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は じめに

リー ン生産 シス テムが 日本 の製造業 に出現 したのは 1960年 代 か ら 1970年 代 にか けてで あっ
た。 それ以 来、 この シス テム は世界 中 に急速 に広 まってい った。 リー ン生産 シス テム は、生産性
や製品 の品質 に対 す る責任 を労働者 に負 わせ る ことで生産過程 か ら贅肉や無駄 を とり除 こうとす
る、生産 へ のアプ ロー チである。戦後、 リー ン生産 モ デル はきわめて生産 的 な 日本経済 の支柱 の

1つ となった。 だが、他 の国へ の リー ン生産 シス テムの移転 はそれ程成功 をおさめてい ない。 ア
メ リカにお いては、 い まで は、次 の ような合意 が生 まれてい るように思われ る。す なわち、労働
現場 がそ うした技術 を採用 した として も、大幅 な生産性 の改善 はほ とん ど見 られない (Freeman
and Kleiner 2000)。

それ どころか、 そ うした労働現場 は労働者 の安全衛生 の悪化、雇用 の安定性

の低下 に関連 してい る。 さらには労働者 の賃金 の如何 なる改善 も見 られない (BreFlner,Fairris,
and Ruser 2000;Osterman 2000)。 アメ リカ と日本 における リー ン生産 アプ ロー チのパ フォーマ
ンスの違 い は如何 にして説明 され るか。
そ うした相違 を説明 して きた文献 の中では、 い くつかの説明が提示 された。生産性 の改善 をも
た らすのは労働現場 のあれ これの特徴 を漸次的 に採用す る ことか らではな く、 む しろ労働現場 の
諸特徴 を一括 して採 用す る点 か ら発 生す る、 と主張す る研究者 もい る。 アメ リカが リー ン生産 シ
ステムの 日本的な制度的諸側面 のすべ て を採用 しなかったために一一 もっ ともはっきりとした形
で採用 されなかったのは終身雇用 の約束 である一一、期待 された生産性 の向上 を得 る ことがで き

―
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ないのか もしれない。Ichniowski,Shaw,and Premushi(1997)は このよ うな説明 を支持する証
拠 を見 いだ してい る。 アメ リカにおける鉄 鋼 の最終工程 のプラ ン トに関す るす る彼 らの研究 にお
いて、 リー ン生産方法が雇用保障 と利潤 のシェア リングーー この 2点 は日本 の リー ン生産 モ デル
における際 だった特徴 である一― と結 びついた場合、生産性拡大効果 をもた らす ことが見 いだ さ
れた。
類似 した組織 的特徴 を持 つに もかかわ らず、 2つ の国 の間 には生産的効率性 において格差 が存
在す る

1。

そ うした格差 を説明 で きるもの として文化的相違 も提示 されてきた。た とえばわれわれ

は、集団 を犠牲 にす るような利 己的 な行動 が、ア メ リカ と異 な り、 日本 では受 け入れ られない、
とい うことを知 ってい る。 それゆ え、 おそ らく、 日本の労働者 は 自分 じしんの利害 を会社 の利害
の上 に位置 づ ける傾 向 にはないであろう。 そ うした場合、 日本の リー ン生産 は、 アメ リカの リー
ン生産 と比較 した場合、大幅 な生産性 と製品 の品質の改善 をもた らすのか もしれない。
本稿 で は、われわれ はアメ リカ と日本 にお けるリー ン生産 システムのパ フ ォーマ ンスの分岐 に
対 して異 なった説明 をあたえる。 これ までの説明 と同 じように、われわれ は リー ン生産のアメ リ
カのバ ージ ョンに は、あ るフォーマル な制度的特徴 が欠 けて い る とい うこ とを強調す る。 それに
くわ え、習慣 や慣行 に もとづいた イ ンフォーマル な労働現場 の諸制度 の相違 も強調す る。 これは
究極的 には文化的相違 に依存す る と考 えられ る。 だが、われわれ の分析 は、 リー ン生産 システム
に固有 のス トンスの増大、労働強度 の高 ま り、労働安全衛生 に対す る脅威 か ら労働者 を保護す る
ような、 ある種 の フォーマル かつ イ ンフォーマル な制度的 ア レンジメン トが欠 けてい ることを指
摘 す る。 さらにわれわれは、次 の よ うに主張す る。 アメ リカの リー ン生産 の もた らす マ イナスの
作業条件 のために、 日本 の労働者 と比較 した場合、ア メ リカの労働者 は経営 とそれほ ど協調的 で
はない、 そしてその ことが アメ リカで変質 した労働現場 の生産性 パ フ ォーマ ンスが生彩 を欠 く理
由だ、 と。
われわれ は労働―経営 の協調 に関す る議論 か ら本稿 を始 める。 そ こではわれわれは、労働 者 が
職場 の報酬 のシェア リングを不公平 と見、経営側 の権威 を正 当ではない と受 け止 める場合、労働
者 が経営側 と協調す る可能性 が低 くなる、 とい う ことを指摘す る。次 に、われわれは 2つ の国 に
お けるリー ン生産 モ デル のさまざまな特徴 の議論 に 目を向け、 そ こではわれわれは次 の ように主
張す る。 日本 で労働者 に提供 されて い る作業現場 での保護 は協調 を促進す るが、 アメ リカではそ
の ような保護 が存在 せ ず、 その ことが、労働者 の間 に分配上 の不正義 や経営側 の権威 が正 当で は
1こ こで生産的効率性 とは、労働投入一一労働者の労働時間に くわえ
、彼 らの努力、ス トレスおよび傷害発生率 も
含 まれ る一 ‑1単 位 あた りの産 出高 をさす (Fai■ s2000を み よ)。
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ない とい った感情 を引 き起 こし、協調 を妨 げる、 と。本稿 の最後 では、 われわれは、 リー ン生産
モデル の利用 にさい し、現在両国が直面 して い る挑戦 について触 れ る。日本 が直面 してい るのは、
労働者 の協調 を引 き出す のに決定的な もの と受 け止 め られて い る、 リー ン生産 システム のある種
の特徴 をとり除 こうとす る圧力 である。 日本 モ デル の諸特徴 は リー ン生産方法の もた らす職場 へ
の負 の影響 か ら労働者 を守 るが、 アメ リカはそうした特徴 に相 当す るような西欧型 の特徴 を見 い
だ さなければな らない。

Ⅱ .生 産 における労働―経営の協調

生産 は、参加者間 の交換 の形態 とは異 なった、経済的活動の領域 で ある。生産領域 の新古典派
的 な捉 え方は、資本 の所有者 と労働者 の取引 を市場交換 の取引 と見 る。 それは、事実上 、食料品
店 の所有者 と消費者 の交換 と何 ら異 なるもので はない。 これ とは反対 に、 マル クス主義者 にお い
ては、生産 での資本所有者 と労働者 との取引 は市場 の枠組 みの 中の財産権 の交換 によってはまっ
た く規定 されず、 む しろ労働過程 の中で資本 が労働 に対 して有す るパ フー によって規定 され る、
と主張 されて い る。 どち らの見方 も極端 な立場 だ とい えよう。
特定 の企業 か らの労働者 の大量 の退出 とい った よ うな市場 の諸力 は、適切 な労働供給 を確保す
るために一定 の作業条件 を変更す るように使用者 に迫 り、それが生産諸条件 に影響 を与 える こ と
は疑 い ない。 しか し、単純 な市場交換一― この交換 は、典型的 には、作業 に費 や された労働 1時
間あた りの支払 い に関す る合意 を含 む一一 では、生産 にお ける活動 の多 くが説明 されない ままで
ある。 その うえ、 こうした欠落 を代替 的な フ ォーマル な諸制度―― た とえば会社 の経営方針 や契
約 で保証 された合意一― によって埋 めよ う として も、 それ もまた結局 は問題 をかかえることにな
る。生産 にお いて発生す る将来 の偶発事件 を予測 し、 それを契約 の形式 で正 確 に書 き記す ことは
絶 えざる変化 に対応す る とい う課題 に等 しい。 そ うした合意、 ルール、 お よび規制 を第 二者 が執
行す る こ ともまた困難 だ とい うことが分 か るか もしれない。
フ ォーマル な諸制度―一 た とえば、財産権や雇用契約一― が生産 の世界 に及 ぶ範囲が限定 され
てい る場合、そ う した欠落 を埋 めるのはイ ンフ ォーマル な諸制度――た とえば、 ノルム、慣習 お
よび伝統一― で ある。 じっさい次の ように述 べ る こ ともで きるで あろう。イ ンフ ォーマル な制度
的ア ンンジメン トは、他 の経済活動の世界 に与 える影響 に比 べ、 それ以上 に生産領域 の結果 を規
定す る、 と(た だ し家計 の領域 は例外 であろ う)。 こうした洞察か らい くつか のイ ンプ リケーショ
ンが 引 き出 され る。
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生産 における資本 一労働関係 の 1つ の重要 な側面 は、イ ンフ ォーマル な諸制度 に与 えられた空
間、 お よびフォーマル な諸制度 の影響 の及 ぶ範囲が限定 されて い る ことか ら発 生する。 それ はパ
ワー の行使 である。 この点 を最初 に強調 したのが マル クスであった。典型的 な市場交換 の中で一
方 の当事者 が他方 の当事者 に対 して有す るパ ワーは購買力 で ある。実行 された作業 の種類 につい
て何 のあい まい さも残 さない場合、 もし くは会社 の経営方針 や契約 で保証 された合意 が十分 に生
産諸条件 の性格 を明記 で きる場 合、労働者 に対す る使用者 のパ ワーは労働 サー ビスに対す る賃金
の支払 い能力 となる。 イ ンフォーマル な制度的 ア レンジメ ン トが影響力 を持 つ場合、労働者 に対
す る経営 のパ ワーは権威 のそれである。作業 は、 ボスが権威 を有 す る ことか ら実施 され るとい う
形 ですすめ られ る。
権威 へ の服従 は権威 を有 す る人物 の優 れた知見か ら発生す るか もしれない (す
なわち、 その個人 は「権威者」である)、 あるい は彼/彼 女の独裁的な能力 か ら生 まれ るか もしれ
ない (す なわち、 その個人 は「独裁者」 で ある)。
生産 におけるイ ンフ ォーマル な諸制度 の際 だつた特徴 の第 2の 側面 は、相互 に影響 を与 え合 う
当事者間 の協調 のための動機 が異 なって い る、とい う ことで ある。経済 において市場交換 のフォー
マル な制度的 ア レンジメ ン ト内部 においてエー ジェン トたちが相 互 に影響 を及 ぼ し合 う場合、彼
らがそ うした行動 を とるのはその ような相互作用 か ら発生す る直接的 な相互利益のた めである。
イ ンフ ォーマル な諸制度 の内部 で行動す る場 合、 エージェン トたちは同様 の関心 に動機 づ けられ
るのか もしれない一一 た とえば、労働者 は、昇進 を決 める上 司 の機嫌 を取 るために、熱心 に働 く
か もしれない一一、 だが、 その報酬 は フ ォー マル には規定 されない。一般的 に、行動/報 酬 の結
びつ きはイ ンフォーマル な諸制度の中 にある。 ボスの秩序 に服従す るとい う合意 が、協調す ると
い う意思決定 を含 む ことはよ くある。だが、それ は市場交換 の ように相互禾U益 か らではな く、まっ
た く別 の理 由か ら生 まれて くるものである。
それは どの ような理 由であろうか。 この段階 で数多 くの規範的 お よび慣習的関心 が浮 かび上が
る。権威 へ の服従 は、労働者集団 のある 1人 の仲間 によって うち立 て られた産 出 ノルムか ら逸脱
しようとはしない意志 に似、重要な役割 を果たすか もしれない。生産 の経済学 における最近 の発
展 で指摘 されてい る ことだが、協調 を促進す るのは労働 と経営 の コ ミュニ ケーシ ョンの改善、 そ
うした コ ミュニ ケー シ ョンの「真 の」価値 へ の信頼 の向上であ り、 さらに意思決定 の権威構造 が
正 当であ り、生産 か らの報酬 の分配が公平だ、 とい う両当事者 に とって有益 な確信 で ある。協調
はひ き続 いて、生産的効率性 を促進す る。 われわれ は、経営側 と協調す る とい う労働者 による決
定 の倫理的政治的諸側面 を協調す る。 とい うの も、 そ うした側面 が とりわけ重要であるにもかか
わ らず、
依然 として研究文献 の中で は強調 され る ことがほ とん どない と理解 してい るか らである。
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われわれ の主張 で は、経営側 との労働者 の協調 は、労働者 が経営 の権威 を正 当 な もの と見 て い る
か どうか、 お よび労働者 が職場 の報酬 の分配

(た

とえば、労働安全衛生 と生産性 の対 立 )を 公平

だ と見 て い るか どうか を前提 とす る。
労働者 が職場報酬 の分配 を不公平だ と見、経営 の権威 を正 当 とは見 ない場合、労働者 か ら協調
を引 き出す ことはほ とん ど不可能 で ある。Alvin Gouldner(1954)の 有名 な「 山猫 ス ト」 につい
ての説明 が例証 となるケースで ある。 こうした事例 では、労働者 は公式 的 な始業時間が過 ぎた後
に出勤時刻 を記録す る慣習 を採用 していた。 ある日、経営側 が そうしたイ ンフォーマル なノルム
を根絶 しようとし、労働者 の行動 が公式的なルール に一致す るように彼 らの行動 を変 えようとし
た。経営者 の考 えでは、 こうした動 きは、受 け入れ られた公式の規則 と一致 させ るものにす ぎな
い以上、議論 にはな らない ものの と思われた。だが、結果 はス トライキであった。 ス トライキ中
には生産が損なわれ、 ス トライキ後 には、労働者 の経営側 との協調 が後退 した結果、生産性問題
が発生 した。
われわれの考 えでは、労働一経営関係 の危機 が 出現す る以 前 に、 こうした プラン トの状況 を理
解す る有益 な方法 は次 の ものである。労働者 は出勤時刻記録 の遅刻 につ いて じぶんたちの慣習的
な取 り扱 い をノルム として採用 してい るが、 そ うした慣習的 な手続 きを日々の生産 における経営
との協調 の付帯条項 だ と理解 して い るとい う ことである。 おそら く、労働者 は次の ように感 じて
い るのであろう。作業 のペ ースが あ まりに速す ぎる、労働安全衛生 の基 準 が不適切 だ、 もし くは
職務 の課業 の割当 に関 して監督者 の行動 が恣意的だ、 さらに こうした問題 に対処す る円滑 な手続
きが欠 けて い る、こうした理由か ら自分 たちは出勤記録 の遅刻 に関す る慣習 を採用 したのだ、と。
経営 との協調 お よび生産的効 率性 は、出勤記録 の遅刻 に関す る単純 な慣行 にお いて労働者 が受 け
止 めて いた公平や正 当性次第であった。経営が フォーマル なルール を強制 しようとした とき、 そ
うした協調 は失われたのであった。 そ してそれ とともに、 プラン トの操業 の生産的効率性 も失わ
れたのであった。
Fairris(1997)は 、1950年 代 か ら 1960年 代初頭 にかけて、アメ リカの大量生産の大規模製造業
プラン トにおける労働―経営関係 に関 して、類似 した一連 の状況 が存在 した ことを示 した。戦後
直後 の数年間 にはフ ォーマル な制度的ア ンンジメン トとイ ンフ ォーマル なそれ との間 の不整合 の
形態 が見 られた。 そのためフォーマル なルール は職場生産 の コン トロールの権限 を経営狽Uに 与 え
ていたが、作業条件 の決定 をめ ぐっては、イ ンフ ォーマル なノルムや慣習 は職場代表 shop stew‐

ardや イ ンフォーマル な作業集団 に大 きなパ ワー を与 えて いた。 こうしたイ ンフォーマル なノル
ムや慣習一― た とえば、監督者や職場代表 によって まとめ上 げ られた作業ペ ース をめ ぐる合意、
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あ るい はイ ンフ ォーマル な作業 集 団 に よって 強制 された 労働 安全衛 生 を保 証 す る方法T― は

1930年 代 の労働組合運動 にその起源 を有 していた。 だが、1950年 代末 か ら 1960年 代初頭 に始 ま
り、部分的 には国際競争力 の出現 と新 たなテクノ ロジーの導入 をめ ぐる闘争 に端 を発 し、経営側
はそうしたイ ンフ ォーマル な慣習 を と り除 こうと努 めたのであった。
そうした経営側 の努力 は意図せ ざる結果 を もた らした。生産 にお ける労働者の協調 を低下 させ 、
フォーマル な交渉や争議 の調停 に振 り向ける資源 を引 き上 げて しまったのであった。統計 が はっ
きりと示 してい るように、山猫 ス ト、苦情、常習欠勤、お よび作業現場 の諸条件 を統治す る契約用
語 が増加 してい る。い くつかの事例研究 は、生産 における労働 と経営 の協調 が一般的 に低下 した こ
とを示 してい る。経験的分析 では、協調 の危機 が統計的 に、1960年 代末 か ら 1970年 代初頭 にかけ
て製造業 で発生 した生産性上昇率 の鈍化 とを結 びつ けられ て い る (Fairris,1997,ch.5を みよ)。
要す るに、われわれ は生産過程 が独特 の世界 だ と確信 してい る。 その世界 では相互 に影響 を及
ぼし合 う当事者間の関係 が市場 メカニ ズムによつては媒介 されず、 む しろ権威関係 によって媒介
される。 さらにその世界 では生産 に携わ るエー ジェン トの側 には、協調す るか、協調 しないか に
ついてかな りの裁量 が認 め られ る。われわれは、 こうした関係 では分配上の公平 と権威 の正 当性
の感情 が 当事者 間 の協調 において重 要 な役割 を果 たすのだ と強調 して きた。以下 では、 こうした
アイデアを日本 とアメ リカにおける リー ン生産 シス テムの生産 的効率性 に適用す る ことにした
い。 リー ン生産 は、 のちに指摘す るように、高水準 の品質 の確保 と無駄 の最小化 をはか り、市場
のニ ーズに生産 を瞬時 に適合 させ る ことを目標 とす る。生産 が市場 に適合す るように持続的 に組
織 され る環境 の中では労働 と経営 の協調 お よび労働 のフレキ シビ リティが決定的 に重要 となる。

Ⅲ .り …ン生産 モデル

リー ン生産 モデル によって労働者 は生産性 と製品 の品質 の向上 について責任 を負わされ る。 そ
れはまた、
製品 の多様性 を高 めるために労働資源利 用の フ レキ シビ リティを求 めるもので もある。
労働者 へ の責任 の委譲 の背後 には次の ような考 えがある。労働者 は生産 に関 して経営者 には利用
で きないユニ ークな情報 を持 つ、 したが って こうした方法 で責任 を委任 す る ことが生産的効率性
の向上 につ ながるであろう、 とい うのが それだ。 リー ン生産 システムの支持者 のあいだでは、労
働者 が 自分 じしんの知識 と情報、 とりわ け Koike(1994)が 「ふだん と違 った作業」 と呼 ぶ よ う
な、変化 に対処 で き諸問題 を巧みに処理 で きる自己の能力 を コ ン トロールすべ きだ、 と主張 され
てい る。
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リー ン生産方法の もとで は、労働者 は、生産 へ のテーラー主義的ア プ ロー チの もとで通常労働
者 に期待 され る課業 をすべ て行 った うえで、 それ以上の ことを行 うことを求め られ る。 したがっ
て リー ン生産 モ デル に突 きつ けられ る挑戦 は、労働者 の努力 や責任 が引 き上 げられ ると予測 され
る場合、如何 にして労働者 の 自発的 な協調 を獲 得す るか、 とい う ことにある。 リー ン生産 シス テ
ムのさまざまな構成要素 としては、 ジャス トイ ンタイム (JIT)生 産組織 、労働者 チー ム、 お よび
総合的品質管理

(TQM)技 術 や QCサ ー クルな どの品質管理方法があげられ る。

リー ン生産 の構成 要素 の 1つ である JITは 、無駄 の排除 お よび生産過程 と市場 の境 目のない結
びつ きを実現す るために、利用 されて い る。在庫 は最小限 に抑 えられ、労働者 の課業 は流線形 に
編成 され能率化 が はか られ、余分 な労働者 は と り除 かれ、生産 工程 は消費者 のニ ーズに迅速 に対
応 で きるように構成 されてい る (た とえば、鈴木 ,1994を みよ)。 一般的 にい えば、生産工程 は生
産 における不慮 の出来事 に対処す るためにバ ッフ ァーーー部 品 のス トック、代用機器、予備 の労
働者等一一 を必 要 とす る。ところが、JIT方 式 は、生産 システム の中の弱 い部分 をあぶ り出 し、そ
うした点 に迅速 に対処 で きるようにす るためにバ ッフ ァー の利用 を最小限 に抑 えようとす る。
しか し、バ ッフ ァーの最小化 は労働者 に重大 なイ ンパ ク トをあたえる。バ ッフ ァー の主 要 な利
点 は、バ ッファーが労働者 たちに じぶんたちの作業 ペー スに関 して ある程度 の裁量 を提供す る こ
とにある。備蓄 をかか えた生産 のおか げで労働 者 は骨 の折 れ る単調 な仕事、 しか も肉体的 に要求
水準 の高 い作業 か ら解放 され る余地 を得 ることがで きる。 だが、バ ッフ ァーが とり除 かれ るため
に、労働者 は遊 びの時間 を創造す る能力 を奪 われて しまい、 したが って彼 らの労働努力水準 が上
昇す る ことになる (Sewell and Wilkinson,1992;Parker and Slaughter,1995)。

労働者 にい ち

だん と熱心 に働 くことを強制す るさい、 こうした リー ン生産 モ デル の側面 は、作業現場 の報酬 の
シェア リングにお いて労働者の公平感 を侵害 し、 そのため経営側 と協調 しようとす る労働者 の意
志 を損 な う危険性 をはらむ。皮肉な ことに、JIT生 産 はそのよ うな協調 を絶対的 に不可欠な ことと
す る。 なぜ な らば、バ ッフ ァー を とり除 いたために、 ある 1つ の生産領域 にお ける協調 の解体 が
生産 システム全体 を麻痺 させ うるか らである。
リー ン生産方法の もとでは、生産 性 と製品 の品質 に対す る責任 は作業 チーム2の メンバ ーたる労
働者 にある。不慮 の事故 や品質管理 に対処す る責任 はライ ンの外 のエ ンジニ アや保全部門 の労働
者 にではな く、作業 チーム にある (Cole,1994)。 各作業チーム は、一般的 には、全体 のアセ ンブ リ
・ ライ ンの一部分 を形成す る、一連 の課業 を割 り当て られて い る。だが、こうした一連 の作業 は、
それ に付随す る生産基準 と品質 目標 と同 じよ うに、経営側 か ら作業チーム に対 して設定 され る。

2チ ̲ム 作業 お よびチームの 自律性 をめ ぐる理論的 な検討 としては、 た とえば

、森 田 (1998)を み よ。
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各作業チームのメ ンバ ー はそうした 目標 の達成 に集団的 に責任 を負 うが、 しか しそうした 目標 を
決定す る権 限 を持たない。
責任 が個人的で はな く集団的 であるため、各 チーム メンバ ー は他 のメンバ ーのパ フ ォーマ ンス
に責任 を負 う ことになる。他 のメンバ ーが休 んで い る間 には彼 らの課業 をカバ ー し、チームメン
バ ー の仕事 が芳 し くない場合 には本
目談 にのることさえある。 こうした ことは経営側 が作業 チーム
を形成す る ことで望 むイ ンセ ンテ ィブ構造 の一部分 である。相 互 モニ タ リングやさらには規律 づ
けがチーム メンバ ー の行動 の一部分 となるか もしれない (Delbridge,Tumbull and Wilkinson,

1992;Sewell and Wilkinson,1992;Delbridge and Lowe,1997)。

これは、Doeringer,Evans

―Klock and Terkal(1998,p.178)が 指摘 してい るように、「同僚 同士の監視 と自己監視」 の シ
ステムで ある。 これ によって労働者間 の対人関係 のス トレスが高 め られ、職務 に対す る満足度 が
低下 させ られる。
ジ ョブ・ ロー テー ション、作業 チームのメ ンバ ーヘ の職務 の割 り当て、 より望 ましい作業標準
を設定す るための作業 の修正一― こうした点 に関 する意思決定 はチーム・ リー ダー と協議 の上で
チーム に委 ね られ る。作業 チームに対す る生産基準 は経営側 によって設定 され るために、チーム
のパ ワーは厳 し く制限 されてい る。 だが、作業 チーム内部 の リー ダー には何 らかのパ ワーが付与
されて い る。 したが って責任 はまず第 1に チーム・ リー ダー に帰 され る。 チーム・ リー ダー こそ
が、生産基準 の要求 を満たす ことに責任 を持 ち、 そ して 自己のチームに帰 される製品 の欠 陥 に対
して責任 を負 う (Delbridge and Lowe,1997;Webb and Palmer,1998)。

チーム・ リー ダー は

チーム 内 のメ ンバ ー をモ ニ ター し監 督 す る権 限 を委譲 されて い る。 こ うした理 由で典型的 には
チーム・ リー ダー の地位 は経営側の構成員 に与 えられてい る。 こうしたチーム・ リー ダーの所有
す る権 限 の正 当性 を労働者 が どの ように受 け止めるか はリー ダー の行動次第 で ある。
チーム・ リー ダーの役割 は二面的 で ある

(た

とえば、仁 田,1988,71頁 、野村 ,1993、 250頁

,

金子 ,1997,101頁 をみ よ)。 リー ダーたちは経営側 に設定 された生産基準 や 品質 目標 の達成 に責
任 を負 う。だが、 かれ らは同時 にチーム内のメ ンバ ーか ら協調 を引 き出 さなければな らない。 し
たがって生産基準、品質 目標 お よび作業方法 が労働者 に与 える負のイ ンパ ク トを抑制 しなければ
な らない。 こうして労働者 は リー ン生産方法 の もとであって もパ ワー と裁量 を行使す るが、 それ
はチーム・ リー ダーのパ ワー と性向 に依存 す る。い くつかの研究 が明 らかにした ように、チーム・
リー ダー とそのメ ンバ ー との協調的 ア レンジメ ン トーー共謀一一 が経営側 の 目標 か らの逸脱 に帰
結 す る こ ともあ る (Webb and Palmer,1988;Delbridge and Lowe,1997;Sewell andWilkinSOn,
1992)。

われわれ は、 チ ーム・ リー ダ ー のパ ワー と労働 者 を保 護 しよ う とす る彼 もし くは彼女 の性
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向がアメ リカ と日本 の リー ン生産 との決定的 な違 いの 1つ だ、 と理解 してい る。
高 い品質 の製品 を保証 す るために リー ン生産 の もとではさまざまなメカニズムが制度化 されて
きた。一 方 には、TQM技 術 とその最近 のバ リエ ー ションーー これはほ とん ど、無駄 な時 間や動作
の除去、 スピー ドの引 き上 げ、課業 の単純化 お よびサイクル・ タイムの短縮 とい った工程 の変化
だけに焦点 を置 いた ものである一一が存在す る。 これ らは、生産 工程 の リエ ンジニ ア リングヘ の
トップダウン的管理 アプ ロー チであ り、科学的管理のテー ラー主義的原理 を思 い出 させ るもので
あ る (Appelbaurn and Batt,1994)。

労働者 に対す るそうした管理法 のイ ンパ ク トは、お もに責

任、 ス ピー ドお よびス トンスを高 めることであった。
他方 には品質管理サー クルが ある。 これ は、生産 で突 き当たった諸問題 を解決す るために、勤
務時間内 に労働者 と経営 か ら構成 され る、 コ ミュニ ケーションを促進す る共同 の ミー テ ィングで
ある。QCサ ー クル は労働者集団 とロー カル な労働組合 の連帯 を解体す る手段 で あるか もしれな
い。 また、 その ミー テ ィングはお もに製品 の品質 と生産の「 トラブルシュー テ ィング」 の問題 に
あて られ るか もしれない。他方、QCサ ー クル は、労働者 が QCサ ー クル をつ うじて経営側 に向 け
て作業条件 の問題 について発言す る ことで潜在的 な コ ミュニ ケーシ ョンメカニ ズムで あるか もし
れない。 また QCサ ー クル の ミー テ ィングは作業条件 に くわ え製品 の品質 の改善 に関 して提案 を
行 うための公開討論 の場 とな りうる。すべ ては、QCサ ー クルが どのように制度化 され実行 され る
かにかか っている。QCサ ークルな どの ような労働者 の発言 のための フォーマル な制度的 メカニ
ズムが機能 す る方法 にお いては、 リー ン生産のアメ リカ・ バ ージョン と日本 のそれ との間 には大
きな相違 が ある と理解 され る。
われわれの見解で は、 リー ン生産 システム の制度 が突 きつ けられて い る挑戦 は、如何 にして労
働者 の責任一一 それにおそ らく労働努力 とス トンスーー を引 き上 げる と同時 に経営側 に対す る労
働者 の協調 を引 き出すか、 とい う ことで ある。われわれ は リー ン生産 ア ンンジメン トをつ うじて
生産的効 率性 を達成す るためには 2つ の重要 なメカニズムが存在す る と考 えて い る。(1)作 業現場
の労働者 か ら経営 トップヘ の、 またその反対 の コ ミュニ ケー ションの流れを高 め、生産 における
公平 と正 当性 に関す る期待 をめ ぐるコンセ ンサ スの手段 を確保 する ことで ある。12)公 平 な成果 と
経営側 の権威 の正 当性 を提供 す るイ ンフォーマル な制度的 ア ンンジメン トー 式一― イ ンフ ォーマ
ル な作業集 団 のパ ワー とチーム・ リー ダー の思 いや りbenevolenceを 前提 とす る一一、 これ に
よってフォーマル なルールや規制 か ら独立 した労働者 か らの協調 を保証す る。 日本 の リー ン生産
は両方 のタイプのメカニ ズム を持 つが、 アメ リカの リー ン生産 にはそのいずれ も見 られない。
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Ⅲ‑1.リ ーン生産 :日 本 のケース

日本 の リー ン生産 にお ける生産的効 率性 の優位―― これは部分的 には労働 と経営 の優 れた協調
に基 づいてい るが一― は コンセンサスを形成す る諸制度 の存在、 および作業現場 の慣習 や慣行 に
影響 を与 える日本文化 のある規範的諸側面 に由来す る。
しば しば指摘 され る こ とだが、 日本 の生産 にお ける労働―経営 の コンセ ンサスは経営側 の努力
とコ ン トロール をつ うじて生 み出 されて い る。 た とえば、 日本企業 は労働者 の新規採用 にあたっ
てはフ レキ シビ リテ ィ、チームワー ク、忠誠心 お よびモチベ ーション とい った観察 しに くい労働
者 の質 に格別 の注意 を払 って い る (Deringer,et al。 ,1998)。 同様 に、日本企業 では、運動会 や社員
旅行 な どの数多 くの企 業支援 プ ログラムや活動 が提供 されて い る。 こうした活動 は労働 一経営 の
一体感 を高 め、期待 の共有 の形成 に寄与 してい ると受 け止 め られてい る (Lincoln and Kalleberg,
1996)。

これ に くわ え、多 くの 日本企業 には、企業 へ の一体感 を強 めると言 われて い る従業員組織

が存在す る3。 従業員組織一― た とえば、社員会、親睦会、県人会一― には、典型 的 には、労働組
合員 であるか否 かにかかわ りな く、上級 の経営者 を含 めた全 従業員 が参加す る。 こうした県人会
や親 睦会 とい った従業員組織 は、従業員 が一定 の経営 目標 を共有す る こ とを確 かな こととす る上
で重 要な役割 を担 ってい ると考 えられ る。
しか しなが らわれわれ は、 日本企業 の生産 にお ける労働―経営 の コンセンサスを出来上がった
コンセンサスの形態 だ と描 くのは素朴だ と考 えてい る。生産 にお いては労働者 に「発言」 を与 え
るフォーマル かつ イ ンフォー マル な生産の諸制度 が存在す る。 その結果、公平 お よび正当性 に対
する労働者 の受 け止 め方が、 フ ォーマル な制度的 ア レンジメン トの構築 にお いて、 そして同時 に
日常的 な作業現場 の慣行 において、説明 され る。労働 と経営 との労使協議 は日本 のプラ ン トや企
業 で は多様 な レベル で存在す る。
もっ ともフォー マル な レベルで は、 いわゆる就業規則 によってカバ ー されない諸問題 はもちろ
んの ことそ うした就業規則 4そ の ものをめ ぐって、労働組合、もし くは企業別労働組合 と協議す る
Kato and Mo五 shima(1995)の 調査 によれ ば、回答企業 の 53パ ーセ ン トが労働組合以外 に従業員組織 を有 して
いた。労働組合 のな い企 業 については、その 81パ ーセ ン トが従業員組織 を有 して いた。他方、労働組合 のある企
業 で は、 その 48パ ーセ ン トに従 業員組織 が あつた (Kato and Mo五 shima,1995,p.8)。
日本 の労働基準 法 では、賃金、労働時間 お よびその他 の雇用条件 を規制す る規則 を使用者が従業員 に周知 させ な
ければな らない、 とい う ことが求 め られて い る (Gould,1984)。 これ は しば しば、全従業員向 けの フ ォー マル な
就業規則 の形式 を とる。同規則 は、使用者が労働 組合 と、労働組合 が な い場合 にはそのプラン トの過 半数 を超 え
る労働者 と協議 の席 につ くことを義務 づ けて い る。雇用関係 をめ ぐる争議 が発 生 した場合、一 般的 には両 当事者
が参照す るのは就業規則 である。
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労使協議制 が存在す る。労使協議 で満足 い く合意 に達 しなかった場合、 よリフォーマル な経営 と
労働組合 の交渉 が実施 され る こともある。 だが、 日本 では雇用関係 をカバ ーす る文 書化 された契
約 は、 それが存在す る場合 には、短 く、一般的 であ り'抽 象的 であるのが典 型的である。簡単な条
項 で記述 されてい る。「合意 に達 しなかった場 合、両 当事者 は協議 によって友好 的 に調停 す る」
(Hanami,1979)。
よ り重要な フォーマル な協議形態 の 1つ が、意思決定 の コンセ ンサスをもた らす いわゆる「稟
議」制 である。一般的 に、 このシステム は以下 のように機能 する。た とえば、生産過程 のある点
を変更 しようとす る提案 についての文書 が組織 階層 の末端周辺 の従業員 によって起草 され る。 こ
うした文書一― いわゆる稟 議書一― はその後 に関係者 の間 に回送 され る。稟議書 は順次組織階層
の上位者 に回 されて い き、最終的 に経営 の トップによって最終的 な検討 を受 け、承認 され る。
「長
た らしい集団的 な妥協 の過 程」 (Marsh,1992,p.251)で はあるが、 こうした稟議制 が 日本の作業
現場 で労働一経営 の コンセ ンサス形成 の 1要 因 であった ことは疑 い ない ことで あろう。
日本企 業 の大多数 には、労使協議会 5、 ぉ ょび QCサ ー クル等 のような小集団活動6も 存在す る。
それ らは労働者 が経営政策 に関 して 自己 の見解 を表 明す るメカニズム として役立 ってい る。 じっ
さい、労働側 と経営側 は、団体交渉 の場 と区別 し、労使協議機関 においては、「雇用・人事 に関す
る事項」、「労働時間」、
「職湯環境 」、「福利厚生 」、 お よび「経営方針」、多様 な問題 を取 り上 げて
い る (労 働省、1998)。

QCサ ー クル に関 しては、 た とえば、仁 田 (1988)は 、鉄鋼産業 の実証研

究 に もとづ き、次 の ように述 べ てい る。QCサ ー クルサ ー クル はたんに経営側 に行使 され る一 方的
な コン トロール手段 と見 られ るべ きではな く、作業現場 にお ける経営側 と労働者側 との交渉 もし
くは コー デ ィネー シ ョンの機会 と理解 され るべ きだ、 と。
協議 とコンセンサス形成 のために、 こうした フ ォーマル な諸制度 を補完す るのが 日本文化 のユ
ニー クな側面 であ り、 それ は作業現場 の慣習 と慣行 の レベル において機能 して い る。相 互理解 に
もとづいた、人間関係 の調和 は日本社会 では基本的な社会的美徳である (Hanami,1979)。

その

結果、契約当事者 が法的な裁判 に訴 える ことがで きる とい う法的 な義務 を記 した、 フォー マル な
契約 の概念 は、 日本文化の 中では忌 み嫌われ てい る。 じっさい、 ある人 の法律上 の権利 を主張す
る ことは日本 では「非倫理的な行為 」 に等 しい ことか もしれない (Hanami,1979,p.45)。
「労使 コ ミュニ ケー シ ョン」に関す る労働 省 (2000)の 調査 によれば、回答 した事業所 (従 業員 30人 以上)の 41.8
パ ーセ ン トが労使協議機 関 を設置 している。また、企 業規模 が大 きいほ ど労使協議 の設置割合 が高 くなって い る。
た とえば、従業員 5000人 以上 の企 業 で は、77.9パ ーセ ン トとなってお り、他方、従業員 50‑99人 規模 で は、24.2
パ ーセ ン トとなって い る。
労働省 (2000)の「労使 コ ミュニ ケー シ ョン調査」によれ ば、従業員 50人 以上 の事業所 にお い ては、その 45.2パ ー
セ ン トで QCサ ー クル を含 む小 集団活動 が実施 されて い る。
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日本 では作業現場 の権限 の正 当性 は家父長主義 の形態 に依存 してい る。す なわち、労働者 が直
属 の上 司 か ら「受 けた恩顧 に対 し、熱心 な働 きと忠誠心 で報 い る義務 を有 す る」 (Cole,1971,p.
184)。

直属 の上 司 の方 は、 よ り上位 の権限 を有す る人 との関係 にお いては、労働者 の利害 に配慮

し、彼 らに助言 をあた え保護す る こ とを期待 される。要す るに、上司 はじぶんの部下 に思 いや り
をもって行動す る と期待 され る。Dore(1987,p.94)の 言葉 を借 りれば、「部下の尊厳 と利害 に対
す る配慮 」 を示す こ とを期待 され る。
したがって一般労働者 の方 は、職長 やチーム・ リー ダーが労働 コン トロール の抑圧的側面 を抑
え、上位 の経営陣 に対 して一般労働者 の利害 を擁護す る ことを期待す る。 これ と引 き換 えに、労
働者 は作業現場 の権威 に対 して「敬意」 を示 し、生産 において職長 やチーム・ リー ダー と協調す
る。Shibataの 観察 (Shibata,1999)に よれ ば、 日本 の職長 やチーム・ リー ダー は上位 の経営陣
に対 して影響力 を行使 し、経営上層部 の特権 か ら一般労働者 を保護す る。 日本 では一般的 には、
チーム・ リーダーは、イ ングス トリアル・ エ ンジニ アが覆す こ とがで きない ような、あ る一定 の
意思決定 を行 う裁量権 を与 えられてい る (Nakamura,1997;Nakamura and Nitta,1995)。

こ

うした、 いわば緩衝的行動 は「監督者 と労働者 との間 の一体感 」 (Shibata,1999,pp.202‑3)を 強
める。 こうして職長 と一般労働者 との間 の互恵 的関係 が 日本 の作業現場 にお いて確立 され る7。
た とえば、Nakamura and Nitta(1995)で は、チーム・ リー ダー/職長 が ジ ョブ・ ロー テー
シ ョンな どについて大 きな意志決定権 限 を与 えられて い る場合 で あ つて も、彼 ら作業現場 の監督
者 たちの意思決定 は恣意的 ではな く、 む しろ労働者 の期待 にかな り注意深 く配慮す る ことが指摘
されてい る。Dore and Sako(1998,p.109)も また、OJTの 過程 に触れ たさい、 日本 のチーム・
リー ダー と労働者 との関係 にお いて「敬意 をもって報 い られ る思 いや り」 が存在す る ことを指摘
してい る。 したが って、 リー ン生産 の 日本型バ ージ ョンの中 に、チーム・ リー ダー によって主 導
され る「準 自律的 な労働者集団」 (Nakamura and Nitta,1995,p.338)や 「半 自律的 なチーム」

(Shibata,1999,p.201)の 潜在的形態 を見 るもの もい る。
要す るに、 日本 の労働者 が、直接的 に、あ る作業現場 の諸条件 に影響 を与 える能力 はきわめて
限 られて い る。 だが、彼 らは作業現場 の利害 を表明 で き、労使協議 のためのさまざまなメカニ ズ
ム をつ うじて経営 に 自己の利害 を認 めさせ る こ とがで きる。 よ り低 いンベル では経営側 は家父長
的 な思 いや りの義務感 か らそ うして表明 された利害 のために行動す る。 こうして経営側の権威 は
労働者 によって正 当 な もの と受 け止め られ、作業現場 の成果 は公平 だ と見 られ る。 これによって

7ぃ

くっか の研究 (Delbridge and Lowe,1997;Shibata,1999)が 示 して い るように、 これ は直接的 な監 督者 にみ
られ る一 致 した慣行 で はない。職長 が強圧的 な形 で労働者 を監督 し、みずか らのアイデ ンテ ィテ ィを経営側 に置
く傾 向 に ある事例 も確認 されて い る。
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生産 における経営側 との労働者 の協調 を促進す る8。

Ⅲ‑2.リ ー ン生産 :ア メ リカのケ ース

アメ リカで は、 リー ン生産方法 は 2つ の別 々の諸力 の結果出現 した。第 1に 、 リー ン生産 シス
テム は、生産 における新 たなテクノ ロジー と、 よ り広範 な製品種類 を求める消費者 の新 たな需要
を補完 す るものである (Piore and sabel 1984)。

マ イクロコ ンピュー タ技術 によって生産 におけ

るフ レキ シビ リテ ィを拡大す る ことが可能 となった。 こうした ことは、複数 の技能 を持 ち、職務
間 を簡単 に移動 で きるチーム メ ンバ ーか らなる作業 チーム によって見事 に補完 されてい る。 それ
に くわ え、消費者 の嗜好 は、彼 らが消費す る製品 の多様性 の拡大 を求 める方向 に変化 して きた。
た とえば、 自動車 は今 で はその コ ンポー ネ ン トに関 しては顧客 の注文 に応 じてデザイ ンされて い
る。 こうした消費者 の新 たな要求 には、高品質 の製品 の生産 に責任 を負 うフ レキ シブル な労働者
が対応す る。
リー ン生産 システム を採用 した第 2の 動機 は、 1960年 代 か ら 1970年 代初頭 にか けてアメ リカ
の生産 において発 生 した労働 一経営関係 の危機 か ら生 まれた。部分的 には、 よ り意味 ある労働 を
求 める労働者 の要求の変化 に起因 し、また、安全衛生 な どの作業現場 の諸条件 の悪化 にも起因 し、
労働者 はその 当時 の作業現場統治 の官僚主義的 で経営主導 の性格 に反対 し積極 的 な反対行動 に
打 って出た。労働問題 に対 す る硬直的 な「契約一 お よび一苦情処理」ア プ ローチ9が 実施 されて い
たが、 そうしたアプ ローチは 1950年 代 か ら 1960年 代初頭 にか けて経営側 によって制度化 された
ものであった。 とい うの も、戦後 の作業現場統治 シス テムが職場代表やイ ンフォーマル な作業集
団 にパ ワー与 えて いたか らであった。作業現場 の報酬 の分配 の変更 が公平 ではない、 また経営側
が新 たに獲得 したパ ワーが正 当ではない、 と労働者 が受 け止 め、 その結果、経営側 との労働者 の
協調 は大幅 に失われてい った。 こうした ことはその当時 の よ く知 られた生産性上昇率 の鈍化 の重
8こ のか ぎ りで は、リー ン生産 モデル においては労働 コン トロール の フロンテ ィアが

労働側 に有利 な方向 にシフ ト

してお り、階層的で権威主義的な労働 コン トロールが 自律的な労働者集団にとって代わ られている、 と言 うこと
もできるであろう。だが、問題 はこうした労働者 のパ ワー と影響力の配置が フォーマルな制度的ア レンジメン ト
ではな くイ ンフォーマルな制度的ア レンジメン トによって確保 されてい る点である。 したがってわれわれは、 こ
の新 しい生産 モデルが、一意的 に、階層的で権威主義的な労働 コン トロールの陳腐化 および自律的な労働者集団
の創出 に結 びつ く、 とは理解 していない。
9こ れ は生産 にお ける労働組合 の発言方法 の 1つ で あ り、労働組合 との契約 にお いて明瞭 に説明 され るような
権利
だ けを労働 者 に与 える。そ うした権利 をめ ぐる争議 はフォー マル な法的 な苦 情処理手続 き― ―典型的 には拘束力
を ともなった仲裁 とな る一― をつ うじて解決 され る。 じっさいには、 この アプ ロー チで は、職長 と監 督 が 注意深
く契約用語 を学 び、労働者 と「契 約外 の」交渉 を もたな い ように教育 され 、 そ して彼 らが 問題 だ とみ る労働 者 の
どの不満 を も上位 レベル の経営側 の 目に とまるようにす るように教育 されて い る。 このアプ ロー チは、労働現場
のパ ワー を誇示す る ことに よって職長 と監 督 か ら追加 的便益 を引 き出す ことがで きた 、労働者 と労働組合 の代表
のパ ワー を とり除 いたのであった。
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要 な要 因 で あ った (Fairris 1997)。

リー ン生産 モ デル の各部分 は、「契約 一お よび―苦情処理」モ デル によって特徴 づ けられるよう
な労働―経営関係 へ の敵対 的 かつ官僚主義的 なアプ ロー チに とって代 わ る魅力的なオル タナテ ィ
ブに思われたのであった。労働者参加や意思決定 の分権化 へ の焦点 は、10年 前 に制度化 されてい
た トップダウ ン・ アプ ローチ よ り優 れた もの と労働側 も経営側 も受 け止めたのであった。 こうし
て 1970年 代 の生産 にお ける制度変化 には、労働者参加 と労働者 の生産諸条件 に対す る正 真正 銘 の
関心 につ いて強力 な ン トリックが伴 った。た とえば、QCサ ー クル の初期 のバ ージョンは
「労働 生
活 の質」 プ ログラム として知 られてい るが、それ は労働者 の生産する製品 に くわえ労働者 の作業
条件 の改善 に向け られて いた。
しか し、1980年 代初頭 か ら国際競争 が一段 と厳 し くなるにつれて、
「労働 生活 の質」プ ログラム
は「 QCサ ー クル」とな り、 グ ローバル な市場 の中で国内製造業 の位置 をよ り競争力 あるものにす
るために如何 にして生産性 と製品 の品質 を改善す るかについて労働者 が提案 を行 う場 へ と変わ っ
て しまった。 まさに この時期 に、 アメ リカ製造業 の中 に リー ン生産 モ デル のその他 の構成要素 が
一段 と広 まってい ったのであった。
アメ リカで出現 した ような リー ン生産 モ デルの制度的 ア レンジメン トの問題 は、 そのモ デル に
付随す るフ ォー マル な制度 もし くはイ ンフォーマル な制度―― こうした制度 が存在 して いれば、
そのモ デルが労働者 に与 える負 の結果 を緩和 で きたであろう一― の いずれか を欠 いてい る、 とい
うことで ある。労働者の利益のため に機能 して いたか もしれない もっとも明 白な制度――す なわ
ち、作業条件 に対す る労働者 の コン トロール に対 す る労働組合 の強力 な コ ミッ トメ ン ト、 お よび
職場代表 とイ ンフォーマル な作業集団 をつ うじた作業現場 の労働者 へ の権限付与一一 はアメ リカ
労働史 の一部分 で あ った。労働組合 は生産の諸問題 に深 く関与 しない、とい う ことが 1940年 代末
に確立 された。 それ は、 ゼネラル モー ターズが アメ リカ産 業全体 の利益のために行動 し、作業現
場 の諸条件 へ の労働者参加 の拡大 を求 めた全米合同自動車 工組合 の要求 を拒否す るために数 ヶ月
にお よぶス トライキに持 ち こた えた時代 で あ った。興味深 い ことに、 こうした公式的な労働組合
の要求 が受 け入れ られなか ったに もかかわ らず、作業現場 での労働者 のパ ワーは職場代表 やイ ン
フォーマル な作業集団 のパ ワーをつ うじて作業現場統治 のイ ンフ ォーマル な慣習 や慣行 の形 で持
続 された。 しか し、 こうしたイ ンフ ォーマル な権限付与 でさえ 1950年 代末 か ら 1960年 代初頭 に
か けて生産組織 に もた らされた変化の時期 に とり除 かれて しまった。
したが って作業現場統治 へ の「契約一 お よび一苦情処理 」アプ ローチの危機 の まっただ中では、
経営側 と協調 しようとい う労働者側 の意志 は、作業現場 の報酬 のシェア リングが公平ではない、
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そして経営 の権威 が正 当ではない とい う労働者の感情 によって脅 か されていたが、 リー ン生産 シ
ステム は こうした中で導入 されたのであった。 リー ン生産 はそうした感情 の いずれ をも悪化 させ
るものであった。

1970年 代 に始 ま り、1980年 代 と 1990年 代 に拡大 された リー ン生産方法の漸次 的 な導入 は、生
産の スピー ドをあげる と同時 に欠陥品 を減 らす ように労働者 にます ます大 きな負荷 を課 して い っ
た。 したがって、生産 の肉体的諸的条件 は悪化 してい き、 それが高 まるス トレス と結 びついた。
その結果、作業現場 の報酬 をめ ぐる事実上 のバ ランスは作業条件 の方か ら離 れ、生産性 の方向 に
傾 いてい った。 リー ン生産 もまたチーム・ リー ダー/職 長一一経営 ラ ンクのメ ンバ ーであ り、彼
らは 20世 紀初頭 お よびいわゆる生産 の「 ドライブ
・ システム」 の時代以降それ ほ ど大 きな裁量権
限 を持 たない と言われ て い る (Slichter 1919)一― にかな りの裁量権 を与 えて いた。
作業現場 の報酬 のシェア リングが公平 ではない、 このよ うに受 け止 める労働者 の感情 は、 ス ト
レス、生産 ペ ースの上昇、 お よび リー ン生産技術 と結 びついた労働者 の安全衛生の悪化の関数 で
ある。若干の研 究 が、 アメ リカにお ける リー ン生産 モ デルヘ の転換 を、労働者 によるよ り過酷で
より大 きな持続的労働努力 に結 びつ けてい る。 た とえば、Treece(1989,p.80)は 次 の点 を見 い
だ してい る。NUMMIプ ラン トの労働者 は毎分 55秒 間働 いて いた。一 方、NUMMIの 規模 に相
当す る、 だが、何 ら制度変更 を加 えられなか った GM―Lindenプ ラン トでの労働者 は毎分わず か

45秒 しか働 いて いなか った。
労働者 は リーン生産 の環境下 ではよ り大 きな労働努力 を支出す るか もしれないが、彼 らはそう
す る こ とに満足 して もい る。 なぜな らば彼 らは作業現場 の生産 をめ ぐる意思決定 に参加 してい る
か らだ、 と。 この ように主張す る研究者 も何人 かい る。 だが、 リー ン生産 プラン トの労働者 の調
査 はそうした主張 を裏切 るようである。 た とえば、 ミシガ ン州 フラ ッ トロ ックのマ ツグのプラン
での労働者 に関す る調査 にお いて、 Babson(1993)は 、調査対象の労働 者 の 4分 の 3が 、 自分 た
ちの作業ペ ースが あ まりに激 し く、
怪我 をして しまうのではないか、もしくは退職前 に消耗 しきっ
て しまうのではないか、 と感 じていた とい うことを示 してい る。
作業 が い っそう過酷 にな り早 くなれば、達成感 の向上 をつ うじて多少労働 者 の満足 が得 られ る
として も、労働者 の安全衛生の悪化 した条件 の もとでの作業 が満足 い くもの となることは稀 で あ
る。 だが、 リー ン生産 プラン トの安全性 が じっさい、同規模 の、何 の制度変更 も実施 されてい な
い アメ リカのプラ ン トに劣 る、 とい う証拠が ます ます増 えてい る。労働者 の安全衛生 に対す る負
のインパ ク トは、生産 のス ピー ドの上昇 と関連 して い るようだが、品質 と生産性 に責任 を負 うよ
うに労働者 に課 されたプ レ ッシャー とも関連 してい るようである。
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生産 の合理化、作業 ペ ースお よび作業場 の労働安全衛生、 これ らの関連 はい くつか の事例研究
の中で強調 されてい る。 Berggren et al.(1991)は アメ リカにおける多 くの 日本 プラン トを訪 ね、
労働安全衛生 に対す る不満 の拡大 が きつい作業ペー ス、反復的 な仕事、長時間労働 に関連 してい
る ことを見 いだ してい る。マ ツダでは彼 らは、きわめて高 い水準 の累積性機能障害 (CTDs)一 一す
ばや い、長時間 にわた り行 われ る反復 的動作 に関連 した傷害一一 と、全体 の傷害発 生率 が他 のア
メ リカの 自動車 プラン トの 3倍 水準 にある ことを発見 した (1991,p.55)。

Rinehart,Hllxley,and Robertson(1997)に よるカナダの CAMI自 動車 プラン トーー 1989年
に生産 を開始 した GMと スズ キの合弁会社一一 の事例研究 は、 リー ン生産 、労働努力 の強化、お
よび CTDs率 の上 昇、 これ ら三者 の関連 につ いて明確 な事例 を示 してい る。そのプラ ン トの労働
「常 に、 もしくはたび
者 の調査 によって明確 に示 された ことだが、 ほぼ 40パ ーセ ン トの労働者 が
たび」 (p.70)作 業 にお いて繰 り返 し緊張 にさらされて い る、 と感 じていた。 1992年 か ら 1994年
の 2年 間 にわた り、CTDに 関連 した疾病数 が 2倍 以上 になった。す なわち、報告 された傷害 と疾
病 の総数 のほぼ 12パ ーセ ン トか らおよそ 33パ ーセン トに上昇 した

(p.80)。

Wokutch(1992)の 事例研究 はアメ リカにお ける日本 の 自動車企業 の現地工場 にお ける安全衛
生 を対象 とした ものだが、同様 の発見 を得 てい る。1988年 には、同 プラン トにおける傷害 と疾病
の発生頻 度 (作 業時間 20万 時間あた り 44.4パ ーセ ン ト)は 、 自動車産業 の発生率 よりも 91パ ー
セン ト高 かった し、 1000人 以上 を雇用 す る類似 した 自動車 プラ ン トの発 生 率 よ りも 66パ ーセ ン
ト高 か った (Wokutch,1992,p.192)。 1988年 には、緊張、捻挫 お よび CTDsが 同 プラン トで報告
された傷害 と疾病 の大部分 を占める (ほ ぼ 50パ ーセ ン ト)(Wokutch,1992,p.195)。

CTDsだ け

を取 り上 げれば、その発生率 は同規模 の 自動車 プラン トの発生率 のほぼ 5倍 であった (Wokutch,
1992,p.195)。

最近 の一連 の発見 (Fairris and Bremer(近 刊 );Bremer,Fairris and Ruser 2000)で は、確
固た る統計的関連 が累積性機能障害 とリー ン生産方法 を採用す るアメ リカのプラン トとの間 に確
認 された。とくに、そ うした発見 は QCサ ー クル と JIT生 産技術 との関係 を示 してい る。QCサ ー
クル と生産 へ の JITア プ ローチは、 きわめて多様 な製造業 の事業所 について、CTD発 生率 と正

に、同時 に統計的 に有意 に関連 していた。 そのうえ、QCサ ークル と生産への JITア プローチが

CTD発 生率 に与 えるイ ンパ ク トはかな りのものであり、製造業 の大規模事業所 のサ ンプルにおい
ては平均 CTD発 生率 の 50パ ーセントを説明する。
リーン生産方法の批判者たちは、 こうした事例研究の中に、CTDs、

QCサ ークル、および JIT

生産方法、 この三者 の関係 に説得的説明 を与 える証拠を見いだすであろう。彼 らの主張では、ア
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メ リカの QCサ ー クルが労働者 の連帯 を脅 か し、それによってス ピー ドア ップ とサ イクル・タイム
の短縮―― そのいずれ も累積性機能障害 と関連 して い る一― に抵抗する労働者の能力 を弱体化 さ
せ る、 と述 べ られて い る 。批判者 たちの理解 では、QCサ ークル もまた、労働者 の安全衛生 を犠
1°

牲 にし、生産 における品質 と生産 性 の改善 に責任 を負わ なけれ ばな らない と労働者 に思 い込 ませ
るものだ と見 られて い る

(た

とえば、Paker 1985)。

生産 へ の JITア プ ローチは、緩衝在庫 を と り除 き、オ フ・ ライ ンの生産職務 を一段 と主 要なア
セ ンブ リ・ ライ ンに統合する。 それ によって大多数の労働者 が仕事 を早 めに切 り上 げた り、在庫
を形成 した りする こ とをで きない ようにす る。 こうした ことは、 プラン ト全体 をつ うじて同様 の
一定 の リズ ムが機能す るよ うにす ることで、生産 ペ ースに対 す る労働者 の 自律性 を低下 させ るよ
うに働 く。Kleinに よって研究 されたプラン トで は、自律的な労働者集団が権限 を奪われたのは、
まさにそうした方法でであ り、JIT手 法 の導入 によってで あ った (Klein 1989)。 それゆえ、CTDs
との結 びつ きは、作業 ペ ース と作業 のタイ ミングに対す る労働者 の コ ン トロール の低下 と関連 し
ている可能性 が高 い。
作業現場 の報酬 の分配 が公平ではない とい う感 情 に くわえ、 リー ン生産 プラン トにおける労働
者 は経営側 に与 えられた権威 について も正当ではない とい う感情 を示 してい る。非正 当性 の感覚
は、 と くに、チーム・ リー ダーの意思決定権 限 とリー ダーが選出され る方法 に由来する。チーム・
リー ダー とは、作業 チームの職務 に通暁 して い る こと、 そ して欠勤 したチームメ ンバ ー に一 時的
に とって代 わ ることを要求 され る、 そうい った労働者 で ある。労働組合 の あるい くつか のプラ ン
トでは、チーム・ リー ダー は労働組合員で さえある。その場合、彼 らは現在 のはるかにイ ンフォー
マル な苦情処理制度 の中で職場代表 の代 わ りをつ とめる。 だが、 チーム・ リー ダー は経営側 の
構
成員 で もある。彼 らは労働者の働 きぶ りを監督 し、労働者 に職務 を割 り当て設計す るさい には大
きな発言権 を有す るか らである。チーム生産 に特徴 的な経営権限の分権化 は、チーム・ リー ダー
が労働者 に対 してかな りの裁量権 を持 つ、 とい う こ とを意味す る。
多 くの労働者 はチーム・ リー ダーの分裂 した忠誠心 を と くに問題 あるもの と見 てい るようだ。
その うえ、多 くの労働 者 が怒 りの 目を向 ける事実 は、 チーム・ リー ダーがチームの構成員 によっ
て民主的 に選 出 され る ことがほ とん どない、とい う点である。(典型的な形 では、チーム・ リー ダー
は経営側 によって選 出 され る。 だが、労働組合 によって組織 されたプラン トの中では労働 組合指
導者 と経営側 によって協議 の上選 ばれ る こ ともある。)し たがって、 い くつかの リー ン生産 プラン
1°

繰 り返 しの高 まり、復帰時間 (シ フ トあた りの休憩か、 もしくはサイクル あた りの遊びの秒数)の 短縮、および
過度の負荷、こういった問題 は、エルゴノ ミス トによって、通常 CTDsの 上昇 に寄与するもの として確認 されて
きた (Amstrong 1986;Putz― Anderson 1988)。
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卜では、労働者 の間 に自分 たちの手 でチーム・ リー ダー を選 出 しようとす る運動 も現れてきた。
た とえば、CAMIで は、労働者 は一般的 にチーム・ リー ダーの要求 に協力す るが、労働者 は圧倒
的な数 (75パ ーセ ン トを超 える)に 訴 え、チーム・ リー ダーが作業 チームの構成員 によって選 出
され るべ きだ とす る要求 をかかげて い る (Reinhalt et al.1997)。
日本 の作業現場 では、監督者 は労働者 の利害 を尊重 し、 そうした利害 を生産 にお いて考慮す る
11。
この
が、アメ リカの作業現場 では監督者 の間 にはそうい った能力 はまった く存在 しない ようだ

点 について は、Lincoln and Kalleberg(1990)に よる、 アメ リカ と日本 における生産の比較研究
が例証 となる発見 を提供 してい る。彼 らの発見 (1990,p.90)の うち、両国 における監督者 の労働
者 との接触 の影響 に関す るものが とくに興味深 い。彼 らの発見 によれば、 アメ リカでは監督者 の
接触 が労働者 の 自律感 を大幅 に低下 させ る。 だが、 日本 ではそうした接触 は労働者 の 自律感 の大
幅 な拡大 と結 びついてい る。監督者 の接触 は、 日本 の労働者 と比較 した場 合、 アメ リカの労働者
には「 コン トロール」の いち じるしい拡大 と感 じられていた

(p.90)。

こうした ことは、上述 した

ように、 日本文化 における監督者 の規範的行動 と首尾一貫す る。

Ⅳ .リ ー ン生産の直面す る挑戦

われわれ はリー ン生産ア ンンジメ ン トをつ うじて生産的効率性 を達成する 2つ のメカニ ズムを
指摘 した。第 1に 、作業現場 の労働者か ら経営側 へ の、 また経営側 か ら労働者 へ の コ ミュニ ケー
シ ョンの流れを高 め、生産 における公平 と正 当性 に関す る期待 をめ ぐる コンセンサスを確保 す る
手段 である。第 2に 、一連 のイ ンフ ォー マル な制度的 ア レンジメン トーー とりわ け、作業集団 と
チーム・ リー ダーのパ ワーーー をつ うじて作業現場 の諸条件 に影響 を与 える労働者 の能力 で ある。
こうしたメカニ ズムは労働 のフ ンキ シビ リテ ィに くわ え労働 と経営 の協調 を可能 にす るものであ
る。 こう した理 由か ら、われわれ は日本 の リー ン生産 バ ージ ョンがアメ リカのバ ージョンよ りも
相対的 に効率的 だ と主張 して きた。
だが、 日本 モ デル に対す る最近 の圧力 は、 日本 モ デル もまた将来 的 にはアメ リカ と同 じ労働者
協調問題 に悩 まされ る可能性 がある、 とい う ことを示唆 して い る。 この点 での もっ とも重 要 な挑
戦 は安 定的 な雇用 に とっての脅威 で ある。労働 の利用 にあたって機能的 フレキ シビリテ ィが拡大
11ア メ リカの監督者やチ ーム・ リーダーが労働者 の利害 を守 ろうとす る傾 向 にある として も、 どれ ほ どの成功 をお

さめるか は疑間 のある ところである。日本 と比較 す る と、上位 の経営陣 に対 す るアメ リカの監督者やチ ーム・ リー
ダーのパ ワー は小 さい ように思われ るし、一 般労働者 か らチー ム・ リー ダーヘ と昇進す る可能性 もほ とん どな い。
さ らにアメ リカの監督者やチ ーム・ リーダー は労働者 に対 してはるか に監 督 的 である (Shibata,1999)。
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すれば一―すなわち、雇用 と解雇 が い っそ う容易 になれば、 それは急速 に変化す る製品 デザイ ン
と国際分業 の世界 の中では比 較優位 を占めることを意味する。 日本 企業 は終身的 な雇用保障が こ
うした形でフ レキ シブル を高 める能力 の足 かせ となっていることに気 づいて い る。 しか し、 日本
企業 が終身的な雇用保 障 を放棄 し始 めるか ぎ り、労働者 は生産 か らの報酬 の分配 にあたって公平
ではない とい う受 け止 め方 を強 め、労働者の協調の危機 が発生す るか もしれない。
アメ リカに関 しては、そ うした挑戦 ははっき りとしてい る一―労働者が現在 リー ン生産 モ デル
に抱 いている不公平 と非正 当性 の感情 に対処す る こ とで あ り、 そ うした こ とが労働者 の発言 のた
めの よ り優れたメカニ ズムの採用 を必要 として い る、 とい うことで ある。労働者 が労働現場 の諸
問題 に対 してよ り大 きな発言権 を望 んで い る。 こうした点 についての証拠 は明瞭 で あ り説得的 で
ある (Freeman and Roger 1999)。

アメ リカにおける リー ン生産の制度的ア ンンジメン トは依然

い くぶん流動的であるため、次の点 を問 うこ とは有益 で あろう。すなわち、生産 にお ける労
働者
の発言 を改善する こ とをつ うじて経営 との労働者 の協調 とい う目標 を達成す るために、如何 なる
具体的な調整がその シス テム にお いて まだ実現 されていないのか、 と。われわれ は労働者 の発言
が高 め られ ると考 えられ る 2つ の方法 を描 くこ とがで きる。
第 1の 経路 をあげれば、 それ は労働者の発 言 のためのフ ォー マル なメカニ ズムの発展 を追 求す
ることで あろう。広範囲な労働現場 の問題 に関 して労働者 が 自分たちの利害 を表す こ とを可能 に
す る、また、労働現場 の重 要な利害の範囲 を選 択 し決定す るさい に経営側 に対 しよ り大 きなパ ワー
を行使する こ とも可能 にす る。 そ うい った発言 メカニ ズム をつ うじて経営側 との労働者 の協調 の
拡大 を促進 す る こ とが 強調 され るで あ ろ う。 こ うした点 で は ドイ ツの従業員代 表委員会制度

worker cOuncils systemが 魅力的 なモ デル だ と主 張 で きるで あろ う12。 ドィ ッにお ける プラン
・ンベル の従業員代表委 員会 は、数多 くの労働現場 の問題 をめ ぐって経営側 とコ ミュニ ケー ショ
ト
ンを持 つ法的権利 と、 よ り選別 された労働現場 の利害 をめ ぐって共同で決定する
権利 で ある。従
業員代表委 員会 が あれ ば、 日本 の「稟議」制 の よ うに、生産階層の各 レベル間 の情報 の流れ を高
めることが可能 となるで あろう。リー ン生産 システム のさまざまな側面一― た とえば作業チーム
、
品質管理 メカニズムーー と結 びつ けられた とき、従業員代表委員会 は生産的効率性 の改善 を もた
らし、 それ によって生産 の利害関係者 の報酬 を拡大する ことが で きるで あろう。
アメ リカでの労働者 の発言 の拡大 に向 けた第 2の 方法 は、生産 にお ける労働者 の公平感 と正
当性感 を高 めるために作業条件 の成果 を変更 しうる能力 を労働者 に与 えるような、一 連 の イ ン
12従

業員代表委員会がアメリカの生産的ァレンジメントを改善するかもしれない。このような指摘を行っているの

が われわれだ けではない とい うことは確 か だ
をみ よ)。

(た

とえば、 Freeman and Lazear 1995;Roger and Streeck 1995
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フ ォーマル な作業現場 の制度 的 ア レン ジメ ン トを発展 させ る こ とで あ る。 アメ リカで はその よ う
な制 度 は職場 代 表 とイ ンフ ォー マル な作業集 団 の強 さに も とづ い て戦後直後 には存在 して い た 。
た とえば、 リー ン生産 シス テ ムの ペ ー スや ス トンス をめ ぐる現代 の作 業現場 の諸 闘争 の い くつ か
とチーム・ リー ダ ー の直接 的選 出 はア メ リカの 1930年 代 と 1940年 代 に出現 した地域 的 な運動 を
街彿 させ る (Parker and Slaughter 1988)。

そ うした こ とはお そ ら く、 その ような シス テ ムがふ

たた び 出現 す るか もしれ な い、 とい う こ とを示唆 す る もの で あ ろ う。
われ われ の考 えで は、労働 者 が 法 的 な権 利 を有 す る従業員代 表委 員会制度 の発展 が選 好 され る
アプ ロー チで あ る。 この第 2の 経路 は堅 固 で い く分戦 闘的 な労働 組 合運 動 の存在 を仮 定 す る。 そ
うした労働組 合 は経 営側 とあか らさ まに対 質 す る危 険性 を冒す。 そ して よ リフ ォー マル なア ン ン
ジメ ン・卜が存在 しな い場 合 には、 この第 2の 経路 は、 その歴史 的 な先行者 と同 じよ うに、脆 弱 な
均衡 を表 現 す るにす ぎな い。残念 なが ら、 2つ の経路 の うちの どれ も現在 の環境 で は まった く実
現 しそ うに もな い が 、従業 員代 表委 員会 とい う選択肢 はその 2つ の 中 で ももっ とも見 込 みの薄 い
ものだ と思 われ る。
したが って 、 こ う した こ とす べ てか ら次 の 点 が 指摘 され る。 す なわ ち、 ア メ リカの リー ン生産
システムが 21世 紀 に入 って もわれ わ れ の も とに存 続 し続 け る一 連 の 不効 率 な制 度 的 ア レ ンジ メ
ン トだ、 とい う こ とで あ る。
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