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1 戦時経済体制に伴う転・失業問題の発生

1.1 戦時経済体制のはじまり

昭和期の「戦時」の始まりを特定することはそれほど簡単なことではないが、ここでは1937

（昭和12）年7月に発生した盧溝橋事件に端を発する日中戦争をもってその始点としておく1）。

前年の1936（昭和11）年2月に発生したいわゆる「2.26事件」をきっかけに軍部の発言力が

高まり、対中国全面戦争を見据えた「準戦時体制」は盧溝橋事件によって本格的な「戦時体制」

へと進んでいった。

しかし、日本の大陸への「関心」はもっと早く、1931（昭和6）年9月には満州事変を引き起

こし、中国大陸への軍事的進出が始まっていた。満州への移民も翌1932（昭和7）年から開始
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され、1935（昭和10）年までの試験的移民は1,800戸に上り、1936（昭和11）年8月には

「20ヶ年100万戸計画」が樹立された。それによれば、20年間を各5年間の4期に分け、第1

期（1937～1941年度）に10万戸（うち、政府取扱の集団移民7万戸、民間の自由移民3万戸）

に始まり、第2期20万戸（集団12万戸、自由8万戸）、第3期30万戸（集団14万戸、自由

6万戸）、第4期40万戸（集団17万戸、自由23万戸）というものであった。日本を離れての

移民計画はそれだけ日本での生活が困窮していたことの裏返しであるが、それでも移民を促す

ためにはそれだけのメリットがなければならない。そのため、移民に対しては1戸あたり農耕

地10haと若干の放牧地・薪炭備林地を提供することとし、それに必要な農耕地1千万haを

満州国が整備するものとされた。その外、日本国政府が移民1戸当たり1千円の補助金を支給

することとしていた2）。当時は1戸当たり5人と見なしていたから、合計500万人の移民を計

画したことになる。

こうした壮大な「計画」からも窺えるように、1937（昭和12）年の日中戦争開始当初、陸

軍は「短期決戦（勝利）」の目論見であったとされている。それでも、第一次近衛内閣は開戦

直後の8月、「挙国一致、尽忠報国、堅忍持久」をスローガンとする「国民精神総動員運動」

を展開した。日中戦争そのものは、中国の強い抵抗にあってたちまち「長期戦」の様相を呈す

るようになる。開戦の初期こそ景気も好転し、軍需工場も活況で、小売業では人手不足の状態

にさえあったものの、長期戦が確実となるにおよんで事態は急変していく。同年9月の第72

回帝国議会ではいわゆる「統制三法 3）」が成立し、資金と物資の両面から政府の直接的統制が

始まると共に、軍需工業への労働力の動員も開始された。

戦時体制の進展と共に、日本の経済は大きく変化していく。貿易事情が変化し、大陸への進

出が始まっただけではない。国内産業も大きな変化に巻き込まれていく。一言でいえば、軍事

経済化の進展である。「近代戦はまた経済の戦いだ。『我が国有史以来の大軍が陸海空に奮戦を

重ねている』今日、背後の国民経済が根本的に変化することは当然」でもあった。まず巨額の

戦費が計上される。最も狭い意味での戦費である臨時軍事特別会計でみても、その額は日清戦

争（2.3億円）、日露戦争（概算 18億円）に対して、1937（昭和12）年末までの半年間に実に

74億円強に達した4）。これは1938（昭和13）年度の一般会計予算 35億円（うち3億円軍事特

別会計への繰り入れ）の実に2倍を超える額であった。

「戦争経済体制は、経済をば、戦争遂行のため、自国の勢力圏内での、軍需品の拡張再生産、

生活必需品の単純再生産をヨリ良く可能ならしめる5）」ことを求めるため、国内では軍需産業

の拡大に向けた産業の編成替えが推進される。例えば、日銀の調査による労働力指数（1926

年＝100）によれば、日中戦争開始時点から1年間に、機械は280から360、金属品は170か

ら190と大きく伸びたのに対して、平和産業の代表とされる紡績は90から80へと減少して

いる（いずれもグラフから読み取った概数、この間の総計は110から120）6）。こうなると、機

械部門での労働需要は高まるが、実際に必要となる熟練工の不足が深刻となる。商工省はまさ
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に「泥縄式」とも言える状況ではあるが 7）、1938（昭和13）年度に114万円の予算で国立機

械工養成所（東京、大阪、名古屋）と公民営機械工訓練所（全国13府県）の設置に取り組ん

だ8）。

さらに、1938（昭和13）年3月には、第73回帝国議会で国家総動員法が成立することによっ

て、文字通り「戦時体制」が整えられていく。この国家総動員法は「国民の基本的権利にかか

わる重要事項を、政府が決定する一片の勅令によって左右できるという、国権がいやが上にも

強大で、認められた国民の権利は弱かった明治憲法すら死文化するほどの広範な委任立法」で

あり、「戦時統制の最大の記念碑」とされる法律である9）。本稿の課題に即して言えば、この

法律に基づいて、1938（昭和13）年8月の理工系学校の卒業生の就職を国家が管理する「学

校卒業者使用制限令」、翌1939（昭和14）年1月の134業種に及ぶ「国民職業能力申告令」、

同年3月「従業者雇入制限令」「賃金制限令」「技術者養成例」に続いて、7月には「国民徴用

令」が発せられて、労働力の軍需産業への誘導が図られていくこととなる。同じ7月には、新

規需要者110万人超の労務動員計画が樹立されている10）。もちろん、それ以降も戦時体制の進

化と共にこの法律がまさに「総動員」されていくことになる。

1.2 経済統制と失業問題

1938（昭和13）年5月には「綿糸販売価格取締規則」が公布され、直接的な価格統制が始

まる。それを皮切りに矢継ぎ早に価格統制が拡がるが、6月には物資動員計画が発表され、綿

製品に続き、皮革、ゴム、鋼製品、鉛、亜鉛、錫など、10種の物資について製造販売の制限・

禁止措置がとられるようになる。この物資動員計画は「表から見れば物資総動員、裏から見れ

ば産業の再編成」であり、「平和的産業体制の中に在る中小商工業者を戦時産業体制の中へ移

動させること」が最大の眼目となる11）。

こうなると、必然的に中小工業を中心として転廃業と失業の問題が発生することとなり、そ

れによって、政府の中小商工業対策も、それまでの「経営不振の救済策より、転失業対策へと

移行」することになる。それでも、政府の失業対策は何ら積極的なものではなく、「失業の防

止と救済」を主眼とする程度のものであった。同年8月1日の厚生省中央失業委員会の答申は

「国民精神総動員の趣旨に鑑み殷賑産業関係者に対しては自重自制を促すと共に積極的に失業

の防止に協力せしめ不振産業関係者に対しては堅忍持久自力更生の意気を振作せしめ挙国一致

時難を克服する様指導すること」といった程度であった12）。

産業の再編、労働力の移転と言っても、業者の自発的な転廃業を推奨することによって行う

というものであったが、それでも政府の推定によれば、物資動員計画の結果生じる失業者、離

職者は、工場労働者約80万人、中小商工業の従業員、自動車運転手等約50万人、合計130万

人にのぼるとされた。これは過去の恐慌時代における推定失業者数をはるかに上廻るものであっ

た。彼らは決して自発的な離職者ではない。まさに「物資の戦時統制によって生ずる犠牲者」
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であり、「その役割、その意義において、武力戦における傷病軍人にも、比ぶべきもの」であっ

た13）。政府もまた「国策の犠牲者」であることを認め、そのために必要な救済措置を講じる

姿勢を示していた。実際、上の「物資動員計画」の中にも、「緊急と認める10の方針」の中に

「転業及びこれに伴ふ失業者の救済」が含まれていた14）。翌1939（昭和14）年秋には商工省

に転業対策部が、また厚生省に失業対策部が設置されるが、このころになってようやく問題の

深刻性が認識され、具体的な対策が講じられるようになったとみてよい15）。

見られるように、この時期の問題は物資動員計画によって生じるであろう失業者の救済・転

業が主であった。それだけに、その受け皿をいかに準備するかが主要な問題であり、転業の容

易な者を優先することによってそれを解決しようとしたのであった。言い換えれば、この政策

によって転業者が生み出されるのではなく、別の事情から発生する転業者にどのように対処す

るかが基本にあった。いわば「失業」が先にあるのであり、転業はそうした失業者に対する職

業紹介とも位置づけられるものであった。

転業は当事者にとってはそれまでの経験を捨て、未知の分野に進むことを意味する。それも

一般的な状況下での経営判断としてそうするのではない。政府は「戦時物資に関し現在程度の

統制は今後何年間も続くものと覚悟せねばならぬ、また或いは現在以上にその統制を強化せら

るることになるかも知れぬので、業者はこの際思い切って転業するがよい」という趣旨の発言

をするが 16）、そのためには転出先を用意し、計画的に推進する必要がある。軍需産業はその

重要な転出先ではあるが、かえって「軍需工業のみを目指して殺到するかの傾向」があったの

も当然と言える。「軍需工業部門にヨリ多くの謂わゆる犠牲産業を抱擁してこれに活路を与え、

時局生産に進んで貢献せしむることは最も望ましきことで陸軍としても力の及ぶ限り努力した

いと思って居るが、併し他面軍需資材の整備量は必ずしも無限ではない」として、かえって軍

需産業への過大な期待を戒めなければならない状況にあった17）。

軍需関連産業への転換が期待できた工業にしてこのありさまである。しかし、商業の場合に

は事情は大きく異なっていた。確かに、商業には大量の労働力があった。物資動員計画と低価

格を強制する価格統制は民需製品の流通量を制限することによって、もともと「過剰性」が指

摘されていた小売業の過剰性を一層加重させる。それだけではない。「生産者からの配給専業

過程への割込み下降、消費者段階からの侵域的上昇」が加わって、小売段階の過剰性は一層顕

著となり18）、これが小売業に新たな不安と不満をもたらすこととなる。小売業者の過剰性は

転廃業の「予備軍」がそれだけ蓄積されることを意味していた。

しかし、商業の場合には、工業の場合のような軍需関連分野への転換は期待できない。商業

者は工場で発揮できるような特別の技能をもってはいない。したがって、価格が統制されて

自由な取引が制限され、物資が欠乏しはじめ、自発的転業が勧められても、配給統制に関わり

ながら、全体としてはそれに耐えるより道はなかった。1940（昭和15）年4月に産業組合中

央会が物資配給機構整備について建議を行うが、その中で特に「商業者の整理転換についても
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速かに国家がその責任において積極策を確立することを緊急根本の問題とし小売業許可制の

ごとき消極策のみをもってしては業者の現在将来の不安を解決し得ず」とした19）のも、転出

先が明確に示されなかったからに外ならない。結果として、初期の転業問題は工業分野が中心

であり、「小売業者は、ほとんどこの問題を考慮していなかった」ことになる20）。その工業に

おいてさえ転換が不十分であったというのだから、「工業者を除く中小商業者の転換、転業が

殆ど問題とならぬまでに貧弱」であったという評価が下るのも21）、当然と言えば当然であっ

た。

ここでは1937（昭和12）年7月から1940（昭和15）年10月までのこの時期を、『日本小売

業運動史 戦時編』に従って22）、小売業における企業整備の第1期としておく。

1.3 商業報国運動の台頭

戦時経済統制の進化過程をここで詳細に追うことはできないが、物価対策が極めて重要な課

題であったことだけは間違いない。巨額の戦費のほとんどを日本銀行引き受けの公債によって

賄おうとしたことに伴う追加信用はインフレの圧力を高め、それに対処するために強力な物価

対策が求められることとなった。1937（昭和12）年8月の暴利取締令がその出発となるが、

暴利の基準をどこに置くかも明確ではなく、十分な効果を発揮することはできなかった。その

結果、価格を国家が公定して強権的に統制を行うこととなり、その第1弾として翌1938（昭

和13）年5月に「綿糸販売取締規則」が公布され、それ以降、次々と国家による強権的な価

格統制が始まった。しかし、「如何に価格を公定して取締りを強化するとも、公定価格の適正

なることが保證されざる限り物価統制の完遂は到底困難であり、この頃から『闇取引』『闇相

場』が時代の合言葉となった」という23）。

こうした時代の中で、商業者たちの考え方は、およそ次の3つに大別できたという24）。第1

は「戦時下の今こそ商売人として生れて千載一遇のチャンスだ。闇取引であらうが、売惜しみ

であらうが、何でもやつて、今こそ一山起すんだ」と考えた人達である。この時期の商業者に

対して厳しい声が投げかけられるのは、このように考えた商業者が多数とは言えないが、決し

て少なくなかったことを暗示している。闇取引と結びついた商業者のイメージは、その後の配

給機構整備の中で、商業無用論を支える根拠となった。

第2は「どうせ俺には勇気がなくて闇取引なんかやれさうにないから、細く長く出来るだけ

商売を続けよう。その中、又昔のやうな自由に商売ができるような時代に帰つてくるだらうか

ら」という人達である。おそらくは大多数の商業者がこのように考え、首をひそめて嵐の過ぎ

去るのを待とうとしたことであろう。

第3は「もう自由経済の時代は決して帰つては来ない。自分の生きる道は、国家の進む道を

共に歩く以外にない。国家と共に生き、国家と共に死ぬる以外にない。従つて、例へ自分の店

は潰れても、闇取引や売惜しみは絶対にやるまい」と考えた人達である。そして、この第3の
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グループの人たちがやがて「商業報国運動」を展開することになる。

この商業者たちは統制経済の中で「国家と自分」の関係に初めて向き合う。経済統制はそれ

までの自由な経済活動をさまざまに取り締まる。これまでの商売をそのまま続けていけば、国

家に刃向うことになる。「今迄の商売を続けて、国家に刃向かふ商業者となるか」「それ共、国

家の方針に従ふ商業者となるか」「自分は日本人である。日本の商業者である！」「日本は今戦

つてゐる。自分は今戦つてゐる日本の商業者だ。日本の商業者として戦つてゐる日本に、何か

お手伝い出来ることはないだろうか。国家に、商業者として御奉公する道はないだろうか！」

そう自問した人達が1939（昭和14）年7月、「日本商業報国隊」を結成し、時局の下での「正

しい商売」を呼びかけるようになる。前後して、各地で類似の考え方を持って立ち上がった人

達がいた25）。それらを含めて、商業報国運動は「全国各地の進歩的商業者の手によって、止

むに止まれぬ愛国運動として」沸き起こったのである。

こうした商業者による自発的運動は、闇取引に頭を悩ませていた政府にとってはまさに僥倖

であった。時の商務課長は直ちにこの運動を高く評価して、次のように述べた。「配給統制に

対する『闇取引』公定物価に対する『闇相場』此の二者こそ、銃後の経済戦を其の根底より壊

す処の毒素であり、国民生活を汚毒するのパチルスである」「余は此処に於てか高らかに提唱

する。『商業組合は大々的に商業報国運動を起こし、商業道徳の涵養に努むべし』と26）」。

こうして商業報国運動はたちまちにして官製の運動の中に組み込まれていく。『日本小売業

運動史 戦時編』は商業報国運動について、1939年から1940年11月までを「第1期 民間

からの決起」、1940年11月から1942年2月までを「第2期 官製運動への転化」、1942年

2月以降を「第3期 官製統制下に入る」の3期に分けて記述しているが、運動そのものは早

くから官製の運動に取り込まれていったと考えられる。最終的には、1945年3月に「国民義

勇隊」の結成が閣議決定され、商業報国会の会員は全員「義勇奉公隊」に編成され、同年6月

に解散した。小売業整備とは直接関係しないのでここではこれ以上触れないが、闇取引と積極

的に戦おうとした商業者がいたことだけは確認しておこう。

「闇取引」「闇価格」と言えば、経済の混乱に乗じた悪徳商人のイメージが強く浮かび上がる。

もちろん、そうした商人がいたことは否定できないとしても、闇取引はそのような商人側から

のみ説明できるわけではない。闇取引が成立するためには、高い価格でも商品を求める消費者

が存在したことを意味する。消費者はなぜそれほどまでに高い価格で商品を求めたのか。理由

は2つある。商品の量と質である。後の配給制度も含め、消費規正が行われる割に十分な商品

量が供給されない場合、消費者は無理をしてでも商品を求める。そうせざるを得ないのである。

こうした量の問題は戦時期の特に後期において顕著になるが、初期にはむしろ質の問題が重要

であった。

例えば、繊維製品を例にとれば、1937（昭和12）年秋以降統制が強化され、10月には「ス

テープルファイバー等混用規制」（12月に「毛製品ステープルファイバー等混用規制」に改称）
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が発表され、毛製品へのステープルファイバー（以下、「スフ」と略す）の混用が求められ、

12月には「綿製品ステープルファイバー等混用規制」が導入され、重量比で30％以上のスフ

等の混用が強制されることとなった。しかし、この時代のスフは繊維の強度という点で著しく

劣っていたことは、次節での消費者の証言からも明らかである。いわば国家が「偽物」の二級

品を強要するようなもので、これでは価格が高くても本物の毛製品、綿製品を手に入れたいと

いう消費者の欲求を抑えることはできなかった。

量が問題であれ、質が問題であれ、政府の統制によって、消費者が最低限受け入れ可能な商

品が供給されるのでない限り、そうした商品を非正規のルートからでも入手しようとする衝動

は強くなる。そして消費者の側にそうした欲求がある限り、それに応えようとする商人が現れ

るのもまた当然ともいえた。それを「闇取引」とするのは規制側の論理であって、その意味で

は「闇取引」は規制的秩序が有効に機能していないことの裏返しとしての側面を持っていたと

考えるべきであろう。

2 小売業における転廃業の積極的推進

2.1 時代背景：1940年という年

2.1.1 新体制運動

1940（昭和15）年は戦時体制の中でも1つの画期となる年であった。1937（昭和12）年に

始まった日中戦争の長期化によってインフレ、物資不足等の経済危機が顕著になり、国民の不

満も高まらざるを得なかった。斉藤隆夫の有名な「反戦演説」が行われたのは、1940（昭和15）

年2月2日の衆議院本会議においてであった。この演説に対し、民政党は「失言問題」として処

理を図ろうとし、翌3日に演説の後半部分が議事録から削除された27）。この問題は政党間の

政争の具となるが、最終的には3月7日、秘密会議における議決に基づき衆議院議長が本会議

で斉藤の除名を宣言することで一応の決着を見た28）。

斉藤の演説は、一面では国民の中にくすぶる不安と不満が蓄積した結果であり、だからこそ、

議事録削除に除名という厳しい態度をもって臨まざるを得なかったのであった。そうした状況

を乗り切るためにも、新たに挙国一致の強力な政治体制が必要とされ、同年7月に第二次近衛

内閣が誕生する。長期化し、泥沼化する日中戦争問題を、東南アジアを含めた「東亜新秩序」

の形成によって解決しようとする動きが前年頃から台頭し、その流れの中での新内閣であった

が 29）、そうした一連の政治運動は「新体制運動」と呼ばれた。さらに同年10月には「大政翼

賛会」が結成され、戦時ファシズム体制が確立されていった。

1940（昭和15）年12月7日に「経済新体制確立要綱」が閣議決定された30）。同要綱は「大

東亜を包容して自給自足の共栄圏を確立し、其の圏内に於ける資源に基きて国防経済の自主性

を確保し官民協力の下に重要産業を中心として総合的計画経済を遂行し以て時局の緊急に対処

し国防国家体制の完成に資」すことを目的とするものであるが、企業体制では「生産の確保増
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強を期す」ものとされ、中小企業については「中小企業は之を維持育成す、但し其の維持困難

なる場合に於ては自主的に整理統合せしめ且其の円滑なる転移を助成す」として、基本的には

その保護育成をうたった。

1941（昭和16）年1月22日に閣議決定された「人口政策確立要綱」は、人口の永遠の発展

性確保、増殖力及び資質における他国の凌駕、高度国防国家における兵力・労力の確保、東亜

諸民族に対する指導力の確保を目的に、20年後の1960（昭和35）年の内地の人口を1億人と

することを掲げた31）。1940（昭和15）年の内地人口は、同年国勢調査によれば、7,181万人

（沖縄を含む、沖縄を除けば7,124万人）であった。20年間に3,000万人増加するためには、

1年間に150万人増加する必要があるが、この時期の年間死亡者はほぼ120万人であったから、

年間に270万人程度の出生が必要であったことになる32）。まさに「産めよ、増やせよ」である。

そのため、「健全なる母性の育成」、20才を超える女子の被用者としての就業の抑制の外、結

婚年齢の3才引き下げ、1夫婦5児の出生が目標とされ、避妊、堕胎等の人為的産児制限の禁

止までもが盛り込まれた。

2.1.2 国民生活への影響：粗悪品の氾濫

戦況は泥沼化しながらも、ヨーロッパにおけるドイツ軍の進撃もあって東南アジアにおける

宗主国の勢力は弱体化し、それを背景に構想された大東亜共栄圏に向けて、最後の「夢」に賭

けようとする時代であった。しかし、国民生活への影響は確実に現れ始めていた。物価が継続

的に騰貴していたことは先に指摘したが、それに加えて品不足と品質低下が顕著になり始めて

いた。そのことを1940（昭和15）年3月に開催された神戸市経済部主催の座談会の記録から

確認しておこう33）。

この時期になると物資の不足は覆いがたく、「婦人が寄りますと、よると触ると物がなくて

物が高くてと言ふて、それが話題の一番大事になつて居ります」が、それでも「不足を不足と

言はず…喜んで国策に副ふて参らなければならない」という意見から、これを機に消費の見直

しなどによる「工夫」の余地を述べる意見がかなりを占めた。押し入れに死蔵されている衣類

がある、男女年齢別に本当に必要な食事の量はどのくらいか、栄養学や調理方法をも勉強する

余地がある、食糧不足といってもまだ餓死者はなく衣料不足といってもまだ凍死者はない、な

どというのはその一例である。要するに、消費規正は公定価格と共に物価抑制の重要な柱であっ

たが、消費者はそれを前向きに受け止め、「消費規正」によって無駄をなくし、節約に心がけ

ることで対処することができるという機運であった。

開戦以前に比べれば物資の不足は顕著になりつつあったが、まだ決定的に不足するというと

ころまでは至っていなかった。米は不足しても代用品に期待が持てたし、切符配給制も「不足

の分かち合い」で、商品が確実に入手できるなら特に問題はないといった様子であった。しか

し、問題は量的な不足だけではなかった。商品の質がこの時点で確実に低下していた。その実
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情を生々しい証言で見ておくことにしよう34）。

（着物など）相当の年配の人でしたらこゝ3年や5年は買はなくても私は済むと思ひます。

…けれども…手拭とかエプロン、下着といふものは何とかして頂かねば困ります。この間も、

私はフキンを買ひましてお料理のお稽古に1日参りましたら、縦にずつと破れてしまいまし

た、今までのフキンでしたら洗濯して本当に半年でも使ひましたものが、たつた一遍使ひま

したら破れてしまひました。

先達つて私の学校で子供たちの運動靴がどれ位ゐ使用ができるかといふことに就いて調査を

致しました。所が此頃のスフ入りの運動靴ですと5日以内に破れるといふのが可成りの数で

御座います。その内で最も酷いのは1日で破れたと申します。…それから鞄で御座いますが

これも以前は1年になるとき買つたら卒業するまで使へるといふのが可成あつたので御座い

ます。この頃の代用品で御座いますと、去年入学の時買つたのが今頃になると紐が切れて使

へなくなつたやうなものが可成り御座いまして…。

牛乳につきましても乳屋さんに聞いて見ましたが、お乳の質が非常に下がりまして一体どう

したものでせうか、混ぜ物が非常に多いのですかと聞いて見ましたところが、実は牛に食べ

させる飯米がなくなつてゐる、おからなども豚のほうに廻って牛にやるものが今までの3分

の1の分量もない…（という）話を聞きました。

ここでは詳述できないが、1938（昭和13）年5月に綿糸販売価格取締規則が公布されたの

を皮切りに消費物資についての価格統制が始まり、1939（昭和14）年10月には価格等統制令

が公布され（施行は10月20日）、価格を9月19日の水準に固定することとされ、それによっ

て個別品目統制から一括統制へと突き進んだ。その結果、販売価格上の保護を受けた生産者は

「製品品質の低下によって譲与利潤を増加しようと企て」るようになったといい、他方、商業

部門では「昔の主力問屋の実力と気概からすれば、生産者を叱り散らせて返品の出来たものを、

いまは、問屋無用の声に脅え、思想的重圧で窒息状態にあるかに見えた彼等は、その往年の機

動力を自ら断念するの余儀ない状態」に置かれていたことが 35）、品質低下を阻止できない

1つの要因ともなっていた。

2.2 転廃業政策の始まり：「中小商工業者に対する対策」（1940年10月22日）

2.2.1 商業部門における労働力の過剰

さて、転廃業と失業の問題が小売業の分野にまで及ぶのは、各種の物資不足が顕在化し、取

扱数量が減少するようになる1939（昭和14）年以降であり、特に1940（昭和15）年に入って
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急速にその気運が高まることになる。1939（昭和14）年7月には労務動員計画が作成される

が、この時期になれば、戦線はさらに拡大し軍需産業における労働力の確保はさらに一層強く

求められるようになり、同年4月に陸海軍省から発表された「軍需工場指導方針大綱」では軍

需工場における生産力の増大が目標として掲げられ、中小工業の「人的資源」を投入するため

積極的に転廃業が要求されるようになった36）。

もともと、日本の小売業は特に小規模零細で、過剰人口を吸収する役割を果たしてきたこと

が指摘されており、昭和初期の小売商問題の最大の問題点は小売業における過剰人口、過剰就

業にあると指摘されてきた。実際、例えば、1920（大正9）年から1930（昭和5）年にかけて

の10年間に2,726万人から2,962万人に236万人程度の有職者の増加があったと見られるが、

その過半数（53％弱）が商業に吸収され、しかもその大半が小売業であった。そのため、小売

業は急速に「増加する過剰人口を吸収する巨大なプール的役割を果たし」とも言われたし、

実際、1939（昭和14）年の臨時国勢調査結果では、小売商店数1,894,536に対して、従業者数

4,509,990人で、1店あたり2.28人で、「経営者以外はたかゞ1.3人強の家族従業者乃至使用人

を有するに過ぎない」状態であった37）。

この小売業における過剰就業という観点からすれば、新たに登場した転失業問題は長年の懸

案に対する時代の強力な解決策だと言えなくはなかった。実際、日本の小売商店数はフランス

と共に世界でも過多国であったから、事後的ではあるが、「今次の世界大戦があらうが、なか

らうが孰れにもせよ、…免許制が議会において論審議されたくらいであるから、何時かは何等

かの形式方法で整理される運命にあった訳である」という評価もあった38）。商業、特に小売

業は軍需産業に向けての労働力の供給源として期待されることになるのである。1940（昭和

15）年の国勢調査では、物品販売業に従事する商業者（卸売業を含む）の70％近くが年令20

～49歳であり、年齢構成的に見ても労働力として期待されるだけの理由はあった。

要するに、戦時体制の進展に伴って産業の再編成、重要産業部門への労働移動が重要な課題

となって登場するが、商業は外からは過剰な労働力の存在が指摘され、労働力の供給源として

期待され、内からは配給物資の減少によって経営が成り立ちがたいという意味での一層の「過

剰商業人口」が明らかとなっていく。当時、有職者の半数近くを吸収していた農業は食糧増産

の必要性からも労働力の流出が抑制される事態になり、「従来、労働力の貯水池的役割を演じ

て来たわが農業は、もはや、著しくその趣を異にし、時局重要産業部門に準じて、そこに於い

ては労働移動の防止が問題」となる状況となる。「これに反して、われわれの問題の商業部面

では、却って益々そこからの労働力の流出が時局重要産業部面へと向かふことが期待されてゐ

る」と言われるように39）、内外からの圧力が高まってくる。ここに至って、商工省は「従来

の転業政策にも根本的な再検討が要請され」るようになる40）。

こうした時代の流れのなかで、商業に対する役割の期待は大きく変貌する。『大阪朝日新聞』

はそれを端的に次のように表現した。「配給業者が自己の責任と創意にもとづいて、活溌に商
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業活動を行うことが出来た自由経済時代においては、貿易を含めた広い意味での配給業者を、

農業、工業の各生産業者と対置することが妥当であった。しかしながら、高度国防国家を目標

として建設せられる新経済体制は、生産拡充を本位とする統制経済の組織であり、そこでは配

給業者は、単に生産者から消費者の手へ物資を移転するだけの国家的職能を担当するものに過

ぎす、最早自己の計画において生産させストックし、販売する自由を有しないのみならず、配

給業者はその新しい社会的任務として生産力拡充および国民生活安定を目標とした配給の遂行

を要求せられるのである41）。」

2.2.2 転業への積極的姿勢

1940（昭和15）年9月27日、日独伊三国同盟が締結され、日本外交の方向が大きな転換点

を迎えた。そうした新たな事態に対処するため、10月22日に「中小商工業者に対する対策」

が閣議決定されるが、その前文で「物資の不足、各種統制強化、価格の公定、輸出の不振等に

より中小商工業部門に於ては従来の活動範囲の縮小並に機能の変革を余儀なくせられるものを

生ずべし」と予測し、各種の対策を講じてもなお「中小商工業者並にこれが従業者にして転業

の止むなきに至るものは相当多数に上るものと予測せらる」とした。その上での、対策の本文

は以下の通りである42）。

中小商工業者に対する対策（本文）昭和15年10月22日

1.方針

（1）転業は出来得る限り官庁の強制的措置を避け同業者の組合の申合せ等に基く自治的措

置によらしめ政府に於てはこれに対し必要なる指導を加うること。

（2）転業（従業者を含む）による犠牲を緩和し以て転業を容易且迅速ならしむると共に、

国民労務再編成の見地よりこれが労働力を最も緊要なる方面に再配置すべき十全の施設

を講ずること。

2.施設

（1）人の問題

（イ）転業問題の処理に当りては転業者に対し失業者たるの失望感を与うることなく国

策の必要に基き時局下緊要なる方面に動員配置さるるの栄誉と、如何なる労働をも厭

はざる覚悟とを抱かしむるを目的とすること。

（ロ）転業については年少者、兼業者等容易なる者を先にし年長者、専業者等転業困難

なる者は多少能率低きものと雖も成るべく現在の業務を継続せしむること。

（ハ）転業者の転換先は概ね次の如くすることとす。

1 軍需産業

2 生産力拡充及附帯産業
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3 満洲開拓民（中小工業開拓民を含む）

4 支那、南洋その他海外への移住進出

5 農業生産力拡充（国又は公共団体営開墾及帰農）

6 国防上必要なる土木事業

（ニ）転業の相談に応じ適切なる勧奨指導を加うべき国民職業指導所を設置すること。

（ホ）転業者を収容して精神的、肉体的基本訓練を行うべき国民勤労訓練所を設置する

こと。

（2）物の問題

転業者の財産処分、負債整理等に対する便宜を供与し以てその犠牲を尠少ならしめ職業

を容易ならしむること。これが為国民更生金庫を設くること。

この時期になると、失業の受け皿として転業があるのではなく、初めから転業の必要があり、

そのための労働力の再配分を行おうとする意図が明らかになってくる。転業は強制的ではなく

「自主的措置」として行うと言っても、転業を促すこと自身が目的であったことは間違いない。

「転業による犠牲を緩和」し、「転業者に失業者たるの失望感を与うることなく」、転業の容易

な者から優先し、転業困難者はたとえ非能率でも残存させるなどの配慮を示しつつも、「国策

の必要に基き時局下緊要なる方面に動員配置さるるの栄誉と、如何なる労働をも厭はざる覚悟

とを抱かしむる」ことを目的とすることは明記していた。そうした転業を円滑に進めるために、

国民勤労訓練所を設置すると共に、財産処分等を進めるための金融機関の設立の方針を打ち出

した。これによって、戦時体制下での小売業における転廃業は、第2期の積極的に推進する段

階に入ることになる。

この「対策」が現場に大きな不安を与えたことは間違いない。『大阪毎日新聞』は、翌1941

（（昭和16）年1月に社説で次のように書いた。

昨年秋以来中小企業者ほど深刻な不安に怯えた者はあるまい。当局は大量の転業は不可避的

だと引導を渡した。しかし各業種と各地方でどれだけの者が転業しなければならぬのかを示

さなかった。／なるほどこの際の転業者には失業者たるの失望感を与えるな、と親切にいっ

てくれた。また更正金庫、訓練所、職業指導所等を設置することも決めてくれた。しかし現

に細々ながら営業をしている各個の中小企業者が累代もしくは永年の営業を一思いに廃業し

て転業すべきかどうか、その決心をつける相談相手も与えず、転業の決心をつけてもそのつ

ぎにどう行動してよいのか、先輩、知人、町の顔役に聞いてもわからず、役人に訊ねると往々

にして腹を立たされるのが落ちという有様であった。特に中小商人の不安は大きかった。工

業なら下請ということもあるが、中小商人にはその望みもない。おまけに聞きたくもない浮

説も耳に入る。まことに不安そのものの生活であった43）。
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2.2.3 転業推進に対する不安

「対策」の文章上は様々な配慮が示され、表現は抑えられていても、実際の説明や態度がそ

の通りであったという保証はない。この点、大阪商工会議所の時局対策委員長であった杉道助

は次のように述べている44）。「企業編成者は業者自らその企業の特異性に応じ、決断的に自主

的整理統合をなし生産拡充の達成に邁進すべきであって、政府はこれを指導、支援、勧奨すべ

きものであり、これを強制したり、無責任なる言動にでることはこの際最も避くべきである、

官憲の威圧放言的示唆は、何の実果なくして徒らに業者を不安と自棄につき落すのみ、整理統

合の結果、なんとしても必然的に失業者を見るのを免れざるが故に、これら失業者に対しては

可及的同情ある転業救済の方法を講ずべきものであってこれは政府者および公共団体の重大な

る任務であらねばならぬ。」これを見れば、現場ではかなり強圧的な態度が横行していたこと

を窺うことができる。

工業の場合にはそれまでに蓄積した技術によって転職先が決まるが、商業の場合、軍需産業

の中にそうした関連を見出すことは難しい。それだけに、転職先はどこにでも開かれた状態と

言えなくはないが、それまでの経験とは断絶されざるをえず、余計に不安も大きかったに違い

ない。当時、商業組合中央会主事（総務課長）であった稲川宮雄は次のように不満を述べた45）。

「商業者の転業なるものが机の上において案を作成するのと異なって、実際の問題として極め

て困難なことである。この現実を知る者にとっては『及ぶ限り失業者を出さざるよう努むべき』

方針の堅持されることを冀うのは当然許されることであろう。」「然るに現実の各般の統制方法

乃至その施策をみるに、必要やむを得ざる事情ありとは思われない部分においても、統制のた

めの統制が行われ、しばしば必要以上の転失業者を生ぜしめる危険が感ぜられる」と、過剰な

統制が行われることに懸念を表した。特に「商業者を中間の搾取機関として一律に機械的にこ

れを否定し排除せんとする」傾向に対して、商業が「現在の国家的要求に応え得」るためには

「その理念、組織、経営において統制経済に適応すべく、幾多改善を要する点のあること」を

認めつつ、「必要なのはその組織の改善そのものであって、これを排除することであってはな

らない。…過去の豊富な知識と経験と技術と、さらに資本と設備を有する機関を排除して徒ら

に新しい機関を設けることは国家経済の上よりみても著しい無駄を生ずることは自明である。

況や排除せられて行く者は行くべき方向も定まらずただ不安と焦燥にかられるという現実の問

題を直視するにおいてをやである。近視眼的なる商業者排除論をこそ排除することを望まざる

を得ない。」と強く主張した。

さらに、今回の転失業対策の議論が「抽象的かつ観念的であって、具体的、現実的、実践的

な案は何ら示されていない」ことにも不満を述べ、「政府はその方針を明確に指示し転換の方

法と方向とを具体的に示す必要が」あり、さもなければ「国民生活感情に訴えることは不可能

であり、ただ徒らに不安と焦躁を増すにすぎない」と断じた。「業者の中には十分時局を認識

し、産業再編成の不可避なことも承知して転業の心構えを整えている者も少くないが、業者の
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求め欲しているものはより現実的な、より可能な案であって、抽象的な観念論では満足し得な

いものである。」今回の転失業問題が、一般的な不況や自由競争の結果として生じているので

はなく、「時局の要請」によって生じており、物資動員計画、資金計画、労務計画、国土計画

等の国家的統制と関連して行われなければならない以上、「対策を業者の自治にのみ委ねるこ

とはもとより不合理かつ不可能である」として、政府のより踏み込んだ、具体的な提案・指示

を求めた。

ここで稲川が「統制のための統制」というのが具体的に何を指すのかは不明であるし、「商

業者を中間の搾取機関として一律に機械的にこれを否定し排除せんとする」傾向が具体的にど

のように現れたのかも確認することはできない。しかし、商業人口が過剰であるという広く受

け容れられた理解からすれば、商業、特に小売業にこそ新たな労働力の供給源があるとの見方

が強かったことは容易に想像できる。

2.3 配給機構の整備

2.3.1 生活必需品配給機構整備要綱と配給機構整備要綱

1940（昭和15）年11月22日に「生活必需品配給機構整備要綱」が、そして12月23日に

は「配給機構整備要綱」が相次いで発表された46）。生活必需品の要綱が先行したことは、そ

れだけ生活必需品について事態が切迫していたことを物語っている。要綱の概略は以下の通り

であるが、かなり詳細な点にまで指示が行われていることが確認できる。

生活必需品配給機構整備要綱（1940年11月22日）

（前文省略）

一、 生活必需品の小売業者を左の方法に依り組織化すること

（1）相互に密接なる関連ある業種を総合して包括的業種別（例へば繊維製品、食料品、燃

料、其の他の家庭用雑貨の如く）に商業組合を結成せしむること。但し同一種類の物資

のみを取扱ひ他の物資の販売を兼業せざる者が多数を占むる地区に於ては当該物資のみ

に関する商業組合を結成せしむることを得ること

（2）地方の事情に依り必要あるときは生活必需品又は之に準ずる物資の小売業者を網羅し

て単一商業組合を結成せしむることを得ること

（3）地方の事情に依り必要あるときは地区内に於ける総ての商業者を網羅して商業組合

（地区商業組合）を結成せしむることを得ること

（4）組合の地区は地方の実情により適当に之を定め得るも組合が市町村及び町内会、部落

会隣保班等の消費者団体と緊密なる連絡を保持しうる様留意すること

二、生活必需品小売商業組合は左の如く内部組織を整備し配給業務を遂行すること

（1）取扱物資別に部会制を採用すること

経営研究 第69巻 第1号56



（イ）部会は該物資の取扱業者のみを以て構成すること

（ロ）部会は部会所属組合委員の実績調査、取扱数量の制限等を為すこと

（ハ）部会毎に責任者（組合の常任理事を以て之に当て）を置き当該物資の配給に関す

る実務を掌握せしむること

（2）組合は市町村及び町内会、部落会、隣保班などの消費者団体との緊密なる連絡の下に

地区内の消費者に対する配給を行ふこと

（イ）配給は当該物資の部会所属組合員をしてこれに当たらしむること

（ロ）配給に関する対外的責任は組合自ら之を負担すること

（ハ）統制違反者に対する自治的制裁の組織を確立すること

（ニ）統制物資に付ては必ず組合に於て共同仕入を為すこと、此の場合に於て委託仕入

の方法を採り計算を組合員に帰属せしむること

（ホ）要すれば組合に於て統制物資を共同販売（委託）に附することを得ること

（へ）商業小組合等の形態による企業合同を促進し配給費用の節約を図ること

（以下略）

生活必需品に関する商業組合を包括的な業種別組合とし、それが不可能な地方ではさらに包

括的な業種横断的な組合を基本とし、その中に当該物資の取扱い業者のみによって構成される

部会を設けること、違反者に対する自治的制裁の組織を確立すること、組合による共同仕入を

行うことなど、細部にわたる指示の外、配給費用を節約するため企業合同を促している。そこ

には、当時の流通機構が小売業の零細過多によって非効率となっているという認識があったと

考えてよい。

続く「配給機構整備要綱」は前文で「配給担当者就中商業者の経営合理化と配給能率の向上

を図ると共に公益優先、職域奉公を根本理念とする新商人道を実践せしむる」必要性を強調し、

商業者に対する引き締めを図る一方で、次の通り既存商業者を配給機構の基軸に位置づけた。

配給機構整備要綱（1940年12月23日）

一、配給機構の整備に当りては既存商業者の経営単位の拡充と商業組織の整備を図り、整備

せられたる商業組織をして配給業務を担当せしむることを原則とし、生産者、需用者又

はその団体に於て徒に商業者を排除し、資金及び労力を新たに投下して配給部門に進出

することは之を避けしめ、生産者、消費者等に付ては左記に依り措置すること

（1）生産者に付ては

（イ）配給機構の整備せらるる物資に付ては生産者の卸売又は小売は原則として之を認

めざることとし已むを得ざる場合には卸売業者又は小売業者の団体に加入せしめたる

上で之を認ること
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（ロ）生産者が自己の生産品の外他より商品を仕入れて之を販売せる実績を有する場合

は右の実績に付之を販売業者として取扱ふこと

（2）購買組合、購買会等に依る物資の配給に付ては之等に依る配給が一般生活必需品の切

符制度実施等に際し支障を来す如き事例あるべきを以て此の種統制上支障なき限り其の

実績を認め、新規配給は一般配給業者に依る配給を以て需要を充足し得ざる場合に於て

のみ之を認ること

町内会、部落会、隣保班等は之を配給機構として認めざること

一、配給機構の整備に当りては商業者又はその団体が生産者、需用者又はその団体と緊密な

る連絡の下に配給業務を遂行し得る様連絡の設備等適当なる措置を考慮すること

（以下略）

これによって、「既存商業者の経営単位の拡充と商業組織の整備」が謳われているものの、

生産者や消費者団体などによる配給過程への進出が遮断され、商業者がその生存領域を確保す

ることとなった。これは戦時体制下での物資統制と低価格政策の結果、「商人の著しい過剰化

に加へるに、生産者の商人領域への割り込み、消費者の協同団体からの侵域拡張とによって、

過多過剰化を激成して行った47）」ことへの、商人防御的な対策であった。その結果、「配給物

資そのものの数量が減少することから来る小売業者の打撃は避けられないが、他の勢力から受

ける攻撃に対しては小売業者を保護することが出来る48）」と期待されることとなった。これは

先の生活必需品についての要綱を一般的に拡大したものであるが、その要旨は一言で言えば、

既存の商業を配給の基本に据えるものの、企業合同等によって経営単位の拡充を図るという点

にあった。

2.3.2 松井辰之助の評価

こうした戦時配給機構の整備方針に対しては強烈な批判が存在した。戦時体制が進化し、だ

んだんと言論の自由も制限される中で、この段階ではまだ政府の方針に対する真っ正面からの

批判が存在し得たことを確認しておくことは重要であろう。ここではそれを徹底した松井辰之

助の批判によってみておく。

まず、松井は、配給機構改革案は、「配給事務機構案」に堕しており、真に「配給経済機構」

として位置づけられていない、と批判する。理由は2つある。第1は配給を「単に物理技術的

な配分事象」としか見ない俗説であり、第2は「財貨の流通過程に独立の経済機能を認めない

機械主義的な統制経済観」である。これに一部商人の悪徳ぶりが暴露されることによって「商

人無用論」が台頭した。経済統制以来、商業の「妙味」という言葉が封じられるようになるが、

「妙味」は悪い意味だけではなく、本来、「勉強すれば儲かる」という作用を通して「勉強精神」

「職域奉公」に通じるのであり、これを組み込まなければ配給は機能しない。共同仕入、共同

経営研究 第69巻 第1号58



販売はまさにこうした「妙味」を封じるものに外ならない。松井によれば、「『共同仕入・共同

販売』制は、職能的収縮を窒息せしめ、働かうとする能動性をもつ商人に持ち前の能動性を拒

む危険性を孕む制度」なのである49）。

しかし、松井は、こうした配給機構改革案の背後にある種の「歴史必然的」なものを読み取

ることによって、それが「反動的過渡期」であると理解し、新たな配給体制への移行を提唱す

る。すなわち、松井は直近10年間ほどの配給体制の変化を、1929年の世界恐慌から1937年

の日中戦争開始までの「自由主義的配給体制の末期」、戦時統制開始以降に始まった「自由主

義的配給体制の混乱破綻期―時局的配給問題の族生期」を経て、1941年に「過渡的配給統制

体制期」に入ったとし、それが過渡的であるからこそ、やがて「新統制配給体制期」に移行せ

ざるを得ないものと認識していた50）。

もう少し詳しく見ておく。松井によれば、第1期は不況下にあって配給業者が著しく増加し

て「過剰化」の様相を示した時期であり、この商人数の増大が流通の多段階化をもたらした。

この傾向は特に消費財分野で顕著で、「三段乃至四段の商人、特に問屋を横流逆流しつゝ消費

部面に押し出される商品は稀ではな」く、「相対的薄利化を多売主義で補充すること」で、こ

の多段階化が進行した。

第2期は戦時体制下に入り民生品の生産・流通量の減少と価格統制によって配給関与業者が

激増し、「商人は上面で生産者と闘争し、下面で消費者団体と対立しながら、同時に、商人相

互の間でまた相互排除を試みるという始末」で商人の過剰化は一層激しくなった。さらに戦時

体制初期には極度の粗悪品が生産されるようになるが、「全体として社会的信用を失墜し、社

会的に心理的に萎縮してゐた商人は、ひたすらその営業の杜絶または営業量の減少を虞れてゐ

たから、かような低質商品をも唯々諾々と甘んじて受け容れ」る傾向が強く、「配給機構の破

壊紊乱と配給体制そのものの著しい混乱化を招来した」のである。

この配給混乱を鎮定しようとしたのが第3期であるが、特に問題は段階機構の画定と統制流

通方式の画定の2点にあった。前者では特に問屋の段階数の画定が重要になるが、曲折を経て

問屋の地位が安定するのは1939年に入ってのことで、夏期にいたってようやく元卸、卸売商

という2段階の問屋体制が認知されたという。松井はこの問屋2段階制を主張した1人として、

これを妥当なものとして評価している。後者の統制流通様式について取引主体として組合団体

を中心に置くことになるが、それは当時の状況から判断して「個人取引を認めることの危険、

認めざることの安全」が強く認識されたからに外ならない。「この過渡的な反動的方式をもつ

てせざる限り、かやうな急激にして止まる所のない無秩序的行動は、それを可及的な短時間で

終止せしめることが不可能と考へられたほど、その混乱が著しかった」からである。それが具

体的には組合またはその連合体による「共同仕入・共同販売」制度と組合員の統合体をもって

構成される「共同販売所」制度であった。

「第2期状勢における病患点の緊急なる克服」のために必要であった第3期の「反動的」体
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制は、「反動の反動として、最も発展した体制」としての第4期の「新配給体制」を必要とす

る。問題は先の統制流通様式にあるのであり、「組合団体をして国家的統制の担当と監督・審

判の機能機関とし、個々の業者は新たにそれに適するやうに再編成再指導することによって、

『共同仕入・共同販売』制を、さらに止揚発展せしめる」ことが課題となるというのである。

強化される統制経済は商人の自由経済体制のもとでの職能をまったく消失し、無用とするよ

うになったのではない。統制下では価格変動がないから価格調整も危険分担も必要ないとか、

組合が取引主体となるから現金取引で行われ商品金融は必要ないというのは、いずれも配給の

本来の作用を理解しないものである。「かやうな想定の下に行はれつつある物資流通の過程で、

いかに大なる無理と不円滑とが生じつつあるか」。中間配給が現金決済となっても末端の消費

者段階ではそうはならず、問屋の実物金融がなくなれば資金力のない小売業は商品を調達でき

ない。商人の価格調整も同様で、商品ごとに最高価格が決定されたとしても、それを基準に品

質格差に応じた価格差を設定することは商人の重要な機能であるはずである。全国的な地域間

での需給調整にしても同様で、「自由経済時代に商人の機能と考へられたものが、統制経済時

代になって不要または働きのないものになつたと云うのは、…主としてこれを不要また働きの

ないものにするやうな建前を取つたから」に外ならない。松井は本来の商人機能を高く評価し

て、統制経済下でも商人機能の停止状態を永続化することは極めて大きな社会的問題を引き起

こすと警告し、統制経済と商人機能の両立を求めたのであった51）。

2.4 遅々とした小売業者の統廃合

2.4.1 配給機構整備実施要綱（1941年4月）

「配給機構整備要綱」は既存商業者の「存続」を原則としながらも、商業組織の整備の方針

を強く打ち出したものであったが、少なくとも建前上は、政府は強権的な強制を避け極力「自

発的な転業」によって進めようとした。実際、政府関係者からは「現在の転失業対策は単に労

務動員の見地ばかりでなく国家経済機構における中小業者の地位からも考えるべきで要転業者

を徴用令により労務に振向ける意思はない、経営の大小を問わず他に転じて働き得るものは転

ぜしめる方針である、企業合同も強制はしない、とくに配給の整備において結合された人の融

和性の力は十分認めている52）」といった主旨の発言が繰り返されていた。

実際、「商相は中小企業の転廃業者は国家の犠牲者であり戦傷兵と同様である、その転移に

際しては戦傷兵を遇すると同様親切に扱い擁護の心を以てせよと屡々述べて53）」、転廃業者に

最大級の配慮をしていた。すでに「中小商業は支那事変、欧洲動乱勃発以来生産機構の整備統

合に伴う配給機構の整理強化につれて商業利潤が低下したのと、さらに公定価格制実施による

公定手数料への変化から常に危い一線を辿り、遂には中小商業不用の声さえ聞かれ、正に中小

商業者没落の前夜を思わせ」る状況 54）であってみれば、最大級の位置づけを行うことによっ

て転業が比較的順調に進むとの空気が政府内にあったと見てよいだろう。
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さて、先の「生活必需品配給機構整備要綱」の実施計画について地方の意見を徴し、32府

県から報告があったとして、1941（昭和16）年4月に、改めて具体的な実施要綱を作成する

こととなったが、その概要は次の通りである55）。

一、原則としてさきの「生活必需品配給機構整備要綱」に記されているように医薬品、度量

衡など特殊な商品を除き相互に密接な関連ある業種を統合して包括的業種別、すなわち

大体被服、食料品、燃料その他の家庭用雑貨の四種類の商業組合に整理する

一、同一種類の物資だけを取扱い他の物資の販売を兼業していないものが多数を占めている

都市では生活必需品の商品別商業組合を全面的に結成させる

一、各種生活必需品を綜合的に販売するいわゆる「よろづや」の存在する郡部では特殊の商

品を除いて全商品を一括した「生活必需品組合」を結成させる

一、卸小売を包括した生活必需品組合連合会を道府県ごとに結成させ卸ならびに卸兼小売業

者を極力小売業者に引下げ配給系統の単純化をはかる

一、可能な部門で卸、小売業者の企業合同を促進し配給費用の節滅をはかる

一、既存の生活必需品関係商業組合および同連合会は漸次改組整備する

一、右の各項はいずれも地方の実情に即して地方長官が適宜の方法をとり得ることにする

2.4.2 進まない小売業整備

では、実際に小売業の整備はどの程度進んだのだろうか。整備方針が出されて半年後の1941

（昭和16）年3月、『大阪毎日新聞』は「幾多の業種に企業合同が行われている」としつつ、

特に「木炭と米の配給機構はいまや放漫な散在的商業経営の面貌を一変して急速に整理統合さ

れつつある」と書いている56）。まず木炭商の場合、1940（昭和15）年9月に大阪木炭統制組

合（資本金百万円、半額払込済）が誕生し、その下に卸商組、小売商組（市内15組合、府下

7組合、衛星都市に2組合計24組合）が置かれ、ここに散在的商業経営は一元的に統合され、

従業員1万5千人のうち5千人は整理され、これらの人々はすでに高度国防国家建設に必要な

産業へそれぞれ転出したとされている。

米穀商の場合も同様で、大阪米穀統制商組は府下に58の支所（支部）があり、その下に

7千店の小売商が散在していたが、1940（昭和15）年12月17日に共同精米共販所として1千

店に圧縮し、約 3～4百人が整理され、また大阪臨時米穀配給組合（組合員120名）が解散し

て新に大阪米穀卸商（組合員は当初96名であったが、資本金5万円以下を合同させて58名と

した）を結成し、前記の共同精米共販所（小売商組）と睨み合せることによって配給の円滑化

を図ったという57）。

こうした記事を見ると小売業整理は順調に進んだかのようにも見えるが、現実は必ずしもそ

うとは言えなかったようである。「整理統合が、実行上の難易を超越して推進さるべきものに
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もかかわらず実際には切符制度実施という外部的圧力によって、かろうじて米穀商と木炭商と

が全国的に統合を完了せるのみである58）」というように、先行したのは外圧が厳しかったこの

木炭商と米穀商だけで、その外の業種では予定通りには進まなかったという記述がある。

すでに「中小商業者に対する当局の方針は如何、事変以来物資の統制、物価の公定によって

極度に商権をせばめられた中小商業者が更に七・七禁令と三国同盟以来の民需消費規正の強

化によって配給機構の最終的簡略化、合埋化を目標とする企業合同を迫られていることは明ら

か59）」な状況であった。それでも、「中小商業の大部分はこの不可避とされる企業合同乃至は

転失業に対しほとんどすべてが反対的傾向を示している60）」と言われる状態であった。

例えば東京商工会議所が市内の米穀商外50業種の商工業者1,200店余りに行った調査によ

れば、転業希望はわずか2.2％、計画中が3.5％で、残りの94.3％は不希望であった。企業合

同も同様で、希望が9.5％、計画中が5.5％であるのに対し、不希望が85.1％を占めた。企業

としての経営の維持はこの時点ではまだ70.2％が維持可能とし、残りの29.8％は経営の維持

が困難であるとしながら、それでもなお転業や企業合同には消極的な姿勢を示していたことが

分かる。小売業としての経営が厳しさを増す中でも、転業先の展望が見えず、不安感がさらに

厳しかったことを物語っている61）。

2.4.3 名古屋市における小売業整備

もっとも、この間に転廃業がまったく進まなかったというわけではない。例えば名古屋市の

場合、下記のような整備要綱を作成して整備に当たった62）。

名古屋市一般家庭に対する生活必需品配給地区並に販売所整備要綱

整備方針

1.地区配給の制度を整備して

（イ）一定地区の消費者と販売所との結び付きを明確緊密ならしめ以て配給の確実と円

滑とを図ること。

（ロ）販売所の配置を適正ならしめ以て全市民の公平に配給すること。

2.各品目の販売所を綜合化し消費者の利便を図ること。

整備方法

1.各区の地域を若干の配給地区に分かつこと。

2.配給地区は各品目に共通なるものとすること。

3.配給地区は

（イ）大体1千戸前後の地区とすること。

（ロ）但頻繁に買出を要する品目等に付ては之を二分して5百戸前後の地域とすること。

4.各配給地区に各品目の販売店を1ヶ所又は数ヶ所設置すること。
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5.1配給地区内に於ける各種品目の販売所は之を1場内又は一定地域に集中綜合化する

こと。

6.各販売所の業務は各品目毎に業者を整理統合して之を担当せしむること。

ここでは、各種の販売店を集中的に配置するなど、後に問題となる業種別分断に対する配慮

も一応はなされていた。そして、1942（昭和17）年4月までに石油、石炭、自転車、菓子、

パン、豆腐、鶏肉などで整備が完了し、酒、味噌醤油、呉服外商、飲食業などでも整備案が作

成されようとしていたという。ただ、それが労務動員に重きを置き始めた当局の期待に応えう

るものであったかどうかは別問題である。名古屋商工会議所は1942（昭和17）年4月の方針

転換に至るまでの小売業整備を総括して、以下の点を指摘している。

（イ）整備を見た業種は生活必需品特に食料品関係に多く、国民生活上最も必要なる物資確

保の観点から其の配給機構整備に関連して実施を見たこと

（ロ）而も名古屋市計画に基づく配給地区制に準拠して指定せられたる配給所の設置を機と

して整備を見たこと

（ハ）整備の方法として何等転廃業者の選出基準を決定せず自発的転廃業申込の方法を採つ

たものが多いこと

（ニ）従つて転廃業者には比較的零細業者が多い傾向にあること

（ホ）整備を見た業種には取扱物資の著しく減少したものが多くそれが転業の側面の導因と

なってゐること

（へ）兼業状態を主とする業種が多く従つて整備の結果に依る完全転業者は少なく労務供出

には大して資してゐないこと

（ト）転業者の転業後の問題に付組合に於て積極的指導斡旋の実の挙がってゐないこと

小売業整備は配給機構整備の観点から行われたため、配給所への統合の形で進められ、零細

業者や兼業業者が主な対象となった。例えば、菓子の場合、組合員は2,597名で、そのうち

1,154名、実に45％が廃業したことになっているが、実際に完全廃業したのは256名で、他は

食料品店として営業を続けていたという。そのため、形式的に転廃業が進んだように見えても、

労務供出という観点からは十分な成果があがったとは言えなかったようである。豆腐や自転車

では相当数が軍需工場に転出したようであるが、菓子では256名中61名（23％）、鶏肉70名

中10名（14％）といった状態であった。それでも、生活必需品の配給を担当する地区内の最

低労働力の確保という観点からは問題があったという。例えばある配給地区の薪炭の場合、総

従業員28名中、女子が10名、60歳以上の男子が10名で、実際に配給労務に従事しうる20

代から40代の男性はわずか8名に過ぎなかった。徴用の対象となるのもこの世代であり、実
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際に徴用されたために配給が困難となった実例もあったという。

以上から判断して、名古屋市でも整備の取り組みは行われたものの、必ずしも十分な成果を

あげたとは言い難かった。その1つの大きな理由は転業者の生活問題であった。「業者として

国策の要請に順応して転業しようとするの熱意があつても之に依り従前の収入に激減を生ずる

虞ある場合には容易に転業を決意し得ない場合が多い」のである。名古屋での転業者の実際の

収入がどれほどであったかは不明であるが、市内の軍需工場に於ける未経験者の賃金水準に照

らして、月額100円程度になるまでは何らかの補助が必要であろうと指摘している。あわせて、

「賃金統制令」が未経験労働者の賃金について、30歳未満の者には年齢差による差異を認めな

がら、30歳以上の者には一律賃金としている点に触れ、「転廃業者は大体30歳以上であり又

扶養家族を擁する者であるから転業者の初給賃金に付年齢差、扶養家族数による差等を認める

必要がある」と指摘している。転業者の生活問題はその後も変わらない重要な課題であった。

2.4.4 労務供給問題の逼迫

こうした中で戦況は一層悪化し、1941（昭和16）年7月にはアメリカが対日経済制裁の一

環として日本の在米資産凍結令を発表し、8月には石油の対日輸出の全面禁止に踏み切った。

これによって、それまでなお期待を寄せていた対米関係は一気に悪化する一方で、物資計画等

の大幅な見直しを迫られることとなった。その結果、実質的には新たな企業整備に向けた準備

を開始する一方、なお対米交渉に一縷の望みをかけ、積極的な整備方針を一般に明示すること

を避け、従来の整備方針の強化を打ち出した63）。

すなわち、1941（昭和16）年8月20日から3日間、政府は道府県の経済部長を東京に招集

し、緊急経済部長会議を開催した。これは「政府の転業対策に対する根本方針を明確にしこの

際中央、地方とも一丸となって急速にこれが実現に邁進しもって配給組織の臨戦態勢を整備す

るとともに現在拡大強化を要請せられつつある労務動員の円滑なる遂行を期せねばならぬとの

主旨を明らかにし今後における各種配給機関の整理統合方針につき具体的なる指示を行い転業

問題に対する政府の断乎たる決意を披瀝これが協力を要望」したのであった64）。

すでに1939（昭和14）年から始まっていた労務動員計画は年を追うごとに動員人数が増加

し、1939（昭和14）年の113.9万人が1941年には252万人にまで増加していた65）。戦争の長

期化は軍需産業を中心に大量の労働力を必要としていたが、対日経済制裁はそれまで輸入に依

存していた基幹産業分野、特に重化学工業の徹底的な拡張を求め、従ってそこへの労働力の優

先的配分の必要性が強調されるようになる。労働力の供出という観点からは円滑に進んだとは

いえない小売業の整備は、やがて「いうまでもなく戦時下中小商業者の問題は、生産力増強問

題、物価対策などと並ぶべき頗る重大な経済社会問題でなければならぬ。550万と称せられる

これら商業者層が、因習にとらわれた錯雑せる組織機構のもとに、雑然として全国に散在して

いることが、今日まで、わが戦時経済政策の強力なる遂行を随分妨害してきたことは明かであ
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る66）。」と指弾されるようになる。

そうなれば、転業問題はもはや単なる小売商の問題ではなく、「労務給源」の問題として理

解されることになり、そのための小売業の整備へと変化していく。商業者の「永年親んできた

職や土地を離れ、他の業種に転することを好まないという本能」は「業者の利益」にすぎず、

「国家全体の要請」こそが最も重要な「根本」であると強調されるようになる。「従来の転失業

対策の必然性が、主として取扱い物資の減少や利潤の縮減という業者の側の利益という見地よ

り論ぜられたことに対して、これを今後は、労務給源と配給機構問題との2つの点より改めて

見直されねばなら」ないことになる。「従来のように、小売商に転失業者が生じたから軍需工

場への転職を斡旋」という形ではなく、「生産力拡充部門で、いかなる労務者を、いかなる業

種でどれだけ必要とされるかをあらかじめ具体的に算出し、これを商業者層中の適格者より積

極的に引抜き供出せしめる形をとる」ことが求められたのである67）。

3「企業整備」という名の強制的整理

3.1 小売業の整備要綱（1942年4月）

3.1.1 小売業整備要綱

「配給機構整備要綱」に基づく小売業の転廃業の勧奨は結局のところ十分な成果をあげるこ

とはできなかった。他方、1941（昭和16）年12月には遂に戦争は太平洋戦争へと拡大し、労

務動員の需要はさらに一層強くなる。こうなれば、労務給源としての小売業への「期待」はさ

らに強くならざるを得ないが、前期の転業政策の失敗が政府の中小小売商「維持育成論」にあっ

たとすれば 68）、より強力な、強制力のある方法が模索されるようになるのは当然のことであっ

た。

労務調整がきびしくなる中、1941（昭和16）年12月には「労務調整令」が公布され、大学・

高専新卒者の雇用制限、小売業、百貨店、出版社等の新規雇用が制限される。さらに、同時に

「企業許可令」が公布され、小売業では238業種が指定され、商業の新規開業や拡張は事実上

禁止となった。自由な就業環境は大きく制限されるようになるが、特に小売業包囲網は厳しさ

を増してくる。

これらは小売業へのいわば参入制限であるが、事態はもっと切迫しており、求められるのは

小売業からのより積極的な労務供出であったはずである。にもかかわらず、1941（昭和16）

年の秋以降も新たな整備方針がなかなか打ち出せなかったのは、まさにそれが「国民全体の消

費生活に直接かつ密接な繋がりを持つてゐると云ふ事柄が、関係当局者の総てに多大の苦心を

払わせた」からに外ならない69）。先の配給機構整備要綱による企業統合を原則とした整備は

必ずしも順調には進まなかったものの、実際にそれが行われた分野ではかなりの混乱を引き起

こしていた。それは先に見た松井の危惧が現実化したことを意味しており、商業者のモラルと

配給サービスとの維持向上によって国民の不満を解消することは、何よりも重要な課題となっ
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ていた。

政府は1942（昭和17）年3月10日、大東亜戦争完遂に必要な国内政治体制の整備を図るた

めとして、「中小商工業の再編成並に職業転業促進に就て」を閣議決定した70）。この中で、

1940（昭和15）年10月の「中小商工業者に対する対策」に続く「従来の方針は主として物資

不足、各種統制の強化、価格の公定、輸出の不振等に依りその活動範囲の縮少されたる者に対

し及ぶ限り失業者を出さざるやう努むるも猶転業の已むなき者を如何にして緊要産業部門に転

換せしむべきかに目標を置いたのであつたが、其の後国際情勢は変転に変転を重ね、遂に大東

亜戦争の勃発を見るに至り戦争完遂の為急速に戦争遂行力の強化拡充を必要とするに至り之が

為真に国家の総力を挙げて之にあたらなければならぬこととなつた」と述べ、国際情勢の変化

と戦時体制強化の必要性を訴えた。これを受けて同年4月21日に閣議決定されたのが、以下

の「小売業の整備に関する件」である71）。

小売業の整備に関する件（本文）1942年4月21日閣議決定

1.整理統合に当りては小売業者としての個人企業態を存置するものとす、但し特別の事由

によりこれにより難き場合はその他の方法により之を行ふこと

2.整理統合に当りては取扱の実績に拘泥せず転換の難易、店舗の位置分布、企業の経営規

模等を考慮すると共に消費者の便益を十分に勘案すること

3.小売業と同種の事業を行ふ産業組合其他の農林水産団体及百貨店等との間に夫々必要に

応じ適切なる事業分野の調整を行ふこと

4.食料品等の日用生活必需品に就ては買出し又は配達の便宜、消費者数及び其分布状況、

需給数量等を考慮し、配給を円滑ならしむる如く整備するものとし、要すれば配給担当

区域を画定し、之に適当数の店舗を配置し、適宜切符制、通帳制、又は顧客登録制等を

活用して配給を計画的ならしめ、必要により共同御用聞又は共同配達を行ふこと

5.整理に伴ふ配給能率の低下を防止し、之が向上を図るため店舗をして共励せしめ、其成

績に応じ取扱い数量の増減を図るため登録の更新をなさしむる等、適当なる措置をなす

こと

6.転業者の決定に当りては年齢、資質、経験、技能等より見て他の労務に堪へ得る者より

選定すること、尚戦死者及び戦病死者の遺族、出征軍人の家族、傷痍軍人等にして転業

を適当とせざる者に対しては成るべく従前の業務を継続し、又は之に従事し得る如くす

ること

7.転業者は速かに其就職先、就職条件等大体の目途を定めたる後転出せしむることとし、

転出に至るまでの過渡期に於いては必要により勤労奉仕隊等を結成し、差当り緊要産業

の生産増強に協力せしめ、之に依り転業に必要なる練成をなさしむること

8.転業者の収入は従前の収入に激減を与えざる如く特別の考慮を払ふとともに其家族に対
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しても就職、授産等に就いて適切なる措置を為すこと

9.整理統合の実施に当りては同業者の共助精神に基く自治的共助方法を勧奨実施せしめる

こと

10.企業の整理統合に依り転業する者の店舗其他の営業用設備、手持商品の処理に就ては業

者又は業者団体等に於て買収又は利用処分の斡旋を為すとともに其の営業上の債権債務

も之が処理に協力せしめること、右の場合可及的に国民更生金庫を活用すること

11.職業転換を為したる者が従前の企業に復帰する場合に於いて、其企業の新規開業を認め

得る事情にある時は之が許可につき優先的に考慮すること

見られるように、この時点になってようやく、営業設備や手持ち商品の買取等による処分に

ついて具体的に言及されるが、これによってこの度の整備が非可逆的な後戻りの許されない整

備であり転換であることが明らかとなった。流通物資が減少する中で、小売業の経営そのもの

が一層困窮の度を増していたが、転業はもはや一時的な避難ではないことが明らかとなる。そ

れは、転業にはそれだけの「覚悟」が求められるようになったことを意味していた。

この閣議決定は文字通りの基本方針を示したものであるが、それを具体化したものとして翌

5月15日には「小売業の整備要綱」が商工、農林、厚生、大蔵、内務の5次官による通牒と

して決定・送付された。この整備要綱はまさに「政府の根本方針から実施の細目に至るまです

べてをここに尽くし72）」たもので、「地方庁では之に基いて直ちに整備に着手し、具体的な整

備計画の樹立実行を指導するものであるから、いはば小売業整備実施上の教科書とも称すべき

もの」であり、これによって「小売業整備問題は確固たる軌道に乗ったものというべく、従来

徒らに声のみに大にしてはかばかしい発展を見せなかった同問題もいよいよ本格的に強力な展

開を見せるものと期待される」ものとされた73）。その意味で、極めて重要な文書であるが、

子細にわたる上、長文であるので、ここでは本文そのものは省略し、以下、その主要な論点に

ついて言及する。

3.1.2 小売業整備の目的：配給整備と労務供給

この段階での小売業整備には大きく、物資配給の適正円滑化と労務の提供という2つの目標

があったのはすでに指摘した通りである。商工省の担当官も「物資配給の円滑適正化を目途と

し、併せて労務動員計画に基く国民労務の再配置、就中緊急産業部門に於ける労務の充足を図

り、以て国家経済の総力を発揮する為に之を断行する」と述べている74）。だが、果たしてこの

2つの目標は無矛盾に両立するのだろうか。両立しない場合にはどちらに重点が置かれること

になるのだろうか。

上記の担当官は「何れを主、何れを従と断ずるわけには参らない」としながらも、「予め労

務者提供数を予定して整理統合を行ふの要領には依らないで、配給の円滑適正化の目標を追ひ
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つつ、可及的に多数の有能なる労務者を供出する様考慮」するものとしている75）。これを見る

限り、配給機構整備に重点があるようにも見える。しかし、その一方で「緊急部門の労務者の

充足を図るという要求に応ずる為には、小売業者として最も有能なる人材をも簡抜せねばなら

ぬ。その結果として企業体制の合理化、配給機構の整備、配給方法の改善といふ事柄が、完全

な理想的な形に於て行はれることが、阻まれるといふ場合が起り得る」とも述べているところ

から見れば、必ずしもそう簡単に割り切ることはできない。

実際、労務提供は小売業の転廃業にあたって当初から潜在的には意識された問題ではあった

が、当初は失業問題が先にあり、転廃業問題がそれに続いていた。物資不足に伴って配給機構

整備に注目が集まるようになってもその点に基本的な変化はなかった。したがって、労務提供

が整備の公式の主目標になることはなかった。実際、1941（昭和16）年1月に発表された商

業組合中央会の「企業合同促進の一般的方針」においても、その目的は「国防経済の高度化に

伴ふ物資の不足と物価統制の強化並に配給統制の必要に対応するため商業者が協同の力を以て

その窮状打開を図る」こと等とされるのみで、労務提供は言及されてはいなかった76）。労務

供給問題は1941（昭和16）年7月のアメリカによる資金凍結令以降に抜き差しならない問題

として公式に表面化したとみてよいだろう。

だとすれば、配給機構整備は決して軽視できないものの、むしろ労務供出こそが主要な目標

となってきたと考えることもできる。配給機構を整備して余剰人員を供出するというのではな

い。人数こそ明示はしていないものの、緊急産業において必要な労働力を供出してなお、配給

機構をいかに整備するかが問題となったというべきであろう。労務提供は単に人数の問題では

なく、労働力の質を伴った問題であった。まさに、「他の、より重要な職業においても充分に

活動することができるやうな立派な人を転出せしめる77）」ことが重要であるとされたのであっ

た。

要するに、2大目標はそれほど簡単に両立するものではなかった。その意味からすれば、国

民生活の安定を確保しつつ労務供給の要請に応じるためには、商品の業種に着目し、購買頻度

が高く、買い物半径の狭い最寄り品については配給機構整備に重点を置き、買回り品や文化品

については労務動員の見地から労働適格者を選定すべきだというのは、1つの現実的な解決策

であったともいえる。そうなれば「業種別に整理率に相違があることもやむを得ない」ことに

なる78）が、これが実際の整備の中でどのような結果をもたらしたかは確認できない。

3.1.3 個人企業態の存続：統合整理から抜取整理への転換

さて、この小売業整備要綱では、これまでの整備方針の大きな転換が行われた。その最大の

ものは、整備要綱の冒頭に掲げられた個人企業態の存置であった。従来、政府は企業合同を強

く推奨し、商業組合等の指導機関もその方針に則り、「最近一般商業者は整理統合とは企業合

同の別言の如くに理解するまでに到」っていた状況からすれば、「その全要綱の中何人も意外
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に感じた79）」とされるのも無理はなかった。実際、政府担当者も「政府として小売業の整備

には企業合同の方法に然るべきことを明示したことはない」とは言いながらも、「道府県庁又

は業界の指導者方面で、企業合同を指導、勧奨してきたことは、必ずしも政府の方針に背馳し

てゐたといふことはできない」と、それが方針転換であることを事実上認めざるを得なかった

のである80）。

すでに触れたように、従来は組合または連合会、統制会社などへの「統合」を原則とし、

「個人企業撤廃方針に準拠せるものであった」が、「商業特に小売業にありては、本邦の小売業

の実態が家族と企業とが一体化せる実情より見て、且つは堅実な中産階級保持の要請から見て、

この方針によるよりは寧ろ逆に個人企業存置の方針によるべきであると、再吟味されるに至っ

た81）」というのである。当時の用語で言えば、従来の「統合整理」の方法を抜本的に改めて

「抜取整備」としたことになるが、個人企業態を残すことによって経営者の創意工夫が刺激さ

れ、さらに小売業の特質上、消費者との個人的なつながりも期待できると、その意義を強調し

た82）。その意味では、先に指摘した松井辰之助の批判にある程度まで応えるものであったと

言うこともできる。

実際、この整備要綱は、個人企業を存続させ、「成績に応じ取扱い数量の増減を図るため登

録の更新をなさしむる」など、競争原理も導入することで、商業者の自由な判断を確保しよう

とした。さらに、「買出し又は配達の便宜、消費者数及び其分布状況、需給数量等を考慮」し、

場合によっては「配給担当区域を画定」する外、共同御用聞きや共同配達を行うなど地域の実

情にも配慮を示すと共に、転業に伴う職業訓練から収入、財産処分、復職時の優先など、多岐

にわたる配慮も示した。その意味で、それは「ややもすれば官吏が机上において血も涙もない

立案を行い、これをどこまでも押通さんとするかの印象を与え勝ちな統制経済に関する欠陥を

出来るだけ避け、互助自治の精神に基く企業整備の達成と国民消費生活の階調とに努めんとす

るもの83）」ではあった。

しかし、こうした大きな方針転換には当惑があったのも事実である。商業組合中央会主事で

あった坂田武雄が、「地方に於て精根を尽して指導してきた指導者が、その指導方針の変更を

業者に諒解せしめ得る程度の理論的根拠が与えられないうらみ」がある84）というのも、正直

な告白であったであろう。坂田自身は、この間の中小商業対策の歩みを振り返って、資産凍結

令までの「維持育成期に於ては維持育成と配給機構整備とが結びついてゐたのであるが、今や

労務動員と配給機構整備とが表裏一体の関係に於て結びつい」たとし、さらに大東亜戦争の勃

発を機に「一億の民はその能力を最高度に発揮し人的資源の高度の活用」が求められるように

なり、それに応じて小売業の企業整備も従来の維持育成を主目的とする企業合同による方法を

変更する必要に迫られるに至ったと指摘した。さらに、「企業合同は多数を包含してこれを平

等の原則により維持せんとしたものが少なくなかつたが、その結果は個人の創意性を制限し、

その能力を平均化するに到る虞があり、旺盛なる個人創意―競争心と熱意と創造性とに欠ける
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うらみがあつた」点を指摘し、あわせて企業合同を余儀なくさせていた諸条件、すなわち転廃

業者に対する支援体制の整備が一定程度整ったことをもって、今回の方針変更の意義を理解し

た85）。

しかし、現実問題として、配給機構整備と労務供出という2つの目的を抜取方式によって達

成できるのかという疑問は残る。労務供出といっても、ただ人数が問題となるわけではない。

供出される労働力の質が重要である。「中小商工業部門から有能なる人材を簡抜して、国家が

最も必要とする部門に集中し、より緊要なる職域で、大東亜戦争の完遂と大東亜共栄圏の確立

に協力して欲しい」というのが目的であるから、「転業者の決定には、転換の難易を考へ、年

齢、資質（健康等、経験、技能等）から見て、別の労働に耐えられる者から転業者を選定すべ

きは謂ふ迄もない」ところであった86）。

坂田は「我が国の中小商業者の年齢別構成を見れば、この二つの要請を同時に達成し得ない

業種が少なからずあることを認めざるを得ない」と指摘した87）。彼が示した例によれば、例

えば1941（昭和16）年の東京府の調査によれば、府内卸・小売業主76,876名のうち、40歳

以下の男子は38.9％に過ぎず、労働に耐えうると答申されたものは35.3％であったという。

「一般労働を必要とする業種及び統制事務の複雑化した業種に於ては従業員不足をつげる声が

相当挙がつてゐる実情から見ても、…果たして政府の予期するがごとき労働力が、配給の円滑

的成果を著しく阻害することなしに、供出できるか」というのであった88）。単なる量の問題

ではなく、労働力の質の問題をも考慮するとき、これは実に深刻な問題であったはずである。

働き盛りの男性は転職者としても最も嘱望される層であったが、同時に配給面でも欠くことの

できない労働力だったのである。

3.1.4 企業整備の方法

上で指摘したように、すでに戦線の拡大と物資不足の中で、多くの分野で労働需給の不均衡

が拡がり、労務給源としての「小売業の整備」が急務となっていたことは明らかで、労働力の

拠出こそが大前提であり、配給効率もそれを前提として考えるべきものとされたことは間違い

なかった。個人企業態を存置して競争の要素を取り入れるとしても、自由な取引が約束される

わけではない。「従来の個体主義的・自由主義的・資本主義的精神をも揚棄して、全体主義的・

統制主義的・共栄主義的精神を特に昂揚して、謂ゆる新商業道徳の確立に邁進せざるを得ない

のである。即ち経済体制・産業体制・配給体制が新規なものとなると共に、経済精神・産業精

神・配給精神も新規なものとならざるを得ない89）」といったことが指摘される。その意味で

は、あくまでも全体主義、統制主義、共栄主義が主であって、その中では自由主義的な競争の

原理も極めて限定的なものとならざるをえなかった。

それでも、この1942（昭和17）年の段階では、一律に目標整備率を設定して強制的に整備

を行うというような強権的な方法は想定していなかったという。もちろん、全体としての大ま
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かな整備率の想定はあるものの、個々の地域や業種等における事情を勘案しながら、全体とし

て一定の整備が行われればよいという比較的緩やかな方法が想定されていた。具体的には、整

備の大綱を当該所管官庁ならびに企画院に設置される中小商工業再編成委員会において決定し、

次いで各府県の中小商工業再編成協議会の手によって整備計画を作成し、地方長官指導の下に

各組合で実行することとし、各個人の具体的な転業については国民職業指導所がその任に当り、

また転換すべき業者の選定については各組合において検討し地方長官が決定するものとされた。

実際の転出者の決定手続きについて、商工省の担当官は次の様な手順を示唆していた。一定

区域内の同業者をリストアップし、消費者の利便性を考慮してぜひ残すべき店舗から整備して

も差し支えない店舗まで、順位をつける。その上で、転出可能店について、実際に転換が容易

かどうかを判断し、転換が困難であれば残存することになる。一方、利便性の面から残存すべ

き店舗について、店主が転出しても残りの人員で経営が可能な場合は店主が転出するものとし、

店主の転出によって経営が不可能になる場合には存続させる、といった具合である90）。

整備が広範囲にわたることから当然とも言えるが、整備業者の選定は業界団体の中で自主的

に行われる。整備率を形式的に適用することはないとは言え、整備業者の決定手続きを明示す

ることで、それまでのような「不発」を防止しようとする強い意志が読み取れる。同時に、こ

こではこの企業整備が業種ごとに行われていることに注意しておこう。そのことの意味は後に

明らかとなる。

3.2 転廃業者への経済的支援

3.2.1 国民更生金庫の設立

物資が不足する中で小売業の経営はきびしくなり、転業への圧力が強くなればなるほど、

「自主的」な廃業が発生する可能性は強くなる。しかし、小売業には「家業」としての性格が

強く、中には相当の歴史をもつ店舗も含まれていた。そのことが「転業」を遅らせた要因とし

て指摘されるが、それ以上に転業後の生活の不安があったのは当然であろう。新たな職業に就

いたとして、それまでに蓄えた小売業者としての知識や経験を活かすことはできるのか。新た

な就業に十分に対応することができるのか。それで家族を含めた生活を安定させるだけの収入

が得られるのか。おそらく不安は尽きなかったはずである91）。

こうした不安に対処するため、1941（昭和16）年に「時局の要請に応じ転業または廃業を

為す商工業者等の資産及び負債の整理を促進しその更生を図る」ことを目的とする国民更生金

庫について規定する国民更生金庫法を制定した（3月 5日公布、7月 1日施行）92）。もともと、

統制強化によって転廃業を余儀なくされる中小商工業者に対して、政府は低利資金の融通、

中小商工業資金融通損失補償制度の拡充、商工組合中央金庫の活動の促進に取り組むと共に、

国民職業指導所や国民勤労訓練所を設置するほか、補助金を交付してその救済に当たってき

た93）。しかし、転廃業問題がさらに一層切迫し、より積極的に転廃業を促す必要が強まった
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ことから、さらに直接的な誘導策が必要となったと見てよいだろう。従来の転廃業が「個人の

自由意志」に基づくものであれば資金の融資や職業の斡旋といった間接的な支援で事足りたが、

より強制的な国家の意思による「整備」を行うとなれば、それに見合うだけの「補償」が必要

となったのである。そのために、転廃業者の資産や負債を整理する機関として「国民更正金庫」

を設置しようというのであった。

この国民更正金庫は、転廃業者のための資産の管理又は処分、資金の融通、債務の引受又は

保証などを主要な業務とするものとされた（法第17条）が、その中核となるのはもちろん第

1の営業用資産の管理・処分である。

この営業資産の評価は、1941（昭和16）年6月に商工省が転廃業者資産評価委員会の答申

に基づいて公示した「国民更生金庫引受資産等の評価方法基準」によって行われる。それによ

れば、土地、建物、機械、原材料・商品等は原則として時価で評価・引取る94）こととなるが、

転廃業者が事業を継続するものであったことを想定して、これに営業権（暖簾代）が認められ

た。具体的には、評価金額としてはまず引受申込された資産を個別に一定基準で評価する。こ

れが現在の資産価値となるが、それとは別に転廃業者が営業を継続することを前提とした場合

の評価額を、営業純益（過去3年間の平均）を年1割の利率で還元した総営業価額として算出

する。この総営業価額が個々の資産の評価額の合計を超えるとき、その差額を「暖簾代」また

は「営業権」とみなして各資産に按分するのである。なお、評価額も総営業価額も共に300円

に満たない場合には、300円を評価額として引き受けることとなっている。

しかし、この評価額が確定し、実際に代金が転廃業者の届くまでには相当の時間を要する。

転廃業者が負債を抱えていた場合も含めて、それまでの間の繋ぎとして引受資産を見返りに、

引受金額を限度に資金を融通するのが第2の資金の融通である。なお、評価額の確定までにも

相当の時間を要することから、正式の資産評価の決定に先立ち、評価見込み額の7割を限度に

繋ぎ資金を融通することとされた。

転廃業者が他に収入がなく、更生金庫で援助する外ない場合には、更生金庫は商工大臣が定

める額の限度内で、引受額を超える債務の引受または補償を行う。一種の「借金棒引き」であ

るが、これが第3の債務の引受・保証である。

こうした手厚い対策は外国にも例を見ない初めての考え方とされたが、見方を変えればそれ

だけ労務供出の緊要性が高まっていたともいえる。国民更生金庫は当初は「開店休業」状態に

あったというが、やがて大きな注目を集めることになる95）。そうなれば、更生金庫の資金不足

が懸念されるようになり、1941（昭和16）年の第79回帝国議会で資本金を従前の2千万円か

ら5千万円に大幅増額し、更生債権の発行額を払込資本金額の10倍から15倍に引き上げるこ

とで総額8億円の資金を調達できる道を開き、さらに1941（昭和16）、1942（昭和17）年度

の事業によって蒙る損失について、4億3千万円を限度に国庫より保証することとなった96）。
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3.2.2 小売業の資産評価基準

上の国民更生金庫による引受資産等の評価方法基準はもちろん小売業にも適用されはずのも

のであった。しかし、実質的には工業を念頭においたものであり、それを商業、特に小売業に

そのまま適用するにはいくつかの問題があった。商工省事務官はこの基準を小売商に適用する

場合の問題点として以下の点を指摘した97）。何よりも、大半の小売業者にあっては帳簿が不

完全であり、算定の基礎資料がほとんどないため、営業利益の算定が困難である。さらに純利

益の算出に必要な経費の推定が困難な上に、自家労働力の算定はまったく不可能に近い。しか

も、商業者は工業者に比べて資産設備が非常に少ないため、個別に評価するとなれば大変な手

間を要し、多数の零細小売商が一気に転廃業を申請するとなれば、煩瑣な手続きでは迅速な評

価は到底できない。加えて、現在の利益を年率1割で割り戻すという収益還元方法は物的設備

を基礎に考えられたものであるが、小売業の場合、投下資本の大部分は運転資本であり、商品

回転率が決定的な意味を持つが、この点が先の評価基準ではまったく反映されていないために、

小売業の実情に合った評価ができない。

商工省では小売業専門委員会を組織して、より小売業の実情に即した評価基準の作成に取り

かかるが、この専門委員会には東京商科大学教授の深見義一と大阪商科大学教授の村本福松

が参加した。専門委員会は、1942（昭和17）年9月22日、以下の「評価方法基準」を発表し

た98）。

小売業資産評価方法基準

1.原材料及び手持商品は公○、協○乃至停○等の小売実売価格で評価する、但し瑕物、古物等

については各府県の物価査定委員会で評価額を決定する。

2.土地、建物等は「国民更生金庫引受資産等の評価方法基準」並に「土地及び建物の評価

基準」により時価で評価する。

3.電話、金銭登録器、金庫、自転車、オートリヤカー、貨物自動車、其他の車両、計量器、

冷蔵庫、自転車修繕用工具、眼鏡加工用器具、検眼器及びラヂオ試験用器具等の営業用

什器はすべて単独に時価をもって評価する。

4.飾窓其他の一般営業用造作什器（所謂造作代のみ）も営業権的要素を含めて各業種別に

小売業者の売上高によって評価する。売上高は過去3ヶ年間の平均売上実績とし、税務

署の決定及び組合の申請書を参酌して決定するが、企業許可令の施行を見越して昭和16

年1月1日以降に新規開業した小売業者については売上高を一割減額して決定する。な

お卸、小売の兼業其他の兼業者については各部門毎に独立計算で売上高を決定し、また

靴商、眼鏡商等における修繕料は売上高の中に加算する。

5.小売業者営業用資産の国民更生金庫引受総額は前各項の総計となるが、総額が3百円に

満たない場合はこれを3百円に切上げて評価する。
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若干の解説が必要であろう99）。第1項の手持ち商品は特に問題がない限り公定価格等、転

廃業者の店頭での正札価格で更生金庫に引き取られるが、更生金庫はそれを卸売価格と小売価

格の中間価格で組合に譲渡し、組合は組合員にそれを卸売価格で譲渡する。したがって、卸売

価格と小売価格との差額は、更生金庫と組合で折半し、転廃業者および引取業者に対しては一

切の負担をかけないこととなっている100）。

第2項の土地・建物等の不動産については、それぞれの評価基準に従い、設備について原則

時価によって評価するという原則 101）は先の工業用とされた資産評価基準と同じであるが、こ

こでは営業用の什器を必ずしも全店が所有するとは限らない特殊什器（第3項該当）とほとん

どの業者が所有すると想定できる共通什器造作（第4項該当）に区分し、前者については国民

更生金庫が職務上すべてを引受るのではなく、これを必要とする者による評価引取の機会を準

備した。その結果、転廃業者の資産評価は、手持ち商品、土地・建物等の不動産、特殊什器、

共通什器造作の4種類に分けて評価されることとなった。

この評価基準の策定議論の過程で、共通什器に限って見た場合、もちろん業種ごとによって

であるが、その価額と売上高との間に「設備比率」ともいうべき一定の比率があることが発見

されたという。その結果、第4項の共通什器造作については個別的な精査を行うことなく、売

上高に対する一定比率という形で推計することが可能となり、その結果、売上高さえ確定でき

れば、直ちにその設備財産の算定を行うことが可能となった。

この基本原則に従いながら、運転資本額と回転率の要素を加味することになる。従来の評価

方法が現時点での利益額を年率1割で還元して「暖簾代」を算出したのに対応した点であるが、

この点について村本は、収益還元方法は当該経営がなお相当の将来にわたって現在と同等の収

益力を有すると考えることを意味するが、「平時と云へども、小売商業が、平均して、10ヶ年

の経営寿命を有することは考え難きところ」であり、こうした「稼行状態に於て評価する方法」

が「国防国家の建設を目途として行はれる経済統制の結果としての転廃業の場合にはそのまゝ

適用せられるべきや否や」と疑問を呈した。

それを補うために、業界の平均利潤率と当該店の売上高から1年間の利益額を算出し、それ

を設備財産の最終的価値決定の基準とした。さらに、自家労力費については、「それら自家労

力費としての生活費を稼ぎ出すところに、小売商業の如き生業的なるものゝ意義を存する」と

考え、これを費用として差し引くのではなく、これを含んだものをそのまま利益として評価付

けの要素とした。村本は、これは従来の「暖簾代」ではなく、「営業の綜合的機動能力を表示

するもの」だと述べている。

さらに、これに売上高を商品回転数で除して得られる運転資本額を考慮することによって、

業種間で異なる回転率をも評価の中に取り込んだ。「売上高により、設備比率から設備財産額

を算出し得るものに於ては、その売上高を作る為の運転資本額が大であることは、それだけ、

業者の犠牲負担の大なることを意味するものとして、報償せられるところも大でなければなら
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ない」というわけである。

こうして、「先づ設備財産の物的価値額を得、これに最終的仕上を加ふべき要素として、利

益額と運転資本額を得、この三者の合計の三分と云ふが如き愚を避け、最後に求めらるべき小

売業者資産報償額を構成する上の重要さに鑑み、一定の比率（5：3：2）を勘案」したものと

なった。

算出方法の導出過程はかなり複雑なものであったが、設備比率を発見したことによって、算

出そのものは簡単に行うことができるようになった。まさに「新しい評価基準は機械的、達観

的な行き方であると同時に小売業者の実態から見た合理的基礎に立つて各業種間の均衡を考慮

に入れたもの102）」となった。

上で見たように、設備比率や回転率は業種によって異なるため、業種ごとに基準を作成する

ことが必要となり、そのため以下の30業種が示されたが 103）、小売業のおよそ考えられる総て

の業種が網羅されていることが分かる。そして、これが事実上の第一次整備業種となる。

呉服商、洋服商、婦人子供服商、夜具布団商、既製服商、洋品雑貨商、家庭金物商、貴金

属・時計・眼鏡商、ラジオ・電気具商、自転車商、陶磁器商、硝子商、靴商、鞄商、小間

物・化粧品商、薬・化粧品商、紙・文具商、書籍・雑誌商、玩具商、家具商、履物商、荒

物・雑貨商、菓子商、乾物商、酒類商、魚商、食肉商、蔬菜・果実商、写真器商、萬づや

商

各業種の「のれん代」（村本の言う「総合的機動能力」）は、業種別、規模別に算出される。

例えば、呉服商の場合、売上高30,000円未満の13.4％から20万円以上の11％など、ほぼ10％

強の水準であったが、商品回転率の高い食料品、特に生鮮食料品は低く、魚商の場合は売上高

20,000円未満の8.1％から50,000円以上の6.8％、蔬菜果実商の場合は20,000円未満の7.6％

から50,000以上の6.4％といった具合であった104）。

さらに、第5項で、上記評価額の合計が300円未満のものについては、小売業を主たる生計

の資としている者に限り、300円の評価をするとしたことから、「流場と天秤棒一本の魚屋も

転廃業の場合は三百円もらえるわけ105）」で、総じて小売業にとってかなり有利な評価だとい

う意見が多かった106）。

この新評価基準の制定の趣旨を解説した上で、商工省の担当官は、昨今の転廃業が自分の計

算上の誤算や経営上の不始末によるのではなく、「国策といふ大きな建前で時局産業に赴かな

ければならぬ」という国の要請に基づくものであり、「言はば営業を継続してゆけば相当儲か

るだらうところの利益を見てやらねばならぬ」107）と述べる通り、時局の要請を背景に精一杯

の評価をしようとしたことは間違いないであろう。

第二次大戦下の小売業整備（石原） 75



3.2.3 共助金

日中戦争の開始以来発生した失業問題や転廃業問題が平時のそれとは決定的に異なって、国

家の要請に基づくものだという点については、これまでにも確認したように広範な合意があっ

た。とすれば、「その解決はむしろ国家的な見地から、国家の計画に基づいて処理することが

必要」だと考えるのは当然ともいえた108）。しかし、国家の援助のみに依存することは問題の

根本的な解決とはならず、「業者自らも亦積極的自主的に、問題の解決に当たらねばならない。」

そうした考え方の下に業者団体等が援助を行うのが共助制度である。したがって、「共助制度

又は共助施設とは、業者自らが主体となって、転廃業せんとする者に対し、残存する者が共助

精神にもとづいてその円滑なる転異を助成する方法をいふ」ことになる。共助金とは、この共

助施設のうち、現金を以て支給されるものを指す。国家が基本的な責任を負うべきでありなが

ら、民間が応分の負担に応じる理由としては、転廃業者への様々な支援による転廃業の促進、

「転出する者も残存する者も、共に不平不満なく自己の道に進む」という精神的効果、さらに

は国家財政の過度な負担からの解放などがあげられた。

この共助金が、文字通り業界の自発的意志としていつごろから支給されたかは確認すること

ができない。しかし、それが制度化され、大きな注目を集めるようになるのは、1941（昭和16）

年9月に公布された「転廃業者共助施設及共助資金利子補給要綱」以降のことである。精神は

「共助」であり、業界団体の「自発的」助け合いであるが、それを働きかけたのはもちろん政

府であった。共助金制度に関する要綱は以下の通りである109）。

転廃業者共助施設及共助資金利子補給要綱

1.趣 旨

転廃業に対する施策は政府の施設に俟つのみならず同業者の共助に依るの要あり、従つて

時局の要請に応じ転廃業せんとする中小商工業者に対しては、先づ同業者の組織する団体

等に於て相互共助の精神に立脚し、此等転廃業者の資産の整理等を行ひ以て転廃業の円滑

なる実施を促進するものとす

2.共助の主体

商業組合（連合会を含む）、工業組合（連合会を含む）、小組合、有限会社其の他の企業合

同体及統制会等とす

3.共助の種類及方法

同業者の共助施設は左の方法に依るものとし具体的に行政官庁の指導斡旋を受けたる場合

に限るものとす

（1）営業用資産の引取

転廃業者が業務の用に供したる機械設備其の他の資産の全部又は一部を同業者団体、合

同企業又は存続企業に於て一定評価額を以て引取るものとす

経営研究 第69巻 第1号76



前項の評価額は資金の借入を要する場合に於ては転廃業者資産評価地方委員会の答申に

基づき地方長官の決定せる評価額に依るものとす

（2）金額の給付

転廃業者に対し一時に又は数ヶ年以内に於て月、半年又は年賦を以て金額を給付するも

のとす。此の場合に於ける給付金の額は原則として転廃業直前3ヶ年間の平均年純益額

の3ヶ年乃至10ヶ年分程度を基準とす

前項の平均純益額の計算に付ては国民厚生金庫に於て転廃業者の資産引受を為す際に於

る平均純益額の計算に準ずるものとす

（3）其の他行政官庁の承認ありたるときは当該業種業態に応じ実情に即したる方法を採用

することを得

4.共助資金

第3号に依り共助施設に要する資金は共助主体の収入する配給手数料若は其の収益の一部

を先づ之に充当し又は共助主体に於ける既存積立金の一部を取崩し之に充当するものとし

尚不足する部分は借入金に依るものとす

借入金を為したる場合に於ては爾後に於て収入すべき配給手数料又は収益の一部は之を借

入金の償還準備金として積立つるものとす

5.共助資金の借入

（1）共助資金を借入るゝ場合の手続きは別紙「共助資金取扱要綱」（省略）に依るものとす

（2）共助資金の融通機関は差当り国民厚生金庫のみとす

（3）借入金の償還期限は据置期間3ヶ年以内を含み10ヶ年以内とす

（4）借入金の償還方法割賦又は5ヶ年以内の定期とし其の利率は年4分以内とす

6.共助資金利子補給

借入金に対し支払期限到達したる利子の全額を国庫より共助主体に補給す

共助資金利子補給の手続は別紙「共助資金取扱要綱」に依るものとす

要するに、同業者団体等の組織において転業者の資産等を買い取るほか、金額を給付すると

いうのであるが、趣旨においては国民更生金庫のそれと重なる。そのため、この共助金分につ

いては更生金庫による資産評価から減額されることになるのは当然であった。共助金が制度化

されるのは、もちろん、転業者こそが国策の犠牲者であって、恵まれた境遇にある残存業者も

その痛みを分かち合うべきだという考え方に基づいている。

転廃業者が少ない場合にはこの考え方も通用する。しかし、これでは転廃業が進めば進むほ

ど共助金の額が増え、業界団体がそれを支えることは難しくなる。そのため、1941（昭和16）

年12月に「中小商工業再編成費補助実施要綱」を発表し、商業組合等の同業者組合が、転業

者で生活苦に陥るおそれのある者に対して生活費の一部を支給する場合、最低生活の保証費と
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された年600円の半額、300円を国が補助することとなった110）。この補助金として、1941

（昭和16）年度には422万円（うち商工省関係212.5万円）、1942（昭和17）年度には当初

2,828万円（うち商工省関係1,317.5万円）の予算が計上された。但し、この1942（昭和17）

年度分は、4ヶ月分を計上しているに過ぎないので、年額にすれば1億円近い額に達するもの

とされた111）。この予算額からすると、1942（昭和17）年度には約13万軒が整理されること

となっていたと推測できるが、それは工業を含んでの数字で、小売業のみの軒数は推測できな

い。

共助金には営業設備や商品の買取りと販売実績を基礎にした「営業権」の買取りの外に「涙

金」と称する給付金もあったようだが、いずれにしても転出者に対して「手厚い」支援がなさ

れるものとされた。その結果、「斯くして『人は国民職業指導所へ、ものは国民厚生金庫へ』

と夫々行くべき途が付けてあるから、転廃業者は一日も早く国策線に沿つて、其の方向に進む

べく旧態の整理を急がねばならない」と強調されることになる112）。

もっとも、こうした整理統合の実務は各団体に委ねられたため、その「計画立案する商工団

体の主脳者―即ち其の役員諸君が転廃業者と成らずして、殆ど残存企業者として残り得る人々

のみである」ことになり、その結果「自然転廃業者に薄く、残存業者に厚き傾向に立案する傾

向」があるとの指摘も一部にはあった。当然のことながら、それに対しては「可能な限り転廃

業者に厚き方法」が案出されて、「転廃業者諸君が笑つて業界を去る」ことができるよう求め

る声が強くなる113）。

しかし、転廃業者を厚遇すればするほど逆に、過剰な転廃業による配給機構への影響に対す

る不安が持ち上がる。転廃業者の支援は転廃業が思うように進まないことに対する措置ではあっ

たが、統制強化によって経営環境が悪化する中、今度は「業者の自由意思によって廃業が行は

れることが相当ありはせぬか」という懸念が持ち上がる。いかに軍需工場が労働力を必要とし

ているとはいえ、商業者はそれまで配給機能を担ってきたのであって、転廃業が行き過ぎて行

われると、配給上のサービスが低下し、消費者が非常に迷惑すると共に、残存業者の維持に困

難をきたすおそれが生じることになる114）。

3.2.4 企業整備の実務手順

転廃業者に対する手厚い保護が具体化されたとしても、実際に転廃業者をどのように選定す

るかは、極めて重い課題であった。これについて、商工省の担当官は次のような例示を用いて

具体的な手順を説明していた115）。

ある地域に同業の商店が10軒あると仮定する。配給適正化の観点から、店舗の位置分布状

況、経営規模、消費者の便宜性等を考慮して、10軒の店に順位をつける。その結果、順位1～

5の5軒は残存、6～10の5軒は整理が適当と判断されたとする。そのうえで、6～10の5軒

について転業の難易度を考慮する。その結果、6～8が転業可能で、9と10が転業困難である
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ことが判明したとすれば、6～8の3軒は「転業適格者」となる。次いで、1～5の業主につい

て転業の適否を検討した結果、1と2は転業可能と判断されるが、1は業主が転業しても事業

の継続に支障はきたさないが、2は業主が転業すると事業の継続が困難となることが判明した

とする。この場合、1は店舗は存続しながら業主が転業し、2は存続することになる。その結

果、転業者は4人となり当初の5人に及ばないが、「労務動員の見地はそれ程迄に強く加味さ

れてゐるわけではない」から4名の転出で十分と判断される。

要するに、配給適正化の観点から業者に順位をつけ、適正配給に必要な業者（残存業者）数

を割り出し、他を転業候補者とする。転業候補者のうち転業可能なものは転業適格者となり、

転業不能のものは残存する。残存候補店の中でも、業主が転業可能でかつ転業しても事業継続

が可能なものは、業主は転業適格者となるが事業は継続する。他はそのまま存続業者となると

いうわけである。

仮説的な流れはこのように説明されても、実際はもっとはるかに複雑となる。商工組合中央

会は1942（昭和17）年7月に転業者選定方法試案を発表、次いで9月に「小売店舗整理並に

転業者選定方法に関する指針」を決定した116）。微妙な問題であるだけに、「指針」は実に細か

な点にまで言及し、長文のものとなっている。いま、大きな流れと考慮要因を摘記すれば以下

の通りである。

転業者の選定は、1.必要店舗数と店舗整理数の決定、2.整理店舗の具体的決定、3.転業者

の具体的決定の3段階に分けて行われるものとされる。まず第1の必要店舗数の決定について

は、「戦時下に於ける配給の円滑適正化を図り併せて労務の充足を期すると共に国民生活を安

定せしむることを目途として、先づ一定地区内に於ける必要店舗数と之が適正なる配置状態に

つき審議し店舗の整理数を決定すること」を基本方針に、必要店舗数、適正規模経営の推定方

法、適正規模経営の業種別特異性、必要店舗数決定に際し留意すべき業種別特異性、店舗の位

置分布をいかに考慮するかが、細かく指摘されている。

第2の整理店舗の具体的決定については、「整理店舗の選定に当りては国家の負託に応え得

る優秀なる配給能力を有すると共に戦時下の与へられたる条件に於て公正にして且つ合理的な

る経営をなし得べき店舗を残存せしめ、かゝる要求を充足し得ざる店舗を整理することを目途

となすこと」を基本方針に、店舗選定条件、選定条件の組合せ方、重点の置き所を詳細に示し

たうえで、上の第1によって算出された店舗整理予定数より5割多くの店舗を選定して、これ

を「整理候補店舗」とすることが指示される。

第3の転業者の具体的選定については、「整理候補店舗中より転換の難易を参酌して転換業

者を選定すること」を基本方針に、まず「希望による転業者の選定」を行い、これが店舗整理

予定数に満たない場合には「特定の基準による転業者の選定」を行うこととし、その際の留意

事項を詳細に指摘している。なお、希望によるか否かに関わらず、転業者には同じ共助金が支

給されるよう指示している。
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この「指針」は9月21日に商業組合中央会と商業報国会中央本部の共同指示として発表さ

れたものであってみれば、以後、各地ではこの「指針」を基礎に整備方法が具体化され、整備

が進められていったものと考えて差し支えないだろう。

3.2.5 商工委員会調査答申書

商工省は各ブロック別に地方会議を開催し、小売業整備の趣旨の徹底を図ると共に、府県別

の中小商工業再編成協議会の設立・運営の指示を与えた上で、1942（昭和17）年7月に各府

県の業種別整備案を9月15日までに提出するよう指示する一方 117）、8月から当面の最重要問

題である産業再編成、物資配給、公価維持の3問題を提げて全国的に現地調査を行った。この

現地調査を、朝日新聞は社説で「従来ややもすれは、統制経済は当局が机上で立案し、これを

実際社会に施行しようとするかの印象を与えがちの気味もあったのであるが、このたびの商工

省委員による現地調査はかかる非難を一掃する上に頗る有効なるべきことは信ぜられる。」と

歓迎の方向を示した118）。

商工省委員からの答申は、その前文 119）で、「小売業の整備は生活必需物資の適正配給およ

び公定価格維持の基礎条件なり」と位置づけ、転廃業と産業転換の円滑な進展を期待する一方

で、「しかれども中小商工業者に転廃業の覚悟あるにかかわらず時局産業その他これを収容す

べき分野において即応すべき体制の整いおらざる憾みあり。殊に職業転廃の全国的計画性、綜

合的労務動員計画の欠如は産業再編成の実体を不明確ならしむるものなり、よろしく速かに職

能再配置をも加味したる綜合的労務動員計画を樹立すべし」と訴えた。総量として時局産業で

の労働力不足は明らかであったはずである。にもかかわらず、転廃業者を適切に再配置できな

かった様子がうかがえる。さらに、共助施設についても、「転廃業者の共助施設については生

活援護の性質上共助金の支給に不均衡なきよう措置する要あり、これが対策として例えば府県

単位の共助団体を設置する等の方法を考慮すべきもこれが運用に当りては遅れて転廃業するも

のが厚く保護せらるるか如き矛盾の絶対に生ぜざるよう特に留意すべきものなり」として共助

金を扱う広域機関の設置を促した。

委員会答申は、大きく「国策の綜合一元化 時局産業地方分散の要 産業再編」「勤労訓練所

増設」「指定生産品を増加 製造者の責任商標添附 公価維持」「高能率の機構確立 小売商の時

間売是正 物資配給」の4項目について、それぞれ「国策に関する事項」と「事務的の事項」

に分けて記述した（但し、「勤労訓練所増設」については「事務的の事項」のみ）。以下、その

中から、小売業に関連するものに限り主要な点について簡単に触れる120）。

まず、「過去における政府の企業整備に対する態度方針が或は維持育成或は企業合同に依る

整備等、事変発生以来の各種段階に応じたる事情は之有も確固不動とはいい難かりし為、幾分

消極的にして日和見的たりしこと否定し難し、企業整備当面の中核たる小売業整備は昨冬以来

の時局の深刻化に伴い、機構の整備に依る配給の適正円滑と労務の供出との為必至のものにし
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て其方途は抜取整備に依るべきものなる以上、政府は此際其目標及び方針を明確に強調して業

者の深き理解と全幅の協力を要請すべきなり」として、政府に「中小商工業整備に対する目標、

方針、態度を明確に宣明する」ことを求めた。1942（昭和17）年5月の「小売業整備要綱」

が整備の方法を従来の「統合整理」から「抜取整理」へと転換したことは既に述べたが、その

ことが現場でなお混乱をもたらしていたことを窺わせる。

「大東亜戦争完遂の為に国民総動員体制を緊急に確立するの要あり、即ち産業再編成は高度

の総合的労務動員計画を必要不可欠の条件とす、今日迄の労務動員計画は部分的にして徹底を

欠き到底時局の要請に応じ得らるるものに非ず、故に新に緊急に職能再配置を目標として広範

囲総合的の総動員計画を樹立し斯かる総合計画の一環として中小商工業転廃業問題を取扱い其

の転出を計画化すべきなり」との指摘は、前文での指摘にも対応するもので、「企業整備」と

表裏をなす「労務動員計画」の遅れを指摘するものであった。

また、「小売商業と産業組合、農林水産関係団体及び百貨店との調整を図ること従来産業組

合と商業組合又は小売業者との間の対立は深刻にして時局重大の折頗る遺憾とした所であるが、

今や必勝態勢下の国策に呼応して中小商業が整備せられ多くの転廃業者を出すに際し、産業組

合、農林水産関係団体、百貨店（百貨店に就ては売場面積縮小等既に整理の一端観収せらる）

等が等しく配給部門に属しながら整備せられず却って中小商人が整理せられたる後釜へ此の機

に乗じて乗り込み来るが如きことあらば、転廃業者の尊き犠牲に対しても断じて許容し得ずと

の意向が相当に強烈なるものがある。政府は此等各配給面を業種又は地域によりて適当に均し

く整備してかかる懸念を一掃すべきである」との指摘がある。小売業が川上、川下の両方から

の進出に頭を痛めてきたことは既に見たし、「小売業整備要綱」はこの点について小売業の地

位を約束したはずであったし、商業組合主事の坂田武雄が「産業組合との事業分野の調整は当

面の緊急事項である。産業組合との調整が行はれなければ、農村に於ける小売業の整備は事実

上進捗し得ない」と述べていた121）。しかし、その懸念にもかかわらず、産業組合をはじめとす

る関連団体との調整が進まない中で、小売業の整備が進行したことを物語るものと言える122）。

「高能率配給機構の確立」に関しては、「物資を食、衣、住、其他の4部門に分ち、軽重、緩

急に応じて夫々高能率配給機構を確立すること」を提唱し、物資の保存可能性や需要の季節性

等によって、配給機構整備の方法が変わることを指摘すると共に、「消費者部門に対し合理的

消費と消費節約の国家的意義の徹底を図ること」を求め、家庭生活を第一義とした配給機構の

整備等を求めた。

以上は「国策に関する事項」の一部であるが、「事務的の事項」の中では、「特に地方都市に

於ては業種別整理要綱のみにては整理の実施方法、共助金の支給等複雑困難なる事情存するを

以て、兼業整理の方針並に共助金支給の方法に付明確なる具体的方針を明示し、地方再編成協

議会の活動を推進して整理を促進するの急務を痛感す」として、業種別の整備と兼業店の問題、

共助金の支給方法についても明確な方針を求めた。また、従来は共同仕入れ、共同保管等の共
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同利益の確保を第1目的としてきた商業組合も、「統制経済下に於ける生産性の昂揚、資材の

有効的利用、配給の適正円滑が企業整備に依りて目論まれ居る以上従来の商工組合の性格は

180度の転換を為すべきは必至の勢なり」と、商業組合制度が時代に合わなくなったことも指

摘した。その外、生活の不安を抱えて転廃業する人に対して、国家が「顕彰方法を講じて時局

即応の勇猛心を振起せしむる」ことや、共助施設の公平性を確保するためにも府県を単位とす

る共助施設団体を創設すると共に全国的施設について考慮すること、共助金に対する篤志家の

寄付については必要経費とみなして非課税とすること等を求めた。

この現地調査は「整備要綱」が発表されて3～4ヶ月後に行われたものであるが、この報告

書を見る限り、現場では多くの混乱があったといっても過言ではない。基本的な整備方法が揺

らいだだけではなく、産業組合等との利害調整が進まない中で、物資の特性を十分に考慮した

とは言えないまま、業種単位の整備が進められ、それが配給機構の不備や共助金の不公平を招

くなど、相当の問題があったことが窺える。上に引用した『朝日新聞』社説は、今後ともこの

ような調査が継続されると共に、地方の生産者、配給業者、一般消費者などの「下よりの報告

および注文に対しても、親心をこめた顧慮が払われて然るべきであろう」と注文するとともに、

「如何に当局が苦心し業者が隠忍しても、個々の消費者としての国民の生活態度が乱れるなら

ば、全経済機構には空罅が入るのほかないことをこの機会に強調しておきたい。」と述べて、

国民に対しても生活態度の改善を呼びかけた123）。この報告書の指摘に沿って、その後、整備

計画は修正されながら、整備そのものは加速していくことになる。

注

1）日中戦争に先立つ1931（昭和6）年9月、関東軍が南満州鉄道を爆破する柳条湖事件が発生、これ

がやがて日中戦争へとつながるきっかけとなる。1933（昭和8）年3月には満州侵攻の正当性が認めら

れないことを理由に国際連盟からの脱退を通告し、以後、国際的に孤立化の道を歩んでおり、盧溝橋

事件によって突然、戦時体制に突入したわけではない。

2）東亜問題調査会（1939）1820頁。移民募集に当たっては「王道楽土」「五族協和」といったスロー

ガンが掲げられたが、実際には応募は進まず、経済的に行き詰まった地区を指定して「分村」として

として移民を進めたほか、1937年からは「満蒙開拓青少年義勇軍」が組織された。この義勇軍を含め、

実際の移民団は27万人とも32万人とも言われているという。現地における農地の収用も含め、詳し

くは「満蒙開拓団」（http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/0815-manmou-his.htm）を参照（閲覧

日：2018年2月24日）。しかし、この開拓団の結末は悲劇的であった。山崎（1991）は「開拓団員と

は、当時の日本国内の人口、食糧問題の解決のために満州へ送り出された貧しい小作農民とその家族

たちで、国家の政策に騙されて、大地の荒野に打ち捨てられた棄民以外の何ものでもなかった。」と書

いた（9697頁）。

3）統制三法とは「臨時資金調整法」「輸出入品臨時措置法」「軍需工業動員法の適用に関する法律」の

3つの法律とを指す。

4）日清、日露戦争の費用は「戦争と経済の真実―戦争にはどれくらいの費用がかかるのか？」The

CapitalTribuneJapan（http://www.capital-tribune.com/archives/1）による（閲覧日：2018年
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2月24日）。同記事によれば、太平洋戦争の総経費は1,900億円にのぼり、開戦時のGDP比は日清戦

争の0.17倍、日露戦争の0.6倍に対して、実に8.5倍（国家予算の7.2倍）に達した。

5）大谷（1943）15頁。

6）「戦時経済一ヶ年（1～6）」『大阪朝日新聞』1938年6月27日～7月6日（日本28065）。

7）東京朝日新聞の記者はこれらがまさに「泥縄式」で、「熟練工の促成養成という言葉自体がちょっと

皮肉」と指摘している。（「戦時経済の実相（1～14・完） 本社記者の解答問答」『東京朝日新聞』1938

年7月19日～8月2日（日本2873）中、「（14）失業対策の急務 転業、転職の指導へ」。

8）「戦時施設の御手並拝見（1～7・完）『大阪朝日新聞』1938年7月19日～7月30日（日本28072）

中、「（4）戦時労働軍の精鋭部隊養成 一ヶ年で立派な熟練工 国立機械工養成所」。

9）安藤（1994）232233頁。

10）大原社会問題研究所（1941）324328頁。あわせて、土屋（1943）9697頁。

11）「中小商工業者転失業問題（1～11）」『読売新聞』1938年9月4日～9月24日（社会政策11 159）

中、「（2）転業はどうするか“世紀の産業”再編へ日本商工会議所副理事依田信太郎氏談」。

12）日本政治研究室（1942）222223頁。あわせて、氷室（1939年）7173頁参照。

13）「物資総動員の邁進（1～20）」『東京日日新聞』1938年7月15日～8月17日中、「（19）新産業構成
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15）土屋（1943）97頁。

16）「中小手工業者転失業問題1～〔11〕」『読売新聞』1938年9月4日～9月24日（社会政策11159）中、
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ける池田蔵商相の発言。

17）同上中、「（9）（下）転業に計画性付与 軍需工場への過大期待は禁物 陸軍省戦略課長 中西貞善」。

18）松井（01941）7頁。

19）「物資配給機構整備 産組中央会から建議」『大阪毎日新聞』1940年4月17日（産業組合8106）。

20）公開経営指導協会（1979）272273頁。

21）「転換・転業対策の検討（上・中・下）」『大阪毎日新聞』1939年6月22日～6月24日（社会事情7

151）中、「（上）転換未だ停頓 産業再組織要求」。

22）公開経営指導協会（1979）271頁。以下、本稿での段階区分は同書による。

23）土屋（1943）95頁。

24）山田（1942）57頁。

25）公開経営指導協会（1979）は、商業報国運動を詳細に記述するほか、「挺身まこと会」「日本商士隊」

の動きのも触れている（1～200頁）。

26）安田（1939）1319頁。

27）「きょう本会議劈頭再投資取消し 幹部一任 議事特削除」『大阪朝日新聞』1940年2月3日（議会

政党および選挙45033）。

28）「『斉藤氏除名』を宣告す 懲罰問題ここに解決 衆議院本会議」『大阪朝日新聞』1940年3月8日

（議会政党および選挙46017）。なお、斎藤の演説は下記に全文が掲載されている（「斎藤隆夫衆議院
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29）伊藤隆（1994年）251259頁。

30）「経済新体制確立要綱」（https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00294.php）（閲覧日：2018年

2月24日）
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日（経済政策31110）。

37）日本政治研究室（1942）217220頁。あわせて、松井（1941年）2234頁参照。松井によれば、増
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38）大越（1943）45頁。

39）藤林（1943）7頁。

40）通商産業省（1963）318頁、公開経営指導協会（1979）274頁。

41）「新経済体制への前進」『大阪朝日新聞』1940年9月6日～24日（経済政策30054）中、「（8）透徹

せぬ商業再編目標」）。

42）「中小商工業者に対する対策」通商産業省編（1963）（http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/

bib00279.php）（閲覧日：2018年2月24日）。

43）「新機構における小売業者」『大阪毎日新聞』1941年1月11日（統制経済3002）。
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46）以下、要綱本文は、松井辰之助『新配給体制』（富山房、1941年）付録18頁による。

47）松井（1941年）7頁。

48）「新機構における小売業者」『大阪毎日新聞』1941年1月11日（統制経済3002）。

49）松井（1941）210頁。

50）松井（1941）1119頁。但し、以下は同、2062頁による。

51）松井（1941）6399頁。
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53）「転業問題の現況（一～七・終）」『報知新聞』1941年6月5日（統制経済1（2）128）中、「（五）余
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66）「中小商業整理の目標（上・中・下）」『中外商業新報』1941年9月4日（経済統制1（2）213）中、

「（上）目標転換を要す“国家総力発揮の為”へ」。
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んでいない（伊藤萬商店経済調査課、1942、176177頁）。

68）同上（中）。『中外商業新報』1941年9月4日。

69）伊藤萬商店経済調査課（1942年）164頁。

70）「中小商工業の再編成並に職業転換促進に就て」（大阪実業組合連合会、1942年）3941頁。
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第二次大戦下の小売業整備（石原） 85



日（統制経済2 183）、「自治的共助推奨 遺家族の業務は継続」『大阪毎日新聞』1942年4月22日
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75）同じ高橋担当官は、京都商工会議所における講演で、物資の配給と労務の充足は表裏一体であると
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正化といふことが重い」と述べ、配給機構整備が主であることを強調している。（京都商工会議所、

1942、3頁。）

76）坂田（1942a）6768頁。

77）京都商工会議所（1942年）2頁。

78）坂田（1942b）6466頁。

79）坂田（1942a）64頁。

80）高橋（1942）75頁。

81）竹島（1943）22頁。

82）京都商工会議所（1942年）45頁。小売業における企業統合がサービス低下をもたらしたという指

摘は多いが，実際にどのような不都合があったかは必ずしも明らかではない。その中で、伊藤萬商店

経済調査課（1942）は、『大阪新聞』1942年4月22日付の記事から、ほぼ次のような内容を紹介して

いる。すなわち、大阪商工会議所の調査によれば、結成された有限会社のうち59.7％が政府が企図し

た配給業者としての資格がなく、また過半の業者が配給業者として国家の要請に副い得ない弱体業者

であった。さらに、品物がありさえずればパンやうどんのような非耐久財でも一度に1ヶ月分を配給

してしまう一方、卸商からの配給がなければ、仕入努力をせず「品物がありません」と言うようなサー

ビスの著しい低下が見られたという（183頁）。

83）「小売整備と経済的階調」『大阪朝日新聞』1942年4月23日（統制経済2180）。

84）坂田（1942a）65頁。

85）坂田（1942a）6974頁。

86）高橋（1942）79頁。

87）坂田（1942b）59頁。

88）坂田（1942b）5960頁。

89）竹島（1943）23頁。

90）京都商工会議所（1942）68頁。

91）ここでは詳細に立ち入らないが、転廃業支援（促進）策はこうした経済的支援だけではなく、模範

転廃業者に対する表彰制度および優良転廃業徽章の設定も行われた。（「産業再編成に新政策 共助金

制を強化拡充 単位改変、支給基準設定」『日刊工業新聞』1942年10月1日（経済政策32114）。

92）この法律に先行して、1940年12月に財団法人国民更正金庫が設立されるが、法の施行に伴って国民

更正金庫に引き継がれる。新会社の資本金は2千万円で、内1,900万円を政府が出資した。さらに、

1942年2月に政府の出資により3千万円増加し、資本金は5千万円となった。

93）不動産経済研究所（1941）7475頁。
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94）但し、宅地建物等価格統制令による制約がある場合には統制価格が上限となる。

95）工業が主たる対象であるが、1942年8月末までの1年あまりの間に、全国での評価件数約27,000件、

評価額約6,400万円、更生貸付は約25,000件、貸付金額は52,000万円に上った。（大阪商工会議所、

1943、附表5による）。

96）以上、国民更生金庫の業務内容については、高橋（1942）84 86頁による。あわせて不動産経済研

究所（1941）7478頁参照。

97）近江（1942）8182頁。

98）「転廃小売業者手持ち商品、電話等は時価で 資産評価新基準決る」『中外商業新報』1942年9月24

日（統制経済3051）、「小売業者資産評価三十種に基準決定 商品、什器等は何れも時価」『大阪毎日

新聞』1942年9月24日（統制経済3054）。

99）以下、この小売業評価基準についての解説は、特に注記する以外は、村本（1942）3240頁による。

100）近江（1942）83頁。

101）村本（1942）は設備財産の評価を帳簿価格で行うか、再調達価格で行うかの問題があるとしたうえ

で、転廃業者に減価償却を期待することはできず、被譲渡者が事業の継続を予定しないことから再取

得価格も適当ではなく、調達価格を以て評価することとしたと述べている。

102）近江（1942）82頁。

103）商工経営研究所（1942）14頁。

104）商工経営研究会（1942）446頁。

105）「小売業者資産評価を新基準で有利に 転廃業急速に進まん」『大阪朝日新聞』1942年9月23日（統

制経済3048）。

106）公開経営指導協会（1979年）301頁。

107）『小売業資産評価に関する解説』（室蘭商工会議所、1942年）12頁。

108）稲川（1943）2829頁。

109）中井（1942）384 386頁による。なお、共助金は個人で受け取る場合には原則として非課税扱いと

された（銚子商工会議所、1942年、3235頁）。

110）豊田（1942）81－84頁、146－149頁。なお、豊田は商工省振興部長であった。

111）高橋（1942）83頁。

112）中井（1942）372373頁。

113）中井（1942）412頁。

114）荒木（1943）1216頁。大越（1943）6頁も同様の懸念を示している。

115）高橋（1942）7475頁。

116）公開経営指導協会（1979）303305頁には「試案」の概要が紹介されているが、「指針」本体は商業

報国会中央本部（1943）4452頁に収録されている。内容に大差はないが、「指針」では「試案」から

「第4．整備計画の樹立実行に関し留意すべき事項」が消えている。本体で削除されたのか、転載上の

省略かは確認できない。あわせて、「小売業整備 商組中央会で成案」『大阪朝日新聞』1942年7月25

日（統制経済3 035）、「小売店舗整備指針 商組中央会・傘下商組に通牒」『大阪毎日新聞』1942年

7月25日（統制経済3036）参照。

117）「各府県小売業整備案九月十五日までに提出」『大阪朝日新聞』1942年7月23日（統制経済3033）。

なお、公開経営指導協会（1979）は61万小売店舗のうちの30％、約17万7千店を整備の目標とした

としている（297頁）。

118）「商工省委員の答申 社説」『朝日新聞』1942年10月12日（経済政策32122）。
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119）「転廃業者の共助完備適正配給の堅持を期す 直に現地で活動調査 商工委員の答申」『大阪毎日新

聞』1942年10月11日（統制経済3059）。同記事には答申本文の骨子が掲載されている外、「現地調

査書答申骨子」の前に「現地調査答申」があり、これを「前文」と判断した。なお、次注『中外商業

新報』記事には、答申書の本文全文が掲載されているが、この「前文」は掲載されていない。

120）以下、答申書の内容は「商工省委員調査答申書」『中外商業新報』1942年10月11日（経済政策32

120）による。

121）坂田（1942c）53頁。

122）『産経新聞』も「一方においては小売業者が整備の俎上に乗せられている時、他方において産業組合

が自由放任のまま整備された小売業者の地盤に侵入する等のことがあっては折角国家の要請に基さ転

換せんとする小売業者に対して心理的動揺を与え、延いては産業編成の進展に悪影響を及ぼす」とし

て、この指摘を指示した。（「配給機関の分野調整 産組等関係団体の整備急進せん」『産業経済新聞』

1942年11月21日（市場9064）。

123）「商工省委員の答申 社説」『朝日新聞』1942年10月12日（経済政策32122）。
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Compulsory Readjustment of the Japanese

Retailers Sector during World War Ⅱ

Takemasa Ishihara

Summary

During the war, almost any aspect of the economy was required to shift their

resources to war industries. The production facilities of peacetime industries

were encouraged to convert the production of various kinds of munitions, which

resulted in a reduction in the amount of distributable consumer goods and a

lower quality of life for Japanese citizens.

Originally, the retail industry had been often appointed as in the state of the

pool of excessive labors or the potential unemployed. The reduction in the pro-

duction of consumer goods highlighted the excess labor in the retail industry.

The transformation of the economy to the war industries required a massive

shift in the labor supply, and the retail sector was regarded as the best potential

supply of labor.

In the early stages of the war, the government expected retailers to make this

shift voluntarily. However, because of their lack of technological ability, the

actual labor shift was quite limited. After 1940, the government clearly expressed

the need for a labor shift from the retail sector, and offered monetary compensa-

tion in exchange. The whole process of this shift was known as the “readjust-

ment of retailers.” By the end of the war, the retail industry had been almost

completely destroyed by this readjustment.

In this paper, the author attempts to describe the background and detailed

process of the labor shift from the retail industry caused by compulsory govern-

mental readjustment.
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