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経済学研究第四巻第4号 49 (933) 

大量生産体制の歴史的性格

一一塩見治人『現代大量生産体制論』によせて

森 呆

1 

塩見氏は，近著『現代大量生産体制論~ (1978年 11月，森山書庖〉におい

て，現代の巨大産業企業の生産過程を「現代大量生産体制」と L、う用語で総括

し， それが 19世紀産業革命によって開始された機械制生産=大量生産方式

の， どのような発展の帰結であるかを究明している。その発展は，機械工業

史にそくして，①産業革命期イギリスの初期機械製造工業，② 19世紀中・後

期のいわゆるアメリカン・システムの機械工業，③ 20世紀初頭のテイラー・

システム(作業機構の高度化に対応した管理機構の自立・原理的変革)，④フ

ォード・システム〈工場結合体を単位とする独自の作業機構と管理機構)，

⑤現代大量生産体制， と画される。その段階ごとに生産技術・作業機構・管

理組織の相互関係が総体としての「大量生産体制」を生み，各段階の問題を

解決しながら「現代大量生産体制」に到達するさまが実証されている。

本書は，産業技術論，経営管理論，独占資本主義論，アメリカ経済(経営〉

史等，さまざまの研究分野において評価され参照されるべき労作である。

すなわち第 1に，産業技術論の業績としてみると，マルクス『資本論』第

I 巻 11~13 章の機械・工場の規定から発して今日のオートメーション・結

合工場にいたる産業技術の発達史を，技術史にとどまらぬ生産過程の発展と

して，これだけ克明にあとづけたものは管見のかぎりこれまでなかった。

第2に経営管理論の分野からいうと， 19世紀末以降のアメリカ経営管理論

の学説史研究は，各時代の管理論を生んだ社会的背景や企業経営の実践的課

題を理論内容と併せて明らかにするという点で，従来まことにかぎられた成
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果しか生んでいなし、。そのために総じて，機械化や規模巨大化の進行という一

般的根拠だけから経営管理の展開を説いたり，独占体の出現や労働運動の高

揚と安易に直結した管理論史がまかりとおっているのである。機械化や作業

組織がどこまで進んだときどのような管理機構や管理論が生まれたか，独占

資本主義との内的関連は如何といった，経営学のほんらいの問題の解明に，

本書は重要な貢献をなすものといえよう。

第 3に，上にのベた貢献は別言すれば，現代独占資本主義分析の基本課題

につうずるのである。塩見氏も本書で強調しているように，独占資本主義を

めぐる幾多の議論のなかで，この時代に固有の生産過程，生産力構造を析出

すると L、う基礎的研究は，生産の集積，生産の社会化，固定資本の巨大化，

産業の重化学工業化， といった一般的規定からあまり先に進むことができぬ

まま，今日でも最も手薄な部分である凸主要な資本主義国の生産力の内実

を，われわれはほとんど知りえないでいる。その弱点を多くの研究者は自覚

していると思うが，そうした課題にとりくむのには，ふつう想像される以上

の困難がつきまとう。堀江英一氏が氏独自の方法・視角によって現代巨大企

業の生産構造分析を提唱し，主として京都大学出身の研究者たちがその提唱

に沿った研究にとりくんで， 10年にちかいのではなL、かと思われる。塩見氏

もその一人であろうが，本書は堀江氏の提唱にこたえた諸論稿のうちの，最

もすぐれた労作だということができる。

第 4に本書はまた，アメリカ経済史・経営史研究にも稗益するところがあ

る。本書の大部分は 19世紀後半から 20世紀両大戦間期にいたるアメリカ代

表産業と労使関係の詳細な実証研究であって，一一本書にはイギリス産業革

命期の機械工業の分析が含まれているが，その評価については私の判定能力

がないのでここでは措くーーその面からも私は多くの事実を学ぶことができ

~~ 
I~ 。

以上のように本書は，読者の関心の分野の相違によってさまざまの読みこ

みが可能である。反面，本書の意義と内容を的確・総合的に掌握することは

むずかしいであろう。本書の刊行いらい書評がほとんど見当らないのも，ひ
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とつにそういう理由があるのかもしれない。以下における私の文章も，おそ

らくしばしば塩見氏の意図を離れ私じしんの日頃の関心にひきょせたもので

あることを，あらかじめことわっておきたし、。「現代大量生産体制j はし、か

なる意味で、現代社会の有効な規定となりうるかについて，塩見氏の労作を手

がかりにしながら私なりに考えてみようと思うのである。

2 

「大量生産体制」という用語を，単に工場内の生産技術の構成にとどまらぬ

現代社会の基本的原理として説明しひろめたのは，周知のように P. ドラッ

カーである。彼はこの大量生産体制の原理にたつ社会を，産業社会と規定し

fこ。

ドラッカーの場合には，大量生産体制を技術原理にとどまらぬ社会的原理

(人間集団の組織原理〉としてとらえたことが， 裏をかえしていうと， 現代

社会を構成する原理をもっぱら大量生産という技術原理によってとらえたこ

とを意味している。産業社会は 19世紀までの商業主義的社会のなかに芽生

え， 20世紀のフォード・システムによってその原理が確立したと彼はいうの

であるが，ここで彼のいわゆる商業主義的社会なるものの内容は，一面あた

かも重商主義の社会，単純商品生産社会であるかのようである。なぜなら彼

は，商業主義的社会のなかに芽生えた産業社会の決定的インパクトは， (生産

技術の発達を基礎におく社会的な「専門化」と「統合」の進展によって〉労

働者が生産物と生産手段から分離されたことだといい，さらにそこから恐慌・

不況や失業の問題が生じたことだというからである。その意味においては，

彼の産業社会はわれわれのいう資本制社会である。しかし同時に彼は，産業

社会を大量生産体制という技術原理に規制された社会構造としてえがくこと

によって，それが経済的価値・利潤の原理に規制された商業主義的社会から

区別さるべきことを説くのである。その面においては，商業主義的社会の崩

壊が事実上，資本制社会の止揚を合意している。大量生産体制の発揚によっ

て，真に機能する産業社会を実現したのはアメリカであり， ヨーロッパ社会
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はなお伝統的な商業主義的社会の拘束から脱していなL、， したがって産業社

会として自立していない， ともドラッカーはみていたように思われる。かく

して大量生産体制とし寸用語は，アメリカの産業社会論を構成する基礎用語

として，世界にひろめられた。それはいわば，第 2次大戦後のアメリカのブ

ルジョア・イデオロギーを代表する用語のひとつになっていった。

1) ドラッカーの所論への私の理解は， 彼の一連の代表的著作『経済人の終需~ (1939 

年)~産業人の未来~ (1942年)~大企業の概念~ (1946年)~新しい社会~ (1949年)，

にもとづく。上のような特徴づけや批判は私だけのものでなく，ニュアンスの差異は

あれ，すでに藻利重隆，三戸公，岡本康雄氏らによって説かれてきているところであ

る。

しかしながら，大量生産体制という用語の普及につれて， これを学問上の

概念としてとらえかえす努力も生じなかったわけでなL、。たとえばわが国に

おいて，中川敬一郎氏が， 19世紀前半から今日までのアメリカの工業化の基

本線を大量生産体制の発展という視角でとらえつつ， 1960年代前半から一

連の論稿を発表してきいてる。近年は中川氏の所論に影響をうけたとみられ

る，アメリカ経済史の論稿も少なくない。

中川氏によれば，大量生産体制の原型は産業革命後のイギリスにある。し

かしイギリスのそれは，高度資本主義社会の大量生産体制にまで育つことが

できなかった。それをなしえたのはアメリカである。アメリカが大量生産体

制の固となりえた理由を，中川氏は，①労働力不足(とりわけ機械工的熟練

労働力が比較的豊富だったのに較べて不熟練労働力が不足し相対的に高賃金

だった)，②園内市場の性格(フロンティアの存在と中産階級的社会という特

質から， I丈夫で安価な実用的大衆商品」の生産，すなわち標準品の大量生

産のつよい志向があったこと)，③工業化過程の対英後進性がかえって機械

化と巨大化を促進したこと，によって説明している。

こうして大量生産体制はアメリカの工業化の内容を最初から特徴づけるも

のであったが，だからといって大量生産体制は最初からアメリカ経済の成長

の直接的動因だったわけでない， と中川氏は説く。すなわち， 19世紀アメリ
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カの経済成長の第 1段階を主導したのは，綿花の対英輸出による外貨獲得，

それによる園内市場の育成であって， この時期(19世紀前半)の大量生産技

術(兵器工場で代表される〉は，経済成長との直接・有機的関係を未だっく

りだしていなかった。ついで第 2段階(19世紀中期〉の経済成長は，鉄道網

の建設に起動された農工分業・工業の自立化として特徴づけられるが，当時

の大量生産技術は農機具生産に体現されて，経済成長との直接的関係をもち

はじめる。第 3段階 (19世紀後期〉の経済成長は，アメリカ全土の都市の発

展に牽引された工業と工業製品市場のいちじるしい拡大によって特徴づけら

れる。大量生産技術はタバコ， ミシン，金銭登録機，食肉加工など，まさに

この都市の発展に即応してすすむ。かくして「大量生産体制」は，生産技術

の原理たることをこえて，大量販売・大量消費と一体になった概念となって

くる。そして 20世紀に，高度資本主義の社会組織の原理として全面開花する

にいたる。こう中川氏は説くのである。

中川氏の所論は，アメリカ経済史研究の従来の業績のなかで，アメリカに

固有の歴史的特質の析出，アメリカ国民経済にたいする国際関係の影響の重

視といった面において，すぐれた洞察を含んでいると思う。そのアメリカ的

特質を描出するのに，大量生産体制という概念が不可避的に使用される所以

も，多くの点で納得できる(その積極面はのちに再びふれる〉。

しかしながら同時に私は，中川氏の所論に幾多の疑念を禁じえなし、。アメ

リカ経済史の基本線の画きかたをめぐる私の包括的な批判は本稿では措くと

して， ここでは主題に関連する 3点をあげておきたい。

第 1に，中川氏は「大量生産体制」が「技術工学的な特質」をこえる社会

組織の原理であることを強調しつつも，そのかんじんの「技術工学的な特質」

とは何かについて，たちいった検討を与えていない。たかだか，専門工作機

と互換制部品による製品の標準化という，周知の通説を前提しているのみで

ある。したがって，そうした大量生産の技術じしんがどのように発達し，そ

れが作業機構や管理組織の変化とどうかかわり，ひいては社会組織の原理を

なすにいたるかとし寸問題の検討が欠落しているのである。大量生産体制の
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発展を生産過程に即して段階づけることを放棄し， もっぱら市場的条件の変

化によって段階づけるような方法によっては，現代大量生産体制の独自な性

格を解明することはできない，これは塩見氏による中川氏への批判の要点と

もなっている。

第 2に，中川氏の大量生産体制論がアメリカ経済の歴史的特質を析出した

点を私はたかく評価するものであるが， とはいえ当の中川氏じしんが，大量

生産体制という用語によってどこまでをアメリカの生産力体系の特質として

認識しているのかが不明である。中川氏は i(大量生産体制は)，生産が機械

化された社会では，一定の市場条件さえ整えば，いつでも展開しうる産業体

制なのである」とするのであって，アメリカ的特質は綿花ー鉄道一都市とい

うその市場条件形成の側カ冶ら説かれているのである。大量生産技術をいわば

機械一般の正統の発展史の上でのみおさえ， それの「イギリスでの限界J，

「アメリカでの全面開花J という対比を示すような方法によっては， いわゆ

る AmericanSystem of Manufacturingの内実を把握しえないのではな

いか。この点じつは塩見氏の所論への私の疑問にもつながるところがあるの

で，のちにもう一度のべたい。

第 3に，中川氏は綿花ー鉄道一都市と L、う市場条件に対応して大量生産体

制を実現しえた産業に，アメリカ大企業の生成をみる。たしかにそれはアメ

リカ企業の成長の一面をし、いあてているだろう。しかし民が，事実上その延

長上にアメリカ独占企業の成立をみている点については，まったく容認でき

ない。氏は大量生産体制を実現した代表的産業(食品・農機・ミシン・タノミ

コ等々〉の大企業成立史を焦点におくことで，モノレガン・ロックフエラーら

の金融資本形成の基本線をアメリカ経済史からほとんど除外してしまった。

また換言すれば，氏は大量生産体制の技術的性格を専門化・標準化というレ

ベノレで、おさえるにとどめたため，独占資本立金融資本形成史の外で， アメリ

カ的生産力に言及するに終始したのである。

1) 中川敬一郎「ニュー・イングランド産業革命と大量生産体制の発展J1， Il，東大

『経済学論集』第四巻4号，第30巻 1号， 1964年， 以降の諸論稿であるが，以下で
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は，本稿のテーマに関連して最もよくまとまっている「アメリカにおける大量生産の

発展J(大塚久雄編『西洋経済史』筑摩書房に所収， 1968年によってのべる。

2) 塩見，上掲書， 303頁

3) 中川，上掲「アメリカにおける大量生産の発展J265~6 頁

3 

中川氏の論稿などによって，アメリカ経済史と大量生産体制とのかかわり

に関心をもっていた私としては，塩見氏の著作を読むさいにも，そうした関

心にひきつけた読みかたをせざるをえなかった。その側面に， もう少したち

いってみたい。

周知のように， 1851年ロンドンでひらかれた第1回万国産業博覧会におい

て，アメリカから出品された工業製品が予想外の反響をひきおこした。マル

クスはエンゲルスに宛てた手紙で rイギリス人は， 産業博覧会では，アメ

リカ人が栄冠を獲得してあらゆる点で自分たちを打ち負かした， ということ

を認めている」と書いた。イギリスは 53年から 54年にかけてこつの工業調

査団をアメリカに派遣した。この調査団が報告書で，アメリカ工業の特徴を

「互換性生産方式 systemof interchangeabilityにもとづく大量生産 mass

productionJに求め，その代表例を銃器工業 smallarms industryにみた

ことはよく知られている。いわゆるアメリカ的生産様式を互換性部品→それ

にもとづく製品の標準化・機械の専門化として特徴づけ，その代表産業をま

ず銃器工業に，ついでミシン，時計工業に，さらに時代を下ると農機具，タ

イプライター，金銭登録機，自転車， 自動車工業などにみるとし、う通説的理

解の源流は， ここにあるといってよい。

アメリカでなぜ「大量生産体制」に集約されるような生産方法が生まれた

かを問題にするとき，その答のなかには，なぜ銃器工業が最初の代表例にな

ったのか，ついで時計， ミシン，農機等々が代表の座に登場したのか一一ーそ

の点でヨーロッパにおける代表・基幹産業の系譜とし、ちじるしく異なるーー

という聞いへの答が同時にふくまれていなければならない。しかもその後者

を問題にする場合には，たとえば銃器工業が，その製造工程と製品の技術工
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学的な特性(互換性・規格化などの要請に最も適合し易い性格をもっといっ

た〉ゆえに代表産業と目されるとしても，だからといって銃器工業が「アメ

リカ的生産様式」の形成を主導した産業であるとはただちに断言できない，

むしろそれはべつの次元の問題でありうる， ことに注意しでかからねばなら

なし、。

アメリカにおいて，かくまで大量生産体制を促進した社会的背景として，

これまで一般に指摘されてきたのは，労働力不足による機械化への刺戟， 1丈

夫で安価な実用的大衆商品」を需要する市場，アメリカ社会の「文化構造」

などであったろう。中川敬一郎氏は，上述のような氏なりの論拠をそれにつけ

加えた。また土屋守章氏は， このような生産方式がアメリカのなかでも特に

東部の機械工業から生成しそこで発展したことを重視して，その理由を大要

つぎのように説明している。①大量生産を強く求めかつ製造機能のみに経営

が専念できる兵器工場で，互換制と専門機械がまず達成され，ついで同地の

機械工業全般にそれが普及したこと，②東部製造工業の作業現場にひろく普

及していた内部請負制度が，新しい機械工業企業家を育てると同時に，同地

方全体の技術水準を高めたこと，③全国的市場圏の形成期をつうじて東部機

械工業には売手市場の時期が長く続き，そのため販売活動よりも製造活動に

経営の重心がかかったこと，などである。

土屋氏の論文は，アメリカ経営管理論の系譜をその社会的背景，時代的要

求との関連で論じたものであって，本稿の主題とはいささか異なるけれど

も， 19世紀の管理問題が「作業現場における生産能率の向上が企業全体の存

亡に最大の影響をもっていたような種類の企業」から生じたこと，そのよう

な種類の企業こそ東部機械工業に典型的に見られることを指摘し， この工業

での互換制・専門工作機による作業の分業の進展→大量生産体制の成立を，

管理論生成の根拠としているのである。もっとも東部機械工業の内容・性格

にかんする土屋氏の論述は，その多くを中川敬一郎氏の研究に負っている。

したがって私の感想も中川氏にたいすると重複するところがあるのだが， ヲ

こで土屋氏の所論に即してあらためて 3点をつけ加えたい。
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1.東部機械工業が産業技術のアメリカン・システムを主導する役割を担

ったことは，アメリカ経済史上，重要な意義ある事実である。しかしなが

ら，その主要因のひとつとして，販売活動の軽視・製造活動への専念， とい

った企業者類型をもちだすこと，また兵器工業における互換制の「成功」に

よって同地方にひろく機械の分業の原則が「確認」せられるようになったと

いった，主体の側の認識力をもちだすことについては，これを首肯しえな

い。よしんば東部機械工業の企業家にそうした側面での進取の性格があった

にしろ，その性格がし、かなる客観条件によって招来せられたのか，そのこと

こそが主要因として考察されなければならなL、。(土屋氏は， 各々の経営管

理論は必ず各時代の客観的条件，現実的要求にもとづいて生まれたものであ

り，その関連をこそ明らかにしなければならないとのべる。同じことが「企

業者精神」やその類型の存在にもいわれなければならないだろう。土屋氏が

もし， I内部請負制」や「売手市場」論によって東部企業家類型の生成の根

拠を示したと考えているのであれば，私見とのちがし、はいっそう大きいとい

わざるをえなL、。〉

2. 土屋氏によるアメリカン・システムの産業技術的規定は，互換制・専

門機械(あるいはそれに基礎づけられた作業工程の「専門化・細分化・客観

化J) という一般論以上にでるものでなL、。 19世紀前半にそうした特質が生

じたとすれば，その後の作業工程の発展とは(氏によればうかかる特質の

いっそうの進展以上のものでなし、。その円、っそうの進展」にともなって，

作業聞の調整が新たな大問題になる。アメリカの経営管理論の発端はそこ

(=作業聞の調整，作業間分業の統合という独自の課題〕にあたえられる， と

いうのが土屋氏の所論の基調をなす。そのことから土屋氏は，たとえばテイ

ラー・システムはそうした調整・統合の課題を主題としたものでなし、から，

経営管理論史の第 1幕の主役にふさわしくないとの評価を下すのである。テ

イラーを科学的管理の父とする通説の当否はともかくとして，土屋氏がそのf

ような通説批判をするためには，作業工程にかんする一般的規定以上のたち

い乃た分析，変化にたいする洞察が不可欠だったはずなのである。塩見氏の
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労作は，まさにその課題にこたえたものといえるであろう。

3.土屋氏が東部機械工業のうちに見出した，万能工作機から専門工作機

へ，作業工程の細分化，作業の客観化，作業間・専門工作機聞の分業体系な

どは，いうまでもなくマルクスが『資本論~ 1巻 13章の中で機械発展の方

向としてのべているものである。その意味では，それはアメリカだけの，ま

たは東部機械工業だけの特徴でなL、。たかだか程度問題にすぎないことにな

ってしまう。

しかしながら，一般に機械および生産工程の発達史には上とはちがう諸側

面もある。作業機の専門化と体系化という側面と区別される，技術工学的な

原理上の諸変革がある。規模の巨大化がある。動力機の出力・制御・動力源

の変革がある。いわゆる装置的労働手段の比重の増大がある。こうした諸側

面を容れて考慮したとき，注目すべきは，アメリカにおける作業工程の発達

が，まさに如上の「専門化・細分化・客観化Jあるいはその「体系化」とい

う側面においてのみ，他国にみられないめざましい成果を示したということ

であろう。 19世紀のアメリカの生産力は，全体としてはなおヨーロッパ先進

国を凌駕しえていなし、。またアメリカにおいても， 19世紀末以降の産業構造

の中核は，鉄鋼業に代表されるいわゆる重工業的なものになりつつあった。

にもかかわらず，機械産業(農機，電機，さらに自動車産業への展開〉に最

も典型的に発現したアメリカ的特質が，アメリカの生産様式を一貫してきわ

だたせた。アメリカン・システムとしてヨーロッパ人を割目させたのは，そ

のようなものであったろう。

したがって解明さるべき根本問題は，一方で、そのように特異ないわばアメ

リカ型の生産力発展の方向づけをもたらした「社会的背景」を明らかにする

ことであり， もう一方でそうした発展方向にとって機械工業が最も適合的な

産業であったこと，あるいはアメリカの機械工業がそうした方向をよく体現

しつつ発展しえたことを，生産工程に即して明らかにすることである。土屋

氏の論稿は，そのいずれの側面をも明確に問題にしえていないように思われ

る。塩見氏の著作は，上の後段をきわめて克明に実証している。その点で，
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アメリカ経済史の研究にとっても大いに役立つ。しかしながら前段にかんす

る問題は，完全に塩見氏の研究の射程外にある。塩見氏にたいしてそれは半

ばないものねだりに属するともいえるが， しかし氏が分析している大量生産

体制の実態がし、かなる歴史的特質をもつものであるかを問題にするとき，そ

の視角はやはり欠かせないように思うのである。その点あとでもう一度のベ

る。

1) マノレクスからエンゲノレスへの手紙。 1851年 10月13日付。 マルクス・エンゲノレス

全集，第27巻 307-8真。

2) 土屋守章「米国経営管理論の生成J(1)， (2)， (3)，東大「経済学論集J31巻4号， 32 

巻 1号， 33巻 1号 (1965-6年〉。とくに当該箇所はその(1)。

3) 同， (1) 49頁。

4) 同， (2)77頁。

5) 同， (2)98頁。

6) 塩見，前掲書第4掌4節，および 179頁の注 141を参照。

アメリカに特徴的な生産力発展をもたらした「社会的背景」を考えるさい

に，重要な示唆をあたえてくれる書物として，ここで s.ギーデイオンの

『機械化の文化史』にふれてみたし、。同書でギーデイオンは，一般にこれまで

産業技術史に登場してきた代表的産業(紡績，鉄鋼，化学，電力，自動車など〉

でなく， むしろ生活の周辺にある雑多な産業の機械化 mechanizationの道

を追求している。そしてまさにこの分野においてこそ，技術の発展はアメリ

カが独壇場であることを実証しているのである。彼の著書を，アメリカン・

システムの特徴は何かという面から読みこむならば，そこにつぎのような要

点が浮かぶであろう。

第 1に生産物の規格化と互換性部品の全般的普及である。この点は上述の

ように誰もが強調しているから，あらためて説明を要しなし、かのごとくであ

るが，ただしギーデイオンはそれを銃器や時計工業から説きおこすのでな

く，むしろアメリカで早くから農具全般が用途別に分化され規格化されてき

た事実を克明にのべている。つまり，アメリカにおける農具・農機生産の規

格化・専門化→大量生産体制への道は，兵器や時計を範として 19世紀後半
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に(全国的市場圏の形成にともなしう突然あらわれたのではなし、。 19世紀

初頭，ごく地域的な市場圏のもとでさえ，鋸，鎌，斧，鋤といった単純な農

具が，用途別に各々数十種への分化・専門化を生んでいた。それは出発点か

ら， ヨーロッパの農具といちじるしく異なっていた。そうじた専門道具の発

展の帰結が，道具の組合せとしての農機(たとえば刈取機〉であったごとを

同書は伝えてくれる。むろん銃器・時計工業などからの継承を否定しきって

もよいというのではなし、。また 19世紀中期に， 中西部を中心に農業の機械

化が爆発的に進行したことも事実である。しかし同時に，アメリカ農民にと

って農業が最初から彼らのいわば「工場」であって，その中での機械発展史

を有するという特質を看過しえないのである。

第 2にギーデイオンが注目するのは， ヨーロッパにおいて手工業技術のい

っそうの精激化・複雑化という発展径路をもっ製品の，アメリカにおし、て対

照的な単純化，そして機械化 mechanization という発展径路である。彼は

その例を 19世紀前半の錠前の製造にとって，詳細に論じている。アメリカ

に発した錠前の原型は， ヨーロッパ的精巧性には及びもつかぬ，むしろ原理

的に古代エジプト錠への回帰を示すものであり，ペンシノレヴェニアの農民た

ちがし、たるところで使っていた素朴な木製錠を金属錠にかえて量産した体の

ものであった。ところがこの錠が，商品経済の発展にもとづく需要増に対応

して， 19世紀中期までにヨーロッパ市場を席捲するにいたるのである。ヨ

ーロッパ先進国がなお手工業技術の精鍛・複雑化を追求していた分野におけ

る，後発アメリカのかかるかたちでの「機械化」は，農具，家具や雑多な生

活用材などにひろくみられた現象である。

第 3にアッセンブリー・ラインの早期採用である。アメリカにおけるアッ

センブリー・ライン採用が，フォード・システムから遠く遡る 19世紀中期

(もっと端緒的には 18世紀末)に製粉工場，精肉工場などにみられること

は，夙に指摘されてきたところであるが， ここであらためて次の 2点に留意

しておきたい。ひとつは，この採用には科学技術上の新しい変革は何もな

く，そのために特許権紛争が頻発したのであるが，にもかかわらずそこには
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顕著な生産性向上があった，そうした性格こそアメリカン・システムを特徴

づけているということであり， もうひとつは，この採用を産業技術史上の系

譜としていうならば，それは機械の専門化・分業→その統合の一方策として

のアッセンブリー・ラインという発展段階とはまったく異なる，むしろ「道

具」時代の「道具の伝送帯による結合・機構化」であることである。その意

味でもアメリカ的特質を示していることである。

第 4にギーデイオンは， I機械化が有機体におよぶ」と表現してい Z。こ

の表現は正確でないが，そこで彼がいし、たいのは，機械的処理に最もなじま

ぬ労働対象である有機物質一一動物や畑作物のように形状や行動が個別に異

なるもの，食物のように発酵過程，噌好などほんらい多様なもの一一一の，そ

の犯しがたい性格へのあくなき挑戦である。食品加工業における画一化・

「標準化」などは，そもそも技術発展史に含めうるものかどうかさえ問題で

ある。しかしそれがアメリカン・システムの一環として含まれることは，否

定じがたい。農機の発展も，工作機一般の発展に較べて，その面での大きな

制約・困難があったことを，ギーデイオンは詳述している。たとえば刈取機

の基本要素や機能は 19世紀初頭のイギリスで知られていたが，それを実用

化しえたのはやはり農場を「工場」としたアメリカであった。また精肉業に

おけるアッセンブリー・ラインの採用は，一見，豚をラインに乗せてつぎつ

ぎ屠殺するだけの単純な発想のように思われるが， これは中西部都市への屠

殺場の一大集中→屠殺場と食肉生産工場とを一つ屋根に統合→屠殺・精肉工

程(豚をとりおさえる，屠殺する，煮沸する，毛をむしる，内臓をとりだ

す，切り分ける，食肉としてととのえる〉の時間・動作研究，工場の組織化

という全体の関連のなかで実現されたものである。これもまた農業そのもの

の「工場」化を一面で反映している。やや逆説的にいえば， どの工程も作業

そのものは手作業を脱することができない分野だからこそ，そこでの大量生

産のための機構化 mechanizationが追求されたのである。

第 5に，ギーデイオンは「機械化が人間環境におよぶ」として，そこでた

とえば「特許家具」に言及している。椅子なら椅子を，人間動作の各要素へ
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の分解の上で再構成し，可動性に応ずるものとする一一背もたれの可動椅

子， ロッキング・チェア，回転椅子，調節自在の寝椅子，折たたみ椅子，列

車の寝台兼用椅子，特殊用途別椅子などー一一， この行程もアメリカの独壇場

であった。 1870年代のアメリカ特許庁のリストは椅子だけで 70の小部門を

もち，各々におびただしい特許製品を記載していた。これは金持ち(必要な

らどのような家具も個別に作らせうる〉の発想でも貧乏人の発想でもない，

すぐれて中産階級的発想だと，彼はのべている。

ほかにギーデイオンは， r機械化が家事におよぶ」との項をもうけて， 家

庭における作業の組織化や動作研究の気風のなかから，調理台のパック化，

皮むき器・ひき肉器・泡たて器・皿洗い機，アイロン，洗濯機，掃除機，扇

風機，冷蔵庫などが生じた系譜をのべている。これまた召使いのいない家事

における「革新」志向の所産だという意味で，中産階級的なものと彼はみて

いる。

ギーデイオンの著書への言及が長くなったが，要するに同書を私なりに読

みこんで痛感するのは， 19世紀アメリカの生産力体系，生産様式に，独立自

営農を主体とする近代的農業社会(ここで近代的農業社会とは近代社会にお

ける農業というにとどまらぬ，農業が工業の下位にたち工業に分解されるの・

みでなく，農業じたいがフやルジョア的社会形成の牽引力として発展しつつあ

るような，そういうアメリカ的特質を合意している〉の特性が濃く反映され

ていることである。

したがって，前にみた従来の所論や通説にたいしてこの点から批評するな

らば，①アメリカン・システムなるものを互換制・標準化・専門化といった

面のみで解し，それが最もよく発現した銃器・時計・農機・ミシン等々の産

業を，順次，こもごもとりあげていくようなやりかたで、は， じつはアメリカ

ン・システムの「社会的背景」はその根底においtとらえられていないので

はないか，②中川氏の， r綿花ー鉄道一都市J(経済成長の主導力〉と「兵器

・時計一農機ータバコ・ミシン・食肉加工・金銭登録機等J(大量生産体制

の主導力〉とを対応させるシェーマも，総じてアメリカ社会生活の全般に浸
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透した「機械化」を単に都市市場の生成によるとみなすにとどまり，アメり

カ社会の歴史的特性を真に把握しえていないのではないか，③アメリカで大

量生産体制を実現した道具や機械の発展径路が，技術工学的にも産業構成上

もひとつの特性をもつこと，それを万能機械→専門機械への分化→その機構

への統括とか，紡績業中心の産業革命→機械による機械の生産への展開とか

いう一般的な系譜だけを基準にして特徴づけるのでは，その特性が十分につ

かめないのではないか，④したがって I大量生産体制」も， 機械発達史上

の進歩としての観点と，それがすぐれてアメリカ的土壌に成育したという観

点との，二面からの考察と評価を必要とするのではないか(ドラッカーの大

量生産体制論も，ある意味では従来のヨーロッパ的規範に沿わないアメリカ

的特質に着眼し，それをアメリカ的特質としてでなく新しい時代の表象とし

てとりあげ資本主義の止揚を説いたという性格をもつであろう)，などとい

うことになる。

すぐれてアメリカ的な，近代的農業社会を母胎として生成した「アメリカ

ン・システム」は， 19-20世紀交，両大戦間期をへて，むろん次第に「工業

的アメリカ」の生産様式に解消されていく。また生産力のアメリカ的特質

は， I世界の中心国アメリカ」の特質として， 世界に伝播される。それにし

ても， 農村的アメリカ， 伝統的アメリカから 20世紀アメリカ社会が継受し

たものは，ふつうに考えられているよりも大きかった。たとえば大河内暁男

氏は，フォーF'・システムについてさえつぎのようにいっている。フォード

が単一種・廉価車の大量生産とし、う経営方針を定めたとき，その念頭にあっ

たのは，農民生活の中で必需品になるべき自動車と L、う構想であった。フォ

ードT型車とは農民車にほかならなかった。フォードに成功をもたらした市

場の構成は，農村に大きな比重がかかっていた。さらにいえば， 1920年代以

降， GMが製品の多様化戦略によってフォードを凌駕した社会的背景は，農

村的アメリカから現代都市社会の状態への移行にこそあった，と。

1) S. Giedion; Mechanization Takes Command. 1948. GK研究所・栄久庵祥二

訳『機械化の文化史~ 1977年，鹿島出版会。
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2) 同上，第N部の「機械化と土」の項。

3) 向上，第E部の「複雑な手工業技術の機械化」の項。

4) 同上，第E部の「アツセンブリ・ラインと科学的管理法」の項。

5) 向上，第N部。

6) 向上，第V部。

7) 向上，第1日目。

8) 大河内暁男『経営構想、力~ 1979年，東大出版会， 54~56 頁， 75頁， 143~152 頁。

なお大河内氏はフォードのかかる構想は，当時の自動卒業界で「生ずるはずのないも

のだった」とさえいうのであるが (145頁)，これはいいすぎであろう。 自動車業界

の生産過程の発展史(塩見氏がのべているような〉からいえば，フォード的構想は一

面で必然、的だったといえる。また私は，農民が直接の購買者だったかどうかだけを重

視しようとは忠、わない。乙の時代のアメリカ社会の「都市化」のなかにみられる，メ

トロポリス，ショッピング・センタ一等々がすでに，伝統的アメリカを継受したすぐ

れてアメリカ的都市化だったからである。

4 

最初にことわったように，塩見氏の著書をはなれてかなりきままな所感を

書きつらねてきたのであるが，ここで塩見氏の労作にたちもどって， しめく

くりをはかりたい。

資本主義下の産業技術あるいは生産過程の展開を「大量生産体制」の発展

の諸段階として把握することの妥当性，有効性と L寸問題を，本書の分析はあ

らためて提起しているように思われる。本書によって「大量生産体制」とい

う用語は，単なる現象模写の域をこえて，科学的・歴史概念としての内実を

身につけたといってよ L、。本書が詳述している，製品の標準化・互換制，専

門的工作機，品種別職場作業組織， ライン・スタップ作業組織，動作の徹底

的合理化，搬送作業機械化，管理組織の独自化など，すなわち作業工程，作

業組織，管理組織を総括する概念として，今日の大量生産体制はあることが，

その発展段階をとおして具体的に解明されたのである。

しかしながら本書によって大量生産体制概念は，現代資本主義論のなか

に揺ぎなく定位したといえるであろうか。私がこの小論で，本書をややはな

れていくつかの業績に言及したのは，その点での疑問がなお残っているから
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にほかならない。

まず，塩見氏がアメリカン・システムーテイラー・システムーフォード・

システムの系譜を論ずるとき，そこに如上のアメリカ的特質がどれだけ想念

されているだろうか。塩見氏はこの系譜を，ほとんど機械工業というものの

作業工程・作業組織の正統の発展史としてのみ，把握しているのではなかろ

うか。

塩見氏は本書執筆にさいして， r機械工業による現代大量生産体制成立史

をより一般的な問題に還元するために，あるいは機械工業の特殊性・独自性

をより強調するために，私は絶えず綿工業と製鉄業を評価の尺度にもってい

た」とのべている。綿工業はし、うまでもなく，イギリス産業革命期に典型的

な工場をつくりだし，またマルクスが資本主義の一般理論を書くさいの表象

を与えた。鉄鋼業は独占資本主義段階の生産システム(重化学工業に独自な

生産システム，あるいは塩見氏らのいわゆる工場結合体〉をつくりだした代

表産業である。これらと対比する視角をもったことによって，塩見氏の機械

工業史は，単に諸産業のうちのひとつたる機械工業へのケース・スタディに

とどまらぬ，むしろ現代資本主義の生産力を構成する二大類型のひとつの生

成を説くことになっている。そのことは一面で、たかく評価さるべきである

が， しかしあらためて産業史と産業技術史における機械工業の位置を考える

ならば，問題は単純ではないといわざるをえない。綿工業や鉄鋼業は，その

生産力，生産機構，産業連関などによって各々の時代の基幹産業と呼ぶにふ

さわしい地位についた。アメリカにおいてさえ，鉄道一鉄鋼業につらなる資

本の運動は，産業構造の根幹を構成し，またそこから支配資本・独占企業を

生みだした。ところが一方でアメリカにおいては，機械工業がアメリカン・

システムの「基幹」産業として，技術的にも社会的にも特殊な重要性を発揮

したといえよう。しかも， もしこのアメリカ機械工業の発達史を機械的労働

手段の発達史一般に即してみるならば， しばしば指摘されるようにそこには

科学技術上の原理的な変革は多くなし、。工作機や動力機，伝動機構の個々の

技術発達は，必ずしもアメリカが最先進国ではないのである。アメリカにお
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ける特徴は，まさにそれを大量生産的なシステムとして編成し，大量生産を

実現したところにある。そのシステムが，狭義の機械工業をこえて産業全般

に浸透したのである。自動車工業の大量生産体制もまた，そうした浸透・波

及の所産といえよう。フォード・システムによって一時代を画する自動車工

業は， 単に 19世紀的な意味での機械工業の系をなすものでなし、。産業じし

んとして質的により高次の性格をもつことが留意されなければならない。そ

れ故にこそ「現代」大量生産体制を代表する産業となっているのである。

アメリカにおける近代的経営管理の形成を，独占企業の成立を根拠として

説く論者がし、る。それに対して塩見氏は，作業機構と管理機構の統合体とし

ての現代大量生産体制は，独占資本主義段階の特質をなすものだが，それを

ただちに個々の独占企業の成立と短絡させるべきではない，むしろ生産過

程・生産構造の時代的特質をふまえた上で，それが独占段階に固有のもので

ある所以を解明しなければならないと考え，そういう実証を意図しているよ

うである。また他方，アメリカにおける近代的経営管理の生成過程に経営組

織論の視点から再評価を試み，テイラー・システムは作業の全体的統合・組

織化に貢献したものでないとの理由で，テイラーを「科学的管理の父」の地

位から下そうとし、う風潮が近年つよまっている(前述した土屋氏の所論もそ

のひとつである〉。塩見氏は， テイラーの著作の辞句からでなくテイラー化

された工場の分析をとおして，それが「体系的管理」の画期をなすものであ

ることを明らかにした。これらはし、ずれも，塩見氏の功績である。しかし塩

見氏は，テイラー・システムが(直接には必ずしも独占企業を代表するので

はなしう機械工業から普及した理由をのべるのに，つまるところ，機械工業

が万能熟練工中心の作業体系から多品種生産のための汎用性をもっ機種別作

業組織への展開を示した，テイラー・システムはまさにそれに適合した管理

方式であった， というにとどまっていると私にはみえる。テイラー・システ

ムが機械工業における画期たるにとどまらぬアメリカにとっての時代の要求

であったこと，第 1次大戦をへてそれが明確にアメリカ独占体にとっての管

理方式・管理機構へと展開・定位する(フォーデイズムとフォード・システ
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ム，あるいはチャンドラーが『経営戦略と組議』で詳述したような大企業管

理体制〉ことなどは， 1社会的背景」たるアメリカ経済全般とのかかわりに，

もっとふみこんではじめて解明しうることではないか。そこまでふみこまな

ければ，たとえば土屋氏のような見解に十分な批判をなしえないのではない

か， と私には思えるのである。

塩見氏による大量生産体制の分析は，その内に現代大量生産体制の矛盾や

限界をどこまで析出または予見しえているであろうか。塩見氏じしんは，氏

が本書でおこなったのは「独占資本主義的生産様式の生産力構造部分に独自

的な内容」の析出であって， 1現段階に独自的な資本主義的生産関係を提示

することは……今後の課題であるJ，そうした今後の研究ではじめてこの生

産力構造の限界や矛盾も明らかにさるべきものである， とかんがえているよ

うである。しかしながら，そもそも作業工程・作業機構・管理機構の統一体

である大量生産体制を，かかる意味での生産力構造と限定しうるものであろ

うか。現代大量生産体制という概念じたいが，帝国主義論を介在させないで

は規定しえないものではないだろうか。帝国主義論の介在というのは，産業

資本主義段階 C~資本論』レベル〉の生産力構造との対比において独占資本

主義段階の生産力構造の特徴をまず析出し，そこから上向して生産様式全体

を叙述するといった意味でない。そのような方法をとるかぎり，アメリカン

・システムーテイラー・システムーフォード・システムー現代大量生産体制

(オートメーション〉といった系は，生産現場の技術と機構の一般的・正統

的発展の側面からしか把えられないであろう。各時代の社会的状況を反映し

た技術そのものの歪みや特性には及びえないであろう。塩見氏じしんもいう

ように，現代大量生産体制は，大量販売・大量消費との連鎖によってなりた

っている概念である。世界人口の 5，6%を占めるにすぎないアメリカが資

源消費の弘，物によっては半分を占めるというような，帝国主義諸関係のな

かでのみ十全に確立した体制で、もある。またそれは，箪産複合体が生みだし

た技術体系，生産体制という意味あいをも含んでいるのである。

ドラッカ{は大量生産体制という用語によって，単に工場内の生産技術の
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構成にとどまらぬ社会組織の原理を表現しようとした。われわれがドラッカ

ーを批判するとき，それはこの用語を工場内の生産技術や生産組織におしも

どすことによってではありえない。その工場の(生産過程の〉現代的特質を

ふまえつつ社会構造を眺望し，また逆に社会構造が生みださざるをえなかっ

たものとしての生産力構造を解明したとき，現代大量生産体制は真に「体制」

概念として，社会科学上の概念として定位するであろう。塩見氏の労作はそ

うした研究のための不可欠の一環をなすものではあるが，求められている現

代大量生産体制論からいって，なお重要な課題を残しているように私には思

われるのである。

1) 塩見，前掲書，はしがき ii~iii 頁。

2) A. D. Chandler， Jr.; Strategy and Structure 1962.三菱経済研究所訳， ~経営

戦略と組織.Jl1967年，実業之日本社。

3) 塩見，前掲書， 309~310頁


