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【 研究ノート 】

終戦直後の中山隆祐氏の標準原価計算論（1）

貴田岡　　　信

I　はじめに

日本電気 （株）（以下単に「日本電気」）が昭和 20年代後半に標準原価計算制度を導入するにあ
たり主導的な役割を果たした中山隆祐氏1）（同社元監査役，のち日本大学教授，以下「中山氏」と
略す）の昭和 10年代の標準原価計算思考を「初期研究」と位置づけ，前稿（拙稿［2016］）にて検
討を行った。その結論は，中山氏が第二次大戦終戦前の唯一の公表論文である「機械製造工場に於
ける原価計算上の問題」（『原価計算』昭和 17年 4月号掲載。以下「17年稿」と略す）で主張した
内容は，昭和 12年前後においてすでに，個々の作業について標準時間（標準工数）を測定し，そ
れを活用して部門別能率測定，部門別損益計算，能率賃金2）等，関連する複数の制度を実施して工
場の能率を向上させるという構想として，既に日本電気社内で繰り返し主張されていた。またその
構想が一部の支持者を得て，実際に標準の設定に取り掛かろうとした段階で上司の反対により断念
され，その後，中山氏が太平洋戦争の開戦と同時に東南アジア方面に出征したため，制度の検討は
中断された，というものであった。
戦後，中山氏は昭和 21年 7月に帰還したのち，間もなく，上記構想の検討と主張を再開する。

本稿の目的は，昭和 21年の帰還 ･出社以降，昭和 26年 3月に刊行された氏の著書『数字でみる工
場経営』までの中山氏の著作のうち，昭和 22年に公刊された『新能率組織のたてかた』までを検
討対象として，この時期の中山氏の標準原価計算思考を，中断前の昭和 10年代の主張と比較しな
がら，確認していくことにある。
前稿で既に，日本電気で標準原価計算制度が確立するまでの時代区分として，中山氏が標準原価

計算制度の構想を抱いた昭和 10年代を第 1の時期，終戦以降，昭和 26年に中山氏の主導によって
日本電気の一部の現場で標準原価計算が導入されるまでを第 2の時期，ストープス（P.J. Stoops）
氏の指導にもとづく標準原価計算制度の精緻化の時期を第 3の時期と設定した3）。本稿で検討する
中山氏の著作の範囲は，その第 2の時期の前半に該当する。本稿の結論を先取りするならば，『新

 1） 中山氏は著書『実践標準原価計算』の冒頭（はしがき 1頁）で，「私は標準原価を実施したいという願いを
若き日から持ちつづけて，宿願 16年にしてやっと昭和 26年 2月に工場の一部に実施することができた。」
と述べている。

 2） 「賃金」は，本稿で検討対象とする終戦直後までの時期では「賃銀」と表記されることが多い。本稿では，
原文表記あるいは原文に準拠する場合に「賃銀」とした。

 3） 拙稿［2016］4頁。
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能率組織のたてかた』およびそれに先立って中山氏が社内で作成した二つの文書は，氏の出征によっ
て検討が中断される以前の構想あるいは主張が踏襲され，戦後に検討が再開されたことを示す内容
であった。

II　終戦直後の日本電気の状況

日本電気4）の主要製品は，創業時以来の電話機，交換機という有線通信機器，昭和 10年頃から
伸長した無線通信機器，放送機器という，軍需技術品の比率が圧倒的に強く，昭和 6年に三田工場
が陸軍の監督工場，13年には玉川向工場が陸・海軍共同の管理工場に指定され 19年には大垣，大
津といった疎開先工場5）も含めてすべての工場が軍需工場に指定された6）。表-1で明らかなように，
昭和 10年代後半における同社の生産高の伸びは，そのほぼすべてが軍需生産に向けられていたと
いう状況にあった。

表-1　戦時中における軍需，官・民需別生産高
（単位 : 千円）

軍需省 海軍省 陸軍省 軍需計 官・民需 合　　計

生産高 比率 生産高 比率 生産高 比率 生産高 比率 生産高 比率 生産高 比率

昭和 10年 0 0 492 3.0 819 5.0 1,311 8.0 15,079 92.0 16,390 100.0

昭和 15年 – – – – – – 27,315 60.0 18,075 40.0 45,390 100.0

　　 16 2,745 5.0 13,717 25.0 18,655 34.0 35,117 64.0 19,753 36.0 54,870 100.0

　　 17 11,156 15.0 22,311 30.0 26,029 35.0 59,496 80.0 14,874 20.0 74,370 100.0

　　 18 43,117 25.0 53,462 31.0 65,534 38.0 162,113 94.0 10,347 6.0 172,460 100.0

　　 19 90,912 28.0 100,655 31.0 120,131 37.0 311,693 96.0 12,987 4.0 324,680 100.0

　　 20 9,010 31.0 9,010 31.0 10,171 35.0 28,193 97.0 872 3.0 29,065 100.0

（出所）　『七十年史』206頁

　昭和 20年 8月の終戦にともない，軍需工場としての同社の生産は停止した。その後，直ちに
民需生産への転換を図り，GHQへの申請・許可を経て，同年 12月から翌 21年 1月に掛けて，三田，

 4） 日本電気 （株）は，昭和 16年に新株発行による増資を行うが，同年 12月に太平洋戦争が勃発したため，親
会社の I.S.E.（International Standard Electric）社が，自らの引受け分について払い込みできなくなり，敵産
管理法の公布によって，I.S.E.社の持株が住友信託株式会社に預託された。これによって資本 ･経営とも住
友本社の統轄下に置かれることとなり，昭和 18年 2月には社名を住友通信工業株式会社と変更した（『日本
電気株式会社七十年史』190-191頁，以下『七十年史』と略す）。なお，本稿では，日本電気（株）から住友
通信工業（株）への社名変更は，一時的なものであり，昭和 20年 11月 30日，「日本電気株式会社」名に復
帰する（『七十年史』230頁）ことから，「日本電気」の呼称を一貫して使用することとしたい。

 5） 空襲に備えた工場疎開（工場分散）は昭和 18年度から開始された。大規模な疎開先は，既存の工場を買収
した大垣製造所，岡山製造所，大津製造所であった。（『七十年史』210頁。なお，17年 6月に，「工場」と
いう名称が「製造所」に改められたため，三田および玉川向も「製造所」と呼ばれている。岡山製造所は空
襲で全焼したが，大垣，大津両製造所は被害も軽微であり，終戦後も，元の工場に戻ることなく，それぞれ
の製造所で生産が再開された。

 6） 『七十年史』192頁。



43― ―

貴田岡 : 終戦直後の中山隆祐氏の標準原価計算論（1）

玉川向，大垣，大津の 4製造所，高崎の製作所で生産が再開されたが，食糧不足，労働不安，イン
フレーション，原料 ･資材難などの悪条件が重なり，生産の回復は進まなかった7）。玉川向製造所は，
軍需生産の時代に，兵器需要として無線機器，音響機器，および部品としての真空管の需要の伸び
が著しく，電話機 ･交換機主体の三田工場を売上高で凌駕していた。しかし，終戦後の GHQ占領
下では電波の発射に制限が課され，主力製品であった無線機器の製造は行えず，オールウェーブ ･
ラジオ受信機や魚群探知機の開発など，民需の開拓も必要となった8）。他方，三田製造所は，政府
主導による復旧計画，GHQからの治安維持上からの電話通信網整備要請もあり，本業ともいえる
電話機 ･交換機等の通信設備の生産を早期に再開した9）。表-2によれば，玉川向製造所よりも三田
製造所の生産の回復ペースが早かったことがわかる10）。

表-2　終戦後の各製造所の生産実績
（単位　千円）

三田製造所 玉川向製造所 大垣製造所 大津製造所

昭和 19年 80,251 159,170 17,955 7,489 

20年 8,461 29,394 2,579 7,439 

21年 56,017 108,393 87,664 41,336 

22年 183,085 264,712 88,218 152,109 

23年 468,845 596,827 180,941 198,875 

24年 598,858 580,797 38,863 171,413 

（出所）『七十年史』228頁から抜粋

III　中山氏の帰還と諸制度検討の再開

　昭和 21年 7月に外地より帰還した中山氏は，本店経理部査業課に課長として配属され，出征
前に社内文書や前述「機械製造工場に於ける原価計算上の問題」で行っていた主張を再開する。氏
の戦後最初の公表著作は昭和 22年 9月に刊行された『新能率組織のたてかた』（以下『新能率組織』
と略す）であって，A5版，本文 68ページからなる。この書の冒頭に，帰還直後の状況に言及した
次の記述がある。

　増産だ，能率増進だと叫ばれた永い戦争の試練の間に，日本の工業組織は旧態を完全に捨て去って，

全く現代工業の水準に達し，立派な科学的合理的な管理組織を樹立したであろうと，大いに期待して

私は昭和二十一年の夏日本に帰って来たのであったが，此の期待は全く裏切られてしまった。それど

 7） 『七十年史』226-228頁。
 8） 『七十年史』236頁。
 9） 『七十年史』229頁。
10） この表中の生産高の増加について，「この急増は大部分がインフレーションによる統制価格の改訂を反映し
たものであり，しかも製品の統制価格の改訂の速度は原料，労賃の急騰の速度より遅いため，（中略）　採算
的には赤字であった。」（『七十年史』229頁）と補足されている。しかし本稿では，三田製造所と玉川向製造
所の生産高の推移を相対的に確認できれば，引用の目的は達せられる。



44― ―

商　　学　　論　　集  第 85巻第 3号

ころか，日本電気が過去に於て伝統的に有して居た或る程度組織立った制度すらも悉く戦時中に蹂躙

されてしまって居た。私はもう一度，私の主張を繰り返さねばならぬと思った。 （『新能率組織』5-6

頁）

　私は再びかつての主張を繰返す必要を感じ，復員後半歳ばかりを冷静に過した後，筆をとって「日

本電気に於ける能率問題の中心点」（注 : ママ）と云う短文を草して見たが，はからずも当時の社長佐

伯長生氏の御激励を得て稿を改めパンフレットとして七百部ばかりを主任以上のものに配布して頂い

た （同上書，序文 2頁）

　私の主張が日本電気内にばら撒かれて，今回ほど反響のあった事はなかった。佐伯社長が先づ賛成

して下さるし，工員二三千を有する個々の製造所長からの声援が開始せられた。既に具体的に作業研

究を進め，工数のデータを作って居る工場もあらわれて居る。堅く閉ざされた門の扉を何回かたたい

たのであるが，やっと応答がきこえてきた感じである。 （同上書，7頁）

上記引用にある『日本電気ニ於ケル能率問題ノ中心点』は，氏の自筆原稿を謄写版印刷した文書
であり11），表紙に「日本電気経理部査業課編」，文末に「1946年 11月　中山」との明記がある（以
下この文書を「21年稿」と略す）。いま，この文書の目次を，「17年稿」のそれと比較してみれば，
章の構成が入れ替わっていることのほかは，節のタイトルも類似していることが明らかであり，こ
のことだけでも，上記引用にある「主張を繰り返す」という氏の言葉の意味は理解できる。
　　
　　　　　「17年稿」目次 　　　　「21年稿」目次
1.　生産量の測定 I　能率向上ノタメノ基本諸制度
　（1）　製造原価を以て生産高を表示する方法 　1.　人員採用ノ基準ヲ立テル制度
　（2）　販売高に依って生産高を表示する方法 　2.　課係ノ能率測定制度
　（3）　標準作業時間による生産量の測定 　3.　課係別損益計算制度
2.　生産量の活用 　4.　標準原価計算制度
　（A）　個人又は部門の能率が判る 　5.　能率賃銀制度
　（B）　能率賃銀制度の採用 　6.　遊休機械統制ノ制度
　（C）　工程管理を正確ならしむる II　生産高ノ表示方法
　（D）　正確なる標準原価の基礎を供す 　1.　生産高ヲ売上高デ表示スル方法ノ欠点
　（E）　損益計算の分析が可能となる 　2.　製造原価デ生産高ヲ見ル方法ノ欠点
3.　結語 　3.　生産高ヲ見ル正シイ方法
 III　工数計算ヲ基礎トシタ経営機構ノ実施方法

この「21年稿」は，佐伯長生社長の目に留まり社内での配布を促されたので，少々の加筆修正
のうえ，昭和 22年 2月に社長の序文を得て作成され12），管理職に配布された文書が『日本電気に於

11） この文書および次の『日本電気に於ける能率組織』は，前稿（拙稿［2016］）で検討対象とした資料と同様，
中山氏自身によって保管されていたものである。

12） 本文末尾に，「1947年 1月脱稿」と記されており，佐伯社長による序文に「昭和 22年 2月下旬」との明記が
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ける能率組織』（以下「22年稿」と略す）である。この作成当時，中山氏は本部経理部主計課長の
職にあった。本節冒頭の引用文にある佐伯社長の「御激励」「賛成」は，佐伯社長が「22年稿」に
寄せた次の序文が示している。

　序

　過日偶然の機会で，経理部の中山主計課長の物せられた本編の草稿を一読した。その内容は必ずし

も創晃とは言へないかも知れないが，本来相当複雑な問題を極めて平易な表現で簡潔且つ要領よく取

り纏めてあり，しかも問題に対する筆者の熱意が筆端に躍動して居るのを看取して感心した。殊に又

終戦に依って破壊された当社の生産体制が漸く常軌に復せんとして居る昨今，この問題に付て相当関

心を持って居た私には近頃会心の文字であった。

　最近の経営協議会でも生産の復興問題が上程せられ経営の科学的管理乃至生産の合理化が論議せら

れたのであるが，問題解決の核心は須らく本編所論の中に見出さるべきではないであろうか。何れに

しても近代産業の一翼を担当し生産に従事する者としては，その基本的常識として，本問題を把握し

消化し体得することが必要であらう。そこで私は中山課長に乞ふてこれを謄写し社内に頒布すること

とした。

　素より社内同人諸君は従来共本問題に付て充分なる関心を持たれ，又卓見を有せられる方々も多い

と思ふが，この際一層問題に対する認識の拡充と熱意の昂揚を希ひ敢へて諸君の一読をお奨めする。

　　　昭和 22年 2月下旬　社長　佐伯長生

この「22年稿」は「21年稿」に佐伯社長の序言を付し，浄書・増刷された文書であるにもかか
わらず，次に示す目次でもわかるように，内容には若干手が加えられている。

「22年稿」目次
I　序言 （1）　人員採用の基準を立てる方法
II　生産高の表示方法 （2）　課係の能率測定の方法
　（1）　生産高を売上高で表示する方法の欠点 （3）　課係別損益計算の方法
　（2）　製造原価で生産高を見る方法の欠点 （4）　標準原価計算制度の方法
　（3）　生産高を見る正しい方法 （5）　能率賃銀実施の方法
III　工数計算を基礎とした経営機構 （6）　遊休施設の統制及工程管理の方法

まず，章立てにかんして，生産高を標準工数で測定すべきことを結論とする II章と，標準工数
の活用を列挙する III章の順番が「21年稿」と逆になり，「17年稿」の順番に戻された。さらに，
冒頭に 6ページ余の序論（「序言」）が書き下ろされ，「この小文の指向するところは絶体に（注 : 

ママ）誤りのないこと，他の方法では経営の能率増進など出来ぬことと思ふが故に，書き下ろすこ
とに決心した」（「22年稿」2頁），「経営の能率組織に対する私の構想はすでに私にとっては一種の

ある。
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執念であるかの如くである」（同 3頁）と，自説に対する自信と改革に対する熱意を明らかにして
いる。
そして 22年 9月には，産業経理協会から『新能率組織』が公刊される。この書物の目次を次に

示す。

『新能率組織』目次
第 1章　経営の新組織 第 4章　工数計算を基礎とした経営機構
　　新組織の基礎 　　所要人員数の基準を立てる方法
　　新組織への苦心 　　課係別の能率測定の方法
　　製造と生産の差 　　課係別損益計算の方法
第 2章　能率向上のための基本諸制度 　　標準原価計算制度の方法
　　新組織の基本制度 　　インフレーション時の標準原価
　　米国に於ける組織の発達 　　固定計算価の設定
　　有機的連関組織 　　個別実際原価計算の省略法
第 3章　生産高の表示方法 　　能率賃銀実施の方法
　　能率の概念 　　遊休施設の統制及工程管理の方法
　　生産高を売上高で表示する方法の欠点 第 5章　結語
　　生産高を製造原価で表示する方法の欠点
　　生産高を見る正しい方法

この目次を「22年稿」のそれと比較すれば，冒頭の総説部分の内容が増えていることがわかる。
しかしその一方で，生産高の測定尺度をめぐる第 3章の内容に従前からの変化はなく，標準工数に
もとづく諸制度が解説されている第 4章は，インフレへの対策に言及するなど一部の項目追加はあ
るものの，全体の構想は，「17年稿」から「22年稿」までの一連の著作と変わりない13）。したがって，
目次の比較を通して概観する限り，公刊著作『新能率組織のたてかた』は，中山氏にとって，昭和
10年代に抱いた構想を，終戦に伴い帰還してのち，検討を再開し，2編の社内文書での改訂を経て
出版された著作であると解釈できる14）。

13） 『新能率組織』第 4章で追加されたのは「インフレーション時の標準原価」「固定計算価の設定」「個別実際
原価計算の省略法」の 3項目である。ところが同書の末尾（第 5章）で「もう一度此等の重要制度を書き並
べてみる」として列挙されたのは上記 3項目を除いた 6項目，すなわち「22年稿」と同じ項目である。とす
れば，追加項目は，制度ではなくトピックあるいは補記として扱われており，その点でも提案されている制
度は「22年稿」から踏襲されているといえる。

14） 社内文書（「22年稿」）を改訂して公刊した動機について，『新能率組織』の「まへがき」には「この様な組
織によって日本の工業が組織的になり，能率を向上すれば願は足るのである。何れかの工場に於て実施して
頂くならば，日本経済再建のために一つのエポックを作り得るのではないかと思う。」（3頁）と書かれてい
るが，後年の書物に「今井忍教授の勧奨によって出版したものである」（『実践標準原価計算』6頁）との記
述がある。
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IV　中山氏の標準原価理論の進展

目次からも判断できたように，『新能率組織』で掲げられている項目の多くは，中山氏によって
昭和 10年代以来重ねて主張されている論点である。しかし，「17年稿」以降の改訂の過程で，そ
の一部で論点が追加された，あるいは，より詳しい説明がなされた箇所があるとすれば，それらが
昭和 20年代初頭における氏の標準原価計算思考の進展を示すことになる。この点に，同書の主張
をそれ以前の著作の主張と比較してみる意味がある。
『新能率組織』の第 2章では，生産高を測定する尺度として，売上高や製造原価ではなく個々の
作業について決定された標準作業時間（標準工数）を用いるべき事が主張されており，この内容は，
すでに昭和 10年代から氏が一貫して主張している論点であって，売上高あるいは製造原価が不適
切であると考える根拠についても変更はみられない。そこで，比較検討すべきは第 4章に列挙され
ている各項目である。以下，『新能率組織』の項目順に従い，それ以前の文献との比較を行う。

（1）　所要人員数の基準を立てる方法

一期間の製造予定を機種，作業ごとに分解し，必要な工数を求めれば必要な人員数を算出するこ
とができ，適正な人員の配置が可能となる。また機械運転時間の所要量計算も同様であるという。
「21年稿」「22年稿」の目次にも記載があるこの論点は，「17年稿」の目次にはそのタイトルは現
れていないが，昭和 12年の社内報告書ですでにこの論点は標準工数導入の効果として指摘されて
いた15）。「21年稿」では人手が不足する部門と手空き部門が客観的に把握できて人員の適正配置が
可能となるという表現をしていたのが，「22年稿」および『新能率組織』では「経営経費の上で最
大の負担となるものは，過剰人員に対する費用である」16）という視点から適正人員の計算を重要視
している。生産が回復せず余剰人員が生まれている当時の状況を反映していると考えられる。

（2）　課係別の能率測定の方法

　作業ごとに設定される標準時間と伝票やタイムカード記録に基づいて集計される実際作業時間
との比率で，部門（課，係）あるいは個人の能率を測定すべきであるという，昭和 12年以来の中
山氏の主張は，「17年稿」以降も『新能率組織』まで繰り返されている。とくに，「21年稿」以降
では，能率を部門や個人の責任と結びつける，責任会計的な考え方が次のように示された17）。

　全体の能率を上げるためには，部分の能率をあげねばならない。（中略）能率を部分について表示し，

15） 拙稿［2016］15-16頁参照。
16） 『新能率組織』29頁。
17） 「責任会計」は 1950年代初頭に米国で理論的に発展したと一般的にみなされている。中山氏は，他のいくつ
かの論点と同様，外国の文献の紹介ではなく実務のなかで日本人として責任会計的な思考に辿り着いていた
ことを「責任会計論も外国の著者の影響を受けずに，体験上の主張として，昭和 17年の原価計算誌（注 :「17

年稿」を指す）と 22年の小さな拙著（『新能率組織』を指す）に書いたことであった。」と述べている。（『実
践標準原価計算』はしがき 2頁）
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責任の説明がつかなければ能率など上るものではない。不能率が生じた場合，その係の責任であるか，

或は又誰がどの位働いた結果であるかの客観的説明を自動的に表示する制度があるならば必ず能率は

向上する。 （『新能率組織』35頁）

能率測定の単位について，「17年稿」の目次は「個人又は部門の能率が判る」と設定されていたが，
「21年稿」以降では「課係別の能率」と，個人という表現が消えている。中山氏自身は個人別の能
率測定の意義を否定したわけではない。米国ウエスタン・エレクトリック（Western Electric）社18）

が 1930年代に，個人単位にまで能率測定を細分化していたという事例19）を，中山氏は昭和 10年代
の文書以来，しばしば引用していたが，『新能率組織』でも触れているからである。しかし他方で，
氏は測定した能率を賃金に反映させる能率賃金制として，個人能率より団体能率が，より適してい
るのではないかと，この一連の著作のなかでは『新能率組織』で初めて言及している20）。

（3）　課係別損益計算の方法

全社的，商業簿記的な損益計算ではなく，不能率部門を発見して改善に資するために，製造部門
ごとに高能率・不能率を算出する考えを，中山氏は製造部門の「損益計算」と名付けていた。「17

年稿」では，一定期間の標準作業時間と実際作業時間の対比をその方法として述べたうえで，参考
としてドイツ会計学では原価部門毎に勘定を設定して標準原価と実際原価を対比していることに触
れている。「21年稿」では，会計組織として部門の能率を測定するという考えを強調し，部門ごとに，
標準材料費，標準賃金，標準費用の合計額と実際発生額を比較して「損益」を求めるとしている。
そのさい，材料の値上がりによるストックの益，材料の値上がりによる売上益の減少，賃金の値上
がりによる損，といった要因を中性損益として損益計算から除外すべきであるとする。また，係の
損益が課の損益に統括され，さらに部の損益，製造所の損益と統合される計算構造が想定されてい
る。
さらに，標準原価と実際原価の差額によって把握された部門ごとの「損益」が原価計算上の勘定

によって管理されることが言及されている点に注目すべきである。次項で説明するように，この時
期の中山氏の思考として，課係別損益計算と標準原価計算の枠組みは同じものである。次項に関わ
る内容でもあるので，次に引用する。

　課係の遂行した作業について，材料の標準量を金額になおしたもの，及び遂行した作業工数に標準

賃銀を掛けた数字及び間接費の標準金額，この三者を合計した標準原価を係毎に計算する。更に別に

18） ウエスタン・エレクトリック社は日本電気（株）創立時の親会社の名称である，創業以来，製品技術，製造
方法の指導を受けている同業であるので，中山氏も特段の関心を払っていると思われる。

19） 中山氏の多くの著作でこの事例が紹介されているが，氏は，Alford, L.P. ed., Cost and Production Handbook, 

Ronald Press, 1934の第 1章（Section 1）を参照している。
20） 中山氏は，昭和 16年の出征直前，賃金制度の検討に携わっていたが，団体能率によるローワン式の賃金制
度が有効ではないかと考えていて，「団体能率給であると，或る程度の刺激はあるし，団結心が涵養されるし，
無駄な人員及無能な人員が団体から排除されて自然淘汰される」（『新能率組織』55頁）と，団体能率の活用
が有効であると述べている。
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実際消費した材料費，賃銀，間接費を合計し，此の二つの計算を差引したものが係の損益である。こ

の様な損益をすべての係について集計したものが，総勘定元帳の製造損益になる。（中略）此の損益計

算は統括勘定の系列に包括される補助勘定として行っても良いし，その手続が面倒ならば，勘定体系

とは無関係な統計的計算としても良い。 （『新能率組織』39頁）

（4）　標準原価計算制度の方法

この時期における中山氏の標準原価計算の枠組みは，前項の課係別損益計算と一体化している。
「21年稿」で「標準原価説明の大半は前項（課係別損益計算の項を指す : 引用者）の説明でなし得
たと思う」と述べられ，その計算構造について，前項で引用した内容以上の説明はなされていない。
この項を独立させて標準原価計算について主張しようとするのは，従前から実施されている製品別
実際原価計算に多くの欠点があるので，これを廃止して，作業別原価計算を導入すべきであるとい
う論点であって，稿が改まるごとに叙述内容が増えていることからも，このテーマについて氏の関
心と考察は継続していたものと判断できる。
拙稿［2016］で示したように，中山氏は，昭和 12年の段階ですでに，個別的原価計算は製品原

価の計算に製品完成後数十日間の時間が掛かるという集計の遅さから能率管理には役立たないの
で，これを廃して作業別に標準原価と実際原価を比較する原価計算の有用性を主張していた。実際
原価計算の集計の遅さは「21年稿」でも指摘され，標準原価によって計算を迅速化し得る点が指
摘されていたが，「22年稿」および『新能率組織』では，計算の遅さに加え，実際原価計算の不正
確さについて次の諸点が列挙されている21）。
（イ）　 実際原価計算の集計は時間が掛かるため，同一品について過去に計算された数値にもとづ

いて推定した売上原価を算出することがある。
（ロ）　 100個のオーダーのうち 30個だけ完成したが，材料費について 80個分の伝票が提出され

る一方で賃金についてはバラバラに提出されるため，30個分の原価計算ができず，仕掛
品勘定から製品勘定の振替に推定原価を用いることがある。

（ハ）　そもそも現場の伝票記入が不正確で，作業の事実と異なる伝票が発行される場合がある。
（ニ）　常に何千，何万というオーダーについて計算しなければならず，手間が掛かる。
（ホ）　以前に買い入れた材料にこの頃の買値をつけて伝票を作成することが多い。
（ヘ）　急速なインフレーションのさいには，再生産原価，再取得原価を用いる必要がある。
実際原価計算にはこれほどの欠点があるから，「一層のこと思い切って標準原価法に拠ったら良

いではないかと思われる」22）と氏は述べているが，能率の測定や課係別損益計算を正確に行おうと
すれば，実際に発生した数量，時間，原価をこそ正確に把握する必要があるのであって，標準原価
の導入によって上記の欠点が放置されてよいわけではない。この課題に対する中山氏の見解はこの
当時の文献には明確に示されていない。そこで，ひとまずは，当時の実際原価計算がこのような状
況であったという記録として受け止めておくのが適当であるだろう。

21） 『新能率組織』40～42頁において（イ）～（ヘ）の 6項目で列挙されている内容を要約した。
22） 『新能率組織』44頁。
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（5）　インフレーション時の標準原価

この項と次項は，インフレーション時に生ずる問題点を指摘したものであって，本稿で紹介して
いる中山氏の一連の著作では『新能率組織』で最初に指摘されている。戦後の激しいインフレーショ
ンを反映した問題意識である。終戦後のインフレーションが収束するのは昭和 24年のドッジライ
ン発効の効果であるとされるのが通例であるから，『新能率組織』が出版された当時は，インフレー
ションのさなかであったわけである。まずこの項では，インフレーション下で上昇する実際原価と
比較して能率を測定するためには標準原価も貨幣価値の変動に応じた更改をしていく必要がある
が，しばしば更改してしまうと，期間比較ができないという問題意識が示されている。

（6）　固定計算価の設定

前項の問題に対処するため，中山氏は，インフレーション時に過去との比較を行う目的で「固定
的な ─ 即ち時の進行・貨幣価値の変動に因って動かされることのない固定的な計算尺度 ─ 計算価
というものを別に設定する必要がある」23）と主張し，たとえば「会社の業績の最も正常であった時，
世間一般経済の最も安定して居た年の貨幣による価格を以て固定計算価と」24）して，資本回転率や
棚卸資産流動率といった数値の期間比較を行うべきであるとする。この固定計算価は能率計算に活
用される数値ではない。「インフレ進行中の能率計算は，結局工数を用いることによって，その目
的を達する方法が最も良い様に思う。即ち係毎の標準作業時間の集計と実働時間の集計との対比率
を以て能率を見る方法がインフレに於ける他の条件の煩いを受けぬ様である。」25）と説明している。

（7）　個別実際原価計算の省略法

この項の内容も『新能率組織』であらたに書き加えられた内容である。中山氏はまず，原価計算
の任務として，原価の計算，能率の計算に加えて，材料の入庫，消費，製品完成に伴う「棚卸資産
の移動状況の追求」が原価計算の任務であるとし，その一部を省略する原価計算手続きの変更を，
日本電気において企画中であるとしている。その内容について，まず氏の考えを引用しよう。

　即ちその方法は次の如くである。仕掛品から完成品に移る時，完成された製品原価は標準原価を以

て仕掛品勘定から抜き取る。実務としては，製造命令ごとの伝票が仕掛品として実在し整理されて居

るわけで，此の内から完成オーダーの一束の伝票を抜き去ってしまう。この時，伝票を計算すること

をしない。ただ伝票という紙束を無計算に仕掛品伝票の中から抜き去ってしまう。これによって実際

原価計算の手間が完全に省略出来たことになる。（中略）　併しながら此の様な操作をした場合には，

仕掛品として期末に残った伝票の合計金額と（この金額から仮
パーシャル・デリバリー

決 算 額 26）を除く）標準原価で貸方記

23） 『新能率組織』48頁。
24） 『新能率組織』49頁。
25） 『新能率組織』50頁。
26） パーシャル・デリバリーとは，（4） 項の （ロ） で例示すれば，オーダーは 100個であるが 30個だけが完成し
て入庫済みであることをいう。
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入を続けて来た仕掛品勘定口座の残高と符合する筈がない。この差額は期末の棚卸計算で発見出来る

から，期末に修正したら良いのである。此の様な実務の省略の出来ることは標準原価法のとりえ
4 4 4

である。

（注 : 傍点ママ） （『新能率組織』51-52頁）

この引用部分は，筆者の知る範囲で，中山氏の著作において仕掛品勘定と標準原価との関係が具
体的に述べられた最初の叙述であり，それ故に，氏が昭和 20年代初頭に構想していた標準原価計
算の構造を理解するうえで重要である。まず，完成品原価が標準原価で仕掛品勘定に貸方記入され
るという記帳方法は標準原価計算の一般的な手続きである。しかし完成品にかかわる伝票の集計は
行わない，すなわち完成品の実際原価を集計しないという処理が独特であって，（4） 項でも述べた
製品別実際原価計算の廃止という提案と整合している。残った仕掛品伝票を集計し，パーシャル・
デリバリー分を差し引けば，期末棚卸高が集計できる。パーシャル・デリバリー分の原価，あるい
は期末仕掛品の原価も標準原価を用いて計算するものと考えられるが，氏の本文に特段の説明はな
い。最後に算出される差額は，仕掛品勘定貸方に計上された完成品標準原価と，それに対応する実
際原価の差額であるから，いわゆる標準原価差額である。「期末に修正したら良い」という表現か
らも，この差額は部門の能率や責任を示す金額ではなく，売上損益計算を行う期末の処理のどこか
で調整されれば済む性格の金額と考えられていることがわかる。
すなわちこの詳細な記述によって，課・係別に，標準工数を用いて能率を測定し，標準原価を用

いて損益責任を明確にする計算構造と，棚卸資産（完成品）の評価や勘定処理を簡便に行うために
標準原価を活用する計算構造が，一連の著作のなかでもっとも詳細に解説されているといえるので
ある。

（8）　能率賃銀実施の方法

能率賃金制度も，中山氏にとっては昭和 10年代からの関心事項であり，部門や個人の能率を高
めるためには，能率測定に基づいた能率賃金制度の実施が必要であると，多くの著作において一貫
して主張されている。本稿で参照している「17年稿」「21年稿」「22年稿」『新能率組織』のいず
れにおいても能率賃銀制度という項目が立てられている。「21年稿」以降の 3著作において，能率
賃金の一般的な効用として「より働く者，能力がある者が多くの報酬を得るのは公平なことである」
「時間給制からから能率賃銀に改めるだけで生産が向上する」「会社の業績と賃銀が連動する制度で
ある」「生産高と賃銀が比例するので原価が安定する」という 4点27）を列挙して，能率測定と連動
した能率賃金制度の導入を主張する。「今頃になって経済安定本部が日本再建のために，能率賃銀
が必要であるなどと言い出したのである」28）と，戦時中に能率賃金制度を打算主義と非難していた
世情に対する批判も示されている。しかしその一方で，一連の著作の中では，具体的にいかなる能
率賃金制度を導入すべきであるかという提案はいずれの著書でもなされていない。おそらくは，能
率賃金制度の有効性を認識しつつも，『新能率組織』が刊行された昭和 22年は，戦後のインフレに
よって給与水準が追いついていない時期であるから給与水準の設定が困難であったろうし，人員に

27） 『新能率組織』56-61頁にある（イ）～（ニ）の 4点を要約している。
28） 『新能率組織』55頁。
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比して仕事が少ない状況29）では，生産高と連動する能率賃金は設定しようがなかったものと考えて
よいだろう。

（9）　遊休施設の統制及工程管理の方法

　作業ごとの標準時間が測定できれば，機械設備や人員について一定期間の作業能力（キャパシ
ティ）に対して無駄なく作業を割り当てることができ，設備の遊休による無駄も解消できること，
米国ではガント・チャートという図式が活用されているという内容が，「17年稿」で既に紹介され
ていた。また，施設（設備）は過去に資本が投下されていて現在の出費がないため，その回収を意
識しない（中山氏は「資本の居食い」と表している）ことに注意を払うべきだと述べているが，公
刊当時の状況を意識した記述であると考えられる。

V　本稿のまとめ

本稿での考察は次のように要約できる。中山氏が，太平洋戦争で召集を受けた昭和 16年 12月か
ら終戦後に帰還し日本電気での勤務を再開する昭和 21年 7月までの，4年半の中断期間を挟んだ
前後の著作を比較検討した結果，次の点が明確となった。（1）中山氏の問題意識と構想内容に中断
期間前後において根本的な変化はなく，氏の制度研究は戦後に再開され継続されたものと解釈して
差し支えないこと。（2）能率測定目的で作業別に定める標準原価と，棚卸資産評価目的（あるいは
原価計算手続きを簡略化する目的）で製品単位に設定する標準原価について，とくに後者について
仕掛品勘定との結びつきが示されたことによって，両者の相違がより明確にされたこと，である。
さて，中山氏が構想した「能率組織」がいかなるものかについて，『新能率組織』では「作業の

標準化とゆうもの，標準作業時間とゆうものを契機として，会計と労務と工程管理とが一つの帯で
結び付けられ，有機的に関連ある経営体を実現することが出来るのである」（16頁），「作業の標準
化により作業標準時間を決定し，此の標準時間を車軸として，その周囲に会計制度或は原価計算制
度，賃銀制度，労務管理の制度，能率測定の制度，工程管理の制度等を互に関連した一個の車輪と
してその車軸の上に回転せしめ経営を快速力に前進せしめて見たい」（17頁）と述べられている。「17

年稿」において既に，諸制度の相互関係について「我国に於ける生産管理技術は未だ甚だ幼稚であ
るために，一工場に於ける原価計算，工程管理，賃金制度，能率管理等が全く連絡のないものであ
る場合が甚だ多いようである。機械製造工場に於ては標準時間制の基礎を持つことにより此等の関
係に有機的な連関性が生ずることとなる。」30）と触れられていたが，生産管理のみならず，経営全体
の中心課題であると認識を新たにしたことがわかる。
中山氏の主張によれば，標準原価計算制度は，「17年稿」当時から一貫して，能率向上を目的と

する総合的な制度の一部分として位置づけられるものである。したがって，標準原価計算の主目的

29） 『新能率組織』66頁で，生産高を表示する工数の設定に必要な人員捻出について，多忙な時には人員を割く
余裕がなく，不況で人員が整理されても余剰人員はないが，「現在の様な特異な場合 ─ 事業は閑散だが人手
は多い ─ とゆう場合には，新組織に要する人手を抜き出すのは比較的容易である」と述べられている。

30） 「17年稿」33頁。
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は課係別の能率計算制度でなければならず，製品単位の標準原価を用いて原価計算手続きを簡素化
する，上記 2.（7） で示された使途は副次的なテーマとなる。中山氏の主導によって，後年，日本電
気に導入される二段式標準原価計算を解釈しようとするならば，この時期の論攷に示されている二
つの目的の重要性の違いを再確認する必要があると思われる。
繰り返しになるが，本稿で検討した『新能率組織のたて方』（昭和 22年 9月）は，社外に発表さ
れた中山氏の著作としては戦前の「17年稿」につぐ 2作目，戦後初の公刊著作であり，氏の最初
の著書である。次稿で検討する『数字でみる工場経営』（昭和 26年 3月）は，その 3年半後の公刊
でありながら，分量は 5倍強（400ページ）に増えており，この間の氏の標準原価計算論の進展を
知るための，また，氏の主導的役割によって同時期（昭和 26年 2月）に日本電気に導入された標
準原価計制度の理論的裏付けを解明するための大きな手掛かりとなるだろう。その検討が次稿の課
題である。
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