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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（2・完）

貴田岡　　　信

I　はじめに

昭和 26年に日本電気（株）（以下，日本電気）に標準原価計算が導入されるにあたり，主導的な
役割を果たしたとされる中山隆祐氏（元同社経理部長，監査役，のち日本大学教授。以下，中山氏
と略す。）の，昭和 20年代前半の標準原価計算思考を考察するため，前稿（拙稿［2016B］）では
まず，氏が第 2次世界大戦終戦翌年の昭和 21年夏に復員した直後に日本電気社内で発表した 2編
の文書と，戦後最初の公刊文献かつ氏の最初の単著である『新能率組織のたて方』（昭和 22年刊）
を検討対象とした。それらの文書を検討した結果，『新能率組織のたて方』に至る中山氏の戦後の
一連の著作では，氏が昭和 10年代に既に社内で主張していた，（1） 生産高は売上高や製造原価と
いった貨幣額では正しく測定できず，行われた業務の標準作業時間（標準工数）で測定されるべき
こと，（2）作業について標準作業時間を設定すれば，課・係別の損益計算および能率計算，定員制，
能率賃金など，多くの制度が相互に結びついた管理組織が構築できること，という 2点が，一部に
内容の変化はみられるものの，ほぼ同一の内容で繰り返されており，氏の検討と主張が戦後に再開
されたことが確認された。
本稿では，『新能率組織のたて方』刊行以降，『数字でみる工場経営』（昭和 26年刊）までの中山
氏の著作における，標準原価計算思考を確認することを目的とする。冒頭にも記したように，日本
電気の一部に，最初に標準原価計算が導入されたのは昭和 26年 2月である1）。しかしこのときに導
入された原価計算の内容を明らかにする公表文献はない。日本電気の標準原価計算を特徴付ける「二
段式」と呼ばれる計算構造が中山氏によって紹介されるのも昭和 30年代以降であって2），昭和 26

年に導入された標準原価計算の段階で，既に「二段式」の構造が組み込まれていたかどうかは明確
ではない。この事情は『数字でみる工場経営』についても同様である。この著書が発刊されたのは，
標準原価計算が導入されたのと同年であるにもかかわらず，日本電気社内で実際に標準原価計算制
度の導入の準備が進められていたことを示す記述はない。それにもかかわらず，『数字でみる工場
経営』にいたる中山氏の標準原価計算思考を，氏の当時の著作を題材にして探る意味は，中山氏が
主導して導入された標準原価計算制度である以上，氏が著作を通じて主張している標準原価計算理

 1） たとえば中山『実践標準原価計算』4頁。
 2） 二段式標準原価計算を紹介している代表的な文献は上掲『実践標準原価計算』（昭和 38年）であるが，それ
以前のものも，「典型的標準原価制度」（昭和 35年），「二元的標準原価計算の実践」（昭和 38年）と，昭和
30年代半ばになってから発表された文献である。
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論は無関係であるはずはなく，主張された理論は実際の導入にあたって目標なり理想であったとみ
なすべきであるからである。本稿では，『新能率組織のたてかた』以降で，それまでの中山氏の標
準原価計算論を中心とする主張に，修正や深化といった変化がみられるかどうかという点と，のち
の二段式標準原価計算に結びつく主張がこの時期になされていたかどうかを探りたい。
『新能率組織のたてかた』刊行当時，本店経理部主計課長であった中山氏は，昭和 23年頃に玉川
向事業所事務部次長の職に就いている3）。昭和 24年 7月，日本電気は戦後の苦境からの再建整備の
一環として，三田製造所を三田事業部，玉川向製造所を玉川事業部，大津製造所をラジオ事業部に
改組して事業部制を導入した。新たな事業部制の組織図を図-1に示す。

この改組によって，総務課，勤労課，経理課といった事務部門が，課として事業部ごとに配置さ
れた。中山氏は，この事業部制発足と同時に三田事業部経理課長に就任し4），三田事業部において
標準原価計算制度導入に向けた活動を開始する。したがって，本稿で検討する，『新能率組織のた
てかた』（昭和 22年）以降，『数字でみる工場経営』（同 26年）までの中山氏の公表著作は，この
ような職制に就いている時期に執筆されたものである。

II　『新能率組織のたてかた』以降の中山氏の著作

中山氏にはこの時期に，次に示す公表論文があり，『新能率組織のたてかた』以前に 1篇もなかっ

 3） 終戦直後の日本電気の事務組織については正確にはわからないが，終戦直前においては，本店には総務部，
経理部，業務部，生産部等の本社業務を担当する「本部」が置かれ，それとは別に，三田・玉川向製造所の
管理部門（それぞれ三田製作所，玉川向製作所と呼ばれた）を一体管理するための「東京事業所」と呼ばれ
る部門が置かれていたという。（『七十年史』221頁）

 4） 本店主計課長，製造所事務次長ののちに事業部経理課長に就くのは一種の降格人事と考えられるが，当時三
田事業部経理課で中山氏の部下であった小池明氏（のち，同社経理部長，監査役）は，「中山課長は，工場
原価管理への情熱もだしがたく，本社の課長のポストを辞退して，格下げとなる工場の経理課長を自ら希望
してこられたのであった。」（小池［1985］8頁）と述懐している。なお，本文で列挙したこの時期の論文に
おいて，〔24年 E〕以降での中山氏の肩書きが三田事業部経理課長となっている。

図-1　日本電気の組織図（昭和 24年 7月当時）
　　　（出所）　『七十年史』244頁
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たことと対照的であって，同書の刊行を機に，氏がその主張を社外に発信することに積極的であっ
たことが窺える。さて，これらの公表論文は，必ずしも会計や原価計算を直接のテーマとしている
わけではなく，それ故に『会計』あるいは『産業経理』といった会計専門誌以外の雑誌に掲載され
ているために，その存在があまり知られていない文献もある。以下，まず，発表年による略符号を
付して出版順に列挙する。

〔22年 A〕　｢原価計算と生産量計算｣『産業経理』1947年 8月
〔23年 A〕　「クオリティ・コントロールの実際」『産業経理』1948年 5月
〔24年 A〕　「総合的な能率組織（1）（2）」『日本能率』1949年 1/2月
〔24年 B〕　「能率監査の重点」『日本能率』1949年 7月
〔24年 C〕　「事務改善に必要なカードの作り方」『事務能率』1949年 7月
〔24年 D〕　「愛情の科学は能率を向上させる」『日本能率』1949年 9月
〔24年 E〕　「科学的管理の立場から労務係へ」『労務研究』1949年 9月
〔24年 F〕　「インフレーション収束時の原価計算」『事務と経営』1949年 10月
〔25年 A〕　「アメリカに於ける物量監査（1）（2）」『産業経理』1950年 11/12月

これらの著作のテーマは多岐にわたり，標準工数を共通尺度とする管理組織の連関（〔22年 A〕〔24

年 A〕），品質管理（〔23年 A〕），経営能率監査（〔24年 B〕〔25年 A〕），固定原価制度（〔24年 F〕）
といった個別テーマや，科学的管理法の概説（〔24年 E〕）や経営における心理学的な側面（〔24年
D〕）などと分類ができ，『新能率組織のたてかた』までの著作で扱われてきたテーマと新しく取り
上げられたテーマとがある。中山氏の標準原価計算論に直接関連する内容を中心に，これらの著作
の概要を示すこととする。

（1）　標準工数を共通尺度とする管理組織の連関

〔22年 A〕では，『新能率組織のたてかた』までの中山氏の著作で強調されてきた，標準工数（標
準作業時間）で生産高を測定し，その標準工数に基づいて能率向上のための諸施策が有機的に連関
した組織が達成できるという主張が繰り返されている。氏自身も「私が工場能率増進について色々
と考えて居る他の問題に比較する時，やはり此の問題は中心的に重要な事柄であるので重複を忍ん
で繰返えさせて（注 : ママ）頂きたい。」（同書 30頁）と断っている。他方，この論文では，玉川
向製造所での標準作業時間データの設定について触れている箇所がある。

　私の工場（注 : 日本電気全体を指す。引用者）では有線通信機については殆どこの標準作業時間の

データが揃って居る。無線関係が比較的新らしく初められた（注 : ママ）ものであるので，従来この

様なデータが無視され，要求もされなかったのであるが，どうしたら能率を上げ得られるかというこ

とを真剣に探求した結果，やはり標準作業時間─即ち工数のデータを作り上げることが，能率問題に

関してはあらゆる方向への発足のスタート・ラインであることが理解され，急速に無線関係のデータ

を揃える努力を続けて居る。 （〔22年 A〕31頁）
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中山氏によれば，三田製造所で製造する電話機・交換機といった有線通信機器の製造工程の一部
には昭和初期まで出来高払賃金が残っており，したがって出来高払賃金の前提となる標準工数が一
部に残っていたが，無線機器を製造する玉川向製造所は当初から時間払給与を採用していた。上記
の引用から，玉川向製造所では中山氏が事務部次長に就任してのち，初めて標準作業時間の設定に
着手したものと解釈できる。
〔24年 A〕も同様に，『新能率組織のたてかた』の主張が踏襲された文献であって，標準工数を
用いた生産高の測定および標準工数の活用が主張されており，その大筋は他の著作と変わりない。
しかしこの論文では，作業ごとの標準原価と対比される実際原価（労務費）の算出の仕方と作業伝
票（作業票）5）の記入内容について，それまでより精緻化された説明がなされている。たとえば『新
能率組織のたてかた』では，作業票への記入について次のように示されていた。

　作業種毎に作業者毎に別個の伝票に出来高の個数を記入する。この個数に対して作業種毎に定めら

れた標準時間を乗じたものを，一週間毎に又は一ヶ月毎に集計する。個人毎に集計し，個人のその期

間の実働時間即ちタイム・レコードの時間と対比するならば，個人能率が算出出来る。課係毎にこの

計算を行うならば課係の標準作業時間を以て表示した生産高の計算と，課係の能率の計算が出来る。

 （『新能率組織のたてかた』27頁）

すなわち，作業者別，作業別に発行される作業票には，標準作業時間を算出するために必要な出
来高（完成品数量）は記入されるが，その作業について消費された実際作業時間は記録されず，能
率測定のための実際作業時間は，期間ごとのタイム・レコードの記録から導き出されると述べられ
ている。いうまでもなくタイム・レコードの記録時間には直接作業時間以外の時間が紛れ込んでい
る。しかし，この段階では，作業ごとの開始時間，終了時間あるいは厳密な直接作業時間を作業伝
票に記入することは困難であると判断されていたと思われる。
『新能率組織のたてかた』までのこの説明に対して，〔24年 A〕では，「工場の現実に於て立派な
賃銀（注 : ママ）制度を実施するためには，先ず伝票組織と云う様な基礎的な構成条件が完成され
なければならない。（中略）或は又原価計算なるものは，現場から送られ来るところの伝票によっ
て計算するものであるが故に，その伝票が正確に記載されて居なければ，正確な原価計算は事実に
就て成立しないのである。」6）と述べるとともに，作業伝票に記入される事項は，（1）作業者番号，（2）
製造命令の番号，（3）作業種類（または間接時間の種類番号），（4）作業時間（何日の何時より何
日の何時迄），（5）作業数量（検査不良数を明記す），（6）100個当り等の標準工数，であるとされ
ている7）。この主張から，中山氏が，かねてより導入の必要性を強く主張している能率賃金の資料
として，また，標準作業時間と比較して能率計算を行うための資料として，作業者ごと，作業ごと
の実際作業時間の，より正確な記録が必要であるとみなしていることがわかる。また，「原価係は

 5） 〔24年 A〕の「伝票」あるいは「作業伝票」は，他の文献でいう「作業票」と同義だと思われる。しかし同
稿において，「作業票」という名称は用いられていない。

 6） 〔24年 A〕（1）10頁。
 7） 〔24年 A〕（2）33頁。
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賃金係から送付された伝票を order即ち製造命令の番号別に分類する。分類別に集計したものが原
価計算上の労務費として示される数字になる。」8）と説明されている。この説明は，製品別に実際労
務費を集計することを意味しているが，中山氏が『新能率組織のたてかた』に到る著作で，指図書
ごとに実際原価を集計するのは時間が掛かるうえ，部門別集計と異なり能率向上に役立たず，また
実務的に見積原価が用いられているので，製品別の実際原価計算は不要であると主張してきた論点
と異なっていることに留意する必要がある。
もう一つの論点が，伝票に記入される実際作業時間の信憑性についてである。実際原価を計算す

る以上，作業伝票での正確な時間記録が必要となるが，それについて氏は，時間払賃金制度のもと
では，伝票に記入される作業時間の数字が正確であろうとなかろうと，工員が支給される賃金は変
わらないため，伝票に記入される作業時間の正確性が保証されないと，次のように述べている。

　工場の現実問題としては，当然 Aの製造命令に使われた筈の某工員の作業時間が Bの製造命令番号

を記入した伝票を以て発行される様な場合が多い。（中略）時間払賃銀制度の下に於ては手待ち時間，

停電時間，配給物受領時間，職場会議の時間等が正確に伝票に記入される筈がないのである。（中略）従っ

て時間払賃銀制下に於ては正しい個別原価計算など出来ないと断定するのが適当である。

 （〔24年 A〕（1）10-11頁）

　能率賃金（注 : ママ）制度の行われて居ない工場に於ては，作業伝票の正確性を信ずるわけには行

かない。職場会議の時間，加配米を受けた時間其他の間接時間を正確に記入することは期待し難い。

 （〔24年 A〕（2）33頁）

他方，能率賃金制度のもとでは，その正確性が保たれるという。氏の著作の中で初めて主張され
ている実務家ならではの視点であるので，少々長くなるが次に引用する。

　能率賃金制下に於ては，賃率算式の種々なる工夫によって伝票は正確とならざるを得ない。例えば，

実働時間と標準工数との比率によって能率を定め実働時間に比例して能率給を支払うという制度では，

能率が上昇した数字とするために実働時間を故意に短く記入すると，賃金は実働時間の長さに比例し

て貰うのであるから収入が減ずることになる。従って好んで収入を減らす様な伝票は発行されない。

或は逆に実働時間を故意に長くすれば，実働時間に対する標準工数の比率が悪化しやはり収入を減ら

す結果となる。従ってこれも故意には行われない。（中略）能率賃金というものは，賃金制度自体とし

ても能率を上げる効果があるが，原価計算とか工程管理に必要な諸数字が迅速に正確に授受されざる

を得なくなるので，大規模の工場に於ては能率賃金制から派生的に生ずる効果の方が寧ろ大であると

も考えられる。 （〔24年 A〕（2）33頁）

氏が昭和 10年代より，時間払賃金を批判して出来高払賃金あるいはその他の能率賃金制度を主
張した理由は，専ら賃金の刺激（インセンティブ）によって個人能率を向上させる効果が高いとい

 8） 〔24年 A〕（2）33頁。
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う点にあったので，上記引用にみられる，伝票記入が正確になり原価計算の精度向上が期待できる
という論点は新しい。このように，中山氏は戦前よりもさらに，能率賃金制度の導入を強く望んで
いる状況がわかる9）。

（2）　品質管理

〔23年 A〕は，玉川向製造所事務部次長の職にあった中山氏が，玉川向製造所の真空管工場にお
ける実例をもとに，品質管理を紹介している文献である。戦後に通信網を復興するうえで，我が国
の真空管製造の品質を向上させる必要があるとされ，GHQの民間通信部（CCS）のマギール（W.S. 

Magill）が，日本電気の兄弟会社であるW.E.（Western Electoric）社の技師であった経緯もあって，
日本電気の玉川向製造所の真空管工場で昭和 21年以降，品質管理の指導を行った10）。これが日本に
おける QC活動の始まりとされる。中山氏はこの時期に玉川向製造所でこれらの品質管理活動を目
の当たりにしていた。この論文では，冒頭で「近代工業の製造部面に於ける管理の業務を能率管理
と品質管理とに二大別する事が出来る」11）と述べたうえで，品質管理を実施する組織，品質管理の
伝票記入，統計的数値の利用といった実務を紹介している。中山氏は，それまでの著作のなかで品
質管理について直接言及することはなかった。標準原価計算を関心対象とする本稿では詳細に触れ
ないが，戦後日本企業の品質管理活動を研究するうえでは参考になることの多い文献であろう。

（3）　経営能率監査

〔24年 B〕〔25年 A〕の文献タイトルに表れている能率監査，あるいは経営能率監査という用語
は『新能率組織のたてかた』に至る中山氏の著作までには使われていなかった。この用語は，日本
能率協会に，7周年記念事業のひとつとして昭和 23年 11月に設けられた経営能率監査委員会に由
来する。同委員会の研究成果がまとめられた『経営能率監査』（日本能率協会経営能率監査委員会編，
昭和 25年）によれば，同委員会は，一橋大学教授古川栄一氏を委員長とし，その他 14名の委員は，
学会よりむしろ実務界から多く招集されて，日本電気からも中山氏のほか 1名が参加している。こ
の委員会は昭和 23年 11月から同 25年 9月まで 19回の会合を開催し，委員の研究成果の一部が同
協会の月刊誌『日本能率』に掲載されるとともに，最終成果が『経営能率監査』にまとめ上げられ
たという。この委員会の課題および氏の関わりについて，『数字でみる工場経営』で中山氏は次の
ように述べている。

　同委員会が，その出発に当って論じあった事は，所謂監査が，従来行われて居るところの会計的立

場からする能率監査のみにては，完全なる監査目的を達成することは不可能であろうという事であっ

た。監査を完全なるものとするには，作業時間，材料の量，工程管理に於ける現物管理の進度等の，

物量をも監査対象とする必要があろう，という結論を出し，物量を基準とする監査制制度ともいうべ

 9） 能率賃金制度によって伝票記入が正確になるという主張は『数字でみる工場経営』（160頁）でも示されてい
る。

10） 日本電気における終戦後の GHQ指導による品質管理活動については，たとえば『七十年史』264頁参照。
11） 〔23年 A〕21頁。
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き標準原価の制度と，ポイント・システムの制度とを，特に研究対象としたのであった。これらの問

題に関する委員会の共同研究の成果は，これを取りまとめて「経営能率監査 -ダイヤモンド社」とし

て刊行し，広く世の意見を問うことになり，筆者の持論たる物量監査を同書に取り上げて頂いた訳で
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

あった
4 4 4

。（傍点引用者） （『数字でみる工場経営』132-133頁）

この引用から，経営能率監査委員会の研究の趣旨と中山氏の標準原価計算構想は，方向性が同じ
であったと考えることができる。その内容については，後述の『数字でみる工場経営』のなかで改
めて検討する。

（4）　従業員の動機付け

〔24年 D〕は，組織の構成員を動機付け，能率を向上させるためには，心理学的な考え方が重要
であると述べた論文である。これ以前の中山氏の著作に，このようなテーマを前面に出した主張は
見られなかった。よって，中山氏にとってこの時期の新たな関心テーマであったと見なすことがで
きる。なおこの論点は，次の『数字でみる工場経営』の第 5章でも展開されている。

（5）　固定原価制度

〔24年 F〕は，インフレーション下で標準原価が役立たずに固定原価が期間比較に用いられてい
たが，インフレーション収束時の課題について書かれた短い論文である。『数字でみる工場経営』
の叙述と併せて，後の章で改めて検討することとする。

III　『数字でみる工場経営』の概要

上述のような著作ののちに刊行された『数字でみる工場経営』は，分量 400ページと，中山氏の
前著『新能率組織のたてかた』と比較しても大部となっている。あまり類書のない内容構成でもあ
るから，まず，次に目次を示すこととしよう。

『数字でみる工場経営』目次

第 1章　管理の科学

　 第 1節　管理の原理　　第 2節　標準化　　第 3節　主たる管理用具　　第 4節　紙上管理　　第

5節　会計と技術との連絡

第 2章　物量を基準とする経営能率監査

　 第 1節　貨幣価値に頼る監査の限界　　第 2節　生産と能率の概念　　第 3節　各種産業に於ける

生産高表示法　　第 4節　貨幣価値による生産高表示法の欠点　　第 5節　標準原価と管理会計　　

第 6節　標準原価と部門費計算　　第 7節　ポイント・システムに依る能率監査　　第 8節　独立

採算制　　第 9節　不能率の処在点

第 3章　時間を中軸とした組織連関

　 第 1節　組織連関の意義　　第 2節　主たる連関組織　　第 3節　部門別能率測定制度と標準工数　　
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第 4節　賃金形態の種類と標準工数　　第 5節　賃金制度の実例と批判　　第 6節　予算統制と標

準工数　　第 7節　工程管理と標準工数　　第 8節　定員制と標準工数

第 4章　科学的管理法の歴史と意義

　 第 1節　アメリカに於ける科学的管理の発生　　第 2節　科学的管理法の先駆者　　第 3節　科学

的管理法と合理化との相違　　

第 5章　経営と人の問題

　 第 1節　人の能力の分析　　第 2節　産業に於ける人の教育　　第 3節　幹部教育と会議の運営　　

第 4節　人の心理　　第 5節　経営と組織

第 6章　科学的改善と心構え

　第 1節　小事改善　　第 2節　Scientific Approach　　第 3節　改善と精神　　第 4節　改善と幹部

中山氏はまず序文で，「本書の内容は，さきに上梓した『新能率組織のたてかた』に其後不満不
足を感じて来たので，全然あらたな構想を以つて書いたものである。」12）と述べているが，氏が昭和
10年代より第二次世界大戦終戦直後の一連の著作まで継続して主張し，『新能率組織のたてかた』
においても主要なテーマであった「標準工数で生産高を測定する方法」「標準工数を用いた組織連関」
は，上記目次の第 2章および第 3章に，一部内容が追加されて含まれている。すなわち，第 4章の
科学的管理法の歴史についての叙述，第 5章，第 6章の心理学や社内教育に関する叙述が，大きく
新たに加わっている。
『数字でみる工場経営』の大きなテーマは「科学的管理法」である。中山氏はまず序文で，科学
的管理法に対する当時の受け取られかたを，次のように述べている。

　或る者は科学的管理法とは，タイム・スタディの事であると思い，或る者はベルト・コンベイヤー

其他の方法で流す優れた管理のことだと思い，或る者は，能率賃金制度だと思い，或る者は予算統制

の事だと思って居る。然しこれらは，（中略）決して科学的管理法の全貌ではないのである。全体の姿

を悟らないならば，いつまでたってもこれを実現することは出来ない。

 （『数字でみる工場経営』序 1頁）

そのうえで，同書の性格を「科学的管理法又は能率問題の全体的関連を示した常識書」13）である
と言い表している。ここで「全体的関連」は，氏の前著『新能率組織のたてかた』で強調されてい
る，標準時間（標準工数）を媒介にして能率計算，課係別損益計算，能率賃金制度等の管理手法の
有機的関連を指す概念あるいはそれを実現する組織14）であるが，『数字でみる工場経営』でも次の

12） 『数字でみる工場経営』序 3頁。
13） 同書，序 2頁。
14） 『新能率組織のたてかた』では，たとえば「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（モ
メント）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」の実現（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，賃金制度，労務管理の制度，能率測定の精度，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」させる経営（17頁）と述べられていた。
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ように述べられている。

　（前略）私は，工場に於ける原価制度，賃金制度，生産計画の仕事，製造命令発行の仕事，工場管理

の仕事等の重要な管理制度が，あたかも時計の内部機構の如くに，歯車でかみ合って，自動的にお互

に律動的な階調を以って，動くべきものであって夫々無関連にバラバラに活動してはいけない事に気

づいた。 （『数字でみる工場経営』序 2頁）

『数字でみる工場経営』では，この概念が図-2のように図示されている。

これと同様の図は，既に文献〔25年 A〕にあり15），さらに遡れば，人事院の管理研究会と呼ばれ
る会合で既に中山氏はこの概念を明らかにしている16）。
さて，『数字でみる工場経営』の目次を改めて検討すると，第 1章の総論を別にすると，第 2章

15） 〔25年 A〕（2），39頁。
16） 昭和 25年 5月 15日付の管理研究会資料第 2号「科学的管理法の特性たる組織連関」にこの図が掲載されて
いるが，この資料の前書きに「本稿は，昭和 24年 12月 29日第 3回管理研究会において，日本電気三田事
業部中山隆祐氏がなされた御講演の要旨を纏めたものを，氏の御許しを得て，本会の資料として印刷したも
のである。」との説明がある。なおこの資料は，中山氏自身が保存していたものである。

図-2　能率組織図表
　　　（出所）『数字でみる工場経営』170頁
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および第 3章において，中山氏の主張である生産高表示と組織連関の主張が展開されており，第 4

章の米国における科学的管理法の歴史，第 5章，第 6章の心理学的テーマは『新能率組織のたてか
た』では触れられていない，新たに追加された項目である。
科学的管理法に関しては，『新能率組織のたてかた』においても，科学的管理の根幹が作業の標

準化と作業時間研究にあることが強調され，テイラー，ギルブレスへという論者への言及はあった。
しかし，科学的管理法そのものに関する詳細な説明はなされていなかった。心理学的な論点は〔24

年 D〕で初めて扱われたと言ってもよい論点であって，『数字でみる工場経営』では前述の目次に
表れているように，従業員に対する教育効果，幹部教育の必要性などをアメリカ企業の例として紹
介しながら，自説を展開している17）。中山氏の全体的な経営管理観をみるうえでは興味深いが，本
稿では標準原価計算に関する内容に検討を限定したい。このように整理すれば，『数字でみる工場
経営』において，第 2章，第 3章の内容が，標準原価計算に直接関連する中山氏の主張が表れてい
る箇所であると限定することができる。以下，『新能率組織のたてかた』から主張の展開がみられる，
「経営能率監査」「固定価格制度」「部門別損益計算」について章を改めて検討することとしたい。

IV　経営能率監査と標準原価計算

中山氏が戦後に作成した二つの社内文書18）（「21年稿」，「22年稿」）および『新能率組織のたてか
た』に共通する主張は，標準工数による生産高表示の妥当性の主張と，標準工数によって可能とな
る，部門別損益計算，能率賃金といった管理組織の連関に関する内容で一貫しており，各書のあい
だで章立てが異なってもその内容は踏襲されていた19）。『数字でみる工場経営』では，上記の内容が
「第 2章　物量を基準とする経営能率監査」「第 3章　時間を中軸とした組織連関」に含まれ，生産
高測定尺度や標準原価計算の問題は第 2章で，能率賃金，定員制，工程管理は第 3章で扱われると
いった，それまでと異なる組み立てのなかで展開されている。
監査とは貨幣や物量といった基準数値を用いて業績を判断することを指し，通常の意味での貨幣

価値に基づく監査とは，典型的には貸借対照表数値のような勘定の数字を用いて，会社の業績を外
部から判断することを意味している。しかし中山氏の主張は，このような方法では会社内部の経営
能率を判断することはできず，たとえば部門損益計算は標準原価なしには実施できないとする。氏
は，この標準原価こそ経営能率監査のための物量基準であると，次のように述べる。

　標準原価は，一見貨幣価値によって表示はせられて居るが，すでに貨幣価値そのものなりという事

は出来ない。標準原価は，標準工数と標準材料量という物量を貨幣価値という指数を借りて表現した

17） 『数字でみる工場経営』でも，参照文献が明示されていないため，中山氏がいかなる文献を参照し，これら
心理学的な側面を重視するようになったのかは明らかではない。しかし，昭和 24年に GHQが日本の経営者
に対して経営指導を行った「CCS経営講座」に管理者教育というテーマもあった事から，中山氏がその影響
を受けた可能性は十分に考えられる。

18） 拙稿［2016B］で紹介した『日本電気ニ於ケル能率問題ノ中心点』および『日本電気に於ける能率組織』。
19） 拙稿［2016B］，44-46頁。
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ものであるに過ぎない。此の様な主張は，著者永年の工場生活に於て，つづけて来たところであるが，

（以下略）。 （『数字でみる工場経営』69頁）

　物量監査の対象となるものは，その一つは物（材料の量）であり，第二は労働の時間であり，第三

は其他の経費，関係の諸要因である。標準原価制度は，これらの監査を最も組織化した制度である。

標準原価制度によって，工場内の課とか係とか，工程別単位に，原価要素別に，標準と実際との差異

を計算することが出来るならば，物量監査は非常に徹底した形で行われ，監査の効果を充分に発揮す

る事が出来る。 （同書 70-71頁）

課・係といった部門別に，標準原価と実際原価を比較して能率を測定し，部門別の損益計算を行
う仕組みは，中山氏が昭和 10年代より一貫して主張している標準原価計算の構想にほかならず，「物
量を基準とする経営能率監査」「筆者の持論たる物量監査」も中山氏にとっては標準原価計算を指
していると考えて差し支えない。

V　固定価格制度

第二次世界大戦終戦後まもなく，日本はインフレーションに見舞われた。インフレーション下で
は，貨幣価値の変動によって材料費，賃率などが上昇するため，実際原価もそれに応じて変動する。
『新能率組織のたてかた』では，標準原価を貨幣価値の変動に応じて更改していかなければ能率測
定の用具として役に立たないが，標準原価をしばしば更改してしまうと，過去の数値との対比がで
きなくなることから，資本回転率や棚遅資産流動率といった貨幣尺度で過去との比較を行うために，
標準原価とは別個に固定計算価格を設定する必要があると主張された20）。しかし昭和 22年の同書の
段階では，帳簿や伝票に現在の貨幣価と固定計算価の二重記入が必要となり，事務手続が相当増加
するので採用を躊躇していたという21）。その後，インフレーションの最中において，日本電気では
実際に導入されたようである。『数字でみる工場経営』では，「固定価格」制度ではなく「停止価格」
制度という名称に変わっているが，「インフレーションが急速に進んだ時期に，採用して便利なも
のであった」22）として，その内容が次のように紹介されている。

　工場の内部に於て使用される価格というものを，能率監査の必要から，全部特定時期の価格に停止

してしまうのである。材料単価も，時間当り賃率も，個々の製品の売価も，すべて選ばれた特定日の

単価に固定して，インフレーションによる価格変動の影響を，除去してしまうのである。（中略）原価

計算に集まって来る伝票─即ち材料交付票，作業票等には，停止価格が記入されて，これによって計

算された原価は，停止価格原価である。（中略）この様にして計算された原価に，価格停止時を基準に

して物価騰貴率を，夫々の原価要素に乗じて，時価原価に引き直すのである。

 （『数字でみる工場経営』133-134頁）

20） 『新能率組織のたてかた』47-49頁。
21） 同書，50頁。
22） 『数字でみる工場経営』133頁。
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中山氏の別稿によれば，日本電気で固定原価制度が導入されたのは昭和 24年であったが，ほど
なくインフレーションが収束したため，固定価格制度の運用は短期間であったようである23）。ここ
で確認しておくべきことは，日本電気が昭和 26年に標準原価計算導入する 2年前に，材料や賃金
に対して固定的な価格を適用する制度がこのように導入されていたとしても，標準原価とは異なる，
あくまでインフレーション下の計数管理に資するための，一時的な施策であって，日本電気にとっ
て固定価格制度は標準原価の前段階ではないことである。能率管理を目的として物量標準を重視す
る標準原価と，インフレ時に期間比較を目的として固定価格を適用するこの制度は，明確に区別さ
れていたと考えられる。

VI　部門別損益計算と工程原価表

中山氏が主張する標準原価計算の目的は，昭和 10年代から一貫して，金額あるいは物量で測定
される標準数値と実際数値を部門の責任と結び付けることを通じて能率を向上させることにあっ
た。また，部門別計算を重視する一方で，指図書ごとの個別計算は，原価の集計に時間が掛かるた
め実務では見積計算が行われていることからも，実際原価計算を廃止してもよいという見解が『新
能率組織のたてかた』に至る著作で繰り返し示されてきた。『数字でみる工場経営』では第 2章第
6節「標準原価と部門費計算」の箇所でそのテーマが扱われている。基本的な構想に変わりないも
のの，同書においてはいくつかの点で精緻化がみられる。
そのひとつが，標準原価と対比して差異の算出をするための実際原価の計算方法への言及であり，

いまひとつは工程（部門）間を標準原価で引き渡す仕切原価という枠組みであって，いずれも『数
字でみる工場経営』で初めて主張された論点である。
氏はまず，「標準原価論に於ては，標準原価を論ずるのが目的であるために，実際原価の計算法

の説明が無視せられ勝ちである。」（同書 124頁）と，実際原価の重要性に触れたのち，「部門計算
をする標準原価制度に於ては，生産に給付された実際原価の把握と，部門別の仕掛品在高の計算と
の二つが困難なる実務となる」（同書 125頁）と具体的な問題意識を示している。
標準原価計算を部門別に行おうとすれば，ある期間の生産量に対応する標準原価と実際原価とを

比較することになる。しかし，倉庫から仕掛品にインプットされた原価要素がすべて完成品となる
わけではなく一部は仕掛品として工程に残るため，「インプットされた原価要素夫々の額と，当月
の完成品として生産に給付された原価要素の額とは相違する」（同頁）ことが計算を困難にすると
している。とくにオーダーの一部のみが完成品として入庫していながら生産が完了していないため
に原価も集計されない「パーシャル・デリバリー（Partial Delivery）」24）の問題を中山氏は従前より
指摘していた。

23） ［24年 F］に，「私の会社では 24年 4月から固定価格制度を採用して来た。然るにインフレが収束すると，
この制度は不要になった。この制度を私は廃止しようと思っているが，（中略），現在（9月 13日）において
は（原文ママ）模様待ち状態を続けている。」（文献［24年 F］16頁）とある。

24） パーシャルデリバリーについて，『数字でみる工場経営』では「部分生産」という用語を用いている。（同書，
125頁）
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そこで『数字でみる工場経営』では，完成品に相当する標準原価と対比されるべき，完成品のみ
に相当する実際原価を算出するために，インプットされた原価を調整して実際原価を求める次の計
算式25）が示された。

前月仕掛品繰越高 +当月インプット原価要素－当月末仕掛品棚卸高

この式にもとづけば，標準原価と実際原価の月次の差異は，

当月完成品標準原価－（前月仕掛品繰越高 +当月インプット原価要素－当月末仕掛品棚卸高）

で求められることとなる。さて，われわれが一般的に標準原価計算において原価差異を認識する計
算は，完成品数量と仕掛品数量（完成品換算量）を計算し，当月にインプットされた原価と比較す
る方法を採る。すなわち，月次の差異は

（当月完成品標準原価－月末仕掛品標準原価 +月末仕掛品標準原価）－当月実際原価

で計算される。
この式と中山氏が提示した計算式とを比較するとき，両式の月初・月末仕掛品の金額が等しいの

であれば，項目を入れ替えれば同じ式となり，算出される差異は同額となることがわかる。中山氏
の数式においても，月初・月末の仕掛品の評価には，標準原価が適用されるので26），その限りに於
いて両式に相違はないが，同書においては，仕掛品の完成品換算量を求めるために加工進捗度を加
味するといった工夫まではみられない。少なくとも個片については，各工程の作業は，パンチ，キ
リ，メッキといった，加工自体は短時間で完了する性質であると思われることから，その工程（部
門）の仕掛品は，加工に着手する前の段階で滞留しているものと考えられ，前工程までの累積原価
で評価しても実体と相違ないと考えられる。
『数字でみる工場経営』で追加された 2点目が，工程間の仕切原価の問題である。ある部門から
次の部門へ半製品を送る場合に，部門計算を行うためには部門間の仕切原価を定める必要があり，
そのために工程別の標準原価による累加原価が決定されていなければならない。また，個々の個片
部品について，工程ごとに仕掛品の棚卸原価を計算する必要もある。そこで次のような標準原価に
よる工程原価表（表-1）がすべての個片部品について必要であるとされた。
『数字でみる工場経営』にあるこれらの説明について留意すべきことがある。ひとつは「仕切原価」
と呼ばれる概念についてである。のちに「二段式標準原価計算」と呼ばれる日本電気固有の原価計
算は，原価管理のための厳格な水準の作業費標準原価と，実際原価あるいは正常原価水準で部品や

25） 同書 126頁。
26） 次に述べる，｢工程原価表｣ の各工程別標準原価の作成目的のひとつとして，「仕掛品の棚卸をするためにも，
仕掛品というものは，各工程に散在するものであるから，これが（ママ）評価にも，各工程別標準原価の設
定を必要とする」（同書 127頁）と述べられている。
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製品の棚卸評価を行うための仕切原価をひとつの計算体系の中で併存させる独特な方法である
が27），『数字でみる工場経営』における説明では，上記工程原価表の数値が，実際原価と比較して部
門の能率を測定するためにも，仕掛品の棚卸評価数値としても用いられるとしていることから，ま
だ管理標準と棚卸標準の分離はみられない。よって，この段階での「仕切原価」は二段式標準原価
計算における棚卸標準原価と異なる概念であることに注意すべきである。中山氏は二段式標準原価
計算における「仕切原価」について，次のように記している。

　管理標準原価たる作業費標準原価と，他の目的に使われる標準原価との間の概念の混乱を防ぐため

に，私は自分の会社では，前者を標準原価と呼んでいるのに対し，後者を仕切原価と呼ぶことにした

のである。これはあるアメリカの会社から 1952年に輸入した思想である。アメリカの会社では，われ

われの仕切原価
4 4 4 4

を拘束原価
4 4 4 4

または約束原価
4 4 4 4

（binding cost）といっていた。生産部門をそれで義務づけ

拘束する原価という意味である。われわれは生産部門の流れのなかにあった仕掛品が完成して販売部

門の製品倉庫へ仕切って渡される原価という意をもって，仕切原価という名称を選んだのである。（傍

点ママ） （『実践標準原価計算』304頁）

結

本論の考察の結果は次のようにまとめられる。
日本電気に昭和 26年に標準原価計算が導入されるにあたり主導的な役割を果たした中山氏の，

第二次世界大戦終戦後から昭和 26年刊行の著作『数字でみる工場経営』までの標準原価計算をめ
ぐる主張を，前稿（拙稿［2016B］）と本稿において検討した。
前稿では，氏が戦後に復員して，経理部査業課，そののち経理部主計課の職にあって社内で発表

した二つの文書と，戦後最初の公刊著作である『新能率組織のたてかた』（昭和 22年刊）にみられ
る主張を比較検討した。その結果，氏が昭和 16年に戦争に召集される以前に日本電気社内で主張
していた，作業ごとに標準作業時間（標準工数）を設定し，その尺度を用いて，部門の能率計算，

27） 中山氏の『実践標準原価計算』（昭和 38年）が，日本電気の二段式標準原価計算についてもっとも詳細に解
説している文献である。

表-1　工程原価表

100個分　　　　　　　　　　　　工程原価表　　　　　　　　　　　　品名　M34567

材料費 労務費 間接費 合　計

工程番号 工程原価 累加原価 工程原価 累加原価 工程原価 累加原価 工程原価 累加原価

1 100円 100 50 50 100 100 250 250

2 230 330 70 120 140 240 440 690

3 300 630 40 160 80 320 420 1,110

4 100 730 80 240 160 480 340 1,450

5 50 780 20 260 40 520 110 1,560

　　（出所）　『数字でみる工場経営』127頁
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能率賃金，生産管理等の一連の経営管理が可能となるという基本的な枠組みについては変更・修正
なく，戦後もその主張が繰り返されていたことを明らかにした。
本稿では，『新能率組織のたてかた』以降の中山氏の公刊論文，および『数字でみる工場経営』

を検討対象とした。『数字でみる工場経営』は，日本電気への標準原価計算導入と同じ昭和 26年の
刊行であることから，同書で主張されている標準原価計算思考が，実際に導入された計算に反映さ
れている可能性が高いと予想されることから，その主張を重視した。
『数字でみる工場経営』は，その章立てからみても内容が多岐にわたるが，科学的管理法の解説，
組織内人員の教育と心理に関する考察など，『新能率組織のたてかた』ではそれほど触れられてい
なかったテーマに関する叙述も多くみられるが，その一部はすでに数編の公表論文で主張された内
容であった。これらの科学的管理法，心理学に関する理論についての解説は，標準原価計算論に直
接結びつかないことと，氏の独自の理論の主張というより，海外理論を紹介する啓蒙的な性格が強
いと判断されるので，本稿では深く立ち入らなかった。
『数字でみる工場経営』においても，中山氏が主張する標準原価計算の目的は，課・係といった
部門単位で，作業ごとに計算された標準原価と実際原価を比較することによって，部門能率を算出
するとともに，部門管理者の責任と結び付けて能率向上を図る責任会計計算にあった。この氏の主
張は昭和 10年代から一貫しており，一般に責任会計が 1950年代の米国における所産であるとされ
る28）ことからみても，わが国では先行的な主張であったといえる。述べられる目的は一貫していた
一方で，具体的な計算方法，勘定組織に関する叙述には精緻化が認められる。『数字でみる工場経営』
で新たに示された点は，ひとつは標準原価と対比されるべき実際原価の計算に関する言及であり，
期末において工程ごとに生ずる仕掛品の存在が計算を困難にする旨の指摘がなされ，調整計算が示
されたことである。いまひとつは，それぞれの生産品（たとえば個片）について，製造の工程ごと
に実際原価と比較するための標準として，また，工程完成品を次工程に送るさいの仕切原価として，
標準原価の累積原価を用いる方法が示されたことであった。
さて，『数字でみる工場経営』で用いられている仕切原価は工程間製品を次工程への仕切値段を

意味するが，能率管理のために用いられる標準原価と同一のものであることが上記の説明からも明
らかである。のちに二段式標準原価計算のなかで昭和 30年代に説明された仕切原価は，厳格度の
厳しい管理標準と区別される，実際原価水準の棚卸資産評価標準を意味する用語であるので，『数
字でみる工場経営』の段階では二段式原価計算の構想は現れていないということができる。
終戦後の時期における中山氏の標準原価計算論の特徴は，実務への導入を意識して主張が重ねら

れたことにあった。そのひとつの現れが，標準原価と対比すべき実際原価の算出に関する叙述が変
化している点に見受けられた。日本電気の実状を鑑み，どのような方策によって実際原価を正確に
把握，計算するか悩んでいる様子が窺える。
その一方で，標準原価計算の題名を冠した書物で通常扱われるようなテーマについて，中山氏の

著作では必ずしも触れられていないことが多い。たとえば，標準原価計算を実践しようとするので

28） 責任会計の初期の代表的な文献は，一般的にはエイルマン（H.B. Ailman）の Basic Organizational Planning to 

tie in with Responsibility Accounting, 1950 およびヒギンズ（J.A. Higgins）の Responsibility Accounting, 1952 と
される。
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あれば，シングルプラン，パーシャルプラン，デュアルプランという記録方法について，導入を意
識した何らかの紹介ないし評価がなされても良さそうであるが，それら 3種類の方法があると簡単
に触れながら，そのような評価は行っていない29）。あるいは，『数字でみる工場経営』が出版される
2年前の昭和 24年には，山邊六郎，松本雅男がそれぞれ『標準原価計算』を出版し，有名な基準
標準原価計算・当座標準原価計算論争が始まるのであるが30），中山氏はこの論争についても，少な
くとも『数字でみる工場経営』までの著書の中で全く触れることがなく，日本電気への導入を意図
している標準原価について，当座標準原価と基準標準原価のどちらの性質を重視するかという見解
は示されていない。氏が，ひとまず理論的考察に対して距離を保ち，実務への導入検討を優先させ
ていたと思われる。
日本電気に昭和 26年に実際に導入された標準原価計算制度を考察するさいには，これまで検討
してきた，中山氏が主張する標準原価計算の枠組みがどのように，あるいはどの程度その計算構造
に組み込まれて実現されたかについて評価していくことが，その独自性を確認する手掛かりとなる
はずである。その作業は今後の課題である。
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