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新興コンツ L/レンと企業グループ

下谷政弘

I課題

最近の両大戦間期研究において， 1930年代の日木資木主義が，戦前史全体を

通しての位置付けの点においても，また戦後史への継承性という点においても，

土〈に重要視されてきていることは周知である。第一次大戦期以降の日本資本

主義は， 20年代をいわば過渡期としてはさんで， 30年代に著しくその様相を激

変させた。そして，この「現代資本主義Jの始まりとされる30年代において，

とくに象徴的な存在として関心を呼びつつあるものに，いわゆる「新興コンツ

ェノレ γ」の登場ということが挙げられる。新興コ γ ツェノレンとは30年代日本資

本主義を恰好の舞台として出現してきた一連の企業クループである。

ところで，新興コンツェノレンに関する戦後の本格的研究はまだ10年余の蓄積

をもつにすきrない。しかも，多大の資料的制約は研究の全面的展開を妨げてい

る状況にある。しかしながら，日本経済史での研究関心が両大戦間期へ移行し

たことや，近年の財闘史研究の著しい進展にともなって，新興コンツェノレン史

研究はその重要性を急速に増大させていると言わねばならなし、。そりことを反

映するかのように，研究の立ち遅れをカゲァすべく個別毎の新興コンツェノレ y

史研究は地道な成果を生み出しつつある。それらは従来不明のまま残されてき

た諸事実のいくつかを解明してきた。よく知られているように，新興コ Y ツェ

ノレ γ に関する議論の中には， これまで実証抜きの推測による，いわば「常識的

な通説」といったものが横行する余地を残してきたが，最近のケース・スタデ

ィの積み重ねl土，よ号や <IE確な個別毎の新興コンツェノレ γの実態を提示L.

「通説Jのし、くつかを拒否し始めるまでに至ったのである。
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しかし，その研究状況をふり返って考えてみるに，いまだ「新興コ γ ツェノレ

ンの全体像が一向に浮び上hない理由J"として研究蓄積の絶対的貧困や個別

コンツェノレン毎の研究のパラつきが多分に残されてきたことなども指摘できょ

うが，ぞれ以上に，一体，そもそも「新興コンツェノレン」とは何てあったのか，

すなわち，その会#:ゐiI!走が多大の陵味さを残してきたことの方がより重要で

はないか， と思われる。その「範囲」すら未だに不明確なままである。不思議

なことであるが，一方で新興ヮ y ツェノレソとは一体何であるか，その明確な実

体規定を技きにした主主で，他方でますます詳細なケース・スタディへと，つ

まり，もっぱら「その特異件」幻の強調へと分析方向が収赦してしぺ感がある。

そこで本稿では， こうした現状を批判的に取り上げ， あ〈までも「その特異

性」分析の前提となるべき新興コンツェノレン総体の規定を，一つの問題提起と

しての意味をもこめて，理論的な視点から論じてみたい。

II I新興コンツェルン」概念

よく知られているように I新興コ γ ツェルYJ とし、う呼び方は，木来，

1930年代という時期の同時代的なジャーナリズム用語として誕生した。したが

って，これまでそれはジャーナリスティックな用語として棚上げされ誰もその

内容について再検討しようと試みなかった。それにもかかわらず，用語だけは

全く無反省に用いられてきたのである。

まず手始めに，最近の研究において「新興コンツェルン」がどのように規定

されてきたのか，ということから見ていこう。その場合，すぐ問題となるのは

「新興コ γ ツェノレ :/Jの寵白についてである。周知のように，今日でほ「新興

ヨンツ孟ルン」という用語ば既に一つの固有名詞と化¥.-，通常は日産・日窒・

森・日曹・理研という，以上五つの企業グループをほとんど限定的にきし示す

ようになっている。普通，新興コンツェノレンの研究といえば，これら五つの内

1) 大塩武「日童コンツ zルンの企業配崖JI経済研究』第70号， 1984年， 63-4頁。なお，引用文
中の傍点は引用者。以下司然。

2) 宇凹11勝『新興財閤Jl1984主 12買。
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のいずれかの企業グノレーフーの個別実証研究をさすのであり，また最近のいくつ

かの「新興コンツェノレン論」の展開〈立松潔・大塩武・宇田川勝の三氏の著

作目り もまた，これら五企業グノレープを各々分析する中から共通項を抽出する

という体裁をとって行われている。つまり，個別コ Y ツェノレγの研究にせよ新

興コンツェノレンの総体規定にせよ，もっぱらこれら五つの企業グループの「特

異性」を追究すること，および「特異性」からの共通項を抽出することに焦点

がしぼられてきたといっ tよい白である。よく匁lられこいるように，戦一前にお

いて新興ユンツェノレγ を初めて体系的に取りあげたのは『日本ョンツェノレン全

書』りであるが，新興コンツェノレ Y を上述の五つの企業グループで代表させると

いう「方法」は同書によって先鞭をつけられたのであり，その後の研究は同書

の方法を基本的に踏襲してきたのである O もも論，厳密にいえば，これらいず

わの論者においても新興コ γツでノレンを必ずしも上述の五グノレープに限定しき

っているわけではなし、。また，別の論者たちにおいては，これら五グループの

内のいずれかが削除されたり，あるいはー，ごのものが付加されている場合が

ある日。すなわち， r新興コンツェノレン」の範囲に含まれる企業グループは必ず

しも固定しきっているわけではなL、。しかし，普通には上述の五つが，多分の

殴昧さを残しつつも，ほとんど通説的に(すなわち無批判的に)分析対象とし

て取り上げられてきたのであるヘ 問題は，それら五グノレ プが如何なる基準

から新興コ γ ツェノレγ の典型とされたのかが全く無反省なまま受けつがれてき

.') τすキ止.i~認「新興財閥」中村政則編『枠事 日本現代史(4)戦争k同家独自資本主議.111979午。士塩
武「新興コンツェルンJW社会経済史学」第47巷第6号， 1981年。宇田川勝， 前掲書および『昭
和史と新財閥J1982竿。

4) とくに，高橋危古青山二郎『日本財問論」ユ938年，和田日出吉『日産コンツェルン誌本~.

三宅晴輝『新興コ〆クェルン読本~，ぃ rれも 1937年。

5) 大弘前掲「新興コンツェルン」参照。
6) たとえば，宇田川氏の場合， r新興財閥の範聞についても論者によって異なるが，本書では

H占去克(~L壬h~~ そ，日産 日窒・森・日曹理研の主コンツェルンを取り上げJ(同，前
掲『新興財閥J14頁).また，大塩氏も「封奥コンツェルンの範囲を確定するのは仲々 難しいよう
に思えるが 日産・円宝'轟 H曹理研を範囲とするのが戦前以来一般に行われてきた習い
であるから，小論もさしあたりそれに従うことにするJ(同，前掲「新興コンツ z ルン」 η頁〉
と述v、ている。
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ているということにある。

私は，新興コ γツェノレ γの範囲の暖昧さというのは，その実体規定が欠落し

ていることによる， と考えている。そのことについては後に述べるとして，こ

れまでの研究においては，新興ヨンツェノレンの範囲を決め主主基準としては，主

としてその形成蒔均というものが挙げられてきた。すなわち i満州事変前後

から日中戦争前半期にかげて企業集団を形成したJ"もの， つまり，概して

1930年代に登場した企業集団，という ζ とにあった。なるほど30年代という時

期は，先述のように，日本資本主義の展開史の中でも最も重要な時期の一つで

あり， したがって，その時代的背景の中から生み出されたとする考え方には私

も異論はないu たとえば我が経済発展段階の異名につれて，其の他周囲の

社会経済状勢の異るにつれて，それぞれの財閥には特質としてその発生当時の

時代色がハッキリ熔印されてゐるやうに， (新興〉コンツェノレ γ も亦，最近の日

本経済発展様相の縮図である点に於いてその例に洩れないJ"'のである。しか

し銘記すべきは新興コンツヱノレ γの内容を彼らが登場した時代的背景から説

明することと，単に時期的基準だ円をもとに彼らの範囲を定めることとは全く

別のことだという点である。これまでの論者たちのように，形成時期をほとん

ど唯一の基準に「新しい財閥」あるいは「新しい企業集団」として新興コンツ

ェノレY の範囲を規定することには次の二点において問題が残ると言わねばなら

ない。

すなわち第 点。こうした規定の仕方は，意識的にせよ無意識的にせよ，そ

れらを「新興財関」と呼ぶことにも現われているように，新興コンツェノレンを，

時期的に彼らに先行した旧財閥との並列関係の中に置いてとらえようとしτき

た(たとえば，登場時期順に1 既成尉関 大正財閥新興財閥，と区分するな

ど)0 (J:るほど彼らは30年代に現われた。 しかし， 彼らを旧財閥と比較するた

めには，その前提条件として 新興コ γ ツェノレ γ をいわゆる「財閥」範鴎の内

7) 宇田川，前掲『新興財閥~ B頁。

8) 高橋青山，前掲『日本財開請Jl183瓦一
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の 車種として把握することの是非の検討が不可欠であると言わねばならない。

のちにも検討するが，これまで新興コンツェノレンは旧財閥に対する新興の財閥

としてヲ両者は並列関係に置かれて対比されてきたのである。その何よりの証

拠が， これまでの新典コンツェノレン研究がもっぱら先行者(旧財閥〕の諸特徴

との対北という形でしか展開されてこなかったという限界性の中に現われてい

る。新興コンツェノレンを，このように旧財閥と並列関係に置き， 3C年代に登場

したと L、う時期的基準だけで「新しいコンツェノレンJ r新しい則閥」と Lてよ

いのか"。

第三点は，形成期期によって特定の資本を新興ョンツみノレンとしてその範囲

を確定しようとしてもそれは実際に不可能であるということであ答。つまり，

30年代に笠場した新興のコンツェノレンは何も上述の五つずてけに限らない。五つ

だけに限らないどころか，これまで余り注目されてこなかったが， 30年代こそ

は，大企業の多くが一斉に(重要なことは財閥傘下の大企業も含めて〕それぞ

れ自らを中核として多数の傘下子会社を擁するよう tこなった時期，すなわち，

企桑わL二手。1t!Il，豪が旺盛に見られるようになった時期であったという事実で

ある。いわゆる「新興コ γ ツェノレン」の出現も，当時の大企業が一斉に自らを

中核として多かれ少なかれ子会社を擁し始めるようになったということ，つま

り企業グループ化現象という大きな流れの中でこそ理解きれるべき問題であっ

た川。したがって，仮に企業グループ化の最も顕著であったのが五つの「新興

コンツェノレ YJ であったとして，その意味で彼らがその典型であったろうこと

はよいとしても，かといって従来のように「新興コンツェノレン」の範囲を無批

判的に主つに限定した上で，もっぱら「その特異性」ばかりを強調しようとす

るこれまでの動向は，その時代のもった大きな変化の意義から目をそらさせ，

問題を全〈接小イじさせてしまう倶れがあると言わねばならないのである。要す

9) この点に関して言及したものとして，大塩，前掲「新興'-1/ヅェルン」参照ら

10) 前掲η 『日本ョ γツ己ルン全書』が1937年からシり←ズで出版され始めたこと，あるいは樋口
弘「日本財閥論〈上)(下)~ (1940年〉が当時D数多くの「コンツュルン」の畳場に分析の焦点を
当てたことを想起せよ。
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るに， 3C年代に企業グノレープ化したのは主つの「新興コジツェノレン」だけでは

なかった。むしろそれは一般的現象だったの Cある。一体， どういう基準亡そ

の内の五つだけが取り上げられ「新興コンツェノレン』の名をほしいままにしう

るのか。

新興コンツ ι ノレ γ の範囲について考えようとすれば，以上二点の問題に突き

当たるが，さらにその概念規定の仕方についても同種の問題点が浮かび上がっ

てくる。つまり，先述のよろに，これ立での新興コンツ宅ノレンの概念規定の仕

方は，五つの「新興コンツェノレン」に共通する特徴点を摘出しそれを旧財閥

との対比上で明らかにするという方法で行われてきた。たとえば，その所有構

造，産業基盤，資本金調達方式，軍部・官僚などとの関係，創立者の出自・経

営理念，あるいは植民地進出，などなど。新輿コンツェノレンを旧財閥と無前提

的に対比させることの是非は暫く措〈としても，そもそもどうして五つが選ば

れたのかの基準を不明確なままにしておし、て，このように五つの企業グループ

だけの共通の特徴から「新興コンツェノレン」総体の概念規定を導き出すという

従来の「方法」は全く一般性を欠いたものと言わねばならない。そもそも諾特

徴の列挙だけでは概念規定としても不十分である。さらにその上，最近の個別

実証研究の成果は五つの共通性F ら導き出された新興コンツェノレンの通説的概

念規定 (Lばしばそれは，その「代表」たる日産コンツェノレンの諾特徴の不当

な一般化℃もあったが〕を否定するものも現われ新興コ γツェノレン」が必

ずしもかかる共通の諸特徴で以て一括りに Eきないよ二とを立証しつつある。い

うまでもなく，個別のケ スについての研究が深化すれば一般的規定に対する

例外も出てこよう。しかし i新興コ Y ツェルン」概念の場合，単に例外が見

出される，といった程度のものにとどまらず，そこからはみ出すものが多すぎ

るのである。なるほ，v'1Oも2日もケースがあれば例外も出てこよう。しかし

「典型」として選ばれたはずのわずか五つのケ一月の内からでさえ例外を言わ

ねばならなかったのである。これまでの概念規定は諸々の「央通の特徴」を貼

り合わせることで成り立ってきた。しかし，既にそれらの内からいくつもの例
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外が見出され共通の特徴ではないことが指摘きれ始めている。 I五つの企業集

団を同ーの名称で括らねばならない論理的根拠はいったいとこにあるのか。電

気化学工業を事業基盤にしたとか，創設者が技術者であったとかの議論が広く

おこなわれているようであるが，思いつきの域を出るものではない」1IL

こうしこ考え Cくれば，これまで余りにも無反省なまま受けつがれてきた新

興コンツェノレンの範囲といい概念規定といい，根本的に再検討される必要性に

迫bれていると言わねぽならないであろう。そして，かかる混迷の原因ば，こ

れまでその実体規定を欠いてきたことにこそある， と思われるのである。

m I企業グループJ概念

一概に言って 1旧財閥」の場合はその一般的定義，すなわち(1)封鎖的所有

による同族支配，および(2)多角的事業経営体， という規定によって一応はその

範囲を限定しうる。さらに(3)として，一国経済に占める影響力，つまり傘下企

業の寡占的性格，という 項を加えれば群小の地方財閥の位置付什も定まり，

その内容はおよそ明瞭になる'"。これに反して「新興コンツェルン」の場合は，

先述のように，無批判的に旧財閥と対置し諸特徴を並べ立てることによりその

11既念」規定が行われてきた。つまり，実体規定そのものが火落してきたので

ある。新興コンツェノレンの実体規定とは一体何か。

近年，新興コンツェノレン研究の新しい視座として強調され始めたことのーっ

として，彼らが戦後の企業集回の先行者であった， という論点があげられる。

11) 大塩武，経営史学会絹『経営史学円四年Jl1985年 135~，伺

12) 安岡重明「日本財閥の歴史的位置J~日本の財閥lC日本経営史講座 3) 1976年7 および森川英
正『財閥の佐官史的研究Jl1980年，など参眼。しかし1 ここで「財閥」概念について敢えて一言
すれば，これまでの規定の仕方は決して十分とはν、えず，その不十分さが「新興コンツェルン」
概念の陵昧さに時曹を1X..1<t:してきたように忠われる。その不十分さは，たとえば，従来の規定が
あ〈までも財閥の特異性だ什を， しかも静躍的に捉えようとする所から来ており，それが日本資
木主義の展開史の中で常に変貌・聖質を遂げる資本体であったことを理論的に含み切れていな酔
ったからであるように思われる。すなわち，方法的に， 1新興コンツェルン」の概念規定の場合
と同様に， 般性と特味性の混同，および後者の一面的強調に傾斜しすぎていたからではなかっ
たのかυ
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たとえば中村隆英氏は言う。 r彼らの事業の多くは植民地に主力をおいていた

ために敗戦とともに崩壊したが，その着眼は戦後における重化学工業の新興企

業(たとえば松下，ソニーなど)と共通する性格をもつものと考えてよいであ

ろう。(新興コンツェノレン〉は戦後の経済発展の方向を指し示した点で1930年

代におけるきわ立って特徴的な存在であったJ'ヘまた大塩武氏もいう。「中村

氏〔のこの説〕は視座を戦後に据えることで同時代的制約を払拭し，日産以下

の企業集団 C~新興コンツェルン〕をレイトカマ ではなく先行者としている

が，これは既成財閥一新興財閥という図式から日産以下の企業集団を解放し，

戦後の高度成長期の日木経済をも視野に収めた斬新な見解であると同時に，梗

塞した状況に陥っている新興コンツヱノレン論にとって示唆『宮む興味深いもの

である」山。 また， 宇田川勝氏も新興コンツェノレン研究の意義のーっとして，

「今日の関心事であるく財閥から戦後型企業集団〉への移行・変容や戦後型独立

大企業グループの企業行動を論ずる上で，多くの示唆を与えるであろう」山こ

とを挙げている。すなわち，以上，新興コンツェノレンを従前のように財閥との

対比からばかり見るのではなく戦後の企業集団への連続性からも考えようとい

うのである。新興コ γ ツェノレンを考える視座を戦後の企業集団との対比へとジ

フトさせることには私も賛成で，本論の以下の内容もこのことと関係する。し

かし，かかる視座は呈示されたものの， r残念なことに議論は未だプリミティ

ヴで具体性に乏しL、J1s) 状況にとどまっている。そこで本論では，以下この視

座を受けついで論じてみることになるが，そのためにはまず戦後の企業集団に

ついての把揮の仕万が問題となる。

戦後の企業集団につい ζの研究において明 bかにされてきたことの一つは，

戦後企業集団がいわゆる「企業集団」と「企業〆ル プ」の一段階重層構造か

13) 中村隆英『日イ私経済ーそ白成長と構造一-JJ1978牛. 132頁。
14) 大塩，前掲「新興コンツェルンJ88真。[ J内は引用者。以下同然。
15) 字国)1し前掲『新興財閥J]， 12頁。
16) 大塩，前崎「新興コンツェルンJ，88頁匂
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ら成っているということである17hすなわち，三井・三菱・住友などといった

戦後六大「企業集団」はそれぞれ多数の巨大企業を株式相互持合・系列融資・

社長会などの機構によって結集し一つの「集団」をなしていると看倣されてい

る。が他方では，その集団を構成している個々の巨大企業(たとえば，三井鉱

山・三菱重工・住友金属など)もまた，それぞれが自らを頂点として傘下に子

会社を擁する「企業Fループ」を形成しているのである。たとえば第1表は，

第 l衰三「企業集団」社長会メンバー企業の傘下関係会社数

金曜会|二木会 白水会

三菱鉱業セメユト 10C社|三井鉱 山 84社 住友金属鉱山 田社

三菱肩柚 19 1:三井金属鉱業 74 住友石炭鉱業 2日

三菱金属 31 日本製鋼所 2R 住友金属工業日6

三 菱製鋼 14 小野田セメント 145 住友軽金属 37

三菱重工業

三菱化工機

日 本 光 学

菱 電 機

菱 イヒ 成

菱 泊 fヒ
三菱 瓦 斯 化 学

菱 樹 目旨

旭 硝 子

出正 麟 麦 t白

118 

13 

27 

171 

116 

74 

51 

22 

119 

35 

三機 T 業 1 9 

三井造船 1 41 

ト ヨ タ 自 動 車 1 64 

東京芝荷電気 :'198

三井東圧化学 i121 
三井石油化学|泊

三井建設 1 14 

日本製粉 1 26 

東 レ|出

王子製紙 58

三菱 レ イ ヨ ン I 50 三 越 1 36 

三 菱 製 五民 1 31 大阪商船三井船舶|出

日本郵詩的 11口7 弓 井物産 1474

三菱商事 1371 三井不動産 1 53 

三菱地所!46 三井倉庫 32

三菱倉庫 I44 

住友セメント

住友重機械

住友電気工業

日本電気

1住友化学

住友へークヲイト

日本板硝子

住 友 建設

住 友商 事

住友不動産

住 友 倉車

出所) ~年報・系列の研究』第25集 1984年，より作成。非金融企業のみ。

72 

53 

85 

130 

100 

32 

73 

18 

213 

30 

20 

17) この重層構造を「金融ョンツェルン」と「産業コンツェルン」のそれとして蹟極的に打ち出し

たものとして，堀江英一「産業コンツェルンJ~経済論議』第110巻第 5 号， 1972年。またj かか

る重層的把援の現代的意義を明確にしたものとして， 坂本和 「現代企業グループ請の展開方

向J~現代と思想』第35号， 1979年。その他，奥村宏『日本の六大企業柴田j]1976年， 第2章，

後藤是「親一子会社型企業グループ論の新展開J~週下I東洋経済Jl 1977年1凡15日号，など参問。
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一例として六大企業集団のうち三井，三菱，住友の三企業集団の社長会構成メ

ンバー企業(非金融企業のみ)の傘下関係会社数を示したものである。同表に

みるように. 1企業集団(社長会)Jを構成する各企業は，それぞれがまた自ら

を中核とする「企業グノレーフ」を形成しているのであり，平均すると79社を傘

下に擁していることになる 1ヘすなわち，六大企業集団についてL、えば，そ ζ

に「企業集団」ー「企業グループ」というこ段階のレヴェんから成る企業集団

の重層構造を見出すことが己きるわりである。また，かかる六大企業集団に属

守山(あるいは一つに専属せぬ〉巨大企業 (1独立巨大企業J)の場合も自ら

を中核とする「企業グノL プJを形成していることは周知である。たFえば新

日鉄は151の関係会社を擁して新日鉄グループを形成しており，同じく日立製

作所は197社， ソニーは72社， などなどのまた住友系といわれる松下電産は実

に442社という製造業企業の内では最多の関係会社を擁する「企業グノレープ」

の一つである。

これら二段階レヴェノレの重層構造のうち 1企業集団」の実態については既

にいわゆる六大企業集団に関する多くの研究成果によって周知である。したが

って，ここで「企業グループJについて説明しておけば，それは端的にいって，

親会社および親会社の「本業」との事業的関連をベースに設立された子会社群

とによる 個の有機的事業構造体， ということになる。親会社と子会社との事

業的関連は決して一様ではないものの，主として「本業」からの多角的展開に

よるもの，および「本業Jを垂直的に補完する役割〔たとえば，親会社への部

品・原材料の供給，製品の再加工，販売・流通サービス，運輸，研究開発，な

どなりを担うものを挙げることができる。今日 Cは，その子会社数の多寡は

とも角としても，大企業の「企業グノレーゾ」化は上に挙げた特定の巨大企業に

限らぬ普通的な現象である。つまり，現代企業は，多角的展開によるものにせ

よ「本業」補完的なものにせよ，自らを中核に多数の子会社を配置するととに

18) 同表に掲棋したのは「連結財務諸表規則」によって規定される由岳長在 (1子会社」およひ「関
連会社J)だ日に限られ，企業によ〆てはこれ以外にさらに多〈の傘下企業が付け加えられるn
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よって，全体として一つの有機的な「大企業体制」ともいうべきものを構築L

ている。しかも，こうした「企業グループ」形成の動きは， とくに昨今の情報

技術革新や蛾烈化する園内外市場をめぐる競争もあって加速化されつつあり，

それは企業の経蛍環境をとりまく不確実性に機敏かつ柔軟に対応するための一

つの戦略とさえなってレるのである 19)Q 

きて，このように，私たちは戦後の企業集団として二段階のレずェルのもの

を知っているわけであるが，先の論者たちが新興コンツェノレ γ を戦後企業柴田

の先行者であるといろ場合，一件， どちらの V ずェノレヘ連続するものとしてい

るのであろうかのたとえば，宇田川氏はし寸。 1わが国近代経営史は，やや大

胆な表現を用いれば企業集団の劉輿・発展・再編および没落の過程を中心にた

どることができるといっても過言ではなし吐加。 この考えから氏は， わが国の

企業集団を形成時期別に. (1)既成財閥. (2)大正財閥. (3)新興財関. (4)戦後型企

業集団，の四種類に分ける。さ止に続けて，前述のように，新興コンツェノレン

研究の意義のーっとして，新興コンツェノレンと「戦後型企業集団やその外側で

急成長を遂げた独立大企業グル プ」との関連性の解明という論点を挙げるの

である。しかし残念なことに，氏はそのことを指摘するのみで全く展開しな

いばかりか，何よりも主た，氏のように企業集団を無造作に四種類に並列じて

しまっては展開の Lょうもないのである。つまり， これまで述べてきたことか

らも推測しうるようにヲ新興コンツェノレンこそは，他の三種の企業集団と異な

り他ならぬ「企業グノレーブ」レずェルで把握されるべき存在であった。のちに

その内容を検討するが1 新興コンツェノレンは戦麦の「企業グノレープJ(1企業集

団」ではなしすの先行者であったのであり，彼らは旧財閥あるいは戦後の六大

「企業集団J とは企業集団のレずェノレを異にしていた。すなわも，その実体を

異にしていたのである。かかる実体を異にしているものを同一概念の中に並列

拐して論じようとしたことこそが，従来の議論が「梗塞した状況に陥って」き

19) 下谷政弘「現代企業グループの椛造と機能」坂本和一編著『弛術革新と企業構造』第6章，
1985位参照。

20) 宇田川j 前掲『新興財問ム 8頁。
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た最大の原因ではなかったのか。新興コンツェノレンが戦後企業集団の先行者で

あるという議論を展開するには，前以て企業集団のレゲェノレを明確にしておく

ことが不可欠の前提だと言わねばならないのである。

以上述べてきたように，これまでの新興ヨソツェノレンに関する議論は大

方の意見にしたがって」無批判的に五つのグループを選び出した上，それらを

実体の異なる旧財閥や戦後六大企業集団と直接的に対比あるいは連続させよう

としてきた。すなわち，一言でし、えは新興三ンツェノレンの突体規定そのものが

忘れられてきたのである O そのため，新興ョ y ヅェノレ Y の統一的な概念を抽出

しようとするこれまでの試みはことごとく失敗してきたのであわ，前述した上

うに，如何ように定義しようとも必ず例外を言わねばならなか司だのである。

私は，新興コンツェノレγ は実体として「企業グループ」レヴェノレで把握される

べき存在であること，しかも 1930年代日本資本主義を背景とする当時の[企業

グノレ プ」化現象という大きな流れの中で登場してきた存在であり，戦後に継

承される企業集団の二段階重層構造という新たな側面を作り出した存在であっ

た， と考えている。

ところで I企業グノレーフ」概念、をより明 bかにするためにもう少し敷街し

てお〈必要があろう。つまり，企業グループが一個の有機的な事業構造体であ

るという意味は，傘下子会社が親会社の事業(本業)との密接仕関連性を以て，

その一元的管理の下にそれぞれ独自の役割を果たすこと，つまりグループ全体

が一つの分業関係を編み出すということである。このことを頂点に立つ親会社

の側から見れば，それぞれの子会社はグループ内における分業関係に組み込ま

れた一個の事莱単位である。しかも，それらが形式的にもせよ別法人の形態を

とる以上，それらはいわゆる「分権的」な事業単位である。

ζの「分権的事業単位」ということで想起されるのは A.D チャンドヲー

Jrの議論である'"。彼は， 周知の土うに，企業内外の経営環境の変化， とく

21) A. D. Chandler. Jr.. Strategy and Structure， 1962，三菱経済研究所訳『経営戦略と組織』
1967年。その他，チャンドラーの最近のも白として，岡本秀昭下)11浩一訳「腔営者企業の成長
単乙略J~中央公論〈経営問題)J 1981年春季号 TheM.form: lndustrial Groups. Americanノ
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に多角化への組織面での対応として，企業の内部における職能部制組織から事

業部制組織への推移を明らかにした。詳細は省かざるを得ないが，要は企業成

長にともなう経営管理上の混乱・非効率の発生を企業内部の組織原程の根本的

な変革によって，すなわち 集権的職能部制」組織から i分権的事業部制」組

織への変化による解決として捉えたのである。こうして彼は「近代的企業」

の発展要因を企業内部組織の原理的変革に，すなわち複数の分権的事業単位

(=事業部〉および本社機構から成る事業部制企業の山現の中に見出したので

ある。なるほど企業成長にともなう経営管理上の混乱・非効率を回避するため

の組織図での対応としては集権的組織から分権的組織へという大きな流れ以外

には考えられぬように思われるυLかしながら，ここで一考を要するのは，分

権的組織としては必ずしも企業の内部の事業部制組織だけに限定さわしるべき必

然性はなかったのではないか， ということである。つまり担かかる事業単位を

「子会社|という形態で親会社の外部へ分社化して企業グノレープを形成すると

いう対応もあったのではないか。私は，分権的組織の問題を考えるには彼が敢

えて捨象した子会社の存在(つまりは「企業グループ」の問題〕を含めて再検

討する必要があると考えている。 I近代的企業」の発展は必ずしも企業内部に

おける組織変草によってばかりではなし多くの子会社を傘下に擁する「企業

グループ」化としても顕著であったからである。

IV 1930年代の企業ゲループ化現象

さて，次に1930年代における企業グループ化現象について考察することにし

ょう。

まず最初に，第2表はいわゆゐ五つの「新興コンツェノレン」の内， 日窒・目

曹・理研の各コンツェノレンの傘下子会社数の推移を見たものである(森コ γ ッ

エノレ yについては必ずしも明確でなかった。また， I新興コンツェノレ γ」の代表

格たる日産コ γ ツェノレ γ を掲げなかコた理由については後述〉。日窒が漸進的

〆Style，European Economic Review， No. 19. 1982，など。
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日窒・日曹・理研コンツェルンの傘下子会社数り推移

理研

年 新規子会社数 l当年子会社数 新規子会社数|当年子会社数 当年子会社数

1923 1 1 O 。
24 O 。 。 O 

25 。 。 l 1 

26 3 4 。 l 

27 : 1 5 O 1 。
28 l 6 O 1 O 

29 2 8 O 1 。
30 3 10 O 1 O 

31 1 11 。 1 。
32 1 12 。 1 1 

33 1 11 1 2 2 

34 3 14 O 2 3 

35 6 20 3 5 8 

第 2表

4

1

7

2

7

 

1

3

4

6

5

 

日

沼

田

山

岨

品

1

4

2

5

1

 

1

1

1

 

叫

川

品

叩

品

岨

岨

5

0

5

6

6

 

1
 

6

7

8

9

0

 

3

3

3

3

4

 
新規子会社数の内には単なる社名変更によるものは含まなし、。子会社の内には合併統合
されたもりがある。
日窒コンツェルについては日本窒素肥料「日本窒素肥料事業大観J1937年，同，各号 F社
報』より。日曹ョンツ品ノLンについては日本曹達『日曹事業概観(稿)J1941午より。理
研コンツェルンについては斎藤憲 r<理研産業団〉の形成Jr経営史学』第17巻第2号，
1982午，より。

であわ目曹・理研が短期集中的であるという特徴は見向せるものの，彼らが傘

注〕

出所〕

下子会社数を急速に増大させ「企業グループ」を形成し始めたのは30年代であ

ったことが見てとれる。彼らがそれぞれ本論でいう「企業クソレープ」であった

ことの実証はそれぞれの個別研究に譲るしかないが，摘記だけしておけば以下

の通りである。

その親会社は日本窒素肥料〔創立1908年〉

三宅，前掲『新興コンツェルン読本』の陪か， T各政弘「日本

大塩武氏の一連町商論文， とくに「日窒コンヅゐルンの成立ノ

日窒コンツェノレンの場合Z23'

22) 日窒コンツェルンについては，

化学工業史論Jl1982年，第2草

まず，
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である。同社は第一次犬戦フームを契機とした塞礎固めのあと，一方では23年

のカザレ一法導入による合成7予モニア・合成硫安の製造開始，他方では26年

からの植民地朝鮮への大々的な進出による巨大た白家水力発電設備をもった一

大化学コンビナート(興南〉の建設を行ない，ほぼ30年代前半には既にョンツ

エノレンとしての体裁を整えることになる。同社はとくに，合成アンモーアを基

軸とする旺盛な多角的展開によって化学肥料のほか各種工業薬品，爆薬，油脂，

化学級維など多方面に進出し，それまでの単なる肥料専業企業から綜合的な一

大化学企業へと成長した。その場合， つの特徴点として指摘すべきは，同社

は多角化による新規事業分野への進出に際L，それらを次々と子会社として分

離せしめたことである。したがって，向コンツェノレ γ を構成する子会社は，別

法人として独立の形態をとってはいたものの，実質的には親会社日窒の諸事業

をそれぞれに分担する一事業所にすぎぬ性格のものも多<，経営管理機能はほ

とんど親会社に集中されていた。また，同コ γツェルンを構成する子会社相主

聞には原材料や半製品など労働対象の緊密な流れも見出され多角的分業関係が

編成されていたのであり，技術者・労働者のコンツヱノレン内交流も盛んであっ

た。こうして同コンツェノレ Yは全体として一つの有機的事業構造体を，すなわ

ち企業グループを形成していたのである。

次に日曹コンツェノレンの場合23〉，親会社たる日本曹達が大戦後反動恐慌(1920

年〕のさ中に創立されたという事情もあって30年代はじめまでは目立たぬ存在

であった。しかし， 30年代に入るや，電解法ソ ダおよび副産物塩素の有効利

用，あるいは電気冶金工業などが一躍「時局産業Jとして脚光を浴びはじめ急

成長をとげたのである。同社も，日窒と同様に化学工業を中心とする多角的展

開によコて事業分野を拡犬したが， 30年代前半までの多角化は親会社内部にお

¥と企業金融Jr経済論集』第27号， 1977年，など参照D

23) 日曹コンツ zルンについては，前出「新興コンツェルン読本』のほか，下谷政弘「大正期ソー
ダ業界と日本曹達の成立H日本曹達町工場展開H 日本曹達から日曹コンツェルンヘ」各「経済
論叢』第127巻第2• 3号， 1981年，第130巻第1. 2号， 1982年，第134巻第1・2号， 1984年，
参照」
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円る新工場設立 (35年までに 7土場〉によって行われ，本格的な企業グループ

の形成，すなわち子会社設立は日中戦争勃発年をはさむわずか両三年という短

期間に集中的に行われたのである。短期間での企業グループ形成のために必然

的に子会社の過半は既存企業の傘下取り込みによっても行われざるを得なかっ

た。しかし，同コンツェノレン内部での原材料・半製品の流れを仔細に検討すれ

ば，それら子会社は親会社日曹の諸事業を多角的にあるいは垂直的(とくに親

会社への原材料供給という後方垂直統合的〉に補完する役割を担うものとして

位置付けうるのである。

次に理研コ γ ツェノレンの場合"にその起点は1927年の理化学興業の設立に求

められる。同社は，よく知られているように，本来，その母体たる理化学研究

所(17年設立〕が研究資金主得るために自らの発明・発見の企業化を目的に設

立された。当初は専業化による生産性向上を狙った「ー工場一品主義」に沿い

それぞれの製品工場を子会社として分離独立せしめることによって，また， 36 

年以降には「産業団の機構を整備するため，更に〈経済戦〉に打ち勝つためJ25) 

既存企業の買収による子会社化も含めて，最盛時には60余社を擁する「理研産

業団」を形成したのである。理研の場合，先の日窒・日曹が広義の「化学工業」

という産業箱崎の枠内で企業クソレープ形成を行ったのと比べれば，やや趣を異

にして，その産業基盤は各種機械工業を中心に化学・金属工業などへも拡散し

ていた。また「主主小企業の濫設的様相」叩と言われるように「農村工業」とし

ての小規模企業が過半を占めていた。 ζれは結局，同辺ンツェノレγが「軍事材

料ノ独立，工業物資ノ自給J (理化学研究所設立ー関スノレ建議)というわが国

重化学工業イLの大目標を r理化学と実際との結合」とし寸独自の発想 (r科

学主義工業J)によって，あるいは「芋蔓式経営と農村単純労働の応用」町によ

24) 理研コンツェルンについては，前出『新興コンツ zルン読本』のほか，斎藤窓氏の一連の諸論
文，とくに r<理研産業団〉の形成Jr官卓史学』第17巻第2号， 1982年』など参照。

25) 斎藤，前掲論文， 48頁。
26) 大睦L-1前掲「新興コンツェルンレ 77頁。
27) 野村証君主株弐会社『理研コンツェルン株式年鑑~ 1938年， 2頁。
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って果たそうとした所に求められるであろう。

以上， 日窒・日曹・理研という，これまで「新興コンツェノレン」と称されてき

た企業グノレープの内容をごく簡単に見た。しかし，むしろ問題なのは彼らいわ

ゆる「新興コンツェルン」ばかりではなく，彼ら以外の数多くの諾企業もまた

30年代に新興コンツェノレンとして企業グループ化したという事実の内容であ芯。

ζ こで断わるまでもないことであるが，資本の組織的存在形態たる「企業」

が，株式所有や恒常的取引あるいは人的結合などを通じて特定の既存企業への

支配関係を強め，それらを傘下に再編し一つの集団を形成することは，独占段

階へと突き進みつつある資本主義においては一般的に見られることである。と

〈に，同業の既存企業を傘下に吸収あるいは子会社に再編し直接的に市場支配

力を拡大しようとする動きはよく見られる。たとえば，第一次大戦期から20年

代を通じての東京電燈，東邦電力などによる地方電力会社の吸収再編，主子製

紙による中小製紙会社の吸収再編，大日本人造肥料による中小過燐酸メ カー

の吸収再編，あるいは紡績業，製糖業，銀行業その他における同業既存企業の

吸収再編の動き，などなど。

しかし，ここで問題としているのはそうした 般的な資本集中による集団の

形成ではない。いうまでもなく，親会社の「本業」を中心に，それとの事業的

関連をベースに展開した子会社設立による有機的事業構造体としてのグループ

形成の問題である。かかる意味での企業グループの形成は20年代にも見られた

が， 30年代にとくに顕著に見bれるようになった現象であった。ここで，それ

らについて逐一検討する余裕はないが，ほんの一例主挙げれば，たとえば「新

興コンツェノレンのーツとして池貝鉄工とその仔会社」の場合， i端的に言へば

〈池貝〉には其の本来の企業池貝鉄工を中心にして，いま企業形態に革命が起

りつ斗あるJ28l0 I一会社の事業部門が分離独立する傾向が見られる 池貝鉄

工から自動車， 鋳造， 鉱金の諸部が独vしたのもその好例と示へるj旬、ある

28) W東洋経済新報』昭和13年3月12日号， 45頁。
29) 同前，昭附14年7月22日号， 43頁。
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いは明治製糖の場合， I明治製糖は確かに経営多角化を誇り得る・・ 既に今で

は砂糖に関連する凡ゆる企業部面にまで践足を伸ばしてをるー ーこのために車

系傍系又は関係会社の多〈を持ち所謂〈大明治〉なる一つのコンツェノレンの形

態を倫ふるに至ってをる」ω〉。その他，中外産業〈日本火薬)，松下電器，日立

製作所，などなど。あるいは又，先述Lた電力・紡績・製紙工業などの諸企業

の30年代に入つての多角化・垂直的結合にもとづ〈企業グループ化，などなど。

しかも，こうした企業グループ化現象はこれら諸企業中先に見たいわゆる

「新興コ y ツェル :/Jなど， いわば!日財閥の博外にあった独立系企業だけに

見られる土うになった現象ではなかった。それは旧財閥傘下の諸企業をも含め

当時の大企業に広〈見られるようになった現象だったのである。たとえば，樋

口弘氏は次のように述べていた。 I満州事変と金再禁止に始まった日本経済の

大膨張，重工業と輸出産業に於ける活況時代にも企業と資本の集中・合同は行

はれてゐる。しかしそれはその前期の恐慌時に於げるそれとは性格的に異って

ゐた。即ち単純なる買収・合併でなく， 持株会社制度の活用による形式的分

離，独立と関連したものであり，この時期には既成財閥がこれを通じてコンツ

エノレン形態士一層整備すると共に，分離，独立， ピラミヅド支配形式による新

興コンツェノレンの台頭を促した」。 しかも I既成大財閥にあっても昭和6年

頃から 13年頃に至る日本産業の大膨張期には辛抱急会合:負!&~与えをふモ L元

ものは比較的少なかった。寧ろこの時期を特徴つけたものは〔財閥傘下の〉大

企業体の各部門の独立，買収，合併事業の独立経蛍によるコンツェノレン形態の

完成にあったJ31)。

あるいは，橋本寿朗氏の忌近の研究によれば， 1920年代から30年代を通じて

の(と〈に30年代における) I財闘の性格変化」として I財閥の結合の原理

が，本社による集中的閉鎖的株式所有から傘下中核企業による株式持合とその

持株会社化を通じて分散的開放的株式所有とい号面を強めたJ'ぬというのいわ

30) 間前!昭和12年6月26日号. 141買の

31) 樋口弘『計画経済と日本財閥.ll1941年， 127-8頁。

32) 橋本寿朗「大恐慌期の日木資木主義.Il19.84年. 358-9頁。
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ゆる財閥の「転向・改組」といわれるプロセスのー側面のことであるが，これ

は具体的に，一方における財閥本社の側の投資停滞とは対照的に I財閥とし

ての外延的拡大の担い手は傘下中核企業に移った」山ことに端的に現われた。

すなわち，民は必ずしも明示してはいないものの，財閥傘卜企業それ自らが中

核となって子会社群を擁する「小宇宙」を形成して持株会社化する中で I傘

下の鉱山・重化学工業企業の成長とより一層の多角化の進展によって，それら

の財閥本社に対する自立性が高まった」制。財閥は「傘下企業の自主的事業活動

の枠を広げることで，産業構造の変化=生産力の主昇に対応し，その大きな生

産力を包摂することで財閥の組織性が変質した」叩のである。 もち論， 財閥は

全体としての「組織的統一也」の維持に腐心Lたが，橋本氏は「不可逆的な変

化 lとして I[財閥1傘下企業の白圭咋の上昇，すなわち会権化の進展 1叩〉を強

調したのである。つまり， 30年代における重化学工業化，産業構造激変という

波浪は，殊更に指摘するまでもなしいわゆる「新興コンツェノレン」にばかり

でなく旧財閥の傘下企業にも同様に押し寄せたのであって，彼らの財関本社か

らの「自立性・分権化」を〈夜、に言わせわしば「企業グノレーフ。化」を〉進展させ

たのである。この企業グノレープ化は，一方では，個々の産業体系の成熟による

多角化・垂直的結合の結果として，他方では，ますます膨大化する資金調達上

の方策として，あるいはまた資本蓄積・利益操作の手段として，急速に進展し

た。そして，それは30年代における産業構造の激変に対する大企業〈新興企業

と財閥傘下企業とを間わず〉の担lからの一般的対応だったのである。

財閥傘下企業の企業グループ化の実態については改めて個々に実証する必要

があるが，ここではほんの一例として， 30年代末の「日本財閥の現勢」を鳥敵

した随 u弘『日本財閥諭〈上)Jlから傘下企業の企業グループ化〈氏のいう「産

業コンツェノレ γ 化J) ，こ関する叙述のいくつかを拾ってみるにとどめたい。た

とえば，まず綜合財闘のうち三升について。 I従来は三井合名の直按投資会社

であったが，それ自身既に一個の巨大産業コソツェノレ Y化しつふあった東京芝

33)34)35)36) 間前，各， 357ョ 361，362， 359頁。
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漏電気，主子製紙，鐘淵紡績の 3社 (11頁)Jc Iこれら [3社】の他に旧物産

の仔会社なる台湾製糖，小野田セメント等もそれぞれ業界における王者であり

多かれ少かれ産業コンツェノレ γ化しつふある (21頁)Jc I三井鉱山はその下に

右炭と有色金属の鉱業所を有して日本の石炭の著しい割合を生産し三池には世

界的な大染料工場，製錬所を直営してゐる丈でなく，傘下に東洋高圧以下の13

佃の仔会社と白木・満州の特殊会社邑に投資する大産業コンツェノレンである

(20頁)J叩。三蓄をについて。 I三麦でもその重要な直系会社は三菱鉱業を最多

として，数個， 10数個の支配事業を従へて夫々が産業コンツ ι ノレン形態をとり

つ斗ある (35頁)J。次に「二流財閥」のうち，たとえば浅野について。 I浅野

の事業網で 業界における地位も一流で浅野の支柱をなすものは浅野セメン

ト，鶴見製鉄造船，日本鋼管，小倉製鋼と東京湾理立，浅野物産であらう。そ

してこれらは夫々が一個の産業コンツェルンを形成してゐる (71頁)J。古河に

ついて c I古河財間にあっては，その直系会社に対する投資は第一次的には古

河合名が第二次的には古河石炭鉱業が行ってゐるが，両者の仔会社であり重工

業の現業会社たる古河電工が又一個のコンツェノレンとして 宮土電機始め10

数個の孫会社を有し (95頁)Jている，などなど。

以上，企業集団の νヴェノレを無視したまま新興コ γツェノレ yを旧財閥と直接

的に対比させ「その特異性」ばかりを一方的に強調するというこれまでの「方

法」は，先に批判したように単に新興コ γ ツェノレンの実体規定を見失わせたば

かりか，反面では，財閥そのものの内部における変化，すなわち財閥傘下り個

々の大企業もまた自立的単位としての企業グループ化を押し進めていったこと

から日をそらさせ，結局は両者を整合的に理解する途をも閉ざしたのである。

30年代における企業グループ化現象は，いわゆる「新興コ γ ツェノレ γ」だけの

専売特許巴はなかった。

37) 悶みに， I通常のコンツェルン請かロは除かれてゐるが，倒へは鐘効，三井鉱山，王子製紙な
どは何れも数10甲子会社をもっ犬コンツ z ルンなのであるn それほどでなくとも，一寸とした大
会社ならば10や20の支配会社をもってゐるものがさるいム岩井良太郎「事変で伸びた小型コンツ
ェルンJ，科学主義工業Jl1938年 7月号， 166頁。
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V 新興コンツェルンと新興財閥

個々の大企業の企業グノレープ化の進展については以上のように指摘するにと

どめておいて，紙幅の都合上，以下では本稿での論点をより明瞭にするための

ー，二の事例Jを示すことにしよう。

たとえば，まず松下電器産業の場合制。同社を中心とするいわゆる松下電産

グループは， 前述のように， 現在450社近く正いラ多数の子会社を擁する企業

グループである。その淵源は1930年代にあった。

同社の前身，松下電気器具製作所が誕生したのは第一次大戦ブームの中，

1918年のことである。同社は相つぐ新製品(配線器具，自転車ラ γプ，キーソ

ケット，電熱器など)の調発によって，また「積極販売」戦略によって20年代

不況を切り抜け 28年末には販売月額10万円を突破， 従業員数も300人を越え

るほどに成長Lた。 29年には社名を松下電器製作所と改め，未だ個人企業なが

らも同年末までに七工場を擁L，また子会社も一社もっていた。 30年代初頭に

はラジオや乾電池部門へも進出， 32年には「松下電器の真使命」を宣言して新

たな飛躍期に入る。 I創業以来14年 ・・居員200余人， 工員1000人を数え

事業分野も配線器具，電熱器， ランプ・乾電池， ラジオの四部門で200余種の

製造品目を持ち， 10ヶ所の工場，子会社，全国 5ヶ所の支1古・出張所による販

売網は年間300万円の製品を生産販売する事業体に成長」附したのである Q そ

の後，注目すべきは，折しも日本経済の景気回復とともに需要急増し始めたお

年，同社は全〈先駆的に事業部制を導入したことである。それは第一事業部

(アジオ)，第二事業部(乾電池・ランプ)，第三事業部(配線器具・電熱器〕

の 3事業部からなり， 翠年には電熱器部門が独立して第四事業部となった。

「各事業部は翼下に工場と出張所をそれぞれ持って，製品の開発から牛産・販

38) 以下は，主として松下電器産業『創業35年史Jl1953年， ~松下電器50年の略史Jl 1968年，によ
る。

39) 松下電工『松下電工印年史J1978年， 12貫一
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売・収支までを一貫して担当する独立採算の事業体となった」舶のである。こ

のように，当時は大企業としえども事業部制を導入した前例が見当らぬ中で，

同社は多角化によって増大した製品を系列毎に整理し，凶つの事業単位から構

成される事栄部制企業に成長したのである。とはいえ，それは短期間に終った。

つまり，同社自体がまだ個人企業の形態をとっていたという制約もあって，結

局は35年末の同社の株式会社(松下電器産業)への改組にともなって，これま

での事業部は「分社化」され，すなわち企業Fループへと展開することになっ

たのである。第 3表は37年当時の同企業グループ構成企業の一覧である。 35年

末の事業部制から「分社制」への移行の際に「分社」と事れたのは同表中の丸

印を付した日企業であり，その後も同社は旺盛に子会社を設立し，いわゆる

第s表 松下電器産業グループ (1937年 3月現在〉

企 業 名 |設立年月|設立時資本| 営業 内 界
I 1lX...I.L4-n 金〈万円) I 

松下電器産業

日本電器製造

ナショナル蓄電池

C松和電器商事

C松下電器貿易

松下製品配給

O松 下無線

。松下乾電池

O松下電器

O松下電熱

C松下金属

。松下電器直売

ナショナノレ満i俺

朝日乾電池

ナショナル電球

松下電器製品配給

1918.3 

29.5 

35.2 

35.8 

35.8 

35.11 

35.12 

35.12 

35.12 

35.12 

35.12 

35.12 

36.2 

36.6 

36.6 

37.2 

1，000 I子会社の統轄

10 I合成樹脂配線器具

100 I蓄電池製造

100 I乾電池・電気器具の販売

30 I輸出

10 I台湾における販売

500 Iラジオ製造

500 I乾電池・電池ランプ製造

200 I配線器具製造

200 I家庭用電熱器具製造

60 Iランプケース・工具・プレス

30 I大口特殊販売

5 I乾電池用マ γ フザン製銃

乾電池製造

10 I電球製造

北海道における販売

出所〉 松下電器産業『創業35年史， w松下電器5C年の略史』 その他同社「社史資料」によち作
成。

40) 同前， 15買。小野豊明『日本企業の組織戦略Jl1979年，第2部第1章，岡本康雄「目立と松下
(上)..!l1979年J 参同河
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「松下産業団」を作り上げていったのである。この松下の事例で興味深いのは，

いうまでもなく事業部制という企業内部での分権的事業単位が「分社制」すな

わち子会社という形で裁会社の外部へ分離され一個の企業グループを形成した

ことに他ならないc このことは私たちに企業組織の分権化という問題を親会社

内部の事業部制組織だけに限定すべきではないこと，企業の成長を企業グルー

プ全体として考察しなければならないことを示唆しているように思われる。

次に目立製作所の場合."。同社は現在200社近い子会社を擁しているが同グ

ノレープの出発もまた30年代に淵源を求めるととができるのしかも同社の場合，

周知の土うに「新興コンツェルン」の代表格たる日産コ γツェノレンのー構成メ

γハーであったという複雑さをもっ。

目立製作所の前身はよく知られているように久原鉱業E立鉱山(工作課)の

付属電機修理工場であった。久原鉱業から独立して株式会社となったのは192日

年のことであり，また鮎川の日本産業の傘下へ組み替えられたのはお年のこと

であった。同社は30年代に入るや電機・重機械・車輸などを中心として旺盛な

多角的展開をする。製品の多角化は一面ではプロセ旦を垂直的・水平的に結合

させて多様な新製品を生み出す技術的要因となり，他面では「一式生産J rプ

ラント生産」といった綜合製作を可能とする基盤を与え，同社を重電機械を中

心とする一大綜合製作所へと発展させていったのである。

かかる製品の多角的展開に対応する形で，まず同社内部において生産体制が

構築されていった。たとえば，製造所 (works)数は29年までに五つであった

ものが39年には14となり，工場 (shops)数も2日年代に15であったものが30年代

には41に急増Lた。このように. 30年代における多角化への同社内部での対応

は顕著であった。しかし，同時に他方では，子会社数の増加によって同社は着

実に企業グループ化を押し進めたのである。すなわ九第4表に見るように，

41) 以下は! 日立製作所 r日立製作所史(1)(2)Jl1960年のほか』吉田芳明「戦前における巨大電機企
業の確立(1)(2IJI経済論叢』第126巻第5. 6号， 198C年，第127巻第 4. 5号， 1981年，野村総
合研究所編『日立製作所の研究Jl19B1年l 田中隆姑「独占体 トラストの管理 日立グル ブを

中心にーJI快経研究』窟26巻第l号，ユ977年，など参照。
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企業名

共 成 工 業

良 鋼 社

日本エレベーター製造

日 立 瓦 主『

大 阪鉄工所

国 産 精 機

日本可鍛鋳鉄所

鉄 管継手販売~ 
東洋利

渋谷レントゲン

東京瓦斯電気工業

満州 日立製作所

東京機器工業

日 立 土 地

日 立 水 道

満 川変圧器

理研真空工業

若狭 光学研究所

第137巻第Z号

第4表 日立製作所の主要関係会社

!費出|公開吋ず|
19包9 25 100 

33 10 100 

35 50 77 

36 25 60 

36 3，000 100 〈子会社〉原田造船，向島船渠

37 500 100 

37 100 72 

37 25 54 

37 10 75 

37 50 100 四 年 巨 日 本 臨 機
38 3，600 92 一一一 目立兵器

38 1，000 100 日本工機

39 500 78 

39 50 100 

39 100 100 

40 100 50 

40 3，000 50 

40 15 100 

出所〕 吉田秀明「戦前における巨大電機企業の確立帥 Ir経済論叢日第127巻第4' 5号 1981 
年， 101ヘ ジ。

r30年代の前半には例外にすぎなかった関係会社の存在は，その後半には日立

の多角化経営に不可欠のものとなった。目立製作所は単独電機企業からく巨大

な複合された企業)，コンツェノレ γに転化したJ42lのである。

さて，日立製作所をここで事例のーっとして引いたのは，同社がいわゆる

「新興コンツェノレン」のーったる H虚コンツェノレンのー構成企業であったこと

から，前述した「企業集団Jと「企業Fノレープ」の重層構造の V ずェルについて

考えてみるためである。すなわち，先に私は日室中日曹など新輿コンツェノレン

が「企業Fノレープ」であることを見た。そして，周知の如〈日産コ Y ツヰノレン

こそは，通常，これら「新興コ Y ツェル YJ の代表のように扱われてきたので

42) 吉田，前掲論文(2)，103頁。
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ある。と泊、ると， 日産コソツェノレふ/も企業グノレ プであれば，その傘下の日立

製作所(グループ〉も企業グノレーフであるということになってしまう。

結論を先取りして言ってしまえば，私は日産コ γ ツェノレ Yは新興財閥でこそ

あれ，企業グノレープとしての新興コンツェノレンではなかった， と考えている。

その意味はこうである。つまり，なるほど同コンツェノレンは旧財閥に比較する

と所有構造が開放的であった点，重化学工業への進出度が高かった点，あるい

は企業ピヘイピァの点などにおいても明らかに旧財関とは異質の特色をもって

いた。と〈に親会社たる日本産業が公開持株会社として所有構造が封鎖的でな

かった点は，これまで旧財閥とは全〈異質な特色として強調きれてきたのであ

る。しかし，他方では， 日窒や日曹などの新興コンツェノレ Y と比べると同コン

ツェノレンの産業基盤は第l闘に見るように横断的・非有機的であって，むしろ

旧財閣のそれに近かったことも事実である4九日産コンツェノレ Y研究の第一人

者たる宇田川氏も百う。 i日産の包括していた事業は投下資本の点からみれば

確かに重化学工業部門に集中vcいたが，決 vc他の新興財閥と同じように傘

下各事業が有機的つながりをもったものでなく異種多岐にわたっていた」叫。

あるいは i日産は確かに重化学工業を中心とする企業集団であったが，他の

新興財関にみられない水産・保険などの事業を経営しており既成財関の特徴と

される〈八百屋式〉コソツェル γ の様相を呈 Lていた」刷。いや，氏のいう「コソ

グロマリット的経営戦略」の結果とじてその産業基盤が「八宵屋式J r所謂産

業百貨庖の多角経営J46-)であったばかりか， 本論での問題関心からいうと， 同

コンツェルンが組織構造的にも二段階重層構造という「様相」を呈していたこ

43) rコンツェル形態に於して，既成財閥が専ら負ifIJ圭晶商品を基調とする杭合型!若しくは拡
系列型であるのと対眠的にj く新興〉は専ら生産位術関係に基いて次々 と出城を築いて発展し，
傘下町全事業が有断的に結合された宇宣型であると五ふ点だ......;tも，新興コンツェルン白芋夏

型にも例外があって，例へば日産などのこれまでの発展の仕方，及び現在の事業体制は明らかに
資本的支配関保を基調とせるものだム高橋・青山前掲『日本財関論l201頁。

44) 宇田川勝「日産財閥形成過程の桂営史的考察Jr経官史学」第6巻第3号. 1972年. 31頁。
45) 宇田川，前掲『新興財閥j，60頁h

46) 日木産業株式会社『日置及関保会社事業要覧J 2頁L
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とも重要である。つまり，同図に見るように， 日産コソツェノレンは傘下に複数

の「企業グループ」を擁する「企業集団」としての組織構造をもっていたので

ある。 し古、も， 氏はさらに次のようにも言っていた。 I久原、・鮎川家の事業は

もち論のこと，東京藤田・貝島家の事業にしても漸次日産コンツェノレンの中に

包括されて行<. とし、う事実経過からして， 大胆にいうならば， 日産は姻戚関

係を基調としたところの財閥形態を志向したものであり その意味で， 上記四

家の企業者活動の集大成であった」町。あるいは， 「日産がその傘下に吸収し

た諸企業の大半は， それまで久原・鮎川の親戚各家によって，あるいはその支

配下さ営まれていたものであった。その意味で， 日産財閥は久原・鮎川を中心

としたiI!~託会豪ゐ主会岳動ゐ金夫歳=晶表Fん二会ゐ~業生出であ勺かJ 4S) 。

前記の産業基盤の非有機性というのも或る意味ではこうしたことの結果でもあ

ったろう。

同コンツェノレンは一体如何なる意味で「新興コンツェ

として日窒・日首などと同一範隔の中に一括されうるのかが当然問題に

こうなると，し力、し，

ノレ γ」

されねばならないことになる。氏にとってはそれは不問に付され，先述のよう

「大方の意見にしたがって日産・日窒・森・日曹・理研の五コンツェノレ

もっぱら登場時期だけを主たる基準として無批判的に同一範晴の中にをヲ

lこ，

ン」

片付けてしまうのである。つまり，

辻複合わせ， ということになる。

グノレーピy グこそが先で， あとはそれらの

新興コンツェルンの祇念を明確にするためには， この日産コンツェノレンに関

する唆床さを捨ておくことはできないと思われる。その駁昧さは，同コンツェ

ノレンが20年代に財開化に挫折した久原「財閥」から転じたとし寸特殊な経緯白

内にも求められよう。 し古>L-， さらに言えば， 先に私は従来の「新興ロンツェ

47) 宇田川，前掲「日産酎調形成過程の経営史的考察J.31頁。
48) 宇田)11勝「日産財闘の水産部門形成過程〔下)JW経営志林』第11巻第i号， 1974年， 64-5頁。

「これらの血族的資本こそ日産コンツ z ルンの資本的中核をなすものであり，これを基礎にすれ
ばこそ公開 分離買収譲渡の鮎川工作も断じてその支配躍を犯される所なく行ひ得たのであ
ろう。去肉二予予:ュι自産L主自去る舟五占由自ti;"畠L壬血岳会if.海土品岳岳をこ("(ゐ. . . . . . . . . 
質的基礎としてゐZム 樋口j 前掲『日本財閥論〈りJl175J'{。
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ノレン」概念が旧財閥との対比上での諸特徴を貼り合わせてできていた， と述べ

たが，より厳密に言うなら，その場合の「旧財閥」とは暗黙裡に三井・三菱・住

友という既成綜合財閥をその典型基準と想定して対比されてきたのであり，古

河・浅野などの「二流財閥j. あるいは氏のいう久原・鈴木・川崎なとの「大正

財閥」との綿密な対比は等閑視されてきたと言わねばならないのである。新興

コンツェノレ Y論，あるいは財閥論全体ω展開にとっ亡も，それらの本格的検討

が必要になってきているように忠われる伺〉。たとえば，従来あたかも日産コン

ツェノレン(あるいは，それを拡大して「新興コ Yツェノレ Yj全体〉の特徴のよう

に言われてきた大衆株主からの社会的資金動員(その結果としての膨大な 般

株主数)，あるいは優先募入式のずレミアム付株式公募などというと土は，当時

の時代的制約の範囲内のことではあったが，既に第一次大戦期の久原鉱業〔い

わゆる「大正財閥J)などが手がitてきたことであり，何も「新興コンツェノレン」

が30年代になって初めて行ったことではなかった。露見誠良氏らの研究によれ

ば，これら「旧財閥と1930年代新興財閥を媒介する第一次大戦期重化学工業化

を推進する資本主体J， すなわち鈴木・松方・久原などの「大戦期〈新興〉財

閥」は，既に久原を典型にして「証券市場を基礎に公募形態を積極的に採用し

て社会的資金を集中する聞かれたコンツェノレン金融を構築していJ50
)たのであ

る。

それらのことはとも角としても，以上述べてきたように， 日産コ γツェノレン

はなるほど新興の財閥ではあったが「企業グループ」としての新興コンツェノレ

γ ではなかった。ここで新興の財閥という意味は，それが時期的に30年代とい

う最も遅れて登場した「νイトカマ 」としての新しい財閥であった，という

ことの他に，旧財閥とは異質の特色を有する新たな財閥 Eあったということ，

49) 新興コンツェルンと「二流財11品Jとの対比がなおざりにされて来たと何様に，財閥論そのもの
の論旨の11-1にも「二流財閥」の発肢が組み込まれてこなかった， という指摘については，武山崎
人「資本苔fi~t討は閥」大石晶一山崎~ [j' 1'1木清出主義史十泊 1985年， 2441ro 

50) 止il.!~uRl~ r第一次大戦則正一化学工業化とく新興〉財|閣の資金調達機!~j f経済志枠』第42巻第
3 ~~\ 1974of， 1l7}."t. 
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換言すればすなわち，すぐのちに旧財閥も「転向JI改組」して辿らざるを得な

かった道(株式公開や重化学工業退盤化など)を時代的に先取りしτ急成長し

た財閥という意味である。これまでの新興コンツェノレンに関する議論は，繰り

返し述べてきたように，それを統一的に概念規定する ζ とに失敗してきた。つ

まり，如何に定義しようとも「例外」を認めざるを得なかったのであるが，そ

の最大の原因は， 30年代という時期にオーヴァラップして登場した二つの組織

構造的に異質なもの，すなわち最も遅れてきた「新興の財閥Jである日産コ γ

ツェルンと企業クソレープ」である自室・日曹などとを混同して，無批判的

に「大方の意日にしたがって」一つの概念の中に押し込めようとしたからでは

なかったのか。

前述のように， 日窒・日曹コ Y ツェノレンなどは，純粋持株会社を頂点、とする

日産コンツェノレンとは異なって，事業兼営持株会社たる親会社を中核にそれと

密接な事業的関連性をもっ子会社とによる有機的な事業構造体として，つまり

現代につらなる企業Fノレ プの先駆的形態として登場してきたのである。そし

て，彼らも含めて大企業の企業グループ化は初年代目本資本主義に見出せる一

つの新しい流れであった。それは独立系の新興企業に限らず旧財閥傘下の大企

業においても見られるようになった現象である。したがって，先に見た目立製

作所の場合も，当時の旧財閥傘下の大企業がそれぞれ自らを中核とする企業ク

ノレープを形成していったのと同じように， cl産財闘の傘下において企業グルー

プを形成しはじめたりである。




