
 

Instructions for use

Title
巨大自動車企業の地場産業の再編と労働者生活：倉敷市水島地区A自工M製作所及び下請諸階梯企業の技術
革新・合理化に伴う職場構造の変容と労働者諸階層の生産・労働－生活史・誌：第3部 A自工・M製作所労
働者生活と下請階梯別労働者生活の比較分析：第6章 巨大自動車企業・A自工M製作所における職場構成と
労働者層の生産・労働－生活史誌

Author(s) 浅野, 慎一

Citation 『調査と社会理論』・研究報告書, 13, 1-71

Issue Date 1989

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/22595

Type bulletin (article)

File Information 13_P1-71.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


第3部 A白工 .M製作所労働者生活と下請階梯別労働者生

活の比較分析

第6章 巨大自動車企業・ A自工M製作所における職場構成と労働者層の生産・

労働一生活史誌

序節課題と分析視角

本稿の課題は，これまで検討してきた下請各階梯企業体の頂点に君臨する親企業= A自

動車工業(以下， A自工)のM製作所を対象として，そこでの労働者諸階層の生産・労働

一生活のあり方とその変容の実態を明らかにすることにある。

A自工は，昭和45年に旧財閥系企業=A重工から分離独立した比較的新しい自動車メー

カーであるが， A重工のさらに前身にあたる A造船時代をも含めれば，その自動車製造業

としての歴史は大正 6年にまでさかのぼることができる。その後， A重工における自動車

生産は，戦時下，兵器生産によって一時的に中断されたが，戦後昭和21年に再開され，高

度経済成長が本格化した昭和30年代後半以降，急速な発展を遂げてきた。今日のA自工は，

昭和57年度の売上高で 1兆800億円，経常利益で306億円と，いずれも日本の自動車製造業

界で第 5位にランクされる巨大企業に成長し(1)東京本社のほか，名古屋・京都・東京・

倉敷市水島地区の 4か所に製作所を配置，そこでの従業員総数は23，605人に及んでいる。

本稿で対象とする A自工M製作所は，倉敷市水島地区の臨海コンビナートに立地してい

る。昭和18年にA重工M航空機製作所として開設されたM製作所は，敗戦により一時閉鎖

されたが，昭和20年，三輪自動車生産で再開されて今日に至っている。 A自工全体の中で

も，このM製作所は最大規模の主力生産工場であり，従業員数は約6000人でA自工全体の

約4分の 1，年間生産台数は昭和57年で約60万台でA自工全体の約 6割を占めている (2)。

以下，こうしたA自工M製作所に就労する労働者諸個人の社会的状態を明らかにしてい

くわけだが，その際，次の 3つの視角から分析を深める。

まず第 1に，労働者諸個人の置かれている客観的な労働一生活諸条件を把握するだけで

なく，それらの諸条件を労働者自身がいかに受けとめ，自らの全生活の社会的再生産の過

程にいかに主体的に位置づけているのかを把える視点である。労働者諸個人の日々の生

産・労働一生活は，いうまでもなく，彼等をとりまく客観的な経済的・社会的諸条件に基

礎づけられている。しかしながら同時にそれは，そうした客観的な諸条件を踏まえて，労

働者自身が主体的に選びとり，正当化し，そして自らの営為を以て作り上げてきた諸結果

であるという側面も見逃すことはできない。そこでここでは，労働者諸個人が，自らをと

りまく客観的な経済的・社会的諸条件を，自らの生活の再生産にとっていかなる意味をも
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つものとして受けとめ，またその後の彼等の主体的な営為を促す動因としていかに内在化

してきたのかということが，社会学固有の分析領域として不可欠になるのである。なお，

こうした視点を貫くためには，いうまでもなく，労働者の状態を，単に労働過程や消費過

程等に限定して切り取ってくるのではなく，全生活の再生産過程としてトータルに把握す

る必要がある。

第2に，現段階における労働者諸個人の生産・労働一生活の特質を，彼等の生活史の歩

みの帰結として，史的文脈の中に位置づけて把握する視点である。労働者が置かれている

客観的状況や，それを内在化する主体的な道筋は，いうまでもなく，日本資本主義の発展

階梯毎に大きく変化してきている。したがってそうした各発展階梯を貫いて生き抜いてき

た労働者諸個人の生活史に即して見るならば，人生のいかなる段階で，日本資本主義のい

かなる変動に遭遇し，そこでいかなる主体的な対応をとってきたのかということは，決し

て一様ではありえない。そしてこうした生活史における多様な諸体験の累重こそが，その

後の彼等の生産・労働一生活のあり方を，客観的にも主体的にも，決定的に基礎づけてい

ることはいうまでもないであろう。それゆえ，労働者諸個人の現在の生産・労働一生活を

貫く内在論理は，何よりも彼等の生活史の歩みの中に，形成論的に把握しうると考えられ

るのである。

そして第 3に，労働者諸個人の生産・労働一生活の史的形成過程と現段階的特質を，彼

等が形成する社会諸関係やその変容との関連の中で明らかにする視点である。労働者の客

観的な労働一生活諸条件のあり方にとって，職場集団や労働組合，家族や親族，地縁的関

係等の社会諸関係がきわめて重要な影響を与えていることはいうまでもない。また，労働

者自身による様々な主体的な選択や意志決定，さらに生活向上の営為に至るまで，それが

たとえ彼自身の“自由意志"に基づいてなされたものであったとしても，彼を取り巻く社

会諸関係から何等かの制約を受け，あるいは社会諸関係の何等かの変容・変革を通しての

み実現されうることも否めない。その意味で，彼等の生産・労働一生活の客観的・主体的

な特質は，伺よりも彼等が形成する社会諸関係とその変容・変革の中にこそ客観的に定着

し，刻印されたものとして検出されなければならないといえよう。

以下，論述に際しては，まず第 1に， A自工M製作所における労働者諸階層の史的形成

過程を，労働者諸個人の生活史のレベルにまでおりて明らかにする。その上で第 2に，労

働者諸階層をめぐる労働内容や労働諸条件の現状，及び，それらに対する労働者自身の態

度や意識の動向について分析する。そして第 3に，そうした客観的・主体的状態のもとに

おかれている労働者諸個人がとり結ぶ社会諸関係の実態とそれらが果たしている社会的意

義について考察する。

なお， A自工M製作所における基本的な生産工程は，部品工作部，組立工作部，品質管

理部の 3部門から構成されている。部品工作部は，アクセルやエンジンをはじめとする部

品の製造にあたる工程であり，鋳鍛課・エンジン機械課・アクセル機械課・板金課の 4課

を含んで、いる。組立工作部は，ボディの製作及び総組立を行なう工程で，ここには乗用車

ボディ課・商用車ボディ課・乗用車塗装課・商用車塗装課・乗用車第 l組立課・同第 2組

立課・商用車第 1組立課・同第 2組立課の 8課が内包されている。そして品質管理部は，
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製品・部品の検査や管理にあたる工程で，品質保障課・組立検査課・部品検査課・購入品

検査課の 4課から成っている。またこのような基本的な生産工程 3部門以外に，総務部(事

務)や生産管理部，生産技術部(技術開発)等の諸部門が存している (3)。本稿では， A

自工M製作所における労働者諸階層の社会的状態を総体的に把握するために，基本的な生

産工程を構成する部品工作部・組立工作部・品質管理部の 3部門に位置する16の課のすべ

て，および，事務を司る総務部から合計24名の労働者を抽出し，直接の分析対象とした。

なお，調査対象者のプライパシーを守る必要から，調査対象者のコード番号は，各章節毎

に不統一にしてある。

第1節 A自工M製作所労働者諸階層の史的形成過程

それではまず， A自工M製作所における労働者諸階層の史的形成過程を，諸個人の生活

史のレベルにまでおりて明らかにしていこう。労働者諸階層の史的形成過程に刻印された

諸特徴・諸体験は，現時点での彼等の客観的な労働一生活諸条件のあり方を規定するのみ

ならず，それらに対する彼等の主体的な受けとめ方にも，大きな影響を与えざるをえない

と考えられるからである。ここでは，労働者諸階層の形成においてとりわけ重要な意味を

もっと思われる 3つの側面，すなわち第 1にA自工入社以前の労働一生活史，第 2にA自

工入社以後の職場・職務移動歴と技術習得過程，そして第 3にそれらと並行して進行した

家族形成の歩みという諸側面に焦点をあてて分析を進めたい。

第 1項 A自工入社以前の労働一生活史

A自工M製作所の労働者は，全体として男性が圧倒的に多く，またA自工が位置する倉

敷市水島地区以外の出身者が大きな位置を占めている。そして彼等は， A自工に入社する

以前の労働一生活史，及び，そこに刻み込まれている生活諸体験のあり方に注目するなら

ば，次の 4つの階層に大きく区分することができる(表 6-1参照)。

まず第 1は，昭和 2年-3年に生まれたA層である。彼等は， r田畑合わせて 4反の小作」

(②)， r父は大工だが病気がちJ(①)等のように，きわめて貧困な自営業層の家族に長男

として生まれ， r朝早くから，夜遅くまで働きつづけJ(②)る両親の下で育てられた。戦

争が激化しつつあった昭和17年一18年，彼等は，中庄村や清音村等，倉敷市周辺の農村地

域に位置する高等小学校を卒業したが，当時，長男である彼等の下には多くの弟妹が未だ

就学中であり，彼等の出身家族の生活はもっとも困難な時期にあったといってよい。そこ

でA層は，高等小学校を卒業後，それ以上の進学をせず，直ちにA重工M航空機製作所(A

自工M製作所の前身)に技能養成工(*)として就職し，家計を助けることにしたのであ

る。彼等がA重工に入社する際の動機には，何よりも， rとにかく早く働き，家計を助け

なければならないJ(②)という出身家族の事情が，大きな影響を与えていたといえよう。

なお，昭和20年の敗戦を契機にM航空機製作所は閉鎖され， A層は一時的に大工や農業等

の家業を手伝って食いつなぐことを余儀なくされた(4)。しかし昭和23年には，すでにオー

ト三輪の生産を開始していたA重工M製作所の規模拡大に伴い，彼等は再びA重工への職
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表 6一1 入社以前の生活史

階層
誕 生

父親の職業 母親の職業
兄弟

続柄 最終学校
宇刀 職

その後の主な職歴
A白工入社No. 

(人) 内容(地域)(昭和) 年次 (昭和) 年齢
A層 ① 2 大工自営(病気) 4 長男 高小(岡山県) 17 A航空機(倉敷市) (兵役)→大工→A白工 17 15 

② 3 農業自営(小作) 農業 2 長男 高小(岡山県) 18 A航空機(倉敷市) 農業→A白1: 18 15 

B層 ③ 7 農業白営(自作) 農業 6 末子 普I缶(愛媛県) 27 A重工下請(兵庫県) A白工 31 24 

④ 15 農業自営(自作) 農業 4 次男 農高(岡山県) 32 貨物運転手(岡山県) A自工 39 24 

⑤ 8 住職 8 次!男 農高(岡山県) 26 自動車修理(岡山県) 土工→農機具販売→A白工 34 26 

⑥ 11 住職 6 次男 普高(岡山県) 29 百貨!占庄員(岡山県) A白工 37 26 

⑦ 8 定職なし 5 長男 小学(長崎県) 21 役所小使(倉敷市) 土工→A白工 28 20 

⑧ 11 定職なし (死亡) 7 次男 中学(旧倉地区) 26 K紡績(倉敷市) 花蓮製造→A自工 35 24 

⑨ 14 農業・行商自営 農業 5 次男 専門(水島地区) 30 自動車修理(倉敷市) 自動車修理自営→A白工 32 18 

⑮ 8 農業自営・出稼 行商 8 長男 中学(鹿児島県) 23 大工見習(鹿児島県) A白工 32 24 

*'" ⑪ 15 (戦死) 食品会社勤務 4 次男 普高(広島県) 33 単車卸売(広島県) A白工 35 20 

⑫ 17 (死亡) 農業・商庖自営 5 長男 中学(岡山県) 32 A白工(倉敷市) 32 15 

C層 ⑬ 22 A自工勤務 2 長男 普高(旧倉地区) 41 アルハイト(大阪府) A自工 41 19 

⑪ 23 行商自営 行商 3 長男 商高(岡山県) 41 皮革製造(大阪府) A白工 41 19 

⑮ 22 (死亡) 4 次男 中学(香Jlll果) 37 鉄工所(大阪府) 機械製造→A白工 45 22 
宇品・ー.._---・ーーーー・------ー・・..一宇 一----------------------・ー・ Fー

⑮ 35 石油会社勤務 金属会社勤務 2 長男 普高(岡山県) 54 電気計測(倉敷市) A自工 54 22 

⑪ 32 商応自営 商1占 3 長男 工高(旧倉地区) 51 建材製造(倉敷市) A白工 55 20 
ー-ー.ー・..・ 圃占'守ー

⑬ 27 不動産会社勤務 栄養士勤務 4 長男 普高(岡山県) 45 A自工(倉敷市) 45 18 

⑮ 33 鉄工勤務 公社勤務 2 長男 工高(水島地区) 51 A自工(倉敷市) 51 18 

⑮ 35 食品勤務 (死亡) 2 長男 工高(岡山県) 53 A自工(倉敷市) 53 18 

⑪ 36 A白工勤務 スダレ製造勤務 2 次男 農高(岡山県) 54 A自工(倉敷市) 54 18 

⑫ 30 農業自営 農業 長男 定高(旧倉地区) 45 A自工(倉敷市) 45 18 

D層 ⑮ 22 国鉄勤務 長男 大学(北海道) 44 A自工本社(東京都) 44 22 

⑪ 35 タオル製造経営 3 次男 大学(兵庫県) 57 A白工(倉敷市) 57 22 

資料)実態調査より作成



場復帰を果たし，今日に至るのである。

* A重工M航空機製作所の技能養成工制度は 3年制で，機械工としての技能訓練や数学などの

学科教育を受けながら，多数の徴用者・学徒動員・女子挺身隊とともに飛行機の生産に従事す

るものであった。①は技能養成工の一期生，同じく②は二期生である。①によれば，当時2500

人以上の技能養成工が試験を経て採用され，彼の卒業した高等小学校からも 5-6名が採用さ

れたという。

第 2に，昭和 7年一17年に生まれたB層がある。彼等の就学時期は，戦中・戦後の混乱

期と重なっている。そこでB層の中には，父親が戦死した者(⑪)や， 1東京大空襲です

べてを失って倉敷へ流れてきたJ(⑦)者(5) 1戦後の混乱で『竹の子生活.IJ(⑧)を余

儀なくされた者等，戦争の被害を最も直接的に体験した者が少なくない。こうしたB層に

は，出身階層や最終学歴の点で異なる 2つのタイプが内包されており，約半数は相対的に

安定した自営業層の子弟で高校まで進学しているのに対し，残る半数はきわめて不安定な

階層の子弟で，中学卒業後，主に経済的な理由で進学を断念し，直ちに就職している(*)。

しかしながらいずれにせよ，彼等B層は，世代的・階層的に，戦中・戦後の混乱期，苦し

い生活の中で「とにかくまじめに，朝早くから夜遅くまで働いて自分達を育ててくれた」

(⑪)両親の姿を目の当たりにして育った経験を共有している。また彼等B層が，地元倉

敷市およびその周辺の高校や中学校を卒業した昭和26年-33年という時期は，全体として

非常な就職難の時期にさしかかっており，しかも B層には次・三男として生まれた者が多

かったため，たとえ相対的に安定した自営業層の子弟であったとしても，家業を継ぐこと

はできなかった。そこでB層は，多くの場合，出身階層や最終学歴の違いにかかわりなく，

「岡山日産のような大きな会社J(⑨)や「警察官J(⑥)等の安定した職場への就職を希

望しつつも，それを果たすことができず，倉敷市周辺の 3人一20人と比較的小規模な企業

にいったん就職せざるを得なかったのである。彼等がそこで従事した職種は，一部に中古

車の修理工等を含みつつも，多くは大工手伝い，貨物運転手見習い，販売員，土工等の不

熟練なものであった。しかも，そうした彼等の初職就労先はきわめて不安定で， 1勤めて

いるところが倒産J(⑤)したり，また労働諸条件もきわめて劣悪で， 12年間勤めたが，

給料が5000円と安く，労働時間が朝 8時から夜 7時までと長い。休みも月に 2日しかないJ

(⑪)， 1労働時間が長いし，いい仕事は全部兄弟子がとってしまうJ(⑨)等のような状態

であった(6)。それゆえ彼等の中には，数年後に初職をやめ，土工や花蓮製造等々，不熟

練職種で職場を転々と変えざるを得なかった者も少なくない(7)。そして高度経済成長が

本格化し， A重工M製作所が臨時工を大量に募集しはじめた昭和30年代， B層は， 1安定

したところに入ろうと思って，寄らば大樹の陰J(⑧)， 1もっと労働条件が良いところに

いきたい。前職に比べて， A重工は賃金が 3倍。残業も少なく 8時間労働J(⑪)， 1 A 

重工の方が発展性があるJ(④)， 1 A重工という名前にほれたJ(⑬)等々，労働条件の一

層の安定を求めて積極的にA重工を選択し，職場を転換してきたのである(針。いわば，

B層のA重工への入社は，あまりにも不安定な前職からの脱却という要求に基礎づけられ

ていたといえよう。
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* B層の中で相対的に安定した出身階層とは町前後の田畑を自作経営する農家や住職等で

あり，不安定な階層とは定職を持たない者や， 3 -5反の小作農家で「農業だけでは食べてい

けず，あさりゃしゃこ等をとって行商に出ていたJ(⑨)り， r農業は食べるだけだったので，

父が農閑期に山林仕事や土木仕事の県外出稼ぎ，母が魚の干物の行商J(⑮)に出ていた者，あ

るいは「父親が6歳のときに死んだので，母が3皮の田と駄菓子屋を経営J(⑫)していた者等

である。そしてこうしたB層内部における出身階層の経済的格差は，彼等の学歴階梯の違いに

明白に反映している。すなわち，相対的に経済的余裕のある自営業層の出身者は，多くが普通

高校や農業高校に進学しているのに対し，不安定階層の出身者の多くは，主要には家計上の理

由から，高校進学を断念しているのである。「友達は高校へいったが，自分は家が貧乏なので仕

方がなかった。私もだれにも負けないくらい頑張っていたが，進学はできなかったJ(⑧)， r工
業高校へ行きたかったが，家計が追いつかんと，思い，断念したJ(⑫)， r進学したかったが，生

活のことを考えたら無理だった。中学の時から卒業したら職人になれと父に言われていたJ(⑮) 

等の事例はその聞の事情を物語っている。不安定階層の中には高校進学はおろか， r中学も 1年

でやめてしまったJ(⑦)という者すら見られ，また進学した数少ない事例も， r家が貧乏だっ

たので，父は中学を出たらすぐ仕事をせよといっていたが，中学校の先生の説得でようやく父

も折れて 1年制の自動車専門学校へ行かせてくれたJ(⑨)という者に限られているのである。

第 3に，昭和22年一36年に生まれた C層がある。 C層の多くは，賃労働者の共働き家族

に2人一 4人兄弟の長男として生まれた。 C層には，いうまでもなく， B層でみられたよ

うな形での戦争の影響や戦中・戦後の「生活苦」は体験されていない。またC層の両親は

賃労働者であるため，彼等は，自営業層や不安定階層の子弟に見られたような「朝早くか

ら，夜遅くまで、働きつづけ」という両親像も鮮明には有していない。 C層の多くは，倉敷

市周辺の工業高校や普通高校を卒業しているが，彼等がそれ以上の進学をしなかったのは，

家庭の貧困のため「できなかった」というより，むしろ直接的には，彼等自身の希望・意

志で「しなかった」と自覚されていることが多い。 C層は，高校卒業後の職歴移動という

点では 2つのタイプを内包しており，約半数が高校卒業後，ただちにA自工に入社したの

に対し，残る半数は，いったん大阪市や倉敷市で皮革製造や鉄工所，電気計測，建材製造

などの企業に就職し 1年一 4年後にA自工に就労先を転換してきている(*)。しかし

ながら，彼等C層が最終的にA自工を就労先として選択した動機の基底には，こうした職

歴移動の差異にかかわりなく， I車が好きだった」こと，及び， I長男として，地元に定住

しなければならない」という共通した前提的認識が存していたのである。 C層がA自工を

選択したのは，確かに直接的には，それが「安定した大企業」であり，労働条件の面でも

相対的に安定しているからという， B層とも共通する動機に基づいている。また，ある C

層は「当時は (A自工に)入るのが難しくて，腕試しのような気持ちもあったJ(⑫)と

も語っている。しかしながら，こうした直接的な動機の基底に， I倉敷市周辺に定住しな

ければならないJという C層の長男としての意識が存したことを見逃すことはできない。

彼等C層が高校を卒業した昭和40年代以降には， I大阪の会社を学校から勧められたし，

友達もみんな大阪に行くので自分も行きたかった。学校の卒業生・同級生もたくさん行っ
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ていたJ(⑪)等のように，大阪に出て行くということが，初職を選ぶ際の魅力的な選択

肢のひとつとなっていた。それにもかかわらず，高校卒業後，直ちに地元のA自工に入社

した C層は，その理由を， rあととりなので地元にいなければならなかったJ(⑫)， r長男

なので県内にいなければならないと思ったJ(⑬)， r長男だからあちこちに飛ばされるの

はまずいJ(⑫)等と語っている。また，いったん大阪に出て，その後，地元のA自工に

Uターンして来た C層においても，そのUターンの理由は，必ずしも前職に対する不満で

はなく，むしろ， r母の体が悪くなったので，田舎に戻らねばならないJ(⑬)， rある程度

先もわかってきたし，上がる(出世する)見込みもな lio それなら長男だし，田舎に帰っ

た方がいいJ(⑭)等と語られている(針。つまりいずれにしても，彼等がA白工を選択し

た動機の基底には， r長男として地元に定住すること」という C層に独自の前提条件が存

していたのである。

* c層のうち，高校卒業後，いったん大阪に就職した者の場合，大阪に出ること自体が重要な

モメントとなり，その初職が彼等にとって第 1志望であった者が多い。他方， c層の中でも倉

敷市内の15人一20人規模の中小企業に初職を得た者の場合， r病院の事務を受けたがだめで，ど

こになるのかわからなかったから，とりあえず(初職の会社に)入ったJ(⑮)， r化学関係に行

きたかったが，オイルショックで化学関係は採用していなかった。それでどうするかなーと思っ

て職安で見つけたJ(⑪)等，もともと第 1志望ではなかったことが多く，それゆえ彼等は r(前

職の)給料がすくなかったから。 A自工だったら休みが多いし，給料もそこそこ出るからJ(⑬)， 

「より安定した会社を求めてJ(⑪)等の動機で， A自工を積極的に選択し，入社してきている。

この意味で，倉敷市内の中小企業に初職を得たC層のA自工への入社動機は，比較的 B層の

それに近い要素を持っているといってよい。しかしながら，こうしたC層においても，倉敷市

内に不本意な初職を得たのは，やはり長男として地元に残ることを前提条件と考えていた結果

であったという点で， B層と大きく異なっているといえよう。

第4に，戦後生まれで，しかも昭和40年代以降にA自工に入社したという点でC層と共

通性を持ちつつも，学歴階梯を初めとする諸指標で明確にC層とは区別される D層がある。

D層は，北海道・愛媛県など岡山県以外の出身者で，国立大学の経済学部を卒業した後，

ただちにA自工に就職した階層である。彼等の父親の職業は，国鉄勤務やタオル工場経営

など相対的に安定したものであり，母親は専業主婦である。彼等は長男であるか否かを問

わず，全国レベルで‘大企業に限って就職先を求め，たまたまrr青田刈りjされたからJ(⑫)， 
「保険会社に落ちたからJ(@)等の理由でA自工に入社した。したがって彼等は， A自工

に入社してはじめてM製作所に配置されることを知り，倉敷市に来住してきたのである。

第 2項 A自工における部署・職務配置の変遷

ところで，以上のようなA自工に入社する以前の労働一生活史における各階層毎の差異

は， A自工に入社した後の労働者諸階層の労働内容や部署・職務の変遷のあり方にも大き

な違いを刻印している(表 6-2参照)。もとより， A自工労働者各階層の部署変遷のあ

り方については，ひとつの際立った共通性を指摘しておかねばならない。すなわちA自工
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では，入社採用時に配置された部署に，その後も数十年間にわたって一貫して就労し続け

ることがきわめて多いのである。いうまでもなく， A白工における生産組織編成は，生産

品目の変化に対応してさまざまな分離統合を繰り返し(10) また技術革新に伴って各部署

での具体的な労働内容も大きく変化してきている。しかしながら，機械加工や組立，鋳造，

塗装，溶接等々，労働者諸個人が配置される作業部門それ自体は，入社採用時以来，ほと

んど変化・移動していないのが通例である。このことは，入社採用時にどの部署に配置さ

れるかということが，労働者諸個人のその後の職場生活のあり方をも大きく規定すること

を意味している。そして，こうした入社採用時の部署配置には，明らかに，入社以前の労

働一生活史に刻印された階層差が色濃く反映しているのである。以下，そうした実態につ

いて明らかにしていこう。

まずA層である。彼等は，戦前の技能養成工当時に習得した機械工としての技術を生か

し，戦後も一貫して機械加工や機械修理関係の作業に従事してきた。すなわち， I旋盤を

使用してエンジン・デフ・ギア関係の機械工作J(①)に従事したり， Iミッションケース

の部品の製作や機械の修理関係J(②)に携わってきたのである。これら機械関係の職場

では，多くの場合， I職人の神業J(①)といわれる高度な技能・熟練が要請されてきた。

そして昭和42年前後には，こうした技能・熟練を基礎に， A層はそれら機械加工・修理関

係の職場の作業長に昇進している。しかしながら昭和50年代以降になると，彼等の職場に

もNCマシンが導入され，手作業での調整・熟練のもつ意味が相対的に低下しはじめた。

そこでA層は，これらの職場の作業長の任を解かれるのみならず，約30年間にわたって就

労してきた機械加工・修理関係の職場から，アクセル機械課の改善班や総務部環境安全課

(官庁の窓口・各種免許取得の取り扱い)等の間接的な部署に配置替えされ，今日に至っ

ているのである (11)。

これに対し， B層の多くは昭和30年代にA重工M製作所に臨時工として途中入社したが，

その 1年-4年後には本工として正式採用されて，組立や鋳造・板金・プレス・品質管理

等々の職場に配置され，そしてそれ以来，一貫して現在に至るまで，ほぽ同ーの部署で諸

作業に従事してきている(12)0 B層が配置されたこれらの職場・部署は，組立や品質管理

をはじめとして，今日でもME化が相対的に進んでいないという特徴を有している。そこ

で，これまで20年一30年間にわたってB層が蓄積してきた知識や技能は，今日においても

彼等の職場では重要な意味をもちつづけているのである。現にB層は，作業遂行上，特に

資格を必要としない組立工作従事者を除き，クレーンやボイラー，溶接，玉掛け，プレス

作業主任等々，きわめて多様な技能資格を取得してきている。また彼等の中には，インド

ネシアや台湾，アメリカ，オーストラリア等に技術指導員として派遣された者も多い

( *) (13)。そしてこうした特定部門における技能・知識の蓄積の上に B層の多くは，監

督者講座(14)を受講し， I昇進・昇格を目標にがんばりJ(⑦)， Iねじりはち巻きで管理職

の勉強に全力投球J(⑤)をした結果，昭和50年代以降，そうした職場の作業長に任命さ

れて，今日に至っているのである。ただし最近の動向として見逃せないことは，こうした

B層の一部にも，すでに作業長を解任され，より若い層と交替させられる者が現れはじめ

ているという事実である。ある B層は， I作業長になっても定年間近になるとラインから
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表 6-2 入社後の仕事内容・職務変遷

階層 No. 職務移動(昭和)
現在の職場

役職(昭和) これまでに取得した資格
古E i軍

これまでに受けたOFF.JT

A層 ① 。3牒械→(57)アクセル機械(改善班) 部品工作 アクセル機械 (42-52)作業長 監督者講座・ QC.ZDの講座

② 位3廊品加工→担3機械修理ーベ5C安全管理 五誌 務 環境安全 (42-50)作業長 危険物・アーク溶接・安全管理 監督者講座

B層 ③ 例組立 組立工作 商用車第 1組立 ( -現)作業長 監督者講座・安全教育

④ (39派E立 組立工作 乗用車第 1組ウ: (55-現)作業長 監督者講座・安全教育・労務改善

⑤ (3l)，組立 組立工作 商用車第 2組立 ( - )作業長 監督者講座

⑥ (4C時且立 組立工作 乗用車第 2組立 (55-現)作業長 監督者講座 'QC講座

⑦ (32)プレス 部品工作 板金 (53-60)作業長 プレス主任・玉掛・安全指導・板金指導 監督者講座・安全教育・VE'QC講座

⑧ (32版金 部品工作 板金 ( -現)作業長 板金指導・プレス加工・プレス主任・溶接 監督者講座

⑨ (35)鋳造 部品工作 鋳鍛 (57-現)作業長 クレーン・ボイラー.i容接・プレス主任 監督者講座

⑩ 別邸品検査 品質管理 部品検査 (52-53)作業長 化学取扱・玉掛・特定運転 監督者講座

<D 
⑪ 。2)品質管理 品質管理 品質保障 (50-現)作業長 溶接・自動車整備・ 7オークリフト・大型2種 監督者講座・機械検査技能

⑫ 。5)品質検査 品質管理 組立検査 自動車整備

C層 ⑬ 肘)塗装 組立工作 商用車塗装 溶接・玉掛 安全教育

⑭ 同塗装 組立工作 乗用車塗装 コンピュ タ

⑪ (52)i容f妾 組立工作 商用車ボディ J容接 エア 回路・電気工事

⑮ (55)r容接 組立工作 乗用車ボディ 溶接 エア一回路・電気工事

⑪ (54牒械保全 部品工作 機械設備保全 溶接・危険物・玉掛 NCマシン・ロボ y 卜

⑬ 制騎造 部品工作 鋳鍛 ケレン

⑬ 性l牒械→(50)アクセル機械 部品工作 アクセル機械

⑮ 性l脚品検査 品質管理 購入部品検査 半導体・計測技術・創造性・安全教育

⑪ (55)品質管理 品質管理 組立検査 QC講座

⑫ 。5牒械→{43敗育 京ま 務 勤労 ( - )主任 作業管理者・職訓指導員・危険物・溶接・機械技能 VE教育

D層 ⑪ 臼6総務事務(東示本社→(56)倉敷市へ) 最t 務 勤労 (56-現)係長

@ (57総務事務 総 務 勤労

資料)実態調査より作成。なお，臨時工時代の職務は除く。



外されることが普通だ。定年 3年前からだいたいそういうことになるが，自分の場合は少

し早かった」と語っている。

* 技術指導員として海外に派遣された事例として，以下の 2例を掲げておく。

「昭和43年にインドネシアのA自工工場で，品質管理が必要だということで抜摘され 1年

間行ってきた。昭和49年にはオーストラリアにサザンクロス・ラリーの整備工として40日。昭

和57年にはアメリカで技術指導20日間。来年はマレーシアに技術指導に行く予定があるJ(⑪) 

「昭和54-56年，インドネシアの部品工場・合併会社に，技術アドバイザー・現地指導員と

して派遣されたJ(⑧) 

さて C層の多くは，昭和40年代以降.A自工に入社した際，組立工作部の溶接・塗装，

部品工作部のアクセル機械・鋳鍛・機械保全，そして品質管理部等の職場に配置され，そ

の後，職場移動をほとんど経験せず，今日に至っている(15)。彼等C層もまた.B層と同様，

溶接や危険物取り扱い，玉掛け等の技能資格を積極的に取得しつつある。しかしながら C

層の配置されている職場は，溶接や塗装，機械保全等をはじめとして B層とは大きく異

なる特徴を有している。すなわち，これらの部署の多くでは溶接ロボットや塗装ロボッ卜

の導入をはじめとするME化がもっとも進行し，したがって C層に対しては，コンビュー

ターやNCマシン，電気工事等々の技術的な企業内教育 (OFF・JT)が企業から組織

的・系統的に施されているのである(* )。こうした意味でC層は.A自工の中でも，近

年のME化を伴う技術革新に対応した新型の労働力として明確に位置づけられているとい

えよう。とはいえ，こうしたC層は，未だB層のように海外での技術指導に出た経験はな

く(16) また各職場の作業長にも昇進してはいない(17)。

* C層の中でも，塗装・溶接・板金等，特にME自動機械を主要に使用する諸作業に従事して

いるのは，高校卒業後，直ちに新卒採用でA自工に入社した労働者であることが多い。これに

対し，高校卒業後，いったん他の企業に就職し.A自工に中途採用されたC層は，多くの場合，

道具や手動機械を相対的に多用する機械加工や品質管理等の諸部門に配置されている。とはい

え，後者を含めてC層は全体として， ME技術をはじめとする技術的な教育を，積極的に与え

られている。「新しいNCマシンがはいったら，会社の金で大阪に 1週間位研修に行く。そうし

て出張研修を受けた者がレポートを書いて，班でロボットについての講座を開くJ(⑪)， ["昭和

54年一58年，東京工大のコンピュータ一回路関係の通信教育を受けていたJ(⑬)， ["半導体と回

路について日本技能開発センターの研修を受けた。その他に計測機についての教育も受けた。

コンピューターもやらなきゃいかんと考えているJ(@)等の事例は，そうした事実を具体的に

物語っているといえよう。

以上の各階層に対し. D層は.A自工に入社して以来，一貫して総務部勤労課で生産ラ

インから離れた事務職員として就労してきている。彼等D層の中には，東京本社に勤務し

た後，倉敷市のM製作所に転勤してきた者や，あるいは今後再び東京本社への転勤が予想

される者も含まれている。彼等は特に技術資格を取得してはおらず，また受けた企業内教

育も OJTが中心で、ある。なおD層のうち l名は入社後10年目ですでに係長に昇進してい
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第 3項 A自工労働者の家族形成史

さてこのような A重工・ A自工に入社して以降の職場生活の歩みは，労働者諸個人に

とっては，自らの家族を形成してくる過程と時期的に重層している。 A自工の労働者諸階

層に共通しているひとつの特徴は，途中採用のB層やC層の一部をも含め，すべてがA自

工 (A重工)に入社した後に結婚し，新たな家族を形成してきたことである。この事実は，

とりわけ途中採用のB層等において， A重工への入社が，生活の安定のひとつの重要な契

機となっていること，労働者自身にもそのように受けとめられていることを示唆している

といえよう。そしてその上で，こうしたA自工労働者の家族形成史には，以下に示すごと

き階層的な差異を見てとることができる(表 6-3参照)。

まずA層は，前述のごとく自営業層の長男として生まれており，そこで， A重工M製作

所に入社した後も，自営業を営む両親と同居してきた。戦後の10年間，彼等は決して裕福

とは言い難い出身家族において，両親とともに働き，自らの弟や妹を就学させ，家計を支

えてきたのである。 A層の 1人は， rズボン 1本も買えないような状態の中で，妹を高校

にやってめんどうを見てきたJ(②)と当時の生活を語っている。 A層が結婚したのは，

弟や妹が他出した昭和32年-34年，彼等が30歳前後のことである。その後，彼等A層は，

「自分の(これまでの)生活が苦しかったので，子供たちだけは安定した生活をさせたい」

(①)と考え，子供には大学や専門学校，高校等，高い学歴を身につけさせてきた。そし

て今日，彼等A層の子供達はすべて学校を終えて就労し，また彼等の長子はすでに結婚し

て他出している。その意味で，今日， A層は，相対的に金のかからない家族周期段階に入っ

ているといってもよいであろう。

これに対し B層は，多くが次三男として生まれており，就職や結婚を契機として両親と

別居している(18)。彼等が結婚したのは昭和31年-45年，不安定な前の職場から A重工に

転職してまもなくのことである。彼等は当初， A重工の社宅・アパー卜に入居していたが，

しかし作業長に昇進した昭和50年前後にローンで自らの家を建てるに至る。そして彼等B

層の多くは，現在も大学・高校・中学等に就学中の子弟を抱えており，また今後も， r学
校(高校)に行きたくても行けなかった」という自らの体験をふまえ， r子供には，好き

な学校に行かせてやりたい」と考えている (*l。総じて B層は，ここ10年間および今後

の数年間，住宅のローンや子供の教育費をはじめ，もっとも経済的な負担の大きい家族周

期にさしかかっているといえよう。そこでB層では多くの場合，その妻もパート等で勤め

た経験をもち，現在も約半数の妻がパート事務・美容師・看護婦等の就労を続け，年間80

万円-180万円を家計に入れているのである。

* B層の子供達の進学に対する考え方については， r進学したくてもできなかった」という自ら

の体験が，きわめて色濃く反映している。以下，若干の事例を掲げておく。

r(子供は)女子だが，短大まではやってやりたいと考えている。希望するだけの学校に上げ

てやりたい。短大でも大学でも。自分が貧乏で行けなかったから。できたら何か手に職をつけ

てやりたいJ(⑪) 
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表 6-3 家族形成と現在の実族構成

階層
結婚年

No. 
(昭和) 未就手 小 学 校

A層 ① 34 

② 32 

B層 ③ 33 

④ 31 

⑤ 38 

⑥ 37 

⑦ 38 

⑧ 38 長男

⑨ 41 

⑩ 41 

⑪ 45 次女

⑫ 長女

C層 ⑬ 長男

⑪ 50 次男 長男・長女

⑪ 50 次男 長男

⑪ 50 長女 長男

⑪ 57 長男

⑬ 58 長男

⑬ 

⑮ 未婚

⑪ 未婚

⑫ 未婚

D層 ⑫ 47 長男 長女

@ 未婚

資料)実態調査より作成

子

中学校

長男

次女

長男

長男

長男

長女

長女

供 の 状 態

"元 校 大学 就業(同居) 就業(別居)
妻の就労 その他の同居家族

長女・次女 長男 縫製勤務

次女 長女

長女・次女 パート(不定期)

長男 長女 パート 父(兄が家出のため)

長女 ノfート(事務)

長女 長男

長女 美容院勤務

長女・次女

長女 ( 2年前までパート)

長女 ノfート

(最近まで幼稚園事務)

看護婦

父・母

看護婦 祖母・父・母

(社宅)

父・母

(社宅)

(社宅)

母

(社宅)

父

(社宅)



「私は中学にも行けなかった。苦い思いをして青春を送った。だから子供は大学にも行かせ

ているJ(⑦) 

i(長女の進学は)高校まで，大学はいらないとハナから考えていたが，子供から進学したい

という希望があったので行かせることにした。自分としては進学したかったが，父親に『職人

になれ』と言われていたのでJ(③) 

C層の多くは，長男として生まれ， A自工入社後の現在も両親と同居している。彼等の

両親は，多くの場合，まだ現役の賃労働者として働いており， c層とともに家計を支えて

いる。そしてC層には，一部に未婚の者もおり，また結婚している場合でも，現時点では，

子弟が未就学もしくは小学生に集中している。したがってC層の家計は相対的にはゆとり

があり，また家族周期的にも，未だ特に経済的に負担の大きい段階には至っていないとい

えよう。そこで彼等C層の妻は， I子供に手がかかる」こととも相まって，現在は外での

就労を行なっていない。もとより C層の一部には，両親と別居して， A自工の社宅・アパー

トに居住している者もある。しかし彼等もいずれは両親と同居するつもりでおり.1玉島(地

区)に父の家があるから，自分で家を建てる必要はないJ(⑬)等と考えているのである。

なおC層の既婚者は昭和50年代以降，平均24歳と前述のA層・ B層に比べて，極めて若い

年齢で結婚をしている。ここでも，他の様々な諸要因とともに，彼等の経済面での相対的

安定が，一定の基底をなしているという事実は否めないであろう。

最後にD層である。 D層は，彼等自身の結婚や子弟の状況についてはC層とほぼ同様の

特徴をもっている。すなわち既婚者の場合， 25歳前後で結婚し，子供は未就学もしくは小

学生，そして妻は専業主婦である。しかしながら， D層は前述のごとく，岡山県以外の出

身者であり，しかも出身地以外の大学を卒業した後，就職に際して倉敷市に移動してきた

層である。それゆえ彼等は， C層とは異なり，長男であるか否かを間わず，大学入学以来，

今日に至るまで両親とは別居しているのである。なお未婚のD層は， A自工の独身寮に住

んでおり，ここでは一カ月の寮費(食費・家賃・電気代等)が約 1万8000円-2万円と生

活費は相対的に安く済んでいる。

第4項 A自工労働者諸階層の史的形成過程

以上， A自工M製作所における労働者諸階層の史的形成過程を，諸個人の生活史のレベ

ルにまでおりて， A自工入社以前の状態， A自工入社以後の部署・職務の変遷，そして家

族形成史の諸相から分析してきた。ここでまず明らかなことは， A自工M製作所の労働者

各階層の生活史には，全体としていくつかの明確な共通性が看取しうるという事実である。

すなわちまず彼等の多くは，旧倉敷地区や倉敷市周辺町村部をはじめ， A自工M製作所が

位置している水島地区以外の出身者で、あり，いわば相対的に広範な地域からA自工に就労

してきている。また彼らは， 15歳-26歳と比較的若い時期にA自工に入社し，以来ほぽ一

貫してA自工で就労してきている。そしてまたA自工 (A重工)に入社した以後も，彼ら

には職場・部署を越える移動は少なく，同じ職場で特定部門における技術・知識を継続的

に蓄積してきている。さらに彼等の多くは， A自工 (A重工)への入社によって，多かれ

qu 



少なかれ，それ以前の状態に比べて相対的に安定した生活をかちとり，そうした安定の中

で結婚し，自らの家族を形成して来たのである。

しかしながら同時に， A自工M製作所の労働者は，彼等の生活史の具体的な内実にまで

立ち入って見るならば，その入社以前の労働一生活史，すなわち日本資本主義のいかなる

発展段階に，いかなる階級・階層の家族構成員として生を受け，その後いかなる学校と職

場の移動遍歴をたどり，いかなる動機でA白工 (A重工)に入社するに至ったのかという

点で大きく異なる 4つの階層を内包していた。そしてこうした入社以前の労働一生活史の

歩みは，彼等のA白工 (A重工)入社以後の労働内容や職務の変遷，家族生活のあり方と

その変容にも大きな差異を刻印して，今日に至っていたのである。

すなわち第 1に，昭和 2年一 3年に貧困な自営業層の長男として生まれたA層は，倉敷

市周辺の高等小学校を卒業した後， Iとにかく早く働いて家計を助けなければJという必

要性に駆られ，直ちにA重工M航空機製作所の技能養成工として就職した。彼等はこうし

て15歳の時から両親とともに家計を支え，自らの弟や妹を就学させてきたのである。技能

養成工時代も含め，彼等は， A重工における機械関係の職場で，機械工として「職人の神

業」といわれるほどの高度な技能・熟練を習得し，そして昭和42年にはそれを基礎に機械

関係の職場の作業長に昇進した。このような中で彼等は，弟や妹を就職させ，自ら結婚し

て子供を育て， Iズボン 1本も買えない」といわれたほどの貧困の中からしだいに生活水

準の向上を克ち取ってきたのである。こうした過程はA層にとって，仕事内容の面でも，

また家族生活の面でも，きわめて「張り」に満ちた日々であったといえよう。そして昭和

50年代以降， A層の子弟は学校を卒業して他出し， A層自身は相対的に経済的負担の少な

い家族周期段階にさしかかっている。しかしその反面，職場においてはME化の進展に伴っ

て従来の技能・熟練が陳腐化し，彼等A層は作業長を解任されるのみならず，従来の機械

関係職場から間接部門へと配置転換され，新たな対応を迫られているのである。

第 2に，昭和 7年-17年に自営業層・不安定階層の次三男として生まれたB層は，就学

時代を戦中・戦後の混乱期に過ごし，さまざまな「生活苦」を体験してきた。また彼等は，

倉敷市周辺の中学・高校を卒業する際には，深刻な就職難に見舞われ，そこで希望通りの

進学・就職を果たすことができず，半ばやむなく地元の不安定な中小企業に就職し，劣悪

な労働条件の下，不熟練労働に従事することになったのである。彼等が昭和30年代以降，

A重工を積極的に選択し，転職してきたのは，何よりもそうした不安定な状態からの脱却

をめざした結果にほかならなかったといえよう。彼等B層はA重工に入社して以来，組立・

鋳造・板金等の職場でさまざまな技能・資格を取得し，また結婚して子供を育ててきたb

この時期は，彼等の人生において相対的に安定した時期であったといってよい。そして昭

和50年代以降，彼等は一方でこれまで、培ってきた技能・熟練を基礎に作業長に昇進するが，

他方で、高度の学歴水準にある子供の教育費や住宅新築ローン等の経済的負担を抱えるに

至っている。しかもその上にB層の一部では，早くも作業長を解任される者が発生してき

ているのである。

第 3に，昭和22年-36年，賃労働者の共働き家族に長男として生まれた C層がある。彼

等は高度経済成長期に就学し， I生活苦」の直接的な経験は特に有していない。昭和40年
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代以降，彼等は地元倉敷市及びその周辺地域の高校を卒業し，大阪に就職することにあこ

がれ，また一部は実際にいったん大阪に就職したが，結局， I長男だから地元に定住しな

ければ」と考え，地元の安定した大企業である A自工に入社してきたのである。 A自工入

社以来，彼等は塗装・溶接・機械保全等， M E化がもっとも進展した職場に配置され，そ

こでコンビュータ一関係をはじめとする様々な技術教育を受け，今日に至っている。また

彼等は， A自工に就職した後も，現役の賃労働者である両親と同居し， しかも未だ独身も

しくは子供が幼少であるため，経済的には相対的に安定しているといってよい。

第4に， c層と同じく戦後生まれで昭和40年代以降にA自工に入社した者の中で， c層

とは大きく異なっている D層がある。 D層は岡山県以外の諸地域に，相対的に安定した都

市自営・賃労働者層の子弟として生まれ， c層以上に「生活苦jを経験していない。彼等

は大学まで進学し，長男であるか否かを間わず，全国レベルで民間大企業に職を求め， A

自工に採用された結果，倉敷市に来往して来たのである。 A自工入社以降，彼等は総務部

で事務関係の仕事に従事しており，入社後約10年目には係長に昇進している。彼等D層は

いうまでもなく両親とは別居しているが，現在，独身あるいは既婚であっても子供は未だ

幼少の段階にあり，経済的負担は相対的に少ない家族周期にあるといえよう。

〈注〉

(1) 梶原一明『比較 日本の会社j実務教育出版昭和58年を参照。

(2) A自工M製作所資料より。なおA自工の企業的特徴の詳細については，小林甫 rA自動車工

業株式会社ならびにM自動車製作所の概要」北海道大学教育学部教育社会学研究室『調査と社

会理論・研究報告書11一現下における自動車企業の職場構造と労働者生活j昭和62年を参照。

(3) A自工M製作所資料・ A自工労働組合資料より。なお各部課の生産工程上の位置の詳細につ

いては，藤井史朗「自動車生産における労働一協業形態の諸特質」北海道大学教育学部教育社

会学研究室『調査と社会理論・研究報告書11一現下における自動車企業の職場構造と労働者生

活j昭和62年を参照。

(4) なお，①は昭和19年11月から兵役につき，同21年5月に博多に帰還した。

(5) ⑦の父は長崎県の不在地主の長男であり，戦前は東京で20人程を雇用する機械工場を経営し

ていた。しかし，戦争中，強制立ち退きで東京を追われ，一時長崎県に帰っていたが，家を継

いだ弟と折り合いが悪く，戦後，水島に移動してきた。父としては一日も早く東京に戻ること

のみを念願し，水島では定職に就かなかったとのことである。

(6) ⑧はB層の中ではめずらしく，倉敷市の大企業である K紡績に初職を得ている。 K紡績は当

時，朝鮮戦争の特需で活況の最中にあり，労働条件もよく， r進学以外の人はみんな受験した」

といわれている。彼はこのK紡績の機械工として同じ中学校から 2名採用された内の 1人であ

る。なお⑧によれば，当時はこのK紡績の入社試験に不合格だった者が，主にA重工に回った

とのことである。しかしその後，彼は転勤で県外に 2年間派遣され，仕事にいきづまりを感じ，

またホームシックにもなって，昭和30年にK紡績を退職している。また⑫は， B層では唯一，

A層と同様， A重工の技能養成工として採用されている。彼は中学卒業後，養成工となった動

機を「ネーム・バリューがあったから」と語っている。さらに⑨は，中学卒業時にA自工の養
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成工試験を受験し，不合格におわったが，その時のことを r65人受け. 5人しか合格しなかった」

と述べている。

(7) また初職の職場集団のあり方に古い親方・子方的な関係が残り，そのことが戦後教育を受け

た彼等B層にはなじめなかった面もあった。⑮は.r大工の見習いで 8年間勤めた。村でも腕が

いいと評判の親方で，きびしくしつけられた。親方の評判をおとしたら困るということでなか

なか一人前にさせてくれなかった。ひとつの仕事を最後まで責任もって 1人でやらせてもらえ

ない。昔かたぎで，自分ではおしつぶされたような気持ちでいやになっていたJと語っている。

(8) ⑮はB層では数少ない岡山県外(鹿児島県)からA自工の募集に応じてきたケースである。

彼は，当時A自工に就労していたいとこから求人の情報を得て移動してきた。当時をふりかえっ

て彼は「県外に出るのだから，石にかじりついてもという決心で、来たJと語っている。後述す

るC層が，学卒後，大阪への就職にあこがれ.r友達もみんな大阪に行くから」と比較的気楽に

県外に出たことと対照的である。

(9) ⑭は大阪から帰った後，機械修理工とスーパーマーケットの倉庫運搬夫の 2つの職場を転々

としている。

側例えば，⑪の場合，昭和32年 9月に本工採用されて以来，一貫して品質管理の職務に従事し

てきているが，当初は製造部所属であったものが，昭和46年から新設された品質管理部に移り，

現在にいたっている。また⑫も，品質検査の職務に従事してきたが，昭和43年以前は塗装部門

の検査担当であったのに対し，それ以後は機構の統廃合に伴い，品質管理課に所属替えされて

いる。

制①は，作業長解任後の田和55年から 1年半.A自工の下請企業に出向している。

(12) ただし，③がA重工にはじめて就労したのは，昭和31年.A重工神戸造船所においてである。

当時の彼の職務内容は事務であった。その後昭和37年，彼は住宅事情の関係から.A重工名古

屋機器製作所に転勤し，そこで事務から工程管理の仕事に転換する。そして昭和39年から，彼

はM製作所に転勤して来たのである。

同 こうした海外派遣の経験は，今後B層が習得したいと考えている技術内容にも反映している。

⑮は「語学が大事。日本だけの企業ではない。よその国へも伸びねば。インドネシア・タイ等

の人たちと交流するためにも言葉が大事だから，そういった勉強をしたい。よそへ行って指導

するにも，言葉が通じなければ話にならない。指導が出来ねばいかんと思う。材料検査につい

ては，私はプロなんだから」と語っている。

(14) B層に対する監督者教育は，隔週 1回で半年間行なわれた。内容は，指導力を高めるための

講演，部下との人間関係を深める方法論の指導，発言や文章，メモ能力を高める練習等である。

(15) ここでも職場機構の統廃合に伴う移動や技術革新に伴う労働内容の変化があったことはいう

までもない。例えば⑮は，入社以後一貫して塗装関係の検査に従事してきたが，当初は品質管

理部の組立管理課所属であったが，昭和57年以後は検査室所属に変化している。また⑬も.r 4 

年前に塗装が乗用車と商用車に分離した。その後も，班の名前は何度も変わったが，班そのも

のは変わらない。ずっと塗装の仕事だ」と述べている。なお⑫はB層の中で唯一，明確な職務

移動があった事例である。彼は本工に採用されて以来，生産技術課で機械図面を製作していた

が，旋盤の技術に優れ，技能オリンピックの全国大会に出場したこともあり，昭和43年に総務
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部教育課に移り，養成工等の実習指導員になった。昭和46年には彼の職務内容はほぼ事務職一

本となっている。

Q6)⑪は，昭和51年一55年にかけて.r自分の勉強になるから行ってこいと上司に言われJ.電装

品部品関係の下請企業に出向した経験がある。

。7) A自工では技能等級制度が実施されており，技能の 1級一 5級，監督の 1級(副作業長)と

2級(作業長)がある。この昇級は，作業長層による成績会議で決定されるが.c層の中には，

この決定に対して不満をもっている者もいる。ある C層は.r課の 8人の作業長のうちの 1人が

反対すると昇級できない。こういうやり方に不満を持っている者は多い。自分もそう思っている。

自分で能力があると思っても，評価されないこともある」と語っている。

(18) ただし④は次男でありながら，例外的に父親と同居している。これは長男である兄が出奔し

たためである。

第 2節 A自工M製作所労働者をめぐる労働諸条件とその受けとめ方

A自工労働者諸個人の労働一生活史，労働者諸階層の史的形成過程にみられる以上のよ

うな階層的な相異は，現時点の彼等の職場における客観的な労働諸条件のみならず，その

主体的な受けとめ方にも大きな影響を与えざるをえない。またそうした客観的な労働諸条

件やその主体的な受けとめ方の相異は，現段階における労働者諸個人の全生産・労働一生

活過程を，何よりも決定的に特徴づけるものにほかならないであろう。そこで以下，労働

者諸階層の史的形成過程の帰結として現段階的な特徴を浮き彫りにするという視点から，

労働内容，労働時間，賃金の諸相について，それらの客観的特徴と主体的評価のあり方を

明らかにしていこう。

第 1項 労働内容と「合理化」・人員削減

はじめにA自工の生産工程における具体的な労働内容とそれに対する労働者自身の受け

とめ方の問題である(表6-4参照)(1)。

まずA層は，現在，前述のごとく，アクセル機械課の改善班や環境安全課の安全係等，

直接的な生産工程から離れた部署に配置されて就労している。そこで彼等は.r改良のた

めの設計，現物合わせ」や「安全の確保」等に気を使うことは多いが，しかし，個々の作

業内容や職場内部の対人関係等において，特に難しい点や危険な点を感じてはいない。む

しろ彼等は，機械関係職場の作業長であった配置転換以前の仕事内容と比較して，現在の

仕事内容の方が， U人でやる仕事なので，神経を使わなくていい。現場にいたときには

部下を評価するのが精神的な負担になっていた。それがなくなってホッとしたJ(②)等

のように，おおむね肯定的に評価している。しかしながら他方で，彼等は作業長から解任

されて以来，いっさい昇進・昇格をしていない。それゆえ， rおれは学校を出ていないので，

一回も実質昇格していない。ひがむわけではないし，お金のことをあれこれいうわけでも

ないが，自分の仕事上，人との接触が多いので，役付きがないと肩身のせまい思いをする。

そういう点で損をしている。だからおれは名刺交換がきらいだJ(②)といった悩みも抱
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表 6-4 労働内容上の特徴と問題点

階層 !も 仕事上の難しい点・気を{吏う点 仕事上危険な点・事故

A層 ① 改良のための設計・現物合わせ。

② 安全の確保。対外折衝。

B層 ③ 部下との人間関係。生産・労働・能力の管理。 機械使用。部品落下でけがの経験あり。

④ 部下との人間関係。省人化や無断欠勤への対応。 異例作業のとき。ほほに板金スクラ yフ。がつきささった。

⑤ 部下との人間関係。次々に少数精鋭化。「合埋化」の波。 異例作業のとき O 指の切断。劇薬の使用。

だれを回すかの心労。

⑥ 人間関係。上からは押さえつけられ， ドからは反発を プレスの2度落ち。やけどはしょっちゅう。騒音による難聴。

うける O 生産性向上が厳しすぎる。

⑦ 人間関係。ラインの流れが速すぎる。入手不足。無断欠勤。

⑧ 職場の人間関係。 指切断の経験あり。

⑨ 多様車種のオプションへの対応。

⑩ 触媒等の分析 ガス爆発。ガスは人体にも危険。グライングーによる事故。

⑪ 

⑫ 

C層 ⑬ 1 C等，新型部品への対応。

⑪ NC化にともなう機械精度の高度化。 機械をスト yプさせないで調整している。

⑪ ロボ y トの事前チエソク・整備。 プレス部品の切り口は刃物に近い。アームで指をはさ

み，大けが2回。小さいけがはしょっちゅう O

⑬ ロボソトのチェ yク。溶接条件を決めるまでの処理。 スポ y トj容f妾のチリ。

⑪ ブランクライン・ピニオンの刃切り O ラインのチェック。 自動盤のカ yター交換。

⑬ 改善。すべての構造を知る必要。 ガスや切断機の使用。

⑮ 塗料を検査すること。塗料は生物だから，カンとコツ 濃硫酸・硝酸。車をばらす際の高速回転機による切断

が必要。 事故。薬品でやけどの経験あり O

⑫ 炉の点検。経験とコツが必要。 炉の中に落ちないように。多少のやけどはある。暑さ・

煙・ほこりがすごい。通風が悪く. 43度位になる。

⑪ シーリング等，子塗り作業部分。

⑫ 人員減で，教育の時間が取れない。 応援作業で，チェーンに巻き込まれ，指を切断。

D層 ⑫ 人間の私生活がかかわってくる O

⑪ 海外出張の時等の健康管理。

注)実態調査より作成。なお「労働内容の問題点」は，労働条件の中で特に労働内容に関する問題を選択した者である。

労働内察の問題点 仕事の「張り」

O 

O 
O 

O 

O 

O 
O 
O 
× 

O 

O 
仕事がきつい O 
仕事がきつい O 

仕事がきつい O 
仕事がきつい O 
仕事がきつい O 

× 

職場が暑い・汚い × 

ム

O 



えており，仕事そのものに対する「張り」という点でも若干の不満を持っているのである。

これに対し， B層は，組立工作や板金，鋳鍛，部品検査や品質保障等， ME化・自動化

が相対的に進んでいない職場に配置されており，多くの場合，そこで作業長として就労し

ている。彼等の主要な仕事内容は， I一週間の各ラインのフログラムを見て 1日の作業を

決め，朝会で伝達する。安全面や生産量の進展状況，従業員の休欠状況を点検し，それに

応じた作業能率向上のための指示を月毎・日毎に出す。その他に作業日誌をつけたり，他

の部署との連絡・調整をとったりするJ(⑥)ことである。また欠勤者が多い等の理由で

生産工程が順調に流れない場合には，作業長である B層自身が，適宜必要な部署に入り，

作業を手伝うこともある。したがってB層には，職場全体の生産を見通し，適切な指示を

下すための視野の広さや判断能力が求められ，しかも同時に，必要に応じて職場のどの部

署・職務をもこなせる技術的力能が要請されているのである。こうした諸力能は，いうま

でもなく，彼等が20年-30年間にわたって特定の職場に継続的に就労し，そこでの技術革

新に対応してくる中で獲得されてきたものにほかならない。

ところで，このような B層の作業長としての仕事においてもっとも難しいのは，職場の

部下との人間関係を円滑に保つことである。とりわけ近年の「合理化」・人員削減(2)の下，

欠勤者を出さずに生産を順調に展開する上で，職場集団を人間関係的に把握することは決

定的な「至上命令」となり，また同時にますます困難な職務課題にもなりつつある(*)。

このような困難な職務の遂行は， B層に「苦労ばかりで眠られないJ(④)日々や「精神

的疲労J(⑧)の蓄積を強制し，精神的な面から彼等の健康をさいなんでいる。近年， B 

層の一部が作業長の職務を解任されているが，これも「ストレスがたまり，胃かいようJ
(⑪)等の病気(3)になったことが直接の原因とされているのである。

* r合理化J.人員削減の下，職場集団の掌握・部下との人間関係に関する苦労がB層で増加

していることを示す事例には，枚挙にいとまがない。

「今はちょっと仕事にいきづまっている。生産性向上が厳しい。作業長になると上からは押

さえつけられるし，下からは反発を受ける。厳しいことや無茶，出来もせんことを言われて，

係長も因っているので，わしが軽く受けとめて下におろしてやらなければならない。上からの

要請をそのまま下におろしていては，下がついてこない。作業長になって苦労ばかりで眠られ

ない日もある。明日までにこれだけ部品をつくらにゃならんという時に，従業員が『子供が病

気で休ませてくださいjと言ってくる。休暇届けを係長のところにもっていくと『何で休ませ

るのか』と，わしがしかられる。(反対に)若い者とけんかになることもある。休んだ者の分を

自分が埋め合わせると，自分の(本来の)仕事ができない。係長に『作業長はそんな仕事をす

るものじゃないjとしかられる。わしがおらんときの怪我(事故)だけは因る。作業長の責任

になる。係長は逃げる。課長には I労災にするな。休ませるな。家族に謝って連れてこいjと

いわれる。課長が鬼みたいに見えてくるJ(④) 

「班員の出勤率は95%。出勤率には体調や人間関係が影響している。休ませないようにする

ためにあれこれ気を使い，こちらの精神的疲労は大きい。省人化が進んでいるので若い者の無

断休暇が一番困る。J(⑧) 

「少数精鋭主義になっているから，私の立場としては，できるだけ休みをとってくれるなと
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いうことだ。そういう点でも部下との人間関係は大事だし，一番難しいJ(⑦) 

このような精神的な負担に加え， B層の職場には，よりフィジカルな危険や事故も多く

見られる。組立職場では部品や機械の落下による事故が発生している。板金職場では指の

切断事故や「板金のかけらが飛んできてほほにつきささり 5センチ位切ったJ(④)と

いう事故が起こっている。鋳鍛職場でもプレス機による圧迫事故や「やけどはしょっちゅ

うJ(⑥)という状態であり，またここでは，前処理工程で用いる薬品の悪臭や「耳栓を

して，その上に耳カバーをしていても，耳をやられる。わしも難聴になったJ(⑥)とい

われるほどの騒音の問題もある。さらに品質管理の職場では劇薬の使用にともなう危険性

が指摘されている。そしてここで何よりも特徴的なことは，こうしたB層の各職場での事

故が， I何分か仕事の方の促進をはかろうとしてやったJ(⑥)， I安全装置はついているが，

普通は(停まったことを確認しないで)リズムでやっている。安全担当者は停まったのを

確認してからやれというが，その通りにやると生産性が落ちるJ(④)等のように，しば

しば「合理化」 ・生産』性向上と結ひeついて発生しているという事実である(*)。

* B層の各職場での事故発生が「合理化」・人員削減，およびその下での生産性向上と密接な

関連にあることを示す事例として，次の 2例を掲げておく。いずれも現役の作業長である B層

自身が事故に遭遇した事例である。

「作業工程で(作業が)つまっていたので手助けをしていて，チェーンにカバーをかけてあ

るところに手を入れたところ，他の人がスイッチ操作をまちがえ，手袋を巻き込まれ，指を 2本，

中指と薬指を切断することになった。こんな事故は会社側は，こちら(労働者側)の責任問題

と言ったが，何分か仕事の方の促進をはかろうとしてやったわけで，悪意のあるものではない。

スイッチを入れた者は，自分の職場の者で文句も言えなかった。次の日から仕事についたが，

かなりショックだったJ

「一番危ないのはプレスの 2度落ち。手を入れたときに上で停まらずに落ちてくることがある。

安全装置はついているが，普通は(停まったことを確認しないで)リズムでやっている。安全

担当者は停まったのを確認してからやれというが，その通りにやると生産性が落ちる。それ以

外にも，コンベアに足をはさまれたこともある。省エネで止めている時に，スイッチを切り忘れ，

突然動きだして足をけずられた。」

このようにB層における作業長としての職務遂行は，全体としてきわめて困難で，かっ

危険なものでもある。しかしながら，同時にわれわれがここで見逃してはならないことは，

こうした作業長としての地位と職務，とりわけ部下を指導・統括して生産を管理するとい

う職務内容それ自体が， B層にとっては，ひとつのきわめて大きな精神的な「張り」になっ

ているという事実である。 B層の多くは，現在の仕事に「張り」を感じており，そしてそ

の「張りJの具体的な内容は，部下を指導・統括する彼等の仕事内容に直接関連している

ことがきわめて多い。「監督職だから f張りjはあるね。部下に『楽をしてもいいから，

いい品物をつくれjと指導している。改善もやってきたし。前任者よりも高い評価を受け

ている。自分の作った車がトヨタにも日産にも負けも劣りもせんという，自分の仕事に誇
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りがあるJ(③)， r仕事一筋で，困難なものへアタックするのはやりがいがある。監督職

だからね。妻からは『あなたから仕事を取ったら何も残らないjといわれているJ(⑦)， 

rr自分にまかせろjという感じでみんなに信頼をもたせている。そういう点で f張りjは

あるねJ(⑨)。これらの言葉は，彼等の職務内容に基づくやりがい感・ 「張り」を端的に

示しているといえよう。そしてこうした精神的な「張り」が， B層の現在の労働内容のみ

ならず， A重工入社以来，一貫して同じ部署の職場で就労し，その生産過程を熟知し，技

術・熟練を蓄積してきたという彼等の労働一生活史の歩みに裏打ちされたものであること

は，いうまでもない。

しかしながらまたそれゆえに，近年， B層の一部で発生している作業長の解任・降格と

いう事態は，彼等にとって深刻な問題とならざるをえない。とりわけ彼等は，作業長から

解任された後も， A層のように他の職場に移されるのではなく，引き続き同じ職場に留ど

められ，年下の作業長の下で一般作業員として就労することになるのである。近年，作業

長を解任された B層の 1人は次のように語っている。「作業長のときは，自分に与えられ

た職務をまっとうし，部下との人間関係を良くしていくことに専念してきた。仕事でほめ

られることが，自分自身にとってもいきがいであり，目標であった。しかし会社の方から

作業長をやめるように言われた。自分より若い人が新しい作業長になった。IこんなものかI

という思いで一時は(会社を)やめて他に行こうかとも，思ったが，良いように考えようと

思い，ここにとどまった。それ以来，フライドもあって釈然としなかったり，寂しい気持

ちになったりして，仕事の I張り』が急になくなったような気がしているJ。こうした問

題は，すでに作業長を解任されたB層のみならず，近い将来，すべてのB層が共有しなけ

ればならない性質のものであろう。

さて次にC層である。 C層は，塗装やボディ溶接，機械保全等の工程に配置され，そこ

で現業の作業員として就労している。それゆえC層にとって，仕事内容上，もっとも難し

い点は，作業長である B層のそれとは大きく異なり，機械の保全，溶接ロボット・塗装ロ

ボット・炉等の調整やチェック，塗料の調節など個々の作業遂行の内に存している。しか

もC層が配置されているこれらの工程では，特に近年のME化の中で，溶接ロボットの導

入，炉のコンピューター制御をはじめ，技術革新がもっとも急速に進展してきており，自

動機械の操作や調節，保全，整備等に要請される知識・技術水準は，以前にも増して一層

高度なものになってきているのである (4)。また他方で，こうした技術革新がもっとも進

んでいる塗装や溶接の職場においてさえ，ロボッ卜では対応できない部分の「手塗り」等，

依然として経験的な熟練が求められる作業が広範に残っており，こうした側面からも， c 
層に求められる技術・熟練水準は相対的に高度で‘あるといわねばならない (*)0 C層が，

A自工入社以降，一方でコンビュータ一関係をはじめ，様々な技術的研修・教育を受けつ

つ，他方で溶接等の技能資格を積極的に取得してきた所以も，彼等のこうした労働内容上

の特質にあったといえよう。

* 近年のME化に伴う技術水準の向上を端的に示す事例としては， iNC化が進んできて電気系

の故障か機械系の故障か判断がつきにくくなってきた。電気の流れるのが一瞬だから。機械の

修理にしても，今は 1/100-2/100mm単位で、の組立の精度で、の合わせが必要になっている。
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部品で 1/100酬の精度をもたせるためには，機械にはそれ以上の精度が必要になってくる。 N

C ・ロボット化に伴い，修理機械も汎用機から専用機になり，修理・保全の内容が高度化して

きているJ(⑪)， r部品検査でも 1C等，新しい機能の部品に対する対応が必要になるJ(⑬)， 

「溶接ロボッ卜の操作が難しい。電源を入れたり，始動前の整備，溶接の条件設定，チェック等

が特に難しいJ(⑬)等がある。

他方，近年の技術革新にもかかわらず，従来からの技能・熟練が引き続き必要とされている

ことを示す事例としては， r塗装は今でもかなりの精密さ・技術を要する仕事だ。塗料はナマ物

だからカンを要する。いくらロボッ卜が入っても手塗りの部分は残る。これを全部覚えようと

すれば 5年位はかかるJ(⑬)， r持ち場によって違うが，シーリング等の手作業部分ができるよ

うになるには 1カ月かかる。細かいところはロボットではできない。アンダー・ソールの塗り等，

今のロボットではちょこつとしか塗らない。そこの部分で車の良し悪しがでてくるJ(@)， r溶
接の条件を決めるまでが難しい。溶接箇所の酸洗いや圧力・アンペア・スポットの調節等，自

分達で研究する。鉄板と鉄板をパチパチととめるスポット溶接で，チリが出ないように工夫し

たりするJ(⑬)， r炉のチェックが難しい。 1月に 1回順番がくる。経験とコツでやるしかない。

それがうまくいかないと炉がパンクしてコイルまで変えなければならなくなる。年に 1-2度

はパンクがあるJ(⑮)， rピニオンやギアのプランクラインは難しい。慣れということがない」

(⑪)等がある (5)。

そしてこのような作業遂行上の難しい点こそが，また同時に， c層労働者にとっては仕

事の面白みであり，やりがいを感じる点でもある。彼等C層の多くは現在の仕事に「張り」

を見い出しているが，その「張り」の内実は，コンピューターに関する知識をもとにロボッ

卜をスムーズに操作・調整したり，ロボットでは出来ない作業に自らの熟練・技能を発揮

したりするという彼等の労働内容そのものにかかわっていることが少なくない。「今の技

能を向上させたい。保全の仕事はわりと一匹狼で自由部分が大きい。自分の責任で判断し

たり工夫したりする余地が大きいJ(⑭)， r塗装は考えてやる仕事だから張り合いがあるJ
(⑪)， r仕事は楽しい。部品の検査は精神的なものが大きいからJ(⑬)， rはじめは機械を

f吏ってやる組立の仕事に行きたかったが，溶接に配置されて結果的には良かったと思って

いる。組立は単純で、つまらん。溶接の仕事は単純ではないし，ロボッ卜を使い，勉強もで

きるからJ(⑬)， r今の検査室の仕事が一番働きがいがある。会社としてもお金をかけて

いるところだし，工夫の余地がある。これがいいか悪いかで，会社にとって重要な仕事だ

からJ(⑬)。これらの事例は，労働内容に基づく彼等C層の「張り」の内容を端的に示し

ているといえよう。そしてまた，こうしたやりがい感や「張りJが， C層の積極的な知識・

技術習得や技能資格の取得の営為を支えてきたことも，明らかであろう。

しかしながら，こうしたC層の職場においては， B層の場合と同様，事故や危険性の問

題が深刻である。むしろ C層は作業長ではなく，日常的に直接現場作業にたずさわってい

る現業労働者であるため，作業遂行中に危険にさらされる可能性はB層より一層高いと

いってもよい。 C層の就労する品質管理の職場では濃硫酸や硝酸が用いられており， r 1 

度薬品で手の皮が 2枚むけたことがある。真っ赤になったJ(⑬)という事故や， rメッキ
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の状態をみるためにパンパーを途中で高速回転機で切るが，ここで火花が飛んだり，刃が

飛んだりして，切断事故J(⑬)が発生している。また溶接の職場でも事故は多く， 1プレ

ス部品の切り口は刃物に近いので危ない。アームで指をはさみ 4針縫ったこともある。

大怪我が 2回，小さい怪我はしょっちゅうJ(⑮)と述べられている。さらに鋳造の職場

では， 1通風が悪く， 43度位になる暑さ，煙とほこりがすごい。多少のやけどはよくある」

(⑫)と語られ，塗装の職場でも，ガスや切断機， 6000Vの電気が流れる自動機械等が用

いられており，そこでの危険性が指摘されているのである。

しかもそれに加えて，近年の「合理化」 ・人員削減の推進は，労働者諸個人の労働の量

的な荷重を急速に増加させ， 11人当たりのノルマを多く J(⑬)する形で， c層の作業遂

行を一層困難なものにしている。そこでこれに対して C層の間では， 1能力の限界のとこ

ろで仕事をしている。もっとゆとりをもたせて仕事をさせてほしい」という不満・要求が

増大しつつある (*l。そしてこうした形での生産性向上は， 1危ないのは機械が止められ

ないこと。機械を止めずに調整をしなければならないから。自分はまだ怪我はないが，機

械のことをよく知らないでやると事故が起こる」等の事例に端的に示されるごとく，事故

の発生を一層助長する可能性にもつながっている。このような中で， C層労働者の半数が，

労働条件上の解決すべき問題点として，何よりも「仕事のきっさ」を掲げるに至っている

のである (6)。

* 人員削減が特に著しいのは品質管理，機械保全等の間接部門である。以下，若干の事例を掲

げておく。

「以前は14-15人いたが，今は 7人。作業を変えずに人間を減らす『マル進』が進んでいる。

若い人は製造に固されている。減らされた方は大変だ。以前に比べ，仕事量は増えているし，

仕事の内容も難しくなっている。以前やっていた抜き取り検査等が自然になくなったJ(品質管

理)

「作業は同じで，検査室は 1人，外観検査は 6人減らされた。今年の 4月からはっきりと間

接(部門)の人聞を減らそうとしている。 25%のカット。これからはどんどん進んでいくだろう。

直接(部門)で働いている人も合理化が進むだろう。減らされた方は大変になる。自分の能力

の限界のところで仕事をしている。もっとゆとりをもたせて仕事をさせてほしい。これはみん

な言っている。人聞が少なすぎるから、自分の仕事でめいっぱいで，ゆとりがない。きついJ(品

質管理)

「前は34人位いたが，今は実質24-25人。 10人も減っている。その聞に機械は100台から増え

ているし， NC等で複雑化している。 1人当たりのノルマが多くなっていて忙しい。原則とし

て2人体制で仕事をしていたが，今は I人作業が多い。スタッフが自に見える生産性以外に金

をかけたがらない。機械保全にしても，データにして評価しやすいようにして提出しろといわ

れるが，そういうことがしにくい。簡単な修理でも，ネジがひとつ取れなかったり，ネジが折

れたりしたら，すごく時間がかかる。そういうことは，データとして評価できないことだ。そ

れに機械を止めないで調整しなければならない。こうした(人員削減の)影響は，もう出てい

るのではないか。最近は機械の消耗が激しい。今はまだロボット等，材料が新しいからいいけど，

消耗が目立つてきているJ(部品工作)
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また他方，直接部門においても人員削減は進んでおり，塗装ロボッ卜やマン・コンベアの導

入等，もっとも技術革新が進んでいる塗装の職場においても， r机上の工数計算では 1人余るこ

とになるので，会社は少し暇になると(作業進行の)時間を計りにくるJと言われている。

D層は総務部に所属し，労務管理・人事関係を担当する事務職員である。具体的には，

労働協約・協定，就業規則，あるいは生産計画の変更等に関して労働組合との交渉を行なっ

たり，海外出張や新入社員教育の手配等を行なったりしている。彼等には，仕事上での事

故や危険性はあまり見られない。仕事上，難しい点としては，従業員の私生活にかかわっ

てくることなどからくる精神的負担の問題等があげられている。

第2項労働時間と生活時間

次に労働時間とそれに規定される生活時間のあり方について見ていこう(表 6-5参

照)。

A自工M製作所における定時労働時聞は 8: 10-17 : 10の9時間拘束 8時間労働であ

る。休日形態は，土曜・日曜の週休 2日制をとっている(7)。しかし，実際の労働時間の

あり方は， A層・ B層・ C層が主に就労する基本的な生産工程=品質管理・組立工作・部

品工作の各部署と， D層が主要に就労する総務部との聞で，大きく異なっている。

すなわちまず， A層・ B層・ C層が主に就労する基本的な生産工程=品質管理部・組立

工作部・部品工作部の各職場では，昼夜二交代制が敷かれており，一週間交代で定時21: 

15-6 : 30の深夜労働が行われている (8)0 ・このような深夜労働は，相対的に高齢のA層

やB層にとって， r一週間おきの夜勤はつらい。身体のリズムが狂うJ(⑫)と語られるよ

うに，大きな肉体的・精神的負担となっているのみならず， 40歳未満のC層にとっても，

「一週間夜勤，一週間昼勤，これから定年まで36年間もこんな生活をしていくのか，半分

の18年間も夜勤するのかと思うとぞっとする。人が寝ているときに働くのはいやだJ(⑬) 

等のように，深刻な問題として受けとめられている。 A自工の労働者は，多くが， r自分

の子供はA自工に勤めてほしくない」と考えているが，その直接的な理由として， r夜勤

や交代制はやらせたくないJ(⑬)， r夜に働くのはつらいJ(④)， r夜勤があって労働時間

が長いJ(③)等，深夜労働の存在を掲げる者は少なくないのである。

しかも， A層・ B層・ C層の労働者は，その多くが月間40時間一60時間もの時間外労

働(9)を余儀なくされており，また月間 2日-6日間の休日出勤を行なっている。したがっ

て，実際の 1日の労働時聞は 9時間一10時間にも及び 1か月の休日は 2日-6日聞が確

保されているにすぎないのである。さらに，こうした公式の時間外労働以外にも，実質的

に会社に拘束される時聞は多い。例えば，昼勤の場合，前述のごとく， 8 : 10始業である

が，実際には始業の 1時間以上前から会社に入っている者が約 4分の 1，30分以上前から

入っている者が約 6割を占めている。彼等はこのように早く出社して仕事にとりかかる準

備をしているが，これは多くの場合，時間外労働には計上されていない。したがって会社

に入ってから，会社を出るまでの実際の拘束時間についてみると，ほとんどの労働者が 1

日11時間以上にも及び，中には13時間以上に達する者すら看取しうるのである。特に新車
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表 6-5 労働一生活時間(昼勤の場合)

1'tしい月 家を 会社に 会社を 通勤 現在の
階層 No. 

残業 休出日
起 床 帰宅 就寝 時間 労働時間に関する問題点

時間 勤 出る 入る 出る (分) 居住地

A層 ① 48 3 6: 00 7: 05 7: 45 18: 40 19: 30 22: 00 90 旧倉敷

② 7: 00 7: 40 17: 30 18: 30 23: 00 90 市外

B層 ③ 60 4 6: 00 6: 30 7: 15 19: 00 19: 50 22: 00 95 市外 休みがとりにくい

④ 60 4 6: 00 6: 40 7: 45 19: 00 19: 40 22: 30 95 市外 休みがとりにくい・残業夜勤が多い

⑤ 60 4 6: 40 7: 00 7: 15 19: 00 19: 15 22: 20 30 M:t也区

⑥ 60 3 5: 00 6: 40 7: 00 20: 00 20: 20 21 : 00 40 旧倉敷 休みがとりにくい・残業夜勤が多い

⑦ 54 3 5: 30 6: 00 6: 25 19: 00 19: 30 21 : 00 50 旧倉敷 休みがとりにくい・残業夜勤が多い

⑧ 50 3 5: 00 7: 42 7: 45 19: 00 19: 30 21 : 30 33 M:t也区 休みがとりにくい

⑨ 46 3 6: 00 6: 30 7: 05 19: 15 19: 50 24: 00 70 市外

⑩ 44 3 5: 00 6: 25 7: 00 18: 30 19: 10 21 : 00 75 市外

⑪ 40 3 6: 30 7: 15 7: 30 18: 30 18: 50 35 M地区 休みがとりにくい・残業夜勤が多い

⑫ 30 3 6: 45 7: 20 7: 40 18: 40 18: 50 22: 30 30 M地区 残業夜勤が多い

C層 ⑬ 70 2 5: 00 7: 35 7: 50 17: 10 17: 30 21 : 30 35 旧倉敷

⑪ 60 5 6: 50 7: 00 7: 40 19: 00 19: 30 24: 00 70 旧倉敷 休みがとりにくい

⑪ 60 5 6: 30 7: 00 7: 30 19: 45 20: 20 23: 30 65 旧倉敷 休みがとりにくい

⑬ 60 4 7: 00 7: 20 8: 00 21 : 30 22: 00 24: 00 70 旧倉敷 休みがとりにくい

⑪ 60 3 6: 30 7: 30 7: 40 19: 00 19: 10 22: 30 20 M地区 休みがとりにくい

⑬ 60 3 7: 30 7: 50 8: 00 19: 30 19: 40 23: 00 20 M地区

⑬ 60 2 6: 30 5: 50 7: 45 19: 00 19: 55 22: 30 110 市外 残業夜勤が多い・勤め先が遠い

⑮ 60 2 6: 00 6: 40 7: 10 19: 00 19: 30 22: 30 60 旧倉敷 休みがとりにくい・残業時間が当日まで不明

@ 50 3 6: 30 7: 00 8: 00 19: 30 20: 30 22: 30 120 旧倉敷 休みがとりにくい・残業夜勤が多い

⑫ 6: 30 7: 25 7: 50 20: 30 21 : 00 0: 30 55 旧倉敷

D層 @ 10 1 7: 00 7: 40 7: 50 18: 00 18: 10 23: 00 20 M:t也区

⑮ 10 6: 30 7: 30 7: 40 19: 00 19: 10 23: 00 20 M地区

注)実態調査より作成。なわ労働時間に関する問題点」は，労働条件の中で特に労働時間に関係する問題を選択した者である。

子供をA白工

に入れたいか

× 

× 

× 

× 

× 

× 

O 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

O 

× 

× 

× 

× 
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の立ち上がり時期やモデjレ・チェンジの時期(10) 不良品を出した時などには月間60時間

を越える時間外労働がなされることもあり， r仕事の終了時聞は22: 00，夕食は職場でイ

ンスタント・ラーメンJ(⑨)ということや， rめどがつくまで仕事を続け，一番遅かった

のは午前 2時まで。徹夜してそのまま昼勤に出たJ(⑪)という事例さえ見ることができ

る(*)。

* こうしたA・B・C各階層の中でも，早出・残業を最も多くこなし，しかもそれがしばしば

サーピス残業とされているのは， B層を中心とする作業長層である。彼等は， 6 : 20-7 : 15 

には会社に入り， r班内の勤務準備を整えJたり， r反対番との引き継ぎ・打ち合わせ」を行なっ

たりしている。また彼等においては，昼勤や休日の番方であっても， トラブルが生じた時や段

取り替えの際には夜勤・休日出勤を余儀なくされることも多い。さらに仕事がおわってからも，

前述のごとく，仕事内容上，職場の人間関係に気をつかっているため，彼等作業長層は， r疲れ

ていても，班の人のあそびにはできるだけつきあうようにしているJ(⑤)等，帰宅が遅くなる

ことが多い。作業長層の中には， r女房には，常々 9時までに帰らなかったら会社にいるから

と言っているJ(⑧)者も見られるほどである。そしてこのような多大な時間外労働を実際に行

なっているにもかかわらず，彼等B層の作業長層は， rr作業長のくせに残業で稼いで……jと

言われ，協定(月間60時間)の 6割位に抑えるように(上から)言われている」ため， r本当は

60-70時間残業しているが， 40時間しか申請していないJ(⑥)のが実状である。

さらにこうしたA層・ B層・ C層において注目しなければならないのは，通勤時間の長

さの問題である。前節で述べたように， A層・ B層・ C層には，倉敷市周辺町村部もしく

は旧倉敷地区など， A自工M製作所の位置している水島地区以外の出身者が多く，とりわ

けA層と C層では長男が多いため，そうした出身地にある両親の家に現在も居住している

ケースが多い。また10年ほど前に自分で家を新築したB層においても，水島地区にそれを

建てた者は半数に満たず，むしろ倉敷市以外もしくは水島地区以外に居住している者の方

が多い。そのため，これらA・B・Cの各層では通勤に長時間を要する者が相対的に多く

見られるのである。とりわけA層の通勤時間は平均90分， c層のそれは，社宅アパート居

住者を除けば平均84分にも達し，またC層の中には通勤時間120分という者すらみられる。

さらにこうした通勤圏の広さ・通勤時間の長さは， rラッシュ・アワーを避けるために早

いめに出勤するJ(⑬)といった対応を生み出し，前述の始業時間前の早期出勤の一因に

もなっている。そしてこうした通勤時間をも含めれば， A. B ・C各層の企業への実質的

な拘束時間は一層長くなり，約 7割が 1日12時間以上，約 4割が同じく 13時間以上，そし

て中には14時間40分に達する者すら存しているのである。

したがって， A層・ B層・ C層にとって，企業に拘束されていない時間は，睡眠や食事

等の生理的な必要時間を含めて 1日10時間一12時間程度にすぎなくなる。彼等の睡眠時

間についてみると， A層やB層に比べて，相対的に若いC層の方が，就寝の時間がやや遅

いために睡眠時間が若干短くなっているが，全体として，ほぽ7時間30分-8時間30分に

集中している。これに食事(朝夕)や入浴の時間として最低 1時間30分を加えると，生理

的な必要時間は最低でも 1日に 9時間一10時間になる。したがって，彼等A ・B ・C各層
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に，平日，まとまった自由時間として残されているのは，主に帰宅後，就寝までの，夕食

や入浴をはさんだ 1時間-2時間程度にすぎないといってよい。そこでこうした自由時間

の過ごし方も，時間そのものの短さに規定され，せいせ守い， rビール飲んで，テレビ見て，

新聞読んでおわりJ(⑪)， r一杯焼酎を飲んで，すぐ寝るJ(⑥)， rテレビか週刊誌J(@) 

等， r疲労の回復」・「気晴らし」の域を出ていないのが実状である。なお相対的に若い

C層の中には，こうした自由時間をテレビや新聞，飲酒で過ごす以外に， r推理小説J(⑪) 

や「車関係の雑誌(一般の人用)J (⑮)， rレコード鑑賞J(⑬)等の趣味に充てている者

もみられる。しかしながら，そうした C層の趣味の時間は，前述のごとく，就寝を遅らせ，

睡眠時間を削ることによってようやく確保されていることが多い。またこうした C層の趣

味も，夜勤の週になると，自由時間が夕方出勤前と朝の就寝前に分割されるため，まとまっ

た時間が一層取りにくくなり，途絶えることが多いのである。

ところで以上のような労働時間の長さや休日出勤の多さは， A' B ・Cいずれの階層の

労働者にとっても深刻な問題として受けとめられているが，しかしその受けとめ方の内実

は， A層・ B層と C層との闘で質的にやや異なっている。

すなわち40歳以上のA層やB層では，深夜労働に加えて長時間労働に伴う肉体的・精神

的疲労がもっとも明らかに蓄積しており，そこでB層でも半数以上の労働者が， r休みが

とりにくいこと」と「残業が多いことjを職場のもっとも大きな問題として指摘している。

「働きすぎだ。せめて土曜と日曜は休めるようにしてほしい。体がきついJ(⑦)， r残業は

30時間一40時間が適当だ。今は多すぎる。体をこわすJ(④)等の事例は，そのことを端

的に示しているといえよう。そしてこうした疲労の蓄積・健康破壊に対し， B層の多くは，

ジョギングや体操，睡眠や食事の改善等，さまざまな個人的な努力を試みており，また彼

等は作業長として，自らの部下にもそうした努力を要求している(*)。こうした B層の

営為は，いうまでもなく，当面，労働時間短縮の展望が見い出せず，また作業長として「休

みをとることはできない」という判断を前提とした上で，自らの健康を何とか保持しよう

とするせめてもの自衛手段にほかならず，彼等B層の長時間労働の下での健康破壊に対す

る不安と表裏一体の行動であるといってよいであろう。

* B層の個人的な形でのさまざまな健康管理や，それを部下へも要求していることに関する事

例のいくつかを掲げておく。

f(部下にも)自分で自分の健康管理をやってもらいたい。自分の健康は他の人にはわからん

から。ましてや家族にも，それだけ気をつかつてくれと言っているJ(③) 

「体操やバドミントンをやっているし，ジョギングを周期的にやっている。あとは睡眠のこ

とだ。(寝るのが)12時をすぎたらよくない。食べ物も気をつかっているJ(⑪) 

「食事を少なめにしたり，犬の散歩などでできるだけ歩くようにしているJ(⑤)。

他方， 40歳未満のC層では，深夜労働による疲労の蓄積・健康破壊も確かに問題と感じ

られてはいるが，それよりさしあたり，休日出勤が多く，趣昧・レジャーの時聞が確保で

きないことの方が，より大きな問題として受けとめられている。そこで， r残業・夜勤の

多さ」よりもむしろ， r休みがとりにくい」ことの方に不満が集中しているのである。そ
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して彼等C層の中には，作業長のB層のように「休みをとることはできない」という判断

を前提として，健康維持のための個人的な努力をしている者はみられない。むしろ C層は，

こうした自らの不満・要求を「勝手に休む」という形で解消していることが多い。すなわ

ち， I休みがないと体が休まらんJ(⑪)ので会社に「病気」といって欠勤したり，あるい

は「会社には病気といって，実はレジャーJ(⑪)に出かけたり，という方法である。こ

れを作業長である B層の側から見ると， I今の若い人は割り切っとる。 Iおっさん(作業長)，

休ましてくれよ。遊びにいくんやjといった調子。『仕事が忙しい(から休むな)Jと言っ

ても， r忙しいのは年中やjといってポッと休むJ(⑥)ということになる。いわば， c層

において「休みがとりにくい」という不満は， レジャーや趣昧を実現するために休みをと

ろうとすると，上司から文句を言われてとりづらいという内容であり，前述のB層のそれ

とは質的に若干異なっているのである。とはいえこうしたC層の対応もまた，労働時間短

縮・休日確保を共同の力で実現しうる展望を持てない中での個人的な対応であるという点

で、は， B属の健康維持の努力と共通する側面を有しているといえよう。また，こうした C

層の「勝手に休む」という行動が，結果的には，作業長である B層の労働内容を一層厳し

いものにしている実態は，すでに前項で指摘した通りである。

このようなA・B・Cの各層に比べ， D層を中心とする総務部では，夜勤はなく，時間

外労働も月間10時間以下，休日出勤も 1日前後ときわめて少ない(11)。また D層はもとも

と岡山県の出身者ではなく， A自工入社に伴って岡山県に来住した層であるため，そもそ

も来住時からA自工の位置する水島地区内部に居住してきており，その通勤時間は片道10

分程度ときわめて短い。もとより彼等においても，実際の企業への拘束時間が 8: 10-17 

: 10の定時で収まっていないことはいうまでもない。彼等もまた， 8時前には会社に入り，

時間外扱いにならない会社への拘束を余儀なくされていることは事実である。しかしなが

らそれらを含めても，彼等D層の企業への拘束時間は，通勤時間を含めて10時間30分前後

であり，他の諸階層に比べて 1日に 2時間-3時間短い。したがって D層の自由時聞は，

平日では仕事が終わった後の 4時間-5時間，及び 1か月に 8日間前後確保される休日

ということになり，前述のA・B・C各層に比べ 1日に 2時間-3時間 1月に 2日~

6日間も多くなるのである。彼等D層はその自由時間に「飲みJにいったり， I時々，テ

ニス」をしたりしているが，それは彼等に言わせれば， I仕事(の続き)という意識はあ

まりなく，つきあいJ(⑫)であり，あるいは「ストレスの解消，趣昧J(⑫)の一環とし

て受けとめられている。そして彼等は，こうした現在の労働時間のあり方に，特に不満を

感じてはいない。

第3項賃金と家計構造

それでは最後に，賃金の状況と労働者諸個人によるその受けとめ方という側面について

考察していこう(表 6-6参照)。

A自工M製作所においてはいずれの階層の労働者も，賃金の支払い形態は月給制であり，

それ以外に年間 2回のボーナスが支給される。ただし，実際の手取り額の面においては，

明らかな階層的差異が刻印されている。まずA層と B層の場合，手取り月収額は20万円一
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表 6-6 賃金とその問題点

階層
月固定支給 残業による 手取り月額 ボーナス 収入に対

賃金に関する問題点No. 
害員 月支給額 年額 する評価総計

A層 ① 25 10 O 

② 22 165 × 収入が少ない・手取りが伸びない

B層 ③ 37 15 

④ 31 7 37 150 × 時間外給部分が大きい

⑤ 29 15 38 110 × 収入が少ない

⑥ 29 9 19 

⑦ 28 14 35 130 × 収入が少ない

⑧ 27 22 135 × 昇給が遅い

⑨ 25 20 30 100 

⑬ 22 31 ム

o 20 20 × 収入が少ない

⑫ 19 × 

C層 ⑬ 27 10 25 90 × 年功序列である

⑪ 26 12 26 × 

⑬ 25 5 18 ム

⑬ 20 9 21 100 ム

⑪ 16 10 15 50 ム ボーナスが安い

⑬ 15 10 15 55 ム

⑮ 14 22 70 ム

⑮ 14 6 15 60 × 収入が少ない

⑪ 33 110 正斗

⑫ 6 15 45 L::，. 

D層 @ 30 2 22 150 O 

@ 14 3 17 O 

j主)実態調査より作成。なお「賃金に関する問題点」は，労働条件の中で特に賃金に関する問題を選択した

者である。

38万円，ボーナスは年額100万円-165万円であり，したがって年間の総所得は約400万円

一600万円となる。 A層と B層の聞には，手取り額からみる限り，明瞭な差異は見られな

いが，これは， A層に対する年齢・勤続評価と， B層に対する作業長としての職務評価と

が，実際の金額としては相殺された結果と考えられよう。これらに対して， 40歳未満で作

業長でもないC層の場合，手取り月収額は15万円-26万円，ボーナス年額は45万円一100

万円と，いずれもA層やB層よりもはるかに低く，それゆえ年間総所得も230万円-390万

円と相対的に低い水準にとどまっている。そして最後にD層では，手取り月収額は17万円

一25万円と，同年輩のC層と余り違わなし1。しかし，ボーナス年額は年毎に急速に上昇し，

入社後16年で150万円ときわめて高い水準に達する。その結果， D層の年間総所得は450万

円前後と，同年輩のC層をはるかに上回り， A層・ B層の水準に近づいているのである。

しかも， A自工労働者諸階層の手取り月収の内部構成について見ると， A' B' Cの各

層と D層との聞には，ひとつの大きな差異が看取しうる。すなわち， A. B' Cの各層の

手取り月収においては，時間外労働手当がきわめて大きなウェイトを占めているのに対し，

- 29一



D層では時間外労働それ自体が少ないことを反映し，手取り月収の大部分が本給・勤務

給・職能給等，時間外労働とは無関係な部分から成り立っているのである(12)0 A層・ B

層では時間外手当は月額 8万円-21万円，また C層でもそれは 5万円一12万円に達し，い

ずれも手取り月収全体の40%ー67%をも占めている(* )。しかも重要なことは，こうし

た時間外手当の存在が，すでにA ・B・C各層の生活設計の中に不可欠のものとして組み

込まれているという事実である。例えば， r残業は40時間-60時間が普通だ。残業がなけ

れば生活できないという考え方が浸透している。それを生活のベースにしてしまう。定時

間になったときは，借金ローンの返済ができなくなっているJ(@)， rローンが毎月 7万

円位(手取りは22万円)ある。残業がなくて今くらいの給料があればいいが， (実際は)

残業がなければ払えないJ(③)等の事例は，こうした事実を端的に示しているといえよう。

このような賃金体系のあり方が， A. B ・C各層の労働者を，前述の長時間労働に駆り立

てている大きな要因のひとつであることはいうまでもない。他方，こうしたA・B.C各

層に対し， D層では，時間外労働の手当は 2万円-3万円で，手取り月収額全体の 1-2 

割を占めるにすぎないのである。

* こうした賃金構成，とりわけ時間外労働手当の占める割合について，より詳しく若干の事例

を掲げておく。

〈作業長一B層⑦〉

時間外労働がなくても得られる賃金の合計は279517円である。内訳は，本給 (58750円)

勤務絵(121068円) ・職能給 (75499円) ・扶養手当 (13700円) ・職責手当 (8000円) ・直

接員手当 (2500円)。反対に，時間外・休日出動手当の合計は，夜勤が月 I週しかなかった時

でも148006円，月 2週夜勤があった時には210196円に達する。彼の手取り月収は平均35万円

である。したがって手取り月収の40%-60%が時間外・休日出勤手当によって占められるこ

とになる。

〈作業長を解任されたB層⑥〉

時間外労働がなくても得られる賃金の合計は287003円である。内訳は，本給 (65350円)

勤務給 (125727円) ・職能給 (73526円) ・扶養手当(1l900円) ・職責手当 (8000円) ・直

接員手当 (2500円)。反対に，時間外手当その他が86918円である。なお，このケースでは，

税金合計 (95876円) ・労働組合費 (5127円) ・労組共済 (5010円) ・保険 (38005円) ・積

み立て (40000円)で，合計184018円の控除が確認しうる。したがって残部は189903円となり，

このうち前述の時間外手当等は45.8%を占めることになる。

(B層⑨〉

時間外労働なしで得られる賃金の合計は247263円である。内訳は，本給 (54000円) ・勤務

給(1l2016円) ・職能給 (66847円) ・直接員手当 (2500円) ・扶養手当(1l900円)。これに

対し，時間外手当は197991円に及ぶ。彼の手取り月収は303198円であるから，時間外手当は

その65.3%を占めている。

(C層⑬〉

時間外労働なしで得られる賃金の合計は200619円である。内訳は，本給 (44400円) ・勤務

給 (90319円) ・職能給 (53900円) ・扶養手当(1l000円) ・交通費(1000円)。他方，時間
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外手当等は89130円である。彼はその賃金から，保険 (20431円) ・税金 (14620円) ・労働組

合費 (4472円)等，合計81333円を控除されている。したがって残部は208416円となり，時間

外手当はその42.8%となる。

さて，こうした賃金の水準に対する評価という点でも，各階層毎に明確な差異が見てと

れる。しかしながらそれは，前述の賃金額における客観的水準の序列をそのまま反映した

ものではありえない。すなわち客観的には相対的に高額の手取り賃金を得ていたA層やB

層で，むしろそれを「やすい」と評価している者が多いのに対し，逆にもっとも低額の手

取り賃金しか得ていなかった C層で， Iまあまあ」と考えている者が多いのである。そし

てD層では「よい」とする者が多く見られる。こうした賃金額に対する評価・受けとめ方

には，以下に示すようにさまざまな要因が複雑に絡み合っていると思われる。

まずA層は，前述のごとく，かつては作業長であったが，昭和50年代に入ってそれを解

任され，その後は年齢や勤続評価による若干の昇給はあっても，実際の手取り賃金額はほ

とんど伸びていない。そこで，作業長時代の昇給の体験をふまえ， Iここ数年，手取り額

は少しも増えていない。本給は 2万円一 3万円上がったが，手取りになると現場にいたと

きと変わらない。年をとると勤務給とかが横ぱいになるJ(②)という形で不満を持つこ

とになるのである。

他方， B層はすでに40歳-50歳を越えており，すでに見たように，自らの健康に不安を

感じながら，他階層を上回る時間外労働やサービス残業を余儀なくされていた。しかも彼

等B層の作業長としての仕事内容は，高度な技術・熟練を求められるのみならず，職場の

人間関係に気をつかいながら行なわれ，また近年の「合理化」 ・人員削減の下，ますます

遂行困難なものとなりつつあった。彼等が自らの賃金額に対して， Iかなりの労働で，決

して多いとは言えないJ(⑦)と感じざるを得ない主要な所以がここにある。さらにB層は，

今日，高校・大学等に通う子弟を抱えており， I子供の教育費のことを考えると金はいく

らあっても足りないJ(⑤)状態である。ところが，高校生 2人と小学生 1人の子供を抱

えたB層⑦の扶養手当は13700円にしかすぎず，小学生 1人と未就学 1人の子供をもっC

層⑬の扶養手当と2700円しか違わない。また前述のごとく， B層の多くは約10年前に家を

新築しており，現在もそのローンを支払い続けている。こうした中でB層の妻の多くはパー

ト事務・美容師・看護婦等として共働きをし，年間80万円一180万円を家計に入れている

が，しかしそれも教育費や住宅ローンの重圧を若干軽減するものでしかない。このような

労働時間や労働内容，家族生活の状態からみて， B層にとっては，現在の賃金水準は「や

すい」 ・「足りないJと判断されざるを得ないのである。

これに対し， c層やD層は，まだ身体に無理のきく 40歳未満である。しかも彼等は，未

婚あるいは既婚で子供がいたとしてもまだ幼少であり，相対的には生活に金がかからない

家族周期段階にある。さらにとりわけ C層では両親と同居している者が多く，またD層は

「今後，どこに転勤するかわからない」ので未だ家を建てていないため，いずれにせよ彼

等は， B層のような住宅ローンを抱えていなし」しかも C層の場合，その同居している両

親は現在も共働きの賃労働者として働いており， 200万円一400万円を家計に入れているこ
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とが多く，それゆえ世帯全体として見るならば， B層よりもむしろ彼等の所得階層は高く

なっているのである。また彼等C層・ D層の中で，両親と同居していない者の場合，その

多くは， A自工の社宅あるいは独身寮に居住しており，住居費・生活費は明らかに安く済

んでいる(*)。こうした諸条件の中ではじめて， c層やD層には， I上をみても，下をみ

ても，欲を言えばきりがない。満足ではないけれども，不満でもないJ(@)と考え得る

相対的な余裕が，生み出されてきているといえよう。そしてこうした40歳未満の層の中で

も， c層が自らの賃金に対して「まあまあ」と評価しているのに対し， D層はより肯定的

に「よい」と受けとめているという階層的差異が存するが，このことの基底には，いうま

でもなく，前述の客観的な賃金体系・ボーナス額の差異が存している。すなわち C層では，

「残業なしでこの額ならいいのだがJ(⑫)， I全体としてはまあまあだが，ボーナスが安い」

(⑪)等の不満があるのに対し， D層からは「自分自身としては賃金にあまり不満はないが，

現場の方 (=A・B・C各層)は残業が多いから不満も多いだろう。日本の賃金はだいた

い残業も含めないと生活していけない程度になっているからJ(⑫)という評価が提出さ

れているのである。

* 未婚者の入居する独身寮ではカ月の食費・家賃・電気代等が約 1万8000円一 2万円と相

対的に安く済んでいる。この寮では，朝食120円，昼食120円，夕食300円で，実際に食べた分だ

けを支払う形式になっている。食事代の他，電気代は個別メーターで計り，月に2000円以上，

部屋代が4畳半で2350円，親睦会費が400円である。

第4項 A自工労働者諸階層の生産・労働一生活過程

以上， A自工M製作所の労働者諸階層の現段階における生産・労働一生活過程の諸特徴

を，特にそれらに決定的な影響を与えている労働諸条件一労働内容・労働時間・賃金ーと

それらの受けとめ方を基軸として明らかにしてきた。ここではまず， A自工M製作所の労

働者各階層に共通するいくつかの特質を指摘しうる。すなわち， A自工M製作所における

近年の「合理化」・人員削減は，著しい労働強化や高齢者を中心とした配置転換，さらに

は労災事故の発生等を伴いながら推進されており，しかもこれは，昼夜二交代制での深夜

労働や長時間労働とも相まって，労働者に大きな肉体的・精神的負担を課していた。また

A自工の賃金は，支払い形態の面では月給制でボーナス年2回と相対的に安定しているが，

しかし賃金体系の面では手取り収入の40%ー67%までが時間外労働手当によって占めら

れ，いわば長時間労働を前提とした構成をとっていた。そして労働者諸個人はこうした諸

問題に対して明らかに不満をもちつつも，それらを組織的・共同的に解決する展望を持ち

得てはいない。そこで彼らは，労働強化や長時間労働の下，食事や睡眠等に配慮し，ある

いは余暇時間を削る等，総じであくまで個人的・私的な対応で自らの健康を守ろうとして

いた。また長時間労働を前提とした賃金体系・賃金額の問題に対しでも，共働きや両親と

の同居による家計の持ち寄り等の形で私的に対応しつつ，そうした時間外労働による収入

を前提とした生活様式を形づくっていたのである。

しかしながらこのようなA自工M製作所の労働者における客観的な労働諸条件やそれに

規定された生活のあり方，さらにそうした労働一生活に対する主体的な受けとめ方は，各
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階層毎に必ずしも一様ではない。

第 1にA層は，今日，特にきつい点や難しい点の少ない間接部門に配置されている。こ

こでの仕事は彼等にとって「気楽にできる」反面，やり甲斐・ 「張り」という点では，か

つて機械職場の作業長であった時代に比べれば，若干ものたりないものを含んでいるとい

えよう。彼等は作業長を解任されて以来，昇進・昇格を全くしておらず，仕事に対するや

り甲斐という意味でも，また手取り賃金が伸びないという意味でも，不満を深めている。

その上，深夜労働や長時間の時間外労働は， 50歳代後半の彼等にとってはとりわけ深刻な

負担となっている。いずれにせよA層は，つねに彼等自身にとってもっとも「張り」があっ

た時代=機械関係職場の作業長時代を基準として，それとの比較で現在の自らの労働諸条

件を評価し，問題を感じているのである。

第 2に，組立や板金，鋳鍛等の作業長として主に就労している B層である。 B層は，自

らが数十年にわたって蓄積してきた技能・知見を駆使する作業長としての職務内容に「張

り」 ・やり甲斐を感じている。しかしその反面，近年の「合理化J・人員削減の中で，彼

等の作業長としての職務遂行は一層困難なものになりつつあり，とりわけ部下や上司との

人間関係から生じるストレスは，彼等にとって大きな精神的負担となっていた。またB層

は，他の階層にも増して深夜労働や長時間労働を余儀なくされており，これらに対して「残

業・夜勤が多いJI休みがとりにくい」等の不満を持ちつつ，個人的な努力で何とか健康

を維持しようと試みていた。さらに彼等は，子供の教育費や住宅のローン等，もっとも家

計支出がかさむ家族月期段階にあり，そこで前述の仕事のきっさや長時間労働の問題とも

相まって，現在の手取り賃金額は，彼等自身には必ずしも十分なものとは評価されていな

いのである。いわば彼等は，かつての自分ではなく，あくまで現在の自らの仕事上の能力

発揮や健康，家族生活等を維持しようとする基準から，労働諸条件の評価を行なっている

といえよう。なお近年，部分的に発生しつつある B層の作業長からの降格という事態は，

彼等B層を支えている仕事上の「張り」・やり甲斐そのものの喪失をも意味しており， B 

層にとって，今後，深刻な問題となることが予想される。

第 3に， c層は塗装や溶接，機械保全等の職場に配置され，そこでコンピュータ一関係

の知識や様々な技能・熟練を習得し，またそれらを生かして作業を遂行することに「張

りJ.やり甲斐を感じている。 C層の客観的な賃金額はB層よりも低いが，彼等は未婚も

しくは子供が幼少で経済的負担が相対的に小さい家族周期段階にあり，しかも現役労働者

である両親との同居により世帯全体の収入としてはB層より高くなることが多いため，現

在の手取り賃金額については「まあまあ」と評価している。しかしながらこうした反面，

「合理化」 ・人員削減に伴い，彼等の労働は技術的に高度化するのみならず，むしろ量的

に大幅に増大しつつあり，そうした中で「仕事がきついJという不満が蓄積されてきてい

る。またレジャー等の時聞を確保する上で「休みがとりにくい」ことも，彼等C層にとっ

て大きな問題とされており，彼等は睡眠時間を削ったり，仕事を「勝手に休む」等の個人

的な対応によって，趣味やレジャーの時間を確保しようと試みていたのである。いわばC

層は，仕事上の技術習得のみでなく，趣味・レジャーにも大きな社会的価値を見い出し，

こうした労働一生活の統体の中で自己実現をなしうるか否かという観点から，現在の労働
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諸条件を評価しているといえよう。

第4に， D層の客観的な労働諸条件は他の階層と大きく異なっている。彼等は総務部で

事務労働に従事しており，深夜労働は皆無である上，時間外労働も相対的に少ない。また

賃金体系も固定給部分が大きく，他の階層に比べて明らかに安定している。こうした中で

D層では，全体として，労働諸条件に対する不満は明確な形では顕在化していないのであ

る。

〈注〉

(1) A自工M製作所の各職場における技術体系と労働内容・協業形態の対応関係，及び，その変

遷過程についての詳細な分析は，藤井史朗「自動車生産における労働ー協業形態の諸特質」北

海道大学教育学部教育社会学研究室『調査と社会理論・研究報告書11 現下における自動車企

業の職場構造と労働者生活J昭和62年を参照。また特に組立職場における労働内容と労働者の

ジョブ・コントロールの実態については，浅川和幸「ライン労働の特質と『ジョブ・コントロー

ルJJr向上jを参照。

(2) 例えばプレス関係のある職場では，かつては400人いた労働者が，現在320人にまで、減ってい

る。また材料検査係のある班でも 5年前には12人だった人員が，現在8人にまで減少し，検

査頻度を落としたり，全数検査を抜き取り検査に転換したりして対応している。鋳鍛職場のあ

る労働者は「生産性向上が厳しすぎる。昔はのんきで，自分達鍛造関係者は 1日に100台なら

100台やればそれで、よかった。 30分仕事をすれば交代で，その聞に一服する余裕があった。今は

『トヨタ・日産に追いつけ』ということで，とても厳しい」と述べ，組立職場の労働者は「昔は

ラインの流れが遅く，余裕があった。昭和47-48年ごろから交替要員が入らなければ煙草も吸

えない位だ。現在は異常だ」と語っている。なお， A自工における「合理化」の詳細については，

小林甫 rA自動車工業株式会社ならびにM自動車製作所の概要」北海道大学教育学部教育社会

学研究室『調査と社会理論・研究報告書11 現下における自動車企業の職場構造と労働者生活』

昭和62年を参照。

(3) なお，⑨はうっ血性心不全で、入院した経験がある。「春の検診で聴診器をあてたら，すぐ病院

に行けといわれたJ。

(4) ME化が急速に進んだのは，とりわけ昭和48年のオイル・ショック以降のことである。 A自

工M製作所では，昭和48年に溶接ロボットが導入され，それ以後，昭和51年に塗装ランズパー

ク，同53年に塗装ロボッ卜，同54年に塗装ジスマック等々が相次いで導入されている。

(5) 作業の難しさについて，品質管理関係のある労働者は次のように述べている。 r(日々の作業

が難しい上に)さらに外国からの研修者が来る。日本人に教えることさえ難しいのに。今，マレー

シアから来ている。 1-2か月位来るが，それでは教えきれない」。

(6) 部署によっては，当然，人員が増加されたところもある。例えば，ボディ溶接組立では，モ

デJレチェンジに伴い，部品や工程が増えたため，人員も増加されている。以前は前ドアーは 2

人でやっていたのだが，現在は 4人で溶接組立しているのである。

(7) A自工M製作所に完全週休 2日制が導入されたのは，昭和48年である。

(8) 二交代制勤務は，昭和31年に工作機械係で実施され，その後，昭和42年には全社的に統一さ
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れることになった。なお休憩時間は，昼勤では12:10-13: 10，夜勤では22: 45-22 : 50， 0: 

15-1 : 15， 4 : 15-4 : 25である。

(9) A自工では労働協定で残業は月間60時間以内と定められている。しかし，それで足りない時は，

月によって60時間以上の残業もあり，その場合は 3か月間で調整することになっている。

。0) モデル・チェンジの時には，残業が多くなるのみならず，作業長の場合，岡崎工場等への出

張も多くなっている。ある作業長は最近のモデル・チェンジの際， r 5月から10月まで，半分は

家にいなかった」と述べている。また繁忙期の残業時間は，その日その日の作業進行状況によっ

て決まるため，当日にならなければわからない。こうした点に不満をもっC層労働者もいる。「残

業が 1時間半か 2時間か，その日になって急に変わる。これは何とかしてほしいJ。

(ll) ある労働者によれば，総務部の残業は申告制で，月間20時間までしか手当がつかないとされ

ている。

(12) 今日の職務・職能給的賃金体系が基本的に確立したのは，昭和46年のことである。

第3節 A自工M製作所労働者諸階層における社会諸関係の形成

それでは，こうしたA自工M製作所の労働者諸階層が、いかなる形でさまざまな社会諸

関係を形成する中で，自らの労働一生活を維持し、また変容させていこうとしているのか

という点に分析を進めよう。ここでは，まずはじめにA自工M製作所企業内部での社会諸

関係について考察し、ついで企業外での血縁や地縁等にもとづく社会諸関係のあり方につ

いて実態を見る。その上で最後に，そうした多様な社会諸関係がいかなるアンサンプルを

成しているのかを把握していきたい。

第 1項企業内の社会諸関係

まずA自工M製作所企業内部での社会諸関係について見ていく。 A自工M製作所の労働

者においてまず何よりも特徴的なことは、彼等ひとりひとりが，職場集団や労働組合，会

社のさまざまなサークル，そしてかつての職場の同僚や同期入社の仲間等々，企業内部に

おいてきわめて重層的な社会諸関係の網の目の中におかれているという事実である。

こうした企業内部の社会諸関係の中でも，とりわけ日々就労している労働現場における

職場集団は， A自工M製作所労働者の労働一生活にとってきわめて大きな意義を持ってい

る。もとより，彼等の企業内部での生産一労働過程において，職場集団が決定的な役割を

果たしていることは改めていうまでもない。しかしそれだけではなく，こうした職場集団

は，企業外における労働者の生活過程においても一定の互助的な機能を担っているのであ

る。すなわち，職場内部で取り結ばれた社会諸関係は，休日や自由時間のレクリエーショ

ン，冠婚葬祭の際の相互協力，家庭の様々な問題の相談，怪我や病気の時の相互扶助等々，

きわめて広範な生活諸局面において，重要な役割を果たしている(*)。そしてこのよう

な職場を基礎とした濃密な社会関係の存在を前提として.A自工M製作所の労働者は，い

ずれの階層も共通して. i企業生活の意義」の第 1番目に「仲間との人間関係を大切にす

ること」をあげ，また多くが. i職場の仲間」を「頼りになる人Jとしてあげているので
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ある(表 6-7・表 6-9参照)。さらにまた，こうした諸点をふまえるならば，前節で

述べたようにA白工労働者が，自らの労働条件にさまざまな不満を抱えているにもかかわ

らず，その多くが仕事に「張り」を見い出だしているという事実の基底にも，単に労働内

容・技術習得に対するやりがい感や「張り」が存しているのみでなく，それが職場での社

会諸関係の存在によっても支えられていることは看過しえないであろう。「仕事に張り合

いはある。集団の中で働くというのが自分には向いていると思うJ(⑮)等の事例は，そ

のことを端的に示している。

* 生産一労働を離れた企業外での生活過程において，職場集団が一定の役割を果たすことを示

す事例はきわめて多い。以下，若干を掲げておく。

「作業長が中心になって，職場では家庭の不幸やお祝いなどの面倒をみるようにしている。

同じ職場の仲間が一番頼りになる。旅行のときは土産を欠かさないし、里の親にまで、土産を送っ

てくれる。職場の人が怪我をした時も，しょっちゅう病院に見舞いにいったJ(⑮) 

表6-7 企業生活の意義と仕事への「張り J，継続志向

企業生活の意義(生計をたてること以外に)
仕事への

継続

階層 Na 仲間との 技能の 社会への 昇 進企業業績趣味に 就労

人間関係 向 上 貢 献 昇 格 の向上打ち込む 特になし 張り合い
志向

A層 ① O O 

② O 

B層 ③ O O O O O O 

④ O O O O O 

⑤ O O O O O 

⑥ O O O 

⑦ O O 

⑧ O O O O 

⑨ O O 

⑪ O O O 

⑪ O × 

⑫ O 

C層 ⑬ O O O O 

⑪ O O O O 

⑬ O O O O 

⑬ O O O 

⑪ O O × O 

⑬ O O × × 

⑬ O O O 

@ O O 

@ O 正』 O 

⑫ 

D層 @ O O O O O O O 

⑪ O O 

資料)実態調査より作成。

- 36一



r(作業長として)自分は，職場の若い人を自分の子供のように思っている。私の職場では，

家であったこともすべて話し合ってくれ，と言っている。奥さんから電話があったら，一緒に

何でも話し合うような関係を作っている。お互いに不利になるようなことは言わんから，自分

の職場を親子兄弟のようにして，会社生活を送らなきゃいけない。会社の職場なんかでは，もし，

だれかが病気になったら同僚が親身になって献血とかしてやる。そういうことは地域や村では

できないことだJ(③) 

その他，休日・自由時間のレクリエーションを職場の仲間と共に楽しむ事例としては， r 5月

に職場のグループ12人で温泉にいったJ(⑤)， r麻雀とゴルフは職場のコミュニケーションのた

めに行っているJ(②)， r連休には，会社の友人 6-7人と旅行にいったJ(⑬)， r職場のまと

まりはある。 3カ月に 1回，飲み食いとかボーリングとかやっているJ(@)， rゴルフや釣り，

ボーリングなど，年齢別に意識的につきあうようにしている。班の忘年会の計画もしているJ(⑥) 

等がある。

しかもこのような職場を基礎とした社会諸関係は，小集団活動(1)によって， i合理化」

生産性向上と結びつけられた形で，一層強固にされつつある(表 6-8参照)。もちろん

A自工M製作所の中でも，人員削減が特に著しく推し進められている機械保全や組立検査

等の間接部門においては， i小集団活動なんか，実際，時間がなくてできない。やっても

形式的なことが多いJ(⑬)という職場もみられる。しかし，組立や塗装，溶接，板金，

鋳造等をはじめ，多くの職場では 1カ月に 1度以上定期的に小集団活動が実施されてい

るのである。各職場における小集団活動のテーマは，品質管理や安全対策，生産性向上，

娯楽の計画等々，きわめて多岐にわたっている。またそこでのテーマの決定の仕方は，必

ずしもトップ・ダウンではなく，職場で「自主的」に決定されていることが多い。そして

こうした小集団活動は，職場を単位とした提案制度とも組み合わされ，職場単位で提案の

ノルマを決めたり，共同提案を行なう等，労働者の集団的な営為を，作業改善や生産性向

上の方向で組織する重要な横粁として機能しているのである (2)。このような小集団活動

については， A自工では，各階層とも多くの労働者が，少なくとも職場の人間関係を良く

し，仕事に対するモラールを向上させるという点に関しては，積極的・肯定的に評価して

いる(*)。彼等が自らの労働内容にやりがい感・「張り」を感じているという事実，ま

たそうした労働の遂行や企業外での生活にとって職場の社会諸関係が大きな役割を果たし

ているという事実をふまえるならば，このような形で労働者諸個人が小集団活動を肯定的

に評価するというー側面は，容易に理解することができょう。

* 小集団活動に対する積極的・肯定的な評価の事例として，若干を掲げておく。

「小集団によって，はじめはみんなものを言わんでも，おしつけたやり方ではなく，コミュ

ニケーションが図れるようになる。 3人寄れば文殊の知恵で，みんなが熱中してアイデアを出

し合い，ざっくばらんに話し合う。いろんな意見がどんどん出るし 1人の人がアイデアを出

したら，他の人も fそんなものは当たり前だjとは言わずに， rそこはもっとこうしたらいい』

等，他人の頭を借りて自分も考えるようにしている。人間関係が非常に良くなる。班の雰囲気

がうちとけて，遠慮せずになんでも言いあえるようになる。これが一番だ。モラールの向上に
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表 6-8 小集団活動の内容とそれに対する評価

階層 Nu 内容・ァーマ 活動に対する評価・職場の変化

A層 ① 生産性向上・品質管理

② 安全

B層 ⑤ 生産性向上・品質管理 職場で、は助け合ぃ・活気が出てくる。

今はマンネリ。こちらで話したことでも予算の関係で通らない。

③ 工数低減・品質管理 ざっくばらんに話し合い，人間関係がよくなる。モラール向上。

正規のQC(品質管理)からはずれて工数低減等になっている。

④ 品質管理 責任感・相互信頼がレベル・アップ。仕事に対して前向きになる。

⑦ 品質管理 職場の話し合いに「はずみ」がつく O

⑫ 品質管理 不具合を無くせば楽になるので皆な真剣。職場が積極的になる。

⑮ 安全 日常の生産活動に気配りを生み出すようになる。

⑥ 作業改善・娯楽の計画 責任感・やる気の盛り上げになる。

⑪ 職場改善・モラール向上 職土坊のコミュニケーションがよくなる O

本来のQC(品質管理)からはずれている。

⑧ 活性化・競争原理(2班に分けている)につながる。

⑨ (班の活動で表彰を受けたこともある)

C層 ⑬ 生産性向上・品質管理 職場で話し合いの場がもてる。

⑪ 生産性向上・品質管理 普段は言えないこと，テーマ以外のことでも言えるようになる。

⑬ 品質管理・安全 仕事がやりやすくなる。仕事に対して興羽未を持つようになる。

⑮ 品質管理・安全 マンネリ・グルーミーな雰囲気がまん延している。

⑬ 作業改善・品質管理 職場でみんなでいろいろ相談できる点がよい。

⑫ 品質管理 若い人が多いし，まとまりができる。

⑪ 品質管理 1人l人が考えて作業するようになる。

⑬ 品質管理 時間がなくてできなしミ。やっても形式的なことが多い。

⑬ 現在やっていない f亡しすぎてできない。

⑫ 

D層 @ 現在やっていない

@ 

資料)実態調査より作成。

もつながるJ(③) 

「小集団活動で職場の雰囲気が変わる。活気が出るし，おEいに助けあいの心をもって弱い

者をヲ|っ張ろうという雰囲気になる。個人作業であっても，話し合いは必要だJ(⑤) 

「小集団活動によって個人個人の責任感が高まり，相互信頼がレベル・アップされた。もの

ことや仕事に対して前向きの姿勢が出てくるJ(④) 

「今の小集団は，本来のQC(品質管理)とはややずれているが，コミュニケーションの方法，

モラールの向上の手段になっている。職場のコミュニケーションが良くなる。これはこれで大

事だJ(⑪) 

「小集団活動では，各ラインをつぶさに調べて 1人 1人がアタックしている。ひとつひと

つ自分でやって，体で覚えて改善させる。自分の責任でやる気を盛り上げ，不具合件数が減っ

てみんなががんばるようになるJ(⑥) 

「小集団活動で，塗料が垂れたり，かすれたりするのを防止することや，コストの問題を話
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し合ったりしているが，話しているうちにそれ以外のことも出てくる。以前は言えなかったよ

うなことでもお互いに言えるようになるJ(@) 

「小集団活動は，みんなで職場でいろいろ相談できる点がいい。みんなの了解ができて， rよ
し，やろうjということになるJ(⑪)。

このように， A自工M製作所企業内部とりわけ職場集団内部で取り結ばれる関係を基礎

とした社会諸関係は， A自工M製作所労働者の全階層に共通して，大きな意味をもってい

る。しかしながら，そうした社会諸関係を特に濃密に有し，また重視しているのは，とり

わけA層・ B層など戦前生まれの階層である。そしてこのことは，第 1節で指摘したA層

やB層の生活史・史的形成過程のあり方とも密接に結びついている。すなわち，戦前生ま

れのA層やB層にとって， A自工 (A重工)への入社は，それ以前の「生活苦」や不安定

な前職からの脱却を意味していた。それゆえ彼等は， A自工 (A重工)への入社を自ら積

極的に選びとってきたのであり，また入社似降，その職場での労働一生活を通して相対的

に安定した生活を実際に克ち取ってきた過程を，誇りにも感じているのである。しかもこ

うしたA層・ B層の相対的に安定した生活は，多くの場合， i生活よりも仕事優先」と考

えて職場での労働に打ち込むことによって，はじめて実現され得たものであり，それだけ

にまた，彼等の中には，職場における先輩や上司，仲間から， i人生に大きな影響を与え

られたJ経験を有する者も少なくない(表 6-9参照)。さらにA層やB層は，作業長と

して小集団活動等を通し，職場集団の掌握を職務としてきた経験を有しており，また趣味

の面でも，山岳部や釣りのクラブ，ソフトボールのチームなど， A自工M製作所企業内の

サークルに加入することによって，その要求を充足してきた者が多い(表 6-10参照)。

こうした中でA層・ B層では，現時点においても， iもっとも頼りになる人」としてA自

工企業内部の人をあげる者が多く，総じて企業内部・職場内部の社会諸関係をきわめて重

視する傾向が見られるのである。(表 6-9参照)。

このようなA層やB層における A自工M製作所企業内部での社会諸関係の濃密なネッ

ト・ワークは，いうまでもなく，彼等の30年間以上にわたる職場生活の歩みの中で形成さ

れてきたものにほかならない。それゆえにまた， A層と B層の聞では，その職場生活史の

違いに基づいて，微妙な差異が見てとれる。

すなわちA層は，すでに述べたように， 15歳でA重工に入社して以来，作業長を解任さ

れる昭和50年代まで，その職場生活の大半を機械関係の職場で過ごしてきた。彼等は，戦

前の技能養成工時代から，そうした職場で機械関係の技術・知識を上司や先輩から教えら

れ，また仲間と共に磨き合ってきたのである。そしてこうして習得した「神業」的な技能

の上に立って，彼等は機械関係の職場で作業長になり，職場の人間関係の掌握に努力して

きた経験も持っている。また当然ながら，職場ぐるみの小集団活動や提案制度でも，彼等

は作業長として中心的な役割を果たし， i提案はわからない位たくさん出した。部下にア

イデイアをゆずったこともある。職場みんなで出して，団体表彰を受けたこともあるJ(②) 
等の経験をも有している。それゆえ，彼等A層にとって「もっとも頼りになるJと考えら

れている企業内の社会関係は，作業長を解任された後に移動してきた現在の職場の仲間で

n
B
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表 6-9 仕事と生活，人生に影響を与えてくれた人，頼りになる人

階層 No. 仕事と生活の関係 人生に影響を与えてくれた人 頼りになる人

A層 ② 仕事と生活は割り切る 職場の友人 職場の仲間

① 職場の仲間

B層 ⑧ 仕事優先 職場の上司・学校時代の先生 職場の仲間・上司・兄弟

⑥ 仕事優先 職場の上司 職場の仲間

③ 仕事優先 父 職場の仲間・親せき・そのf也

④ 仕事優先 自分の体験 職場の仲間・兄弟・親せき

⑦ 仕事優先 両親 兄弟・親せき

⑨ 仕事優先

⑪ 仕事優先→生活優先 職場の上司・両親 職場の仲間

⑪ 仕事優先→生活優先 職場の上司 職場の仲間

⑤ 仕事と生活は割り切る 兄弟 兄弟・親せき

⑫ 

C層 ⑬ 仕事と生活は割り切る なし 学友・親せき

⑪ 仕事と生活は割り切る 中学の友人・父 学友・兄弟・職場の仲間

⑮ 仕事と生活は割り切る 中学の先生・地域の友人 学友・職場の仲間・上司

⑬ 仕事と生活は割り切る 地域の友人 地域の友人

⑮ 仕事と生活は割り切る なし 職場の仲間

@ 仕事と生活は割り切る 中学の先生 職場の仲間・親せき

⑪ 生活優先が理想 剣道 学友・職場の仲間

⑪ 仕事優先になっている 兄弟 学友・兄弟・職場の仲間

⑫ 仕事優先 高校の先生・地域の友人・学友 学友・職場の仲間

⑬ 仕事優先 母 職場の仲間・上司

D層 @ 仕事と生活は一体 なし 職場の仲間・上司

@ 仕事と生活は割り切る なし

資料)実態調査より作成。

はなく，むしろ，今日においても依然として， I同期入社(技能養成工出身者)で同じよ

うな経験をたどってきた人J(②)であり，したがって，かつての機械関係職場の同年齢

の同僚や仲間に他ならないのである。

他方B層は，前述のごとく，入社以来，今日に至るまで一貫して，組立や鋳鍛，板金等，

現在の職場に配置されてきている。この間，彼等は，職場の上司や先輩から技術的な指導

を受け，様々な技能資格を取得してきた。さらにここでの先輩・上司による指導・影響は，

個々の技術的な内容にとどまらず， I仕事をするときには，自分本位でなく，全体をよく

みてやることJ(⑮)， I仕事上の困難にぶつかっていく姿勢J(⑧)等々，後に作業長になっ

た彼等にとって重要な示唆となる仕事観の領域にまで及んでいたのである(*)。さらに

彼等B層は，作業長になった後，いうまでもなく，その職務遂行上，職場集団をまとめる

ために様々な努力を払い，小集団活動でも中心となって活動している。それに加えB層は，

I(労働組合の)協議委員や職場委員は，結局作業長が号|き受けざるをえないことが多いJ
(⑪)， I組合との関係を深めるために，最終的には(組合役員は)作業長がやることになる」

(③)という状況の中で，労働組合の職場委員や協議委員を作業長と兼ねており，こうし

た多様な観点から，現在の企業内・職場内での社会諸関係をますます強固なものにしてい
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表 6一10 労働組合と企業内サークル

労 僧I 組 1口〉、

階層 No. 必要か 企業内サークル
役職経験 現 状 の 評 f面

不要か

A層 ② ム あまり関心がない。 園芸部

① 山岳・園芸部

B層 ⑫ 職場委員 O 会社との「けじめ」が必要だ。

④ 職場委員 O よくやっている。 ソフトボ:ール

③ 協議委員 O 全体として評価できるが，組合員が納得する前に押し

付けがある。

⑥ (職場委員) ム 活発でない。交渉等，東京で、やってしまうので，実感 ゴルフ・釣り

がわかない。

⑨ (職場委員) O (軟式野球)

⑪ (職場委員) O 不活発。無関心層が多い。

⑦ (協議委員) 組合とはいえないが，あんなものだろう。 ノfドミントン

⑪ (協議委員) O あってないようなもの。賃上げでも会社のいいなり。 ボーリンク

⑤ (協議委員) O 会社側に偏っている。選挙運動の押し付けは不満。

⑧ O 全体として評価できる。 空手

C層 ⑬ (職場委員) 賃金のことで，がまんしろといわれるのは不満。

⑫ (職場委員) O 言うべきことは言い，通すべきことは通している。

⑪ (協議委員) O 全体として評価できる。 剣道

⑫ (代表委員) O 会社側に偏っている。活発で、ない。選挙の票よみばか ゴルフ

りで賃金闘争が弱い。

⑪ O 会社側に偏っている。ボーナス等，組合員の意見が反

H央されない。

⑪ O 会社側に偏っている。みんなあまり期待していない。

⑬ O 会社側に偏っている。活発で、ない。選挙動員の強制に

不満がある。

⑬ O 会社側に偏っている。

⑪ O 会社側に偏っている。ボーナスや残業のことに力を入

れてほしい。

⑪ O 全体としては評価できる。

D層 ⑫ O よくやっている。

⑪ ム 会社側に偏っている。

資料)実態調査より作成。なお役職経験」で( )の中は，かつて経験した役職。

るのである。したがって B層にとって， Iもっとも頼りになる」と考えられている人は，

企業の中でも特に，現在の同じ職場の仲間や作業長仲間であることが多く見られる。

* B層の「人生に大きな影響を与えてくれた」職場の先輩・同僚の事例として，いくつかを示

しておく。

「人生の中間点で上司(班長)の人と出会ったことが，自分の人生には一番影響を与えた。

その人は世話好きで，よく気がつき，不公平がなく，後には係長にまでなった人。仕事もよく

していたし，自分の立場をわかつてくれる人だった。仕事の面で，自分本位で考えてはいけない，

全体をよく見てやらんと長続きしないぞ，と言われていた。当時はよくわからなかったがb 今
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になってよくわかる。その人と知り合った時分から，仕事に張り合いが出てきたJ(⑬) 

「上司との関係，上下の序列の関係の中できびしく鍛えられた。これが一番人生に影響を与

えてくれたJ(⑥) 

「職場の上司にいい人に恵まれた。困難にぶつかっていく姿勢，仕事をする姿勢を教えられ

たと思う。それが今でも一番生きていると思うJ(③) 

「中学校にいっとらん(中退)のでコンフレックスがあった。 A自工に入る時も(会社)訪

問に行くか行くまいか迷っていた。その時にA自工に行っていた先輩が本を見せてくれた。そ

の本に私をふんぎらせるものがあった。 20歳でやろうと思ったときにできなかったら， 25歳で

後悔する。これで私はA自工に入ったJ(⑪) 

とはいえここで見逃せないことは，こうしたA層やB層の企業内・職場内での社会諸関

係の内実，とりわけB層における作業長の職務としての職場集団づくりや，職場委員とし

ての労働組合活動の状況は，必ずしも彼等自身にとって十全に納得のいくものではあり得

ていないという事実である。

彼等は， 1""合理化」・人員削減の下で，職場集団を生産性向上のために活用するよう方

向づけざるを得ない自らの作業長としての立場の中で，孤立感・消耗感をさえ感じている。

「今はちょっと仕事にいきづまっている。生産性向上が厳しい。作業長になると上からは

押さえつけられるし，下からは反発を受ける。厳しいことや無茶，出来もせんことを言わ

れて，係長も困っているので，わしが軽く受けとめて下におろしてやらなければならない。

上からの要請をそのまま下におろしていては，下がついてこない。作業長になって苦労ば

かりで眠られない日もある。明日までにこれだけ部品をつくらにゃならんという時に，従

業員が『子供が病気で休ませてくださいjと言ってくる。休暇届けを係長のところにもっ

ていくと『何で休ませるのかjと，わしがしかられる。(反対に)若い者とけんかになる

こともある。若い人は割り切っとる。『おつつあん，休ましてくれよ。遊びに行くんやj

といった調子。『仕事が忙しい(から休むな)Jと言っても， r忙しいのは年中やjと言っ

てポッと休む。休んだ者の分を自分が埋め合わせると，自分の(本来の)仕事ができない。

係長に f作業長はそんな仕事をするものじゃないjとしかられる。わしがおらんときの怪

我(事故)だけは困る。作業長の責任になる。係長は逃げる。課長には『労災にするな。

休ませるな。家族に謝って連れてこいjといわれる。課長が鬼みたいに見えてくる」。こ

こには彼等の苦衷・孤独感が端的に現れている。

このようなB層の職場集団づくりにおける矛盾は，とりわけ，彼等自身が中心となって

行なっている小集団活動において，集中的に現れる(表 1-8参照)。すなわち B層は，

前述のように，小集団活動が職場の人間関係を良くし，仕事をしやすくしていること，品

質管理を通して仕事に対するモラールを高めていること等を肯定的に評価しているが，同

時にそれにもかかわらず，小集団活動の成果が結局，企業側のコスト削減・生産性向上に

見合う限りにおいてのみ採用されるにすぎないことについては，他階層にも増して，強い

不満を持っているのである(* )。さらにこうした不満や限界が，職場での「合理化J
人員削減とも相まって， B層を中心とした小集団活動それ自体をマンネリズムに陥らせて
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いることも少なくない。「小集団活動は，はじめは一生懸命ゃったが，今はマンネリ。 6

人のグループで 1人でも休むと日を延ばしている。話も横道にそれることが多い。止めら

れない炉があるので時聞がないし，テーマはこちらで選定してやり，レイアウト等も話し

合いにかけるが，実際には予算の問題で要求を通してくれない」という事例は，そのひと

つである。

* 小集団活動に対する B層の批判は，以下の諸事例に典型的に読み取れる。

「私なりに判断すれば， QCサークルというのはあくまでも品質管理の活動であって，これ

はわれわれの義務である。ところが会社の方針は工数低減， 60分でできるものを45分で作るとか，

いかに楽をしても早く仕事ができるようになるかとか。そういうものは正規のQCからはずれ

ていると私は思うJ(③) 

「小集団では，個々の作業についてはあれこれ意見を言えるが，大きなことについては何も

言えない。言っても上に通らないJ(⑪)。

さらに彼等B層は，自ら職場委員や協議委員をしている労働組合の現状についても，そ

れが前述した彼等の労働諸条件上の要求・期待に応えているとは全く考えていない。 B層

にとって現在の労働組合は， rあってなきようなもの。資金にしてもボーナスにしても会

社のいいなりJ(⑩)の存在でしかない。また B層の中には， rあんなもんだろう。もとも

と組合とはいえない。組合がパタパタしでも、職場内のことは安全担当者にいったほうが

何とかなるJ(⑦)等のように，具体的な改善は労働組合よりもむしろ職制を通して実現

されるものと了解している者も多い。もともと彼等B層が労働組合の職場委員や協議委員

になったのも， r協議委員や職場委員は，結局作業長が引き受けざるを得ないJ(⑪)から

であり，また「組合との関係を深めるために，最終的には(組合役員は)作業長がやる」

(③)という職場の不文律に従った結果でしかないことが多い。そこで当然ながら，彼等

においては，労働組合の活動は，それほど積極的に取り組まれているとはいいがたいので

ある。とりわけ，労働組合が会社と一体となって行なう国政・市政等の選挙運動は，作業

長を中心とする B層にとっては大きな負担となっており，労働条件の改善に対する労働組

合の活動が不活発であることとも相まって， B層の不満を一層深めている(*)。しかし

ながら，同時に我々が注目すべきことは，こうしたB層の多くが， r組合はやはり労働条

件を守るためのものJ(⑤)と考え，労働組合それ自体の必要性を認めていること，そし

てまた， r組合の執行委員は選挙の時だけでなく，職場の実状をもっと視察し，みなから

の声を反映すべきやJ(⑤)という要求を潜在的には保ち続けているという事実である。

もとより，彼等がこうした不満・要求を顕在化させたならば， r組合の役員ににらまれ， rど
このもんやjといわれるJため， rわれわれは『言っただけ，損だぞjといっているJ(⑤) 

のが実状である。そしてこうした労働組合の現状を前提とした上で，彼等B層が自らの労

働を少しでも軽減し，働きやすい職場環境を維持しようとする限り，彼等はインフォーマ

ルな職場集団にますます沈潜し，そこでの作業長としての個人的な対応に埋没せざるを得

ない。しかもこうした対応が，結果的には，もっとも依拠しているはずの職場集団の中で

さえ，弧立感・消耗感を一層深めさせざるをえないという悪循環に彼等B層を追い込んで
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いるということは，すでに述べた通りである。

* 労働組合の選挙活動や非民主的運営の実態，およびそれらに対する不満は，多くのB層によっ

て語られているが，次の事例はその内実を具体的に示している。

f(組合は)会社側に偏っている。同盟じゃけん，活発な組合運動はしとらん。数年前から市

会議員など組合推薦の選挙運動に力を入れるようになってきた。組合で推薦しただれだれを応

援する，休暇をとって応援に行け，といわれる。課長も rA自工に何かあったとき， (政治との

結びつきがあれば)助かる』といって上から活動のチェックまでする。結局， (作業長・組合協

議委員である)わしが何回もいかねばならん。選挙運動でまわっていて，よそのおばさんが昼

寝しているところを起こして，怒られたりする。わしは，組合はやはり労働条件を守るための

ものと思うし，選挙運動はおしつけてやらせるものではないと思う。不満をもっている l人だ。

このごろ組合離れしている者が職場にもかなりいる。『また選挙かjとみんな言っている。 1人

何票の割り当てとか職場集会でいうと， rボーナス100%とってから選挙運動をやれjという声

もでてくるが，やはり組合の役員ににらまれ， rどこのもんや』といわれる。われわれは『言っ

ただけ，損だぞ』といっている。組合の執行委員は選挙の時だけでなく，職場の実状をもっと

視察し，みなからの声を反映すべきや」

そして何より，こうした職場集団のあり方やそれへの自らの関わり方に対する不満・疑

問は， B層が作業長を解任され，これまで有していた仕事に対する「張り」を見失った時，

最も端的に露呈する。 A層の場合，作業長を解任された後，他の職場に移動させられたが，

B層は作業長を解任された後も，従来と同じ職場に留どめられ，年下の新たな作業長の下

で就労することになるのである。「作業長職はこの 5月で降ろされた。今の作業長は自分

より若い人。それ以来，プライドもあって釈然としなかったり，寂しい気持ちにもなり，

仕事の張りが急になくなってきたような気がする。昔は仕事優先でやってきたが，今は無

理をしないで，無事にすぎてくれればよいという気持ちになっている。職場はいろんな人

の寄り集まりなので，いやいやながらでもやらねばならぬが，難しいものだ。自分本位で

考える人が多い。人を踏み台にしたり，利己主義だったり，非協力的だったり。自分の気

持ちをわかってくれる人がだんだん少なくなってきた。昔は職場の作業長から係長にあ

がっていたが，最近は大卒の若い人が係長になり，現場からは出なくなった。忘年会など

の飲み会をやっても，最近の係長は一緒に飲んでもつまらない」。こうした問題は，すで

に作業長を解任されたB層にとってのみならず，近い将来，ほとんどのB層が直面せざる

を得ない問題といわねばならない。

さて次に，戦後生まれのC層について見る。 C層の多くは， B層と同様，入社以来，職

場間での移動をほとんど経験せず，ほぼ同ーの職場集団で就労してきている。しかしなが

ら，彼等C層にとってそうした職場集団がいかなる意味をもったのかを考えるとき， B層

の場合とは大きく異なるいくつかの要因を無視しえないであろう。すなわち C層の多くは，

A自工入社以前も B層のような「生活苦」や不安定な前職を経験していないし，またA自

工への入社に際しでも， I大阪に出て就職したいが，長男として地元に残らねばならない」

という半ば外在的な動機を無視しえない。その意昧ではC層においては， A自工への入社
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という事実は.A層やB層ほど積極的な意味をもって受けとめられてはいないのである。

しかも.A自工に入社した後についても見ても. c層の多くは. ME化・自動化がもっ

とも進んだ職場に配置されているため. B層のように上司や先輩から技能・経験を伝承さ

れることよりも，むしろ，独習や制度的な企業内制度教育 (OFF. JT)による客観的

な知識習得にウェイトをおくことになった。また，昭和40年代以降にA自工に入社した彼

等C層は，入社以来一貫して，たゆまぬ「合理化」・人員削減の下，職場では「ちょっと

だれかと話すという時間もないJ(⑬)状況を余儀なくされており，かつて若いころのA

層やB層が有していたような，職場の先輩や仲間から「人生に大きな影響を受けた」とい

う体験を有さないまま，今日に至っている(* )。さらに前述のごとく C層は，未だ作業

長や労働組合の役員にも就任していないため，職場集団を掌握する必要性を. B層ほど切

実に感じているわけでもないのである。

* こうした「合理化」・人員削減に伴う職場の変化を，かつての職場を知っている B層労働者

は次のように語っている。

「生産性向上が厳しすぎる。昔はのんきで，自分達鍛造関係者は日に100台なら100台や

ればそれでよかった。30分仕事をすれば交替で，その聞に一服する余裕があった。今は『トヨタ・

日産に追いつけ』ということでとても厳しい」

「昔は(組立)ラインの流れが遅く，余裕があった。昭和47年一48年ころからは交替要員が

入らなければ煙草も吸えない位だ。現在は異常だ」。

こうした労働一生活史のあり方を反映し. c層においては.A自工企業内部での社会諸

関係やそれへの関わり方は. A層やB層に比べれば相対的に希薄である。 C層は.r仕事

は仕事，生活は生活Jと割り切って考えており，場合によっては前述のごとく，仕事を無

断で欠勤し，職場集団の他のメンバーに負担をしわ寄せする形で，自らのレジャーの時聞

を確保することもある。しかも彼等の趣味やレジャーは企業を離れて行なわれるものが多

く，彼等はA白工内部の趣味のサークルにはあまり加入していない。むしろ，ある C層は

r(遊びの集団には)A自工の人は，あまり呼ばないようにしている。職場外の人の方がか

えっておもしろいから。職場の人には何でもはしゃべれないJ(⑬)と語っている。そし

て職場での小集団活動や提案活動に対しでも. c層は，確かにそれらが「職場の人間関係

をよくする」側面を肯定的に評価してはいるものの，実践的にはA層やB層ほど積極的に

参加しているわけではない。「月に 1回(小集団活動を)やらなければならんから，リーダー

はなかなか大変だろうJ(⑮). r提案はあまりしない。他のところでは，小遣い稼ぎにちょっ

としたことでも提案しているが，そこまではしたくないからJ(⑪)等のように，彼等は，

職場での小集団活動を正面から否定してはいないものの，一定の距離をおいて接している

のである。さらに. c層の多くは，現在.r頼りになる人」として確かに「職場の仲間J

を掲げてはいるが，しかし，それも職場ぐるみでレジャーに行くことはあっても，仕事を

離れて個人的に行き来をするほどの関係ではないことが多い。 C層の中には.r職場の中

の人には何でもはしゃべれない。一線をおく場合が多い。仕事に関してはすべて話すが，

プライベートなことは話せない。 I見て見ぬふりjをする人聞が多く、情がないJ(⑫)と
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語る者も見られ，ここでも職場集団に対して一定の距離がおかれていることが示唆されて

いる。そしてこのような C層の仕事や職場集団に対する接し方は， A層やB層の考え方と

の聞に大きなギャップを生み出し，このことは， B層をはじめとする作業長層にとって悩

みの種にさえなっているのである(*)。

* c層の仕事や生活に対する考え方と， A層やB層のそれとのギャッフ。について，作業長であ

るB層は，次のように語っている。

「若い人は割り切っとる。『おつつあん，休ましてくれよ。遊びにいくんやjといった調子。

『仕事が忙しい(から休むな)Jと言っても. r(仕事が)忙しいのは年中やjといってポッと休

むJ(①) 

「若い人はものごとを割り切りすぎている。人に迷惑のかかるようなことは抑えてもらいたい。

小集団の集団にも溶け込みにくい。きまりやけじめをきちんとしてほしいJ(④) 

「若い人は，自分等で楽しく働けるようにチームワークを作るように努力してほしい。個人

の都合や理屈ばかりでなくてJ(⑥) 

とはいえこれらの諸事実は，彼等C層がA自工企業内部で、の労働者の連帯に無関心で、あ

ることを直ちに意味するものではない。彼等は，今日の「合理化」・人員削減の下，職場

の社会関係が一層希薄化させられつつあることに対し， I人が減り，作業が難しくなるか

ら職場の人間関係も難しくなる。会社自体にゆとりがないから，みんなにもゆとりがない。

ちょっとだれかと話すという時間もない。それを一生続けていくかと思うとぞっとする。

今があまりに追い立てられ，能力の限界のところで仕事をしているので，みんなネクラに

なっているj(⑬)等のように，強い不満を持っているのである。また既に述べたように，

C層は個人的に欠勤するという形で自らの趣味・レジャーの時間を確保してはいるが，し

かしながら，そうしたあり方が常に通用するわけではなく， I休みがとりにくい」という

ことは彼等の大きな不満になっている。そこで彼等C層は，労働組合による共同的な労働

諸条件の改善の必要性を認め，その上で現在の労働組合のあり方に対して， I組合は会社

と一緒。なれあっているj，I組合は会社側に偏っているj，I選挙にばかり力を入れすぎるj，

「組合員の声が反映されていない」等々，強い批判・不満をもっているのである(*)。こ

うした諸点には，明らかに，彼等C層が， A層やB層と共通した要求・不満を有している

ことが見て取れるといえよう。もとより，こうした C層においても， I組合に不満をいっ

てもしかたがないj(@)という姿勢は一般的でさえある。そしてこうした姿勢を前提と

する以上，彼等C層は，ますます個人の私的利益を守るために職場集団の他のメンバーに

矛盾をしわ寄せし，かっそこでの対立・葛藤を多少でも和らげるために，一層，自らと職

場集団との聞に一定の距離を保とうとせざるを得ないのである。ここには， B層と C層が

共通の労働条件上の不満・要求を抱き，しかも労働組合の現状に対する「あきらめ」とい

う点でも B層と C層が共通の対応をとることが，結果的には，職場集団において， B層と

C層の聞の対立として発現せざるを得ないという事実が，端的に見て取れるといえよう。

* c層の労働組合の現状に対する批判は，以下の事例にその一端が示されている。

「同盟系で労資協調与ので，金銭的なことでも『がまんせい』とばかりいわれる。トヨタだっ
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たら去年でもプラス・アルファーが出たのに。多少不満であるJ(⑬) 

「労働組合は会社側に偏っているo ボーナスをもっと取ればいいのに，選挙にばかり力を入

れている。組合員の声が反映されていないJ(@) 

「同盟系だから会社側に偏っている。組合の役員をやった人がそれを降りたら会社の役職に

つくとか。ベースアップにしても，組合で話し合われる前にだいたい決まっている。みんなあ

まり期待していないJ(⑬) 

「組合は，実際に働く労働者のことをもう少し考えてほしい。労働時間にしても賃金にしても，

やることは多いはず。選挙動員の強制ばかりではなくJ(⑬) 

「会社側に偏っているし，活発でない。ベースアップの闘争が弱いし，県会議員選・市会議

員選のときにカが入りすぎていて，組合員に負担がかかりすぎている。票読みばかりやらされる。

みんな組合にはあまり期待していない。賃金闘争が弱いJ(@) 

最後にD層の企業内での社会諸関係についてみる。 D層では，職場集団に対する帰属意

識は， C層と同様，必ずしも強いとは言えない。彼等は，これまでA自工の中で，特に「人

生に影響を受けた」ような上司・先輩に出会ったこともないし，技術的な指導を職場の仲

間や先輩から受けた経験もない。労働組合の役員として，職場での活動をしたこともない

し，企業内の趣味のサークルにも加入していない。もちろん，彼等D層も「頼りになる人」

として，職場の上司や仲間を挙げ，また企業生活の意義のひとつに「仲間との人間関係を

大切にすること」をあげている。しかしながら，そうした職場の仲間にしても，仕事を離

れての交際は， I一緒に飲みに行く」程度のものであり，それ以外の生活上の諸局面での

交際は希薄である。そしてD層独自の特徴として，入社後，東京本社等々を移動しつつ，

係長等に昇進するにしたがって，仕事や労働組合に対する考え方が大きく変化しているこ

とが看取しうる。すなわち，入社後 4年目のD層は， I仕事は仕事，生活は生活と割り切る」

と考え，企業生活の意義を「仲間との人間関係を大事にすること」に見い出し，そして労

働組合の現状に対しては「会社側に偏っている」と批判している。この時点では，総じて，

同年輩のC層に近い意識状況を有しているといってよい。ところが，入社後17年，東京本

社から赴任した係長のD層は，まず，仕事と生活との関係については， I仕事イコール生活。

どっちを優先しているというつもりはない。あんまり切り離して考えていない。ごちゃま

ぜだ」と述べ，企業生活の意義については， I仲間との人間関係を大切にすることJの他に，

「昇進・昇格」や「企業の業績の向上」等々をも掲げている。そして労働組合の活動につ

いては，彼自身は組合員ではなく，労務管理担当の係長であるが，本稿の事例の中ではほ

とんど唯一，労働組合の現状を肯定的・積極的に評価しているのである。「むずかしい時

代に組合員のためによくやっている。今だったら会社とむちゃくちゃに対立していてもし

かたがない。労使協調でお互いに言いたいことを言い，いい道を探ることだ。なんでもか

んでも会社の言うことを飲むというような組合ではない」。

第2項血縁にもとづく社会諸関係

以上見てきたようなA自工M製作所企業内部での社会諸関係のさらに基底において， A
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自工労働者諸階層の生活を具体的に支えているものとして，家族・親族など血縁にもとづ

く社会諸関係がある。すなわち，全体として， A自工M製作所の労働者の生活にとって，

家族・親族の社会的ネットワークは，前述のA自工企業内部の社会諸関係とともに，きわ

めて重要な役割を果たしているのである。

とりわけ，戦前生まれのA層やB層においては，こうした傾向がきわめて顕著である。

彼等が日常生活上で何でも相談できる最も身近な相手は，いうまでもなく妻をはじめとす

る家族である。また彼等は， r頼りになる人Jとして，兄弟をはじめとする親族を，職場

の仲間の次に多くあげている。 A層やB層では， r頼りになるのは兄弟だと思う。自分が

家を建てるときにも，兄弟が150万円貸してくれたJ(⑦)等に見られるごとく，今日も兄

弟・親族と生活上の協力関係が保ち続けられているのである。しかも彼等の現在の生活で，

最も「楽しかったこと」や「印象に残ったこと」について見ても，兄弟をはじめとする親

族との交際や，父母を含めた家族との旅行・レジャーなど，血縁に関係した事柄がきわめ

て多いことがわかる。さらに彼等にとっての「いきがい」においても， r子供の成長」を

はじめ，家族・親族等，血縁に関する事柄が大きな位置を占めている(表 6ー11参照)(*)。

彼等A層・ B層は，前述のごとく，これまで「生活より仕事優先」と考え，仕事に打ち込

んできたのであるが，その根底には，こうした血縁関係，とりわけ「家族のために」とい

う意識が濃厚に存していたことを見逃すことはできないであろう。

* A層やB層にとって，家族・親族との関係が「楽しかったこと」や「印象に残ったことJ，さ

らに「いきがいJになっている事例として，以下を掲げておく。

「妻と娘 2人と九州へ旅行した。娘が嫁に行くので，最後の思い出に行った。いきがいは，

これから娘を 1人嫁がせることJ(①) 

「一番のニュースは，高校 2年の娘が琴の助教の免状を取ったことと，息子が希望どおりの

会社に就職できたこと。いきがいは 2人の子供の成長。一人前にして，人からうんぬんいわれ

ずに，あの子はよくやるぞ，といわれるように育てたいJ(③) 

「毎年 5月に妻と妻の父母と一緒に温泉旅行をしている。兄弟とのつきあいや子供の成長も

楽しみ。甥が今年留学したことも印象に残っているJ(⑥) 

「子供が大きくなって楽しいことも少なくなった。(楽しかったことは) 3年前に家族で九州

に行ったことかな。年に 2回位は家族で買い物に出る。印象に残ることといえば，娘がこの 9

月に結婚することJ(⑥) 

「楽しかったこと，印象に残ったことは，子供が希望する高校に入れたこと。子供の成長が

何よりのいきがい。現場では出世しようとかは考えていない。そういう空気はあまりないJ(④) 

「いきがいは生活を安定させ，子供3人をきちんと片付けること。楽しみは家族でのレジャー」

(②) 

「おなご(妻)に楽をさせてやりたい。あれもえらい(大変な)目をしとるで。それがいき

がい。記憶にのこったことといえば，娘が嫁にいって孫ができることと姪が留学したことJ(⑧) 

「最近は(子供に)手がかからなくなってさびしい。楽しかったことは，家族で海水浴や外

食に行ったこと。印象に残ることは妻の病気。いきがいは，子供の進学や成長J(⑤) 
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表 6一11 楽しかったこと，印象に残っていること，いきがい

階層 Jも 楽しかったこと，印象に残っていること p き が p

A層 ① 家族旅行 子供の結婚

② 家族レジャー 生活の安定・子供の結婚

B層 ⑥ 娘が琴の免許取得・息子が就職 子供の成長

⑦ 子供の高入学 子供の成長

⑬ 家族で帰省・海水浴・外食・妻の病気 子供の進学・成長

④ 家族旅行・娘の結婚・病気になったこと

⑧ 娘の結婚・めいが留学・地域の祭り・職 家族・妻のこと

場の仲間と旅行・職場での事故

⑨ 家族・親族旅行・兄弟との交際・子供の 仕事への挑戦

成長・おいの留学・仕事の難問題解決等

⑤ 家族・親族とのレジャー・管理職の勉強 生活の手抜き。家族レジャー・会社の行事 仕事の達成

③ ない

⑫ i酉・ゴルフ

C層 ⑬ 近所の人と旅行・家族キャンプ・レジャー 健康

⑬ 地域の友人とスキー・キャンプ・海水浴 レジャー・スキー・キャンプ

-ウインドサーフイン モーターボート・釣り

⑮ 高校の友人・会社の友人と旅行・作業長の変更 仕事

⑫ 剣道の試合でオールAで3位入賞・会社行事 特になし

⑬ 兄弟との交際・おいの進学・仕事の新ライン化 特に意識しない

⑪ 家族旅行・実家への帰省 子供の成長・住宅建築・帰省

⑪ 家族でキャンプ・運動会・花火大会・絵で表彰

職場で進級

⑪ 家族で動物園・花火大会・子供が生まれたこと 家族のこと

⑬ 家族でレジャー・冬はスキー，夏はキャンプ 子供の成長

⑫ A自工のワゴン車を買い，家族でドライブ 家族のこと

D層 @ 家族旅行・会社の夏祭り 仕事と家庭生活

⑪ ボ、ーナスをもらったこと その日その日を楽しく

資料)実態調査より作成。

i主:生活の目標 1=自分の人生を気楽に生きる

2=結婚し，楽しいマイホームをっくり，子供を育てる

3 =f家」を助け，親の老後をみる

4=自分の才能・能力を生かし，社会に認められる

5=ボランテイア等社会に奉仕し，貢献する

6=社会変革に貢献する

生活の 子供との関係(将来)

目標 残ってほしし】 同居希望

× × 

O O 

4 O O 
1 . 2 O O 

O O 

O × 

O O 

(仕事) O × 

O O 

2 O × 

O O 

l O ム

1・4 O × 

2 O O 

2 

2 O O 

1 O × 

1 ム × 

O × 

2 乙込 ム

1・4 ム ム

4 

このようにとりわけA層と B層において，家族・兄弟をはじめとする血縁関係のもつ意

味がきわめて大きいことの基底には，これらの階層に独自の，いくつかの客観的・主体的

な要因が見い出だせる (3)。

第 1に，相対的に高齢のA層やB層では，両親・兄弟をはじめとする親族が，今日に至

るまで地元=倉敷市周辺に在住し，身近に濃厚な血縁のネットワークが保ち続けられてい

ることが多い(表 6-12参照)。彼等にあっては，もともと兄弟数が4人一 8人と多い上，
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表 6-12 兄弟の在住地と A自工の関係 (人)

階層
在住地 A自工関係

No. 
倉敷市岡山県県外 A自工下請

A層 ① 2 2 2 

② 1 3 1 

B層 ⑧ 9 

⑪ 4 2 

⑫ 2 3 

⑥ 3 9 

⑨ 8 4 1 

⑤ 4 

④ 1 

⑦ 3 2 

③ 2 4 3 

⑮ 

C層 ⑬ 3 

⑬ 3 

⑫ l 

⑪ 1 2 

⑬ 2 2 

⑬ 2 

⑫ 2 2 。2 

⑫ 1 

D層 @ 1 

@ 1 

資料)実態調査より作成。

なお労働者本人と配偶者の兄弟を含む。

その兄弟たちも高度経済成長期以前に学校を卒業して，地元=倉敷市周辺に就労し，家族

を形成して現在に至っている場合が多いのである。また特にA層では，その両親は今では

もう亡くなっているが，長男である A層と結婚後も同居していたため， A層の家は兄弟が

しばしば集まる場所になっていた。他方， B層では次三男が多いため，両親と同居こそし

てはいないが，両親や多くの兄弟が倉敷市周辺に居を構えており，両親・兄弟聞の交際は

相対的に頻繁である。いずれにせよA層・ B層では，兄弟をはじめとする血縁ネットワー

クが，倉敷市周辺という比較的狭い地域的範域の内部に維持されてきているのである。

しかも第 2に，こうした血縁に基づく社会諸関係は， A層やB層のこれまでの人生の節

目毎に大きな影響を与えてくれた存在として，彼等自身によって自覚されている。このこ

との背景には，第 2次世界大戦の影響と彼等の出身家族の階級・階層性，すなわちそれが

貧困な自営業層もしくは失業者等の不安定階層で， A層・ B層自身が純粋の賃労働者とし

ては第一代目であったという現実が横たわっている。第 1節で述べたように， A層にとっ

て，両親は貧しい自営業者として「朝から夜まで働いてJ，彼等と彼等の弟妹を育ててく

れた存在であった。またA層自身，そもそもA重工の技能養成工になったのは，戦時下に

nu 
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おいて両親とともに家計を助け，自らの弟や妹を育て上げるためにほかならなかった。さ

らに敗戦後， A重工が一時的に閉鎖された際も，失業したA層の生活を支えてくれたのは，

ささやかではあれ，家業として営まれていた自営業であったのである。 B層でも事態はや

や似ている。戦中・戦後の混乱期に少年時代を迎えた B層にとって，両親の影響は， r貧
しい中でまじめに働き，きびしく自分達を育て上げてくれた」という意味でも，あるいは

「貧しくて，親に進学を断念させられた」という意昧でも，忘れ難いものとなっている(* )。

また B層には次三男が多いため，兄弟といえば年上の兄や姉が主になり， r小さいころか

ら面倒をみてもらった」という関係が多くなる。特に戦争で両親が死亡した B層では， r自
分が片親で育てられでも曲がった人間にならなかったのは，兄弟の仲がよかったからだと

思うJ(⑦)等のように，兄や姉の影響は決定的でさえある。そして彼等B層がA自工に

入社する際にも，兄弟をはじめとする親族がすでにA自工で就労しており，そのつながり

でA自工の募集を知り，入社した者が多い。このようにA層・ B層はいずれも，その人生

の節々で，家族・血縁からきわめて強い影響を刻印され，なかんずく「とにかくまじめに

朝から夜まで働いて」家族の生活を支えてきた彼等の両親・兄弟の姿勢や自己の体験は，

彼等自身の労働観，そして家族観や兄弟観に深い影響を与えてこざるを得なかったのであ

る。少なくともこのような家族・兄弟関係の史的な蓄積は，彼等A層・ B層が今日におい

てもとりわけ血縁ネットワークをきわめて重視していることと深く結びついているといえ

よう。

* A層・ B層が，両親をはじめとする出身家族員から良かれ悪かれ深い影響を受けたことを自

覚している事例として，いくつかを掲げておく。

「とにかく貧乏だったが，両親は子供のことをよく考えてくれた。家が貧乏で，中学を出た

らすぐに仕事せよと言われていたが，中学の先生の説得で，父も折れて自動車専門学校へ行か

せてくれたJ(@) 

「母が一番影響を与えてくれた。父が戦死して，母は駅弁製造をしていた。起きた時からも

ういないくらいによく働いて自分を育ててくれたJ(⑤) 

「父の言葉が自分に影響を与えた。父は住職で，小さいときから扇子で頭をよくたたかれたd

いかに苦しいことがあっても，自分の生ある限りは自分で苦難を克服して，社会に貢献しろと

言われていたJ(③) 

「小さいころ，厳しくしつけられたことは焼き付いて忘れられない。腹がへって他人の果物

をとってみたが，そのときひどくしかられた。自分としては進学したかったが，中学のころか

ら父には『職人になれjと言われていたJ(⑥) 

「私の親には，戦後の混乱期ということもあって，つらい思いをさせられた。私は中学にも

行けなかった。苦い思いをして青春を送ったJ(⑨) 

「家は『たけのこ』生活でひどかったが，父はよその世話はよくやくのに，我家のことはあ

まりしない。父は天理教を信仰していたJ(⑦) 

そして第 3に注目しなければならないことは，彼等A層・ B層が， A重工 (A自工)入

社以来， r家族のためJに「生活より仕事を優先」して働いてきた結果，彼等は現在，そ
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の出身家族すなわち両親の世代よりも明らかに安定した家族生活を獲得してきているとい

う現実である。今日の彼等の家族生活水準は，その両親の時代や階層に比べて明らかに上

昇しているが，それらの多くは両親から受け継いだ家業や資産に基づくものではなく，彼

等自身がA自工での賃労働を通して自ら築き上げてきた諸成果にほかならない。彼等はそ

のことを，日々の家族生活において，また何より端的にはかつて自分が進学できなかった

体験をふまえて，自分の子供達には希望通りの進学を実現させてやるという形で，あるい

は自分の家を新築するという形で，確かなものとして実感している。いわば彼等A層・ B

層にとって，現在の家族および家族生活とは，その貧困な出身階層から出発し，数十年に

わたる A自工での労働を通じて自らの力で築き上げてきた，目に見える，そして最大の成

果として存しているのである。こうした日々の体験は，前項でも述べたように，彼等のA

自工に対する企業観や企業内の社会関係への関わり方にも独特の色彩を与えるが，同時に

また何よりも， r家族のためにこそ」仕事に打ち込むという彼等自身の姿勢・生き方に対

する確信・正当化を，一層強固なものにしているといえるであろう。

さらに第 4に， A層やB層は，前述のごとく，作業長として精神的にも肉体的にもきわ

めて過酷な，しかも長時間にわたる労働を余儀なくされた経験をもっている。 A層が作業

長になったのは昭和40年代，同じく B層は昭和50年代であり，彼等にとってこの時期はい

ずれも，子供の上級学校への進学や家の新築等，家族周期的に最も金のかかる時期と重

なっている。そしてこの時期を乗り越えることによって，すでに述べたように，彼等は「家

族のために」という思い入れ・確信を一層深めたわけであるが，同時に注目すべきことは，

この時期を乗り越えるためには，妻をはじめとする家族員の協力が不可欠であったという

事実である。相対的に高齢の彼等は，すでに見たように，作業長としての厳しい職務遂行

の下，自らの健康を，睡眠や食事の調節等，自己の私的・個人的な努力で維持しようとし

ていた。そしてその際，妻をはじめとする家族員の協力は，必要不可欠なものであったと

いってよし1。家族は，何よりも職場での最も厳しい時期の労働，しかも彼等にとってやり

がいのある時期の労働を支え，それを可能とさせてくれた，最も基本的な社会関係でもあっ

たといえよう。

以上の諸要因は相互に絡み合って， A層やB層の家族・兄弟をはじめとする血縁へのか

かわり方を，全体としてきわめて濃密なものにしてきた。とはいえ，今後の家族のあり方

という点では， A層と B層との問で，微妙な差異が看取しうることも事実である。すなわ

ち， A層の場合，今日すでに長子は結婚して他出しており，さらに近い将来，他の子供達

も他出し，夫婦2人だけの生活になることが， A層自身によって予想されている。自営業

層の長男である A層は，みずからの代までは直系家族形態を維持したが，子供達の代には

夫婦家族形態に移行するであろうことを予想し，またそれを容認しているのである。これ

に対し B層では，その長子は未婚でB層と同居していることが多いが， B層自身は，今後

とも「子供と同居したい」と考えている。自営業・不安定階層の子弟である B層は，次三

男であったがゆえに両親と別居し，夫婦家族形態をとったが，自分達の子供の代には直系

家族形態に移行することを望んでいるのである。もとより，現時点では同居を望んで、いる

B層といえども，実際に子供達が結婚した後，それを実現しうるかどうかは，未だ明らか
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ではない。しかしながら，少くとも A層・ B層とも，実際に自分達がとってきた家族形態

とはそれぞれ異なる形態を，次の世代には期待し，あるいはそうならざるを得ないと容認

していることは明らかである。ここに，彼等A層やB層がきわめて濃密な社会関係として

重視してきた家族における矛盾・葛藤の一断面が示唆されていることは否めないであろ

つ。

このようなA層・ B層に対して，戦後生まれのC層では，多くの場合，血縁に基づく社

会諸関係に対しでも一定の距離を保とうとする傾向が見てとれる。もとより， c層の日々

の生活において，血縁的社会諸関係の影響は決して小さいものではあり得ない。既に述べ

たごとく， c層の多くは長男であり，現在も両親と同居している。またその両親は現役の

賃労働者であり，現時点でも C層の世帯の家計構造を支える上で、重要な役割を担っている。

さらにC層がA自工を就職先として選定した動機の基底には， r長男だから地元に残らな

ければならない」という，すぐれて血縁的関係に基づく影響が色濃く存していた。これら

の意味で，血縁とりわけ両親との関係は， c層においては，客観的にはA層やB層以上に

濃密なものが存しているとさえ言い得るのである。しかしながら，それにもかかわらず，

C層自身の主観的なとらえ方のレベルにおいては，両親をはじめとする血縁関係は，それ

ほど大きな役割を果たしているとはいいがたい。すなわち， c層においては， r頼りにな

る人」として血縁関係の者を掲げるケースはきわめて少ない。また日常生活のさまざまな

問題を相談する相手としても，両親や兄弟等の血縁はほとんど浮かび上がってこないので

ある。さらに彼等C層の多くは，将来的には，子供は近くには住んでほしいが，同居はし

たくないと考えている。「あまり遠くに行ってほしくはない。長男か長女か 1人でも，何

かあったときにすぐ来てくれるように市内にはいてほしい。だけれども，同じ家の中に一

緒に住みたいとは思わないJ(@)o C層を代表するこのような意見にも，家族をはじめと

する血縁に一定の互助協力関係を期待しつつも，完全に一体化するのではなく，一定の距

離を保とうとする志向性が示されているといえよう。

このような家族をはじめとする血縁的社会諸関係に対する C層のかかわり方の基底に

は， C層に独自のいくつかの特質が看取しうる。すなわちまず，戦後生まれのC層の場合，

もともと兄弟数が 1人-4人と相対的に少ない上，それらの兄弟は，長男である C層より

も年下の弟妹が多いため，高度経済成長期以降に学校を卒業し，神戸や大阪など遠隔地に

就労・居住していることが多い。そこでこうした兄弟達との接触は，いわゆる盆正月のつ

き合いを除いては，日常的には相対的に少なくなっているのである。また彼等C層におい

ては，これまでの自らの人生の節目毎に，両親をはじめとする家族員が大きな影響を与え

てくれた存在として，明確な形では自覚されていない。もちろんこのことは，彼等が両親

から何も影響を受けなかったことを意味するものではない。しかし彼等C層は，賃労働者

家族の第 2代目として生まれ，高度経済成長期以降に高校を卒業してa自ら賃労働者となっ

た。したがって彼等は， A層やB層のように戦争や貧困と結びついた形での強烈な家族体

験を経ないまま，今日に至っているのである。彼等は，進学や就職に際して両親から何ら

かの規制を受けたという意識も直接的には有してなく，また両親の経済的な苦労を， r朝
早くから，夜遅くまで働きづめの生活」等の明確な形で目の当たりにした経験も少ない。
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そこで， I影響といっても特にない。親におこられた記憶もないしJ(⑬)， I印象に残るも

のはないJ(⑬)， I特に両親から影響を受けたとは思わないJ(⑫)等のように，両親の影

響はC層の中では明確な印象を伴った形では自覚化されていないのである。さらにC層自

身，学校や職安，新聞などでA自工の求人を知り，入社してきたのであり，この点でも血

縁的社会諸関係は特に大きな役割を果たしてはいない。そしてまた注意すべきことは， c 
層の多くは賃労働者である両親の世代に比べ，それほど階層的に上昇したわけでも，下降

したわけでもないということである。もとより， A自工は彼等の両親の就労先企業に比べ

れば，相対的に安定した大企業である場合が多い。しかしながら，実際の労働諸条件の総

体から見る限り，彼等の生活水準は，その両親のそれとそれほど変化してはいないと，彼

等自身には受けとめられている。しかもそもそも多くのC層は，現役賃労働者である両親

と，両親の建てた家に現在も同居しており，また家族周期的に見ても，彼等の子供達は未

だに小さく，経済的に負担のかさむ段階には達していない。これらの諸条件があいまって，

C層の場合，その家族生活の状態や水準，さらに家族構成員との関係を，自らのA自工で

の労働の歩みと表裏一体のものとして，言いかえれば，現在の家族生活をA自工での労働

を通じて築き上げてきた目に見える自らの成果として意識するには至っていないのであ

る。

ところでこのようなC層の内部においても，すでに結婚している者の場合， A層やB層

と同様，家族や子供は大きな楽しみであり， IいきがいJになっている(*)。しかしなが

ら，すでに述べた C層の特質を踏まえるならば，こうした既婚のC層にとって，子供や家

族が「いきがい」であるという意味内容は， A層やB層のそれとは微妙に異なっていると

いわねばならない。すなわちまずC層の場合，親族全体のネットワークが前述のように相

対的に希薄な中で，家族とりわけその中でも父母を除いた「妻と子供」との関係に，その

関心が集中・特化しているのである。長男である彼等には，現在も両親と同居している者

が多いが，しかしそれにもかかわらず， IいきがいJや楽しみに挙げられているのは，多

くの場合，妻や子供との旅行やレジャーであり，両親や他の親族とのそれではない。これ

は，彼等の両親が現役の賃労働者であり，旅行やレジャー等を C層と共に楽しむ時間的な

余裕が確保しにくいことを反映しているが，同時に彼等C層にとって「いきがい」として

の家族が，同居している家族の中でも妻子というさらに一層小さな単位に限定されている

ことをも示唆している。また，妻や子供との関係に限って見ても， c層では，前述のごと

く，それが自らのA自工での労働を通じて築き上げてきた目に見える成果として実感する

という側面や，あるいは，厳しい労働を耐え抜き，健康を維持する上で，不可欠の社会関

係として切実に意識するという側面は， A層やB層に比べて明らかに希薄である。むしろ

現時点では， c層においては，妻や子供は，自らの「息抜き」 ・レジャーの相手としての

側面が大きな比重を占めている。いいかえれば，彼等C層は， A層やB層に比べてもA自

工企業内部や広範な血縁的関係に濃密な社会関係をもたないため，一層，家族とりわけ「妻

と子供」に特化した関係に，自らの精神的な拠り所，気の置けない「息抜き」の相手を見

い出だしているといってもよいであろう。 C層が， I仕事は仕事，生活は生活と割り切る」

と考える上で，このような家族観やそこでのレジャー等が大きな意味をもっていることは

則
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いうまでもない(4)。

* 既婚のC層の，家族とりわけ妻子に対する考え方を端的に示す事例をいくつか掲げておく。

「人生の目標は，無事に妻子のもとに帰ってくることかな。いきがいは家族。楽しかったのは，

A自工のワゴン車を買って，家族(妻と子供)で信州にドライフ守に行ったことかなJ(⑫) 

「いきがいは家族。妻と花火大会・動物園にいったことが楽しかった。印象に残ったことは，

子供が生まれたことJ(@) 

「親子でキャンプや花火大会，運動会にいくことが楽しみJ(⑬) 

「いきがいは子供。家族でもレジャーが楽しみ。子供が小さいうちは，冬にはスキー，夏に

はキャンプにつれていってやりたい。印象に残ることはやっぱり子供のことで，会社のことで

は特に印象に残ることはないJ(@) 

「一番楽しかったのは，家族(妻子)で山口県のサファリに行ったこと。いきがいの第一は

子供の成長J(⑬) 

最後にD層における血縁のネットワークについて見る。まずD層は， A自工に入社した

後に初めて倉敷市に来住した層であり，したがって倉敷市周辺には，血縁がいないことが

多い。そこで血縁との日常的な交際は少なく，せいぜい「数年に 1回，札幌(自分の実家)

や神奈川(妻の実家)に行くJ(⑫)程度である。またD層では， i頼りになる人Jとして

も血縁はいっさい指名されていない。 D層は，相対的に安定した自営業層や公務員の子弟

であり，その意味でA層やB層のような戦争・貧困の影響が刻み込まれた家族生活史とは

ほとんど無縁であった。さらにD層は，大学に進学した時から長男であるか否かを問わず，

両親とは別居してきており，両親から何等の強制を受けた覚えもない。彼等D層の一部は，

A自工に入社して以降，結婚し，自らの家族を形成してきている。そこで既婚のD層にとっ

て現在の家族とは， A層やB層と同様， A自工での自らの労働を通して築き上げてきた証

としての側面を有するとともに，逆に C層と同様，妻子というきわめて狭い範囲に限られ

たものとしても存しているのである。そして，こうした既婚のD層の家族観において，他

の階層と明確に異なる点は，ひとつには， iいきがい」としての家族生活そのものが， A

自工という企業的世界と不可分のものとして結び付いていることであろう。「楽しみは会

社の夏祭りに家族で行くこと。子供は今から楽しみにしている。社員が庖を出したり，タ

レン卜を呼んだり，ゴーカートに乗せたりする。いきがいは仕事と家庭生活J(⑫)とい

う事例は，そのことを端的に示している。ここには，他階層にもまして，親族や地縁のネッ

トワークから隔離されたD層が，企業と妻子というきわめて限られた社会関係に一層深く

沈潜していく過程がみてとれる。またこうした社会諸関係のあり方は.i仕事イコール生活。

どっちを優先しているというつもりはない。あんまり切り離して考えていない。ごちゃま

ぜだJ(⑫)という彼等の労働一生活観とも深く結びついている。そして D層のいまひと

つの特徴は，こうした家族それ自体，将来的には， i子供の自由」を尊重する形で，夫婦

家族形態に移行すべきものととらえており，その意味で，子供達との関係においても，もっ

とも距離をおいているということであろう。彼等は「自分自身も飛び出してきているから」

(@)と，将来，子供に近くに住んでほしいとも特に考えていない。ここには，長男であ
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るか否かを問わず.1飛び出してjきた彼等の人生に対する一定の積極的・肯定的な評価と，

そうした個人の自由・自立性を前提とした新たな家族像の構想が示されているのである。

もとより，こうした個人の自由を前提としたD層の将来的な家族像が，前述した企業と妻

子に特化した現在の彼等の家族生活の延長上に描き得るものであるか否か，彼等の定年退

職後の家族生活として実現されうるか否かという問題は，現在のところ，必ずしも明らか

ではないといわねばならない。

第3項地縁にもとづく社会諸関係

以上のように， A自工M製作所の労働者は，全体として，企業内部の社会諸関係や血縁

にもとづくそれに大きく依存しており，しかもこうした傾向は戦前生まれのA層やB層に

おいてとりわけ顕著にみられた。そしてこうした諸事実は， A層・ B層をはじめとする A

自工M製作所の労働者が，企業と血縁以外の社会諸関係，とりわけ地縁にもとづく社会諸

関係から相対的に切り離されていることと表裏一体の関係にある。

もとより， A層やB層をはじめとする A自工の労働者も，客観的には，地縁に基づく社

会諸関係から全く隔離されているわけではない。現在のA層・ B層にとって，地縁に基づ

く主要な社会関係は，町内会を介したそれとして存している。彼等はこれまでに町内会の

役員をつとめた経験を持っており，また同じ町内会の中の多くの世帯と相互に知り合いで

もある。しかしながら彼等は，こうした町内会の中にさえ，仕事や子供の教育のことを話

し合う相手をほとんど有してなく，たとえ有していたとしてもその多くはA自工企業内の

人と重なっているのである(表 6-13参照)。このことは，もちろん直接的には，彼等の

労働一拘束時間がきわめて長く，町内会の人々と日常的に交流する時間が限られているこ

とに基づいている。しかし同時に，彼等とりわけB層の多くが次三男であり，就職や結婚

を契機としてA自工M製作所の位置する倉敷市水島地区やその周辺の社宅・アパート等に

転出し，さらに近年10年位の聞に自ら家を新築して現住地に来住してきたという事情とも

無縁ではない。彼等の特定地域への“根づき"は比較的浅いのである。しかも現在，彼等

が居住する町内会は，多くの場合，彼等同様，近年新たに来住してきた世帯によって構成

される新興住宅地である。そこで彼等がつとめた役員は「もちまわり」であることが多く，

彼等は必ずしも，積極的に地域活動に参加したわけではないといえよう(*)。

* こうしたB層の居住する町内会の特徴を示す事例として，若干を揚げておく。

「昭和50年頃に家を建てて，ここに着た。新住者21戸で別に町内会をつくっている。 A自工

の人は 3戸。前からいる農家の人とは別の町内会。会長は持ち回りで，もう(自分は)済ませた」

(③) 

f9年前に家を建てた。町内会は新造団地の20戸でA自工の人は 4戸。会長は 1年の任期で

持ち回り。仕事のことや子供の教育のことを話す人は(町内会の中で) 2軒いるが，どちらも

A自工の人J(④) 

flO年前に家を建て，今の団地に移ってきた。新しい人ばかりで100戸ちょっときれる位の町

内会。そのうち A自工の人は10戸。会長は持ち回りで，いま A自工の人がやっている。町内会

には，仕事や子供の教育のことを話す相手はいないJ(⑤) 
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表 6-13 居住する町内会の特徴

田T 内 ~ 、 町内会で話をする家(A白工)

階層 Nn 戸数 住んだ時期 町内会長の選出法 長日って 仕事の 教育の 借金の
地区

(うちA白工) いる家 と こと 保障人} ザ

A層 ① 旧倉敷 16 (8) 就学時 選挙

② 市外 15 (0) 誕生日寺 もちまわり

B層 ⑥ 市外 30 (1) 昭和50頃 もちまわり 30 ( 1) 2 ( 1) 2 ( 1) 。
⑪ 市外 30 (3) 昭和51 もちまわり 30 ( 3) 4( 3) 2 ( 2) 。
④ 市外 20 (4) 昭和52 もちまわり 12 ( 4) 2 ( 2) 2 ( 2) 2 ( 2) 

③ 旧倉敷 21 (3) 昭和50頃 もちまわり

⑤ 水島 90位(10位) 昭和52 もちまわり 。 。 。 。
⑦ 水島 (12) 昭和50代 もちまわり 30 (12) 。 。 。
⑪ 水島 23 (3) 昭和40頃 地元の有力者 23 ( 3) 。 。 。
⑫ 市外 誕生日寺

⑧ 旧倉敷 19 (1) 小学時 もちまわり 19 ( 1) 7 ( 1) 3 ( 1) 2 ( 1) 

⑨ 水島 20(0) 誕生時 20 5 。 。
C層 ⑬ 市外 22 (0) 誕生時 前任者の推薦 22 2 3 3 

⑮ 旧倉敷 30(0) 就学時 重立ち 30 。 。 。
⑬ 旧倉敷 25 (1) 誕生日寺 世話す、きな人 25 ( 1) 。 3 O 

⑬ 旧倉敷 15 (0) 誕生時 重立ち 15 ( 1) 。 2 。
⑬ 旧倉敷 80 (0) (就学地の近隣町内会) 2 。 。 。

ーーーーーーーー-ー...--_.・...・ーー・ー・・・・・ーー ーー・・ー・ー・・ー・・・・・・・p・・・・・・...
⑪ 旧倉敷 200 (社宅) 昭和50 もちまわり

⑪ 旧倉敷 200 (社宅) 昭和58 もちまわり 20 (20) 4( 4) 。 2 ( 2) 

⑫ !日倉敷 130 (社宅) 昭和55 もちまわり 35 (35) 5 ( 5) 5 ( 5) 。
@ 水島 (社宅) 昭和52

⑪ 水島 (社宅) 昭和53

D層 ⑫ 水島 昭和56 話し合い 23 。 。 。
⑪ 水島 (社宅) 昭和57

資料)実態調査より作成。なおC層には，一旦，社宅に入り，その後，誕生時・就学時から居住してきた町

内会に戻った事例もあるが、表の「住んだ時期」の欄では誕生時・就学時としてある。また町内会

・戸数」で(うちA自工)とあるのは，本人の家を除いたA自工就労者の戸数である。

flO年前にこの団地に家を建てた。新しい人ばかりで30戸， A自工の人は 3戸の町内会。会

長は順番制でやっている。(町内会の中で)A自工の人以外で，仕事のことを話す相手は 1人。

子供の教育のことを話す相手はいないJ(⑮) (5)。

とはいえ，彼等A層やB層は，地域社会での社会諸関係を全く軽視しているわけではな

い。彼等は， A自工が企業として地域とのつながりを強めることや，労働組合が家族会と

いう形で地域活動を強めること等については積極的に評価している。しかし，このような

企業に媒介された地域社会への関わりは，多くの場合，労働者諸個人の生活拡充というよ

りむしろ，資本と地域との「共存共栄」という発想に根差しているところに，その特徴が

ある(*)。したがって，このような企業ぐるみの地域活動は，それが実際に展開された

場合，彼等にとって「仕事の一環Jとして受けとめられ，むしろ負担に感じられているこ
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との方が一般的ですらある。とりわけ作業長で労働組合の職場委員等も兼ねている B層で

は，そうした傾向が顕著である。「会社・組合が家族を含めたコミュニティーということ

に力を入れだした。夏祭りや運動会など，自分としては参加せざるをえない立場だし，し

かたなく参加しているj(⑤)等の事例は，そのことを端的に示しているといえよう。そ

して，このような企業に媒介された地域活動ではなく，地域社会の独自のつながりを形成

することについては，彼等A層やB層は， r地域では子供会はやられているが，大人のつ

きあいはあまりない。つきあう時間がないj(③)等のように， r忙しすぎて」困難だと考

えており，消極的にならざるを得ないのである。

* 企業と地域との関係についてのB層の考え方は，以下の事例に端的に読み取れる。

「豊田市のトヨタ，広島市のマツダのように，地域の企業を地域が全体で盛り上げなければ

ならない。地域の人は恩典を被っているのだから。倉敷水島や総社市は，恩典を被っているの

だから，地域ぐるみでA自工を盛り上げるべきだJ(③) 

「企業が祭りの費用を出したりして地域に還元しでも，地域がユーザーになってくれるとは

限らない。倉敷水島は『ょせあつめjだから，それがない。県も市も A自工の車を使ってくれ

ない。ここがマツダや広島市との違いで，住民パワーとのもちつもたれつがないJ(⑫)。

このようなA層 'B層に比べ，戦後生まれのC層においては，もちろん全体としてはA

自工企業内部での社会関係を主軸としつつも，その他に地縁にもとづく社会諸関係が形成

され，維持されているところにひとつの大きな特徴が見てとれる。すなわち C層では，学

校時代の仲間，および学校時代の仲間を通して知り合った地域の同年輩の仲間等々，企業

の外に地縁に基づくインフォーマルな社会諸関係を有しているのである。彼等の多くは，

「頼りになる人」として，職場の仲間とともに，学校時代の友人や地域の同年輩の友人を

あげている。また未婚のC層の中には，ウインド・サーフインや釣り等の地域のクラブに

入ったり， r職場外の人の方がかえっておもしろいからj，r A自工の職場の人はあまり呼

ばないようにしてj，地元の自営業層や他企業の青年達とスキーやキャンプを楽しんでい

る者もある。さらに既婚のC層の中には，子供の教育を介して自営業層をはじめとする地

域の同年輩の父母と社会関係を取り結び，一緒にキャンフや旅行をしている者もみられる

のである(*)。

* c層の日常生活に大きな意味をもち，またもっとも「頼りになる」と考えられている地縁的

社会関係として，以下の 2つの事例をあげておく。

「ウインド・サーフィンのクラブを主体にして，毎年.35人-36人のスキー・ツアーやキャ

ンプを組んでいる。高校の時の友人が，そのクラプに入っていて，それで自分も誘われたのがきっ

かけ。みんなで(スキーやキャンプに)行ったほうが値段が安く行けるし，仲間うちでやるより，

みんなでやった方がおもしろい。独身者が中心で、世話役は自営業の人たちが多い。 A自工の職

場の人は(その集まりには)あまり呼ばないようにしている。職場外の人の方がかえっておも

しろいからo 自分も世話役の 1人だが，去年は毎週土曜日曜毎に集まって，遊びの計画をたて

ていた。モーターボートで沖に出て，網で漁をしながら泳いだり，取った魚を料理して食べた

りしながら，あれこれ相談する。この集まりが一番楽しいし，頼りになるJ(⑭) 
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「学童保育のキャンプに行くのが楽しみ。その他，近所の友達グループでも毎月5000円，旅

行の積み立てをしている。その友達には，農家の人やテニス教室の経営者等，自営業の人が多い。

子供が同じ年頃の人たちが中心になっている。地域の釣りの会にも10年前から入っているJ(⑮)。

こうした学校時代の仲間を含めた地縁にもとづく社会諸関係が， c層において特に維持

されていることの背景には，いうまでもなく，彼等が相対的に若く，学校卒業後，時間が

たっていないという事実がある。しかし，それだけではない。何よりも彼等C層が，自ら

の自己形成にとって，学校時代の諸体験がきわめて重要なものであったと受けとめている

ことも見逃すことはできないであろう。 C層においては， r人生にもっとも影響を与えて

くれた人」として学校時代の教師や学友，地域の友人等をあげている者が，企業・職場関

係や血縁関係をあげる者に比べても，はるかに多いのである(*)。

* c層が「人生にもっとも影響を与えてくれた人」として，学校時代の教師や学友，地域の友

人を挙げている事例は，以下の通りである。

「一番強い影響は 3年間担任じゃった中学の先生じゃろ。(自分は)悪かったからね。こん

な自分をかばってくれた。傷害事件を起こして裁判所に呼ばれたとき，親がいなかったので先

生がついていってくれたりした。高校の時には，先生に『学校やめろjといわれて，負けるん

がきらいじゃったから， rそれじゃやめるjといって退学して，別の高校に編入した。その高校

の友人の下宿に岡山大生がいて，その人にも勉強を教わったり，いろいろ影響をうけたJ(⑮) 

「中学 3年の時の先生によくしかられたのが，一番印象に残っている。先生には，もっと自

分に責任をもてと言われ，それまで中途半端だったのがいけなかったと思った。それで小学校

の成績はよくなかったが，中学ではがんばったJ(⑬) 

「夜間高校のときお世話になった先生が，がんばれば何でもできるといってくれた。よく御

宅へおじゃました。相当な影響があった。夜間高校に一緒にいった友人も，今でも頼りになる。

自分にとって非常にしんどかった時期の友人だJ(⑬)。

同時にまた，彼等C層が地縁的な諸関係を維持している背景として，現在の彼等の居住

地の特質も見逃せない(*)。すなわち C層の多くは，第 1節で触れたごとく，長男であ

るため両親の家に同居し，したがって就学時あるいは生まれた時から現居住地，すなわち

倉敷市周辺農村地域や古くからの都市住宅地に住み続け，近隣と交際を保ってきているの

である。その意味で，彼等の地域への“根づき"はきわめて深い。このことは，いうまで

もなく，彼等の学校時代の友人も，近隣・隣接の町内会に多く在住していることを意味し

ている。またC層の一部は一時的に両親と別居して社宅のアパー卜に入っているが，この

場合は，町内会の地縁的関係が， A自工の企業内での諸関係とそのまま重なり，ここでも

相対的に頻繁な社会関係が創出されている (6)。ただし後者の社宅居住者の場合， r社宅の

外との付き合い」は，あまりなくなり，また彼等においては「人生にもっとも影響を与え

てくれた人Jにも，地縁にもとづく社会諸関係が消え， rなし」と回答する者が多くなっ

ている。とはいえ，こうした社宅に居住する C層も，多くの場合，前述のごとく，将来的

には両親の家に戻るつもりでいる。そしてすでに社宅から両親の家に戻ってきている事例
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から見る限り，戻ってきた段階から再び，就学期以来の地縁に基づく社会諸関係が，彼等

にとって，大きな意味を持つものとして立ち現れてくるのである。

* c層の居住する町内会の特徴を端的に示す事例は，以下に示す通りである。

〈両親と同居している事例〉

「生まれたときからここの町内会に住んでいる。住み慣れている。町内22軒の内，親戚は 2

-3戸ある。 A自工に勤めている人は(町内には)他にいない。今の町内会長は自分の父がやっ

ている。前の会長の推薦で決まる。世話好きで，家にいる人が会長をやる。町内会の中で仕事

のことや子供の教育のことを話す人は 2-3人いるJ(⑬) 

「一度，社宅にはいったが年前に親の家を改築してここに住むようになった。結婚前は

ここに住んでいた。ここは古い町内会で、半分以上が農家の人。消防団とか川掃除とか共同でやっ

ている。会長は話し合いで，世話好きの人がなる。子供の教育のことを話す人は町内会に 3人

位いるJ(⑮) 

「生まれたときから今のところに住んでいる。町内会は14-15戸で， A自工関係はうちだけだ。

会長は重立ちがやる。自分の父は昔やっていた。子供の教育について話す人は町内会に 2人いる」

(⑮) 

(A自工の社宅の事例〉

「自治会では，衛生管理の会や酒宴会，小学生の子供会等をやっている。子供会では，お化

け大会や体操など。各棟には棟当番がくじびき等で決められ，春や秋の遠足の連絡などをする。

自治会の集会所では，そろばんや習字を教えている。棟内での交際は活発だが，棟の聞の付き

合いはあまりないし，社宅の外との付き合いは，ほとんどない。地域の婦人会もやめたJ(⑭) 

もちろん，このような C層の中でも，地縁に基づく社会諸関係を，企業内部の社会関係

よりも一層重視する者となると，それは決して多数を占めているとはいいがたい。しかし

ながら， c層が全体として， A層やB層に比べて地縁にもとづく社会諸関係を色濃く有し

ていることは確かである。そしてその上で特徴的なことは，こうした地縁にもとづく社会

諸関係を強く有している者ほど，そこで得られる刺激の中で，労働組合や職場集団をはじ

めとする A自工企業内部での社会関係のあり方，およびそれを基礎づける企業での労働一

生活のあり方，そしてさらにその基底にある「戦後の民主主義の現状」に対しても，強い

批判的見地をつくりあげているということである。地域の同世代の友人とウインド・サー

フィン等のクラブwを作っている C層労働者は，次のように語っている。 iA自工の社員は

保守的だ。会社にヲ|っ張られて，会社のいいなりにどうにでも動く。自分の生活や趣味を

もっと大切にすべきだ。みんなあせっている感じがする。『車を買わなきゃJ，r23-24歳

になったら結婚して，家を建てなければJ，rそのために金をためなければjとまじめに仕

事ばかりする。視野が狭い。若い人の中にも，あせっている仕事一本の人が多い。自分も

地域の友人ができるまで，いろんな意味であせりがあった。 28歳(本人は28歳)で独身は

職場では少ない。だから， r早く金をためて，安定して・. . Jと保守的だった。地域の

友人と付き合うようになって考えが変わった。今の社会は本当の民主主義ではないと，思う。

力関係とか，お金の力とか，そういう上下の差が根強く残っている。職場でもそういうこ
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とを感じることがよくある。職場外の人との付き合いの方が面白いJ。また子供の養育を

介して，近隣地域の人と学童保育や旅行を組織している C層労働者も次のように述べてい

る。「職場では，自分で能力があると J思っても，作業長に評価されないと昇級しない。こ

ういう点は自分としては不満である。自分は言いたいことは，職場でも言っているつもり

だ。早う上に上がろうとは考えていないから。職場の若い人は，自分で前向きに手を汚す，

ドロをかぶるということがないな。好奇心がない。労働組合は不活発だし，会社側に偏り

すぎている。今の社会は上の方が独占するから，本当の民主主義ではないな。組合でも，

I人 l人の考えを大切にするより 1人 1人の意見は切り捨てるという考えだし。こうい

う考えでは，会社外の人とのつきあいはやれないなj。

なお以上のようなA・B.Cの各階層に対し，岡山県外から移入し，今後も「いつ転勤

を命じられJ(@)て県外に移出するかわからないD層においては、地縁にもとづく社会

諸関係もあまり重要視され得なし1。また D層の独身者における寮生活の中でも， Iたまに

世間話をする位で，交流していない。そんなに楽しくないJ(⑫)と、そこには濃密な社

会関係は見られない(7)。それだけに，彼等D層においては、一層，前述のごとく，企業

内部・家族とりわけ妻子に閉ざされた社会諸関係が拠り所として重要な意味をもってくる

のである。

第 4項 A自工労働者諸階層における社会関係の形成

以上， A自工M製作所の労働者諸階層が形成している社会諸関係の実態を，企業内，血

縁，地縁(学校を含む)のそれぞれについて分析してきた。

全体としてA自工M製作所の労働者は，職場集団や労働組合，仕事や趣味に関するさま

ざまなサークル等々，企業内におけるきわめて重層的な社会諸関係の網の目の中に位置し，

同時にまた地元=倉敷市周辺に広がる血縁のネットワークに依拠しつつ，日々の労働一生

活を営んでいた。とりわけA自工企業内における職場集団は，彼等の生産・労働過程で決

定的な役割を果たすのみならず，企業外での生活過程の諸領域においても互助的な機能を

もち，労働者の生活にとってきわめて重要な社会関係として労働者自身に認識されている

のである。また，家族・兄弟をはじめとする血縁関係は， A自工労働者にとって，多くの

場合， I生き甲斐Jであると同時に，職場の仲間や上司とならんで「頼りになる」存在で

もあった。そして，こうした企業と血縁を媒介とした社会諸関係への依存は， A自工労働

者が，それ以外の地縁的な社会諸関係から，相対的に切り離されていることとも表裏一体

の関係にあったのである(表 6-14参照)。

このようなA自工労働者の社会諸関係のあり方を最も顕著に体現しているのは，とりわ

け戦前生まれのA層およびB層である。 A層やB層にとって，職場集団や家族・親族は，

単に日々の労働一生活において身近にいるというだけの存在ではなく，また作業長や労働

組合の職場委員としての立場上，管理・掌握しなければならない対象というだけの社会関

係でもない。職場集団や家族・親族はまず，彼等の人生の節々において，きわめて大きな

影響を与えてくれた社会関係として，彼等自身によって受けとめられている。両親や兄弟
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表 6-14 社会諸関係に関する総括表

学校 の{也 な し

(3) (4) (1) (3 ) (4 ) 

A層

B層 ③生活

⑫j酉・ゴルフ

C層 ⑪剣道 ⑬健康

⑬なし ⑪なし

⑬なし ⑬なし

D層 @ @ ⑮なし @生活

⑪なし

資料)実態調査より作成 なお表中の(1)=人生に影響を与えてくれた人/(2)=頼りになる人/(3)=楽しかったこと，印象に残っていること/(4)=いきがい

を示す。



は，戦中・戦後の混乱期、ともに「生活苦」をくぐりぬけ，乗り越えてきた関係であり，

とりわけその中で「朝から夜までとにかくまじめに働き続け」ていた両親の姿勢は，彼等

の仕事に対する取り組み方のひとつの「模範」をも形成している。またA自工に入社して

以降，そうした貧困・「生活苦」からの脱却を実現するために， A層やB層が最も「やり

がい」をもって取り組んだ，仕事上の知識・技能や「仕事に対する姿勢」の習得に際して

は，職場の上司や先輩，同僚がきわめて深い影響を与えてくれた。さらにA層・ B層にとっ

て，現在の職場集団や家族生活とは， A自工入社以来，自らの労働を通して築き上げてき

た，目に見える成果としても評価されている。入社以来30年間以上，一貫して同じ職場に

配置され，そこで作業長となった彼等にとって，職場集団は自らが育てあげてきたひとつ

の成果であり，新築の家屋や子供の進学に象徴される家族生活は，かつて彼等が果たせな

かった生活要求を自力で実現した具体的な証でもある。しかもまた作業長として肉体的に

も精神的にも最も過酷な労働を余儀なくされた経験をもっA層やB層にとって，職場集団

や家族の協力は，自らの最低限の健康を保持する上でも，無くてはならないものであった。

職場集団や家族・血縁とは，彼等A層・ B層にとって，このような重みを持ったものとし

て存している事実を見逃すことはできないであろう。

これに対し，戦後生まれのC層やD層が形成する社会諸関係のあり方は，若干異なって

いる。もとより C層やD層の労働一生活においても，企業内とりわけ職場内や家族をはじ

めとする血縁の社会諸関係が大きな位置を占めているという点では， A層やB層と変わり

はない。しかしながら，とりわけC層においては，職場集団や妻子以外の親族関係との聞

に一定の距離を置き，むしろインフォーマルな地縁的諸社会関係を形成・維持しようとす

る志向性が見てとれるのである。彼等C層が職場集団や親族関係との聞に一線を置くこと

の背景には，彼等が一般作業員であり， A層やB層のように作業長として職場統括の役割

を担っていないことや，兄弟が大阪や神戸に他出し，地元に親族のネットワークが希薄で

あること等の客観的な諸条件がある。しかしそれらと同時に無視しえないことは， c層の

人生の節目において，職場集団や妻子を除く親族が決定的な影響を与えたものとしては，

少なくとも彼等自身には受けとめられていないという事実である。高度経済成長以降に

育った彼等は， A層やB層のような戦争や貧困と結び、ついた印象的な家族体験を有してい

ない。また昭和40年代以降，著しい技術革新と「合理化」の渦中でA自工に入社した彼等

は，職場の先輩や上司から技術的な伝承を受けたり， r仕事に向かう姿勢」を教えられた

りした経験も， A層やB層に比べではるかに少ないのである。そしてC層の多くは，今日

も現役の賃労働者である両親と同居しており，現在の家族生活全体を， A自工における自

分自身の労働の目に見える成果として受けとめるには至っていない。また厳しい労働条件

の中でレジャーの時間を確保するため「仕事を勝手に休む」という形で対応している C層

の状況の中では，職場集団に対しでも一線を画しておくことが，葛藤を和らげる上でむし

ろ重要である。このようなC層にとって，人生の節々に大きな影響を与えてくれ，今日も

心を許している社会関係とは，職場や親族よりむしろ，妻子に限定された家族関係と，学

校時代の教師や友人，さらにそれらを介して知り合った地縁的な社会諸関係である。こう

した妻子や地縁的社会諸関係を基礎に，彼等は生活上の楽しみ・レジャーを行ない，仕事

内
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に対するやりがいとは別のもうひとつの自己実現を見い出しているのである。さらに彼等

C層は，こうした地縁的諸関係で得た刺激を介して、自らの企業内部での社会諸関係のあ

り方をも再度見直しつつある。そして岡山県外から来住し，今後，再び転勤によって出て

行く可能性が強いD層では，このような地縁的な社会諸関係すら持ち得ず，結局は，企業

と妻子というきわめて狭い社会関係の内部に，自らの拠り所を見い出さざるを得ないので

ある。

ところで以上のように見てくると，各階層の労働者が形成する社会諸関係は，その内部

に様々な矛盾を内包していることがわかる。とりわけそれが集中的に現れるのは，労働者

諸個人の労働一生活にとって最も大きな位置を占めていると思われる職場集団においてで

あろう。

B層をはじめとする作業長層にとっては，前述のごとく，職場集団は自ら作り上げてき

たひとつの成果で、あり，また自らの健康・生活を守るためにその協力が不可欠な社会関係

としても存している。しかし同時に彼等は，小集団活動等を通じて，この職場集団を労働

強化・生産性向上のための手段として活用することを迫られる立場にある。また彼等は労

働組合の職場委員として， I会社のいいなりでしかない」と自ら考えている労働組合の方

針で，職場集団をまとめなければならな ~)o 彼等が労働組合の現状を改革し， I合理化」

を阻止することを「あきらめ」ている限り，日々の労働一生活を円滑に進めるためには，

一層職場集団に沈潜し，そのメンバーを掌握するために個人的な努力をする以外にないが，

そうした努力をすればするほど，彼等はその最も深く依拠せざるを得ないはずの職場集団

の中で孤立感・消耗感を深めるというジレンマに陥るのである。

他方， c層をはじめとする一般作業員では，これと表裏一体の問題が指摘しうる。彼等

にとって職場集団とは，一方で彼等自身が「張り」をもって仕事を遂行する上で不可欠の

存在であるとともに，他方でそこに完全に巻き込まれると，レジャーや趣味の要求を完全

に抑制しなければならないため，つねに一定の距離を置いて関与すべき存在としてとらえ

られている。 C層は，労働組合の共同の力で労働時間の短縮を実現しうる展望を持てない

中で，個人的に「勝手に休むJ，すなわち客観的には職場の仲間とりわけ作業長に負担を

しわょせする形で自らの趣味やレジャーの時聞を確保し，妻子や地縁的社会諸関係への関

与を深めている。そしてこうした趣味やレジャーを介して取り結んだ地縁的諸関係の中で，

彼等はA自工企業内の社会諸関係を対象化し，批判する見地を作りつつある。しかしなが

ら，彼等が労働組合の現状改革や「合理化」の阻止を「あきらめJて， I勝手に休む」と

いう個人的対応にとどまる限り，当然ながら，趣味やレジャーを通して生活を豊かにしよ

うとすればするほど，職場集団にあつれきが生じ，彼等が「張り」を持っているはずの労

働遂行それ自体を困難にせざるを得ない。そしてこうしたあつれきに，再び個人的に対処

しようとするならば，彼等は現在もっとも重視し， Iいきがい」とも感じている妻子や地

縁的諸関係への関与，そこでの趣味やレジャーを通した自己実現を控えざるを得ないとい

うジレンマに陥ることになる。
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〈注〉

(1) A自工における小集団活動の概要については，小林甫 rA自動車工業株式会社ならびにM自

動車製作所の概要」北海道大学教育学部教育社会学研究室『調査と社会理論第11号・現下にお

ける自動車企業の職場構造と労働者生活j昭和62年，また組立職場の小集団活動及び職場構造

については，小林甫「ライン職場社会の構造と規範Jr同上jを参照されたい。なお，⑮によれ

ば， A自工における小集団活動には，月に l回の安全ミーティングと QCサークルがある。前

者の安全ミーティングは昼の休憩の後30分間，勤務時間内に行なわれるが，その分は事実上，

残業で補填されている。後者の QCサークルは班単位で 1時間ずつ行なわれ，そこでの成果は

次の 3つの段階を経て発表される。すなわち第 1に課内発表大会があり，ここでは各班毎に作

業長が中心となって15分のミニ発表とロング発表が行なわれる。発表者には課長から記念品が

出される。第 2に工作部全体の発表大会が年に 2回，第 3に全国大会・ M製作所全体の発表会

がそれぞれ年 l回あり，発表者には表彰状が出る。そして毎年， M製作所内で10サークルが「優

秀QCサークル」として表彰されるのである。なお各職場には rQC広場Jと称するスペース

が設けられ，お茶の設備があり，改善のアイディア，注意等が張り出されている。

(2) なおいうまでもなく，提案は個人で行なうものが基本であり，職場単位の提案はその上に成

り立つものである。⑦の職場の場合，個人提案が 9割，共同提案が 1割という。②によれば，

提案制度は昭和37年ころから始められた。昭和40年代当時で 2級の賞金が300円 1級のそれ

が2000円であったという。今日では 3級が650円 2級・ l級は課長表彰の上，それが工数低

減にどの位貢献したかによって賞金が変わるとされている。また⑮によれば 2級は設計変更

で15万円に値する場合級は特許に値する場合といわれ，⑬は「人聞を減らすことができれ

ば2級や 1級で賞金」と述べている。また今日では，こうした提案も， r出るべき大きなものは

出尽くした感じJ(⑫)， r出るものは何件も出る。もう，類似的なものばかり出るJ(②)等，

マンネリ化しつつあると言われる。職場単位での提案制度への取り組みの事例としては， rグルー

プの提案で科学技術長官賞をもらったこともある。塗装の方法で，ムラができないものを開発

したJ(⑫)， rうちの班は個人ではあまり提案をやっていない。班としては『とりべjの改善で

提案の表彰をうけたこともあるJ(⑪)， r班でノルマを決めてやっている。我々の班は月に 3件

以上J(⑩)， r職場単位の目標を掲げている。去年は年間12件だったが，今年は増やして，小さ

な改善も含めて 1人15件J(③)， rノルマは班できめる。 1年間に 1人20件J(⑦)等がある。

(3) 組立職場の労働者における家族生活史と職場生活とのインテンシヴな事例研究としては，小

林甫「ライン労働者の職業的生涯と生活規範」北海道大学教育学部教育社会学研究室『調査と

社会理論第11号・現下における自動車企業の職場構造と労働者生活j昭和62年を参照。

(4) A自工の青年労働者の状態については，中江好男「青年労働者層の職場生活と価値志向」北

海道大学教育学部教育社会学研究室『調査と社会理論第11号・現下における自動車企業の職場

構造と労働者生活』昭和62年を参照。

(5) B層の中でも⑪は，母の出身地である古くからの町内会に家を建てているが，ここではまた

別の事情から近隣との交際が疎遠になっている。「相当古い町内会だ。自分はよそ者なのでなか

なか溶け込めない。講等もあるが，自分の家は入っていない。町内会長は有力者の農家がずっ

と長くやる。選挙のときなどは依頼にくるが， r御宅はA自工なので票にならないjといわれる」。
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(6) 社宅アパートではいうまでもなく， A自工従業員のみで町内会を構成している。会長は 1年

任期で，各棟から回り番で出ている。

(7) A自工の寮は水島地区に位置し， 160人が居住している。寮には一応，自治会があるが，@に

よればそれは「名ばかりJとなっている。年間の行事は新入生歓迎・忘年会等がある。門限は

一応決まっているが 2交代制で夜中も出入りがあるので，実際にはあまり守られていない。

部屋は 6畳と 4畳半のものがあり， 2人部屋であるが，現在は入居者が少ないので 1人で使っ

ているとのことである。

総 括 A自工M製作所労働者諸階層の生産・労働一生活と社会諸関係

これまで， A自工M製作所の労働者諸階層における生産・労働一生活史・誌と彼等がと

り結ぷ社会諸関係の実態を分析してきた。改めてここで個々の分析結果を繰り返して述べ

ることはしないが，それらをふまえて，特にA自工M製作所の労働者諸個人が，彼等を取

り巻く客観的な諸条件をいかに受けとめ，いかなる社会諸関係を形成してそれらに対処し

ているのかという視点から，以下の諸点を確認しておきたい。

[1)まずはじめに， A自工M製作所では「合理化」 ・人員削減が推進される中で，さま

ざまな矛盾が顕在化しつつあることに触れておく必要がある。ここでは事務部門 (D層)

を除き 1週間毎の昼夜二交代制が敷かれ，その上，月間40時間-60時間以上にもおよぶ

残業 2日-4日の休日出勤が余儀なくされている。 A自工の手取り賃金は相対的に高い

とされているが，しかし実はその 4割ー 7割までがこうした時間外労働の手当によって支

えられている。さらに近年の「合理化」 ・人員削減は，さまざまな労働強化や労働災害の

発生を伴いながら推進され，総じて，労働者にきわめて重い肉体的・精神的負担を課して

いる。それだけではない。こうした「合理化」・人員削減は，労働者各階層毎にそれぞれ

固有な形でも，深刻な影響を刻印している。高齢者 (A層)では，技術革新に伴う作業長

職からの解任や間接部門への配置転換が進められ，仕事に対する「やりがい」の喪失や手

取り賃金の伸び悩みが問題となっている。作業長層 (B層)では，職場集団の管理そのも

のがきわめて困難になり，人間関係上のストレスが増大するのみならず，他の階層を上回

る長時間労働やサービス残業が課せられている。そして一般作業者層 (C層)では，作業

遂行上の技術水準の高度化や，何よりも作業の量的な増大という形で労働強化が進行し，

「仕事がきついことJが大きな問題となっているのである。

(11) ところで問題は，このような厳しい状況の下. A自工M製作所の労働者が，いかな

る社会諸関係に依拠して，自らの健康や生活，仕事に対する「やりがい」等を維持しよう

としているのか，という，有にある。

(1) A自工M製作所の労働者諸個人は，こうした労働諸条件を深刻な問題として受けと

めつつも，労働組合を介して組織的・共同的にそれらを改善していこうとは，さしあたり

は考えていない。彼等は，それ自体多くの問題を内包する現在の労働条件の水準を最低限

維持するために， I労働組合が必要Jであることは認めている。しかしながら，現在の「会

社側に偏っているJと評価される労働組合に，労働条件の一層の改善を期待しでも，その
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実現は不可能だと考えているのである。もとより，こうした労働者の態度は，現実のA自

工の労働組合が労働条件の改善要求に十分応えていないばかりか，労働組合に対して不満

を言うと「組合の役員から『どこの者や』とにらまれる」といった非民主的な体質をもっ

ていることの反映ではある。しかしながら同時に，こうした労働組合の体質は，それ自体，

労働組合の現状に対して不満を持ちつつも， I言っただけ損」と，その改革を「あきらめ」

ている労働者諸個人の態度の上に成りたっている一面も，また否めないであろう。

(2) A自工M製作所の労働者にとっては，地域社会や地縁に基づく社会諸関係もまた，

健康や労働一生活を現実に支えるものとはなりえていなし可。 A自工の労働者は，昼夜二交

代制の長時間労働の中で， I家に帰ったら，飯食って，風呂入って， TV見て，酒飲んで，

寝るだけ」と，地縁に基づく社会諸関係を新たに形成するだけの時間的余裕も，精神的な

余裕・意欲も持てないでいる。 A自工の企業や労働組合は， I地域社会との共存共栄Jを

強調し，水島地区の夏祭りや運動会，市議会議員選挙等に精力的に取り組んでいる。しか

し労働者の多くは，こうした企業ぐるみ・労働組合ぐるみでの地域活動に対しても，自分

達の負担を一層増加させる「仕事の延長」としてしか評価せず， Iしかたなく参加している」

と受けとめているのである。

(3) そこで， A自工M製作所の労働者が自らの健康・労働一生活の防衛を試みる際，職

場集団の中でのインフォーマルな諸関係，および家族をはじめとする血縁関係が大きな意

味をもって立ち現れてくる。彼等は厳しい「合理化」 ・人員削減の中でも，仕事に対する

「張り」・ 「やりがい」を維持し，生産管理に必要な視野の広さやME化・技術革新に対

応した新たな技術・知識を習得して自己を成長させようと努めているが，こうした営為に

とって，職場集団はきわめて大きな役割を果たしている。また職場集団は，冠婚葬祭や病

気・怪我の際の相互扶助等，企業外の生活諸局面でも重要な機能を担っている。さらに職

場集団内部での適切な作業分担と個々人の責任の明確化合及び，家族生活での食事や睡眠

へのきめ細かい配慮等は，労働者の最低限の健康を維持するためにも不可欠になっている。

そして労働者の多くにとって，夫婦共働きや両親との同居による家計の持ち寄り等，家族

での対応は，現在の生活水準を維持する上で大きな意義をもっている。これらはいずれも，

前述の労働組合の現状の下， I合理化」・人員削減や労働条件の劣悪化に対して組織的・

共同的に対処し得ない中で，矛盾を少しでも緩和しようとする労働者諸個人の私的な対応

に他ならない。しかし現状では，こうした職場と家族に閉ざされたインフォーマルな営み・

社会関係こそが，もっとも具体的な形で， A自工M製作所の労働者の健康・労働一生活を

支えているという事実は無視しえないであろう。

(4) 職場集団や家族は，それ自体，このような重みをもった社会諸関係であるからこそ，

A自工M製作所の労働者にとって「もっとも頼りになる」関係として認識されている。ま

た逆に，労働者が労働条件や労働組合の現状に強い不満を抱えつつも，労働組合の改革や

それを通した労働条件の共同的改善の営為に向かわないのは，そうした営為が，現状では，

彼等がもっとも重要視している職場集団からの遊離や，家族生活の水準の低下につながる

可能性が大きいと，彼等自身，判断しているからであろう。いわば， A自工M製作所の労

働者にとって，現在の職場集団や家族のあり方は，資本による「合理化jから自らの健康・
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労働一生活を防衛する最後の基盤であるとともに，資本への直接的・共同的な抵抗を妨げ

る側面をも有しており. I両刃の剣」として機能しているといえよう。それゆえ，労働運

動の側から言えば，労働組合への積極的な結集こそが，働きがいのある職場集団の形成や，

家族生活水準の実際的な向上に結びつくという展望を具体的に示さない限り，運動の活性

化を図ることは困難であるといわねばならない。

〔皿〕さて，さらに分析を進めると，同じA自工M製作所の労働者の内部でも，戦前生ま

れのA層やB層と，戦後生まれのC層とでは，生活の価値志向，地域社会への関わり方等

において，大きな違いが看取される。そしてその違いは，彼等が歩んで、きた生活史に刻印

された諸体験の内実によって，あるいはその現段階的帰結としての現在の労働一生活のあ

り方によって，深く規定されている。

(1) まず，戦前生まれのA層と B層にとって，家族をはじめとする血縁関係はとりわけ

重大な意義を持っている。彼等は，貧困な自営業層や不安定階層の子弟として生まれ，戦

中・戦後の混乱期を通じて，きびしい「生活苦Jを家族とともに乗り越えてきた。この過

程で彼等は. I朝早くから夜遅くまでとにかくまじめに働き続ける」家族員の姿を目の前

にし，仕事に対する「模範的」な姿勢や家族内部での相互扶助の重要性等，多大の影響を

受けている。また彼等の兄弟達も高度経済成長以前に学校を卒業し，彼等同様，地元倉敷

市周辺に就労，そこで家族を形成しており，現在に至るまで彼等と密接な協力関係を保ち

続けている。そしてA層やB層は，血縁を手づるにA自工M製作所に入社し，これによっ

て，両親の世代よりも温かに安定した家族生活水準を獲得してきている。「自分が進学を

あきらめたから，子供にだけは」と子供達に高い学歴を身につけさせてきたことやローン

で家屋を新築したこと等，総じて彼等の家族生活の状態は，厳しいA自工での労働を通し

て彼等自身が築き上げてきた成果の象徴でもある。

戦前生まれのA層やB層にとっては.A自工における職場集団もまた，特に重要である。

彼等は，貧困からの脱却を求め.I生活よりも仕事優先」で職場での労働に打ち込んできた。

また彼等は.A自工M製作所入社以来，機械関係や組立・板金関係等の職場で，仲間とと

もに「職人の神業」といわれるほどの高度な技能を習得し，また生産工程全体に視野を広

げてきたが，これは貧困のために進学を断念した彼等にとって. Iやりがい」に満ちた自

己実現の過程でもあった。そして彼等は，こうした技能や広い視野を基礎として作業長に

昇進し，職場集団の掌握・管理に携わった経験をも有している。いわばA層やB層にとっ

て，職場集団とは，家族や血縁と同様，自らを鍛えてくれた「学校」であると同時に，自

ら築き上げてきた労働の証としても存しているのである。

しかしこうした反面で，戦前生まれのA層やB層においては，地縁に基づく社会諸関係

は極めて希薄である。 B層をはじめ，戦前生まれのA自工労働者には，自営業層の出身で

はあっても家業を継げなかった次三男が大きな位置を占めている。そこで彼等は，就職や

結婚を契機として，水島地区をはじめとする社宅やアパートに移動し，さらに昭和50年前

後にはローンで住宅を建てて再度移転して現在に至っている。彼等の地域社会への“根づ

き"は極めて浅いといえよう。現在，彼等が住んでいる町内会も，その多くが約10年前に

造成・新設された新興住宅地であり，町内会の活動も活発ではない。 A層やB層には町内
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会の役員を経験した者もいるが，それも多くの場合，順番制で半ばやむなく引き受けたに

すぎず，積極的な活動は行なっていない。

(2) 以上のように戦前生まれのA層やB層では，職場と家族・血縁に閉ざされた社会諸

関係をもっとも典型的に見て取ることができるが，これに対して，同じA自工M製作所の

労働者の中でも，戦後生まれの現業労働者=c層では，社会諸関係への関わり方が，大き

く変化しつつある。

まず，家族や血縁との関係についてみると C層は賃労働者の子弟として生まれ，高度経

済成長以降に就学期を送った。その間，彼等は特別の「生活苦」を経験した記憶もなく，

またそれに関連して家族から強い影響を受けたことも印象にとどめていない。 C層の多く

は「長男だから」という動機で、地元に残ったのであり，高度経済成長以降に学校を卒業し

た彼等の兄弟達(次三男)は，大阪をはじめ県外に他出し，彼等との日常的な交流は希薄

になっている。さらにC層では，子供が幼少である上，彼等以上に収入の多い両親と同居，

あるいは近い将来社宅を出て同居する予定でいるため，現時点では，家族生活を自らの腕

で築き上げた成果の象徴ととらえるには至っていない。総じて， c層の家族・血縁との関

係は， A層やB層に比べて，相対的に希薄であるといえよう。

他方，職場集団との関係では， c層は， A自工M製作所に入社して以来，塗装や溶接，

機械保全等， ME化が相対的に進んだ職場に配置されているため，主に職場外での企業内

教育によって技術を習得してきた。また彼等は，入社当初から， rちょっとだれかと話す

時間もないJといわれるほどの「合理化」 ・人員削減の渦中に置かれてきたため，職場の

上司や仲間から人生に影響を受けた経験も少なくなっている。さらに重要なことは，高度

経済成長以降に育ったC層は，仕事上の技術習得に一定の「張り」・「やりがい」を感じ

つつも，それだけではなく，趣味やレジャーを通した自己実現にも独自の価値を見出して

いることである。彼等は， r車が好きだから」とA自工に入社し， r仕事と生活は別」と割

り切って考えている。「貧困からの脱却Jを生活の目標とした戦前生まれのA層やB層に

比べ，より高いレベルでの生活要求が形成されているといえよう。それゆえC層は，厳し

い「合理化」 ・人員削減の中で，ただ「まじめに耐え忍ぶJだけではなく， r勝手に休む」

という形で，即ち「職場の仲間に矛盾をしわ寄せする」形で自らのレジャーの時聞を確保

している。そこで彼等は，これに伴う葛藤を和らげるためにも，職場集団に対してはじめ

から一定の距離を置いて接しているのである。

そして C層のこうした趣味やレジャーの要求は，一方では妻子というきわめて限定され

た家族関係，他方では学校等を介して培われた地縁的な社会諸関係を基礎に充足されてい

る。 C層では特に長男が多いため，両親と同居もしくは同居予定であり，幼少時から同じ

町内会，すなわち倉敷市周辺農村地域や古くからの都市住宅地の町内会に住むことが多く

なっている。それゆえ近隣には，学校時代以来の地域の友人が多数住んでおり，こうした

中で彼等は，独身時代はスキーやドライブ，ウインドサーフィン、結婚後は妻子を交えて

キャンプや旅行等を楽しんでいる。 C層にとって，こうした地縁にもとづく仲間や学友は，

「人生に影響を与えてくれた」存在であり，また職場の仲間と並んで「頼りになる」存在

でもある。しかもここで重要なことは，こうした地縁にもとづく社会諸関係との接触が，
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彼等の企業内での労働一生活や社会諸関係に対する反省・批判の契機にもなっているとい

うことである。地縁的な諸関係との対比の中で， I安定したA自工の中で，結婚し，車を

買い，家を建てることだけを目標とする生活Jや， 11人 1人の意見を切り捨てる」職場

集団・労働組合に対する疑問・批判が提起されていることは，その端的な現れであるとい

えよう。

以上のように， A自工M製作所の労働者は，全体としては，地域社会から切り離され，

職場と家族に閉ざされた社会諸関係に依存しているが，しかし，趣味やレジャーを含めた

生活要求の高まりに伴い，こうした構図は徐々に崩れ，特に戦後生まれの労働者では地域

社会との結びつきが形成されつつあった。その意味で，今日は大きな転換期にさしかかっ

ていると言えよう。

〔町〕しかも最後に指摘すべきことは，労働組合の改革や，それを通しての「合理化」

人員削減の阻止を「あきらめJ，職場集団と家族に依拠して，健康・労働一生活を個人的・

私的に維持するといったA自工M製作所の労働者の対応，とりわけ戦前生まれの労働者に

典型的に見られる現実の対応は，それ自体の内に，明らかな限界・矛盾を内包していると

いう事実である。

戦前生まれの作業長層=B層にとって，職場集団は，前述のごとく，自らを鍛えてくれ

た「学校Jであると同時に，自ら築き上げてきた労働の証でもあり，しかもまた自らの健

康・生活を守るためにそこでの協力が不可欠な社会関係としても存していた。しかしなが

ら彼等は作業長として，この職場集団を「合理化」 ・人員削減のための手段として活用す

ることを余儀なくされ，また労働組合の職場委員として， I会社のいいなりでしかない」

と自ら考える労働組合の方針で，職場をまとめなければならない立場にある。それゆえ作

業長は，労働組合を改革し， I合理化」・人員削減を阻止することを「あきらめ」ている

限り，職場集団のメンバーに矛盾を押し付け，同時にそれに伴う葛藤を緩和するためにも，

自ら先頭に立って矛盾を引き受ける努力に沈潜する他はない。しかし，そうした努力をす

ればするほど，彼等はみずからの健康を破壊するのみならず，最も依拠しているはずの職

場集団をも堀り崩し，その中で孤立感・消耗感を深めざるを得ない結果になる。

他方，戦後生まれの一般作業員=c層にとって，職場集団とは，一方で「張り」をもっ

て仕事を遂行する上で不可欠の存在であるとともに，他方でそこに完全に埋没すれば，レ

ジャーや趣昧の要求を全く抑制しなければならないため，つねに一定の距離を置いて接す

べき存在とされていた。しかしながら、彼等が労働組合の改革や「合理化」・人員削減の

阻止を「あきらめ」て， I勝手に休みJを取り，職場集団の他のメンバーに矛盾をしわ寄

せする形で自己のレジャー等に対する要求を実現している限り，当然にも，彼等が趣味や

レジャーを通して生活を豊かにしようとすればするほど，職場集団との間にあつれきを生

じ，彼等が「張りJをもっているはずの労働遂行それ自体を困難にせざるを得ないという

ジレンマに陥るのである。

かかる意昧で， A白工M製作所の作業長層と一般作業員は，今日の「合理化」・人員削

減の推進やそれに対抗し得ていない労働組合の現状に対して，共通して強い不満を有し，

そしてまた彼らは共通して，それらを主体的に変革する展望を持ち得ていなかった。こう
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した中で，彼らは，職場集団の内部で相互に矛盾をしわ寄せしつつ，なおかつ職場集団に

一層深く依存せざるを得ないという，きわめて矛盾に満ちた労働一生活を営んでいるとい

うことが許されよう。
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