
第 5 章　新興国への波及―インドの地元大工
場の事例

1．なぜインドの大工場を

　ブルーカ ーの ワイトカ ー化が、日本だ

けの特異な現象か、それともこれから 界経済

の発展をになっていく新 国にも及ぶのか、及

ぶとしてどれほどのていどか、こうした問題を

考えたい。それは日本の将来のくらしにまこと

に重大な結果をおよ す。日本のいきる は、

海外日本企業の活動にあろう。 出ではなく、

直接投資であり、そこからの収益の 流である。

それを国内での研究開発の原資に活用できれ

ば、日本の 用とくらしはまだつづくであろう。

に国内と株高、 の視 重視にとどまれば、

人 減はもとより、くらしの長期の は必至

であろう。

　海外日本企業の活動、その業績は、かかって

場の中 の きにあろう。 界のエリート

を海外諸国から く見通しは残念ながら いだ

ろう。 界のエリートは慣れしたしんだ欧米諸

国をえらぶであろう。あるいは、おとろえたり

とはいえ、はるかに高い成長率が見込まれる新

国をえらぶであろう。 界の一流大学を優

な成績で 業したわかものや、一流企業で業績

をあげた経営者が、日本企業を志望する確率は

と しい。たとえばト タ本社の 務にまねて

いた、 米企業のエリートが年月立たないうち

にト タを去って行った。言うまでもなく日産

のゴーンが長いのは、その日本企業を所有して

いるからである１）。さりとて、日本は 然資

にめ まれているわけではない。 によって

わずかな海外の資 の地もすべて 収された。

　のこるは中 の人 であろう。その存在を

拡大しその きを発 させるのは、まさにブ

ルーカ ーの ワイトカ ー化なのだ。した

がって、この傾向が海外の地の中 に づく

かどうか、それが重大なのである。それが海外

日本企業の を し、 いては日本のくら

しを規定しよう。

　これまでの研究、といってもわずかなわたく

しの事例研究によれば、新 国ではタイ、先行

国では の海外日本企業で、ブルーカ ーの

ワイトカ ー化が、部分的ながらたしかに認め

られた（小 2008 ）。そのていどはまだ当時

の日本の大企業にくらべればかなり いけれど。

　他の国はどうか。データはたりないながら、

タイの事例がしめすように東 アジアの国々の

場では、ていどはなお いにしても、その傾

向ないしその はみられそうだ。

　だが、ビル をこえ 方の国々、とりわけ中

近東やアフリカはさっ りわからない。わたく

し自 はアフリカや中近東の事例をたずねたこ

とは残念ながらない。そこまでいかなくとも、

近い国の とつとして、イン をまず考えてみ

たい。 史が るく、かつ新 国として際立っ

てきたからである。

　イン の事例をとりあげるといっても、わた

くしはイン 研究の素人である。この小文はさ

さやかな事例調査報告にすぎない。わたくしは

イン の大小複数の企業事例をたずねたが、い

ずれも 1 回かぎりの 問で、それらのなんらか

の比較を みるのではない。ここで実際にとり

上げる事例は とつにすぎない。 後にそれな

りの研究 積をもつものでもない。にもかかわ

らず、イン についてはまったくの素人が、あ
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えてこの事例をとりあげた理由がないではな

い。

　 場の事例だけは、いくつか ねている。の

ちに げる付記のとおりである。ただし、いず

れも１回かぎりの 問にすぎない。自 課した

ルールによって、１回かぎりの きとりのばあ

いは原則書かないこととしてきた。人生も終わ

りに近くなり、いまその を る。というのは、

わずかな参考文 もあり、またいまやとりあげ

るに値する傾向もみえるにいたった。不充分さ

をかえりみず、ここに記す。

　日本 文 にかぎっても、イン 者や経

営につき 念な研究があり、なかでも見事なの

が清 2003」である。それ以外にも研究は連

とつみかさねられており、 原 1996 、また

清 「1989」をはじめとする一連のすばらしい

研究がある。ただし、これらの文 は 績

者をおもな対象としており、それなりに 念

であっても、あまりに 1990 年代とは すぎる。

　ここではす さま 1990 年代の問題に っ向

からたちむかった清 2003 をみる。 明厳

密な統計分析はいうまでもない。しかもイン

と中国の比較をこころみる。イン はおもに機

産業関係をとり製 業、 機産業、などを観

察する。いずれも複数の企業をとる。

　方法はきまった質問ではあっても、面接して

く質問 調査で、おそらく質問の意味を説明

できる機会があったろう。なお、清 自 は中

国 はもちろん ンズー にも通じる。さらに

連 機関のイン 人のわかい研究者を同行す

る。まことに な方法である。面接調査 え

時間がかかる。したがってその企業の従業員の

ほとんど全員ではなく、数十名ほどをとりだし

て く。

　製 業といっても 業部 というより、機

で にしあげていくところをみる。 産業

などもとりあげる。それもさまざま 者 を

みのがさない。正規の 者もいる。それ

にも く。 と切れない人たち、またそのほ

か、臨時工、請負、もちろん 性 者もみて

いる。企業当たり数十名のサンプルとなる。中

国の企業もあわせ、計 1,700 名ほどのサンプル

となる。それを数量的に 明に分析している。

　これほど見事な研究にもかかわらず、この

リーズの視点、問題意識からいえば、ささやか

な不満がないではない。それは 的にいえば、

務意識に集中しすぎたことである。 者が

事をどのようにおもっているか、それをさ

るのに 念し、どのように 場で 事につき行

動したかは、ほんど見ていない。残念である。

なるほど数量分析主体の方法ならば、 務意識

重視に期待する傾向となろう。だが、 の個々

の 者の 場の 事にかかわる行動の追及

は、ややあやしくなる。 場の変化や問題の処

理をする とが出てきたか。どれほどいるか。

そうしたことは追究しにくい

　なるほど、この 務意識調査はその点にも目

を配っていて、 場内での経 の拡大や、 C
サークルへの移行も いている。だが、どれほ

どの とが、どのように対処していたか、ある

いはいないか、それははっきりしない。それだ

けに残念でならない。

　やむなく、はるかに 度の ちる方式ながら、

場の行動を観察した記録を、わたくしのフィー

ル ノートにもとづき、ここに記しておく。

の

　事例はイン の地 大工場、ゴー レージ

Godre のムンバイ工場である 2）。とり上げた理

由はつぎの 2 つ、主と となろうか。

　主な理由：イン に海外日本企業の 事方式

が通用するかどうか、どれほど通用するか、そ

れを りたかった。 つうは、まえに れたよ

うに、東 アジアまではともかく、イン 以

となると と で、相当日本の方式を変えなく

てはまず無理だろう、というのが通念であった。

わたくしもかつて国連コンサルタントとしてイ

ン の地を数度 み、大小の工場をすくなくと

も 5、6 観察し、そう感じその適用に 念をもっ

たこともある（その見 は付記参照）。ところが、

1998 年のわたくしのフィール ノートによる

と、案外に通用する基 があるかにみえる。そ

れを りたい。

　これまで説明してきたブルーカ ーの ワイ
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トカ ー化仮説が、イン の とつの地 大工

場にも多少は認められるかどうか、それをみた

い。 ばえていどか、それとも不充分にせよ、

あるていどのものか、あるいは将来の発展をう

かがわせるものか。それをさ りたい。それに

地 企業であるから、それも近代イン 工業発

の地 え、他の地 企業にも及ぶ可能性があ

るかどうか、それを調べるのに 合がよい。し

かもムンバイはイン 近代工場発 の地、そこ

をみる意義はありそうだ。かりに 及があると

しても、わずかなていどでであろうか。それと

も、見通しは案外にわるくないのか。

　もっとも、いまではスズ にかぎらず、すく

なくない日本企業がイン に進出し、しかもそ

れなりに業績をあげている。その点からすれば、

この文章の視角はやや時期 れのテー かにみ

える。しかし、通用の の基 、そのさしあた

りの限界、そうした 味が必要だろう。な な

ら、管見のかぎりではこれまでの多くの見解で

は皮相的にすぎ、とうてい充分明らかにされた、

とはいえないからである。なおこの事例の 問

時点は 1998 年であって、日本企業の進出はせ

い いスズ などごく少数にすぎなかった。あ

るいは数社が進出しながら、のち撤 していた。

たとえばト タは 1983 年進出しながら、94 年

に撤 した（その後かなりたってからまた進出

したが）。

　 の理由：このイン の事例の 場環境、そ

こに 接する 者の生活環境のよさ、である。

それと一般民 との格差である。しかも、それ

と 場の 者たちの きぶりとの、一見

な「ずれ」である。その当時のイン の一般状

況からすれば「すばらしい」としかいいようの

ない生活環境、 場環境にもかかわらず、それ

と 場の るんだ規 とのかい離である。その

「ずれ」が強く 象にのこっている。工場の 、

広大な社 の ャン スはうつくしい。整然と

区画整理され、 かである。

　わたくしはおもに国連コンサルタントとし

て、あるいは他の機会を利用して、1970 年代、

80 年代、90 年代、それなりに少なくないイン

の工場をみた。大企業、中小企業をとわずみ

てきた。この事例がイン の工場をみたはじめ

ではない。だが、これほど整った、 と にい

ろどられた工場、かつての初期の日本 公団

さながらの社 、その中の企業付属の小学

（あるいは中学 もあるか。この企業が高 も

もっていたことはたしかでも、この ャン ス

ではないようだ）、こうした をみたことが

ない。

の

　ところはムンバイ（ ンベイ）の 部か

ら で 30 分ほどの内 部か。ムンバイはもと

もとはいくつかの で、それを めたてて

部をつくったという。したがって、中 部は広

くなく、工場 はしだいに内 部に移る。ゴー

レージの工場をめざしての 中、その会社付

属の小学 の前を っくりとおりすぎる。1950
年代の日本の の小学 よりははるかに大き

く、運動場も整備されていた。日本ならまず地

方中 市の つうの小学 か。従業員の子 が

通うのだ。ち うど運動会があり、まさに日本

の地方 市の小学 の運動会と似た光 が展開

されていた。

　社 はまるで初期の日本 公団 の中

で、 と の間は空き地が ったりととっ

てあった。それまで見てきたイン の や の

とはまるでちがった。わたくしは国連コン

サルタントとして、イン の つうの の家、

しい家、 会の中上 の家など、さまざまを

な をみてきた。家の内のなかもはいった。

国連の名があると、わりとどこにもいけたのだ。

なにか国連からの贈り があろうか、との期待

であろうか。それにくらべ、この社 団地はか

けはなれて立 だった。もちろん 利 生もな

かなかなものであった。

　ちなみに、わたくしは 1970 年代名古 の国

連事務所の ートタイムコンサルタント時代以

来、アジアの土地をみるとき、まずその土地の

小学 のたたずまいに注目してきた。 とり

とりに 、 子があるかどうか、 に子供た

ちの作 がかざってあるかどうか、それはクレ

ンなどをつかっているか、などであった。

　たとえば、1970 年代のフィリッ ンの 地、

ンダナ の中 地ダバ から で 1 時間余も
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入った の小学 はすばらしかった。 前昭和

期の日本の の小学 そのものであった。手入

れのよい 、子供一人一人の 、 子、そし

てクレ ンを使った図画が にはられてい

た。その には、わたくしたち国連一行（といっ

ても日本人 3 人、フィリ ン政 スタッフ 2 人

の計 5 人）の 問はその日 えれられてなかっ

た。日常の がみられたとおもう。

　同時代、タイの 境の 市ウ ン ャタニ

（バンコックから東へ で 10 時間余の終点の

）から、さらに で 1 時間ほど入った の小

学 は、 ももちろんあり、 子もあった

が、生 の図画などの作 はかざられていな

かった。

　その国の首 の、えらばれた とたちが通う、

いわば ウウイン ウのような小学 を見た

のでは、あまり役にたたない。その国の人 の

大半をしめる地方の の小学 こそ、その国の

民度を る。そう考えていた。当時のフィリ

ンはすばらしかった。小学 の 員家 からそ

の国の No.1 大学で首 をとおした、 ルコス

大統 の時代であった。残念ながら の後半の

治 は不評であったが。

　このイン の企業付属小学 問の予定はな

く、 っくりと通り過ぎるにとどまったが、イ

ン の 市や でみた小学 とはまるで違っ

た。東 アジア諸国の の小学 ともまったく

違う概観、 囲 がみてとれた。

　ところが 場の規 は、どうみても、よいと

はいえなかった。工場の はイン としては

上等の部類に属しよう。だが、欠 率 20％で

あった。明治前期の日本であろうか。といって

当時のイン の基準からすれば、むしろ つう

なのかもしれない。しかし、うつくしい 、

工場環境にはとてもそ わなかった。 イン作

業中にものを み べるのは、しばしばであっ

た。この 規 とのかい離も、またつよく

象にのこった。

　この たつのきわだった対照の えに、この

事例をとりあげる。

　この事例の特徴を るには、そこを ねたい

きさつを しておかなければなるまい。この年、

わたくしは国際交流基金 Japan foundation の 事

で、イン の ンベイ、ニ ーデリーなど数か所、

バング デッ のダッカ、スリ ンカのコロ

ン など、各所で日本についての学術 会の

し手に依頼されていた。こうした 事はわた

くしにとってははじめてではなく、その際わた

くしはいつでもささやかな条件をだす。できた

らその土地の地 工場の見学をたのむのだ。

　その際、業 の 望もだしておく。このとき

の アジア 問では、その国の外 獲得企業を

みたい、という条件をだしていた。それはかな

えられた。概して 製工場である。といって、

手工業ではなく、はなはだ大規模な工場である。

当時 アジアはでは外 獲得産業として 製工

場がさかんであった。ニ ーデリー、バング

デッ のダッカなどであった。それぞれ数百

人規模、ときに 人規模を超える 製工場をみ

た。 中のごみごみした地区のなかに案外に大

きな工場もあれば、整備された工業団地内の大

規模な工場もあった。製 の売り先というか発

注者は、米の大スー ー ー ットであった。

、 ャ など、まさに 1 ル製 の目

押しであった。そのことは国連地 開発セン

ターの 文報告には少し書いた。だが日本文で

は書いていない。

　ムンバイでは、 製工場ではなく、ゴー レー

ジ工場につれていかれた。あっせんした機関は

日本総 事 かジェトロでも、選定はイン 当

であろう。当地のイン 産業担当 がほこる、

代表的な大工場なのであろう。それでこれほど

社 、工場の ャン スが整備されたところ

を推 したのであろう。むろん 出もなにほど

か、おこなっていた。なお、ムンバイはイン

近代工業 発 の地で、日本の東 より 10
数年早く、大規模な 績工場が発足していた。

タタ財 の工場である。

観 の

　このゴー レージ工場はタタ財 ではない。

タタほどの大財 ではない。中 財 とみなさ

れている。 前や金 の製造からはじまった。

社史によっれば、 るく古代のイン 人の
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統の再 をおもい、かつてと違い近代の工作機

を存分に使って国産 を造ろうとの り え

の発足、と記されている。くわしくは、この会

社案内の時に ろう。その工場の 問は、 の

9時半から1時ごろまでで、さっと概観してのち、

量産と非量産の たつの 場をじっくりとみる

ことができた。なるべく数すくない 場をやや

時間をかけてみせてもらうよう、まえもって頼

んであった。その頼みに忠実な対応であった。

　先方は、おそらくは日本総 事 からの情報

によってか、当方の経 をよく 知していた。

たぶんスタンフォー 大学ビジネススクールで

えていた、という経 が効いたのであろう。

また人事 務の 家ということを、充分 い

ていたのであろう。当方の 望どおりのところ

を見せてくれた。

　そして 場 問のあとで、その工場の人事

務担当 30 名ほどをあつめ、わたくしの短い感

想のあと、1 時間余立て続けの質疑応答があっ

た。それがおもしろい。その内容はあとで記そ

う。その質疑応答から、この「優良」工場です

ら当面せざるをえない 場の み、問題をいわ

ばやまほど具体的に い知ることができた。

　 に帰って後、 近くの大きな本 でこ

の会社の 史 2 本をみつけ購入できたのはさ

いわいであった。公 されたばかりの本、

aran ia 1997 、2 巻である。日本に帰ってか

らではなかなか手に入れにくい本であろう。そ

れがわたくしの きとりの主要な補足である。

　ほかにイン 経済の本も買い入れた。あとは、

管見するイン のわずかな統計、関連文書を参

照するにすぎない。もとより、わたくしはイン

ではない。にもかかわらずあえて文章を

のこしておこうとおもうのは、 場までおりた

観察記録は、他にあまりなさそうだ、というに

とどまらない。海外日本企業が アジアでのび

るかどうか、その基 をみた、そのおもいがあっ

たからである。

2．見るべき点

の

　 場を観察する視点を説明しておかねばなら

ない。それには当時イン での日本企業の 事

方式についての文 をみなければなるまい。そ

うした文 の 矢として、バスカー・ ャター

ジー、 田訳「イン での日本式経営　 ル

とスズ の成 」（ ャタージー、 田訳「1993」）
を することはできない。

　 ャタージーの本は、当時のスズ の実績を

あつかう。それはよいのだが、まことに既成観

念にとっ りとそまった 的な日本方式の理

解にとどまる。ありていにいえば、 ーウ の

「セ リー Z」（Ouchi、 田訳 1981 ）をその

まま日本式とおもいこんでいる。表面の形だけ

のものの重視にとどまっている。

　第一、表面的な平等主義である。トイレ、制

、 に上下の区別なし、 やあいさつの

重視など形式的なことを強調する。第二、下か

ら意見をいう機会のあることをいう。これは本

来重要なのだが、その本では 議制や、せい

い提案制度、 C にとどまる。第三、「部 間」

のローテー ン、部 間の ームワークを重

視し、 技術を軽視する。第四、待 はまさ

に 的な「年 金」、エスカレーター式の

昇進とみる。それこそ初期の日本人自 による

日本企業観そのもの、というほかない。

　こうした理解につき立ち入っていちいち 味

しない。さしあたり 3 点を記しておく。

　（1 ）形式上の平等主義は、かなりイン 人

者にうけいれられている、という。かれ

は「 ル 」すなわちスズ との合 企業、

その各 におよぶ 33 人の従業員の面接結

果（面接といってもきまった質問への回答

のようだ）からもみちびく。そして、それ

はスズ にかぎらず、日本企業が資本参加

しているイン 企業でも、すくなからず

及している、という。おそらくは、これま

でのイン 企業の階 性をよわめること

に、すくなくない効果があったか。

　（2 ） C、提案制度は、それほどではないけ

れど、あるていど受けいれられている。

　（3 ）だが、 の技能形成の面はあやしい。

かれによれば「部 間ローテー ン」は

ほとんど実施されていない、という。面接

結果もそれをうらづける。ただし、かれが
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この言 でなにを意味したかは判然としな

い。 ワ イ ト カ ー な ら、a．「 能

function 間の移動（ たとえば人事から営

業への移動などをいう）」か、それと b．「
能内の移動」たとえば経理分 のなかで工

場と本社間の移動などかは、はっきりしな

い。あるいはブルーカ ーなら a．「 場

間の移動」か。それとも b．「 場内の移動」

つまり 場内の持ち場間の移動か、それが

わからない。前後の文 から a．を意味す

ると、おもわれる。a と b とでは技能形成

上の意味がまるで違う。日本でも a ははる

かに例外的なことなのだ。この点はまこと

に重要であり、また日本でも誤解が多いの

で、つぎの小 で解説しておく。

の ー ー

　いうまでもなく、日本の既成観念は、 ワイ

トカ ーの場合、 能間移動を意味することが

多い、とみる。経理から、人事、あるいは営業

などである。そして ネ リスト人 をつくる、

それが通念であった。ただし、それは大 ワ

イトカ ーが将来のエリートとして、まだごく

少数であった 前期など古い時代の である。

その下に多数の中等 育 （いまの高 ）が

とつのの 能に 化していた。しかも、既

成観念にはなんの実証上の 拠もなかった。

後、学制改 によって大 が 増したのちで

は、 能内に ャリアが収まる人が、大半であっ

た。ただし、 念な実証研究、それも国際比較

が出現するのは 1990 年代であった。

　それによれば、部 間移動といっても、 能

内にとどまる。たとえば、経理であれば、管理

会計分 のなかで、事業本部内のさまざまな工

場担当を経 する。関連の い製 の原価管

理を担当する。あるいは財務会計分 への異動

にとどまる。まず経理をでない（日本 研究

機構 1997 、また本 リーズ第 3 章）。

　それも大 機メーカーをとれば、原子力なら

原子力、家 なら家 の 内にとどまる。そう

でないと の技能がいかせないからである。

の原価管理はその製 の製造工程を知らなくて

は、とてもできないからである（くわしくは小

、 2002」1、5 章参照）。経理でも事業

本部内の異動にほ かぎられる。そうでないと、

の技能、たとえば原価管理ならば、標準原価

と実際のコストのかい離の原因分析ができな

い。製造過程がそれぞれ大いに異なるからだ。

それでは有効な次期の標準原価の設定もあやし

い。あまり関連のない部 への異動は、将来企

業全体をし って立つトップ 補者、というご

く一部にみられるにすぎない。その選別はもう

すこしあとから時間をかけておこなわれる。

　ましてブルーカ ーのローテー ンは、ま

ず 場内である。 とつの 場に、たとえば

15 ほどの持ち場 務がある、とする。その

15 の 務すべてとはかぎらないが、おもな

務をほとんど経 するように 場内で移動する

のである。定期的な移動もあれば、やや不定期

的な移動もある。それこそが生産 場ならば、

まさに効率を高める技能形成なのだ。 場内で

やや ろい範囲を経 すれば、生産の 組みを

知りやすい。 組みの知識があればこそ、おも

わ 場の問題の原因推理、処理ができる。

　しかも、えらばれた一部のものは、さらに広

く移動する。といっても、せい い両となりの

場に移動するにすぎない。両となりとはまこ

とに関連が く、それまで修得した技術も使え

るのみならず、生産のながれ、そのしくみを

するによい。その知識を応用してブルーカ

ーでも、なかば予期しない問題がおこったと

きに、その処理にのりだす。その問題がな お

こったか、その原因の究明にものりだすのであ

る。それが格段に高い 力をうみだす。

　そうであれば、まずなによりもみるべきは、

ことブルーカ ーであれば、 場内の移動がど

れほどあるか、そこであろう。それをおもに

とつの生産 場について いた。半日余の時間

では、 ワイトカ ーにまで手が回らなかった。

もう とつの 場は一 理生産で、持ち場の

変更なしに 事は多様となる。ローテー ン

の有無は指標にならない。

　ほかにみるべき点としてブルーカ ーの 金

に定期昇 があるかどうか。つまり多少 ワイ

トカ ーの傾向をとり入れているかどうか、査

定があるかなどもみたい。しかし きとりはこ
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の点におよばず、不充分ながら他の文 を参照

し、少しでも りたい。できたら 使関係を一

したい。

3．会社案内

　とはいえ、イン は日本の人々の知識では

い。ゴー レージといっても、さっ りわかる

まい。せめて「タタ」財 どまりであろうか。

そこでやや ながら、この会社の 史を―と

いってもあさくしか知らないが―おもにそのと

き当地の書 で買い求めた aran ia 1998 2
巻によってみる。著者は会社の広報部長であり、

社史であろう。会社に不利な情報はあまり書か

れないだろう。あと他の文 の情報を多少追加

したにすぎない。

　まず一見したところ、 たつの特徴がめだつ。

第一、古い民営企業である。1897 年から連

と ンベイでつづいている。それはイン でも

例外ではない。かのタタもそうである。たんに

ネルーの国営企業中 政策、いわ る社会主義

化の例外にとどまらない。 念な数値は知らな

いが、結構民営企業がのこっていた。

　第二、はなはだ広範囲の、一見無 な製

がある。まず 前からはじまった。 金

へとつづく。それはそれで連続性がある。だが

す さま 製造も手掛ける。また鋼 製の事

務機 類、また家 用の鋼 製の棚なども手が

ける。のみならず、タイプ イター、 機と

ならぶ。

　1990 年代末書かれた 2 本 aran ia 1997
によれば、製 はつぎのよう されている

（ ol.1、Appendix A）。まず主要工場、すなわち

ここでとりあげるムンバイ近 の工場の製

は、1．事務設備部 ： ャビネット製造など。

2． 前部 、3．手動タイプ イター部 、4．
フィス・ ートメイ ン部 と称する 動

タイプ イター製造、5．工作機 部 と称して、

プレス機の製作、またプ ス ック 出機製造。

6．工具製造部 として 出成 機用金 、ま

たプレス用の金 製造である。この 出成 機

用の金 製造 場をわたくしは観察した。7．

密機 部 と称し、家具用備 （ステール製

の収 棚）の製造、8． 流関連部 としてフォー

クリフトの製造にわかれる。

　ほかにさまざまな事業所があるが、ここでは

工場と 蔵 製造部 を追加しておくにと

どめる。わたくしがみた 場の とつは、この

蔵 部 の組立 場であった。この 蔵 部

は、形のうえでは GE との提 、つまり GE
からの中古の生産 インの導入で、別会社とさ

れていたが、場所は とちがい、まさにうえ

で言及した主要工場の一部となっていた。いわ

ばなんでも なのである。

　タタと違い、 鋼、 力、自動 製造など重

工業をもたない。またイン 工業の最初の主要

産業、 績部 ももっていない。その点では

タタこそが、まさに であろう。それとは

一味ちがった、中 財 なのである。財 とは

家 が 代事実上所有していることをいうよう

だ。形はいまやさまざまな他国の企業と提 し

ており多様だが、まさに一家、といっても数代

もたてば家 が ーナーとみてよい（Sudipt 
Dutta 1997 ）。

　この製 の多様性の理由の とつは、創業者

アルダ ール Ardeshir の志にあろう 3）。かれは

古代イン の 人の技を しみ、その復活を志

したというのだ。大 のイン 前 人のすば

らしい を、近代の機 でさらに して再現

しようとした。 もそうであった。古代イン

の の、はるかに進んだ再生であった。

性の をつくりだしたのである。

　その志のもとは、国産 製造であった。これ

を ンジーは「スワデ 主義」（国産 用また

それによる反 抗 ）という。スワデ 主義こ

そが、 ンジーに かく共 した創業者の志で

あった。 知のように、 ンジーは 護士とし

て アフリカでながく活動したのち、 ンベイ

を拠点にした。

　なお、このゴー レージ一家は、イン の人々

の主流、 ンズー ではない。その点では

ンジーとは異なる。イ ンの土地からイン の

ンベイに移り んだ ル ー 、つまり
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であった。その点では、タタと共通する 4）。

そのことが、 ンズーのカースト制度と無 の

方式をとることを可能としたかにみえる。

　この事例すなわちゴー レージのいわば社史

である aran ia 1997 の 2 本によれば、そ

の初期から、とりわけ 2 代目をついだその の

ときより、 についで従業員を大切にする、

という社 をつくった。それをくりかえし る。

財団をつくって に 与する、という つう

の活動にとどまらない。それも だが、それ

以上に、従業員の 、子 の学 、それも小

学 、中学 、高 におよぶ。そして、さきに

れた工場と社 のいわば、 市がある。

すでに 1948 年イン 独立早々に、この地を選

んで工場 市をつくってきた。

　この考えがどこからきたのか、それがはっき

りしない。 aran ia の 2 本でも明記されていな

い。むしろリーダーの個人的な考えであるかの

ように記す。スワデ 主義に由来した面もあろ

う。あるいは ル ー 関係によるのかもわか

らない。 ル ー のタタも に のよう

だ。それにしても ンベイ地区でも出 の企業

であるが えに、わたくしを案内したのであろ

う。イン 大企業一般のレベルをはるかに超え

ている。その点は確かであろう。わたくしもす

くなくないイン の地 企業の 場をみている。

　従業員を大切にするという点は、 組合を

みとめることでもある、と aran ia 1997 は

いう。ただし、ここで 組合とは、政治家や

業的な組合運動家の支配する 組合ではな

く、この企業の従業員の組合をいう。それを、

aran ia 1997 は強調する。もっとも、この

点は記述があいまいで、 しいことはわからな

い。ただ 1970 年代初期、はげしいスト イ 、

ロックアウト、 動にちかい 動があったこと

は書かれている。だが、その後の 組合の現

状はあまり れていない。この 動のことはあ

とで れる。

　ただ、 場 問の 中、たまたま組合の委員

長に出会い され短い立ち をかわした。ま

た 場で個々の 者に いた から、この事

例の 組合の発言はかなりなものらしいこと

が推察された。

　1990 年代、全イン ではわずか 2 の組織

率ながら、 組合自 は相当な発言をしてい

るようであった。もっとも、その点は、わたく

しは立ち入ってなんら調べてなく、せい いこ

の事例の 1970 年初期のはげしい 議、ま

た、 議についての政 統計をのちにみるにと

どまる。

4．職場内のローテーション

　 場をみる視点は、 場内移動の慣行にある。

それにはまず 場の組織を知る必要がある。

蔵 部 は正規社員が 650 人、ほかに臨時

者 temporary wor ers が 200 300 人いる。そ

の非正規者の 事は、もとのフィール ノート

がはっきりしないのだが、同じ人が常時出 し

ているのではないようだ。欠 者の代わりをす

るプール（グループ）の役割らしい。そしてそ

の非正規 者から正規 者に昇格する、と

いうのが つうの のようだ。米 ストンの

者組合の慣行に似ている（小 1977 p．
35. 注、3 参照）。

　例によって最末 の組織をみたい。組立 イ

ンは 3つにわかれる。この日は 3 イン計 87名、

正規 者はそれぞれ 20 名、40 名、10 名から

なる。ほかに欠 者の補充の「臨時 者」が

いる。それで計 87 名となる。

　うち 20 名の インをみる。そこは 蔵 に

コンプレッサー（空 圧縮機）を組みつけ配線

していく。ただし 問時、なにか設備上のト

ブルがあって イン作業はとまっていた。その

ため、配線作業の具体的な態様をみていない。

とはいえ、ごく つうの の高さのコンベア

インがあり、そこでくりかえし作業をする、あ

りきたりの組立 インにみえた。もともと GE
の古い インを導入したのだ。

　 インがとまっているので、わたくしが ね

ると、 者たちは からか、どっと集ま

り、さいわい を く時間がたっ りあって、

長からではなく、 者たちから 々にいろ
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いろ くことができた。なお、 は でも充

分通じた。イン の当時の一般的な い学 で

は、と疑問におもわれるかもしれないけれど、

この事例の正規 者の学 はまず 12 年、中

年以上で 10 年という。当時のイン 民 で

は学 の高い方で、イン なまりの でよく

してくれた。

　 場内の持ち場はほ 20 たらず、数人に

いたのだが、正規 者ならばほとんどの持ち

場をこなすことができる、という。ほ 毎日持

ち場のローテイ ンがあるから、というので

ある。さらに同じく組立 場の 3 つの生産 イ

ン間の応 もある、という。つまり、イン の

者は とつの 事しかしない、短期にはき

まった自分の 事しかしない、という当時の日

本の通念とはまったく異なるのである。

　のみならず、 場間の移動もないわけではな

いらしい。この日はめずらしくほとんど全員正

規 者であり、うち とりにその 事経 ＝

ャリアを いた。それがノートにのこってい

る。かれは、まず臨時 者（何年経 したか

は きもらした）、のち正社員になり、コンプ

レッサー組立に 2 年、のちこの配線 場にきて

5 年という。つまり関連の い 場間の移動が

ないではない。ただし、それがごく一般的な傾

向かどうかは いていない。

　たての ャリアを く。臨時 者からの昇

格が つうであることは、さきに記した。臨時

者はほ 欠 対応であるようだ。そうして

正規の空きがあると昇格していく。その昇格の

手続きは いていない。

　なお、 ワイトカ ーの移動は基本的には

能内で、このごろ 能をこえた移動がすこしみ

られるようになった、という。

の

　では監 者への昇格はどうか。下からの昇格

か、それとも 場の一般 者よりなにか上位

の資格や学 の持ち主にかぎられるのかどう

か。日本国内の 場ではいうまでもなく下から

なのだが、他の国はそうとはかぎらない。その

点は 1970、80 年代、東 アジアの地 場で

は重要な観察事項であった（小 1994 第7章）。

　この 場はグループリーダーがいる。そのグ

ループリーダーが下からの昇格かどうかは い

ていない。ただし 87 名の「掛」のリーダー、

監 者につき いた。2 直制で監 者 supervisor
が 2 人いる。 とりは BE すなわち大 の技術

者、もう とりはブルーカ ーからだが、 間

の通信 育で学位をとり、昇格した。つまり、

なんらかの資格を必要としている。その点では

当時のほかの東 アジアの 場とやや共通する

か（小 1994 第 7 章 2）。ただし、この監

者は、部下の人数からみて 長というより係

長というべきだろう。したがって、この点はな

お不 としておくほかない。

　製 の 類を く。大きさの別が 2、3 ある。

そして日々の生産 数がきまっている。それは

上限で、 組合との協定できまっている、と

者たちはいう。 組合の発言が結構うか

がわれた。古 的な 用確保の手法というべき

であろう。

　「工具 tool room」とよばれる 場に案内さ

れた。この事業所でもっとも技能の高く るべ

き 場として案内したのであろう。プ ス ッ

ク 出成 の金 製造、またプレスの金 製造

場である。そこではこの日 13 人のブルーカ

ーが 13 余の工作機 を操作していた。13
余の内訳は、10 の CNC フ イス 、3-4
の 用工作機 である。

　こうしたいわば一 理の 場では、 場内

のローテー ンは指標にならない。同じ持ち

場でいろいろな 事をこなすことができるから

である。ここでは、いわば NC 機 もある、と

の の場として案内されたのであろう。

　その場合の質問の要点は、 フトをだれがつ

くっているか、I 技術者がつくるにせよ機

工自 が修正しているか、などとなる。残念な

がらこの の点は いていない。当方の技能

不足で、ここでとくに注目すべき観察結果はえ

られなかった。それでも NC 機 担当者が 用

工作機 を必要に応じて用いることはわかっ

た。まったくの 1 だけの担当とはかぎらない

のである。
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5．賃金

の ルー ー か

　 金についても、わずかに くことができた。

ただ、なにを くかにつき、日本のいわ る年

金という、あまりの既成観念のあやしさの

えに、一言しておく。といって、そのあやし

さの責任は、ほとんど日本人研究者たちにある。

日本のいわ る「年 金」とは、初任 に年々

の定期昇 がつみあがっていく。その定期昇

は査定つきである。それが日本に特殊、という

のである。だが、査定つき定期昇 は、 ワイ

トカ ーであれば、 欧や米でもごく一般的で

ある。わたくしの知るかぎり査定つきである。

どうして日本特殊といえるのであろうか（小

2015 第 1 章、参照）。

　なるほど、日本企業はブルーカ ーでもいわ

る正社員ならば、査定つき定期昇 がある。

その査定額つまり個々人の定期昇 額は、おも

に社内資格による。同じ年 、 続でも、はや

く上位の資格に昇格、昇進すれば、定期昇 額

は多くなる。また、同じ社内資格でも、いわ

る 務成績により個人の定期昇 額が大きくな

る。まことに 的な 界が、 欧や米の ワ

イトカ ーのように広がっている。米のブルー

カ ーは査定がまずない。ましてや 組合が

あるばあい、ほとんど 続できまる。いわ る

厳密な先任権 strict seniority である。そして、　

先任権は日本の 場にはみられない。

　その目でイン の 場をみると、どうか。

ワイトカ ー 場に査定つき定期昇 があるの

はまず当然として、ブルーカ ーにもあるかど

うか。 金を人事に いたのだが、あまり具体

的なことはわからなかった。ただ査定があり、

す には 金に反映しないが、昇格の時にはも

のをいう、とのことであった。また、ブルーカ

ーでも、おなじ 務についていても定期昇

がある、という。一 の範囲 とおもわれた。

さきの「昇格」とはうえの範囲 に移るばあい

をいうらしい。ただし、その範囲 の大きさ、

重複度は不 である。以上の はブルーカ ー

のばあいであり、 ワイトカ ーのサ リーは

まったく いていない。

　イン のスズ などをみた ャタージ「2005」
によれば、ブルーカ ーにも査定があるようだ。

ただし、具体的な記述、運用の説明はまったく

見当たらない。イン の地 企業もをみた文

としては、管見のかぎりでは、かなり時点が違

うが、 田、 1960 がもっとも多く事例

をあげている。まことに 重である。ただし、

時点がこのゴー レージの事例観察の 40 年ま

えであること、 金表やサ リー表を記してあ

るのはまことに立 だが、その運用がかならず

しも説明されていない。それでも大いに参照す

べきと考える。

　この文 は、イン 企業（もちろん地 企業）

の 金表を 4 事例、サ リー表を 2 事例 げて

いる。たいした 事である。わたくし自 がイ

ン の事例を最初に回ったのは、その 10 数年

後、1970 年代であった。それも 場まわりは

あさく、やや立ち入ってみたのは 1980 年代で

あった。しかもこれほどの 金表をあつめてい

ない。それどころか、もっ ら 場内の経 の

広狭すなわちローテー ンの有無に注意を集

中して、 金には注意をおこたった。

　ここでは、 田、 1969 がもっともく

わしく記している事例、ブルーカ ー、 ワイ

トカ ー各 2 事例をとりあげる。ただし、運用

など、まして昇格の実際などはほとんど記され

ていない。不 のことは多いが、当時としては

見るべき業績といわねばならない。

の ルー ー

　クル 鋼の事例である（ 田、 1960
p．271）。企業規模など、わからないことは多い。

それでも 金表はつぎのように記されている。

ただし、スペースの 約、およびわたくし自

の指標を書き込むために、一部を省いた。

　ブルーカ ーを不熟 、半熟 、熟 にわけ

る。そこまでは の慣行にならっている。だが、

それぞれをさらに grade にわける。不熟 でも

A、B の たつの grade、半熟 は C、D、E の

3 つ、熟 にいたってはは F から P まで 11 に

わける。それぞれのgradeのなかは範囲 であっ

て、singe　rate ではない。それぞれの grade 内

の 率はどのク スも 11 の 率がある。その
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部分は略した。その範囲 の上限と下限のみ記

した。その幅の大きさはわたくしが追加した。

　1960 年代の のブルーカ ー 金とくらべ

てみる。まず範囲 という点で、 のブルーカ

ー 金とは 然と異なる。しかもその幅

range はかなり大きい。 ワイトカ ーをみて

も、1960 年代の米の cler レベルの 20 30
ていどよりはるかに大きい。不熟 の grade　
A で 53 、B で 59 、半熟 でも 49 や 85 、

熟 でも 78 や 63 である。この大きさは、米

の ワイトカ ーのイグ ンプト なみ、ない

し、むしろやや大きい。まして、かりに のよ

うに不熟 から半熟 に昇格する慣行があると

しよう。不熟 A の下限を 100 とすれば半熟

の上限は 2 をこえる。 ではとうていみら

れない上昇となろう。

　もし grade 間の昇格がまったくなくとも、

金の上がり方としては、1970 年代初期の 欧

のブルーカ ーの上がり方をはるかにこえる。

こうした範囲 をみると、日本ではす さま極

度の 金 えの、生活 金と見るのが通念で

あろう。だが、難点がある。レベルのはるかに

高い熟 工の方が、大きな上がり方である。も

しもうえの grade への昇格がないにしても、相

当な上昇である。もしもいわれるごとく極度の

金としても、 育の 及がまだそれほどで

はない時代である。 育が 及すれば、生活費

の上昇カーブは子供の学 の上昇とともに、

にあがっていく。だが、まだそのレベルに達

していなかった。 金による説明はむつかし

い。

　表 5 2 はもう とつのブルーカ ーの 金

表である。業 、規模などはわからない。この

表のイン ブルーカ ー基本 の方式も、けっ

して単一 率 single rate ではない。範囲 だが、

ほ 米の exempt の範囲 にちかい。不熟

表 5 － 1　インド鉄鋼ブルーカラーの賃金表
―基本

ns illed Semi-s illed S illed
Grade A B C　　・・E F　・・・P
範囲 の下限 1,16 1.22 1.28 1.44 1.62 4.00
範囲 の上限 1.78 1.84 1.91 2.37 2.56 6.50
範囲 の大きさ（上限／下限 100）（％） 53 59 49 85 78 63
注：
1）金額の単位はル ーと イサである。1Rupee 100Paisa
2） これは基本 のみで、ほかにさまざまな手当類とくに 価手当が大きく、これでレベルを測っては

あやうい。しかし、 金の基本方式をみるには充分であろう。
出所： 田、 「1960」p．262

表 5 － 2　ブルーカラーの例 2―ボンベイビンブリ町の A 工場
下限 上限 幅の大きさ（％） 重複度（％）

ighly s illed 3,00 4.31 43
s illed 1 2.50 3.37 35 20
S illed 2 2,12 3.00 41 18
Semi-s illed 1 1.75 2.62 50
Semi-s illed 2 1.37 2.25 64 28

ns illed 1.00 1.44 44 37
注： 重複度の算出方法は米 統計 方式（B S）にしたがう。（直近上位の下限―直近

下位の下限）／直近下位の下限。数値が小さいほど、重複度が大きい。
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者でも同様である。そして直近上位の範囲

との重複度もけっして小さくない。それでも

米 ワイトカ ーよりはわずかに少ないか。

　以上 たつの例にすぎないが、そうじて、

のブルーカ ーの 金とは大きく異なってい

る。けっして 欧ブルーカ ー ではない。は

るかに米の ワイトカ ーのサ リー方式に大

似ている。

か

　残るは査定の有無である。 田、 1960
はそれをほ 否定する。だが、つぎの たつの

理由から、査定の可能性がある、とみられる。

　第一、はるか後代ではあるが、イン 地 大

企業のブルーカ ーには査定がある。ゴー

レージの事例では、数値や 金表という第一次

資 はなんら得られなかったが、 し手はそう

明言した。

　第二、この表 5 2 のイン の昇 方式の表

し方は、 の ワイトカ ーに っているかに

みえる。たとえば、1960 年代 の新 の求人

広告では 100…5…130…などという書き方を

とっていた。初任 100 ン 、そのあと最

年 5 ン 昇 の意味で、そのばあい、査定に

より上積みがある。この方式をイン は、 ワ

イトカ ーだけではなくて、ブルーカ ーも

している。

　その際、 の ワイトカ ーでは「査定あり」

がむしろ つうにおもえた。統計は知らないけ

れど、 で ねた事例ではそうであった。それ

ならば、中間の数値、5 や 8 は、最 の昇 額

ということか。その先に表示されている基本

額までは昇 を保 する、ということのように

みえる。イン の 金表もその解釈の可能性が

あり、それを正規ブルーカ ーにまで適用して

いるのかもしれない。もしそうなら、こと 金

については、 ワイトカ ー化の一 が 1960 年

ごろすでにみられることになる。実態はなお不

のままのこされる。ただ とつたしかなこと

は、イン のブルーカ ーの 金の方式が、当

時の のブルーカ ーとはかなり異なることで

ある。

　もっとも 金は ワイトカ ー化の一 にす

ぎず、 事の工 こそその である。それが

どれほどみられるかまではわからない。

ーのサ ー

　タタ財 に属する大企業の「月 」の数値が

わずながら られている。表 5 3 である。

　

表 5 － 3　インド大企業のサラリー表　その１

ル ー
幅の大きさ
（％）

Supervisor 110 200 82

Chargeman 150 500
（3grades を一括）

333

出所： 田、 1960

　説明はまったくないけれども、supervisor と
はほ 日本の 長ク スか。あるいはもうすこ

し上かもしれない。Chargeman の 位について

は不 である。もちろん説明も一切ない。

　なお業 も規模も不 だけれど、 ワイトカ

ーのサ リー表をかなり記している事例が

げられている。うち理解しやすい をとりだ

して記す。表 5 4 である。

　まず省いた点をすこし記しておきたい。

O cer は A から D まである。うち B と C には

さらに senior があり、結 7grade となる。た

だし、それぞれがどんな 務についているかの

説明はまったくなく、ここでは中 を 点を

あてるために O cer C と D、 Engineer も A、B
をとった。じつはそれぞれに senior がある。そ

れを省いて記した。Cler はすべての grade、A、

B、C、D を記した。主 は中 をみたいた

めである。

　分からないことは山ほどある。たとえば

o cer C がどんな 事につているのか。した

がってどのような技能を要請されるのかもわか

らない。O cer D から昇格の可能性がどれほ

どあるのか。ただ、米の ワイトカ ーと対比

すると、つぎのことがいえよう。

　第一、おなじ grade の cler ですら、その下

限から上限までの上昇率は、米の exempt をこ

える。engineer でも大きな上昇率で、米の

exempt の上昇率をこえる。
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　第二、その昇 の方式は査定つきかどうか、

説明がない。なかに EB とあるが、これも 学

にしてわからない。おそらくは査定ないし個人

差があることをしめすか。

　第三、grade の数も、米大企業や日本大企業

と大差ない。

　第四、それならば、米なり 欧の ワイトカ

ーのサ リーの上がり方よりやや大きいにし

ても、異質とまではいえまい。

　これを前に げたブルーカ ーの表、その上

がり方をも勘案すると、すくなくとも 金やサ

リーの上がり方での、ブルーカ ーの ワイ

トカ ー化が、多少ともうかがわれよう。ただ

し、それを 場の行動、技能の形成に生かして

いるかどうか。さきに 場内のローテー ン

をみた。しかも、問題や変化への対応は いて

いない。つまり、あさい きとりで のとこ

ろがわからない。しかも、 単にブルーカ ー

の ワイトカ ー化の方向へ推理をすすめるわ

けにはいかない。それを げる事情が、つぎつ

ぎとでてくる。それを以下みていきたい。

6. 人事労務担当者の質問

　 たつの 場を中 にざっと工場をみたあ

と、3、40 人もの人事 務担当者との が用

意されていた。もちろんわたくしが 望したの

ではない。わたくしは きとりのばあい、先方

の事情をきちんと くために、つねに小人数の

答え手、できたら問題をよく知る とりを む。

上 が同 しては 慮があり、複数でもたがい

に 慮して、思うところを言ってくれない。

　ただし、こうした機会は先方がわたくしの経

を知って意見を きたい、ということで関係

者をあつめたのであろう。その旨をつげられた

とき、わたくしは まなかった。むしろ 場の

問題を くよい機会とおもった。実際は、その

予想をはるかにうわまわった。

　はじめ、短い時間、 場のローテー ンの

実施などを指摘し、それなりにほめた。ところ

が、それにつづく質問の は、それに一切 れ

ず、まさに 場の規 問題にあつまるのであっ

た。 場のローテー ンが、技能形成にどの

ような意義があるか、その 場の 者の反応、

反対ないし 成、その理由、その 進手段など

を きたいのだが、その がない。それほど

は 場の規 問題に終始した。つまり技能の向

上にはそれほど関 がないらしい。

　それは反抗とか、欠 などではなかった。現

代日本の 場からすれば、まったく予想しな

かった、もっと原始的な規 問題であった。欠

への対策はさきに記した。欠 代替要員がた

くさん用意されている。

　では原始的な規 問題とはなにか。ものを

みながら、あるいは べながら作業する、とい

うことだった。それを日本の 場でどのように

対処しているか、そういう質問であった。そう

した質問の連続であった。その底には、効率を

重んじる量産 場ほど、効率の イナスが大き

くなる。いかにしてそれを止めさせるか、とい

う問題であった 5）。

表 5 － 4 －インド大企業のサラリー表、その２
上昇率（％）

O cer C 350 ・・25 ・・500 ・・EB ・・650 86
O cer D 200 ・・15 ・・275 　・EB ・・20 ・・・.375 88
Engineer A 150 ・・15 ・・225 ・・EB ・・25 ・・30 ・・500 333
Engineer B 100 ・・12・5 ・・EB ・・15 ・・225 ・・EB ・・25 ・・350 350
Cler  A 170 ・・10 ・・200 ・・EB ・・12.5 ・・250 ・15 ・・280 165
Cler  B 130 ・・10 ・・EB ・・12.5 ・・225 173
Cler  C 80 ・・5 ・・7.5 ・・130 ・・EB ・・10 ・・180 180
Cler  D 60 ・・EB ・・5 ・・100・（略）・150 250
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　一 したのち、そうした問題はわたくし

が現代日本の 場をみたかぎりでは、みたこと

がない。さしあたりそう答えた。つづく質問は、

ではどのようにしてそうなったか、という質問

である。産業化の初期にはあったかもしれない

が、1950 年代以降日本の 場をみているもの

としては、みたことがない、と答えるほかなかっ

た。こころの底には、おそらく、かつてそうし

たことが当然にあったとおもうけれど、どうし

て消えたか、そのデータはない。わたくしはそ

の質問に直裁に答えることができなかった。

　そのほかの質問もすべて 規 問題なので

ある。本来わたくしの きたかった技能形成上

の問題は、残念ながらまったく けなかった。

その時間がなかった。それも無理ないか、とあ

とでおもった。人事 務係はまさにこうした規

問題の対応がおもな任務であろうから。 場

の 長はまた別で、 場の能率を考え、その技

能形成を考えよう。そうでなければ、ローテー

ンがおこなわれるがない。だが、質問者は

人事 務担当係員であった。

7．労使関係

の

　こう書いていくと、工場や社 、 利 生の

よさと規 の の ャップが ってくる。そ

して、そうした規 問題をつつむ 使関係を知

りたくなる。いったい 使関係は、工場や社

の今日のよさにすっ りと包みこまれているい

るのか。それとも人事 務担当者たちの質疑に

あらわれた、 場の 規 の をあらわし

て、実は 定的ではないのか。そうした疑問が

当然生じる。それに 中で出会った 組合委

員長との短い会 、また一日の生産 数の

組合による制限など、 組合の発言の小さく

ないことをどう解すべきか。いったい 使関係

は一 して平和であったのか。それても しい

時期もあったのか。イン の大企業一般の 使

関係とくらべ、例外的なのか、それともごく一

般的なのか。

　社史によれば、けっして平和的であったわけ

ではない。はげしいスト イ 、いや殺人にも

およぶ経営者への もあった。とりわけ

1970 年代前半にははげしいスト イ 、ロッ

クアウト、経営者の 殺にまでおよぶ 議が

あった。その後もスト イ がなくなったわけ

ではない。社史は 1章をさいてその経 を記す。

イン の 組合史を知らず、社史の一方的な

記述ではあるけれど、もっ らそれによって記

す。このゴー レージが従業員を大切にしてき

たことは、くりかえし書いてきた。それでも、

議のあらしをさけることはできなかった。

　社史では、いつ 組合がこの事例でできた

かは、はきっきりしない。 とまず時期の記入

があるのは、1956 年、この会社のグループの

工場であった。ただし、それは「スタッフ」

の組織 association であるが、イン の 組合

の全国組織 IN C Indian National rade nion 
Congress に加 した。ここで「スタッフ」とは、

説明はないけれど、ほ ワイトカ ーとおも

われる。他方、設立時期の明記はないけれど、

もともと he Association of Engineering or er
という組合がこの会社にあった、との記述もあ

る。これもおなじく IN C に加 した。この

方はおそらくはブルーカ ーの組合で、かの

の機 工組合をなぞったのかもしれない。こち

らが多分より古い 史をもっているだろう。

　ところが 1959 年には、共産 の組織が多

数をしめるようになった、と社史は記す。独立

後は社会主義を標 する時代であり、多くの国

にみられた傾向であった。その傾向をこの企業

もま かれなかった。それまでこの企業の従業

員はこの企業の共済組合に加入していたが、そ

れから し、その共産主義 統の組合に加入

するものが えた。

　そこで 組合間の主導権 いがおきる。い

ま ま で 多 数 を し め て き た Association of 
Engineering or ers を共産 が乗っとろうとし

た。そのこまかい経 ははぶく。社史が 述し

ている。かいつまんでいえば、 ２ ３年 進

が主導権をとろうと、しだいに しい活動に

のりだす。ながいスト イ と会社側のロック

アウトがつづく。とりわけ工場のみならず社

団地の交通 断にまでおよぶ。 などの

の社 への配達が える。こうしたことから
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人々が 進 から離れる。その結果、ごく小さ

い少数 に ちた 進 は、ついに ーナーの

自 を い 殺におよぶ。政 が 裁にはいり、

それでも 進 は 裁裁定をおくらす 術をと

る。

　こうしたはげしい 議がイン の大企業では

つうなのか、それともゴー レージが例外で

あったのかどうか。その点を判断する知識はな

い。だが、のちに げるイン のはなはだしい

損失日数からみて、とうてい例外のように

はおもわれない。

　結 、 者は企業レベルの 組合をつく

り、しだいに多数をしめる。産業別なり、外か

らの指導者をこばんだのである。こうしてこの

はげしい 議はおわったかにみえた。

　だが、企業別組合になってもスト イ はな

くならない。 ーナスや 手当をめ って、

スト イ はたびたび こる。とくに 1982 年

99 日のスト イ 、会社のロックアウトがあっ

た。

　社史はこの後の 議を記していない。たぶん

無くなったのではあるまい。ただ、会社の業績

がしっかりしないと従業員のくらしも上がらな

いことを、 者が 感した、と社史は記す。

　そして、いわ るカイ ン活動や すな

わち 質への 者の関 をたかめる動きを強

調する。ただし、その具体的な内容はわからな

い。せい い に 者とスタッフとの差が

なくなり、いっし になったことを述べるのみ

である。それはかのイン のスズ での実 と

一 相通じるものがある。「セ リー Z」の形

式的な部分がていどの差はあれ、1990 年代末、

この事例でもささやかながら実施されたらし

い。そうじて工場環境、社 環境の整備との

ャップがすこし縮小した、ということができ

よう。それがイン の大企業一般にどれほど

及したかはわからない。

の

　このゴー レージの 使関係がイン 大企業

で例外的か一般的か。それをみるため、政 の

議統計を参照する。もっともここで用い

る資 は I O の国際 経済統計年鑑である。

これは各国政 の資 をほ そのまま記載す

る。多くの国が 関係では 議統計を早

くからつくっている。表 5 5 は 用 者数

1,000 人あたりの 損失日数をしめす。

　 議統計は国によって集計対象の 議の定義

が に異なる。件数などで比較してはまこと

にあぶない。参加人数が少ないばあいや継続日

数が短いばあいは、計上しない国がすくなくな

い。だが、 損失日数をとれば、そうした差

異の影響は無視できるほど小さくなり、大過な

い傾向を できよう。イン の傾向を知るた

めに、他の国との比較をかかげた。

表 5 － 5　 労働損失日数―雇用労働者1000人あたり、
国際比較、1990 年代

国
用

者数
損失

日数

用 者
人あたり

損失日
数

人 日 1 日 2

イン 26,353 19,478 　　739
日本 48,350 96.0 2

22,287 114.9 5
米 109,971 5,014.2 46

19,469 520.0 27
独 24,962 104.7 4
スウエーデン 4,035 287.3 7
国 11,287 1,501.7 137

注：
1 ） 1：1990、93、94、95、96、97 各年の平均
をとる。 議は年によって変動が大きい国も
あり、それで 90 年代の数年の平均をとった。

2 ） 2：どうしても大まかな数値となるので、
小数点以下を 4 5 入した。
出所：I O「国際 経済統計年鑑」各年

　問題は、分 の 用 者数にある。 議の

しさを国際比較するには、 用 者数の差

などを消して、なるべくおなじ 用人数あたり

に換算する必要がある。たとえば 1,000 人あた

り 用 者数などでわらねばならない。とこ

ろが、イン については他国の統計にくらべ、
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その 用 者数が過小に げられ、その結果、

損失日数が過大に算出されているようだ。

というのは、「 用 者数」が「公共部 」

と「規模 10 人以上の非 業民間事業所」の

用 者とされている。他方、いわ る先進国

は日本でいえば、国勢調査かあるは 力調査

によっている。うえのイン の限定よりはるか

に広い。イン はかなりの過小評価とおもわれ

る。つまりスト イ が過大に算出されている。

　その過大さを 知したうえでも、表はイン

の 使関係がけっして やかなものではないこ

とを示す。 議がかなり多いことを否定できま

い。イン はこの 1990 年代、けっして 使関

係の やかな国ではなかった。かなりはげしい

スト イ があった、といえよう。そうしたイ

ン の一般的な 使関係のなかで、またこの事

例はのちにみるように 1970 年代かなりはげし

い 使 があったなかで、この事例は従業員

を 重し、 利 生に力をつくし、せめて 場

内のローテー ンまではこぎつけた。そのう

えの発展がみられたかどうか、そこまでは残念

ながら確かめていない。

　ただ、ブルーカ ーの ワイトカ ー化の可

能性があることだけは、みられたのではないだ

ろうか。査定の有無や定期昇 のブルーカらー

への適用、なによりも 場内のローテー ン

がそれを支持しよう。

　このブルーカ ーの ワトカ ー化の基

を、その国の 使関係の大多数を わないと効

果がない、とみるまでもあるまい。日本の経

に徴しても、せい い 3 分の 1 ていどでよかろ

う。それがその国の生産力の主要部分をしめれ

ば、それでよい。

　ただし ーナー ップの問題がのこる。そこ

から生じるさまざまな問題、かりに 場がはげ

もうと、結 は ーナーの ところにはいる、

という 者側のうけとり方の問題はのこる。

それをどう 和するか。ゴー レージの 政

策はその とつかもしれない。 今の びはそ

の多少の成果をしめすのかもしれない。

付記：
　のこりすくない日々を送っている 人として

の感 を、この章に付記しておく。 残りの

フィール ノートがある。2 類ある。

　 とつは一回かぎりの 問の である。 行

記ではない。工場や 行、量販 など、さまざ

まな国の 場や企業での きとりなのだ。さい

わい国内外のさまざまな機関から研究会などで

報告に われ、あちこちの国を ねることがで

きた。その際、できることなら条件ないし 望

を とつつける。その地の地 工場 問をあっ

せんしてもらうのである。いそいそと工場なり、

場をたずね、いろいろ見 し質問した。

　もちろん 1 回かぎりの 問にすぎない。一回

かぎりの 問は、例外もあるけれど、概して書

かなかった。1 回 いただけでは確認のしよう

がなく、どうしてもあいまいさがすくなからず

残るからである。その一回かぎりの きとり

ノートの とつを、今回はあえて活用した。

い先短い を考慮した。

　他は、複数回 ねたが、ときに 残りのフィー

ル ノートがある。しっかりと いた。ただし、

その事例の公 記述を他の調査メンバーが担当

したばあいなどである。わたくしが調査 ーム

のリーダーであったとき、しばしばそうであっ

た。そうでないと、調査 ームのメンバーは育

たない。もちろん自分なりの調査ノートは手

にのこしてある。もちろん各メンバーの調査

ノートは ーム全員に交換するようつよく要請

した。わたくしのノートもメンバーのもとにあ

るいは残っているだろう。それでも、なんとな

く が残る。この 2 類の調査ノートにもとづ

く文章を、わたくしに残された長くもない日々

に多少とも書いておきたい。

　くりかえすが、いうまでもなくイン につい

ては、わたくしは素人である。イン はもちろ

ん アジアの研究者ではまったくない。それな

のに、な イン を書くのか。その個人的な感

を説明しておきたい。

　1970 年代、80 年代、そして 90 年代末と 3 回

イン を ねている。たんなる数日の 行では

ない。すくなくとも 2―3 間をこえる であっ

た。 テルでの も少なく、まずしい大学の

ストハウスなどであった。 とり用のせまい
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ベッ に 帳がつってある。その 帳のそとか

ら の をうけるのである。大学の ストハ

ウスといっても、 と がついているだけ

なのだ。もともとイン に関 があったわけで

はない。わたくしは日本の 経済 、その

対照分 はおもに米 独など、いわ る先進国

であった。そしてそれらの国の工場はそれなり

に ねていた。それなのにな イン か。

　たまたま 1970 年、名古 に移った。その前

めていた法政が しい学生運動であり、しかも

わたくしは で入 し、 めを 1 年 んだ。

そのす 後であった。それを配慮して先 員

が比較的学生運動のおだやかな名古 大学を

してくださった。ありがたいことであった。

　 任早々、なんの もなかったが、 たつの

ートタイム 事をたのまれた。 とつは、当

時名古 にあった米国務省アメリカンセンター

の非常 の 事、他は、おそらくいまも名古

にある正規の国連機関「国連地 開発センター」

のコンサルタントの 事である。前者は通訳を

したり、ときどきまわってくる米のえらいさん

の議論相手などをつとめた。ここでは関係がな

く、これ以上 れない。

　後者はあとで思えば、なかなかの大 事で

あった。名古 大学に 任早々、当時名古 の

国連地 開発センターのリーダー、 長

がわたくしの研究 をたずね、 後明るいう

ちから くなるまで、 々とさとすように う

のであった。税金で 育を受けたものは、社会

に する義務がある。 は国立大学で 育を

受けた。そのお返しをしなければならない、と。

たしかに、そのころ国立大学、とくに東京大は

実質的に費用がすくなくてすんだ。 も大勢は

いることができ、 費がやすく、月 は月 1
ル、 費（ 費以外）もわずか 1 ルであった。

なお長 さんは 制一高の最後のク スで、そ

の考えはまさに国士の趣きがあった。といって、

士 ではまったくなく、まことに された

士であり、見事な を すだけでなく、達

意の 文を書いた。

　それで国連センター「コンサルタント」の ー

トタイム 務をうけたのであった。はじめはま

さに OJ であった。早 、イン の極 地

の調査に出向いた。1970 年代である。それは

国連の basic needs 調査の一環である。Basic 
needs とは、人が生きていくうえで欠かすこと

ができない最 条件はなにか、それが かされ

る極 状況かどうかを判定する調査なのであ

る。その調査の実施 ームは、それぞれの国の

研究者たちで、わたくしは形のうえではその「指

導」、実際は相 相手であった。イン 中部の

イ ール近くの極 地 、フィリ ンの

ンダナ ダバ から自動 で 1 時間くらい

入った 、タイのカン ジアの国境近く人

5 の 、ウ ン ャタニからやはり で

入った がフィール であった。

　なによりも、おどろいたのは、イン の極

であった。家のなかに、なにもないのである。

さいわい が らないので、せめても、しのげ

るのだろうが、それぞれの家は―これを「家」

と呼んでよいのであろうか―半地下で、 の

で上部を支え、わらをかぶせるのみであった。

とりわけ 象にのこったのは、その家具 の

しさである。まずデコ コな 面 が たつ

ある。その とつは をためる。他は き用

のなべなのだ。ほかに家具はほとんどない。

るものはいま ているものしかない。さいわい

は いので、 えばす にかわくし、それ

でもつのだろう。 の 、 戸は に とつし

かない。それも い 戸である。そこから を

くみあげるのは、 の少 たちの 事であった。

　もちろん、学 らしきものはない。 も

も 子もない。こともたちは地べたにすわり、

地面に を書いたりするのであった。すこしく

らしのよい では、 、 もいたが、いずれも

日本からすれば極度にやせていた。というより、

日本が 用のため太らせすぎていたのであろ

う。 しい 々をまわった。1970 年代初めの

時期である。その のイン の極 の を る

と、 がながくなる。

　さらに 1980 年ごろ、おなじく名古 の国連

地 開発センターからの依頼で、イン の別の

地をまわった。おもに 部の クノウ地区、人

150 ほどの人 の 市である。そこの中小

企業団地をまわった。近 の もまわった。さ

らに、イン ネ アの古 ジ クジャカルタの
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地 企業、大企業も中小企業もまわった。 統

の染 バテイクの 場をみて、まるで の

場のように感じた。 統の もあれば、 新な

もある。それを って作業していた。そして

事ごとの分業もこまかく、それこそ で

あった。これらのことは、短いながら 文報告

で書いた。日本文ではその一部を書いているに

すぎない（小 1994 pp．185 193）。
　そうした 残りのフィール ノートをもとに

この文章を書いた。

注：
1）日産のゴーンなど外資 企業が経営権をに

ぎっているばあいは、もとろん非日本人社長

が出現するのはむしろ当然であろう。日本企

業が外国人経営者をまねいて成 した例はと

しいようだ。

2）3）イン の言 の発 には基礎知識がない。

このGodre やArdesir については、カナ書きの

日本 文 もあり、それにしたがったまでで

ある。だが、他はあやしい。とくに長 か短

かは、まったく見当がつかない。それをお断り

しておく。

4）タタ財 の近時の 単な概観は、日経2016 年

5 月27 日 の記事がつたえている。ただし

鋼中 の情報だが、 ンダ、タイなどの外

国での製 所の業績の悪化をしめしている。

ただし、タタのイン 国内製 所は企業内で

は最大で、よく機能しているようだ。イン 国

内ではどのような 事方式をとっているの

か、 や ンダなどではどのような方式を

とっているのか、知りたいところだが、 場ま

でおりた研究を にして知らない。それ

えにこそ、ゴ レージの 場までおりた状況

を垣間見た意義があろう。

5）それは2 初 のイン 績 者の

「規 」を思い こさせた。 事をとる時間、

をとる時間は 者側に られていた。

の古 的な調査報告書にもとづく 原

1996 、たとえば、pp．330 1 の記述によれ

ば、いわばインフォー ルな フト ステム

であるかに見えた、という。代理人中 の 用

ステムの表れか。ただし、1990 年代のゴー

レージ工場には、その ステムではなかっ

たとおもわれる。
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