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「中堅J企業におけるスタップの労働の再編と企業内教育

キャリア形成の特徴との関連で一一一

上原慎一

A Study on The Reformation of Sta宜Work
and Training in“Mid-sized F註m"

Shinichi UEHARA 

はじめに

本稿の課題は，北海道の「中堅j企業三社を事併に，企業の成長・発展の構造をスタッフの労

働，技術的労働の再離との関連で解明することにある。この作業は，今後の広く地域労働市場，

労使関係，ライン層・スタッフ爆の職場集司の特質等をふまえた「中堅j，中小企業論の構築を

めざす擦の基礎的な前提となるものである。というのは，雇用吸収力をもっ企業を中心とした地

域雇用開発(1)や，当該地域に存在する中小企業の成長の促進によって，過疎化を食い止め地域

の発展を促すという課題は従来から意識されているようには産業・生産を基盤としなければ

もはや地域の発展は考えられない事態になっているからである。そのためにも，単なる食業誘致

にとどまらない，地域と企業の関連のオjレタナティプなありかたの解明は必要不可欠なのである。

また，多様な存荘形態(3)をもっ「中堅j，中小企業に，現時点において蓄積されている力量を明

確にしていくことも急務であるということができょう。そこで本稿では，そのための第一歩とし

て，単なる下請けでもなく浮動層でもない自主的な製品開発を行ない得る「中堅j(4)クラスの

企業における労働者の力量の形成の実態を解明することを試みる。

そういった観点からすれば，近年間際的にB本やイタリアの中小企業の f活力Jに注目が集ま

り，研究も欝模されつつあることにも注意しなければならないであろう。なかでも R.ボワイエ(5)

やB.コリア(6)など主としてレギラシオン学派による“トヨテイズム"や，その下請機構のもつ

フレキシピリテイへの注目は，内外に深刻な問題提起を行ない，議論が集中しているということ

には詳説の必要もないほどである。また，それ以前にもセーブル，ピオーリによる“ザ・サード

イタリア"の FlexibleSpecialization論(ヱミリアン・モデル)や日本の中小企業への注目的も議

論の集中したところである(針。ふりかえって日本では，渡辺幸男氏による中小企業の階層的な

集積，つまり氏のいう f山脈的構造jにおける「地域としての生産性jの指檎(9)は，単に階層

構造や存立構造の分析に収数しがちであった中小企業研究に新たな波紋を巻きおこしている。周

知のように，そのような試みは近年に始まったことではなく，中村秀一郎氏の提起しつづけてい

る「中堅J企業論(補注 l参照)は，ある不幸な"イデオロギッシュ"な対立のなかで，内産的

で本格的な検討は永らくなされていないという状況であった。

これらの研究の開題意識や，今後の展望に問題が内旬されているとしても，ある実態をふまえ

たこれらの潤題提超は，真撃に受けとめなければならないという性格をもっているように患われ

る。すなわち，これらの研究に共通している「中堅j ・中小金業の力震の内実の解明は，ある普
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遍的な生産システム(10) 生産力の内実の解明の端緒としてふまえられる必要があるということ

である。すなわち系列・下請機構のもとでの中小企業の発麗(ボワイエ，コリア)， r自立的Jな

中小企業間のネットワーク(セーブル，ピオーリ)，当該地域における労働者の堆積(渡辺幸男)，

境界領域へ参入する中小企業の発展=r中堅j企業(中村秀一郎)等，さまざまな類型はひとま

ず位器付けらるべきであるし，我々にはそこで触れられている諸事例からそれぞれの企業の成長

の要因，あるいはフレキシピリティを解明し，加えてそこでの労働者の能力開発の内実等の諸課

題を解明するという作業が必要なのである。

しかし，以上に列挙した研究は，生産過程の実態が明確に分析されていないという問題点を共

通に抱えている。それゆえ，いかなる生産・流通システムによって企業の成長が可能であったの

か，あるいはそれが可能になったのは具体的な生産過程のなかでどのような能力・力量を持った

労働者，労働者集団によってなのかということも明らかにされておらず，それゆえ発展の後追い

になっている感はどうしても否めない。発麗していることの鏑備の吟味や，本当に自立的である

のかということの吟味は，それ抜きには不可能であるし，同様に，それにいかなる普遍性が内包

されているのかという点を明確にするためにも以上のことの検討は不可欠である。

ゆえに，本稿では大手企業の系列下にある「中堅j食業三社(概要は図表1参照)を事例とし

て、以下の点を中心に検討した。とくに住意したのは，それらの企業における系列化の意義およ

び生産管理の合理化・情報システム化の特徴と，製品開発とスタッフの労働・企業内教育の特徴，

そして労働・企業内教青とキャリア形成(補注2参照)との関連の特徴，労働市場の肖編の特徴

などの諸点である。本稿ではそれらを明らかにすることによって f中堅J企業の発展の構造とス

タップの労働・企業内教育，キャリア形成との閤の関連を分析し，その内実を相対化することに

よって，地域と企業の関連のフレキシピリティ，地域の内発的発展にとっての企業のはたす役割，

地域における企業開ネットワークの可能性の吟味，地域労働市場とライン層・スタッフ腐のそれ

ぞれの技能形成および職場集屈の特質との関連，労働者の存在形態と労使関係の関連などの諸点

の考察ための枠組みを析出することを課題とする(小零細下請層と浮動層についての分析は他稿

を期したい)。

間表 3社の概要一覧

主聖書製品 資本金 親会社 従業箆数 発上高 外注比事・綴 年費者給:能力給

A社 製缶ラインの機械 H室内 北海製缶 181名 54.3~意向 年間4000万 2 

(1989年) 工作機械 (非正社員 円程度

を含む)

君干土 農業機械 H意向 石川島播磨 390名 80億円 78% 63: 37 

(1991年) 重工業 (非正社員

を含む)

C社 除宣言・機 1.21.意;円 JII締重工 110名 36.8億円 70% 7 : 3 (年齢給7

(1991年，売上 (非正社員
のうち退職金のまま
宣撃になる基本給は

高のみ1988年) を含む) 2， 残り i立方自給)

出所) 開き取り調査より作成

{様注竹中村秀一郎氏のゆ堅企業論について

中村氏は高度成長の中期頃から，中小企業のなかから著しい成長を遂げ，脱下請化し，独占大企業

の範爵にも中小企業の範擦にも潟さない企業鮮が日本資本主義のなかで一定の厚みをもって存在して
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いることを強調されてきた。氏はそれを中堅企業(阻ιsizedFinn)と定義して事例研究を継続され

てきた(詳細は，中村 f新 中祭企業論j東洋経済章者報社， 1990年にまとめられている)。その中堅

企業の定義(独立会社，証券市場への上場，大企業的でもない中小企業的で、もない同族性と近代性の

掲居，独良の技術設計による独占的市場条件の確保など，同上書176-184ページ)の吟味は章表者のカ

量不足から後日に譲らなければならないが，ここでは氏の業績に注闘する意味で，氏の提起した60年

代から80年代にかけての中堅企業の特徴についてみていきたい(凋上書5-29ページ， 55-58ページ，

165-247ページ， 421-431ページより)。

60年代規模の経済性の実現

①独自の製品選択，成長性のある鴎品選択

@ 商品の重量産化と品質向上によるスケールメリットの実現

@積極的な設備投資，新技術の導入と能力主義の導入による従業員の活性化

70年代範囲の経済性へ移行

① 研究開発型企業，デザイン療発型企業の台頭

②蓄積してきた技術と人的能力および既存のノウハウとの絡会による脱本業戦略

①独自の機械設備の体系と生産管理技術の開発による多種少量生産

80年代 範囲の経済性のきた現，連結の経済性の追求

①独自の設計能力を応用したメーカー，ユーザーのノウハウの結合による共同開発

新しい市場の露目造

② 内部化されていたノウハウの横断化による新しい業種の創造

@合弁による新市場の関お，後発性の優位

④ 大型投資とその回収の優位性

⑤経営資源としての人材の重要視

以上のように氏の中堅企業観はもちろんその成長性，独立伎を基礎としている。ぞれは一般に考え

られているようなスケールメリットそのものによって実現されているというよりも，当該企業をささ

えるオリジナリティ，すなわち内部イとされたノウハウや人約能力を土台とした製品務発力，企磁力に

大きなウエイトがかかっていると氏は強調するのである。この点への注目は，のちに触れる小池和男

氏が強調されているように，比較的日本の経済学関係の労働・技術に関する研究が企業内における教

育，能力開発，技能形成の問題について等閑視していたことに対する，事例の紹介を逸じた批判とし

て受けとめねばならないであろう。

しかし，成長の内実の把握や，中怒企業の類裂の把握については若干の疑問が残る。まず，成長は

企業外との関係だけではなく，企業内のさまざまな問題を解決していくなかで遂げられてきたもので

あろう。加えて，氏も触れているように「製品に独自性の少ないj非独占裂大企業も含めて，独占大

食業にも中小企業にも腐さない企業群の類裂は多岐にわたっている。それらの企業は，現時点での日

本資本主義や地域産業のなかでは，無視できない存復なのである。事例の紹介と前後するが，ここで

は以下の四点についてふれておきたい。

第一に，すでに触れたとおり氏のあげている事例のなかでも，独自のスタイルで市場を開拓し新製

品を作り成長を遂げていく企業の多くはーーとくにメーカーに顕著だが一一労働者，とくに凋発・

設計部門の技術者の教育(11)に力を入れているということである。この点については，成功の要因だ

けではなく，いかなる矛盾を抱えながらそれが展隠しているのか，あるいはそれはいかなる軽量爵性を

もっ技術者群によって担われているのかという点についての言及が不可欠なのである(技術者の階層
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般については予雪氷河 f情報化と技術者j青木醤活， 1990年， 81-106ページを参照されたい)。

第二lこ，中堅企業という場合，氏は自立性の強い企業を念頭に置いているが，本論の事例企業三社

のように，系列下に入ることによって，生産・労務管理，食業内教育に関する力援を積み上げ成長し

ていく企業もあるということである。これは機械工業の集積の選れている地域の特徴であるともいえ

るのである。氏が紹介されている系列企業から専門メーカーへ成長していった企業の多くは自動車，

電機関連がほとんどであるが，より地域性を考慮した把握も必要であろう。

第三に，大企業の参入しえない隙関市場を開拓し成長していく企業ばかりではなく，特定地域に根

ざした生援を行なっている，あるいはそこから全国市場へ展開していく企業をも対象にするべきであ

るということである。概して氏の事例研究は，全国市場へと展掬していく企業群を中心としているた

め，そもそも中小企業の存立の立脚点で、あったニーズや，市場の特殊性についての分析がみられない。

第四に人材，技術者の能力を問題にするにもかかわらず，労使関係についての言及が少ないという

ことである。氏は60年代にや怒企業における労使関係の特徴を次のようにのべている。「中繋食業の

労働運動は概して低調であり，労働組合のない組芸(企業の誤りか?一引用者)も少なくなく，あっ

ても多くが単独組合である。それは中堅企業の多くが労資協調体制を維持しているからである 0

・H ・H ・..…成長企業特有の合理的な関係を維持しているものが少なくなく，それはより発展の展望をも

っ企業に多くみいだされて注目されるJ(悶上書， 300ページ)。その根拠を氏は「革新的な企業家J(同

301ページ)のありかたに求めている。すなわち fこの型の企業家は傍人約穫の追求に終始し，

低賃金を当然と考えるような中小企業家一般の欠陥を克服しておりJ，r企業発展の成果そ労働条件の

改善にも跳ね返らせJ，成長のスピードの速さによって「能カのあるものの地位上昇が速J(向上)い

などの点から労働者の不満は起こらず，結果として協議的労使関係になると述べているのである。こ

のような「革新的な企業家Jが存在すること自体は否定できない。しかし，いかなる中堅企業であっ

ても，ポストが余るほどの急激な成長を遂げ続け，その成果を分配し続けることがm難であるという

ことは容易に想像しうるし，市場の成熟によってそうなる可能性は非常に高いのである。そうした場

合，いかに f家新的企業家jであっても，労働力不足の結果としての労働力構成の多様化に基づく婆

求の多様性や，生産ラインの合理化に対抗する労働者に対応しつづけられるという仮説は成り立たな

いだろう。労使関係の前提も，氏が中堅金業の発媛の歴史約変化を跡付けているのと同様に，膝史的

に変化するものなのである。また， r革新的企業家jそのものについても，その経営者としてはたす

べき役割の分析は，より生産過程や労働者との関係で行なわれなければならないのである。

本稿では基本的に中村氏の業績に学びつつ，以上の問点をふまえて分析を進めていき， r中感j企

業の「中堅jたる特徴を析出し，それはいかなる形で客観化することが可能かという点を吟味しなが

ら考察を行なう。

{補注2)小池和男氏のキャリア形成論について

本稿ではスタップ・技術者層の能力・熟練が職場を水平約かつま量産的に越えて形成されている場

合，それをとくに「キャリア形成jと規定し分析する。そのキャリア形成をいう場合，何よりも小総

和男氏の業績(詳縮は小池 f人材形成の閑際比較j東洋経済新報社， 1987年一一以下小池aとする

ー…および『大卒ホワイトカラーの人材際発j東洋経済新報社， 1991年一一以下小池bとするーー

を参照されたい)に触れておく必要がある。氏の熟練概念，キャリア概念にはおおく学ぶべきところ

があるが，本稿との関連でいうと以下の点に注意を払うべきであろう。

ブルーカラーの技能の分析を行なう際，氏は熟練をとくに f知的熟練Jと規定し，その知的な側面
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を重視する。しかし，その f知的jな側揺は戦場をはなれた理論の学習(Off-JT)のみでえられる

ものではなく一一一あるいはそれは補助的な役割しかはたさずーーヮ職場での作業を通じた経験

(OJT)を介してしかでしかえられない一一あるいはそれが主要な役割をはたすーーという性質

のものであると，氏は規定する。つまり， r知的J熟練の内容は普段の仕事そのもののなかでの f変

化への対応Jと「異常への対応jにあらわれるものであり，それを習得するには日本で慣行として行

なわれているような，日常的にライン労働者に変化や異常への対応を経験させる， r統一方式jが有

効であるとする。また，そのラインの仕事だけではなく「関連の深い仕事群のなかでJr幅広いキャ

リアjを縦一一奔遂を含めた組織内での地位一ーと横一一間程度の難易度の関漆ある仕事一一一へ

積み上げることが生産の仕組みを理解させ， r知的j熟練を形成しやすくし，したがって生産性を向

上させることに寄与するとしている(以上は小池a，7 -17ページからの引用者のまとめである。)。

さらに氏はホワイトカラーの熟練，キャリアを特徴づけるにあたって，その労働の「変化の多様性J

とキャリアの広がりからして「幅広い専門性j一一“それ自体の吟味も後日に譲らざるをえないーー

が形成され，それは日本以外では，国際的にかつ一般的にブルーカラーのそれよりも深いが，日本で

は大企業のブルーカラーは長期雇用によって知的熟練を形成し， rホワイトカラー化Jしているとす

る(以上は小池bからの引用者のまとめである。プルーカラーとホワイトカラーの比較については小

池 f仕事の経済学i東洋経済新報社， 1991年19-44ページを参照されたい)。

中村氏と同様，小池氏の業績に学ぶべき点は非常に多いが，とくに本論の分析の主要な対象である

スタッフ層の技術者に関しては，以下の点が吟味されるべきであろう。

第一に，スタップの労働そのものがラインの労働とどのように異なるのか，また熟練の形成がどの

ように異なるかということである。熟練形成のありかたは，職場集団の機能の違いや「キャリアの組

み方Jなどと相互規定的であるという側面をもっ。したがって，まず労働そのものの性格と経験の積

み上げ方を確認しておかねばならない。

第二に， r幅広い専門性Jはなにゆえ必要なのか，それは現実の実際の仕事にいかにはねかえるも

のなのかという点についてである。実際の仕事という場合，とくにスタップ部門はラインの労働をそ

の対象としている。ラインの労働との仕事上における「距離Jの濃いによってスタッフのキャリアに

はどのような違いがあるのか。それとも同じなのか。この点を吟味しなければならない。

第三に，スタッフの場合でも異常や変化への対応が，ライン労働と同様に重要なファクターとして

存在しているのか。その愛要性によって，キャリアの展開の仕方も異ならざるをえないであろう。

第四に，キャリア形成と昇進はいかなる関連があるかということである。小池氏の考察の対象とし

ている企業は大手企業で，キャリアも昇進も整備されている事例が多かったが，そのような条件のな

い企業においては，キャリアと昇進の関連はいかにあるのかという点についての吟味も必要である。

以上の点を事例をふまえて吟味し，中堅企業におけるキャリアの特徴をみていき，ぞれのもつメリッ

トを確定するための仮説を提起するのが本稿の目標のひとつである。

1.系列化による合理化の展開

(1) A社における ME化と生産管理システムの発展

A社は1974年に一時倒産し(図表 2)，北海製缶グループの機械・機械部品製作担当企業とし

て吸収・合併された。 1982年から本格的に北海製缶によって，主要系列企業として育成されるこ

とになる。その柱は，単品生産ゆえに行ないづらかった工程管理(図表 3)の実現と，その成果
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図表 2 3社の系列化と合理化の展開

A 十土 B 宇土 C 干土

1924 創業 1924 創業

1961 :f:玉川島捻磨重工業の 1962 創業

系列下に入る

本農業機械の大型化に対応、

するため

1970 小西差是機(伊途) と 1970 一時倒産

合 併 )11崎重工， 日産量ディーゼ

ル販売，いすず自動車の

資本参加をえて湾建

1973 川崎重工業のEfl緩関迷会

1974 北海製缶グルー 宇土に指定

プに吸収・合併 *治具化(i合兵をもちいた生産量

ラインの襟準化，翁カfヒ)
1978 工場移転 機能等級，小集団活動導入

合理化の本格的展開 川崎重工業からの技術者司の出

1982-1988 自動念療導入 向による工場の「近代化j

現北海製缶がA 1985 小集団活動，職能等 1977-78 小集団活動中断

社社長に就任 級導入 1980 生産協議会発足

「成綴主義の管 組合主導の小集団活動

王理j宣言

1982 班長レベルに日

襟管理導入

1984 班長レベルに厨 1987 生産性運動から私的活動

機管理適用 中心、の小集問活動へ

1986 小集団活動，縫 1990 FMSライン導入

案制度導入 1989 川崎重工業の遼結子会社

1987 一般レベルに g
襟管理適用

職能資格制度導

入 1992 私的活動から生産性運動

中心、の小集団活動へ

出所) 開きとり調査より作成

を利用した目標管理を中核とする労働者に対する能力主義管理である o 82年以降，社長はもとよ

り部長職以上のほとんどが，北海製缶からの派遣・出向者によってしめられ，その強力なリーダー

シップのもとに工桂管理・能力主義管理は達成されたのである。

その結果，依然として設計は，併設されている親企業である北海製缶のスタッフが担当してい

るが， A社は大幅なコストダウンと製品開発能力をたくわえ，自動車メーカーの工作機械の製

作が可能になるに至ったのである。

また，工程管理システムの工数データーの蓄積によって可能になった目標管理は，勤怠，小集

団活動・提案制度への貢献度とともに容易に能力査定に結びっく。そのため，伝統的熟練をもっ

労働者，監督者層から強い不満が起きており(12) そのことがいかに労使関係に影響を及ぼして

いるかは今後の考察を要する。

(2) 包社における系列化の影響

B社は農業機械の大型化にともなう機械の精度の向上に対応するため， 1961年に石川島播磨重

工業の系列下に入った。その後，同業他社を合併するなど着実にシェアをのばし，現在ではライ

ンの自動化を中心とする ME化を展開している(図表 2)0 B社は系列下に入ることによって技



思表 3 A製作所の生産審理システム

i 品 仕 J 工程管現 J 工程管理 レ~~ -' Jk世爪旺 h L_3-' -40 J ¥、ちl 如-r

~二二 ~ -， (凡週単位) !作業カード i (白 単佼) i 作業カード!げアr;;;: "'~.J/.A. "/ /J Y I !作業カード i プ ム j 
図面

図苦言 図面 図面

営業部

工程台帳作成(納期・原価) 系列企業からの受注 図面のふりわけ 加工終了後

余力把握(機械・作業) による納期の再設定 加工時間管理 データーを

(特急品) 勤怠管理 インプット

内外作振り分け (残業を含む) 自問，

-外注依頼
L4H努-E 

材料・外注手配 -実績集計 実績集計

-原価管理
神ゆ津

日襟設定・作業カード発行 .El標設定・作業カード発行 Ti 
.r実積」にもとづく加工持関 ※週一回・第一線数督者・生産 t才
原価の把握 管理課長・などを含めた逮 」←

むも
※製造課長と協議 絡会議 >-
※新規受注は生産技術係 ¥ゐ

で工程・加工時間・設定
、品
、」

工程管理係 製造管理係 第一線監督者 第一線監督者
H車S事ま(ケイ雫D 一般労働者

性 3人(ただし簿、fすき) 一名応援
事重Eう苦i 資材外注イ系 男性3名 女性 3人(パート)

生 産 技 術 係 努性5名 rr 

器量事者

職
務
内
容

担
当
一
部
署

ME. 

OA機 七二二，----==~=:_~.~百

(~実線 l主回線がつながっているもの\
勺点線は図線がつながってないもの/

引用)拙稿「下請中小企業におけるME化の差是関と労働の変化J 北海道大学教育学部総属産業教育計画研究施設『産業と教育 第9号J1991年3月号， 18ページ。 回
一

w
w
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術的なノウハウを得る他，親企業の階層別教育や営業サーピスマン研修(図表4)の利用， 75% 

の比率をしめる購入・外注品のコストを下げるための外注管理方式や外注企業の情報を集めるな

どのメリットを得ているo また，小集団活動は近年大手メーカーを中心に広がっている TPM

( Tota1 Productive Maintainance )を展開している。しかし，職能等級は，労働者側の抵抗がつ

よく，能力主義管理と結合して十分に機能しているとはいえない現状である。

図表4 B社の階層尉教育実績

コ}ス名 立す 象 者 実績(-1989年) 実綴(1990年)I 

管理者訓練 グループ長，課長クラス 45名 8名

監督者訓練 生産ラインの班長，職長クラス 19名 4名

中堅社員訓練 スタッフ，事務部門のグループ 24名 9名

長の候補スタップ

作業改善の実践訓練 製造スタップ等 8名 なし

(TWI-JM) 

工場改議セミナー 向上 l名 なし

営業マン・サービス 営業 なし 不明

マン実力強化訓練

営業所長・営業マネ 営業所長，部長クラス 6名 随時

一ジャーセミナー (詳細不明)

出所) 開きとり調査より作成

(3) C祉における系列化の影響

C社は1970年に一時倒産し，その後JlI輔重工業の系列下に入り工場の「近代化Jを行なってき

た(鴎表 z)o73年から川崎重工業からの出向者の指導のもと治異化によるラインの省力化，職

能等級の導入，小集団活動の導入などを行なってきた。しかし，賃金体系にあらわれているよう

に，強力な労働組合によって職能等級は年功的に修正された。また，小集間活動も一時的に中断

し，その後労働組合主導で再開された。興味深いのは当初，小集団活動は生産性向上運動の一環

として展開していたが，その後それぞれの労働者の職務とは関係ない私的活動を中心としたもの

へと再編され，その後また生産性向上運動へとたち戻っているという歴史的経緯である。ここに

「強いJ労働組合である， c社労働組合の労働者の組織化についての努力と苦渋を垣間見るこ

とができる。しかし，労働組合による経営への介入は小集団活動に眼定され，合理化運動そのも

のは依然として経営側主導のもとで展開している。現実に社長をはじめ設計部長などの要職は川

崎重工業からの出向者によってしめられており，治具開発を担当する改善班の設置や若年・中堅

層の川崎重工業への研修によって不断に合理化は展開しているのである。

以上，三社の合理化の特徴の棟略を述べてきたが，それらに共通する系列化の影響とそのメリッ

ト，そしてそれを受け入れた系列企業の側の特徴は，以下の通りである。

系列化のメリットは，第一に地方の中堅企業でさえもたくわえることのできない生産管理のシ

ステムや，労務管理の手法についてのノウハウの蓄積が可能になったということである。とくに

生産管理のシステムは，生産工程のありかたによって規定される部分が大きいため，そのノウハ



「中堅[J企業におけるスタッフの労働の再編と金業内教脊 195 

ウの蓄積は菌難であったが，系列化によって生産工程に即したシステムづくりが可能になったの

である。この点は，その浸透度の差こそあれ三社一ーとくに A社と C社一ーのそれぞれに共

通に当てはまるものであった。また，労務管理方式は，のちに詳しく触れるとおり，当該企業に

おける労使輿係の伝統によって大きく異なるのである。すなわち，大企業的能力主義管理が霞接

的に系列企業に貫撤するわけではなく，労使関係のありかたによってその貫敏の仕方は異なって

くるからである。

第二に，系列に入ることによって，それぞれの企業は大企業の企業内教育に準ずる教育，ある

いは親企業の教育を直接受ける機会をもつことが可能になったということである。そのことに

よってスタッフ，労働者の能力開発が充実したのである。たとえば， A社においては小集団活

動と提案制度， B社においては階層別教育， c社においては治呉化，標準化，小集団活動が系

列化によって活発化した。これらの手法については 日本全体についても言えることではあ

るのだが一一地域にそのノウハウが蓄積しているというより大企業に内部化されたノウハウと

して蓄積されているのである。とくに北海道などの製造業の蓄績の少ないような地域では，これ

らのノウハウは，大企業の傘下に入らなければ得られない性質のものなのである。

第三に， B社， c社のような生産工程における加工の比率が低く総立の比率が高い，すなわ

ち内製率が低い(図表 1)企業の場合，親食業からタト注管理方式のノウハウを得たり，タト注企業

についての構報を得ることは，大幅なコストダウンにつながるのである。これはとくに親企業の

企業内教育の機会を利用している B社において顕著であった。

当然系列化はそのメリットをもたらすだけではない。系列化による一連の合理化の展開は，そ

の受容のありかたを特徴づける労働者側と経営者側のさまざまなコンフリクトの原閣ともなり

る。このコンフリクトと労使関係の怯統(この伝統は当該企業における労使関係だけではなく麗

史的に労働運動の盛んであった地域一一A社のある小樽(13)のようなーーにおける伝統をも含

めて考察されなければならない)についての考察は他稿を期す他ないが，ここでは以下のことだ

けは指摘し得る。ここで分析したいずれの企業の労働組合も生産ラインや管理システムの合理化

一一A社， B社では生産管理システムや自動化， c社では治異化一ーを基本的には受け入れて

きた。これは一般に替われる百本の労働組合の基本的特徴と同様である。しかし，先にも触れた

とおり，それと期をーにして農関される労務管理の諸方策や小集団活動…一目標管理や職能資

格制度，それらと連動している能力主義管理一ーについての受容の在り方はそれぞれの企業に

おいて一様ではないということである(それは賃金体系に明確にあらわれてはいないが，能力給

の適用のありかたにおいて異なっているのである)。たとえばA社では，ぞれはスムーズに導入

されているし B社では合併と工場の移転にともなう労働力構成の多様化が，一律の職能資格

の適用を阻んでいるし， c社では「強力なJ労働組合による小集毘活動の中断や職能資格の形

骸化もたらしていることに見られるように，それぞれの特徴があるのである。これらの相違が，

職場における労働そのものや労働組合観，ひいては労働観にどのような影響を与えているかとい

う点については今後の考察を要するが，これらの事例から得られるのは，多様な系列企業のイメー

ジだけではなく，多様な技能形成のスタイル，職場集団の機能，労働者間の競争のありかたがあ

ることは容易に想像し得るのである。また，それぞれの企業では部長クラス以上の役職は親企業

からの出向・転籍によって支配されており，そのζ とが内部昇進層と知情に緊張関係を持ってい

るかということも，労使間の対立や雰屈気に影を落としているであろうということもまた考え得

るのである。以上の考察を経てはじめて労働者への系列化の影響と，労働者によるその受容を論
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ずることが可能になるのである。

2.スタッフの労働と企業内教育

これまで系列化の影響をみてきたが，その要点は生産ラインへの管理システムの導入やライン

労働者やスタッフへの労務管理・企業内教育の「近代化Jが中心で、あった。それらのノウハウを

蓄積した「中堅j企業は，系列化による f支配Jから「自立jできるかどうかは，先の中村氏の

研究にもあるように，当該企業における自主的な市場の開拓・製品開発力にかかっている。そし

てそれは，企業内教育による人材育成にかかっているのである。本稿では，それらの市場の開拓

や製品開発を直接担当するスタッフ濯の労働と金業内教育に焦点をしぼって考察していく(三社

の組織閣は歯表 5，9， 11参照)。

(1) A社におけるスタッフの労働と企業内教育

新市場進出にともなって拡大してきた生産技術係のスタップは盟表6に示したように 1名を除

き大卒者，高等卒者でしめられ，新製品のラインの設定，試作，検査，プログラムを担当してい

る。一方，工程管理係，製造管理係は数名の男性スタップと入力や集計を行なう女性スタッフで

構成されている。ここでは，昇進層である大卒者が多くの職場を経験したあとに，生産管理課長，

生産技術係長等のスタッフ部門の管理者になる場合と，企業内で多年の経験をもっ熟離労働者が

製造管理係長等になる場合がある。彼らのもとに比較的経験の浅い大卒の男性スタッフや，現場

労働者からの叩きあげられてきた経験の長いスタッフ，および経験の必要のない女性スタッフが

配属されている。この部門では，現場の作業の工数の(再)設定，新しい工軽の設定，複雑なプ

ログラム，検査などを担当する。そのためスタップにはラインの作業について知悉することが要

求される。それゆえに，一定のラインの作業の経験者が存悲するのである。ただし，新製品の開

発の頻度があがっていくにつれ，ライン作業を経験していない大卒膚が多くなるのである。男性

校長

図表 5 A社の組織閣

創部工場一一向(げ人)
明 L一一一管理係(4人)

~叩，-一一金君主設計係(2入)

糊瑚一一一 一一 」ー製造係 (8人)

」一一製造線 製造係(14人)

「一一資材係(2人)

生産管理課 ; 工程管理係何人)

小橡工場

製造諜

「一一営業課(14人)
宮業部一一一一一一→

L一一営業開発課 (26人)

総務課
(7人)

経理諜

」一一生蔑技術係(5人)

製造管理係 (7人)

r一一第一斑 (5人)

ト一一一第二漉(5人)

製造係一一-1一第三渡(6人)
v、 ト一一第迎班(6人)

トーー第五班(9入)

L…ー第六班(5人)

総立係(12人)

引用) 議掲，拙稿， 17ベージ
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関表 6 A社の監覧者の企業内緩歴と生産技術係のスタッフー襲

学歴・年齢 職歴(企業外) 企業内の絞燈

1班波長 中卒， 48歳 東京で4年問機械工 旋盤工 (28年間)

2斑班長 中卒， 40歳 12年問機械工 フライス工 (13年間)

3班班長 中卒， 38歳 10年問機械工 研磨→NC班

4班班長 中卒， 53歳 地元の鉄工所で20年 仕上げ

5班班長 職刻校， 35歳 なし 溶接→検査→研磨

6漉班長 高卒， 38歳 なし 検査→生産技術→研磨→検査→生産
管理→研磨→ラップ

製造係長 中卒， 43歳 2社で17年間フライス工 組立→仕上げ→フライス→研磨

製造管理係長 中卒， 52歳 なし フライス→仕上げ→管理係

製造課長 大卒， 40歳 なし 検査→設計→機械→北海製缶へ出向
→金型

生産技術係長 大卒， 37歳 なし 製牛造高普→段術生産技術→製造→生産管理→

スタップ① 中卒，不明 不明 勤続若手数25年
ー・，晩、制隔 4町 刷 戸 時 ・ . - ・ - - ・F司ー_.時陣掛榊帰帽、働 酬が柑白骨枠内骨_.嶋崎M 梢仲榊砕輔 4嶋崎静排幅』唱 内.-司司骨糊骨#匹骨・ー--司司ー----輔帰咽僧坤 d刷掛柑母恥ーー---事---ーー，司 __w__・ー----司-------司--.晶明暗事梢枠 4嶋 崎 崎 明 快 咽 静 静 仲 俳___w_

スタッフ@ 大卒，不明 不明 勤続年数8年
_.時梯棒梯》ー---ー司----・ー-ー---明事司匹圃亭 司 a専問声明-------ー司明白州榊梯州内酔繭 仲#梢梯嚇ー事冒 w_________ー----，恥ー・ー・ーーーーーーーー ーーー-ーーーーーーーーー匹司 w_______ーーー-ーー・ーーー同州朝刊'司回・.-------

スタップ① 高専卒，不明 不明 勤続王手数9年
ー・-----降榊 4・ 帽 帽 恥 骨 a輸相ー.日嚇柑梢柑榊凶#哩骨#司骨 4嶋崎砂#棒掛帽州噌姻司・ーー --・_.骨肉酔#帯植桶・ー場骨骨相梢ゆ暢剤"骨輔合唱骨柑ゆ骨#珂ー.司ー w______ー----骨肉件#梢---ー・ー司ーー司・ー岬ゆ静併前唱団』白唾柚骨肉仰向舟崎由帽#肉_w__

スタッフ④ 大卒，不明 不明 勤続年数3年
事ーー--ー，ーーーーーー司ー喝帽 -町件町鼻持ー司回ーーー由ーー・'ーー・-_.晶司回ー司----------ーー

生産管理謀長 大卒， 41歳 なし 製造→生産技術→製造→生産管理→
生産技術

工程管理係のスタ 1笥主事 なし
ッフ(女性三名) 19-20歳

出所) 開きとり調査より作成

スタッフ，とくに大卒のスタッフには多くの Off-JTの機会が与えられている(鴎表7)。彼らは

OJTをベースとしながらも，多くの Off-JTと自己啓発によって仕事の能力を形成していく。し

かし，長時間の残業があるため(工程管理係月鴎75時開，生産技術係月間100時間，女性スタッ

フは残業が極度に少ないー図表 8)，自己啓発のための時間は少なく，それは厳しくならざるを

えないのである。

(2) B杖におけるスタッフの労働の特徴と企業内教育

図表 9に示すとおり新製品の企画・潤発，生産管理を担当しているスタッフ部門は開発し 2 

部，生産管理部，営業企画総括部，品質管理部である。

(a) 開発 1，2部

図表10に示したように，開発 1部は開発管理グループと汎用機器開発グループに分かれ，それ

ぞれのもとに 2名のグルーフ長，開発2部は開発グループでに 3名の課長が配置されている。開

発管理グループは特許，契約関係の業務や，関産量の襟準化を行なう。汎用機器開発グループ(農

機以外を担当)と開発グループ(農機を担当)には課長，グループ長を含め，トータルで26名(女

性 2名を含む)である。このなかではプロジェク卜制で開発・設計・テストを行なう。このふた

つのグループのメンバーの流動性は高いが，開発管理グループとその他のスタップとの簡の流動
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図表 7 A社のo作 JTの概要

名 称 ~ 日号 期 関 主 催 者 参加人数 その他

小集団活動合宿研修 会社 4回 3時潤 東芝ダンガロイ， f主 2名

刃物の講習会 メーカースクール 一つの機械に 友電工(費Iflは鶏入 全員
班 NC機メーカー研修 一週間 時)

東芝ダンガロイ
刃物の講習 会社 3時間 2名

班 住友電工

監督者訓練
半年間

道生産'性本部

短鰐議宵 メーカースクール 北海道大学 1名
斑 NC機メーカー研修

5日間
メーカー

四

玉差

工場実務 プラスチック 1名
五 ワイアットのメーカ 金型工場 (班長)

3週間
波 一研修 1名

洋上大学 メーカースクール 道生産性本部 (班長)

ム

ラップ機メーカーへノ、

実習
1週間 l名

班

製1管理、止旦 短期研修 経済センター
6日間 北海道路工研修協会 l名

(材料) 工業試験場

生産
NC機メーカー研修 1ヶ月 1名 機種選定

三次元CAD/CA 2-3遊間 1名

技術 Mの研修

自動プログラム装震

工程管理

応対セミナー NTT 

マネジメント教育 イ嶋市

小集団活動研修 道生産性本部

生産技術セミナー 機械工業会

そ CAD研修 2 B関 職業認11練短大 2人 営業

の QC手法 1 i白2日 l名
他 社内研修 40名

引用) 前掲，拙稿， 33ページ

性は低い。営業企踊部からの情報をもとにして開発・設計は課長，グループ長クラスが担惑し，

その他のスタップは詳細設計，テストを分担する。設計作業はV.E的な要素が必要になるため

開発管理グループには罷発グループで経験を積んだベテランが配量され，そのスタップが設計・

加工・部品に欝する標準化を各部署との協力のもとに行なう。標準化や製品開発のサイクルは以

下のようになっている。

標準化(開発管唆グループの担当)

設計標準…...・H ・..設計の経験をもとに行なう

加工標準...・H ・..…生産技術との協力で行なう

部品標準...・H ・..…調達グループとの協力で行なう
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図表 8 A社の残業時間

1 班

2 被

3 班

4 班

5 斑

6 五基

製造管理係

製造課全体

生 産 技 術

工程管理係

※内は王子均残業時間を示す。

引用) 前掲拙稿， 53ベージ。

残業時間
1989. 10月)

80 時 関

72 時 間
休日出勤 2箆

70 時 間
(50 待問)

不 明

70 時 関
(60 時 嫡 )

不 明

64 時 間

100 持 間

女男 性性:75時時間
: 15 関

製品調発サイクル(開発グループ，汎用機器開発グループの担当 1年単位)

テーマ数...・H ・..…90(うち新規製品15-20，モデルチェンジ70-75)

モデルチェンジの場合 lグループ 3-4名 1テーマ/期間 2週間

新規製品の場合 1グループ3-4名(急ぐ場合は 6-7名)

調査・企画 1-2ヵ月 営業企商グループで調査

↓ 開発グループで企画(グループ長，課長)

詳細設計 2ヵ月

試作図 3-4ヵ丹 製造課特殊作業職が試作

テスト 2ヵ月

2ヵ月

量産

199 

このように，仕事量としては l年かかる本格的な新機種の開発よりも 2週間程度で終了する

商品の差別化のためのそデルチェンジが庄倒的に多いという状況である。そのため，企画やテス

トなどに参加することによる製品の構造，技術的特性に習熟する機会が少なくなり，現場との折

衝，技術的知識は O]Tに依存している。酪農機械は土地や対象の条件が多様でありすぎるため

に負荷条件が多く，かっ汎用性が低いので，いかにニーズを把握して設計するかが技能形成の要

点である。そのため農業関係の深い知識をもつことが要求される。そういったことからもテスト

への参加，試験場での実験，学会への参加も重要な教育の機会なのである。こうした知識がなけ



200 教育学部紀要第60号

図表 9 8社の組織密

総務G

人事勤労G

絞狸G

システム企蘭G

開発管理O(6人)

汎用機器関発G(4人)

開発0(22人) !「斗 営業金酪部

営業企画総主主」

物流管理部

小山事業所

貿易部 西日本営業部

言十磁0(7入)

生産システムG(4人)

山鵬10(7人)生産管理部

調達 20(7人)

資材管理O(8人)

製造部 トγ斗生濠技術O(6人)

保全G

製造 1課

品質管理部(4人)iじ 製造2諜

製遼 3~果

出所)会社提供資料および開きとり調変よ 9作成

耕
一
部
一
一
世
一
一
一
一
一

主主装戦

車且立織

率爾職

進行職

切断戦

プレス戦

機械職

溶接戦

特殊作業職

治工具・熱処理職
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思表10 B社のスタッフ部門の組織・機能…覧

開発 1， 2部 生産管理主部(生産技術を含む} 営業，営業食麗 品質管理

人員配置と 開発管理G 6 (女性 2) 言十樹G 7 (女性 2) 生産システ 業務G 7 (女性 4) 金額 4名

その特徴 汎用機器G 4 (女性 2) ムG 4 潟遼 1G 7 (女性 2) G 4 推進G (G 長のみ)

開発G 19+ 3 (課長) 調達 2G 7 (女性 2) 資材管漆 各営業所は不明

*プロジェクト湘j G 8 (臨時 2) プロジェクト制

分業の特徴 持母発管理Gとそれ以外で 購入品滋ごと(濁途G)，ロ テー 業務Gの女性は補助的作業

分けている ション(言十閥G)，担当職場協定

設計の日程管理，予算・ 事業富十爾 売上管理~.青求管理，予算 品質管理の資

工数管理，設計の標準化 生産計在留(月次) 管理(業務G) 料づくり，テ

(開発管理G) 所聖書設計轡 市場動向調査，販売戦略作 スト慕準づく

主婆職務 燥機以外の設計(汎用機 予言E管理(計額G) 成，形状・耐久性のテスト り，アフター

器 G) 生産管理システムの待機築 (企溺G) サーピスのパ

差是機の関発・設計・テス 進捗管理システム('È~長システム 営業技術，広告・笠伝，キ ックアップ

ト(開発G) G) ヤンベーン(推進G) 校内情報誌の

一般販売品の購入(潟逮 1G) 編集

外i主管理(調遼 2G) 

受入管理(資材管理G)

開発管理Gで半年間の マニュ 7Jレを作成し， 2週間の セールスエンジニア約な知

導入教育 教育のあと熊単なf上挙から 識必要， 1年間ベアを緩ま

OJTと一 事室いモデルチェンジ稜 数年単位でローテーションしな せる

人前の基準 度の仕事からプロジェク がら幅広い仕事をこなせるように

トに参加させる する

E書簡を番〈能力とニー

ズに応える能力の 2稜

学歴・キャ 工学・農学系の高校・ 生産技術を絞験した人間がおお 営業で入った場合そのまま 界再発， 営業の

リアの特徴 大学，開発Gで緩験を積 い (言十甑G) 営業にいるのが主 経験者が主

んだものが関発管理Gへ 大学卒，高専中心(生産技術，

自己腐 生産システム G)

出所) 聞きとり調査より作成。

れば，新機種の開発の担当はできないのである。 CADは導入されてはいるが，鴎面の部分的な

標準化に影響を与えた程度である。

(b) 生産管磯部

B社の生産管理システムは事業計画→生産計画(月次)→所要量麗関→外注への発注・検i収ま

たは内作の工程管理→予実智喫という流れになっており，その流れに郎して月次の生産計画，予

実管理(計画グループ)，膨大な部品点数の発注・検坂(課違グループ)，受入部品の管理(資材

管環グループ)と分担している。生産システムグループはフ。ロジェク卜的に編成されたグループ

で生産管理システムの再編成を担当している。現時点では生産計画から予実管理までが電算イとさ

れているが，部品点数が多いため(約10万点) A社のように標準工数を設定するにはいたって

いない。

生産管理部での作業の特徴は分業が比較的明確であるということである。計画グループでは基

本的な業務である工事手艶業務から，ベテランでなければできない変更処理，投入管理，昇進す

るのに不可欠な予実管理，見積もり業務という技能段階を内包している。標準工数を設定し終え

たA社と比較すると日常的に判断の必要な業務が多いのが特徴で、あろう。調達グループでは材

料別，外性企業部の分担になっており，ここでも予実管理が技能形成の重点目標である。これと



202 教育学部紀要第60号

異なるのは生産システムグループと資材管理グループで，生産システムグループは電算化のプロ

ジェクトを行なっているという作業の性格上，全員で作業にあたるし，資材管理グループは部品

を経験的に覚えているベテランが多い。

生産管理部では仕事そのものは元来定型的な部分が多かったが，竃算化で主要な管理業務が合

理化されたため，機械の把握，技術的知識，人員の余力の把握が主要な仕事であるというように

非定型的で棲雑化してきているということができる。そのため一方で、，ローテーションで技能の

平準化を図ることが可能であるが，地方で工程・部品に関する知識が必要とされるという特徴が

ある。そのため，潤発や生産技術の経験をもつものが多い。生産システムづくりは諸管理業務の

改善につながり，システムによって見積もり業務，コストダウンの工夫などの経験の必要な判断

業務が増大している。

最後に生産管理部ではないが，生産管環の業務と密着している生産技術グループについて触れ

ておく。生産技術グループでは治呉の作成，新しい加工条件の設定などをそれぞれ各職場ごとに

担当する。スタップは大卒者と現場の叩きあげてから構成されている。このグループでは金属機

械興係の高度の技術的知識と経験が要求される。また，生産技術グループと生産システムグルー

プの間の流動性は高いのが特徴である。

(c) 営業部

B社の営業部門は図表9に示したように営業企画部と営業推進部に分かれる。産接営業の実務

に携わるのは営業推進部である。各営業所での主要な業務はユーザーにいかに多く売るかという

よりも，農家の訪問(北海道の場合) ・実演，販売活への訪問(本州，四閤，九州の場合)など

流通経路の複雑を反映して多様になっている。また，ユーザーの苦情の処理や修理などのセール

スエンジニア的な技能が要求される。ゆえに，製品に関する講習会は定期的に行なわれている。

加えて，酪農業関係の知識をふまえて市場条件を習得するために 1年間ペアを組んで仕事を覚

える。仕事を覚えてしまえば，それぞれ独立して仕事を行なうので小集盟活動は行なわれていな

い。また，一般の営業職のイメージとは違って販売実績による査定も行なわれていない。

嘗業の実務をフォローするスタップからなる営業企画総括部は営業企画部と物流管理部にわか

れている。営業企離部はさらに，業務グループ，企揺グループ，推進グループ(北海道と本州)，

汎用機器グループにわかれている。業務グループは営業全体の庶務事項を担当し，企画グループ

は開発と共同で新製品の開発・テストや市場調査などの新製品の企画を行なっている。機進グ

ループは広告や宣伝，農家での実演など営業の実務を直接フォローする。

営業推進部と営業企画総括部の題やそれぞれの部門のなかでも奥動は頻繁である。むしろこの

部署で問題になるのは，北海道で採用したスタッフ(営業全体で 7割程度)をどのように本州に

巽動させるかということにある。また，詳細は不明だが営業推進部は農業の知識そ必要としては

いるがさほど学膝は筒われない。それに対して営業企踊総括部では大卒が多い。このことから考

えて稿者から後者の昇進ルートが存在しているであろうことは想定し得る。

(d) 品震管理部

品質管理部は，麗止された受け入れの全数検査を行なう検査課のあとを受けて作られた部暑で

ある。ゆえにこの部署では検査業務は担当していない。現在は品質管理の資料づくり，テスト基

準の作成，アフターサーピス，小集問活動のフォロー(品質管理部長が小集団活動の国j推進部長)
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などを開発や生産技術との協力でおこなっている。スタップは4名ですべてのサーピスには対応

できないため各部署で行なっているサーピスのパックアップが主饗な業務である。ゆえにこの部

署には開発や営業，検査の経験を積んだスタッフでしめられているo

(3) c社におけるスタッフの労働と企業内教育

図表11，12に示したように製品の開発・設計，メインテナンスにかかわる部署は品質保証部，

設計部である。

(a) 品賞保証部(品質管理課，サーピス課)

品質管理課は完成・受入検査，計測，補償工事，車検に関する検査・テストを坦当し，サーピ

ス課は主に全国で130あるサービス工場に対する指導と育成を担当する。完成検査，受入検査，

補績工事の担当は分業イとされ，両方の摺のローテーションはない。品質管理課とサービス課の闘

でも同様にローテーションはない。品質管理課の場合，検査はさを数検査ではないため，計測機器

図表11 C社の組織図

業務部

開発課(9人)

E 十
設計課(12人)

品質管理課(6人)晶画」
サーどス課立とよJ

資材課(2人) γ一一ー工作係
1-7li在

改善m
生産技術係

製造課 生産管理係

出所)開きとり調査より作成
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の取り扱いについては 2年でできるようになる。特定の機種の検査についての「勘所J(担当す

る機械について，細かい指示がなくても自分で判断して必要最小限の検査項目を必要最小限の時

間でこなせるようになること)の把握が必要不可欠であるため，製品 lサイク jレ(5年)を経験

し，複数機種を担当できるようになってはじめて一人前になる。マニュアjレをペースにペアを組

むなかでの OJTで仕事を覚えていく。製品のトラブルに対応しなければならないため，品質保

証部，製造部と共同でトラブjレの額向について議論する会議の場が重要な OJTの機能をはたし

ている。

留褒12 C社のスタッフ部門の組織・機能一覧

人員配鐙とそ
設 計 部 品質保証部

の特徴
開発課 設計課 品質管理諜 サーピス諜

9名 12名 6名 6名

分業の特徴 技能によって仕事を分担 完成検査，受入検査，補 機種ごとの分摂

償工事を分担

調交・開発 モデルチェン 完成品の検査 サービス工場(会国で

新機種の隠発 ジ，リピート 務入・外注品の受入検査 130)の認定・指導・育

主要職務 *開発課では 業務 補償工事関係 成・援劾，修理の資料づ

関発した機種 V. E的要素 くりと集会教育を行なう

は2-3年た を含んだ改良

ってから設計 -改善

諜に送られる

指示どおりの検査ができ 1機種覚えるのに 3年，

るまでの 2年 複数こなせて一人前で 5

指示のない検査館所を待 年程度(商品サイクルに

OJTと一人 間をかけずに，ポイズモ 競走される)

前の基準 を押さえてできるように

なるまで， 5 -6年(荷

一人前(基本計画を作れるよ 品サイクルに規定される)

うになるまで) 10年かかる トラブルに対応するクオリティー会議の場でOJT

が行なわれる

学歴・キャリ 近年大卒，短大卒がふえてい 設計経験者 2名 設計経験者 2名

アの特徴 る

出所) 聞きとり議室Eより作成。

(b) 設計部

開発，設計の再課とも設計作業は行なう。主として調査・開発に関しては開発課で，モデルチェ

ンジ，現場からの改善提案を処理する改善にかかわる作業に興しては設計課で担当している。係

長や準係長クラスが中心になってフロジェクトで作業グループを編成しているが，基本的に両諜

のスタッフは固定されてはいない。仕事の内容を段階別に示すと以下のようになる。

詳細設計…...・H ・..装置，パーツの部品等の設計 3年の経験必要

詳細計闘…...・H ・-・装置，パーツの設計・計画 5年の経験必要

基本計画・H ・H ・-…・ 1機種全体にかかわる計甑 10年の経験必要

構想計醤....・H ・-…新製品構想 (C社では実績なし)
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スタッフは経験を積みながらこれらの段階をあがっていく。基本計画を担当するのは係長クラ

スである。また，このクラスの経験を積んだスタップが除雪機のテストコースを使った謂査・研

究のプロジェクトのリーダーとなる。部品，パーツの特性をおぼえ，構造を理解し，指示なしで

V.E的要素を合んだ設計をする詳細設計ができるまで OJTを中心に 3年かかる o その部品，パー

ツを含んだユニットを設計する詳細計繭まで 5年，さらに基本計画(新機穏の開発)ができるま

では10年かかる。 B社と同様，現時点では CADの導入の影響はそれほど大きいものではない。

現時点では CADのデーターを蓄積しシステム化している最中であり，関商の標準化へ向けて取

り組んでいる段階である。

これらの段階は厳密に顕定的なものではない。日常の作業のなかで OjTの要素，つまり詳細

設計を行なうものは，プロジェクトのリーダーの指示のもとで，詳縮計画を部分的に担当しなが

ら仕事を覚えていくのである。また，それぞれの段階にいたる経験年数はいずれも製品のサイク

ルに規定されているo すなわち 5年サイク jレの 1機種を経験して初めて詳細計蕗にいたり，そ

れを 2サイク jレ以上経験することによってさらに経験を積み上げて基本計画ができるようになる

のである。加えてエンジン，ミッション関係の外注先への工場実習もある。これらのスタッフに

対して技術的知識そ与える O岱JTの機会は多い。しかし， A社毘様，大部分長時間労働(一人

あたり年間総労働時間2400時間，残業500時間)のあとの自己啓発に依存している。また，設計

部の部長は OjTや会社の川崎重工業の退職者であり，この部長を講師とする役職者対象の経営

管理能力の向上のための講習会が聞かれている。

以上のようにスタッフの労働は設計・開発部門で製品開発，生産管磯・生産技術部門で生産ラ

インの標準化・合理化，営業・品質保証部門で販売・アフターサービスなど多岐にわたっている

が，それはなんらかの形で新製品の摘発，生産ラインの合理化と結合しながら，製品のシェアの

拡大と生産性の向上を任務としている。加えて，スタッフの労働は一部をのぞき，仕事の種類や，

直接対象とするものの条件が多く，作業集団も一定ではない。したがって作業そのものも非定型

的である。また，その仕事の内容はその部署の経験で得られるだけではなく，他部門や生産ライ

ンで得られることが多いため， r指示なしで仕事ができるjようになるためには生産ラインの労

働者に比べて長い期間を要し(短くて 2-3年)， r…人前Jの基準と昇進の基準が事実上重なっ

ている場合もある。また，一定でない作業集団や作業の非定型的要素は労働時障の延長を招きや

すくする結果になっている。

その中でスタップ部門の労働者は，多くの機械・材料に関する技術的知識や生産管理にかかわ

る知識，職場の管理の手法を身につけていかなければならない(14)。しかし，スタッフの仕事の

内容である製品開発と生産ラインの合理化は臨接つながるものではない。企業内教育もライン労

働者に比べて OかJTの機会は多くなっているが，生産や機械に関する技術的知識の修得は，ペ

アやプロジェクト，ローテーションなどの多様な形態をもっ OjTに依存している。中でも小池

和男氏(15)もいうとおり，会議やテストなどが OjTにはたす役割は大きいというのがスタッフの

特徴である。しかし，スタッフの労働が，とくに設計にみられるように，いかに V.E的な要素

をもっていようが，それは直接ラインの合理化につながるわけではない。企業内教育そのものも

製品開発と合理化をつなぐ構造にはなっていない。両者をつなぐ役割を担っているのは，当該職

場の労働・教育だけではなく，以下に触れるスタッフ層のキャリア形成なのである。
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3.キャリア形成のパターンと労働市場の特徴

すでにのべたようにスタッフの技能形成をみるにあたって「キャリア形成jという観点は必要

不可欠である。というのはそれはスタッフの仕事の内容から寄っても必要であり，かっ大企業と

は異なって労働力構成が多様であり，スタッフ部門の整備がおくれているという中竪企業に特有

の潤題から言っても，異動を経ながら技能・経験を積み上げ昇進していくというシステムは必要

なのである。

(1) A社におけるキャリアの断絶と新卒労働市場

A社では生産管理システムに対応するため，生産管理課と製造課の製造管理係，および生産ラ

インの第一線監督者との聞の連携が整備・強化されている。とくに，生産ラインのゆ核職場の監

督者や生産管理課(生産技術係を含む)には，現場の熟練労働者を経た霊長督者層とは異なって，

現場とスタッフ部門の詞方を「幅広くj経験しているというキャリアパターンをもっ高卒中堅罵

や工学系の大卒者を配置している。彼らは関表6に示すように内部昇進層である。また，新卒の

採用者も大卒，短大卒のほうに大きくシフトしているのである。しかし， A社では製品開発の

実績が少ないことにより，設計・営業部門と生産管理，生意技術開のキャリアは断絶していると

いう特徴がある(概念閣を関表13に示した)。

図表13 A社のキャリア概念図

開発

設計
~ 

(全従業員中14%)

①
 

f
l
l
ト|-、、

昇進層

ライン

注)点線は関係のうすいもの、実線は関係の深いものを示す。
出所)開きとり調査より作成

(2) B社における設艶・開発部門を中心としたキャリアパターンとその多様性

B社では，スタッフ部門でも高卒，短大・等門学校卒，大卒と輯鞍的な労働市場になっている。

高卒は工業高校卒，専門学校は設計関係コース，短大卒・大卒は農業関係学部の卒業生が多い。

営業や開発では大卒・短大卒にかかわらず農業欝係の学膝をもっ}習が多く生産管理，生産技術で

は工学系の大卒層が多い。高卒者と大卒者の能力形成の特徴をみると，高卒の 8年巨と大卒の 3

年目で専門能力はほぼ向等になる。それ以降，大卒者は fニーズを把握してまとめる能力jにす

ぐれるものが多く，昇進労働力群として能力形成していく。この fニーズにこたえる能力jは農

業関係の知識プラス経験が必要であり， r農学部出身j者が有利である。それに対して高卒者は「設

計能力にすぐれたものjとして技能形成していくが，このタイプのスタップは昇進するために非

常な努力を要する。高卒者がこの fまとめる能力Jを身につけるには，自学自習で農業関係の知
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識をえて，加えて生産ラインの技術的なことを覚えていかなければならないのである。

しかし，開発・設計を中心とする昇進ルートにのらなくても，キャリアを積み上げていくとい

う方法での敗者護活の機会が多くあるし，当然設計部門以外で昇進していくというルートもある。

これがキャリアパターンの多機性を形づくるのである。図表14に示したように， B社でのキャ

リア形成の特徴は，工程の上流である開発・設計部門が他部門への人材の供給源になっている，

またはそうするのが理想であると広く考えられているということである(例えば，開発→製造部

長，製造課長，生産技術グルーフ長，営業企画グルーフ長やスタッフなど)。そうでない場合で

も上流工程から下流へ管理職として転出していくというパターンが多い(計画グループ→製造課

長，調達グループ長など)。これは上流工程，とくに開発・設計・生麗計画を担う部署の仕事が

商品知識，部品知識，製品の構造の技術的知識を得るのにもっとも適した内容になっていること

によるのである。

f最初に現場入れるといわれたことしかわからないので，全社的にまず設計に入れたいとい

う意図があります。設計に入れば園面みるし部品はいやでも触る O それから製造のほうのス

タップにおろしたいという意向は結構強いですね。上流から下流へというのはわりと容易で

すから。J 生産管理部長)

「開発で図面の勉強をして，商品の勉強をして，技術的な勉強をして営業にいくというのが

理想的ですね。J 営業企繭グループ，グループ長)

また，以上の設計を中心としたキャリアパターンとは相対的に異なって，生産技術そ中心とし

てラインや生産管理部門を含んだキャリアパターンも，量的にはあまり多くはないがある。これ

は，生産技術グループや調達グループなどには一般に大卒の技術者が配置されるが，それでは十

分ではなく，現場の状況に知悉しているスタップも必要であるという事情によって，ライン労働

者のなかで「罷秀なものをトレードしてJ(生産管理部長)生産技術に異動させたり，識達グルー

プに外注企業との付き合いの長いスタッフや，その材料にとくに詳しい現場からの叩きあげの労

働者を配置することもあるという事情によっているのであるo

闇表14 B社のキャリア概念図

-{> 営業企樹等

-f>¥ 営業所

~~~~V'\~一一

)に--------¥ 
こ::3(生産技術)

監督者・スタッフ

ライン

¥、ウ
n ー←

( 品質保証}

i主)関係の深さは図表13に同じ。またB社の場合，企業規模が比較的大きいため監餐者やスタッフが

どの程度昇進していくか不明確なため，そのまま監営者，スタッフとした。
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しかし，これらのキャリアパターンの逆はないということにも注意を払わなければならない。

つまり，一度開発・設計から営業へと異動したスタップが開発・設計に戻ってくるという事例は

ないし，生産管理からラインへと異動した場合も開様である。これは， B社におけるキャリア

形成が昇進と不可欠に結びついていることによるのである。 B社におけるキャリア形成は，小

池和男氏の指掘する大企業の事例(14)とはことなって， r幅広いj経験を積むことが昇進の条件に

なっているのではなく，他部門で適切な昇進候補者がいない場合に向車広いj経験を仕事の内容

上もっているスタップ部門がその供給源として位置付けられているということなのである。

(c) C社における開発・設計を中心としたキャリアパターン

C社でも近年，高専，大卒の機械科出身者がスタップ部門の主流になっている。キャリアとし

ては，営業や製造部のスタップ部門の人材の供給源として開発・設計部門が位聾付けられている。

とくに設計部と品質保証部は「近い職場J(小池和男)である。国表12に示したように品質保証

部のスタップのうち 4名が設計部門を経験している。先にものべたように C社の場合，スタッ

プに必要な製品や部品に関する技術的知識が製品サイクルの長さ(5 -10年)によって規定され，

それゆえ一人前になるまでの期間もそれによって規定されるということが原盟である。そのき~箸

で一人前になる，または一人前になったスタッフが他の部署へ奥動するよりも，開発・設計部門

で商品・部品の技術的知識を得たほうが，バランスよくかっ効率的に能力形成し得るということ

なのである。また，採用する時点でも設計開発職，技能職，一般事務職という枠で採用するとい

うことからも，ラインの労働者が経験を積んでスタッフ部門へ転出していくというキャリアパ

ターンよりも，高等，大卒者を開発・設計部門で養成したあと他部門へ供給するということが全

社的に位聾付けられているのである。

「うちの場合は，原点が設計にありますから，設計経験者を関係組織に移していくという考

え方が根底にはありますね0 ・H ・H ・..…技術者の養成は製造，品質保証も技術職ですけど，基

本的には設計部門に配置することが鰹期間で設計技術者で養成できるということで，基本的

に技術部門のスタートは設計から入ってその用途によってサービス部門，品質保証とかに移

していく。J 製造部副部長)

しかし， c社がB社とことなっている点は，営業をのぞいて設計から他部門へ異動しでも，

また再ひや設計へ戻っていくことがあり得るという点である。これは C社がテストコースをもち，

そこでテストをするうえでサーピス部門の経験を必要とするということにもよっているのであ

る。この点はB社よりもフレキシプルである。

また B社と同様にライン労働者がスタッフに転出するルートも鵠かれている。たとえばそ

れは親企業である川崎重工業の指導によって作られた，ラインのなかで治異化による合理化を担

当している改善班は生産技術係との関係が深い。すなわちこのふたつの職場は f近い職場Jであ

り，ライン労働者が改善斑→生産技術係というルートをたどるということがあり得るということ

である。しかし，この例もち社同様ごくわずかではある(c社のキャリアの概念留を図表15に

示す)。

以上，キャリア形成の特徴をみてきたが，その傾向をまとめると以下のようになる。

いずれの企業でもスタッフ部門は工学系の大卒，短大・高専卒，専門学校卒の比三重が近年とく
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霞表15 C社のキャリア概念函

空ザ{
波)潟係の深さは図表13に同じ

出所)跨きとり調査より作成

昇進層 その1m

ライン

209 

→ヨ〉

に増加している。中堅企業においても新卒の労働市場はその方向へシフトしている。ただし現業

部門では工業高校は依然として多い。

設計から加工，販売までを符なう中堅企業では，スタッフのキャリアは開発・設計部門での経

験を不可欠なものとする傾向にある。これは中堅クラスの企業では製品の性格上，市場が特殊で

あるということに起臨している o B社では，多様な市場条件に関する知識，生産ラインに廃す

る知識，製品の構造に関する知識などを幅広く得られるのが開発・設計部門であった。 C社では，

常に製品開発を行なっていないため製品サイクルが比較的長く，製品に慢する技術的知識を得る

ために長い期腐を要し，したがって一人前になるまでの期龍が長くなっていた。このことから開

発・設計部門でスタッフを養成するのがもっとも効率的であった。ただし， A社ではスタッフ

は直接大卒者から供給され，かっ設計と生産管理，生産技術とのキャリアは断絶しており B，

C社とは大きく異なっていた。この濃いによって製品市場・製品開発とスタッフのキャリア形成

の簡には，深い菌果関係があるということを仮説的に提起することができる。すなわち，一定の

製品市場があり，一定の頻度で製品開発を行なっている場合は，設計部門がスタッフの中心的な

部門になり，そこで技能・キャリア形成することは，全社的なスタッフの供給を含めて，もっと

も効率的であるということである。しかもその設計部門で得た技能・キャリアは企業内のどの部

分でも通用するという汎用性をもっており，かつ半ば社会的な汎用性 (rさしあたっては当該企

業における汎用性でしかないが今後社会的通用性をもっ可能性があるJ一一C社設計部長)を

もって形成されるということである。これは B社と C社の事例の共通性に示されている。それ

とは逆に A社のように，一定の市場を持っていない場合は，キャリア形成において設計部門と

他部門の閤には関連はうすくなるということである。製品開発の機会が少なく，開発する場合で

も特定の機種の開発を行なうのではなく，単品生産を行なっている A社では営業，営業開発と

その他のスタッフのキャリアが断絶性をつよく示すということにあらわれている o この仮説は今

後の調査によってさらに明確に証明されなければならないが，差当って中堅企業におけるスタッ

プ義成の特徴(16)として述べることができょう。また中堅企業の成長の要点としても理解してお

きたい。

また，ライン労働者とスタッフ，とくに生産技術部門のスタッフの関に，狭いながらも縦でも

あり横でもある一定のキャリアのJレートがあることは三社とも共通(17)であった。この関係は，

スタップとライン労働者の障のフレキシピリティのさらなる展開のなかで，今後どの方向に進ん

でいくかにも住目しなければならない。
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まとめと今後の課題

これまで，事例とした三つの企業の系列化の影響とスタッフの労働・企業内教育，キャ 1)ア形

成の特徴をみてきた。すでに述べたこととの重複を避けて要約的に述べると以下のようになる。

系列化はそれぞれの食業に生産管理システム，労務管理の手法などの合理化，近代化の諸施策の

麗開の契機となる。つまり，製品開発，合理化をささえるスタッフ層が整備・拡充されていき，

ラインースタップ制が本格的に敷かれるようになる。これは系列下に入る企業自身が求めたこと

であり，それによって独自製品，独自市場をもっ中堅企業として「自立Jする可能性を得る。そ

の場合，合理化による諸管理方式の導入のメリットとデメリットは慎重に評婿されなければなら

ない。とくに生産ラインの労働者層の新しい生産管理システム，能力主義管理についての評舗は，

肯定的なもの否定的なものの調者を含んでいる。それは当該企業の労授関係を含めた伝統を反映

しでかなり複雑である。この評価の違いは，生産ラインの労働者のモラールや現実の労働のあり

かたに大きな影響を与えているであろうということは，すでに述べた通りである。いかなる経涯

をもっ労働者がこれらの合理化にどのような評儒をあたえ，現実にどのように対志しているのか

という点は，今後より厳密に把握されなければならない。このような肯定的な側面と否定的な側

面の両方を含んだ中堅企業像が構築されなければならないのである。また，それは今後，その管

理を担うスタッフをどのように確保し得るのか，管理諸方式をいかに大企業に依存せずにすむの

かという点とあわせて考察されなければならないのである。

中堅企業の成長を直接担うスタッフ層の労働の特徴は作業集団が一定でないことによる労働の

非定型性と長時間労働であった。また，スタッフの労働は日常の作業のなかに対象があるという

性格のものではなく，生産ラインを対象としたものであるため，その修得は製品のサイクルに規

定されたり多様な OJTに依存していることによって比較的長期鰐を要することが明確になった。

個々の労働者に却した労働過程，能力形成のありかたを明らかにすることによって，生産ライン

とスタッフの職場のそれぞれの特質を明らかにしていくことが今後の諜題となろう。

このような企業内教育の特徴に加えて，スタップの技能形成は部門を異動することによるキャ

リア形成とも密接に結r5ついてることも明らかになった。そのキャリア形成のありかたは，小池

和男氏のキャリア形成論を検討した部分(補設 2)で述べたそれぞれの点との関連でいっても，

ライン労働者との関係のフレキシピリティを含んだものとして存悲していたし，中堅企業の新製

品開発の戦略とも不可分な形でも存在していた。しかし，生産ラインの労働者とスタッフのキャ

リア形成の違いや，両者の「距離jによりスタッフ部門内部での労働の内容やキャリア形成にど

のような違いをもたらされているのかという点についても，本稿では設計部門と生産管理部門し

か明確にできなかった。このようなキャリア形成のありかたは，スタップ部門の整備が遅れてい

る中堅企業の特質なのか否かは，キャリアと昇進，そして労働者間競争との関係(18)の問題も含

めて，今後より明確にされなければならない課題である。

以上のことから，系列からの自立化や地域の内発的発農との関連を検討すると以下のような点

が課題となる。その条件はまず，大企業から得た生産管理，労務管理，外注管理のノウハウをど

れだけ f自前jのものとして内部化し得るかにある。これは，従来からの生産方式の在り方との

関連で生産管理を行なわなければならないというとと，労使関係の伝統を無視した大企業的労務

管理をそのまま適用することは不可能であるという矛震を合んだものなのである。しかし，他の

中小企業の労働者の労務管理の在り方への不満と比較して彼ら系列企業の労働者の不満が格別に
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大きいとはいえないし，新卒や Uターンの労働者を栢変わらず吸収しつづけているということ

から考えても，それがまったく不当だと考えられているわけではない。これは，北海道のような

諸管理方式の伝統・蓄積が比較ない地域における今後の課題を提起しているともいえるのであ

る。

次に重要なのはA社と B社およびC社の対比でわかるように， r自立Jの条件は自主的な製品

を開発しうるスタップを抱えているかということ，そして多くのスタッフにいかに多くの製品に

関する技術的知識を与える機会をもつことができるかということにかかっている。 A社のよう

にいくら技術的レベルが向上しでも相変わらず多くの力を親企業の部品製作にさかねばならない

ということになるからである。地域におけるニーズをいかに喚起しうるか，それは労働力の養成

の開題とともに A社だけの問題ではなく広く当該地域全体の問題でもあるのである(“ザ・サー

ドイタリア"が注目されるのもまさにこの点にあるのである)。

注 釈

(1) これは1987年から地域雇用開発等促進法が施行されていることに示されているように，行政レベルの

問題意識でもある。

(2) この点については八幡成美「地域雇用開発にかかわる諮論点Jr日本労働研究機構雑誌JNo.337， 

1991年4月を参照されたい。

(3) 80年代以降中小企業の存在形態はME化の影響もあり大きく変化している。その類型化については

筆者のカ震をこえるので他稿を期す俄ない。しかし，その変化は研究動向に大きく反験されているこ

とがわかる。拙穣 f80年代の中小企業研究J~t海道大学教育学部附属産業教育研究計爾施設研究報告

審『産業と教育第10号J，1992年2月所収，を参照されたい。

(4) f中堅J企業論については補注1参照。

(5) R.ボワイエ箸，山田鋭努・井上泰夫編訳『入門・レギラシオンj藤原書底， 1990年参照。

(6) B.コリア著，花田昌笈・斉藤悦剣訳 f逆転の思考j藤原害賠， 1992年。とくに118-144ページを参

照されたい。他に D.フリードマン著，丸山懸也監訳『誤解された日本の奇跡j ミネルヴァ

1992年も実証的で興味深い分析を行なっている。

(7) M. J. Piore and C. F. Sabel“明記 SecondIndus位ialDivide"， Basic B∞，ks， Inc.， 1984， pp223-229.また

“エミリアン・モデル"の紹介については石倉三雄 f地域の内発的自立的発展Jr大阪商業大学論集J，

90号， 1992年参照。

(8) この点lこ関する欧米の議論はP.トンフソン著，成瀬，青木他訳 f労働と管理l答文社， 1990年， 202 

-237ページに紹介されている。

(9) 渡辺幸男 f臼本機械工業の社会的分業構造(下)Jr三田学会雑誌J82-4， 1990年参照。

制 この生産システムの議遜性という憾題関心は，大企業に関しでは臼本企業の海外進出との関連で実誌

的に検討されつつある。たとえば，安保，板垣他 fアメリカに生きる臼本的生産方式』東洋経済新報

社， 1991年や小池和男 fa本方式の海外通用性J向箸 f仕事の経済学j東洋経済新報社， 1991年，第

10章所収など。しかし，中小企業に慢しでは輸出関連や下請システムの海外移転をのぞいて比較研究

は少ない。

制技術者，研究者，スタップの労働を分析したものは少ない。ここでは今野浩一郎f技術者の人材形成j，

小池和男編著『現在の人材形成j ミネルヴ、ア欝m，1986年，第 3議所収，同「技術者の労働市場と求

職行動jr日本労働研究機構雑誌JNo. 393， 1992年9月，小池和男「技術者のキャリアj，同審 f大卒
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ホワイトカラーの人材開発J，東洋経済新報社， 1991年，第 l主主所収をあげておく。

同 A社の能力主義管理の導入の概要，およびME化による労働の変化については，拙稿「下請中小企業

における ME化の展開と労働の変化J北海道大学教育学部附E高度業教育研究計画施設研究報告書『産

業と教脊第9号J，1991年 3月所収を参照されたい。

制 小樽市の金属・機械関連の労働組合運動の伝統については布施鉄治，土田俊幸 f地場中小企業の構造

転換と労働者諸階層の生産・労働一一生活過程』北海道大学教育学部室長業教育計酒研究施設研究報

告書第34号， 1989年，第2霊堂で比較的詳しく触れられている。

制小池和男 f技術者のキャリアjでは大会業を事例に技術者を研究開発，開発設計，生漆技術の類型iこ

分類している。本稿の対象とした食業では，基礎研究，高度な掬発研究を行なう部分は存夜せず，部

分的な開発と設計開発と生産技術の技術者が主であるo またいずれの企業でも専門職制度は導入され

ていない。そして，氏は他職場の知識，管理的な知識の獲得はキャリア・ステージを上昇していくな

かでローテーションを経ながら得られるとしている。しかし本論の事例ではキャリアと能力形成は相

対的に別個に行なわれていたので，そのように分析した。

同小池氏はこれをインフォーマルな Off-JTと規定している。しかし，このような会議等は純粋に業務

の一貫としてなされるので本論では OJTとした。小池 f大卒ホワイトカラーの人材開発j，70-71ペー

ジ。

同小池和男 f技術者のキャリアjでは，キャリアと昇進の関係はより柄確に斜度化されているようであ

る。 f向上番J，55-58ページ。本稿の翁査は，小池氏の研究と対比すると「たてjと fょこjが不可

分に結びついているというキャリアパターンは明確にはなったが，個々のスタッフのキャリアが必ず

しも明確にならなかったため， r昇進組Jと「標準級Jのキャリアの羨巽やその分岐点は明らかにはなっ

ていない。

制他に，開発・設計部門が他部門の人材供給もとであるという点も共通であった。また，制度化された

ローテーションが存在しないという点が異なっていた。いずれも今後の調査によって広く確認される

べき点であろう。

岡本稿の事例とは直接関係ないが，スタップ層の競争のありかたについては次の発言にも注意すべきで

あろう。 f我々も製鉄所に入ったとき，同期で何人か入りますな。ひとつの係に l人しかいないんで

すが，課に 8つの係があれば6人いることになりますな。将来課長とかになるときにひとりに絞らな

ければならない，そして課長から次長とか部長になるときにはさらに 1人に絞る。...・H ・..(のこりは)

子会社にいったり，そっちの方面にいったりするのが多いですね。‘H ・H ・..わたしは会社に入ってお年

目ですけど，残っているのは当時100人くらいいたんですけどね， 10人くらいしかいませんね。J(大

手M製鉄所から関連企業K機工の社長として派遣された K氏よりの開き取り調査)


