主義の経済倫理」が必要であ った理 由を,次 のように述 べ ている。
「 事変解決のカギはむ しろ国内改造 にあるということが,事 変 が発展す るにつれて,い よいよ明
らかになってきた。 しかも国内改造に際 して,ま ず直面す るものは,経 済に対す る古い考え方であ っ
た。 ここにおいて最 も追求 しなければな らないことは,古 い経済体制 に代わ る新 しい経済体制 の構
図であ った。 この意味で,文 化研究会は次に,協 同主義 に立脚 して,新 しい経済倫理の探求に歩 を
進めたのであ った。
J(Ю
す なわ ち,対 外問題

)

(日

中戦争)と 国内問題 とは密接 に結びついていることが,明 確 になるにつ

れて,対 外問題の解決のために 日本国内の経済改革が必要であると認識 された。そのためには,経
済に対す る古い考え方 を変えなければな らないという,極 めて現実的かつ切迫 した事情か ら, まと
め られたのが「 協 同主義の経済倫理Jで あ ったので ある。 この「 協 同主義の経済倫理 Jは , これ ま
での自由主義経済 に代わ る協同主義経済の倫理的特徴 と,そ の歴史的意義について考察されてお り
,

笠信太郎『 日本経済の再編成』の思想的基盤を提供す るものとなっている。
「 協 同主義の経済倫理」を読む と,案 外 ,哲 学者・ 三木清が経済学や経済思想史 に関 して深い知
識を持 っていたのでないか と推測され る。 もちろん,笠 信太郎 との議論が大 いに役 に立 った ことは
言うまで もないが,相 当,三 木清が経済学の勉強を していた という,つ ぎの証言は,そ れ を裏 づ け
るものと して注 目してよかろう。
「 現実感の強いことは三木 さんの特徴であ ったが, これは他の哲学者 と違 った感 じを与えた。哲
学者 といへ ば崇高な抽象的の議論 をす るやうだが,三 木 さんの議論はつね に具体性をもっていて
所謂哲学者臭いところが なか った。殊 に私達経済学を扱遮、ものと話す ときは,好 んで現実の社会
,

,

経済,政 治の問題 を話 しかけてきた。それ も世間話程度で なく,相 当に突込んで議論す ることも多
か った。経済 について鋭 い議論 を向け られて,啓 発 され ることも少な くなか った。 一 晩経済問題 を
議論 して,哲 学者 らしくないなと云応、と,下 道哲学だ か らなと答えていた。哲学者に商売替え した
どうかといふ と,や ってもよいなと笑 っていた。
実際,経 済学 については突込んだ研究 を していた。 これは唯物史観 を扱応、
ので,マ ルキシズムの
経 済学 を研究 したばか りで なく,一 般の経済学 をも勉強 した。 よ く私の家 へや って くると,書 棚 の
経済学の書物を抜 いて持 って帰 った。理論のものばか りでなく,経 済史のものも読んだや うである。
どうい応、
意図で経済学の書物 を読むのかは聞かなか ったが,経 済学 について相 当の知識は獲た と思
われ る。哲学 を抽象的な表現の埒 内で扱応ゝ
のに飽 きた らないで,経 済学の如き個別的 な経験科学 の
知識が彼の哲学の思索 に役立 ったので あ ろう。彼の人間の研究 には経済の理解は快 くべ か らざるも
のであ ったのだ らう。
」eD
こう した証言を聞 くと,三 木清の哲学全体 と経 済学 との関連を研究 した くなる。 しか し,そ の欲
求は, しば し抑えることに して,本 稿のテーマで あ る『 日本経済の再編成 』 と三木清の 腸同主義 と
の関連 を確認す るために,ま ず「 腸同主義の経済倫理 」 の内容をみてお こう。以下は,そ の要約で
あ る。
自由主 義経済か ら統制経済 へ の移行は不可逆的であ り,統 制経済は組織 された経済であるべ きだ
という立 場か ら,「 自由主 義経済か ら統制経済 へ の方 向は, 自由主義経済か ら協同主 義経済 へ の発
展でなければな らぬ。J1421こ の協 同主義経済 の 目的は経済共 同体 を創 ることにある。 そ こでは,公
益優先 にもとづ く人間の主体的な自覚が,経 済の発展 にとって重要 な意味をもつことか ら,そ の経
済 は本質 において倫理的であるといえる。
これ に対 して, これ までの 自由主義経済は,そ の活動の基礎を個人の営不いいに求めた。す なわち

,
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自己の利益のために働 く個人は,い わば「 見えざる手Jに 導 かれて,お のずか ら社会全体の利益を
もた らす という予定調和説が , 自由主義経済における利己心の倫理性 の前提であ った。 しか し,現
実には, 自由主義経済は貧富の拡大や恐慌の発 生 など種 々の社会問題 を生み 出す ことによ って,予
定調和説の誤 りが証明され ,倫 理性の前提が揺 らいだ。経済の論理 と倫理の乖離が明 らかになった
のである。そ こで, この倫理 を修正す るために,経 済の外 か ら社会政策 という倫理政策が登場す る
ことになる。
しか し,こ う した経済の外か らの修正は,社 会問題の根本的 な解決 にならない。やは り,経 済の
論理 と倫理 とが内面的に統 一 され ることが必要である。そのためには, 自由主義経済の営利主義を
抑制 し,公 益優先の立場 に立 って統制 が行 なわれ なければな らない。そうすれ ば,個 人は 自己の営
利のためではな く,公 益のために働 くことになり,結 果 と して全体 の公益 につながる。 これによっ
て, 自由主義経済の矛盾 を解決 し,生 産力の拡充 を促すための協 同主義経済 ができる。
ところで,こ の協 同主義経済 が立脚す る原理 とはなにか。
第 1に ,職 能の原理 である。各人は社会的組織の中で,め いめいの機能 を営むものとして「 職能」
的関係を結ばなけれ ばな らない。各人は,そ の職能における有能性 によって尊重 され る。特 に階級
関係 がこの職能的関係 に代わ ることで,階 級対 立のない経営協 同体 を形成す ることができる。
第 2に ,功 用 の原理である。す なわち,資 本を して最大の効果を発揮 させ ることが必要である。
そのためには,経 営を所有 か ら分離 して,経 営者 が資本家 の思惑を考慮せず に生産の増大 に専念で
きるようにす る。 とりわけ,経 営 にあた っては技術の公開 を重視 し生産力拡充に役 立てていかなけ
ればな らない。
第 3に ,公 益 の原理であ る。 この原理 は ,「 一切の経済活動は公益 の立場 に立つ ことによって生

0そ のためには
産の増大 が可能になり,生 産の増大は社会全体 に利益を青す と考 へ るのである。J
経理の公開 を前提 と して,利 潤を制限 し,余 剰部分は直接 に生産に向け られ なければな らない。 こ
うして公益優先の原理 にもとづ く利潤の統制 が,協 同主義経済をつ くるための重要 な要素 となる。
,

以上が「 協同主義の経済倫理Jに おいて,強 調 されている内容である。 これ らを,前 述 した『 日
本経済の再編成』の内容 と照 らし合わせ ると,笠 信太郎がそ こで展開 した主張 ,す なわち 自由主義
経済 か ら統制経済 へ の移行を前提 と した経済再編成の構想 ,階 級対 立 を解消 して各人が職能的関係
によ って結ばれ る協同主義経済の強調 ,所 有 と経 営の分離 による経営 の所有か らの独立の必要性
利潤の統制 と経理の公開,技 術公開の重要性 の指摘,そ してこれ らが総体 と して生産力拡充 にむけ
,

られ , 自主的に経済統制 をはかる必要性の強調 が,思 想的に裏づ け られ ているのを発見す ることが
できる。

V

「 日本 経 済 の 再 編 成 」 と 経 済 新 体 制

このような特徴 をもつ『 日本経済の再編成』 はその後 ,政 府の経済政策 に どのような影響 を与え
たのであろうか。
『 日本経済 の再編成』が戦時統制経済 の発展・ 強化 において有 した歴史的意味の
考察 に移 ろう。

ミ
私の手元に,1940年 10月 に発行 された笠信太郎著『 日本経済 の再編成』 (中 央公論 )カ ぁ る。本
書の奥付 を見ると,1940年 10月 22日 44版 発行 となっている。元来 , この本の初版 は,1939年 12月 11
日であるか ら,わ ずか 1年 も経たない間に44版 を重ねた ことになる。 これは,い かに『 日本経済の
再編成』が発刊され るとともに,広 く当時の人 々に読まれたかを物語 っている。さっそ く雑誌上で

,
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「 日本経済の再 編成 J討 論会 が企 画 され に0,著 者である笠信太郎 を囲んで ,東 畑精 ― ,永 田清
岩本誠次郎 など当時新進気鋭 の経済学者が 出席 し議論 している。 また ,室 賀定信著の『 昭和塾』で
は, この『 日本経済の再編成』 に盛 られた笠 の構想が塾生 に与えた衝撃 を,つ ぎのように述 べ てい
,

る。
「 従来の旧態依然た る資本主 義体制 と,国 家統制論にあきた らない塾生は,笠 のこの斬新 な理 論
構成 に 目を見張 り,暫 くの間集中的な論議 の的となった。笠が塾友の佐久間,星 野その他 にこの続
編をまとめないかとな憑 したこともあり,一 部の塾友 グループは具体的な分析を進める研究会を持 っ
た。一時期,笠 のこの講義は経 済班のみでな く,塾 全体にブームを巻 き起 こ したのであ った。J(6)
実 を言うと,『 日本経済の再編成』 にあるアイデアは,一 人笠信太郎 の独創であ ったわ けではな
い。当時,昭 和研究会の名で発表 された「 経済再編成試案」 が先 に検 討 され,そ の後 に笠信太郎が
『 日本経 済の再編成』 をまとめ て出版 したので ある。
『 日本経済の再編成』の元 となった この「 経
済再編成試案Jは ,実 は有沢広 巳の執筆を基礎 に したもので あ った。 この事情をよ く知 る酒井三郎
は,つ ぎのように述 べ ている。
「 この経済再編成試案 は,当 時 また今 日なお,昭 和研究会関係者の間で も,経 済再編成研究会の
作成案であ り,笠 信太郎執筆のものと思われている。 しか し,最 初の試案は,実 は有沢弘巳の執筆
が根幹と なっているので ある。 この研究は,昭 和研究会 というよ りは,政 治運動推進のために借 り
た別館の事務所が企画 して,有 沢に研究を委託 し,大 山岩雄がその事務 を担 当 した。有沢 には大山
が同行 して,主 な企業 ,鉱 山の営業所 などを回 って,経 営担 当者 に会 い, 自ら鉄かぶ とをからミって
炭鉱内まで入 り込み ,実 状をつ 応ミさに調査 して経済再編成試案をまとめたのであ った。 当時 ,有 沢
は大 内兵衛,脇 村義太郎 ,美 濃部亮吉 ら労農派教授 グループの一人 と して大学を追 放 され (昭 和13
年 ),執 筆 も禁止 され ,表 だ った活動を一切封 じられて いた状態 にあ った。 したが って,経 営担当
者 に会 う場合 など,私 になりす ま して酒井の名詞を使用 した りなどした。
昭和研究会では,笠 信太郎が研究 に協力 し,笠 が有沢の再編成試案 について意見をき くという形
でこの報告を基 に して研究会を開き,ま とめを した。そ して,そ のあと笠信太郎が有沢試案 とは別
な形で『 日本経済の再編成』 (昭 和 14年 12月 刊 ,中 央公論社 )を 世 に出 したので あ った。Jは0
ともあれ,経 済再編成の理論構築 にも関わ り,広 くその内容を『 日本経済の再編成 』 という著書
に して普及 させた貢献は,や は り笠信太郎 に寄せ られ るで あろう。 この本 に盛 られた笠 の考えは
,

さっそ く企画院にとり入れ られ ,1940年 9月 の企画院立案による「 経済新体制確立 要綱Jの 下地と
なる。笠の『 日本経済の再編成』が ,あ れだけのベ ス トセラーに なり官僚 の 日に止 ま らなか ったは
ずはないが,そ の他 にも,昭 和研究会 には官界か ら第 1線 で活躍す る若手の官僚が多数参加 してい
た。笠信太郎が委員長であ った経済再編成研究会 には,企 画院か ら勝間 田清―や稲葉修 三 らも参加
し, 日本の経済再編成のあ り方 についての討論 に関わ っていたので ある。
企 画院は,内 閣に属す る資源 局 と企画庁 を吸収 して1987年 10月 に設置 された もので,内 閣総理大
臣の管理に属 し,「 平戦時 二於 ケル総合 国カ ノ拡充運用」 について,そ の立案 ,各 省案の審査 ,予
算案の検討などを行 ない,さ らに「 国家総動員計画 ノ設定及遂行 二関 スル各庁事務 ノ調整統 一Jを
重要任務 とす るもので あ った。
この企画院で,当 時新体制関係 の立案 に当た ったのは,秋 永月三 陸軍夫佐 を中心 とす る審議室 で
,

商工省の美濃部洋次,大 蔵省の迫水久常,農 林省の山添利作,内 務省の大 島弘夫が兼任で発令 され
これに興亜院か ら毛里英於蒐 ,逓 信省か ら奥村喜和男,鉄 道省か ら柏原兵太郎 ,内 務省か ら村 田五
,

郎 ら革新官僚が参画 していた。 と くに,経 済新体制関係の中心になったのは美濃部 ,迫 水 ,毛 里 ら
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で あ った。
昭和研究会・笠 信太郎 の構想が企画院に引き継 がれ ,近 衛新体制運動 の一環 と しての経済新体制
が活発 な論議の対象 になるのは,1940年 9月 以降の ことで あ る。経済新体制 で重要 な点は,笠 信太
郎が『 日本経済の再編成』 において資本所有 と経営 とを分離可能 な企業の2つ の機能 と してと らえ
,

利潤統制 ,経 理公開,企 業形態の変更 によって企業 の私的利益の追求を統制 できれば,企 業 の他 の
側面す なわち企業経営を資本所有 か ら解放 し,生 産力の拡充 にむけて一層 企業の力を引 き出す こと
がで きるというアイデアを提示 したことにある。 これ によって当時 ,軍 需生産力拡充を強 く望んで
いた軍部 とその計画立案 に従事 していた企画院は,こ れ までの,場 あた り的で総合性 を欠いていた
統制が ,今 後 は理論的基礎が与え られ ,一 つの体糸的 ビジ ョンをもつ ことができると期待 した。そ
の成果が,1940年 9月 ,企 画院 によって立案 された「 経済新体制確 立要綱Jで あ る。
しか し,こ の企画院原案に よる「 要綱」 は,上 記『 日本経済の再編成』 における笠信太郎 の構想
を引 き継 ぎなが ら,決 定的な点で笠の考え とは違 っていた。それは,笠 によると統制 のあ り方 は
「 外 か らJで はなく,あ くまでも企業 自身 による「 内か らJの 自主的統制 によるものであ り,官 僚
,

による「 上か らJの 統制 ではな く,民 間の「 下か ら」 の統制 を強調 していた。そうす ることによっ
て,は じめて統制す るものと,さ れ るものとの区別が消え,従 来のような,い やいや なが ら統制 に
従 うという態度 がな くなり, 自主的 に経営者 は生産拡充 に専念できると考えたので あ る。だが,企
画院の構想は ,「 外 か らJ「 上か らJの 政府 による統制が強調 され ,軍 部 と革新官僚 との合作 による
典型的 な戦時統制経済を象徴す る内容 となった。
なぜ ,そ うな ったのか。その理 由を解 く鍵は,当 時の企画院において「 経済新体制確 立要綱 J立
案の中心人物であ った美濃部洋次の思想 に見い出す ことができる。美濃部は.極 めて急進的な国家
主義的思想 に立脚す る国防国家体制論の持 ち主であ った。その証拠 に,美 濃部の次の発言 を聞 いて
みよう。
「 国防国家体制 とは,実 に前述の国家観 と戦争観 とをその基本理念 と し,戦 争は国家乃 至民族の
生成発展の基本的活力であるとの観念 に基 き,国 家の全能力即 ち政治,経 済 ,文 化 ,教 育乃至 国民
生活等その総てを国防といふ最高 目標に結集 して,国 家の総力 を最高度に発揮 し得 る如 き仕組 とな
す 国家の体制 こそ,真 の国防国家の体制 で あ る。従 って,国 防国家体制 に於 ては,国 民は単 に一個
人と して存在せず ,常 に国家 と共 にあ り,国 家の胎盤 の中に永遠 に生存す べ きであ り,一 国の政治
も,外 交 も,経 済 も,産 業 も,科 学 も,思 想 も,家 庭生活 も将又娯楽 も,総 てが国防に従属 し,国
防に基 いて存在す べ きものであると信ず る。Jeり
この文章を一読す るだけで,か つて陸軍省 が1984年 に公表 して世 に衝撃を与えた,い わ ゆる陸軍
パ ンフ「 国防の本義 と共強化の提唱Jを 思い出させ る。
「 たたかひは創造の父,文 化の母 である。」
パ
という書 き出 しで始 まるこの ンフ レッ トは,国 民に国防観念の再検討 を迫 るものであ つた。す な
わち ,「 『 国防』 は 国家 生成発展の基本的活力の作用 である。従 って国家の全活力 を最大 限度 に発
揚せ しむ る如 く,国 家及社会 を組織 し,運 営す ることが,国 防国策の眼 目でなけれ ばな らぬ。J148)
先の美濃部洋次の発言 と,こ の陸軍パ ンフの文言 との見事 な一致 を, ここでは, しっか りと確認
してお こう。それ は,と りもなおさず ,美 濃部た ち革新官僚 と軍部 との思想的一致を証明 している
か らで ある。笠信太郎 の『 日本経済の再編成』は,こ う した革新官僚 と軍人を中心 メ ンバ ー とす る
企画院 によって,上 記の国防国家体制 づ くりに都合 のいいように利用 されたのである。 一 時, この
企画院原案の「 経済新体制確 立要綱」 は,閣 議決定 され る過程で,政 府 による強力 な上か らの統制
に反対す る財界の反発 によって修正を余儀 なくされた ものの,そ の後の巻 き返 しが功 を奏 し,統 制
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会の設立 をもた らした1941年 の「 重要産業団体令 Jで は,企 画院の意図 した統制が制度化 され るこ
とにな った 律9。 この傾 向は,太 平洋戦争中の1943年 10月 公布 の軍需会社法 によ って,企 業そのも
のの国家管理 にまで発展 してい くのである。
す なわ ち,軍 需省の発足 と同時に制定 された軍需会社法は,航 空戦力の飛躍的拡充を 目的に,先
の国家総動員法にもとづ く工場事業場管理令 による事業所 単位 の軍管理 を企業単位 に拡大 して
(1)企 業経営の国家性の明確化 ,(2)生 産責任体制の確 立 ,(3)軍 需 企業 に対す る行政運営の刷新 をはか
,

ることを 目的 と したのである。
上記(1)の 企業経営 の国家性の明確化は,軍 需会社法第 二条で「 軍需会社 ハ戦力増強 ノ国家要請 二
応 ヘヘ全カヲ発揮 シ責任 ヲ以テ軍需事業 ノ遂行 二当ルベシJと して,企 業の国家に対す る責任 を明
らかに している。
(2)の 生産責任体制 の確立 については,(1)の 具体化であ って,第 4条 で軍需会社 が ,政 府 に対 し会
社 を代表 してその責 に任ず るものと して「 生産責任者J(社 長にあたる)を 選任す べ きことを規定
す ると同時 に,会 社が選任 しない場合は政府が これ に代わ って任命す ることと している。 また生産

責任者の解任 には政府の認可を要 し, しかも政府が「 不適任Jと み とめたときは,こ れ を解任でき
るのである。み るように,国 家が企業の代表者を生産責任者 と して選任 し,ま た解任す る強力な権
限を行使できるようになっている。

,軍 需会社の生産責任制 を強力に発揮させ るための措置で
って
15条
で軍需会社 に対す る「 煩瑣Jな 統制法令の適用 を排除緩和 しようというのである。①。
あ
,第
以上か らわかることは,こ の軍需会社法のね らいが事実上,所 有 と経営を分離 して,企 業 の民有
国営方式を確 立 しようと した ことで あ る。 これによって,企 画院が経済新体制でめざ した「 所有 と
(3)の 軍需企業 による行政運営の刷新は

経営の分離」 が,文 字 どお り上か ら強力 に実現 され ることになったので ある。
しか し,こ れ によ って,一 方的に財界が不利益 を被 ったと結論す べ きではない。特 に 日本の独 占
資本である財閥系企業およびその他の大企業は,戦 時下の企業整理 にともなって,ま す ます大規模
に資本集中をすすめ る一方,政 府か ら軍需生産力拡充のために石炭・ 鉄鋼等関連企業 に支払われ る
莫大 な価 格差補給金 と,軍 需会社の受注能力を考慮 しないで支出された前渡金を享受 し,軍 需融資
指定金融機関制度 によって国家信用をバ ックと した豊富 な資金供給 を受け,か つ イ ンフ レ利得 を収
めることによって膨大な資本集積をはか ってい った。 こう した歴史に照 らせば,笠 信太郎が『 日本
経済の再編成』 において強調 した公益優先の考えは,笠 の意図に反 して,独 占資本を規制す るどこ
ろか ,逆 に国家の経済過程 へ の介入 によ って独 占資本を保護 し,公 益性 という名において私的独 占
の強化がはか られていったので ある。

お わ

り に

笠信太郎が『 日本経済の再編成』 において提起 した根木問題は,企 業 における収益性 と公益性 と
をいか に統 一 させ るか という問題で あ ったと考える ことができる。資本主義経済を前提 とす る限 り
,

企業が収益性を追求す ることは自明で あ り,そ れ どころか収益を追 求す ることによって,経 済 の発
展をもた らし社会全体 と して公益性を増大させ ると信 じられてきた。そのような信仰が決定的に揺
らぎ出す きっかけは,1929年 の世界大恐慌の勃発であ った。資本主義の経済 システムは, これ によっ
て「 自由放任の終焉Jを 迎えた。資本主義の経済 に何 らかの統制を加え管理す ることな しには存在
しえないという危機意識 に支え られて,急 速 に統制経 済へ の志向が増大 してい く。
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笠信太郎は, この統制経済 の進展の中に,こ れ まで企業の収益性 を優先 してきた資本主義経済シ
ステムの欠陥を除去 し,公 益性 を優先 させ なが ら生産力を拡大す る新たな経済 システ ムを構想 しよ
うとしたのである。その成果 が ,『 日本経済の再編成』 であ った といえる。
ひとくちに統制経済 とい っても,市 場の価格機構 に何 らかの方法で干渉 し,そ の機能を制限す る

ことをめざす経済の統制 が,わ が 国で最初に問題 になったのは,昭 和恐慌下の1980(昭 和 5)年 当
時で あ った。 まずそれは,業 界団体の 自主統制 を内容と し,お もに ドイツで形成 された カルテル理
論の影響 を強 く受けた「 重要産業統制法J(重 要産業 ノ統制 三関 スル法律,1931.4.1,法 律第40号 )
と して立法化 され る。 しか し,恐 慌の深化 につれて,こ う した カルテルによる統制だけでは恐慌 を

回避できない。 より強力な統制 によって経済の効率的運営をはか ることが必要である。そのため に
は,国 家が私的資本の利潤追求 に制限を加えるとともに,資 材や労働力の配分 にも権力を持 って介
入す る必要がある, という考え方に発展 してい く。そ して 日中全面戦争以降 は,戦 争遂行 に必要 な
軍需生産は拡大 しなければな らないが ,そ のために必要 な物資や資金は逆 に不足 してゆ くというジ
レンマ の中で,金 融機構 の再編成や物資の配給制度 など国家による統制が一段 と強化 され る。 こう
して 日本経済は,全 面的 な戦時統制経済 へ と移行 してい ったので あ る。
統制経済 を利用 しなが ら私益を抑えて公益 を優先 させ ,生 産力の拡充 を実現す る新たな経済 シス
テ ムを創 ろうと した笠信太郎の構想は,結 局 ,こ う した戦時統制経済をスムーズに行 うための アイ
デアを提供 した ものと位置づ け ることができる。
事実 , 日中全面戦争の勃発 を契機 とす る強力な戦時統制立法の実施 にもかかわ らず ,工 業生産 は
伸 びなやみ,今 後 の軍需生産における拡大の見透 しを危 う くして いた。その原因 は,政 治的 に官僚
統制の弊害 にあ り,経 済的 には輸入原材料 の高騰 と国内物資の値上が りにあるとされた。低物価 を
想定 した生産力拡充政策は, ここに完全 にゆきづまり,そ の打開の道 を模索せ ざるをえない状況 に
あ った。その時 ,笠 が『 日本経済の再編成』 において示 した資本 と経 営の分離 による経営の自主性
の確保 と,利 潤統制 。経理公開 による低物価政策は,戦 時生産力拡充 に適合的な企業のあ り方をさ
し示す ものと して政府の政策 に組み込 まれていった。
ただ,笠 は「 経営の 自主性 Jと い う言葉 に,企 業 に対す る官僚統制 を排除 しようとす る意図を合
ませて いた し,利 潤の統制 には独 占資本 に対す る規制を意図 して いたのに,政 府 は同 じ「 経営の自
主性Jと い う言葉を,企 業内におけ る資本か らの 自由と解釈す ることによって,依 然 と して上か ら
の強力な統制 を維持 しようと した ことで ある。 この両者の違 いは決定的であ り,笠 のアイデ アは当
時の政府 によ って都合 のいいように利用 されたとみ ることができる。
しか し,笠 信太郎 に責任 が ないわけではない。第 1に ,単 純 に近衛文麿 の力量 を過信 し,近 衛内
閣と近衛個人を区別せず ,近 衡個人 に期待をかけるとい うす い情勢判断 をもっていた こと。第 2に
,

現実の国家権力の構造 についての具体的分析 を欠いていた こと。第 3に ,生 産力拡充 を押 し進める
要素は進歩的 な意義 をもつ ものだ という「 生産力理論J的 考えをも っていたこと。以上 3点 にわた
る認識の反省な しに,生 産力拡充 に適合的に経済再編成の方向を提案す ることは,体 制擁護 に堕 し
戦時統制経済の一層の発展 を担 う危険性か ら免れ ることはできなか ったのである。

,

注
(1)鶴 見俊輔『 転 向研究』筑摩 書房 ,1976年 ,171〜 178ペ ー ジ。
(2)笠 信太郎『 思想 との対話 11 事実 を祝 る』講談社 ,1968年 ,403ペ ー ジ。

藤田安一 :「 日本経済の再編成」 と笠信太郎

(3)同 上,414ペ ージ。
僻)昭 和同人会編『 昭和研究会』経済往来社,1968年 , 1ペ ージ。
(5)詳 しくは,室 賀定信『 昭和塾』 (日 本経済新聞社,1978年 )を 参照。
(6)酒 井三郎『 昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』TBSブ リタニ カ,1979年,291ペ ージ。
(7)同 上,205ペ ージ。
(8)同 上,289ペ ージ。
(9)江 購 清編『 回想 笠信太郎』朝 日新聞社 ,1969年 ,128ペ ージ。
住じ 笠信太郎『 世界 と日本』 (『 笠信太郎全集』第1巻 )朝 日新聞社 ,1969年,602ペ ージ。
住む 前掲『昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』131ペ ージ。
住分 前掲『 昭和研究会』 8ペ ージ。
t9 馬場修 ―「 1930年 代 にお け る 日本知 識人 の動 向」東大教養学 部社会 科学科編『 社 会科学紀要』
19694F。

住0 前掲『昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』56〜 57ペ ージ。
同上,154ペ ージ。

tO

住0 清水幾太郎「 徴用 と三木清」『 清水幾太郎著作集』第14巻 ,講 談社,1992年 ,13ペ ージ。
住η 前掲『昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』 157ペ ージを参照。
tO 前掲『昭和研究会』 114ペ ージ。
t9 『 笠信太郎全集』月報NO.6,1969年 4月 。
修0 笠信太郎『 日本経済の再編成』中央公論社 ,1939年 ,序 1ペ ージ。
鬱む 同上, 3ペ ージ。
22 同上,11ペ ージ。
99 同上,23ペ ージ。
90 同上,81ペ ージ。
20 同上,91ペ ージ。
20 同上,102ペ ージ。
99 同上,102ペ ージ。
90 同上,103ペ ージ。

99
09
eむ
0か

00

同上,125ペ ージ。
同上,153ペ ージ。
前掲『 昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』60ペ ージ。
前掲『昭和研究会』305ペ ージ。

昭和研究会「 新 日本の思想原理
書店,577ペ ージ。
00 同上,535ペ ージ。

続篇―― 陽同主義の哲学的基礎―― J『 三木清全集』第17巻 ,岩 波

00
00
eD
00
89

昭和研究会「 新 日本の思想原理」『 三木清全集』第17巻 ,岩 波書店,531ペ ージ。
同上,510ペ ージ。
同上,518ペ ージ。
同上,532〜 533ペ ージ。
同上,518ペ ージ。

但0
→
但動
④

前掲『 昭和研究会―― ある知識人集団の軌跡』157ペ ージ。
谷川徹三 。東畑精一編『 回想の三木清』文化書院,51〜 53ペ ージ。
昭和研究会「 協 同主義の経済倫理」前掲『 Hay和 研究会―― ある知識人集団の軌跡』343ペ ージ。
同上,353ペ ージ。

1441「『 日本経済の再編成』討論会」
『 中央公論』1940年 5月 号。

鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第

2巻

第 12号 (2001)

4trD

前掲『 昭和麹 83ペ ー ジ。
0 前掲『 昭和研究会一―ある知識人集団の軌跡』180〜 硝1ペ ージ。
149 美濃部洋次『 戦時経済体制講話』橘書店,1942年, 7ペ ージ。
14FDl

0 陸軍省新聞班「 国防の本義と其の強化の提1唱 」橋川文三編『昭和思想集H』 (近 代日本思想1体 糸t36)
と
筑摩書房, 5ペ ージ。
「近衛新体制Jの 研究』岩波書店,19崎
1491 詳しくは,中 村隆英 ,原 朗「 経済新体制J(日 本政治学会編『
年)を 参照。
00 これ ら軍需会社法の詳 しい内容は￨,通 商産業省『商工政策史』第11巻『 産業統制』1964年 ,592〜 600
ページを参照。
(2000年 10月 19日 受理)

