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A社特装車組立工程の職場の相貌

一一参与観察に基づ く一考察一―

l.問題の所在

JIT(Just ln Time)生 産や TQC(Total Quality Control)を特徴とする日本的生産

システムが注 目されてから久 しいが,そ のシステムと労働との関係に対する評価

は未だに固まっていない。そのパフォーマンスの高さを生産組織そのものの特性

から生 じるものとし,こ の組織が人間尊重の立場と矛盾 しないばか りか,積極的

に人間尊重へと導 くものであるとする論者が一方の極にある。他方,こ の組織が

従来の生産組織を超え出る要素を有していないとし,労使関係における労働者サ

イ ドの脆弱さにもっばらそのパフォーマンスの高さの要因を求める論者がその対

極にある。

以上のような生産システムや労使関係の研究を踏まえることが非常に重要でも

あるにもかかわらず ,そのシステムや関係から直接 ,労働者像を構成 していく場

合に問題となることがある。それは,そ こで構成される労働者像がシステムの従

属項となる傾向にあるということである。 したがって ,そ の像は ,シ ステムに

(過剰)同調した労働者であるか,あ るいはそのシステムを拒絶する労働者という

二者選択を迫られることになる。能力主義的競争観を有した労働者か,あ るいは

排除される反対派労働者というイメージが,そ の組織の下で働 く労働者を代表す

ることになる。前者は,職制の階梯をひたすら突き進んでいく中核的な労働者の

モデルにはな りえよう。 しかし,こ れをランク・アンド。ファイルのモデルとし

て一般化することは可能であろうか。

すでに,あ る自動車産業労働者の実証研究においても,競争主義といっても能

動的な競争ではなく,「上司に『認められること』を待つという“受動的"競争」であ



るという修正的な見解もだされている。問題は,様々な管理戦略が網の目を巡ら

すように施された中で,労働者がその管理戦略にいかなる態度で応じているかで

あろう。本稿では,職場での労働者の態度を具体的に示すことによって,日 本的

生産システムのロジックが現場労働者にいかに受容されているかを明らかにする

ことを目標とする。

筆者のとった方法は参与観察である。これまでの日本の自動車産業における労

働についての研究は,労働者からの,あ るいは労使双方からの聞き取 り調査が主
(8)

であり,筆者の知るかぎり参与観察によって行われた研究はほとんどない。

参与観察が対象とするのは,労働者にとって日常的な作業において前提となっ

ていること,そ してその日常性において自明となっている領域である。 これに

よって,労働者が語るに値 しないと考えている程にあた りまえになっていること

を照らし出すことが可能となる。こうした領域が存在 していることを閑却するこ

とになると,調査者の問題関心に基づいたアンケー トと,労働者が日常的に前提

していることとのギャップが埋まらないままに,通 リー遍の回答 しかでてこない

かもしれない。また,それが調査者の予断のなかで処理されてしまう危険性があ
(9)

る。

したがって,労働者が,いかにその労働現実を受け入れ,いかなるロジックで

行為 しているのかを考察するためには,い ったん労働者が自明性を構成 している

世界を体験 0観察 した うえで,それを記述 してい くことが必要であろ う。 これ

が,筆者が参与観察という手法を用いた理由である。

次節以下で報告する事例は,筆者が1992年 7月 20日 から同年 8月 29日 まで,A

自動車工業株式会社 (以下A社 と略)の本社工場に臨時工として入 り,参与観察を

行った結果に基づいている。このA社は首都圏に本拠を置 き,デ ィーゼル・ ト

ラックを主力製品とし,従業員約8200名 の自動車最終組立企業である。また,A

社は日本の自動車産業におけるリーディング・カンパニーであるB社のグループ

企業であるが:)A社自体も下請け,関連企業16社を組織 して独 自のグループ「A

会」を形成 している。

2.P班 の概要

筆者が配属された職場は,特装車 (道路清掃車,消防車,除雪車など)を主体に
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トラック,バ スなどの組立を担当している班である。この班は,組立部組立課の

なかのO工長を組長とするO組に属し,P職長が班長を務め,班長を含め 7人の

本工からな り,P班と呼ばれている。勤務体制は,いわゆる一直一勤で夜間勤務

は存在せず ,勤務時間は午前 8時から午後 5時 10分 (う ち休息時間は70分)ま での

8時間である。

P班は,最終組立ライン全体を職域とし,そ の工程は 4工程からなる。一工程

はシャーシヘの車軸等の組付,二工程はエンジン, トランス ミッション等の組

付,三工程はキャブ等の組付 ,四工程はタイヤの組付等と中間検査を担当してい

る。また,メ イン・ラインに連なるサブ・ラインは存在 していない。職場に掲げ

られている「日で見る管理板」によると,一工程に 1人 ,二工程に 2人 ,三工程に

2人 ,四工程に 2人の本工が配置されている。 しかし,四工程を受け持つ班長が

随時他の工程を応援 しているので,実際には四工程は 1人で行われている。ま

た,生産繁忙期には他班からの応援がある(逆に,他班への応援もある)。 筆者が

観察を行った期間には,他班からの応援が 1人あった。さらに,若干の期間工 ,

アルバイ ト学生などの臨時工が常に在籍 していた。筆者の観察時においては,総

計 6人 (最大時 4人 ,最少時 1人)の臨時工 (う ち外国人労働者 1人)が在籍 してい

た。

次に,JIT生産の観点からP班の特徴を確認 しておこう。JIT生産方式は ,「後

工程引き取 り」や「カンバン」を用いて工程間での生産をシンクロナイズさせる「生

産の同期化」,次に最小の設備・在庫で多品種を生産 していくために ,様 々な種

類の製品を同一のラインで流す「混流生産」を用いた「生産の平準化」,そ して「ニ

ンベンのついた自働化」などの施策を伴って可能となる作業者の「多能工化」によ

る定員制の打破などを特徴としている。

生産の同期化は,フ ォー ド主義ではラインによって各工程間を同期化 していた

のを,従来ライン生産に組み入れられていなかった工程 (例えば,プ レス,機械加

工など)ま で,「 カンバン」などによって拡大する試みである。すなわち「みえざる

コンベアー方式」化を意味 しているので,ラ イン組立生産そのものにおける生産

の質を転換させるものではない。とはいえ,ラ イン組立生産を行っていくうえで

の前提となる在庫の状況については根本的な変化を与えるので,在庫の観点か

ら,P班における状況を確認しておこう。



表 1 生産計画 (7/20-8/31)

8/31 FZ AK FT

出所)職場に掲げられていた「生産計画」

記号は生産車種名

P班が必要とする加工品・組付部品等の流れは,基本的には後工程引き取 りで

ある。比較的大型の組付部品の場合 ,生産計画表に従って,一工程の担当者が ,

前工程に各車種に必要な加工品・組付部品を引き取 りに行き,各部品置場に置い

ておく。比較的小型の組付部品は,工務課が当該車種の部品をセットにして送っ

てくる。そして,それを台車に乗せて,組付ける車の前に流 している。各車に

は,その車種や仕様を示 したラベルが取 り付けられており,各工程の労働者はそ

のラベルの指示に従って,組付を行 う。ボル トやナ ットなどの汎用部品の場合

は,各部品置場でカンバンを用いた引き取 りが行われ,工務課が順次補充してい

く。一回当りに引き取られる部品の量は,比較的多い。また外注品は,生産計画

に従って,順次配送されてくる。

次に,平準化に伴 う混流生産の状況を見ておこう。P班における一日の生産台

数は,表 1の生産計画からもわかるように 2台から 3台が平均的な生産台数で

あった。これは,きわめて少ない生産台数であると言える。また,生産される車

種は10種類以上におよぶ。この10種類ほどの車種のなかには,類似 したものも存

在するが,逆に同じ車種でもかな り異なったものもある。生産の平準化のため

に,同 じ車種が 2台続けて流されることはない。 トラック生産は乗用車生産に比

して相対的に少品種少量であるが,P班における生産は,それに多品種が加わっ

てくる。 したがって,文字通 りの「多品種・少量生産」の形態を呈 したラインと

なっていた。

最後に,多能工化は,従来 1人が 1台の機械を担当し,熟練的な要素の強かっ

た機械加工などにおいて,熟練を解体 し,労働者に何台もの機械を担当させるこ

とから始まったので,組立労働の概念には馴染まないとも考えられる。そこで ,

P班における労働の質は,次節で検討することにし,こ こでは,需要に応 じた人
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員配置 (非定員制)と いう側面から考察 しておこう。筆者が観察を行った 8月 は ,

9日 間の夏季休暇 (う ち 4日 は通常の休日である土日)があり,そのため稼働日数

が落ち込むために,一 日当 りの生産台数が前月よりも増やされた(2台から 3台 )。

これを,一 日の労働時間を生産台数で除したタク ト・ タイムの変化で見ると ,

331分から176分 に減少したことになる。

この一日当 りの生産台数増とタクト・タイムの減少に対応するために,他班か

ら応援が 1人送られてきた。また,臨時工は 2人から4人と増員された。 7月 か

ら,8月 への一日の生産台数の変化に伴 う,応援 ,臨時工を含めた各工程への人

員配分の変化は,一工程 2人で変わらず ,二工程 3人から4人 ,三工程 3人から

4人 ,四工程 1人で変わらず ,であった(班長は,班内応援を行っているのでこの

数に入れていない)。 人員配分の内容は ,四工程の担当者が三工程ヘ ロごテー

ションされ,四工程に他班からの応援者が入った他は,臨時工の増員によって賄

われていた。生産台数が 1。 5倍になったのに対応 して,人員が約1.3倍 (班長 も含

む)に増員されていることがわかるであろう。

しかし,臨時工の各工程への配分は,動作研究などを含めた標準作業表の改定

によって綿密に行われているというよりも,班長の裁量で遅れがちの工程に適宜

配分しているという趣が強い。そして,各工程内での作業の配分も,そ の工程を

担当している本工の裁量で臨時工に配分されている。また,人員増でも賄えない

場合は,残業・休日出勤で補っている。一 日の予定生産台数の多い時期には,残

業・休日出勤は恒常化している。因みに,7月 の下半期の一 日当りの平均残業時

間は36分であったが,8月 は約 2時間であり,これに休日出勤 2日 が加わった。

こうした残業は,生産計画の負荷のかけすぎから生 じていると考えられる。筆者

の観察を行った限 りにおいては,生産計画の微調整はなく,生産計画表に従った

生産が行われていた。

以上のことから,P班における JIT生産方式に実施状況について評価を下す

と,非常に緩やかであるということが言える。A社では,比較的早い時期に JIT

生産方式が導入されたが,特装車の組付という量・質において特殊な生産状況に

おかれているP班では,そ の実施が緩やかにならぎるをえないと考えられる。

3.P班 における労働の質



まず,P班における個々の作業について見ておこう。ここで,筆者の行った作

業を類型化すると次のようになる。

(1)イ ンパクトレンチなどを用いたボル ト締め (2)ト ルクレンチやスパナを用いた

パイプの接続 (3)ワ イヤーハーネスの接続 に)玉掛

これらの作業は,基本的には特殊な技能を要 しない,単純な作業である。 しか

し,基本的には単純であるとはいえ,経験をつまないと難 しい場合がよくある。

通常のライン労働においては,短いタクト・タイムの間に作業をこなすことが要

求されるので,組付などに関しても作業を容易にこなせるような順序で流される

ことになるが,P班においては,そ うした配慮が払われていないことがままある

からである。例えば,前工程でシャーシに取 り付けられたボル トを ,取 り外 し

て,別の長さのボル トに取 り替えなければならない作業があった。この作業は ,

ワイヤーハーネスやパイプに塞がれたボル ト穴を手探 りで捜 し,ボル トを付け替

えなければならないので,非常に困難であった。普通のラインでは,おそらくあ

りえないような作業であろう。

また小池和男の言 う「ふだんとちがった作業」
1:)す

なわち異常事態の対処 もか

なり頻繁に行われている。例えば,ボル トを通す穴が小さくて,ボル トが入らな

いなどはきわめて日常的なことである。また,慣れない労働者がネジ山をバカに

した り,ボル トを折った りしたときなどの対処もこれに入るであろう。現場で対

処できないような場合には異常処置班を呼んで対処 してもらうことになるが,大

抵の異常な事態には工程担当者が処置をしている。

さらに,最終組立工程の全工程を本工 7人 と若干の臨時工によって行っている

から,一人当 りの職務数はきわめて多い。筆者が担当したのは,三工程の一部で

あるが,FZ車 (道路清掃車)に おいて筆者の行った一台当 りの職務は以下のこと

である。 (○ 印は筆者の役割として固定化された職務)

○キャブ・アーチの組立

○エンジン, トランスミッションからの燃料パイプ,ワ イャーハーネス等の接

続

キャブ 0ア ーチのシャーシヘの組付

○エアータンク等の組付に必要なブラケット類の組付

○エアータンクの組付
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○エキゾース ト・パイプの組付

○ステップの組付

キャブの組付

キャブからのパイプ,ワ イヤーハーネス等の接続

○リア・バンパーの仮留め

この職務数から看取できるように,組立工とはいえ,多様な作業をこなさなけ

ればならず ,さ らに流れてくる車種が多様なことから,把握 しておかなければな

らないことが非常に多 くなる。作業を行 うために必要な知識を列挙 してみよう。

○現在流れている製品に行わなければならない作業の全体像

○何から組付を行 うのかという作業の手順

○その車種の組付・組立に必要な部品・半製品の種類

○その部品・半製品はどこにあるのかという作業場に関する知識

○その作業を行 うのに適切な工具の種類

○異常な場合の処置の方法

こうした知識が,P班の労働者における日常的な知として蓄積されてお り,作業
(18)

を行 うのに不可欠であるという意味で,当 り前のことを形成 しているのである。

車種が多様で,生産台数が少ないということは,そ のまま労働者の側でのこう

した知識の学習が困難であることを意味 している。毎日のように流されてくる車

種 ,例えば表 1の FZ車であるならば,学習効果が働いて短期間に覚えていくこと

ができる。 しかし,同 じ車種が流れてくる間隔が 4日 や 5日 ,あ るいは 1週間以

上であった りすると,次の時にはほとんど覚えていないことになる。本工でさ

え,新型車種などの場合 ,記憶が曖床で,作業のはかどらないことがよくあった。

そのため,P班の作業者はメモの類をとっておき,たまにしか流れてこないよう

な車種が流れてきたときのために備えている。標準作業表は作成されているらし

いが,ほ とんど使われておらず ,む しろ個人的に貯えたメモに頼 っている。ま

た,班長もこのことを奨励 していた。こうした知・技能は個人的に習得されるべ

きであるという風潮がP班では強い。

以上のようなP班の労働について言 うと,半熟練 ,不熟練労働が組み合わさる

ことをもって,これを熟練労働と特徴づけることはできないであろうが,しかし

いわゆる単能工とは異なる労働の質をともなってくることを強調 しておきたい。



確かに,個々の作業をとってみた場合には単純化され,す ぐに習得可能な作業が

多いということが言える。それでも必ず しも単純とは言えない作業がままあり,

また単純な作業でさえも何十にも組み合わされることによって,作業を遂行する

にあたって要求される知識 (と りわけ製品に関する知識)が格段に増え,それを個

人的に蓄積 しなければならないからである。つまり,単純な作業でさえ,それが

組み合わされる程度によって,それに必要とされる技能や知識が大きく変わって

くるのである。

以上のような特徴は,マ ナーリング=ウ ッドの「暗黙の熟練」概念が合意すると

ころのものに適っていると考えられる。マナーリング=ウ ッドは,労働の非熟練

化のテーゼに対 して,非熟練化された労働においても主体的な行為の領域が残存

していることを示そ うとした。そのための概念化が「暗黙の熟練」であって,こ の

概念は労働者にとって経験によって当 り前となった知識・技能の程度を指示 して

いる。 P班の労働をこの「暗黙の熟練」概念によって特徴づけるならば,通常のラ

イン労働に比 して必要とされる暗黙の熟練がきわめて高 く,ま た広範囲に及んで

いるということになる。そしてこのことは,作業ペースや労働の強度の決定とい

う点で,P班の労働者にかな りの自由裁量の余地を残 していることに帰結 してい

るのである。

4.P班 における労働者の作業態度

上で見たように,P班では工程編成に規定されて,多 くの暗黙の熟練が必要と

され,それゆえ自由裁量の余地が大きかった。この節では,P班の労働者がいか

にこの状況もとで作業に従事しているのかを考察 してみる。P班の労働者は基本

的には「自己規律的」な態度で作業に従事 していることが観察される!)し かし,こ

の自己規律的な態度の程度は,P班においては,あ る意味で三分化されていた。

つまり,自 己規律化の度合いが高 く,積極的に作業に従事 している労働者と,確
かに自己規律的であるとは言えても,そ の度合いが低 く,む しろ受動的な態度で

作業に従事 している労働者である。表2は P班の本工の構成を示 したものだが ,

前者には班長P,指導員Qが ,後者には本工R,S,T,Uが 該当する。本工V
の態度は,こ の両者の中間にあたっていた。以下で,ま ずP班の労働者の自己規

律的な側面を,次の節で労働者の態度における三分化を具体的に考察 してみよう。
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P班の本工の構成と作業資格取得

己規律性は ,労働者 名  前

が相対的に長 い タク
賃型免葬

卜・ タイ ムの中で作 普通免許
整備±2級

業ペース・ リズムを 3級

確立していること, 璽
険
笛

また作業時間に関す亀輿源鎮
る態度(例えば始業上ニ

イrg
の チ ャイ ムが 鳴 る フォーク

と,見事なまでに即鷲内大墓
座に作業にかかる), 担当工程

工具の扱い(必ず工 出所)潜
[距滉て,曇碁濾萬夏足墓号1管

理板」

具は元の場所に置 く)な どの様々な観察事例から論 じることができるが ,こ こで

は作業ペース・ リズムの点から考察しておく。労働者が作業ペース・ リズムを確

立しているというのは,何をどの位置で車に組立,組付けすれば,タ クト・タイ

ムに遅れずにすむかという判断基準を確立 しており,それに沿って作業を進める

ということである。これは,筆者自身行っていたことであるし,ま た外的観察に

よっても明らかになる。

一つの工程の長さは,お よそ20～ 30メ ー トル程であり,筆者の受け持った三工

程では,ゆ っくりと流れている車に沿いながら,作業者は工具台を移動させて ,

作業を行 う。同一車種のある部品をどこで組付けているのかを観察すると,その

前の工程に遅れがでたとか,あ るいはその前の車の作業に遅れが生 じていないか

ぎり,作業者はつねに車がある一定の位置に着いたときに,そ の当該の部品の組

付を行っている事がわかる。また今述べたような作業の遅れを認識するのも,こ

の何をどこでつけるのかという位置を基準にすることによってである。

ときとして作業に大幅な遅れが生 じることがあり,こ うした場合は,組立中の

車を止めた り,あ るいは車を押 し戻 して作業を行 う。 P班の場合には,車はベル

ト・ コンベアーで流されているのではない。床に埋め込まれたチェーン・ベル ト

に台車をピンで留め,車はその台車の上に乗せられて送られてくる。このため ,

ライン全体の流れを止めることなく,台車からピンを外すだけで,そ の車は止ま
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ることになる。ライン全体の流れを止めずにすむので,他の工程 ,特に前工程の

作業を中断させることなく車を止めることができ,他工程の作業を邪魔すること

なく車を止めることができるという意味で ,こ れが作業者に与える精神的なプ

レッシャーは少ない。このとき,車を後ろへ押し戻すことが多いが,戻すときの

位置は,大抵の場合,上で述べた普段当該部品を組み付ける位置である。 これ

は,い ったん遅れがでたものの,車の位置との関係で リズムを作 りなおそうとす

る労働者の工夫といってもよい。

このように,労働者が組付部品と位置との関係を基準として作業を行っている

のには,玉掛を用いて組み付けの行える場所が限られているとか,必ず先に行っ

ておかないと後の作業がきわめて困難になった り,できなくなった りするといっ

た技術的理由,外的制約によるものもある。しかし,こ れらの制約が少ない作業

もかな りあり,こ うした作業では労働者が何から作業を行っていくかは,その労

働者自身の判断に委ねられている:)車体の下に潜って行 う比較的困難な作業を先

に行 うか,それとも一旦ラインから離れて行 う比較的楽な組付部品の組立を先に

行 うかは,技術的制約がそこにないかぎり,労働者の裁量に任されているのであ

る。だが,作業手順に関する裁量の余地があるにもかかわらず ,筆者の観察に基

づ くなら,ほ とんどの労働者は,あ る一定の作業手順を踏襲 してお り,その手順

から外れることはめったになく,あ る部品を組付ける位置はほぼ一定 しているの

である。

以上のような観察結果より,P班の労働者は,きわめて長いタクト・タイムの

中で,自 ら作業のペース・ リズムを作 りだすという形で,車の流れに遅れないよ

うに自己規律的に行為 しているということが言える。では ,なぜ P班の労働者

は,作業のペース 。リズム作 りといった形で,自 己規律的に作業に従事 している

のであろうか。その理由を考察 してみよう。

第一に挙げることができるのは,ペ ース 0リ ズムを作ることによって,生みだ

される「相対的満足感」である。 P班では,一台の車に取 り組んでいる時間が長

く,ま た作業も多いので,だらだらと作業を行 うと,時間の流れが非常に遅 く感

じてしまう。作業時間内においてこの感覚ほど,苦痛なことはない。筆者の体験

で言えば ,「まだ,休み時間までに 2時間もある」とか ,「 まだ十分しかたっていな

い」とどうしても時計が気になってしまい,ま た逆に時計を何度 も見て,時間の
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進まないことにイライラしてくる。そこで,「次の休み時間までにここまで行お

う」とか ,「 この作業は何分でしあげよう」とか,意識的に目標を立て,一種のゲー

ムの感覚で作業に挑み,順調に進むと,時間がたつのが非常に早 く感 じられる。

こうした時は,日 標を達成 したという充実感をもって仕事を終えれる。

一 日の仕事が終わった後 ,手洗い場で「今日は,よ く働いた」と同僚と話 してい

る光景を見かけることがしばしばあった。 (特に,労働者Vが指導員 Qに。)そ の

語 り回は一定の満足感 ,充実感を伴っている。残業が長引いた りしたときによく

聞かれた「今日は,疲れた」と対照的である。この二つの言葉のニュアンスの背後

にあるのは,「 よく働いた」では,労働者が主体的に「働いた」と感 じたことを表現

し,働 くことを強制された,つまり〈働かせられた〉という表現ではないことであ

る。そして,「 よく」という形容ができるのは,今 日の働きぶ りに対する何らかの

評価基準が,そ の労働者の中に存在していることを示 している。この言葉は,単

にタクト・タイムという外的条件に規定されて忍従 している労働者ではなく,積

極的に自己の作業に係わ り,ま たそれを評価する基準を労働者が持っていること

を意味している。

こうした評価基準を提示 し,主体的に働いたとい う充実感を与えるものとし

て,作業ペース 0リ ズムが維持できたとい うことが挙げられるのである。 しか

し,筆者はここで明確な評価基準を労働者が持っていることを指摘 しているので

はない。むしろ,自 分の働きぶ りを評価するための基準は,漠然とした形で労働

現場の日常性という文脈に埋め込まれてお り,その日常性を構成 しているものの

一つにペース 0リ ズム作 りがあると考える。この筆者の体験・観察結果を裏付け

るものとして,WOバ ルダマスによる労働者の動機付けの研究がある。バルダマ

スは,強制されたルーティンとい う全体的な労働現実か ら生 じる「倦怠 (weari―

ness)」 という剥奪感と,「安堵 (contentment)」 という相対的満足感を提示 してい
(24)

る。

俗怠とは,「ルーティン・ ワークが耐えられないと自覚した り,非常に不愉快

であるという心理状態」であり,逆に安堵とは「仕事をするという雰囲気になって

いるということによって,しばしば表現される心理状態」である。そして,こ の安

堵という相対的満足感を,労働者が,例えば困難な作業を先に行っておき,楽な

作業を後にとっておくなどの「意識的な調整」の中で生みだそ うとしていると,バ



ルダマスは指摘 している。つまり,強制されたルーティンの中で,仕事に主体的

に係わる中で生みだされる相対的満足感を安堵としているのだが,筆者の示 した

「よく働いた」という満足感も,ま たペース・ リズムの主体的な確立の中で生みだ

された安堵とすることができるであろう。また,P班における労働者は,安堵と

いう相対的満足感を手に入れるために,作業ペース・ リズムを自発的に作 りだ

し,自 らを律 していると考えることができよう。

ペース・ リズム作 りという形で,労働者が自己規律的に作業に従事している第

二の理由は,作業管理 ,と りわけ品質管理との係わ りから観察・体験することが

できた。P班における作業管理は,JIT O TQC体制を特徴づけている「アンドン」

などを用いた「目で見る管理」という点では,ほ とんど実施されておらず ,労働者

にブレッシャーを与えるものではなかった。すなわち,ア ンドンは設置されてい

るものの,先に述べたような,作業が大幅に遅れて,流れている車を止める場合

でさえ,ア ンドンは用いられてなかった。そのため ,ア ン ドンを点灯 させるス

イッチも埃を被っているという状態であった。 しかし,「品質の作 り込み」という

原則からなされるJIT O TQC的 品質管理は保持 していた。不良箇所を後工程や中

間検査工程が発見 した場合,必ずその箇所を担当していた労働者を呼び,その作

業者に直させていた。また,P班を離れた最終検査工程で不良箇所 ,付け間違い

が発見されると,班長に連絡がきて,班長がその作業者に口頭で注意を与えてい

た。

こうした時のサンクションは,同僚の前で班長や他の同僚から指摘されること

それ自体にある。事例を二つ挙げてみよう。筆者は,燃料パイプの付け間違い

を,中間検査の本工に指摘されたことがあった。結局 ,こ れはす ぐに ミスでない

ことが判明したのだが,衆人環視の中で,「燃料パイプを付けたのは誰だ」と言わ

れ,筆者が出向くと,「付け間違っている。付け直せ」と怒鳴られた。このとき,

筆者が感 じたのは,「 自分ではしっか り確認 して付けたはずなのに ,間違 ってい

たのか」ということ,ま た他の労働者の前で,ま だ仕事をしっか り習得 していな

いことを宣告され ,辱められたということであった。

二つめの事例は,最終検査でパイプの誤接続が見つかったときのことである。

この作業を行った本工 Tは ,次の日,班長Pか らパイプの接続が間違っていた旨

を,作業中にやんわ りと指摘された。日頃,臨時工である筆者が何か ミスするた
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びに,「欠陥車がでたら,誰がそれを作ったのかわかる。そいつが責任をとらされ

るのだ。自動車会社は,ど こでもそうだ。だからみんな必死で働いているのだ」と

苦々しく述べていたTのばつの悪さを想起 してもらいたい。その日,Tは班長と

顔を合わせる度に,言い訳風に「そうか,間違っていたか」と繰 り返 し,体裁の悪

さを取 り繕おうとしていた。また,筆者とは ,作業上の話以外をほとんどしな

かったTが ,そ の日に限っては,やたら作業外のことを繰 り返 して話 しかけてき

た。ここにも彼が体裁の悪さを取 り繕おうとする様が看取できた。

要するに,同僚の前で,間違いを指摘されるばつの悪さ,体裁の悪さが,労働

者にとってのサンクションを形成 している。これは,工程担当者として職責を全

うしているというある種の一人前意識を危 うくするのである。P班では一人が担

当する作業が多いため,隣の工程の人でさえその工程で行わなければならない作

業を知らないことが多い。隣の工程の人が手伝おうと思っても,他の作業に熱中

しているその工程の担当者に聞かなければ ,何を手伝えば よいのかわか らない

し,ま た勝手に手伝 うと間違いが起きる可能性がある。そのため,JIT生産で要求

されている前後の工程の労働者による「助け合I(1)も 困難であ り,ほ とん ど行わ

れていなかった。このことによって,P班の本工の間では,自 分の持ち場は自分

だけで行うべきものだし,ま た自分しか行うことができないという認識が生みだ

されているといってよい。

こうした持ち場意識は,工程担当者の責任意識を高め,自分の職責を全 うする

ことによって,そ の工程に対する一人前意識へと帰結 し,こ の意識に対する職場

の中での承認を期待することになる。それゆえ ,こ の一人前意識を守るために

は,ミ スを犯さないように,絶えず自己規律的であることを必要とするのである。

つまり,P班における「品質の作 り込み」という品質管理の在 り方は,職場内での

他の労働者による自己の承認への期待を媒介させて,労働者の一人前意識 ,責任

意識をいやがおうにも喚起する作用を持っているのである。P班の労働者は,作

業のペース・ リズムの確立によって,多 く作業を気を抜かずに遂行 していくこと

で,一人前意識 ,責任意識を守ろうとしていると考えられる。

最後に,職制との係わ りで考察 しておこう。A社では,現場職制として組長 ,

班長 ,指導員がいることは,すでに述べておいた。 しかし,組長は通常の作業に

は関与せず ,現場でのデスク 0ワ ークが主要な業務である。通常の作業との係わ



りで,労働者と関係する職制は班長である。班長の職務として,現場の作業に係

わる範囲においては,第一に班内応援 ,第二に残業などの業務指示の決定 0伝

達 ,第三に欠品や不良品が生 じた場合の他班・他組 との交渉などが挙げられる

が,基本的には第一の班内応援に従事 している。班内応援は,遅れている工程に

入って作業を応援する。この限 りで,普通の労働者の作業と変わ りがない。 しか

し,注意 しておくことがある。

第一に,P班長は班内で行われる作業のほとんどをこなすことができる。全て

の工程に対する,工程独自に必要とされる知識・技能を,P班長は有している。

この傍証として,作業資格に関して他の労働者との比較を行っているのが,前掲

の表2である。この作業資格は,必ず しもP班で行われている作業の内実を表 し

ているものとは言えない。 しかし,班長がほとんどの作業資格を保持 し,他の本

工に比 して抜きんでていることがわかる。この意味で,P班長は作業集団の単な

る「最古参メンバー」という性格のみならず,最も有能なメンバーとい う性格ま

で兼ね備えている。

第二に,班長は「フォーマルな経営管理の末端」としての役割を担い,生産計

画どお りに作業が進むことに責任を有 している。このため班長が利害 。関心をい

だくのは,ラ イン全体の生産の進展具合であり,個々の工程の作業の リズムや作

業方法などにはあまり関心がない。あくまでもライン全体の管理者という観点か

ら,個 々の工程の応援に入るのである。この意味で,班長は生産計画の人格化と

して現れる。

この二つの点から,P班長の応援が入った工程では作業が煽られる雰囲気にな

る。ただでさえ,班長は有能であるがゆえに,作業ペースがはやい。時として ,

作業を楽にするために改善活動などによって作 り出されてきた工程独自の道具や

方法を用いずに作業を行 う。そのうえ,応援に入られた工程は全体のペースより

遅れていると判断されているのであるから,班長の作業ペースはもっと速 くなる。

回 りの労働者もそのペースでこなさなければならないという感覚に煽られる。ま

た,班長に常時,す ぐ近 くで監視されているという感覚にもなる。 したがって ,

班長の応援は望ましくないもの,避けるべ きものとい う感覚になる。 この感覚

が,自 己規律的な作業態度を促すものになるのである。班長に応援に入られたく

ないのであれば,自 己の作業ペースを,絶えず一定以上に保っておく必要がある。
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個々の労働者の作業ペースは,生産計画の人格化としての班長を媒介して,生産

計画に則った生産ペースヘと自己規律的に調整されていくのである。

5。 P班労働者における態度の三分化

以上見てきたように,P班の労働者は基本的には自己規律的に作業に従事して

いるということが言える。 しかし,よ り詳細に観察するならば,そ こには自己規

律化の程度をめぐって二つの態度に分化 していることが看取できる。一方では ,

積極的といえる態度で作業に従事 している労働者層(P班長,Q指導員),他方で

は,自 己規律的ではあるのだが,しかしむしろ受動的な態度が見受けられる労働

者層 (本工R,S,T,U)で ある。なお,本工Vの態度は,こ の二つの層の労働

者の態度の中間に位置 していた。この節では,こ うした態度の分化の具体的事例

を検討していくことにしよう。

まず班長P,指導員Qは P班の職務を,面白さとして積極的に評価 しているこ

とが挙げられる。例えば,Qは ,前年10月 に,隣の輸出向け トラックのラインか

ら移ってきた。また,2年ほど前には,B社からの受託生産を行っている乗用車

生産のラインに 3ケ 月間応援に出ていた。そのラインでは,タ クト・タイムが 2

分であり,彼によると「まった く考える暇がないままに,ラ イン・スピー ドに追

われていた」状態であった。こういった体験を踏まえて,彼はP班の仕事が,始め

は覚えなければならないことが多 くて大変ではあるが,慣れてくると非常に面白

く,や りがいのある職場であることを強調 していた。P,Q異 口同音に,筆者が

1ケ 月で退社であることを ,「仕事が面白くなってきた頃にやめるのだな」と言っ

ていたことからも,彼らがP班の仕事を面白いものとして積極的に位置付けてい

ることがうかがえる。

彼らは,そ して本工Vも ,作業中の態度において緩慢さが見受けられない。通

常の個々の作業においては,技量にそれ程の差があるわけではない (但 し,異常

事態の処置などについては,別である)。 ボル ト締め一つをとった場合 ,他の本工

と彼らに技量的な差はないといって等 しい。 しかし,それでも前節で述べたよう

に班長Pの作業スピー ドは,他の本工に勝るものであった し,ま た 自分たちの

ペースが班長の作業スピードによって煽られるといった感じであった。この差を

作 り出しているのは,あ る作業から次の作業へ移る時である。他の本工が一息つ
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いて次の作業に移るのに対 して,P,Q,vは 即座に次の作業に取 りかか り,場

を移動 しなければならない時には,早足で移動する。まさに,休む間もなく,次

から次へと作業を機敏にこなしていくのである。ここに,彼らが個々の作業を越

えて,作業総体としての仕事に積極的に係わっている態度を看取することができ

る。

作業外の態度についても見ておこう。出勤時間に関しても,P,Q,Vと いっ

た労働者は,他の労働者よりも早い。班長Pは連絡事項の確認などの仕事のため

に,始業30分前には職場にきている。次に出勤 して くるのが,Q,U,vの 順

で,始業20分前あた りである。彼らは,始業 5分前に行われるラジオ体操を各自

行っている。他のR,S,Tは ,こ のラジオ体操の途中,あ るいは始業ぎりぎり

に職場に到着 し,ラ ジオ体操も行っていなかった。また,筆者を含めた臨時工と

の関係に対 しても,P,Qと いった職制労働者は休み時間などを用いて積極的に

話しかけてくるのであるが,そ の他の本工は作業上の必要が生 じたときのみに話

すという係わ り方であった。P,Qの この態度には職場の人間関係に対する配慮

が見られる。

それでは,P,Qと いった積極的な態度の労働者層に対 して,R,S,T,U
を受動的な態度として特徴づけれる具体的な点は何であろうか。ひとつには,自

己の仕事を評価する態度に見られる。彼らは仕事に対 して消極的な評価 しか与え

ていない。T,Uが しばしば口にしていたのは,P班の作業が多岐に渡ることか

らくる大変さであって,P,Qが 強調 していた面白さはその後に続かなかった。

Tの「ここ(P班 :引用者)は覚えなきゃいけないことがあって大変だ。」とか,u
の「俺もまだわからない車があるよ」などである。事実,20数年前に中途入社 した

Tは この班に配属されて 2年 目で,そ の後ずっと三工程担当なのであるが,最近

導入された新 しい車種や滅多に流れてこない車種は不案内で,図面を出してきた

り,他班の車を見にいった りして,組立なければならないことがしばしばあった。

上でも引用 したTの言葉 ,「欠陥車がでたら,誰がそれを作ったかがわかる。……

だからみんな必死で働いているのだ」にも見られるように,彼 らにとって,職務

の多さは苦労の種ではあるが,その苦労は甘受 しなければならないという仕事の

位置付け方であると言ってよい。

もうひとつの作業に対する受動性を示 しているのは,作業管理に対する消極的
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抵抗の存在である。R,S,T,Uは ,各自,仕事をうまくさぼる方法を持って

いる。その方法は,各自作業を追い込んでおいて,手空きの時間をつ くり,こ の

手空きの時間を班長にばれないようにさぼるということである。Rの方法は,手

空きの時間ができると,後工程へ行って作業点検を行っているふ りをしながら,

その後工程のUと雑談を行 うことであった。 Tや Uの方法は,在庫の確認をする

ふ りをしながら,職場をうろつ くことであり,Sにおいては,班長が他工程の応

援に熱中しているのを見計らい,班長から見えない柱の後ろに隠れて,座ってさ

ぼっていた。残業についても,同 じように,消極的な抵抗の局面が存在 していた。

残業が連日にわたっていても,職場の「3S(整理 ,整頓 ,清潔 )」 とい う観点か

ら,ラ インを止めて掃除や在庫整理などを中心とした残業が,週に一度ほど行わ

れている。こうした残業の時,班長にやんわ りと「俺 ,帰るよ」と言って,残業を

拒んで帰る本工(S,V)がいるのである。 こうした消極的抵抗の存在に よって

も,彼らの職務への受動的な態度を看取することができるのである。

以上のように,P班の本工には,積極的に仕事に係わっている労働者層と,受

動的に仕事に係わっている層の三分化が見られた。 しかし,後者が受動的である

ことは,P班の本エー般にいえる自己規律的態度とは抵触 しない。むしろ,前節

で見た労働者を自己規律的態度へと導 く装置 (品質管理 ,職制管理)は ,受動的な

労働者に対 して機能 しているのであり,彼らの態度を自己規律性に係留しておく

ものである。筆者が消極抵抗と呼んだ行為でさえも,こ の自己規律性の圏域に留

まっているものと解釈されるべきである。彼らが仕事をさぼるのは,一つの作業

がひと段落ついて,次の作業に移る時にできた手空きの時間であって,一つの作

業を途中で放 り出して,さぼっているわけではない。また,残業の拒否も,通常

の作業の延長である残業を拒否 しているわけではない。 したがって,彼らの態度

は一つ一つの作業に対しては自己規律性を保 っているが ,仕事総体 としてみる

と,そ の性格が弱いというのが,筆者の言 う受動的態度の内実である。

結 語

本参与観察で明らかになったのは,P班における本工の態度が,種々の要因 ,

とりわけ作業管理 ,品質管理などに規定されて,基本的には自己規律的であるこ

と,ま たこの自己規律的態度の程度が,班内の本工において,積極性を帯びた層
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と受動的な層とに三分されているということである。 この三分化が,P,Qと
いった職制労働者とその他の一般職労働者との間で生 じていることを看取するこ

とは容易であろう。S,T,Uと いった本工は,少なくとも指導員Qよ りも年齢

が高 く,ま たT,Uに いたっては班長 Pよ りも高いこととを勘案すると,職制へ

の昇進を断念 しているがために,受動的な態度をとっていると考えうる。

受動的態度と昇進可能性との相互関係を考えるにあたって興味ぶかいのが,P

班で最も若い本工Vの態度である。この若いVは ,作業資格の習得に関してはP

班長に次いで多いが(前掲表 2参照),筆者の観察では,彼の態度は積極的な態度

と受動的な態度との中間に当っていた。その内実は,作業全体に対する係わ り方

としては積極的であるが,それ以外の局面では,例えば上述の残業に対する態度

に見られるように,む しろ受動的態度と位置付け うるものであった。 この態度

は,Vの人間関係とも重なってくる。就業時間中(休息時間も含め)に おいては ,

職制P,Qと の接触が多い。 しかし,就業時間外で仲が良いのはSである。先の

残業拒否の例も,Sが「帰る」と班長に言 うのを見て,それに呼応する形でなされ

ていた。

このVの二面的な態度が示 しているのは,一方で職制への昇進の期待 ,他方で

一般職の本工 ,と りわけ Sと のインフォーマルな関係に規定された受動的な態度

への同化 ,順応という,ア ンビヴァレントな感情の帰結と解釈できる。つまり,

若手本工であるVは ,職制の階梯を上っていくことのできる可能性と,一般職本

工において支配的な受動的態度というP班の職場の風潮 とに規定 された態度を

とっていると考えられるのである。

JIT生産方式を基調として合理化を進めてきた「経営体制」を「なぜ 日本の労働

者は受容するのか」という問題に対 して,多 くの労働社会学的研究は,労働者の

側での能力主義的競争の受容をもって答えてきた。すなわち,筆者な りの観点か

ら要約すれば,労働者の日常的労働における同意は,意欲・能力に応 じた昇進を

基調とした労務管理諸施策との絡み合いの中から生みだされていることになる。

この能力主義的競争や広義の仕事に基づ く「仕事のや りがい感」を積梓とした

同意の調達の形態は,本稿で考察 したP班の労働者には,どの程度あてはまるも

のであろうか。職制労働者P,Qに 関しては,能力主義的競争に適応 してきた労

働者であるとしてよい。彼らは,高 い自己規律性に裏打ちされた積極的な態度で
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作業にのぞんでお り,覚えなければならないことの多いP班の作業に面 白さを感

じている。おそらく,彼らはチャンスさえあれば ,ワ ン・ ランク上の職制になる

ことを希望 しているといっても過言ではなかろ う。 このことは若い一般職労働者

であるVの態度からもある程度看取できるであろ う。

これに対 して,P班の他の本工たちはどのように位置付け うるであろ うか。彼

らは ,例えばT,Uと いった高齢の一般職本工が典型的であるように ,能力主義

的競争の レールに乗れなか ったのではあるが ,しか し,か といって,こ の競争を

前提 とする職場生活に敵対・反発 しているわけでもない。競争に勝ち残 っている

わけではないが ,そ の選抜に淘汰 され ,中途退職の道を選んでいったわけでもな

い。彼 らの態度は ,競争か ら落ちた ,あ るいは競争に乗ることのできなかったこ

とからくる〈諦念〉と見ることもできるし,ま た ,筆者が消極的抵抗 と呼んだ行為

に見 られるように,そ こにはある種のくしたたか さ〉さえあるといってもよい。能

力主義的競争が要求するような態度には距離をとりながらも,しか しそ うした管

理が前提 となっている仕事に表だって反発するわけでもない。

こうした P班の一般職本工の態度は,職制層や若手労働者 とは異なった同意の

在 り方を示 してお り,ま た同時に前者が能力主義的競争に基づ く価値観に表だっ

て対立 しないように水路づける管理の形態が ,そ の背後に存在 していることを示

唆 している。 こうした一般職労働者層 ,つま リランク 0ア ン ド0フ ァイルの同意

の形態 ,ま たその調達様式の問題が ,今後 ,能力主義的競争 との係わ りで議論 さ

れなければならないと考える。
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(1)門 田安弘『 トヨタシステム』講談社,1989年 ,M.Kenny and R.Florida,“ Beyond

Mass Production:Production and the Labour Process in Japan'',Pο ιJι Jεs&SοεJθ―

ιy,vd.16,no.1,1988(小 笠原欣幸訳「大量生産を超えて」『窓』3号 ,1990年 )な ど。

(2)加藤哲郎,ロ ブ・スティーブン「日本資本主義は,ポスト・フォード主義か ?」『窓』
4号 , 1990年 。 Ko Dohse, Uo Jurgens, and To Malsch, “From `Fordism' to
`Toyotisnl'7:The Social C)rganization of the Labor Process in the Japanese

Automobile lndustry",Pο JJι Jεs&SοθJθιy,vol,14,no.2,1985な ど。

(3)大木一訓「『産業構造調整』と自動車産業の労使関係」愛知労働問題研究所編『 トヨ

タ 0グループの新戦略』新日本出版社,1990年 ,67-68頁 。

(4)自 動車産業において能力主義的競争観をもった労働者像を提示した研究としては ,

小山陽一編『巨大企業体制と労働者』(御茶の水書房,1985年),野原光・藤田栄史編『自

動車産業と労働者』(法律文化社,1988年)が代表的である。



(5)こ うした中核的労働者の形成過程については,辻勝次「自動車工場における『集団的

熟練』の機能形態とその形成機構(中 )」 (『立命館産業社会論集』25巻 2号 ,1989年 )を参

照せよ。

(6)土 田俊幸・浅川和幸「自動車企業労働者の労働生活 :A自 工と一次下請けH工業にお

ける労働過程と職場社会」『日本労働社会学会年報』第 2号 ,1991年 ,76頁。

(7)と はいえ,本稿では,労働生活の全体像を把握するというよりも,労働過程における

労働者像を検討するに留まっている。日本の自動車産業における労働が,た んなる労

働だけでなく,組織能力なり工程改善能力を要求し,それが「職務の奥行き」をつ くり

だしているという論点については,小山編(前掲書),野原・藤田編(前掲書)を参照せ

よ。

(8)筆者の知るかぎり,自 動車産業に対して行われた参与観察は,鎌田慧の有名なルポ

ルタージュ,『 自動車絶望工場』(講談社,1983年)だけである。

(9)こ の危険性についてはM・ ブラウォイがゴール ドソープらのルー トン調査を批判 し

た際に指摘 している(M.BurawOy,ναπイαει
“
rJηg Cοηsθηι,ChiCago:University of

Chたago Press,1979,p.138)。 またWOバルダマスの,ラ イン労働における相対的満足

感について論じた箇所での,次の指摘も参照のこと。「大抵の場合,魅力という強い情

動はそうした生産手法(ラ インによる流れ生産 :筆者)に 固有なものである。 しかし,

これが容易に承認されないのは,ほ とんどの外部観察者が,コ ンベアー上での労働を

強制という感覚に結び付けるためである。」(W.Baldamus,E/JJε Jθηεy αηどEJJο rt,

London:Tavistock,1961,p.63.)

00『A社40年史』(1982年)に よると,B社の指導のもと,A社は1967年にJIT生産方式を

導入し(268頁 ),こ の導入によって作業者一人当りの生産台数が,1977年には,導入前

の三倍強になり,仕掛品の量は三分の一に減っている(385頁 )。 国内外でJIT生産方式

が注目されたのが三度のオイルショックを経た後であることを鑑みると,A社のこの

導入が極めて早い時期であったということが言える。またA社のTQC関 しては,QC活

動が1963年に始められ(271頁 ),1971年 にはTQCの 到達度を見るうえで試金石ともな

るデミング賞を受賞している(314頁 )。

CD A社 の現場職制は組長,班長,指導員からなるが,資格上,組長は工長(あ るいはそ

の上位職である課長),班長は職長が担当している。因みに,他の自動車会社,例えば

トヨタでは,工長は組長の上位の役職となっている。A社の組長は,工場内のデスク

ワークに従事しており, トヨタの工長クラスであると考えてよい。

l10 門田,前掲書,142頁。

CЭ 因みに,A社の国内用 トラック組立ラインでは,一 日40台程度で,タ クト・タイムが

12分程度であった。また,輸 出用 トラック組立ラインでは,一 日25台程度でタクト・タ

イムが20分程度である。この二つのラインでも混流生産が行われているが,車種はP
班よりも少なくなる。

l10 田中博秀『解体する熟練 :ME革命と労働の未来』日本経済新聞社,1984年 ,256頁 。

CD 大野耐一『 トヨタ生産方式』ダイヤモンド社,1978年 ,23頁。

00 注00を参照のこと。

Cつ 小池和男『仕事の経済学』東洋経済新報社,1991年 ,65頁。

00 ここで,輸出用 トラックの組立ラインとの比較を行っておくと,全工程を二つの班

イ8



A社特装車組立工程の職場の相貌
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規範の尺度に則って行為することである。この自己規律が,近代において,権力との関

係の中で,ま た権力の装置のもとでいかに生み出されてきたかは,MOフ ーコーの『監

獄の誕生』(田村叙訳,新潮社,1977年)を参照のこと。

00 通常のJIT O TQC体 制の場合は,こ うはいかない。確かにJIT O TQC体制において

は,フ ォーディズムと異なり,ラ インを上める「権限と責任」が労働者に与えられてい

る(門 田,前掲書,295頁 )。 しかし,こ の場合には,ベル ト・コンベアーで流されてい

るため,全体のラインが止まってしまうことになる。また「アンドン」と呼ばれるラン

プがつき,誰がラインを止めたのか一目瞭然にわかってしまう。このため,労働者に多

大なプレッシャーを与えることになる。JIT O TQC体 制のライン・ストップが,労働者

に与えるプ レッシャーについては ,以 下の文献を参照せ よ。 M.Parker and

Jo Slaughter,(edS。 ),CんοοSjηg S'どθ∫υπJοηs απα ιλθ Tθαπ σοηεθ夕ι・BOSton:Labour

Notes,1988(戸 塚秀夫編・監訳「立場を選ぶ :組合とチニム方式」『賃金と社会保障』

No。 1054-1059,1991年 ), Go Sewell, and Bo Wilkinson, “̀Someone to watch over

Me':Surveillance, Discipline and the Just― In―Time Labour Process", SοεJοJogy,

1992,voL26,no.2.,鎌 田慧『 トヨタと日産 :自 動車王国の暗闇』講談社,1992年。

OЭ  P班で,こ うした自由裁量が存在しているのは,通常の組立ラインでは,組付部品の

組立がサブ・ラインで行われ,それがメイン・ラインで車体に組付られ ,こ の二系列

の作業が同期化されているが,P班ではこの二系列の作業を同一の労働者が行い,同

時並行的に進められないということが大きい。

αO Baldalmus,ο夕.ε Jι 。,p.68.

eD Baldarrlus,Jら Jグ .,p。 70.
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00 大野,前掲書,45-48頁。

0 小池和男『職場の労働組合と参加』東洋経済新報社,1977年 ,205頁。

ω 同上,202頁。

の このSと Vと の関係は,P班で見られた唯一の仲間関係であった。P班では,本工の

ほとんどが既婚者であるため,ま た居住地域が拡散しているため,仕事の後の付き合
いがほとんどない。Q指導員によると「若い人の多い班では,よ く飲みにいったりする
が,う ちの班はみんな結婚したりしているので,ほ とんど飲みにいくことがない」。こ

のため,Sと Vを除いては,みんなばらばらに帰宅,あ るいは他班の労働者と帰宅して
いる。これは帰る方向,時間が同じであってもそうである。また,休息時間や昼食の時
も一人で過ごしている労働者が多い。P班は,班の仲間としての凝集性が低く,職場の

人間関係が基本的に密でないという意味で〈冷めている〉と規定してよいであろう。
① Dohse θι αJ.,ο夕.σ Jι .,p.133.

OD 筆者は,P班の一般職本工のこうした同意の調達に関しては,E・ ゴフマンによっ
て提起された「クーリング 0ア ウト」の概念が有効であると考えている(E.Goffman,
“On Cooling the Mark Out:SOme Aspects of Adaptation to Failure'',Psyε λJαιry,
vd。 15。 no。 4,1952)。 教育社会学において受容されているこの概念は,野心や願望を持っ
た人間が,それを達成できずに失敗したことから生じる心理的ダメージを最小限に押
さえ,野心を生み出すこととなった価値観と折 り合いを付けさせるプロセスを指示 し
ている。職場におけるクーリング 0ア ウトがぃかに行われており,ま たそれが能力主
義的管理といかに係わっているかの議論に関しては,他 日に期したい。


