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戦争と中小企業 
─戦時経済下の中小工業動員を中心に─

植田　浩史
（慶應義塾大学）

要　　旨
　日本の中小企業が戦争とどのように向き合ってきたのかというテーマに対し，本論では1937
年７月の盧溝橋事件以降進展する戦時経済と中小企業，特に中小工業の関係について考察した。
本論での課題は，第１に，戦時経済統制が深化する戦時期の中小工業の戦時生産への動員（下
請工業化，協力工業化）や植民地支配への動員について，具体的な姿を紹介しながら，その特
徴を考察する。第２に，この時期に展開した中小工業の満洲移駐について紹介し，その特徴に
ついて考察する。1939年から始まった中小工業の満洲移駐は，日本が実質的に支配する「満洲
国」の産業発展への貢献と転失業問題が浮上した日本国内の中小工業の新たな事業の場の構築，
という２つの課題に同時に対応する形で進められた。本論では先行研究ではあまり触れていな
い，実際に満洲移駐に参加した中小工業の事情について検討する。第３に，中小工業の戦時期
の動員について，政策，制度の動きだけではなく，個別の中小企業の動向にも注目する。
　上記の課題に対して，本論では２節で1937年盧溝橋事件以降の全体的な動向について触れ，
３節では大阪を対象に具体的にどのように展開していったのかについて見た。４節では，中小
工業の満洲移駐について，特に1940年度の移駐事業と移駐事業に参加した中小工業について述
べた。
　以上の分析の結果，次の点が示された。戦時期の中小工業は，戦争による統制経済による原
材料不足，輸出の困難，事業活動の規制，によって事業継続が困難となった。その一方で，個
別の工場あるいは工業組合に組織され，下請工場として戦時生産へ動員されていくものもあっ
たが，民需関連業種に属していた多くの中小工場は，企業整備によって事業活動が停止してい
た。そして，一部の工場は，満洲などへの移駐に動員されていった。
　こうした状況については，次の点に注意したい。第１に，工業組合制度の展開，強化と相まっ
て零細規模の工場を含めて根こそぎ動員が徹底したことがあげられる。根こそぎ動員の先には，
軍需部門への動員，企業整備，海外への移駐，といった戦時期特有の状況が待っていた。第２
に，中小工場は，時代の大きな波に飲まれ，翻弄された面とともに，親工場を決める，満洲へ
の移駐を決定するなど，重要な場面では「主体的な選択」が存在していた。しかし，「主体的
な選択」は，オプションが限られていること，「選択」に際しての規範（例えば戦争への協力，
国家への協力など）は事実上強要されていたこと，から決して自由な選択ではなかった。戦争
下での中小企業は，中小企業らしい自由さと発展の可能性を著しく抑圧されていた。
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扱う内容は，1937年の盧溝橋事件以降に戦時経
済体制が強化されるなかで，中小企業がどのよ
うに戦時体制に組み込まれていくか，であり，
「戦争と中小企業」という大きなテーマの一部
である。
　第２に，「中小企業」の対象である。そもそ
も中小企業という用語は1930年代から新聞，雑
誌等で目につくようになり，戦時期には「中小
企業整備」という形でしばしば用いられるよう
になった。さらに，戦後の中小企業庁設置によっ
て一般的に定着していく3）。本論で中小企業と
いう場合，それぞれの時代の大規模な事業体に
対する小規模な事業体を指し，それぞれの時代
において中小企業と呼ばれていたわけではない。
　第３に，中小企業の戦争へのかかわりという
場合，受動的に戦時期の統制経済に組み込まれ
ていく過程に注目する場合が多いが，逆に戦争
を能動的に利用していく過程に注目する視点も
重要である4）。現実には，戦時期における特殊
な経営環境の下で，個々の中小企業や組合は，
自らが生き延びるための選択を迫られている。
中小企業の戦争へのかかわり方についても，そ
うした特殊な経営環境という客観的な状況と，
政府などからの圧力，その中での個々の主体の
選択，というように多様な視点から考えていく
必要がある。
　以上のように，「戦争と中小企業」をテーマ
にする場合，研究課題と対象も多岐にわたる。
本論では，以下の課題に絞って検討を加えてい
くこととする。
　第１に，本論で対象にするのは，1937年７月
の盧溝橋事件以降，戦争状態が拡大し戦時経済
統制が深化する戦時期の中小工業の戦時生産へ
の動員（下請工業化，協力工業化）や植民地支
配への動員の過程の考察である。この時期の中
小工業の動員などについてはすでに重要かつ詳
細な研究がいくつか存在している5）。本論では，
これまでの議論を踏まえながら，動員がどのよ
うな過程で進んだのか，具体的な姿を紹介しな
がら，その特徴について考察したい。

1　はじめに

　第２次世界大戦以前（戦前期）の日本は何度
もの大きな戦争を経験した。戦後は日本国憲法
による平和主義のもと，直接戦争に参加するこ
とはなかったものの，朝鮮半島やベトナムなど
近隣地域では何度も激しい戦争が生じていた。
今日においても，世界各地で戦争が絶えること
はなく，日本も戦争と全く無関係でいるわけで
はない。武器輸出三原則が撤廃され，安保法制
（戦争法）が制定された現在，日本経済，日本
社会が戦争と関係を持つ可能性は従来以上に高
くなっている。
　戦前期から日本に広範かつ大量に存在してい
た中小企業は，戦前期に日本が関わってきた戦
争や戦後には海外で生じてきた戦争と直接的あ
るいは間接的に，さまざまな形で関係してきた。
本論では，日本の中小企業が戦争とどのように
向き合い，関係を持ってきたのか，について歴
史的に考察することを課題としている。なお，
「戦争と中小企業」という大きなテーマを問題
にするうえでは，以下の点に留意する必要があ
ると考える。
　第１に，「戦争」が指す内容である。戦争は，
国家の軍隊による，他国等への武力を用いた暴
力的な手段を指し，実際の戦闘が行われている
状態をおもに意味する。したがって，戦争と中
小企業という場合，実際の戦争とどのように中
小企業が関わっているのかが，第一の考察の対
象になる。但し，戦争を広くとらえるならば戦
争に向かう風潮，具体的にはナショナリズムや
排外主義，ファシズム，帝国主義的な海外進出
などとの関係も重要になる1）。また，戦争に至
る過程，戦争中だけではなく戦争直後の中小企
業の状況も戦争の影響という点で，戦争と中小
企業というテーマの対象となりうる。さらに，
第２次世界大戦後については，他国における戦
争と中小企業がどのように関わってきたのか，
も重要な論点となりうる2）。なお，本論で取り
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　第２に，この時期に展開した中小工業の満洲
移駐について，やや詳しく紹介し，その特徴に
ついて考察する。中小商工業者の植民地や日本
の勢力圏（帝国圏）への展開は，日本の帝国主
義化にともなって進んでおり，日露戦争後に租
借地となった大連には多くの商工業者が事業を
営んでいた（柳沢［1999］）。1931年の柳条湖事
件以降，日本軍は中国東北地域を占領し「満洲
国」（以下は「」を外す）を成立させて以降，
さらに満洲地域への商工業者の進出は増大して
いった（鈴木編［2006］）。一方，日本では，
1937年盧溝橋事件以降，企業整備や原材料不足
が進み，中小工業の経営環境は悪化していた。
そこで，30年代末に満州国の産業発展への貢献
と日本本土の中小工業の新たな事業の場の構築，
という２つの課題に同時に対応する形で進めら
れたのが中小工業の満洲移駐であった。中小工
業の満洲移駐については，張［2014］が，日本
側，満州国側の双方の思惑を中心に詳しく論じ，
両者の思惑が「呉越同舟」であり，実績も目論
見どおりには進んでいなかったことを指摘して
いる6）。本論では張があまり触れていない，実
際に満洲移駐に参加した中小工業の事情につい

て検討する。
　第３に，中小工業の戦時期の動員について，
政策，制度の動きだけではなく，個別の中小企
業の動向にも注目したい。個別の中小企業のレ
ベルで何が起きていたのか，にも焦点を当てつ
つ，戦時期の特徴について検討していく。
　以上の点を課題に，本論では２節で1937年盧
溝橋事件以降の全体的な動向について触れ，３
節では大阪を対象に見ていく。４節では，中小
工業の満洲移駐について触れていく。

２　戦時経済の深化と中小企業

（１）昭和恐慌と中小商工業問題
　第１次世界大戦のブーム期が終わった1920年
代は慢性不況期と呼ばれたが，その一方で，都
市化，消費生活の変化は着実に進んでいた。大
都市部では，小規模な小売業の増大，百貨店な
ど新しいタイプの小売業が発展するなど小売業
の大きな変化が見られた。また，製造業でも独
立開業する中小工場が増え，中小工場数が増大
していった（図表１参照）。
　1920年代に増加した中小商工業は，昭和初期

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1920年 1925年 1930年 1935年 1940年

工場数

100-499人
50-99人
15-49人
5-14人

図表１　工場数の推移

注）職工数5人以上。
出所）通商産業大臣官房調査統計部編『工業統計50年史資料編1』（1961年）より作成。
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に不況の影響を大きく被る。1927年の金融恐慌
に始まった昭和恐慌期には，農村と都市部の中
小商工業の疲弊が問題とされ，その救済が国と
地方政府によって検討された。昭和恐慌期は，
中小商工業＝中小企業に関わる問題が，本格的
に政策課題として取り上げられ，組織化，金融
対策など戦後にもつながるさまざまな政策が，
国，地方政府ともに実施された。こうした点で，
昭和恐慌期は日本の中小企業政策のスタートと
位置づけられる（図表２参照）。
　また，1930年代には，日本資本主義の発達を
どう見るかで議論が行われた日本資本主義論争
の影響を受けながら，欧米と比較した日本の工
業力の後進性と中小工業の存在形態を関連付け
て考察する研究や調査が行われた。30年代には，
大都市部で中小商工業問題が重視されていたこ
とから，大都市部を中心に大規模な実態調査が
行われていたことも，こうした研究を発展させ
るうえで重要な役割を果たしたと考えられる。
当時の議論では，中小零細工場の低労働条件，
収益性の悪さが日本工業の生産性や技術の発展

を抑制しているという見方が多かった。中小零
細工場の多くが下請関係に組み込まれていたこ
ともあり，下請について本格的な研究が始まっ
たのもこの頃であった（植田［2004］）。

（２）日中戦争と中小企業
　昭和恐慌後の高橋財政期には，景気回復，輸
出増によって，さらに中小工場数は増大した。
しかし，1937年７月の盧溝橋事件以降進む日中
戦争の本格化，長期化にともなって原材料の取
得難，輸出の不振，労働力不足などが生じ，中
小工業に大きな影響を与えた7）。影響の現れ方
は，業種，需要先，地域，企業規模などによっ
て一様ではなく，拡大する軍需関連下請などで
は活況を見せていたものもあった。
　1938年６月近衛内閣のもとで改定物資動員計
画基本要綱が発表され，物資統制が強化される
にいたり，中小工業をめぐる環境は大きく変化
する。改定物動計画は，軍需関連産業の拡大を
目指し，民需部門の輸入原材料，資材の使用を
大幅に制限するものであり，民需関連の中小工
業は大きな影響を受けた。盧溝橋事件及び改定
物動計画によって生じる失業者数は1938年８月
の厚生省職業部の推定で40万人近くとされ，整
理・淘汰されていく中小工業対策が大きな問題
となっていた8）

　こうした中で，1938年７月に設置が決まった
政府の失業対策委員会では，８月には失業対策
要綱を策定し，商工省でも９月に「物資需給調
整強化ニ伴フ商工業者ノ転業対策ニ関スル件－
転業対策要綱」が決定されるなど，厚生省によ
る失業対策，商工省による転業対策がこの頃か
ら進められた9）。商工省が実施した転業対策の
課題は，経営不振に陥った中小商工業を軍需産
業，輸出産業，代用品産業に転換させ，軍需の
充足，輸出振興を図ることにあった。転業対策
は，①商工省，地方庁での転業対策担当組織の
設置，②転換を促進させるための講習会の開催，
商工相談所の設置，③転換に必要な設備を工業
組合に設置させるための補助金の交付，④金融

図表2　中小企業関連年表
年 中小企業関連事項

1925年 重要輸出品工業組合法

1927年
商工省に商工審議会設置 ( 金融恐慌後
の中小工業問題などを審議）

1928年 東京市金融保証制度実施

1930年 大阪府損失補償制度実施

1931年 工業組合法

1932年 商業組合法

1936年 商工組合中央金庫設立

1937年
東京に信用保証協会設立

工業組合法第3次改正

1940年
機械鉄鋼製品工業整備要綱、この頃か
ら業種ごとの整理統合 ･企業整備が進
む

1943年 商工組合法
出所）筆者作成。
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の斡旋，などが具体的な対策として実施され，
工業組合，商業組合を活用した集団的転業が進
められた。転業促進と並行して1939年に工業組
合法改正（工業小組合制度の新設など），中小
工業の大陸移駐，中小工場の合同化，40年にな
ると有限会社制度による集団転業の促進などが
実施された10）。

（３）工業組合制度の拡充
　日中戦争の激化により，工業用資材などの不
足が深刻化し，資材の配給も中小工業にとって
重要な問題となっていった。こうした転業促進，
資材配給について，重要な役割を果たすことが
期待されていたのが工業組合であった。工業組
合は，1931年重要輸出品工業組合法の改正とい
う形で工業組合法が制定され，工業組合の適用
範囲は，輸出向け，内地向けの区別なく一般重
要工産品に広げられたのをきっかけに，設立数

は1931年末に152，1935年末662，36年末850と
増加していた。但し，日中戦争以前の段階では
多数の中小工業にとって工業組合は無縁の存在
であった。
　しかし，工業組合制度は，盧溝橋事件直後の
1937年９月に工業組合法第３次改正によって工
業組合の業種指定がはずされ，統制命令の発動
条件の緩和，統制組合の法制化が行われた。工
業組合が工業者に対する物資配給機関として活
用され，戦時統制経済のもとで行政の代行的業
務を担っていくようになる条件がこの３次改正
によって成立した11）。工業組合はこうした統制
経済下に付与された新たな役割によって設立が
急増していく（図表３）
　1930年代後半には，中小工業は，工業組合を
通して陸軍，海軍からの受注を行うようになり，
こうした工業組合を下請関係工業組合と呼んで
いた（植田［2004］85 ～ 96頁）。工業組合法の
改正による工業組合数の増大は，下請関係工業
組合の増大にもつながり，鉄工，木工関係の下
請関係工業組合数は，1936年12月末の51が37年
10月末には150へと３倍に増大した。陸軍，海
軍関係の仕事の受け皿としての下請関係工業組
合の設立は，盧溝橋事件の前後から広がりを見
せていく。
　このころどういった中小工業が下請関係工業
組合として組織化されたのか，宮城県の事例を
見てみよう（図表４）。宮城県には，1937年時
点では，仙台，石巻，塩釜，気仙沼の４つの鉄
工業組合と宮城県鉄工業組合聯合会が下請関係
工業組合として存在していた。その後鉄工関係
では，新たに宮城県鍛冶雑品工業組合などが設
立されたが，図表４からは既存の４つの組合と
比べ，鍛冶雑品工業組合は生産品目も，工場当
たりの従業員規模も差があることがわかる。文
字どおり鍛冶屋までもが工業組合に加入し，軍
需生産に動員されていた。軍需品関係の工業組
合は，家具，建具，さらに飯櫃や椀，膳といっ
た漆器を生産していた生産者まで組織化し，動
員していったのである。そして，宮城県の場合，

図表3　工業組合数の推移
年 工業組合 連合会
1925 2 0
1926 22 1
1927 51 6
1928 69 7
1929 83 8
1930 102 9
1931 139 13
1932 194 18
1933 319 25
1934 480 33
1935 626 36
1936 804 46
1937 1,113 60
1938 2,479 141
1939 4,120 203
1940 6,003 317
1941 7,541 464

出所）工業組合中央会編『工業組合年報 昭和18年版』1943年。
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1937年と38年を比べるとこれら組合では軍需品
生産が生産額に占める割合も上昇していた。
　1937年の盧溝橋事件以降，民需品関係の中小
工業の経営環境は悪化していた。図表５にある
ように，程度の差はあるものの多くの産業で減
産を強いられており，すでにあるいは将来「失
業」するとした数は多かった。軍需品関係の仕
事を得ることの意味は，日中戦争が深刻化し，
需要分野が限られるようになった地方では重要
になっており，特に既存の中小工場の組織化を
進めていった工業組合にとっては軍需関係の仕
事を地方に確保し，その下請としての位置を得
ることが課題となっていた。この時期の工業組
合の拡大は，結果として中小工業の根こそぎ動
員を進め，その一定部分を軍需生産と結び付け
ていったのである。

（４）下請=協力工業政策の展開と中小企業整備
　日中戦争の長期化による軍需生産の拡大と，

民需部門の生産停滞から，上述したように中小
工業の軍需部門での活用が進められていった。
中小工業の軍需部門での活用については，昭和
恐慌期以降に海軍（地方統制工業）と商工省（地
方工業化）によって大都市部以外の地方の中小
工業を対象に始められていた。1937年以降は，
前述したように全国に工業組合を結成させ，工
業組合を下請関係工業組合として軍との関係を
強めていくことが進められた。
　一方，戦時統制が強まるにしたがって，軍需
関係の民間大工場の生産体制が強化されること
になるが，求められる生産に大工場だけでは対
応できないため，既存の下請工場以外に新たに
多くの中小工場を下請工場として利用すること
が進められていく。その際に問題になったのが，
1930年代の下請調査で問題にされていた，低単
価や機会主義的な取引関係による劣悪な下請条
件⇒蓄積ができないことによる下請工場の技
術・生産面での停滞⇒日本の工業生産力の停滞，

図表4　宮城県軍需品関係工業組合生産動向

工業組合名 組合員数 職工数 工場数 主要事業

1937年度生産額 1938年度上期生産額

円
軍需品率

円
軍需品率

％ ％

仙台鉄工業組合 61 1,177 61 精密機械発電高級
特殊合金其他一般

2,991,836 12.6% 1,596,081 15.4%

石巻鉄鋳工業組合 27 177 29 内燃機関修理製作船具
製造修理

390,000 10.3% 210,600 22.7%

塩釜鉄工業組合 27 164 28 内燃機関修理製作船具
製造修理

132,900 30.0% 71,766 55.6%

気仙沼鉄工業組合 18 104 18 船舶用機械製作修理砲
金鋳物製造

239,965 21.1% 129,581 21.6%

宮城県鍛冶雑品工業組合 635 1,257 602 蹄鉄農具鍛冶刃物
車輌鋸リヤカー煙突

1,720,000 0.0% 494,378 16.5%

石巻造船工業組合 9 184 9 鋼鉄船木造船 300,000 3.7% 180,000 9.0%

仙台建具工業組合 41 113 38 一般建具指物 407,212 6.6% 195,461 47.8%

塩釜建具工業組合 23 62 25 建具指物 140,000 0.0% 67,200 42.9%

気仙沼家具工業組合 20 23 12 一般家具室内調度品 17,000 0.0% 27,200 66.2%

石巻木製家具建具工業組
合

43 113 42 建具家具 100,000 10.1% 68,384 77.8%

仙台洋家具工業組合 25 230 24 洋家具室内造作 500,000 0.0% 240,000 14.5%

鳴子木地漆器工業組合 35 85 34 飯櫃椀膳挽物玩具類 83,000 3.4% 39,840 4.1%

出所）宮城県『宮城県地方工業会員化参考資料』（1939年2月7日）より作成。
注）1938年度の生産額は10月末現在。
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という構造的な問題であった。中小工場を下請
工場として利用するだけでなく，求められる生
産力を実現する存在として高めていくための条
件を形成していかなければならないというのが，
当時の問題意識として存在していた。
　こうした問題意識にもとづいて政策化された
のが，1940年12月の機械鉄鋼製品工業整備要綱
であった（植田［2004］第４章）。要綱では，
中小工業と大企業との関係を機会主義的，浮動
的なものではなく，直接的かつ有機的に関係づ
けていくとする下請＝協力工業政策が示された。
戦時中の下請 =協力工業政策では，下請＝協
力関係を通じて，技術支援や相互協力的な関係
が実現し，生産力の拡大，中小工業の生産能力
の向上が可能になるとともに，中小工業の存立
基盤の安定化が図られると考えられていた。要

綱に基づき，全国で中小工場の下請工場（後に
協力工場と呼ばれた）化が展開した。
　軍需生産拡大を実現するために下請工場動員
を重視し，民需部門では前述したように工業組
合を通じた下請化の受け皿作りが進む一方，こ
うした下請化から漏れた業種に対しては，後述
する大阪の事例にみられるように，戦時統制経
済との距離に応じた企業整備が実行されていく
ことになる（原・山崎編「2006」）。

３　戦時期大阪の中小企業

（１）大阪産業の発展と1930年代
　明治以降の日本の近代化において，大阪の産
業が果たした役割は大きかった。大阪は，近代
日本の代表的な工業地帯であり，日本を代表す

図表5　宮城県転失業状況（1938年12月20日現在）

業種 業態

総数 転失業状況

減産率
（統制

後）
備考

組合員 非組
合員 計

休失業者 転業趨勢（10月末現在）
事 業 維
持 可 能
ナルモノ

（ 向 後
三ヶ月ノ
業 態 予
想）

現ニ失
業ニ陥
リタル
モノ

将 来 休
失 業 ニ
陥ラント
スルモノ

（ 向 後
三ヶ月ノ
業 態 予
想）

計 軍需工
業

平和工
業 帰農 計

金属 機械鉄工 133 22 155 155 20% 軍需品受注

雑（機械鉄工） 62 87 149 54 54 95 60% 対策考究中

蹄鉄 138 77 215 5 2 15 22 193 40% 軍需品製作折衝中

板金 26 224 250 31 110 141 40 19 59 50 70% 軍需品一部受注

農具鍛冶刃物（建築金具含む） 264 140 404 58 79 137 38 1 28 67 200 70% 対策考究中

銅真鍮 22 22 22 22 0 80% 軍需品一部受注

自動車販売修理（オートバイ含む） 26 59 85 25 25 0 60 40%

車輌 61 5 66 2 8 10 5 3 8 48 40% 軍需品一部受注

リヤカー製造 9 1 10 0 0 10 20%

貴金属 18 18 18 18 0 80% 対策考究中

木造船 33 33 0 0 33 10%

小計 774 633 1,407 109 298 407 88 22 46 156 844

繊維 綿織物 11 11 0 0 11 50% 軍需品受注

製綿 39 39 5 15 20 0 19 40% 対策考究中

木綿織物 20 23 43 3 12 15 3 3 25 70% 軍需品製作折衝中

軍手軍足 27 27 13 13 0 14 60% 軍需品製作折衝中

天幕製造 11 21 32 5 27 32 0 軍需品製作折衝中

小計 108 44 152 13 67 80 3 3 69

皮革 皮革製造 166 45 211 30 30 12 4 16 165 50% 軍需品製作折衝中

ゴム ゴム製造 2 2 2 2 0 80% 軍需品製作折衝中

木工 木工 214 385 599 0 0 599 30% 軍需品受注

合計 1,262 1,109 2,371 122 397 519 100 26 49 175 1,677

出所）宮城県『宮城県地方工業会員化参考資料』（1939年2月7日）より作成。
注１）1938年度の生産額は10月末現在。
　２）合計額は一部出所と一致しない。
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る大企業から数多くの町工場や商店など，多様
なタイプの経済主体が見られた。そして，こう
した多様性が巨大都市大阪の産業の特徴であり，
活力の源であった。さまざまな業種，さまざま
なタイプや規模の企業が存在し，相互に関連し
あっている姿に大阪の産業の一つの大きな特徴
がある。
　そして，もう一つの大阪の特徴は，中小企業
分野に属している中小企業や自営業が輸出雑貨
の生産を担い，日本経済を支えていたことであ
る。1910年代から20年代にかけて，雑貨は日本
の輸出のなかで一定の位置を占めていたし，雑
貨生産の担い手として大きかったのが，大阪の

中小企業だった。ボタン，ブラシなど，さまざ
まな雑貨的製品が大阪で作られ，海外に輸出さ
れていったのである。大阪は「中小企業の町」
といわれることが多い。誰が，いつ頃からこう
した言い方をしたのかはわからないが，戦前に
はすでにそうした性格を色濃く持つ町であった
（沢井［2013］）。
　大阪では，1920年代に多くの中小工場が設立
され，昭和恐慌後の重工業化の時期にさまざま
な製品を生産する中小工場がさらに数多く生ま
れた。1936年の大阪市内の機械 ･金属工業の工
場のうち，半数近くは30年代以降に創業した工
場であった（植田［2004］第２章）。こうした

図表6　日中戦争期の大阪の機械・金属関係工業組合の状況

業種 組合名
組合員数 製品の主な

用途 操業率 経営状況
不良率（％）

従業員数
（1937=100）

転廃休業者
比率（％）1937年 1940年

機械器具 大阪府自転車 350 624 内地（83%）  5割 2分     − 90 74

大阪第二電気機器 247 301 内地（60%）  8割 7分      − 114 0

大阪府自動車 105 170 内地（95%）  4割 9分 65 180 70

大阪児童用乗物 84 102 輸出（70%）  1割 5分 22 50 34

大阪水栓器具 77 100 内地（50%）  4割 60 124 0

大阪製鋼鍛圧鍛工機械 100 内地（75%）  8割 5分 − 99 0

大阪機械工具製造 86 95 軍需（84%）  5割 100 80 10

大阪工具 94 輸出（40%）  7割 31 − 1

金属 大阪鋳物工業組合 525 551 内地向  1割 1分 75 79 −

大阪錻力製罐 146 304 内地向  5割 88 68 115

大阪第二鍛造 150 205 軍需、輸出  5割 45 135      -

大阪金網 180 内地向  3割 82 74 30

関西ｱﾙﾐﾆﾕｰﾑ鋳物 124 内地向  8割 2分 − − −

大阪電気照明器具金属 122 内地向  4割 1分 76 95 6

西日本錠前製造 66 109 内地向  4割 5分 43 107   不明

大阪鉄製磨きﾅｯﾄ 77 106 内地向  5割 75 167 −

大阪鋼合金鋳物 100 内地向  7割 5分 32 106 5

地域 大阪東成鉄鋼製品 386 733 内地（70%）  2割 100 152 12

港鉄鋼製品 308 514 内地（70%）  7割 36 148 0

河内鉄鋼製品 380 454 内地（68%）  7割 68 115 200

阪南鉄鋼製品 455 452 内地（48%）  4割 4分 72 104 79

大阪大正鉄鋼製品 400 内地（60%）  8割 23 108 1

大阪上町鉄鋼製品 269 339 内地（78%）  5割 75 87 101

大阪東淀川鉄鋼製品 306 337 内地（58%）  6割 5分 56 99 5

出所）『大阪市中小商工業調査附録其の壱　工業組合概況一覧表　昭和15年12月現在』（発行年次不明）より作成。
注１）組合設立が1938年以降行われたため、1937年の組合員数は38年以降の設立時のものになっているケースが多い。
　２）用途の回答の記載が金属関係と機械関係では異なっている。
　３）表には、組合員数の多い組合のみを掲載した。
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大阪の工場の多くは，民需関係であり，輸出関
係も多かった。
　しかし，民需中心の重工業化は，1937年以降
日中戦争が拡大し，戦時統制が強化されるにし
たがって，その方向が変化していく。大阪の民
需関連の機械 ･金属工場も，戦争が激しくなる
につれて原材料の調達が難しくなってきたこと，
海外への輸出が困難になってきたことから，従
来の仕事を続けることが難しくなってきた。盧
溝橋事件後，大阪市が行った調査では，多くの
製品分野で，生産を維持することが難しくなっ
てきたことを示している（図表６参照）。なお，
前述した宮城県と同じように，大阪でも短期間
に工業組合に組織化された工場が多いことがわ
かる。
　一方，日中戦争が本格化するにともなって軍
需関連部門の生産は拡大していた。多くの中小
工場は，従来の民需関連の仕事では経営を維持
できなくなっていたこともあり，軍需への転換
を余儀なくされていた。日中戦争が泥沼化し，
いよいよ原材料の調達が難しくなってくると軍
需関係しか仕事がなくなっていくのである。

（２）中小商工業の整備
　戦時期には，すべての経済活動が軍需生産に
集中させられ，企業の経済活動の自由は基本的
にほとんどなかった。特に，中小の商工業者に
対しては，後述するように下請工場として軍需
部門へ動員する以外は，工場や商店を閉鎖して，
工場主，商店主を含めて一箇所に集中して就労
させるようなことが行われた。
　戦時統制が強まるにつれて事業を営むのが難
しくなる分野の中小商工業者が増え，そうした
中小商工業者の転廃業については，前述したよ
うに1938年にはすでに政府によって問題として
取り上げられていた。しかし，中小商工業者の
整理統合が本格的に進められるようになるのは，
40年代に入ってからであった。中小商工業者の
整備は，工業と商業，また同じ工業内でも業種
によって，その目的や整備のプロセスは異なっ
ていたものの，整備によってそれまで個々の事
業者が営んでいた事業活動が行えなくなったと
いう点は共通している。後述する軍需関連の下
請に動員された中小工場以外の多くの中小商工
業者は，中小企業整備の対象とされたのである
（原・山崎編［2006］）。
　図表７は，そのなかで大阪府下の繊維関係の

図表7　大阪府下の繊維関連中小工業の整備状況

業種 整備完了
時期

整備前 整備後 転廃業者

組合員
数

従業者
数

新統合体
単独残
存業者 業種数 従業者

数統合体
数

統合業
主数

従業者
数 工場数

綿スフ織布工業 1941年8月 1,326 20,000 114 1,114 570 75 137

天幕工業 1942年6月 240 1,000 15 233 7

ロープ加工工業 1942年6月 45 250 3 35 210 3 10 40

足袋工業 1942年1月 96 1,745 11 91 900 3 5 80

軍手軍足工業 1941年12月 102 526 13 93 4 5

手袋工業 1941年12月 80 506 6 62 10 8

莫大小生地工業 1942年4月 417 4,069 60 355 55 7

内地莫大小製品工業 1942年4月 645 2,504 82 422 104 119

輸出メリヤス工業 1941年12月 400 2,469 32 134 17 129 137 495

毛莫大小製品工業 1942年4月 760 5,606 93 635 21 104

メリヤス帽子工業 1942年4月 52 308 6 41 11

計 4,163 38,983 435 3,215 408 543

出所）大阪商工会議所『大阪府に於ける中小工業の整備−大阪府下中小企業整備実情調査報告』（1943年４月）より作成。
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中小企業整備の状況を示している。最も業者数
が多い綿スフ織布工業の組合員1326，従業者数
２万人のなかで，一部の転廃業者や単独残存業
者を除いた８割以上が114の統合体に再編され
た。このように，多くの業種で組合員数に対し
て10％前後の新統合体が作られ，組合員はそこ
に貼り付けられるという形の整備が進められた
のである。もちろんこうした状態で生産活動を
行うのは難しい。実際にはほとんど休業状態に
追い込まれることになる。

（３）中小工場の下請への動員
　日本の戦時経済の特徴の一つは，多くの中小
工場が下請工場として軍需生産に動員されて
いったことである。大阪では日本国内にはそれ
ぞれの地域で民需関連の仕事をしていた多数の
中小工場が存在していた。工業生産力に限界の
ある日本はそうした中小工場を軍需生産に動員
しなければならなかった。
　中小工場の下請工場への動員のルートは二つ
あった。一つが，工業組合ルートである。もう
一つが，1940年12月に機械鉄鋼製品工業整備要
綱制定以降進む，個別中小工場の民間工場の下
請工場化であった。前者は，前述したように当
初は地方で設立された下請関係工業組合が中心
であったが，大阪でも1940年８月に大阪府軍需
下請工業組合連合会が鉄鋼製品，非鉄金属，木

工製品の組合13によって設立認可され，その後
織物及び縫製品，メリヤス，皮革，ゴム関係工
業組合も含めるなど組織が拡大された12）。1941
年４月時点での所属組合の状況は図表８のとお
りであり，２万以上の工場が軍需下請の対象と
して組織されていた。工業組合ルートで形成さ
れる下請と民間企業同士の下請とは重複させな
いことがこの時点では考えられており，既存の
民間工場の下請になっていなかった中小工場の
多くが，軍需下請工業組合として動員されるこ
とになった。但し，前述したように中小企業整
備が展開する業種もあったことから，実際にど
の程度の中小工場が利用されることになったの
かは不明である
　一方，中小工場の下請工場化は，大阪でも，
1941年から進められた（植田［2004］第６章）。
当時の下請工場（42年頃から協力工場と呼ばれ
るようになる）の整備状況を記した『協力工場
名簿』を見ると，大阪府内で，４千以上の中小
工場が下請工場として動員されていることがわ
かる。コンピュータもない時代に，一つ一つの
中小工場をどの発注工場に結びつける作業を人
手で行っていた。こうしたマッチングは，政策
が変わるたびに行われ，中小工場の取引相手の
変更も多かった。
　敗戦直前に作成された『協力工場名簿』から
下請工場を多く持っている発注工場を取り上げ
たのが図表９である。これらが大阪に当時存在
していた軍需関連生産の比較的規模の大きな工
場ということになる。今日でも大阪を代表する
企業が含まれている。
　こうした戦時期に上から作り上げられた下請
関係は，当時の中小工場にとってどういった意
味を持ったのだろうか。第一に，上から作り上
げられた下請関係は，戦時期の混乱の中で不安
定なまま推移し，中小工場が安定的な仕事を得
るという形にはならなかったことである。第二
に，上から作られる下請関係は，毎年のように
見直され，入れ替えが行われており，それに中
小工場は翻弄されていた。中小工場は，軍需部

図表8　大阪軍需下請工業組合連合会所属組合
（1941年4月1日現在）

部門別 組合数 工場数 工員数
機械 36 6,225 166,480
金属 38 5,345 84,525
木工 6 1,248 7,265
織物 16 1,167 34,986
ミシン加工 
メリヤス 13 8,728 65,915

皮革ゴム 5 616 11,887
計 114 23,329 371,058

出所） 大阪府軍需下請工業組合連合会『大阪府軍需下請工
業組合連合会所属組合能力書』昭和16年4月1日現在。
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門に依拠する以外に生き残る道はなかったが，
軍需部門で下請工場になったとしても，多くの
中小工場にとって厳しさは解消したわけではな
かった。

（４）戦時経済と大阪の中小企業
　ここでは，中小企業が実際どのように戦時期
を生き抜いていったのか，具体的な姿を紹介し
よう。
　大阪を代表する産業であったメリヤスの生産
に従事していた三木商店（現三恵メリヤス株式
会社，大阪市北区）は，大正末期に創業し，英
国向けの輸出を中心としていた。しかし，原料
不足のため日中戦争が本格化した直後の1938年
には綿糸供給が統制されてしまった。40年には，
編機所有者への直接原糸配給，41年には前述し
たように輸出メリヤス業者の企業統合が進めら
れ，三木商店も統合されてしまった。
　同社の当時の当座預金出納簿を見ると，1937
年には輸出代金とみられる約83万円の入金が
あったのに対し，43年には２万円を切っていた。
出納簿に数多く見られた外注先の名前も消え，
仕事がほとんどなくなっていたことを示してい

る。若い従業員も，次々と徴兵され，さらに，
創業者の三木英治も44年に徴用で軍需工場に動
員されてしまう。このときをもって，細々と続
いていた戦時中の事業は終わりを迎えた。
　つまようじの産地である河内長野で戦前から
つまようじの生産をおこなっていた広栄社（現
株式会社広栄社，1917年三重県鈴鹿郡関町で創
業，26年より河内長野で事業）も戦時統制の影
響を強く受け，1940年ころには，つまようじの
材料やつまようじを束ねる糸までも割り当てが
実施されていた。41年にはつまようじに対する
価格統制が実施され，例えば「機械製妻楊枝，
雑木，丸又ハ太刀型，一寸六分五厘以上，三〇
〇本」では，製造業者販売価格７円，卸売業者
８円，小売業者10円となっており，全部で13種
類の指定が商工大臣名で行われていた（商工省
告示第90号，「価格等統制令第七畳ノ規定ニ依
リ妻楊枝ノ販売価格左ノ通り指定ス」1941年２
月６日）13）。
　さらに戦争中の広栄社は，原木を加工できる
設備をもっていたので，つまようじではなく航
空機用の弾薬箱を作る軍需工場に転換させられ
た。戦争とは無関係と思われるつまようじ工場

図表9　大阪府内の協力工場を多く持つ発注工場（1945年 )

順位 発注工場（企業） 所在地 協力
工場数 順位 発注工場（企業） 所在地 協力

工場数
1 川西航空機鳴尾工場 兵庫県 123 12 久保田鉄工所恩加島工場 大正区 48
2 大阪機工 大淀区 113 13 大阪金属工業堺製作所 堺市 44
3 住友金属工業 此花区 109 13 松下金属本社工場 北河内郡 44
4 松下航空工業本社工場 北河内郡 93 15 汽車製造大阪製作所 此花区 43

5 日立造船 南区 83 15 大阪金属工業淀川航空
機製作所 三島郡 43

6 早川電機工業 阿倍野区 78 15 川崎航空機明石発動機
工場 明石市 43

7 松下飛行機 北河内郡 57 18 発動機製造 大淀区 42
8 鐘渕機械工業尼崎工場 尼崎市 56 19 京都機械 京都市 41
9 藤永田造船所 布施市 52 20 光洋精工 南区 36
10 三菱電機伊丹製作所 伊丹市 51 20 久保田鉄工所船出町工場 浪速区 36
11 久保田鉄工所堺事業所 堺市 50 20 松下無線本社工場 北河内郡 36

出所） 近畿第二種工業部門企業整備協議会・大阪府第二種工業部門企業整備協議会『発註工場別協力工場名簿（其ノ一）』（1945年
1月31日現在）より作成。
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までも軍需工場として動員されていたのである。
　戦争中に新しく生まれた企業もあった。大阪
市平野区にあるオーエムジー株式会社（旧大阪
眼鏡硝子株式会社）の起源は，1942年にメガネ
ガラス生地の生産のため統合設立された大阪眼
鏡硝子有限会社である（43年株式会社に）。ガ
ラスも戦時中は厳しく統制された製品だが，特
に輸入品の技術が高かったメガネガラスは，戦
争が激しくなると供給不足が深刻化した。41年
から43年にかけて，ガラス工業でも企業整備が
進み，約800企業が約100にまで整備されたが，
メガネガラス生地については，全国で３社に統
合され，その一つが，大阪眼鏡硝子有限会社で
あった14）。こうした統合会社の多くは，戦後に
解散・分離したのだが，同社は資本関係等複雑
な時期を経ながらも，今日にいたるまで70年以
上にわたって事業を継続させている。

４　中小工業の移駐

（１）「満州国」への移駐
　日中戦争が長期化していた1939年に刊行され
た政治問題調査会『革新政策遂行の為に』（政
治問題調査会資料第17輯，国策問題叢書第５輯）
というパンフレットでは，商工省，逓信省，拓
務省，農林省らの課長クラスの役人が，それぞ
れの立場から求められる政策課題を述べていた。
その中で拓務省拓務局総務課長梁井淳二は「躍
進する満洲移民事業」という文章の中で，満洲
への移民に関連して「商工移民」について次の
ように記していた。
　「尚商工移民に就いても拓務省に於て既に自
由移民の一部として新潟県商工移民並に鶴立崗
炭鉱移民を送出助成を致しましたが，満洲移民
の大局的見地より東亜の新事態に即応し，新に
計画的商工移民を実施すべく考究中であります。
而して差当り転失業対策の一環として最近全国
各道府県商工会議所等の斡旋の下に満洲国側の
要員数に付希望者を募集せしめ，志操堅固身体
強壮にして将来満洲国に定着する決意ある者を

鑑定の上，満洲国の建国並に国内の諸事情に付
教導を加へて渡満せしむる事とし，之れに対し
拓務省より渡航費を補助する事とし既に，全国
的運動に着手致しました。固より満洲移民事業
としてはその定着性に鑑み，農業移民を以て其
の主流とすべきでありませうが，今後諸産業の
動向殊に生産力拡充の趨勢に即応しこの商工移
民も亦相当の進展を来たすべきものと思惟され
ます。」（43頁）15）

　満洲へは，すでに日露戦争後に大連を租借地
として以降さまざまな形で商工業者が移住し，
特に「満州国」が設立されて以降は植民地とし
ての満洲に日本人商工業者のコミュニティが形
成されていたことが柳沢［1999］によって明ら
かにされている。日中戦争が激化し，日本国内
で中小商工業者の再編や転廃業が課題として重
視されるようになる1930年代末に，あらためて
国内中小企業への満洲国への移駐が重視される
ようになっていく背景にあったのは，受け入れ
る満洲国側と送り出す日本側の双方の理由から
であった。つまり，「満洲国の経済計画及び北
辺開発計画等により，既に送られてゐる多数の
農業開拓民に関連して，農機具関係並びに自動
車関係の工業が必要となつて来たので，組織的
に工業開拓民を送ることが要請されたのと，一
面には内地中小工業転業対策の一として昭和十
四年度から実施されてゐる内地中小工場の満洲
移植事業」（『工業組合年鑑　昭和17年版』547頁）
とあるように，不足している産業の一部を日本
からの中小工業の移駐で賄いたい満洲国側の産
業政策上の事情と中小工業の経営環境が悪化し，
転業対策などの対応が必要となっていた日本側
の中小工業対策からであった16）。1939年度から
始まった移植事業は，初年度は主として道府県
庁が募集にあたり，21工場が決定されたとあ
る17）。なお，大阪朝日新聞（1940年４月16日付）
では，「中小工業の尖兵　満洲へ包括移駐十四年
度分十九機械工場決る」とした記事を掲載し，
企業名を記していた。19工場の所在地は９府県
（東京，大阪，愛知，神奈川，広島，埼玉，山口，
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愛媛，長崎）にわたり，移植先としては奉天が
多かった。
　満洲国への移駐は，募集事業が工業組合中央
会に移され，翌年度も続けられた。1940年度に
工業組合中央会が実施した満洲工業開拓民事業
の経緯を見よう18）。
　1940年６月12日，満洲国産業部工務司機械工
業科長島谷参事官が日本を訪問したのを機会に，
第１回打合会が商工省振興部総務課（３名），
拓務省東亜第一課（３名），日本鉄鋼製品工業
組合連合会，日本工具工業組合連合会，日本農
機具工業組合連合会，日本鋳物工業組合連合会，
日本錻力製品工業組合連合会，日本自動車部品
工業組合連合会，東京府鉄鋼製品工業組合連合
会，愛知県鉄鋼製品工業組合連合会，工業組合
中央会北海道支部からそれぞれ出席し，開催さ
れた。そこで満洲国側から図表10に示された
移植工場予定表が示され，この予定表に基づい
て計画が進められることになり，工業組合中央
会を通じて関連する13連合会を通じて募集した。

満洲国側から求められているのは，図表10に
あるように業種的には農業関係，地理的には北
部や北辺地域が多かった19）。
　その結果，７月６日の第２回打合会までに67
工場が応募した。その内訳は，業種別では，農
機具13，野鍛冶31，自動車部品製造14，自動車
修理１，ゲージ類１，工具類１，歯車類２．そ
の他４，地域別では北海道40，愛知９，東京７，
大阪５，香川２，島根・埼玉・広島・兵庫各１
である。地域的には，1939年度に０であった北
海道が急増している。前年に移植中小工場が存
在していた地域や第１回打合会に参加していた
組合に関連した地域から応募が多かったことが
わかる。しかし，日本を離れて遠く満洲国まで
の移住を決意しなければならない応募を，４週
間という限られた時間で全国から67工場がどう
やって情報を得，決意するに至ったのかは明ら
かではない。
　７月には応募した工場への調査や懇談が行わ
れ，７月25日に31工場を移駐工場に決定した。

図表10　1940（康徳7）年度中小対満移植工場予定表

基幹工場
親工場 種別 工別

移植地
計

南満 北満 北辺
農具管理会社 農具 整地栽培管理用 哈爾濱 牡丹江、佳木斯 3
同 同 穀物調整用 延吉 1
同 同 藁加工用 吉林 1
同 同 畜産用 哈爾濱 1
同 同 穀物加工用 奉天 1

同 同 整地収穫用其他 斉斉哈爾 東安、北安、海拉爾、
林口、佳木斯 6

満洲拓殖公社 同 野鍛冶 斉斉哈爾、哈爾濱、吉
林、綏化、面波

東安、北安、佳木斯、
訥河、牡丹江 10

同和自動車会社 自動車 部品製作 奉天 1

同 同 修理用 綏化、安達、赤峰、白
城子、嫩江 黒河、富錦 7

鉱山機械組合　
電気機械組合 雑工場 工具工場 奉天 1

同 同 ゲージ工場 同 1
同 同 歯車工場 同 1

計 5 14 15 34
出所）工業組合中央会『昭和15年度中小工業満洲開拓民事業報告書』（1941年1月）より作成。
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図表11にあるように，応募数（観察工場数）
すべてがA級とされた農機具や，逆に３分の
２が不適当とされた野鍛冶など，業種によって
適当とされた状況に差がある。また，自動車修
理は応募の段階で予定工場数を下回っており，
目標を実現できていなかった。なお，農機具と
野鍛冶は募集の段階では別になっていたが，決
定後の名簿では農機具工場として一括されてい
る。
　決定された移駐工場の工場主，従業員，その
家族に対して「入植に必要なる満洲国事情一般
及之等手続等を知悉せしめるためと，他面には，
満洲移駐事業の意義を彼等に徹底せしむるため，
本会に於ては，商工省より之に要する経費の援
助を得て」，８月に札幌と神戸でそれぞれ４日
間にわたる講習会を開催した（工業組合中央会
［1941］13頁）。実際の受講者は札幌で31名，神
戸で71名であり，参加者は工場主，その家族，
従業員であった。
　中小工業の移駐に対しては，日本政府（拓務
省）や満洲国政府から助成金が支給されること
になっていた20）。他にも基幹工場からの低利資
金融資，原材料の配給割当の確保などの優遇措
置が受けられ，その他「註文の供与，技術の指
導等に付ては，基幹工場に於て責任を以て行ひ，
実質上の専属工場として取扱ひ，又工場建築用

地に付いては，県公署に於て，
責任を以つて斡旋をする」（同
上書24頁）とされた。日本国内
では，1939年から40年にかけて
下請工業政策の整備と拡大が行
われていくことになるが，そう
した日本国内で重視されていく，
基幹工場（親工場，発注工場）
の責任や指導性について触れら
れている点は興味深い。
　以上の過程を経て，実際の移
植は満洲国への移植申請，輸出
入に関する許可申請など様々な
申請を経て実施されていくこと

になる。

（２）1940年の満洲移駐工場
　1940年に満洲移駐が決定した工場の特徴を図
表12から見よう。工場は大きく分けて，中規
模以上の農業機械工場，野鍛冶を含む小規模の
農機具工場，自動車などの機械関係工場の３つ
に分けられる。
　第１の中規模以上の農業用機械工場には，佐
藤商会（島根県），野田興農商会（香川県），片
山製作所（埼玉県），佐竹製作所（広島県）が
入る21）。４工場に共通するのは，生産設備全体
ではなく，一部の移駐という点である。例えば，
野田興農商会は，３つある工場の１つは高松市
内の刑務所内に立地し，囚人を用いて生産して
いたが休業状態になっていたため，その設備を
移駐するとしている。また，４工場とも大陸へ
の輸出など，満洲地域と関係があった22）。佐竹
製作所では，1932年に満洲で開催された博覧会
に研削式精米麦機をコウリャンの「無水精白機」
として出展し，好評を博し，本格的な輸出を開
始し，満洲市場を重視したとある（佐竹製作所
［1997］44頁）23）。
　第２の小規模の農機具工場は，所在地がすべ
て北海道である。移駐者の一人である菅野豊次
（空知郡上富良野村）については，1941年に８

図表11　業種別満洲移駐応募工場数及び決定工場数（1940年度）

業種 観察工場
（応募工場）

適当 不適当
予定工場数

Ａ級 Ｂ級 Ｃ級
農機具 13 13 13
野鍛冶 31 3 7 21 10
自動車部品製造 14 1 3 10 1
同修理 1 1 7
雑工場
　ゲージ類 1 1 1
　工具類 1 1 1
　歯車類 2 1 1 1
　其の他　 4 1 3
　小計 8 2 1 5 3
計 67 20 11 36 34

出所）図表10に同じ。
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図表12　満洲移駐中小工業（1940年度）

種別 工別 親会社 移植工場 移植地 所在地 移駐
規模

助成金の
要不要

移転機械
台数

移駐業主
及び従業

員数

工場の紹介

創業 生産品 資本金 従業者数 希望地

農具 穀物調整用 佐藤商会 新京 島根県 分割 不要 108
70（内
有家族
40）

1914 発動機、籾摺機、稲扱
機、中耕除草器

50万円
（30万円
払込）

206（作業員） 新京（富士町工業区に
土地購入済み）

同 同 野田興農商会 牡丹江 香川県 同 同 73
75（内
有家族
25）

1909
籾摺機、脱穀機、精穀
機、籾摺用ゴムロール、
農用石油発動機

約300万
円（投
下）

坂出工場450
人、高松工
場290人

奉天省蘇家屯

同 藁加工用 片山製作所 奉天 埼玉県 同 同 26
10（内
有家族
5）

1915 製縄機、藁打機、繭毛
羽取機

18.5万円
（全額払
込）

160 奉天

同 穀物加工用 佐竹製作所 同 広島県 同 同 44 21 1896 精穀機、胚芽米機、研
穀機他

18.5万円
（全額払
込）

106 奉天市鉄西区工業地帯

同 整地収穫用 佐々木四郎 佳木斯 北海道 包括 要 19 6 1910 農機具製造 2万50円 8 牡丹江、哈爾濱、新京

同 同 成瀬菊市 興農鎮 北海道 包括 要 5 3 ブラオ、ハラオ 0.2万円 3 ①鉄嶺②敦化、興農鎮
③海倫

同 同 宮崎清三郎 納河 北海道 包括 要 11 3 1937 農機具製造 0.2万円 2 納河郡北孚田

同 同 藤川文夫 四家房 北海道 包括 要 10 6 創業11年 耕地用整地用中耕用そ
の他用農機具 0.3万円 4 ①吉林②哈爾濱③佳木

斯

同 小農具製作 阿部清次 哈達河 北海道 包括 要 3 8 創業約30年 野鍛冶業 7 哈達河

同 同 稲川三郎 牡丹江 北海道 包括 要 12 10 耕作用農具（主として
ポテトデツカー） 9 牡丹江

同 同 堀一美 延吉 北海道 包括 要 4 5 山林用具 4 延吉、勃利

同 同 田中留吉 一面坡 北海道 包括 要 11 13 農具一般 12 牡丹江

同 同 高島太郎 斉斉哈
爾 北海道 包括 要 10 3 耕作用農具 2 斉斉哈爾

同 同 小松由太郎 吉林 北海道 包括 要 5 5 耕作用農具他 4 哈爾濱

同 同 菅野豊治 同 北海道 包括 要 10 8 耕作用農具他 7 哈爾濱

自動車 部品製作 同和自動車 大日本スプリング製作所 奉天 東京府 分割 不要 23 4（内有
家族2） 1933 自動車座席発條及び機

械発條類 30万円 56

同 同 同 山添発條株式会社 同 大阪府 分割 不要 223
25（内
有家族
5）

1926

バルブスプリング、ク
ラツチスプリング、ベ
ンデツクススプリング、
スプリングワツシャ類

50万円

同 同 同 日本ピストンリング株式会
社 同 東京府 分割 不要 377

40（内
有家族
10）

1912 各種ピストンスプリン
グ及びピストン 50万円

同 修理用 同 津田清八 哈爾濱 愛知県 第一工
場包括 要 48 35 1931 爾動作部分品、紡績機

部分品 10万円 35

同 同 同 中山義夫 嫩江 東京府 包括 要 12 12 1929 自動車加工修理業 4万円 9

雑工場 工具ゲージ 満洲工廠 興亜精工株式会社 奉天 大阪府 包括 要 35
15（内
有家族
5）

1933 各種ゲージ及び切削工
具 19.5万円 47

同 歯車 同和自動車 浜田印刷機械製造株式会
社 同 東京府 分割 不要 35

13（内
有家族
5）

飛行機並自動車及び諸
機械用歯車製作並高級
工作機械及び各種印刷
機

50万円

同 鉱山機械部品 皁新製作所 金剛鑿岩製作所 皁新 大阪府 分割 不要 46
21（内
有家族
5）

1938（金剛
機械の子会
社として設
立９

鑿岩機同部分品及び空
気圧縮機 30万円 67

農具 整地栽培用 国際耕作工業株式会社 哈爾濱 35万円

同 小農具製作 国際耕作工業株式会社 北安

山田清次郎 北海道 包括 要 37 12 1908
耕作機、中耕除草機、
三畝除草機、除草機ハ
ロー

10万円 11 奉天市、佳木斯、斉斉
哈爾

山田嘉蔵 北海道 包括 要 43 13 1920
耕作機、中耕除草機、
除草機ハロー、畜力噴
霧機

15万円 12 奉天市、佳木斯、斉斉
哈爾

阿部鉄太郎 北海道 包括 要 28 7 1930
耕作機、除草ハロー、
三畝除草機、カルチ
ベータ

5万円 6 奉天市、佳木斯、斉斉
哈爾

石丸次作 北海道 包括 要 15 6 1924 耕作機、中耕除草機、
除草ハロー 4万円 5 奉天市、佳木斯、斉斉

哈爾

黒田彦治 北海道 包括 要 12 7 1928
耕作機、中耕除草機、
三畝除草機、除草ハ
ロー他

4万円 6 奉天市、佳木斯、斉斉
哈爾

中村義直 北海道 包括 要 14 5 1927 耕作機、中耕除草機、
除草ハロー 2万円 4 奉天市、佳木斯、斉斉

哈爾

高梨光雄 北海道 包括 要 12 5 1932 耕作機、中耕除草機、
除草ハロー 2万円 4 奉天市、佳木斯、斉斉

哈爾

池端仁市 北海道 包括 要 9 4 1934 耕作機、三畝除草機、
除草ハロー 1万円 3 奉天市、佳木斯、斉斉

哈爾

注） 国際耕作工業株式会社は、山田清次郎、山田嘉蔵、阿部鉄太郎、石丸次作、黒田彦治、中村義直、高梨光雄、池端仁市の8工
場を合体入植したもの。

出所）図表10と同じ。
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歳で一緒に満洲へ渡った長男の祥孝氏が，当時
の回想を語っている（菅野［2007］）。菅野豊次
は，1894年宮城県中津山村に５男として生まれ，
1906年に上富良野に家族で移住し，そこで鍛冶
屋に丁稚奉公に入り７年（最後の１年はお礼奉
公）務めた。その後，1917年に斧，鍬，山林道
具の製作とブラウ修理を主体とする鍛冶屋を開
業した。満洲移駐の理由については，明確では
ないが，移駐後は吉林市の鉄工団地で工場を営
み，ブラウの他デスクハロー，カルチベーター，
砕土器などを生産していたという24）。
　また，山田清次郎（十勝上川郡清水町），山
田嘉蔵（帯広市），阿部（帯広市），石丸（十勝
中川郡止若），黒田（十勝川西郡大正村），中村
（北見斜里郡斜里町），高梨（釧路川上郡弟子屈），
池端（十勝川西郡大正村）の８名は共同で国際
耕作工業株式会社を設立することになる25）。８
名が参加し，国際耕作工業株式会社を設立する
ことは応募の段階で決まっていたようだが，ど
こからこうしたアイデアが紹介されたのかは不
明である。なお，山田清次郎と山田嘉蔵につい
ては，後で詳しく見ていく。
　また，後者の８工場が事前に相互に連絡を
取って応募したようであるが，他の工場がどう
いった経緯で参加することになったのかは明確
ではない。
　第３は，自動車や他の機械器具関係の企業で
ある。資本金を見ると企業規模に差はあり，移
駐規模も「包括」と「分割」の両者が存在して
いる。それぞれの工場が満洲移駐を検討し，決
断するに至る経緯については不明である。

（３）山田清次郎と山田嘉蔵
　1940年度の満洲移駐に参加した北海道の山田
清次郎（1886年生まれ），山田嘉蔵（1891年生
まれ）は富山県で生まれ，父母とともに1904年
に北海道に移住してきた兄弟だった26）。兄の清
次郎は，富山で刀剣鍛冶に師事し，北海道でも
札幌の岩城鉄工場で修業し，十勝の吉田鉄工場
に勤めており，弟の清次郎も吉田鉄工場で修業

を積んだ。そして，1909年に帯広に兄弟で山田
農機具製作所を独立開業し，11年には全国農機
具展覧会で全国表彰を受けたという。1920年に
は嘉蔵が独立し（28年には山田トンボ農機具製
作所となる），24年には明治製糖所建設をきっ
かけに清次郎が工場を十勝清水町に移転し，製
糖所関連の農作物向けの仕事を行うようになる。
清次郎の工場も嘉蔵の工場も，十勝では高い技
術を持ち，農機具工場として成功し，発展して
いた。
　図表13にある，両工場の移駐直前の状況を
見ると，どちらも農機具工場であり，農機具工
場としては必要な設備をほぼ保有しており，生
産能力も高いことがわかる。しかし，直近の生
産実績は減少傾向にあった。おそらく，需要は
あるものの，必要な資材を入手することが困難
になる中で，事業環境が整っていると考えられ
た満州への移駐を決意したのではないかと考え
られる。
　移駐後の状況については，奉天の「国際耕作
工業で製作した主な機械は（プラウ10”-12”，
畦立て機，１畦カルチベーター，方形ハロー，
塔土機等）で，日産約100セット生産された‥
当時の工員は日本人社員約50名，満州人は450
人であったが毎日出勤するものは200人程度で
あった。年間50,000セットの生産が計画された
が，30,000セットの生産が最高であった」とあ
る（東洋農機［2009］20頁）27）。

（４）満洲移駐は何だったのか？
　満洲への中小工業の移駐は，その後も1942年
度まで計４回実施され，43年度も計画されたよ
うである（張［2014］）28）。満洲移駐に関係し
た中小工場の数は100に達しておらず，決して
多くないものの，戦時経済下での中小工業問題
解決の一つの対策として満洲移駐を計画し，実
行したことの意味は決して小さいものではない。
移駐全体の評価は，張の指摘するとおり，「‥
同移植は満洲産業開発５カ年計画の実施にはほ
とんど貢献せず，振興策としての実績は戦時統
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制経済によって矮小化された‥それはまた，内
地不振中小工場の転失業策，強いて言えば内地
産業構造上の矛盾の満州国への転嫁策でもあっ
たのである。『日満経済ブロック』はその産業
面での分業と協業を組織化することなく，敗戦
を迎えていったことが示唆されよう」（65 ～ 66
頁）ということになる。
　ここでは，さらに次の点を付け加えたい。第
１に，少なくとも本論で紹介した菅野や山田兄
弟は，北海道では先進的な農機具生産者であり，
いずれも戦後日本に帰国してから事業を発展さ
せたことから経営者としても才能があったと考
えられる。そうした工場主が，原材料の調達な
どが困難になりつつあった日本から，満洲とい
う新天地での新たな展開を目指したという点は
看過できない。個々の工場主にとって，転失業

対策の延長戦という視点だけでは語れない問題
がある。また，それだけに，結果として満洲の
植民地支配に中小工場主，従業員，その家族を
巻き込み，敗戦によって筆舌に尽くしがたい状
況に追い込んでいったことの問題は看過できな
い。
　第２に，最大の移駐工場を決定した1940年度
の実情を詳しく見たように，移駐工場をリク
ルートし，日本から送り出し，満洲で受け入れ
る仕組みが形成されていたことの意味である。
短期間に働きかけ，工場主たちに移駐を決意さ
せていく過程は必ずしも明らかではないが，工
業組合などを通した広範な中小工場の組織化や
把握が全国的に行われていたことの意味は決し
て小さくないと考えられる。
　第３に，中小工場の移駐は，1940年代に入る

図表13　山田清次郎・山田嘉蔵兄弟の工場
山田清次郎 山田嘉蔵

住所 北海道上川郡清水町大通5丁目 北海道帯広市大通南13丁目18番地
現在資本金 10万円 15万円
移駐資本金 10万円 15万円

事業種類 耕作機、中耕除草機、三畝除草機除草ハロー、
その他農機具一般

耕作機、中耕除草機、除草ハロー、畜力噴
霧機、その他

事業経歴 1908年創業 1920年12月創業

作業能力

イ、ブラウ1000台、中桑器1000台、除草ハロー
800台、三畝除器200台　ロ、資材量149400噸、
木材400石　ハ、建築坪数　第一工場清水　
60坪　第二工場樺太　40坪

イ、ブラウ2000台、中耕除草機2000台、畜力
噴霧機200台、除草ハロー1000台　ロ、資材
量280噸　木材500石　ハ、建築坪数　130
坪　　　　　　　　　　　　　　　

従業員 人員11名　延人員130名（１ヶ年間） 12名（その他臨時工延人員960名、1ヶ年間）

使用機械

ベルトハンマー１台、火床４ヶ、金床５ヶ、万力
８ヶ、グラインダー２台、ボール盤18 ２ヶ、ボー
ル盤３/４ ２台、ボール盤直結１台、定盤２ヶ、
電動機５馬力２台、電動機３馬力１台、反射炉
１ヶ、その他小道具４組、風車２台

切断機１台、ベルトハンマー１台、ボール盤３台、
ビレス１台、グラインダー３台、火床４ヶ、ベル
ト掛鋸１台、旋盤１台、切盤１台、電気ドリル１
台、鎔接機１台、反射炉１炉、万力４ヶ、風車
２台、電動機３台、定盤４ヶ、金床５ヶ、チエ
ンブロツク２台（１吋用）、その他小道具４組

過去２～ 3年間の実績

1938年度　ブラウ800台、中耕器800台、除草
ハロー 500台、三畝除草器100台
1939年度　ブラウ500台、中耕器500台、除草
ハロー 300台、三畝除草器70台

1938年度　ブラウ1500台、中耕除草機1800台、
除草ハロー 800台、力用噴霧機5000台
1939年度　ブラウ1200台、中耕除草機1500台、
除草ハロー 500台、力用噴霧機60台

移転し得る設備 現在使用中の機械全部 現在使用中の機械全部

希望と意見 「国際耕作工業東京株式会社ト合体シ満洲国
政府ノ施政御計画ニ順応致シ度シ」

「国際耕作工業東京株式会社ト合体シ満洲国
政府ノ施政御計画ニ順応致シ度シ」

来満希望の時期 1940年10月 1940年10月
希望地 奉天市、佳木斯、斉斉哈爾 奉天市、佳木斯、斉斉哈爾

出所）図表10に同じ。
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と南方移駐という形でさらに発展させられてい
く。日本は，東南アジアや太平洋諸地域の軍事
占領にともなって，南方への経済対策を図り，
日米開戦直後の1941年12月16日には閣議で「南
方経済対策要綱」を決定した。こうした動きに
対応して工業組合中央会では，42年１月に南方
対策委員会を設置し，３月には南方経済建設対
策要綱を決定した。この要綱には，「南方開発
には協同的組織の進出を図ること」とし，「南
方開発に当り政府の方針は新たなる綜合会社，
共同企業等を避け，経験能力ある企業者の熱意
と創意とを発揮せしめ，企業者をして国家の代
行機関的存在たらしめることにあるが，開発産
業の種類によっては我国中小企業の進出に期待
すべきものが極めて多い，殊に南洋華僑の進出
は彼等の鞏固なる協同的組織（組合）によるも
のである事実に鑑み寧ろ我国の中小企業者の協
同的組織たる工業組合が現地に進出することが
最も適当である」としている（『工業組合年鑑』
昭和18年版，715頁）。南方進出計画は，この時
期広く議論されたようで，大阪商工会議所でも
７月に建議を決定し，外務大臣等に送付してい
る29）。また，43年１月には，南方とは直接関係
ないと思われる奈良県の大和売薬工業組合でも
南方進出計画が審議されたという30）。中小工業
の南方移駐がどれだけ実際に行われたのか，不
明だが南方移駐も含めて，考えていく必要があ
るだろう。

おわりに

　よく知られた文部省唱歌に「村の鍛冶屋」が
ある。戦前期には全国で見られた鍛冶屋の姿を
リズミカルに描いた歌で，明治の終わりには学
校で歌われていたという。この歌は，当初次の
ような三番，四番が教科書に掲載されていた。
　三，刀はうたねど　大鎌子鎌
　　　馬鍬に作鍬　鍬よ鉈よ
　　　平和のうち物　休まずうちて
　　　日毎に戦う　懶惰の敵と

　四，かせぐにおいつく　貧乏なくて
　　　名物鍛冶屋は　日々に繁昌
　　　あたりに類なき　仕事のほまれ
　　　槌うつ響きに　まして高し
　しかし，1942年の国民学校教科書では，一番，
二番の歌詞が変更された上に，三番，四番はカッ
トされた（横田［2002］）。鍛冶屋が戦の道具で
はなく，村の生産活動のための道具を作る平和
的な存在であることを強調する歌詞が，本稿で
みたように鍛冶屋までをも戦争に根こそぎ動員
する状況の下で許されなかった，ということは
容易に想像できる。
　本論で見たように，戦時期の中小工業は，戦
争による統制経済による原材料不足，海外との
関係悪化による輸出市場の喪失，事業活動への
さまざまな規制，などによって事業活動を抑え
つけられていた。その一方で，軍需関係の仕事
は増えており，個別の工場として，あるいは工
業組合に組織され，そのもとで下請工場として
戦時生産へ動員されていったものの，民需関連
業種に属していた多くの中小工場は，企業整備
という形で事業活動が停止していた。そして，
一部の工場は，満洲などへの移駐に動員されて
いった。
　こうした戦時期の中小工場が置かれた状況に
ついては，次の点に注意したい。第１に，工業
組合制度の展開，強化と相まって零細規模の工
場を含めて根こそぎ動員が徹底したことがあげ
られる。根こそぎ動員の先には，軍需部門への
動員，企業整備，海外への移駐，といった戦時
期特有の状況が待っていた。第２に，中小工場
は，時代の大きな波に飲まれ，翻弄された面は
否定できないが，親工場を決める，満洲への移
駐を決定するなど，重要な場面では「主体的な
選択」が存在していた。しかし，「主体的な選択」
は，オプションが限られていること，「選択」
のベースとなる規範（例えば戦争への協力，国
家への協力など）は事実上強要されていたこと，
から決して自由な選択ではなかった。戦争下で
の中小企業は，中小企業らしい自由さと発展の
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可能性を著しく抑圧されていたことは否定でき
ないのである。
　本論で中心的に描いたのは，1937年の盧溝橋
事件から，40年代の初めまでの時期であり，戦
時経済体制の構築期であった。40年代に入り，
日米開戦による戦線の拡大，戦局の悪化，そし
て敗戦へと向かう，戦時経済体制の崩壊過程の
なかで中小工場はどういった状況に置かれてい
くのか，については次の課題としたい。
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後注
1）例えば，ドイツの中小ブルジョアジーとファシズ
ムとの問題を取り扱った研究として柳澤［1989］
などを参照。他にも必ずしも中小企業を対象にし
ているわけではないが，ブルジョワジーと帝国主
義日本の対外侵略との関係を論じた石井［2012］
も参照。
2）中小企業を対象にしたものではないが，戦後の朝
鮮戦争やベトナム戦争が日本経済にどのような影
響を与えたのかについては，西野［2013］参照。
小説や映画での話だが，「キューポラのある町」で
鋳物工場で働く主人公の父親（映画では東野英治
郎）が，朝鮮戦争期の好景気を想起し，戦争でも
起きればと語る場面が印象的である。
3）佐藤［1988］では，「中小企業」は戦時期に使用
されるようになり，定着するのは戦後の中小企業
庁設立以降になるとしている。また，松島［1998］
も参照。しかし，実際には1920年代には目につく
ことが増えてくるが，この点については，今後の
検討にしたい。
4）張［2006］は，戦時中に統制の対象となった木履
産業を取り上げ，統制に対する産地の自発的生産
活動の役割を重視している。戦時中に統制と材料
不足によって生産は縮小するが，戦時中の自発的
生産活動の蓄積は，戦後の生産復興にとって意味
を持つことになるという主張は，大変興味深い。
5）下請工業政策については植田［2004］，中小商工
業整備については原・山崎編［2006］を参照。
6）中小工業の満洲移駐については，愛知県の陶磁器
工業について分析した加藤［2009］も参照。
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7）（陸軍省）軍務課［1938］では，「日華事変」後の
全国各地の中小工業製品の業界の様子を調査して
いる。例えば，大阪の硝子製造業については「全
滅的打撃」とし，その理由として「（１）原料。石炭，
重油ノ不足及価格騰貴　（２）軍需工業ヘノ転換ノ
見込ナシ　（３）排日貨ノタメ英印，南洋，フイリ
ピン方面ニ対スル輸出ノ減退」としているなど，
一部で需要が拡大している市場はありながら，全
体として厳しい状況に置かれていることを報告し
ている。
8）数字は「中央失業対策委員会第一回総会提出資料」
（『国策研究会文書』Ba:19:15）内の「事変関係失業
者及失業ノ虞アル者ノ推定数」）による。なお，臨
時物資調整局「物資動員計画実施ニ伴フ失業見込
数調（未定稿）」（1938年７月25日）では，事業主
６万６千，失業者45万８千が見込まれていた（『国
策研究会文書』Ba:19: ４）。
9）転失業に対する政策の内容については，山中編
［1941］など参照。
10）なお，転業政策の混乱と破綻の過程については，
由井［1964］333 ～ 38頁参照。

11）この点については例えば，藤田［1995］166 ～
69頁参照。
12）この組合の目的は「本会ハ本府管下中小工業者
ヲシテ軍需下請統制工業ヲ目標ニ共同受註ヲ為シ
且ツ之ヲ販売シ之ニ適切ナル統制ヲ加ヘ製品，原
材料ノ検査，事業ニ必要ナル技術指導，全面的研
究及調査ヲ行ヒ以テ技術ノ練磨向上，斯業ノ改良
発達ヲ促進セシメ精神的団結ヲ強固ニシ中小工業
ノ維持育成ヲ為シ以テ他日ノ転換飛躍ヲ期セント
ス」とし，機能としては「本会ハ時局ノ現況ニ鑑
ミ官民一体ヲ本領トシ府経済部長ヲ理事長ニ仝経
済部商工第一，第二課長ヲ副理事長ニ推戴シ責任
ノ帰趨ヲ明確ニセリ」とある（大阪府軍需下請工
業組合連合会［1941］１頁）。
13）13種類は，機械製妻楊枝３種類，機械製黒文字
代用，機械製文化楊枝，手製黒文字２種類，手畝
黒文字菓子楊枝，手製ウツギ楊枝，手製黒文字一
本撰，特殊技術黒文字，衛生署毒一本包，機械製
文化楊枝（並）である。
14）３社は日本特殊硝子工業株式会社（残存工場），
大阪眼鏡硝子有限会社（資本10万円），東京眼鏡レ
ンズ製造有限会社（資本12万円）であった（杉野
［1950］375 ～ 376頁）。
15）ここで指摘されている「新潟県商工移民」が何
を指すか不明だが，新潟県立図書館／新潟県立文
書館の越後佐渡デジタルライブラリーの新潟県史
年表の1938年２月25日に「商工業青年移民を募る
ため，県が『大陸雄飛商工青年奨励ノ件』を県下
に通達する［新潟県報］」とあり，これを指してい
るのかもしれない。
16）張［2014］で触れられているように，満州国側
と日本側の意図はすれ違いを生み，当初の意図ど
おりには進まなくなっていく。
17）『工業組合年鑑 昭和17年版』では，「二十一工場

を決定し，内中止した五工場，入植準備中の三工
場を除いた十三工場は既に移植を了して操業を開
始した」（547頁）とある。
18）以下の叙述は工業組合中央会［1941］による。
19）鈴木編［2006］によると，満洲では「農業用機
械器具の生産については，増強が遅れた。45の関
連法人中1939年末までの設立はわずか８法人であ
り，専業メーカーといえるのは，満州農具製造株
式会社（大連）と開拓工業株式会社‥の２社であ
ろう」としている（750頁）。
20）「満洲移植中小工業助成要領」によると，渡航費
補助として一家族当たり200円（内訳大人２人　１
人に付80円，小人１人　１人に付40円），作業施設
移転費補助として機械１台当たり100円が支給され
ることになっていた（工業組合中央会［1941］）。
なお，満洲国政府からも工場設備費及生活補償費
として相当額の補助とあるが，その額は一般地域
と北辺地域，野鍛冶工場と野鍛冶以外の工場では
交付の基準が違っていた（同24頁）。
21）この時期の農業機械工業については岡部［2006］
［2014］などを参照。
22）佐藤商会は「販路ハ内地全土，朝鮮，北支ニ及
ビ釜山ト新京ニ支店ヲ置ク」（78頁）とあり，図表
にあるように工場用の土地は既に購入していた。
野田興農商会は，「当工場ハ…農機具其他ノ機械及
部品ニ付実用特許ヲ得タルコト数多アリ現ニ農機
具ニ関シテハ満洲国ノ特許三件ヲ有セリ」（96頁）
とあり，京城と奉天に支店を持っていた。片山製
作所は「…農機具ニ関シテハ専売特許，新案特許
等ヲ得製品ハ日本内地ノミナラス台湾，朝鮮，満
洲ニ販売ス（対満輸出実績昭和十一年六二〇台，
十二年一一三台，十三年一五五台，十四年一〇〇
台）」（103頁）とある。
23）なお，佐竹製作所［1997］では，「満州国への機
械の輸出は，三井物産を総代理店として数年間独
占的に実施していた。しかし，満州国が工業化推
進を決め，工業団地を造って一業種一社を誘致，
その工場が稼働したら輸入を禁止する方法を採っ
た。そこで，佐竹もすでに輸出していたが，工場
設立に名乗りを上げ，昭和14年，奉天の工業団地，
鉄西の地に『満州佐竹製作所』を設立。工作機械
を日本から送って生産体制を整え，満洲国内の需
要は，そこで生産した」とある（45頁）。満洲市場
確保のための工場建設であったことが分かる。但
し，ここでは工場設立が1939年となっており，
1940年の移駐との関係について検討が必要である。
24）吉林市での生活は，北海道の生活と比べて恵ま
れていたようだったが，敗戦後は大変な苦労をし，
1946年に帰国した。なお，菅野豊次は帰国後上富
良野で事業を再開し，スガノ農機株式会社として
発展させた。
25）鈴木編［2006］では，「国際耕作工業株式会社（創
立資本金公称100万円，払込金50万円，1942年３月
払込75万円，本店奉天鉄西）は『康徳７（1940）
年度満州国政府並日本政府の斡旋に依り日本中小
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工業満州移植の気運に至りたる処，北海道に於け
る改良農機具製作界の権威山田清次郎・山田嘉蔵，
両者を中心とせる子弟関係８工場合体入植し，康
徳７年12月21日茲に当社の設立を見るに至り，康
徳８年３月創業開始』」とある。
26）以下，山田清次郎，山田嘉蔵に関する内容は，
東洋農機記念誌編集委員会［2009］を参照した。
27）満洲から帰国後山田嘉蔵は1947年３月に山田ト
ンボ農機具製作所を再開し，58年11月に株式会社
とする。同社は，山田の実弟の大田源二が創業し
た大田農機具製作所の系譜をひく芽室農機工業株
式会社（社長大田源二）ととともに，1967年東洋
農機株式会社を設立し，初代社長に山田嘉蔵が就
任した（東洋農機［2009］）。
28）1941年度は「農工開拓民事業」という名称で実
施され，「（一）従来より開拓民特に工業者よりの
帰農開拓民を相当数供給し県民が満州開拓政策の
趣旨を相当認識せる府県たること　（二）府県内に
転業者を大量収容し得る大軍需工業等を有せざる
府県たること　（三）中小工業関係の転業者を相当
数保有せる府県たること」の３点を考慮し，東京，
青森，岩手，宮城，山形，福島，群馬，茨城，栃木，
山梨，長野，富山，愛知，大阪，徳島，香川，愛媛，
高知，福岡，佐賀，長崎の21府県が対象とされた（工
業組合中央会『工業組合年鑑 昭和18年版』672頁）。
1940年度に最も多かった北海道が除外された理由
はわからない。
29）建議の内容は次の通りである。
一，華僑対策トシテノ中小商業者ノ移駐
　　華僑対策トシテ優秀ナル中小商業者ヲ組織的
ニ進出セシメ，現地配給機構ニ於ケル指導的地
位ヲ確保セシメルコト

ニ，占領地域ヘノ各種業者ノ集団的移駐
　　占領地域ノ新建設ニ対シテハ商業，工業，交通，
土木，其他各種業者ヲ以テ集団ヲ組織シ，集団
毎ニ各地域別包括的ニ移駐スルコト（例ヘバ大
阪業者ノ○○集団ハ某地ヘ，東京業者ノ○○集
団ハ某地ヘト云フガ如ク）

三，中小業者ノ南方進出ニ関スル政府機関ノ設置
　　政府ニ中小業者ノ南方進出ニ関スル事務ヲ担
当スル機関（一局）ヲ設ケ軍部トノ緊密ナル連
繋ノ下ニ適格業者ノ簡抜ニ当タラシメ国内ニ於
ケル企業整備ニ積極的ナ一面ヲ拓キ適材適所ノ
原則ノ促進，経済再編成ノ合理化ヲ計ルコト

30）審議の内容は，「売薬営業整備によって発生する
遊休施設を移駐し，現地の原料や資材で売薬を調
整し，共栄圏の民需に応えようというもの」で，
マニラ市，昭南市（シンガポール），バタビヤ市（ジャ
カルタ市）に１社ずつ設立しようとする計画であっ
たが，実現しなかった（奈良県薬業史編さん委員
会［1991］249頁）。




