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形成期の労務管理の 諸形 態

一一第一次世界大戦後のアメリカにおける経営労務の実態一一

中 村通義

[1] 

経営労務管理は今世紀lζ入ってから，とくに第一次世界大戦以降，一方

における経営規模の巨大化・大量生産方式の広汎な普及，他方における労働

組合の組織化・強力化によって，討yi次，経営管理の一部門として形成され発

展してきたのであるが，乙の労務管理なるものが，何を対象とし，またいか

なる構造を有するものであるかについては，かならずしも一致した見解がな

いようである。口

きわめて一般的にいえば，労務管理とは広い意味での労働問題l乙個別的

lζ対処すべき経営のー管理方策である，といってよいのであるが，それは具

体的には，固により，年代により，また企業形態の如何によって複雑多様な

形をとってあらわれるのであり，これらをなんらかの基準によって整序する

ζ とはむずかしい。しかし内容的lζ吟味すれば，われわれは，労務管理なる

語で包括されるさまざまな経営の諸方策には，つぎの二つの側面があること

を見出す ζ とができるであろう。

その第ーは生産要素としての経営労働力の管理である。ふつう人事管理

なる語でよばれるものがこれに当る。その内容はさらに，調達管理(選択・

採用，訓練・教育，配置)，保全管理(安全，衛生，福利。なお，賃金，労働

時間などもひろい意味での保全管理の中に入れることができる)，再配置管理

(考課，昇進あるいは解雇，技能再教育)(乙分けることができる。2)

ところで，これらの管理の現実のあり方は，経営者じしんの管理意図の

所在の如何によってのみ決まってくるものではない。たとえば調達管理につ

いてみると，いかなる種類の労働者をどれだけ雇用するかという乙とは，そ
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のときどきの労働市場の労働力構成のみならず，労働組合の組織統制力によ

っても制約されざるをえないし，また保全管理にしても，たんに労働生理学

的見地からのみ一定の方策が採用されるわけではない。具体的には経営者と

労働組合の交渉の結果によってその実際のあり方が決められる。再配置管理

も労働者，労働組合の同意なしには十分な効果をあげる ζ とはむずかしい。

このようにみてくると，労働力管理の実際のあり方は，最終的には経営労資

聞の力関係の如何によって定まるという乙とができるであろう。そこで経営

者としては労働者の組織的力の大きさをなんらかの形で制限しなければなら

ないが，労働対資本の関係は基本的には全社会的経済構造のあり方によって

規定されているものであり，直接l乙乙の関係全体l乙働きかけることは個別経

営の枠をこえる問題である。個々の経営としては，そのときどきの全社会的

労資関係の性質lζ応じて，経営内における労資の対立を緩和，調整する方策

を講ずるほかはない。これが労務管理の第二の側面たる経営労資関係管理で

ある。その具体的内容としてはいろいろあるが，代表的なものとしては，不Ij

潤分配制度(利潤参加)，労働者持株制度(株式所有参加)，労働者代表制度(経

営参加，これははじめは工場委員会，会社組合などの形をとっていたが，ア

メリカにおいては 1930年代の半ば以降，経営者と労働組合との団体協約の

締結，苦情処理機関，生産委員会の設置という，より積滋的な経営参加の形

をとるようになり，現在における経営労資関係管理の中心問題をなしてい

る)の三つをあげることが出来よう。制〉

以上が労務管理の具体的内容と構造のおおよそであるが， ζれらの諸管

理方策のなかでもっとも重要な志義を有するのは，いうまでもなく賃金につ

いての管理である。さきの分類では，便宣上，いちおう労働力の保全管理の

ーっとしてあげておいたが，労務管理にとって賃金の有する意義が，たんに

保全管理機能にのみ属すべきものでないことは明らかであろう。労働力の調

達においても再配置にさいしても，それがいかなる賃金水準でおこなわれる

かというととが，労働者，労働組合の態度を左右するし，また労資関係管理

のあり方も，その経営内の賃金水準がどのようなものであるかによって変っ
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てくる。賃金問題は，まさに経営労務管理の枢Wrllをなすものといってよい。

前稿でわれわれは，労務管理の形成発展過程をあとづける作業の一環と

して，第一次世界大戦以降 1920年代のアメリカにおける経営労務の性格を

考察したのであるが，そのさい，まず乙の時期にひろく流布されたフォード

の賃金思想をとりあげて，その内容と意義を検討したのもこのような観点か

らであった。5)

そこで明らかにされたとおり， 1920年代においては好況がつづいた結

果，労働力需要は増大し，失業率は減り，実質賃金は若干づつではあるが，

上昇の傾向をみせていた。高利潤l乙支えられた経営者はこうした動向を自己

の当面していた市場問題と結びつけ低価格と高賃金」という考え方を打

ち出した。「低価格」についてはともかくとして I高賃金」についてみれば

乙れは経営者じしんの主体的方策というよりはむしろ，不可避的な賃金上昇

を認めざるをえなかった経営者の自己満足的スロ戸ガンとしての色彩をもつ

ものであったが，もちろんたんにそれだけにとどまるものではなく，同時に

労働者，労働組合に対する一つのイデオロギ{的宥和策たる ζ とを意図した

ものであった。

いかなる理由によるにせよ，とにかく失業者が減り賃金上昇の傾向が持

続することは労働者の態度を軟化させることになり，乙れを反映して 20年

代においては労働組合加入者数，労働争議件数はともに減少していった。こ

のような状況の下では，労務管理は経営にとって不可欠のー業務たるの性格

をもちえなかった。じじっ，前稿でも若干ふれたように，乙の時期l乙は各種

の労務管理方策があるていどの普及をみせたとはいえ，それらはなお，好況

に支えられた経営の虚飾としての，また，恩恵的宥和策としての性格の濃いも

のであった。しかし乙のことは，乙の時期にある範囲において普及した諸種

の労務管理方策が，労務管理の形成発展史上において，なんらの意義をも有

しないということを意味するものではない。 1929年から 33年へかけての大

不況にさいして撤廃あるいは圧縮された労務管理部門は， 30年代の中期以

降あらためて本格的に開題になってくるのであるが，そのさい第一次世界大
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戦以降， 20年代の経験が大いに役立ち，生かされることになった。人事部門

の組織，機能はいかにあるべきか，また 1935年の労働立法(ワグナ{法)に

よって国家的にも保証された労働組合組織の強力化にいかに対処すべきかと

いう問題を抱えた経営者は，まず 20年代の経験をたよりにしたのである。

20年代の労務管理は，たとえ初歩的な，貧弱な内容しかもたなかったとはい

え，とにかく 30年代の本格的成立のための一つの土台をなしたのであり，ま

たそのどにあらわれた種々の管理方策の原型としての;な義をもつのである。

その意味では， 20年代は，労務管理の本格的成立のための，いわば準備期な

いし形成期といってよいであろう。本稿においては，このような観点の上に

立って， 20年代の経営労務の実態を，主として賃金問題を扱った前稿とは

ちがった側面から，やや詳細にみることにしたい。

注)

1) この点ついての，わが悶における最近の文献にはつぎのようなものがある。

a) 斎藤守生 r労務管理方法論に関する一考察J(r経済論集J[大分大]12-3)。

b) 古林輝久 r労務管理の現代的特質とその課題J(r商学論集J[西南学院大]7-3)。

c) 山田 稔 1労務管理本質論lζ関する一考察J(1紹要J[山形大]1-2)。

d) 回 杉 競 r労務管理における問題とその対策J(大阪府立震研 35周年記念論

集J)。

e) 柴田勝次 1経営労務分析に関する覚書J(1福岡大商学論議J5-1)。

「経営労務分析の方法) (1向上J5-2)。

f) 坂寄俊雄 1労務管理の対象J(1立命館経済学J10-1)。

g) 国代義市g: 1労務管理についてJ(1東京経大学会誌J32)。

h) 高根民明 IGフイッシヤーにおける経営労務の理論構成についてJ(1北九州大

15周年記念論文集J)。

2) 乙の分け万はげんみつなものではなく，やや便宜的なものである。労働力管理のす

べての項目を網羅しているわけではないし，また見方によってはつぎの経営労資関係

管理の中 IC含めて考えられる項目もある(たとえば福利などいこれらの各管理項留は，

条件のいかんによって，その有する意義が変りうるのであり，いずれにしても一義的

な分類のできない性質のものである。

3)英語文献では，労働力管理の面を指すときは PersonnelManagement， Personn巴l

Administration， Labor Managementなどが用いられ，経営労資関係管理を指すと

きには， Administration of Industrial Relationsあるいは Administrationof Labor 
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Relations (of Labor-Management Relations， of Employer-Union Relations)なる語

が用いられているようである。 なお 1920年に出版された，アメリカにおける，労務

管理についてのもっとも古典的な著作とされている O.Teacl & H. C. Metcalfの本

は，“PersonnelAclministration-Its Principles ancl Practices"という標題をもっ

ている。なお乙の点についての詳細は森 五郎:I経営労務管理論Jpp. 344-348を参

照の乙と。

4)潔利震|径教授は経営労資関係管理を狭義の労務管理とし，人事管理をも含めた労務

管理全体を広義の労務f奇想として区別されている。ラF

*藻利震隆:I労務管理の経営学J1959， pp. 18-190 

5)本誌第 12巻第2号，拙稿「フオーデォズムの経済的背景←ー第一次世界大戦後の

アメリカにおける経営努務の性格一一」

[11] 

第一次世界大戦後の労務管理をみていくばあいに，まず考慮されなけれ

ばならないのは，大戦中の軍事動員の経験の影響である。大戦中に，いちぢ

るしく増大した労働力需要をいかにして充足するかという乙とが最大の関心

事であったが，問題はそれだけではなかった。

各産業部門は，軍事目的のために再編成されねばならなかったが，それ

は当然，部門聞の労働力の大幅な移動をひきおこした。労働者の多くは，い

ままでまったく経験した乙とのない職種にっかねばならなかった。新しい仕

事のために彼らをいかに訓練するかという乙とが，経営者のまず解決しなけ

ればならない課題であった。また労働力需要の増大は労働者の就業機会を豊

富にしたから，より有利な労働条件，賃金をうるために，彼らはひんぱんに

職場を変えた。つねに一定数以!この労働者を安定的に篠保しなければならな

い経営者としては，乙のようなはげしい労働移動をできるだけ押さえなけれ

ばならなかった。

かかる事情は，多くの経営者をして，人事に関する管理を，自己の経営

の中でのZ主要な業務部門として認めることを余儀なくせしめた。軍隊では，

何十万何百万という人間の採用，訓練，配置をおこなわなければならず，そ

のためにすでにはやくから人事関係の仕事を専門的に担当する独立の部局を
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有していたが，一般の民間経営も戦時下の特殊の労働事情に直而して，その

必要性を焔感することになったのである。

それまでは，人事管理の問題は，ごく少数の人によってその重要性を認

められていたにすぎなかった。乙の問題について，専門的lζ研究していた者

の数はきわめてすくなかった。しかも彼らの知識はアカデミックなものであ

って，産業上の要求にただちに応じうるようなものではなかった。しかし彼

らは相互の知識と経験を交換しながらきわめて熱心にこの問題に取組み，そ

の普及にあるていどの功績をのこしたのであった。 とくに戦争末期の 1918

年から戦争直後の 1920年へかけては，彼らに京IJ戟されて多くの会社でさま

ざまな労務管理方策が試みられた。

ところが， 1921年の不況の到来とともに，戦時中あれほどもてはやされ

た各種の人事管理方策の多くはあまり問題にされなくなった。いぜんとして

人事部門を残している会社は多かったが，それはもはや経'E?にとって重要な

ー業務部門としての積極的な志義を失ないはじめ，それじたいとして独立的

に扱われるよりは，むしろ，一般的な生産管理部門の中に埋没した形で，部

分的な，従属的な位置を与えられるにすぎなくなったのである。

それとともに，戦時中大いに活躍した人事部門の専門家たちは背後にし

りぞいた。しかし彼らの戦時中の活動は，旧来からあったいろいろな人事管

理方策を修正し，また新しいいくつかの実験的試みをの ζ した。たとえば，

心理テスト (psychologicaltest)職業適性テスト (tradetest)職務分析 (job

analysis)職 務 分 類 (jobclassification)評価基準 (ratingscale)組織的訓練

(systematic training)および工場委員会 (shopcommittee)などがそれである O

さらに重要な ζ とは，彼らの活動によって，人事についての業務が，経

営管理のなかでの重要な独立の一部門たるほどの A~t義を持ちうるものである

という認識が，あるていどひろまったことである。以前には採用，訓練，保

健，作業の安全および各種の労資関係管理は，たとえ考慮されることがあっ

たとしても慎重な取扱いを受ける乙となく，あるばあいには，経営者の偶然

の気まぐれから不当にその立義が強調されたり，またあるばあいには経営者
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の個人的な慈善心の発露としてしか問題にならなかった。戦時下の特殊な事

情によるとはいえ，労務管理がそういう経営者の個人的心情にかかわりなく

とにかく経営の重要なー業務部門としてある期間各種の活動をおこなったと

いう乙とは，人事問題，労務問題の意義を一般に認識させるのに大いに役立

ったのである。

以下において考察される第一次世界大戦後， 20年代の諸種の労務管理方

策も，大戦中のこのような経験に触発されたものが多かったのである 1)

1)第一次世界大戦中の経営労務問題，およびそれがその後におよぼした影響について

は D.Y oder: Personnel Management and Inclustrial Relations， 3 rd ecl.， 1948， 

p. 51-53をみよ。

(III] 

会社の規模，業種，が乙となるにしたがって，人事・労務lとかんする管

理のあり方もまた樟々乙となってあらわれる。一般に，小規模の会社ほど人

事活動は等問視される傾向があるが，デニスンの調査口によると， 1920年代

では，ほぼ 2000人の従業員を有する工場になると，かなり組織的な管理が

おこなわれていたという。しかしより小規模の工場においても，非常に整備

された管理組織をもっているものがあったようである。2)

人事・労務を担当する管理組織は，会社によって，いろいろちがった名

称を与えられていた。従業員数 1 ，000 人~10，000 人の中規模ないし大規模会

社では，職長委員会 (Formen'sCommittee)，人事委員会(P巴rsonnelCommit-

te巴)，労働委員会 (LobarCommittee)，賃金委員会 (WageCommittee)など

が乙の業務を担当していたが，従業員数が 10，000人に達するような大会社で

は，そのほかに労資関係委員会 (IndustrialRelations Committee)新職理委員

会 (NewWork Committee)などがおかれていたっ3)

つぎに個々の管理方策をみよう。ます、労働力管理のうち，調達管理，再

配置管理について。

A. 選択・採用
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のイ士事はいうまでもなく， とその

である G すでに，ティラ，ーによって提唱され，その後継者によって発股

せしめられた，いわゆる科学的復:怒法!とおいても，労綴者のi設択の詔題i立大

きな故笹を占めていた。しかし彼らが跨題にしたのは，ヨミとして?労働者の

といういわ にすぎなかった。

労働者の繋的選別のための心滋テスト，適性テストの科吊は，戦争中の

おける職務分離の影響により，一般設業界でもはじめでとりあげられ

るようになったものである。しかし ζ れらの多くは，なおきわめ

なものであり，経営者じしんもあまり重視しではおらず， 1921年の不況の

際にその大部分が廃止されてしまった。ー郊の会議では，その後も各還のテ

ストが 数いぢれて続けられていたが，それらはほとん

もたなかったようである 4) デニスンの誼ままによれば，

タクシ戸会社などの職員の選択に際しては，あるて

し、 とされていたノ〉 ，乙 テスト

は別

においてはまだ実!j食的段階にあったということができょう。な

説くことがで会るほど大きな会jまでは，乙れらのテストと

およびその他各種の震学的検査をおこなっていた 6)

とところで， 日 で，綿々

おり，かれらを溺じての もかなりおこなわれていた。 1928

デトロイト ら受取った斡旋手数料は 900，000ドルであ

ったという1)

払訓練‘教膏

の特殊な ょ

として になってほとんど廃止五されてしまっ

た。 20年代にひろくおこなわれた グェノレト・コンヅニιア
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による大量生産方式の普及は，旧来の熟練労働の多くを無意味なものにし，

労働の単純化はいっそうすすんだ。だれでも，平均的な肉体的条件さえあれ

ば，特別の技能教育なしに，ただちに熟達できるような職葎が増えたのであ

る。たとえばフオ{ド自動車工場をとってみると，労働者の熟練lζ要ーする日

数はつぎのようになっている。 8)

43% l日

36% l週間以内

6% 2週間以内

14% 1 カ月 ~1 年

1% 1年以上

つまり全労働者の 85%は 2週間以内に自分の仕事を覚える乙とがで

きるわけである。

個々の経~rl!; における労働者の訓練，教育の期間を短縮させたいまひとつ

の要国は， ζ の時期における中等以上の学校教育の普及である。 1920年から

1924年の間をとってみると，公立高校の生徒数は 1，850，000人から 2，950，000

人ヘラ私立の中等教育機関の生徒数は 117，000人から 216，000人へ，職業学

校の生徒数は 185，000人から 410，000人へ，また全人口のうちに占める

数の比率は 2.1%から 3.3%へとそれぞれ増大している 9)

従来，個々の工場でおこなわれていた移民労働者のための特別訓練も，

1921年の移民法による移民制限以来減少した。それが必要なばあいにも，工

場において直後お ζ なわれるよりは，公立学校によるばあいが多くなった。

徒弟見習的コースはまだかなり残っていたが，いずれも，技術的な理由から

機械化が一定の範囲内に制限されざるをえないような作業工程をもっ，若干

の特殊な業種にかぎられていた。

このような事情を反映して， 20年代においては，訓練，教育についての

管班が独立の一部門をなしている会社はすくなしせいぜい生産管理部門の

一分課として設置されているという状態が普通だったようである。10) 以前に

は労働者の訓練，教育の手段として，かなりの役割をはたしていた会社雑誌
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も，そのようなものとしては うすくなり， 20 において

は，もっ認与 らげ， ることそ

目的とするような lζ変ってきた 11)

C. 湾課，

これらについては，加 :こ にあるでいどの られfこ。

ゃにあるでい

し (rating scale)そ戦後にも受けっさ三 ζ して

していたようであるが，

かし畷止してしまった

してしまった会社も多かった。し

も，個人的な判断の進みを潜

おこなうこと 務次ひろまり，なんらかの

によって ζれを処3認しようとする努力が諮げられた 12)

とくに高級裁認の昇進はその影響するところが大さきいだけ

れるべきものとされた。

立た，いくつかの会社匂は， し，そ る

ために，

iク

メンバ日とする していた。

ふだんから， ζ れら

それをi臨める

ことである。ゆこのような

る地泣;と

たのちラさまざ、まなら援し

から (standard promotion schedule)作っていた

もあった。川

し会〉 20 は。 にこれらのI話題;ζ しんけん

にとりくんでい そう多くはなかったようである G

D. 労働移動，解雇，退磯年齢。

をきわめて高いことは，アメリカの

であったが、 20

はおとろえなかった。

はそ した。 しかしとの

くから

る

Th巴 Policyhold色rsServic♀ Bure註uof th己主在etropolitanLif巴 Insuranc吃

Co.， Th巴 BrownUniversity Bureau of Busin配S5R巴search，The Bur巴auof 
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Industrial Research of the University of Pennsylvania， The Ohio State Uni 

V巴rsityBureau of Business Researchおよびその他ニ，三の経営者協会では，

乙の問題についてのそのときどきの有益な情報を刊行していた。

また，非常に多くの会社がこれらの機関に資料を提供していた。デニス

ンが調査した 100の会社のうちの 2/3は労働移動率の統計をとり， 1/2はそ

れらの資料を定期的に外部の機関lこ流していた。 15) この問題はアメリカの経

営者が管理しなければならない労務問題のうちでも，とりわけ大きな注意が

払われていたものの一つである。

つぎに解雇について。 20年代においては，のちにみるように合理化の

推進により，かなりの数の労働者が放出された。産業全体の規模が拡大した

乙とによって，なしくずしにではあるが再吸収された労働者が多かったとは

いえ，いったん解雇された労働者は，一定の期間は失業者としての窮乏を経験

しなければならなかった。ある職場で何人かの労働者が解雇されるばあい，

どんな理由によって，前I'が解雇されるかということは，彼らの最大関心事で

あったが，解雇は特別のばあいに人事関係の専門管理者の及認を必要とした

以外は，たいてい，現場の職長の判断によって決定されることが多かった。

20年代の大量解雇でいちばん有名なのは，フォードが型の転換のため

に工場を閉鎖した 1926年から翌 27年 5月へかけての， 60，000人におよぶ解

雇である(なおこの他にも数万人がノ"'~ト・タイムを強制された)。これによ

って，フォードは 9，000，000ドルの賃金を節約したといわれる。 16) 自動車産

業のように，労働組合の勢力が非常に弱いところでは，このようにとくに粗

放な形での解雇が一般的であった。

なお解雇が，賃金切下げを容易にする手段として利用されることもしば

しばあった。たとえば 1927年， 28 年 l乙フォード工場では 1 日 6.8 ドノレ ~7.2

ドjレの賃金を支払わねばならない労働者をいったん解雇しておいて， しばら

くi昨日をおいたのち 1日5ドjレで再雇用するという方法を使って数千人の

労働者の賃金を切り下げた。また，高給労働者を解雇して，まったく別の低

紛の労働者を補充するという方法も用いられた(たとえば， 1927年， 28年の
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パッカ{ド自動車工場)0
17
)ζ れらはいずれも解雇を，賃金管理と結びつけて

利用した例である。

退職年齢についてはあまり資料がない。しかし，不況のときとか，工場

の作業組織再編成のときには，つねに 55歳以上の老齢労働者の解雇が問題

になった。とくに自動車工業のように，グェ Jレト・コングェアの前lこ並んで

まったく単純なしかも激しい作業をしなければならない工場では， 40歳を越

えた者は老齢労働者とみなされ，極度l乙嫌われた。

自動車工場の労務担当者は，法の許すかぎり，できるだけ若い労働者を

やとって 8年聞から 10年間働かせ 能率がおちてくると解雇するというや

り方を一般的原則としていた。18) デトロイトの労働者の間では，年ijjffをかく

すために髪を染める乙とが流行した。フオ{ドのハイランド・パ{ク工場で

は， 44，500人の労働者のうち 34，200人が 40歳以下であった 19) 労務担当者

は40歳以との者はやとわない方針を堅持していた。 自動車工業では，労働

組合が成立する以前には 40歳を越えた労働者がそのまま工場にとどまって

いることはむずかしいとされていた。20)

たとえとどまることが前二されるばあいでも，いったん解泌されたのちょ

り安い賃金で他の部門にまわされることが多かった。

しかし，すべての産業部門において熟練労働が排除されたわけではなか

ったし，また老齢労働者も低賃金を我'慢しさえすれば就業機会はあったから

20年代の全産業部門を通じてみると，全労働者のうちに占める 45歳以上の

労働者の比率はあまり変らなかったようである。21)

i:i: 

1) 1920年代のアメリカの産業界における経営管理の実態を調査した資料はいくつか

あるが，いずれもト全なものではない。調査担当者の関心のもち万の如何によって，

調査対象，調査方法などにさまざまなちがいがある。ここでとりあげたへンリー・デ

ニスン (HenryDennison)の調査は，それらの中で，もっとも貴重なものの一つであ

る。 これは 1929年に公刊された「アメリカにおける最近の経済変化」と題する報告

書の第7主主に「経営管理」という標題で収められている。

乙の報告替はハーパート・フーパー (HerbertHoover)を委員長とする，大統領失
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業問題協議会のなかの「最近の経済変化にかんする委員会」によって調査，研究され

たものをまとめたものである。 デニスンは~7 主主での実態資料を得るために， 100 の

会社から 500人を選んでインターヴーユーした。 ζ こで選定された 100の会社は，おの

おのの分野について詳しい知識を有する経営者団体の理事者によって，数千の会社の

リストのなかから，もっともティピカノレなものとして認められた企業である。乙れら

はいずれも正常な営業成績をあげていて，その部門を代表させるにもっとも適当と考

えられるものである。また調査された各産業部開はそれぞれ二つないしそれ以上の会

社で代表されている。またとりあげられた種廿の管理方策は，いずれもあるていどの

一般住をもったものであり，あまり特殊なものは除かれている。しかし少数の会社で

しかおこなわれていないが，内容的lζ重要な意義を有すると考えられるものは，もち

ろん考察の対象とされている。

本報告書の正式の標題はつまのとうりである。

Recent Economic Changes in the United States， Report of the Committe巴 on

Recent Economic Changes， of the President's Conferenc巴 onUnemploym巴nt，

Herb巴rtHoover， Chairman， 2 Volumes， 1929. 

2) Recent Economic Changes， Vol. II， p. 518. 

3) Ibid.， p. 501. 

4) D. Yoder: Personnel Management and Industrial Relations， 1948， p. 53. 

5) Recent Economic Changes， Vol. II， p. 519. 

6) Ibid.， p. 520. 

7) R. W. Dunn: Labor a吋 Automobil巴s，1929， p. 116. 

8) Hearings b巴fore the Temporary National Economic Committ巴巴 (TNEC)， 

Investigation of Concentration of Economic Power， Part 30， Technology and 

Concentration of Economic Power， 1940， p目 372.

9) Recent Economic Changes， Vol. II， p. 517. 

10) Ibid.， p. 520. 

11) 12) 13) Ibid.， p. 521. 

14) 15) Ibid.， p. 522. 

16) R. W. Dunn: Ibid.， p. 106. 

17) R. W. Dunn: Ibid.， p. 128. 

18) 19) R. W. Dunn: Ibid.， p. 72. 

20) TENC.， Hearings， No. 30. p. 372. 

21) Ibicl.， p. 378. 
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[IV] 

ここでは労働力管理のうち，保全管理lこ属するものをみていきたいが，

そのすべてを扱うことはできないので，そのうちの福利関係の諸管理方策を

として検討する。

A. 失業保険1)

1921年の不況期には約 400万人の失業者が出た。 雇用の安定というこ

とがあらためて大きな問題となり，大統領失業問題協議会が設置され，各産

の調査が開始される ζ とになった。さいしょは，景気変動と失業の関係の解

明にIT(}~\がおかれたが，景気の回復による失業者の吸収がすすむにつれて，

焦点は産業合間化の進展によるいわゆる技術的失業の問題[ζ移ってきた。

技術的失業一一つまり，より高能率の機械の採用による労働者の排除ー

にどう対処するかということは，個々の経営の労務方策にとってきわめて大

きな問題であるが，そのあり方はもちろん，たんに個別経営の枠内だけで決

まるものではない。もしほかに職を得ることがむずかしいようなばあいには

合理化によって排除される労働者の抵抗は強まり，経営者にしでもなんらか

の緩和策を講じなければならないが，逆に同一部門内であれ，あるいは他の

産業部門においてであれ，生産量の絶対的増大が，排除された労働者を再吸

収できるようなばあいには，解雇は比絞的容易におこなわれ，経営者は多額

の費用を必要とするような労務方策を必要としない。つまり個々の経首の，

解雇，失業lこ対する労働方策は結局そのときどきの産業構造，労働市i完全体

のあり方によって規制されるわけである。 そ乙でまず 20年代のアメリカ産

業における労働力の排除と吸収の状態をみる乙とにしよう。

製造工業だけをとってみると， 1920年から 29年の聞の労働生産性の増

大は， 100人の労働者のうち 32人を不要にした。 しかし全生産量の増大に

よってそのうちの 27人が再吸収されたと推定されている。2) 製造工業，鉄道

業および石炭業の三つについてその実数をとってみると，もし 1920年の生

産量の水準がそのまま維持されたとすれば，この 10年聞に 3，272，000人の労
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働者が排除されたはずであるが，実際には生産量の増大によってそのうちの

2，269，000人が吸収されたから，原用労働者数の純減少は 1，003，000人であっ

たf他方，商業およびサービス業では，産業の活況を反映して業務量はふ

えていたが，これらの部門の生産性はがいして停滞的であったから雇用の絶

対量は増大し，その結果製造工業などにおいて増大した失業者のいくらかを

吸収した。つまり製造工業などにおける雇用の減少は，サ{ピス部門での雇

用の増大によって部分的l乙相殺2されたのである。

しかし工業部門で排除された労働者のすべてが吸収されたわけではない

し，また，新規に労働市場に入ってきた労働者のなかにも，職をえられない

ものがいたから，全体としてみれば，失業者数はこの 10年間にあるていど

増大したといってよいが，失業率でみると，その増大はせいぜい 1%強にす

ぎなかったようである J閉じじっ 20 年代には (20 年~21 年を別とすれば)

失業問題は，個々的lこはいろいろな摩擦をひきお乙したとはいえ，全社会的

lこはまだそれほど大きな関心の対象とはならなかったのである。

このような事情から，乙の時期の失業保険は全社会的制度とはなりえず¥

個別経営対偲別労働組合の間の，あるいはせいぜい，経営者団体対労働組合

連合体の閣の交渉によって成立するきわめて部分的な範囲のものにとどま

った。

なんらかの形での失業保険制度が採用され，あるていど普及したのは，

労働組合の力が比較的強力であった縫製工業部門においてであった。この部

門では，すでに 1920年代のはじめ以来，いくつかの労働組合が業者組合と

の協定によって，失業保険基金を設定していた。基金の出資は経営者および

組合の両者によって分担されることもあったし，またどちらか一方だけが負

担するばあいもあった。 1923年にはクリーグランドの婦人服工場， 1923年

にはシカゴの紳士服工場において，雇用保障制度，失業保険制度についての

協定が成立した。6) これらの保険基金への出資はその工場での組合員の週賃

金の1.5%から 4.5%であった。 1928年現在での ζれらの失業保険基金のう

ちの最大のものはアメリカ縫製労働組合連合の管理下にあるものであった。
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とれはシカゴ¥ロチェスター，ニューヨ戸クの紳士服工場の 70，000人の労働

者を包含していたf若干の会社では 9 より個別的な形での失業保障制度が

採用されていたようであるが，詳細は不明である。

なおこのほか， 20年代には1m用の季節的変動を調整するための労務方策

も，あらためて問題とされるようになった。これは景気の如何にかかわらず

存在する問題であり，相当広範囲の企業においてかなりしんけんに考慮され

たようである。デニスンによれば，彼の調査した会社の約半分はそのための

なんらかの方策を講じていたという 8)

B. グループ保険，老齢年金

労働者が経営者の賛助の下lζ，各種4 の保険lζ加入する制度がこの時期に

普及した。それは主として生命保険であったが，廃疾保険，傷病保険，養老

保険なども漸次ふえていった。これらはグノレ{プ保険 (groupinsurance) 

の形をとっている。つまり単独の個人としてではなく，夕、jレ戸フ。として保険

に加入するのである。

保険期間は，労働者が ζ の保険制度を採用している工場に入ったときか

らはじまり，解雇ないし退職とともに終了する。契約は身体検査なしに結ば

れる。保険料率は通常のものよりは低く定められている。労働者がその職場

から解雇されたばあいでも，彼じしんが彼の年齢l乙応じた通常保険料率に従

って掛金を払うことを承認すれば契約は延長される。クソレ{フ。保険の掛金は

その一部(ばあいによっては全部)が雇用主によって支払われる。

デニスンの調査では 54%の会社において，また 1927年の全国産業協議

会事務局 (NationalIndustrial Conference Board)の調査では 4，655の会社の

約 40%においてグノレ{プ生命保険が採用されていた 0
9
)t没者の推定によると，

1926年の末には， 4，700，000人の労働者が総額 5，500，000，000ドルのクソレ戸フ。

保険lと加入していた。また EquitableLife Insurance Societyのグラハムの調

査 (1928年 11月)では保険加入者数は 5，800，000人，保険総額は 7，500，000，000

ドjレであったという 10)

これらの数字によってみると，グノレープ保険は 20年代の他の労務管理
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方策に比較して，はるかに広範聞にわたって普及したものといってよいであ

ろう。しかしこれは，かならずしも経営労務方策じたいの発展の結果として

のみみるととはできない。というのは，乙の時期は生命保険をはじめとし

て，各種の保険がアメリカ社会の各閣に広汎に普及した時期であり，個人的

な保険契約者の中で労働者が占める比重も増大してきていた。経営者は乙の

ような一般的傾向に沿って，自企業内にグノレ{プ保険という割安な保険制度

を導入し，比絞的僅少な保険料の一部を負担することによって，労働者を一

定期間自企業に定着させ，労働移動率の減少を図ると同時に，作業上の原因

による傷病，死亡および老齢者の解雇の際の負担を軽減する乙とができたの

である。

つぎに老齢年金についてみよう。これはグノレ戸プ保険よりもずっと以前

に考えだされていたものであったが，普及のていどはグノレ戸プ保険より低か

った。会社の出資によって老齢年金制度が設置されるばあいは純経済的見地

が大きく作用した。つまり，働きざかりを越えた労働者を高給でやとってお

くよりは，老齢年金基金からの支出で退職後の生活に一定の保障を与えた上，

解雇した方が安くつくという見込みが，乙の制度を自己の企業内lζ設置しよ

うとするばあいの誘因になったのである。 なお 20年代の後半には年金収受

縫っきの保険が老齢年金制度l乙代ってひろまった。 11)

C. 会社貯金，会社貸付

多くの会社では従業員に貯金を奨励した。そのばあい会社は特定の貯蓄

銀行l乙自社の従業員の口座を設け，賃金から天引きして預入した。デニスン

によると調査された 100 社のうち 33~もがなんらかの形での貯金プランをも

ち，従業員員1Iにζ節約と貯蓄を奨励していた。12ロ2

労働者lにζ対する会社の貸付基金制度は， 2却O年代を通じて3 主tyi次重要性を

失なってきた。各種の小口金融組織が普及したので，労働者は緊急に金が入

用のときはそちらの方を利用したからである。13)

乙のn寺期の経営福利方策には以上の他にも， J時売部の設置， リクリエ戸
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ション活動の奨励等々があったが，いずれもとくにとりあげて検討するほど

の1Jr:要性はもっていなかったので省略する。 なお 20年代に大いに発展をと

げた労働者の福利機関として労働銀行があるが，これは労働組合によって所

有され，運営もまた彼らによってお乙なわれていたのであるから，本来の経

営労務省主Eのなかには入らない。14)

注

1) 失業保険は現在ではふつう保全管理としては扱われないが，行論が切らかにするよ

うに， 20年代のアメリカにおいては，乙れは会資本対全労働の問題としてではなく，

むしろ側別経営ないし経営者団体の労働組合に対する福利的管理方策のーっとして処

理された問題であった。

2) 3) G. Soule: Prosperity Decade， 1947， p. 130. 

4) Recent Economic Changes， Vol. II， p. 879. 

5) ある昔I'J立によると， 1920年から 27年の聞の失業者数の純増は，約 650，000人であ

ったという。*

ネ TNEC，Monograph， No. 22， pp. 42-43. 

6) 7) R巴c巴ntEconomic Cha昭 es，Vol. II p. 483. 

8) Ibid.， p. 524. 

9) 10) 11) Ibid.， p. 526. 

12) Ibid.， pp. 527-528. 

13) Ibid.， p. 528. 

14) この時期の労働銀行の詳細については TheAmerican Labor Yearbookの 1923-

24以降の各HI}をみよ O

[V] 

つぎにう投資関係管理をみることにしよう。

A. 手1];閣参加制度 (ProfitParticipating Plan) 

これは利潤分配制度 (Pro五tSharing Plan)ともよばれ，あらかじめ定め

られた基準にもとづいて，企業利Mdの分配に部分的[ζ労働者を参加させる制

度である。 ζ の制度も第一次世界大戦後になってあるていど普及をみたもの

のようであるが， 20年代のアメリカにおける実態については詳しい資料を

得ることができなかった。
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時期はややずれるが， 1934年に全国産業協議会事務局が ζ の制度を採用

している 182の会社について調査したと乙ろによると，経営者の利潤参加制

度採用の目的はつぎのようなものであった 1)

a. 従業員の気風改善 48 (26.4%) 

b. 余分の努力lと対する報酬! 36 (19.8%) 

c. 能率の増進 24 (13.2%) 

d. 秩序的な節約の増進 23 (12.6%) 

e. 制度のもつ原理を信ずるために 18 ( 9.9%) 

f. 労働者の移動防止 17 ( 9.3%) 

g. 報酬の調達 12 ( 6.6%) 

h. 事業を従業員lζ譲渡する準備 4 ( 2.2%) 

メ仁入1 182 (100.0%) 

これによって明らかなように，乙の制度の目的はごtーとして，労働者に労

資の利害の共通性を意識させ，企業の成績向上に関心をもたせ，彼らの経営

l乙対する積極的協力をえようとすると乙ろにあった。

利潤分配制度の労資関係管理の一方策としての効果は，それほど大きな

ものではなかったようである。その理由としては，つぎのようなものがあげ

られている。2) a.分配額が小額であり，個人の能率と直結していないし，ま

た，分配の時期が労働の時期とずれるため，能率見ilJ戟手段としては効果がう

すい。 b.利沼l分配額の算出が複雑で分りにくいため，これをめぐってかえ

って労資問，労働者間の摩擦をひきおこすばあいがある。 c.かりに経営l乙

協力しようとしても，協力の具体的方法については労働者に発言の機会は

ない。

B. 労働者持株制度 (EmployeeStock Ownership ややニュアンスは乙

となるが， Employee Stock Sharing Plan， Employee Stock Purchase Plan 

という言葉も佼われる)

乙れは労働者にその企業の株式の一部を市価よりも1z.く分与し，株主の
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一部に参加せしめる制度である(あるばあいに現金ボ戸ナスに代るものとし

て給与された)。この制度はすでに 1890年代から部分的にはみられたもので

あったが，普及したのは第一次世界大戦後である。

まず， 1928年の全国産業協議会事務局の報告3) Iζよってその概要をみる

とつぎのとうりである。

a 株式を労働者lζ所有させる制度は， 1893年にイリノイ仁IJ央鉄道会社

によって始められた。 ζ のうどきは，その後 1915年まではたいしてひろま

らなかった。 同年現在で， ζ の制度を採用していた会社は 60社にすぎなか

った。 しかし， 20年代になると急激に増加し， 1921 年~25 年の 5 年間にあ

らたに 162の会社がこれに加わった。

b. 1928年現在では， 389の会社がこれを採用し株式を所有する労働者

数は約 1ラ000，000人lζ達した。 またその持株の額而総額は約 1，000，000，000ド

ノレである。

C. 労働者によって所有されている株式は，平均すると，その会社の発

行株式数の 4.5%にすぎない。株式を購入するのは保守的傾向の労働者に多

い。二，三のケ{スでは株式の購入者はその大部分が技術者，セ{ノレスマン，

高級職員であった。

d この制度のうちの大規模なもののほとんどは，労働組合を認めてい

ない工場で，実施されているものである。

e. だがそれにもかかわらず， ζ の制度は労働者と会社の関係を密接に

いストライキを防ぐという点にかんしては，実際上の効果をほとんどもた

ない。

f. 株式を持っている労働者が，その会社の経営について発言ーすること

はめったにない。労働者が議決権附普通株をもっているばあいでも，実際上

それを効果的に利用することはできない。

つぎに， 1926年の述邦取引委員会の報告をみよう 4) これは， 4，367の会社

(その株式総額は全米株式発行総額の 12%を占めていた)の株式所有者を調

べたものである。乙れによると，これらの会社の株式所有労働者数は普通株
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所有者数の 7.5%，優先株所有者数の 3.5%を占めていたが，株式数では，普

通株のl.5%，懐先株の 2%未満を所有していたにすぎなかった。

ユ戸・エス・スチ{ノレは労働者持株制度を採用している著名な会社の例

である。同社の発行総株式数 10，719，046株のうち普通株，優先株あわせて，

1，538，105株(約 14%)は労働者によって所有されていた。 1928年 4月の株主

総会には 6，030，929株分の議決権が集まったが，そのうち 6，029，940株 (99.9

%)はモjレガンによって支配される利益集団の手の中にあった。 つまり労働

者の持株はひろく分散されていて，その議決権は経営陣に委託されるか，ま

たは無関心のまま放置されていたのである。5)

このようにみてくると，労働者持株制度は， 20年代lこかなり普及し注目

されたとはいえ，労資関係管理としての意義はそれほど大きなものではなか

ったことが明らかであろう。僅少な持株からの配当は，いうに足りないてい

どのものにすぎなかったし，株を持つことによって生ずる会社との連帯感も

ストライキを防止するほどのものではなかったようである。

コウドリックの指摘すると ζ ろによれば，巨大会社においては，この制

度はむしろ株式の分散による支配資本節約の手段として用いられたようであ

る。6) 株式がひろく分散されればされるほど，個々の株主の持分は小さくな

り，議決権l乙対する関心はうすくなる。株主総会で過半数を制するに必要な

議決権数はそれだけ減少するわけである。

C. 労働者代表制度 (EmployeeRepresentation Plan) 

これは労働者の組織化を懐柔し，会社の経営方針に積極的に協力させる

ために，会社側のイニシアティグによって組織されるものであり，会社組合

(Company Union)の形をとることもある。

1914年にコロラドのロックフエラーの会社(ColoradoFuel & Iron Com拍

pany)に設置されたのが， この程のものの最初のモデノレといわれる。 ζれは

多くの死傷者を出した市街戦にまで発展したはげしいストライキのあとに作

られたもので，各種の福祉活動，秘密投票による労働者代表の選択，すくな

くとも年に 3回の会社側との協議，などをその内容としたものであった。7)
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その後ニユ{ヨ戸ク， フィノレデノレフィアなどにもこれを模倣したものが

あらわれ，その数は漸次増大していったが， 1921年の不況時には廃止された

ものが多かった。しかし 22年以降はふたたび増加した。 その趨勢はつぎの

とおりである。8) (なお ζ の制度の採用は大工場に多く， 1，000人以下の労働

者数の工場に設置されている代表制の比率は 3%にすぎなかった。)

1919 1922 1924 1926 

新 設 置数 317 173 59 

廃 止 数 77 137 48 

現 在 数 145 385 421 432 

労 働 者 数 403，765 690，000 1，240，704 1，369，078 

乙れによってみると， 1922年から 26年の問lζ設置数では約1.1倍，そ

れに包含される労働者数では約 2倍に増大している。 1926年の約 137万人

は，同年の非農業就業人口(約 3200万人)に比較すれば，その約 4.3%にす

ぎないが，同年の正規の労働組合加入者数 390万人とくらべると約 1/3にあ

たる。

しかし本来の労働組合の成長をチェックする手段としてのこの制度の有

効性はそう大きなものではなかったようである。 20年代のアメリカにおけ

る労働組合組織の伸長率の停滞の原田は，前稿9) でもみたとうり，やはり主

として，好況，実質賃金漸増の傾向などによるものとみてよい。

デニスンも指摘するとうり，乙の制度は綿密な計画性なしに，好景気に

支えられた経営者の感儲的慈善心とか，温情lζ対して労働者が献身的に応え

るであろうという虫のよい思惑的動機によって設置される ζ とがしばしばで

あった 10)

前掲の表にもあるとうり， 1924年， 26年には，新設数が多かった反田，

失敗して廃止されたものの数もその 80%前後に達していたのである。

失敗の原困は，制度の組織そのものの粗雑さ，労働者代表と経営側責任

者との権限領域の不明確さに由来するトラブノレ，末梢的な乙とについての無

意味な対立，などによるものであった 11)
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かなりしんけんな動機によって労働者代表制を設置したロックフエラー

の工場においても， 1927年には大規模なストライキが発生し，それとともに

との制度は崩壊してしまった。 12

注

1) 以上の叙述における項目および数字は原交をみるととができなかったので，森 五

郎 r経営労務管室E論J1960， p. 251から再引した。

2)森五郎:前掲香， p. 253. 

3) National Industrial Confer巴nceBoard: Employee Stock Purchase Plans in 

the United States， 1928 (in The American Labor Yearbook， 1929， pp. 65-66.) 

4) Report of The Federal Trade Commission in 1926， National Wealth and Inc-

ome (in The American Labor Yearbook， 1929， p. 66) 

5) Th巴 AmericanLabor Yearbook， 1929， p. 66. 

6) Ibicl.， pp. 66-67. 

7) G. Soule: Prosperity Decacle， 1947， pp. 222-223. 

8) Recent Economic Changes， Vol. II， p. 530. 

9) 前掲拙論.

10) 11) Rec巴ntEconomic Changes， p. 530. 

12) G. Soule: Ibid.， p. 223. 

[VI] 

以上三つの節にわたって，第一次世界大戦以降 1920年代末期までのア

メリカにおける労務管理の具体的諸形態をみてきたが， [I)においてあらか

じめ結論的に要約しておいたように，その実態は全体としてみれば，いまだ

なお，きわめて粗放なあるいは試験的な段階を脱しきれないものであった。

技術進歩によって排除された労働者は，生産量の絶対的増加による労働

力需要の増大によってその多くの部分が吸収された。 ζ のことは労働者の側

からみれば，失業問題が部分的一時的にはともかく，全体としては社会的な

問題となることなしに，なしくずしに処理されたことを窓味するし，経営者

側からみれば，その労働力需要がはなはだしい賃金の騰貴をともなうととな

しに充足された乙とを意味した(前にもふれたように実質賃金は騰貴してい

たが，それは好況による高利潤によってカパ戸されうるていどのものであっ



112 経済学研究第12巻第3号

たから，経営者はいわば余裕ある態度をもって労働者，労働組合lこ向かうこ

とができた)。

乙うした事情の下での労務管理が，労働力管理の面においても労資関係

管理の面においても，ノレ戸ズな%しかとりえなかったのは当然といってよい

であろう。しかしこの時期に散発的lζ，またあるばあいには恩恵的に採用さ

れ実施されたいくつかの労務管理方策の経験は，経営者にとっても労働者に

とっても決して無意味なものではなかった。経営者はこれによって，各種の

労務管理方策のコストと効果とその限界を知ったし，労働者，労働組合は

1929年以降の不況に直面して，それまでに経営者が打ち出してきていたこの

穫の方策が，結局は問題の根本的な解決策たりうるものではないことを体験

した。

背後lζ市場問題の本格化という深刻な事態を苧みながらも，とにかくほ

ぼ 10年近い問好況を持続してきたアメリカ経済は 1929年以降はげしい不況

に見舞われ，経営者は「低価絡と高賃金」という思いつき的なスロ戸ガンで

はとうてい処理しきれない多くの問題を抱えることになった。労働問題はそ

の場かぎりの知計画な糊塗策によっては対応しきれないような深刻複雑な様

相を呈してきていた。経営者は一切の温情主義を放棄した。彼らは労賃の切

り下げ，作業のスピ戸ド・アップによって， 1販路の狭!礎化による生産の縮少，

利 ìU~Jの低下を切り抜けるほかなかったが，政府のあいつぐ労働立法(全国産

業復興法ニNationallndustrial Recovery Actの第 7条 A項，全国労働関係

法=NationalLabor Relations Act......通称、ワグナ{法二WagnerAct)は労

働組合の立場を強化した。経営労資関係の処理は，もはやたんに個別経営の

問題にとどまることはできず，述邦法によって会社会的な規制を受けること

になったのである。経営内κおける労働力保全管理も，乙れとの関連におい

て，従来のような粗放な方策では処理しきれないさまざまな問題をもつこと

になった。労務管理はあらためて，経営の本格的なー管理部門としてとりあ

げられ，経営管理一般のなかで独自の重要な位置を与えられることになるの

である。


