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ネ

的とした︒けれども︑一八八六年の大会に提出されたヘンリー
も

バードを卒業して弁護士になることであった︒悪性の眼疾のた

ところで︑フレドリック・W・テイラーの若い日の夢は︑ハー

ならなかったのである︒

た抵抗に逢着して︑労働力の集約的な利用方法が考えられねば

後の実業界の要請があった︒労働階級の漸次強くなりつつあっ

かざるをえなかった︒協会を支える社会的背景には︑産業革命

ヤ

テイラーシステム導入の原因

テイラー・システムは︑フレドリック・W・テイラーとその
は一九世紀の末から二〇世紀初めにかけて︑アメリカの産業界

見習ったのち︑一八七八年︑フィラデルフィアのミドヴェイル

ポソプ工場の徒弟として四年間︑木型工および機械工の仕事を

めにその夢を断念しなければならなかったテイラーは︑小さな
アメリカ機械技師協会︾ヨ①ー

泣o碧ω09①受oh﹈≦①畠蝉づざ巴国昌σq冒Φ①冨が設立され︑初め

すなわち︑ 一八八〇年には︑

を捲巻した管理運動の結実として生れた︒

一派のひとびとによって樹立された経営管理方式である︒それ

ヘ

・タウンの論文﹁経済家としての技師﹂を契機として︑協会の

結びにかえて

鋳物工のストライキ

ウォ

岡

子

﹁工学および機械構成にかんする技術および科学の振興﹂を目

L

仕事は︑工場管理の技術にかんする研究・検討へと変わってゆ

序

抵抗の底にあるもの

三 二 一

序
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製鋼会社に入社した︒二二才のときである註︒
﹁目を使う職業を選ぶのはいけ

テイラーは一八七四年にハーバードの入学試験に合格し

いる︒街に出たテイラーには﹁罷業破り﹂i■雷げと罵言が飛び︑

かれの子には石が投げられた︒

だが︑上級管理者のテイラーにたいする支持とかれの天性の
れている︵ユ︶︒

資質が︑この三年間の闘争をかれの勝利に帰せしめた︑といわ

た︒しかし︑その眼疾は︑

註
ない﹂との医者の忠此口によって︑かれの将来への夢を砕い

働者自身︑経営における労働組合の存在意義をみとめていなか

だが︑そこで成就された労資協同の態勢が︑労

た︒もしこの眼疾がなかったなら︑かれの将来の進路は大

ミドヴェイルにおける一八九〇年までの在任期間においてか

った基盤の上に成りたっていたことは︑明白な事実である︵2︶︒

きく変わっていたであろう︒ところで︑ミドヴェイル製鋼
会社は︑当時︑従業員約四〇〇人︑五〜六棟の荒廃した工

た︒

当時︑機械技師協会では︑怠業の原因を出来高払制度の

れの組織的怠業排除への試みはその原因を探ることから始まっ

場建物ではあったが︑社長ウィリアム・セラーズのもとに
一九一頁参照︒

技術的に優秀な従業員が集められていたといわれる︒小林

因は賃率の決定そのものにひそむことを確信した︒賃率ぱ︑従

態様にあるのだと目していた︒かれはそれに反対して︑その原

靖雄﹁科学的管理と労働﹂

はじめかれは︑木型工および機械工として働き︑その後︑機

来の﹁推測的方法﹂σq器器ミ︒時に代位すべき科学的方法で決

械工場の時間記録と作業監視の書記となり︑そこで工場を掩う

賃率決定の基礎とし

定されなければならぬ︒

そのためには︑

て︑労働者の一日の公平な作業量11課業が決定されていなけれ

の事実を発見した︒そ

れは出来高制を採っていたこの工場において︑労働者たちが可

ばならない︒

﹁組織的怠業﹂°︒畜8ヨ毬oωo一︹＝巽冒σq

能だと思われる作業量の三分の一位しか働いていない︑という
の排除に乗りだす︒後年︑ ﹁科学的管理﹂ω9Φ口叶B︒ヨ弩pσq？

属切削作業にたいする時間研究が試みられた︒課業決定のため

一八八四年には︑鍛冶工場で一六吋旋盤による金

事実であった︒旋盤職長になった後にかれは︑この組織的怠業

には︑時間と動作の分析が必須であった︒

ヱつの出来高給制度﹂﹀℃冨o①︑園鎮①ω誘5ヨ

柱として︑テイラー・システムの構造の原型があった︒

である︒ここには︑要素的賃率決定部と差別的出来高払制度を

出された︒

イルで実施した一〇年間にわたる管理方策をまとめた論文が提

一八九五年の機械技師協会のデトロイト大会には︑︑ミドヴェ

日①艮と名づけられた管理方式への道は︑これを端緒として始
かれの組織的怠業排除の試みは︑三年間にわたって労働者た

ま︐ったのである︒

﹁他人と絶えず争わねばならないような

ちの反抗をまきおこした︒それはテイラー自身にとっても惨め
なたたかいであった︒

生活は生きるに値いしない﹂と︑のちにかれは当時を回顧して

テイラー・システムとウォータータウソ砲兵工廠事件

一八九〇年にミドヴェイルを退社したテイラーは︑八年間︑

て︑労働者から管理者への︑あるいは労働から資本への﹁熟練

させるために考案された職能的職長制度と指図表制度をつうじ

﹁成功にたいする高い支給

の差別的賃金支払制度をつうじて︑個々の労働者の苦汗的労働

と失敗にたいする損失﹂という．原則は︑課業の達成をめぐって

の移転﹂が必然であった︒さらに︑

顧問技師として各会社の工場管理の顧問をつとめるが︑一八九
八年︑ベスレエム製鋼会社に招かれ︑そこでの研究と実践をふま
﹁工場管理論﹂ω﹃︒喝

そこにおいてテイラー・システム

えて︑ 一九〇三年のサラトガ大会に︑

を強制した︒なぜなら︑一日の公平な作業量としての課業の決

竃蝉轟σq①ヨ①馨を提出する︒
の管理体系は整えられ︑ ﹁技術としての管理﹂ 旨碧帥σqΦB①葺

したがってテイ

経営の場に置かれ客観的な機能を果すと

が理想とされたからである︒

定は︑一流の労働者によってのみ遂行できるような困難なも
ラー・システムが︑

のであること︑

器餌卯耳の樹立が提唱される︒﹁このような管理は雇主と労働
者の双方に満足をあたえ︑最善の利益が両者に共通であること
﹁労働者の要求である高い賃金と雇主の要

を明らかにし︑両者を完全な協同にみちびくものでなければな

き︑テイラーの主観的な意図がどうあろうとも︑労働者と労働
階級の抵抗をひぎおこすことは必然であった︒
﹁東部鉄道賃率事件﹂を契機としてテイラー・システムが科

らない︒﹂ だから︑

学的管理の名のもとに広く知られるようになったとき︑

まる︒

屋﹂の活動とあいまってテイラー・システムの普及の歴史が始

求である低い労務費の両立が管理の基礎であり︑このような条
件を維持する原則を明らかにし︑管理制度の改善のための処法

それは労働者にたいする課業の設定と課業の効果的な実施の

﹁能率

を指示﹂することが目的とされた︵3︶︒

ための方策を中心として織りなされていた︒みずからの管理制

者階級の闘争の歴史でもあった﹂︵5︶︒このようにして︑ボスト

日︑鋳物工のストライキとして顕在化した︒ストライキは一週

システム導入の排撃運動がおこる︒それは一九一一年八月一一

ン西郊八哩のウォータータウン砲兵工廠において︑テイラー・

﹁科学的管理普及の歴史は︑同時にそれにたいする労働

度を﹁課業管理﹂鐙︒︒犀B鶴冨σQ①日①暮として名づけていたかれ

問題︑そしてそれから生ずる組織的怠業と生産性の低下という

雇主と労働者の利害の対立とそこから起因する賃率切り下げの

に政府をして一九一五年に︑時間研究とプレミアム・システム

間でおさまったが︑労働者と組合の持続的な抵抗運動は︑つい

゜にあっては︵4︶︑ すべては課業に賭けられていた︒なぜなら︑

ある︒

問題は︑すべてその原因が課業の欠如に求められていたからで

究を主な仕事とする計画部の設置︑労働者に課業を確実に達成

だが課業管理実施のための諸方策ー課業決定ないし時間研

ての適用禁止という措置をとらしめたのであった︒ウォーター

の陸海軍工廠への適用禁止︑さらに一七年には全官業にわたっ

｝
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タウン砲兵工廠事件は︑一砲兵工廠に端を発したとはいえ︑その

波及してゆくところは世の耳目をそばだたせるものがあった︒
だがこの﹁科学的管理排撃運動が労働者階級の闘争の集中的表
現であった﹂︵6︶と評されるほどには︑この事件の内実は明ら
かにされていない︒それは何故に︑いかにして生じたのか︒ど
のような諸状況がそこに存在したのか︒
それは﹁ある日︑突如として一労働者の反対を導火線として

がかれらをそのような行動に衝りたてた﹂のか︒このような解

反対運動へ展開した﹂ものなのか︒あるいは﹁労働組合の煽動
答はさきの問いに答えるにはあまりにも皮相である︒さらに︑
テイラー・システムにおける労働と資本の利害の対立という見
した歴史の素材を無視する危険をおかすであろう︒それではど

地にたって画一的な答えを割りだしてくることは︑生き生きと
のような解答が用意されるべきであろうか︒そのためにはウォ
ータータウソ砲兵工廠を舞台として当時の状況が再現されてみ
なければならぬ︒小稿はそれをつうじて︑前記の問いに答えよ
︵1︶

娼・卜⇒卜⇒

および日p泣05＞℃δo①︐即鉾①ω団曽

小林靖雄﹁科学的管理と労働﹂二四頁

うとするものである︒
︵2︶ 前掲書三二頁︒

V

↓醸δびωげ8竃舞pσqΦヨ魯梓

富ヨ ℃鉾GQら○〜cQ蒔

︵3︶

長谷川広﹁労務管理論﹂一四六頁

︵4︶↓邑︒さ︒ワ葺゜u℃p良心伊念
︵5︶

︵6︶

長谷川広

前掲書一四六頁

一︑テイラー・システム導入の原因

一九〇九年から一五年にかけて︑ウォータータウン砲兵工廠

は︑アメリカのソーシャル・ドラマの主要部分を演じた︒当時工

廠は︑北は工廠街チ①︾議窪巴ω需①雪︑南はチャールズ川のゆ

つの主要な建物ー鍛冶工場︑機械工場︑組立工場︑鋳物工

るやかな轡曲に沿って︑ほとんど八七・五干ーカーを占め︑五

場︑管理事務所に分かれ︑約五〇〇人の民間従業員を雇用して

一九〇九年四月︑テイラーとその協力者︑カール・G．バー

いた︵−︶︒

目巴O目9N巽の求めによって︑テイラー・システム導入の可能

スO琶O°じd舞ゲは︑陸軍軍需省長官ク・イツァ将軍○窪守

れぞれ報告書を提出した︵2︶︒

ここに︑のちの﹁事件﹂の幕は

性を調査するために︑ウォータータウン砲兵工廠を視察し︑そ

テイラーとパースの訪問が実現するまでに

では︑・砲兵工廠へのテイラー・システムの導入はなぜ企図さ

切って落されるのである︒

れたのであるか︒

砲兵工廠︵3︶は︑軍需省のなかでの鍵的存在であった︒兵器

は︑つぎのような経緯があった︒

生産の発展のうえに︑ヨーロッパにおけるスコダ︑クルップ︑

ヴィッカースが果していたような意義をもち︑また私企業の入

札にたいする比較材料として大きな役割を果した︒さらに軍需

た︒工廠で製造される製品の質へと︑そこで働く労働老の熟練

省のなかには︑工廠にたいするいちじるしい誇りの感情があっ

てコストが高く能率が悪いという一般的な信念があったからで

遭遇しなければならなかった︒そこには工廠が私企業にくらべ

いう問題に直面していたのである︒そしてかれは種々の偏見に

いう仕事を始めた︒それによって工廠の製品の原価について弁

廠の特定の製品の原価を私企業のそれの契約価格に比較すると

この偏見から軍需省を護るために︑まつクロイツァーは︑工

ある︵−︶︒

と技能についてであった︒工廠は軍需省の価値ある伝統の要素
したがって長官クロイツァーが︑議会委員会の前

とき︑その熱情はなみなみならぬものがあった︒工廠の維持と

を正当化しようとしたのである︵2︶︒

護の余地をみいだし︑ついては工廠の生産性の高さということ

一九〇一年から一九一五年のあいだのクロイツァーの年次報

ている︒そして一般に︑反復生産の場合には︑工廠の生産費は

告書には︑この原価比較についての議論がくりかえし述べられ

子こGや゜GQ刈バ！スの報告書は詳細をきわめていた︒

もしテイラー・システムの採用が決定するときには︑指

私企業の契約価格と同等であるか︑あるいは低い場合もあるこ

けれども︑反復生産でない場合には︑クロイツァーを満足さ

とを︑論証できたのである︵3︶︒

くが︑南北戦争時代からのものであり︑その改善には政

工廠の原価は︑他の工廠におけるよりも︑民間会社に比して︑

だからクロイツァーも一九一二年には︑﹁ウォータータウン

ータータウン工廠において顕著であった︵4︶︒

せるような結果とはならなかった︒そしてそれはとくに︑ウォ

府支出金が必要であった︒工廠の資金は政府支出金でま

ウォータータウンのためにかれが比較しなければならなかっ

えなかったのである︵5︶︒

た私企業は︑ミドヴェイルとベツレエムであった︒ウォーター

満足すべき状態だとは思わない﹂と︑委員会の前で認めざるを

けれども︑事は簡単に運ばなかった︒クロイツァーは軍需省

かなわれ︑主として陸軍法子①b吐B団︾9と国防工事

への資金獲得ではなく︑工廠への注交をいかにしてとるか︑と

法け﹃Φ蜀o暮Soo島o昌bd眸一に拠っていた︒

に新式のものはなに一つなかった︒建物および工具の多

︵4︶ ︾潔犀①口︾oO°9〜娼畳αピ当時工廠の設備とメソード

閏貝pロ犀州o﹁拝ω娼ユ昌αq訪巴倉芝卑Φ﹃＜鵠雲があったQ

︵3︶ 陸軍工廠は︑ウォータータウソの他に︑幻o︒﹃尉冨昌辞

からである︒

導実施の責任がかれに委ねられることが予期されていた

︵2︶

昌巴噂巳①P娼唱゜c︒α〜G︒①

︵1︶ 鵠ロαq﹃Ω゜匂︾岡時①P日亀♂H♂日讐芝p8﹃8≦昌﹀屋丁

近代化のために︑資金の必要は火急であった︵4︶︒

で︑かれの工廠の経営と︑資金の必要を訴えるために証言した

であった︒

一
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タウソと同様な砲架の製造はこの両社しかおこなっていなかっ

であった註︒

タータウソではけっして含まれていない利潤部分まで含まれて

省入りには選抜試験があったが︒

合︑砲兵少尉は自動的に中尉に昇進した︒もちろん︑軍需

位は中尉であったので︑砲兵連隊から軍需省入りをする場

註 一八七三年から一九〇一年まで︑軍需省におげる最低職

いたのに︒そしてクロイツァーとともにわれわれもすぐ気付く

軍需省要員はいちじるしく減少した︒したがってこの時期

動昇進がなくなり︑

より低廉な価格で入札していた︒その価格のなかには︑ウォー

たのである︒そして両社ともつねに︑ウォータータウンよりも

ように︑この両社こそテイラーがその管理方策を実践したとこ

に軍需省入りを希望した者は︑軍需省の仕事にっよい魅力

一九〇六年法が効果をあらわすまで︑

一九σ一年の法改正で自

ろであった︒クロイツァーが関心をもったのは偶然ではなかっ

を感じたからであり︑それ以外の誘因はなかった︒

oh°

た︒そして軍需省にテイラー・システムが採用されるとすれば

諺潔パΦPo唱

意味で影響した︑それは要員の充足をおこなわないでも︑工廠

この要員の不足は︑テイラー・システム採用の決定へ︑べつの

o貫O°①O

まつウォータータウンに白羽の矢がたてられたのも偶然ではな

︵1︶ ︾詳冨PoO°9〜ワ認
︵2︶ 子三￠O°器

の監督︑管理の要求を満しうるような管理制度の採用という下

地をつくったのであり︑テイラー・システムはまさにそのよう

8三ご弓゜㎝①たとえばω3巴ド弓ヨ切pヨヨニ巳二〇⇒

造において︑フラソクフルト工廠では︑千ラウソドあた

︵3︶

なものとして考えられた︒新しい管理制度への要求は緊急であ

仕事の量と質は低下

﹁士官要員の補充に手がうたれなけ

一九〇五年には︑オ⁝バー・ワークの緊張があらわれ

つうじて病いにたおれている︑と報告された︒そしてクロイツ
ァーは︑一九〇六年にテイラーにたいする交渉を始めたのであ

はじめたことが鋭く指摘され︑総員五九人のうち八人は年間を

る︵−︶︒

れば︑ 民間技師の雇用をなさざるをえない﹂と予告されてい

しつつある﹂と述べられ︑

その仕事をつづけることができないし︑

った︒一九〇四年の年次報告書では﹁軍需省は現在の要員では

り二六・九五ドル︒私企業からの購入価格は三四−三五
ドルであった︒

一九〇七年九月の私

たとえば︑ウォータータウンで一九〇六i七年の顕隠

砲砲架は五六︑九八七・一八ドル︒

︵4︶

企業からの購入価格五一︑〇六二︒一五ドルであった︒

︵5︶≧爵①P8°︒三ワo刈
ところでクロイツァーにとっては︑まさに一九〇九年以前に
今ひとつの理由があった︒それは軍需省要員の不足ということ

民間専門家を依頼し︑さらに新しい管理制度を敷かねばならぬ

一

の製

かった︒

｛
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る︒

について評決し︑これによって軍需省はテイラ！．シス

れた︶とともに︑テイラi・システムの実用性と有効性

少佐︵ウォータータウンでバースと共に働くよう選抜さ

らのひとびとが︑クロイツァー長官およびウィリァムス

の効果として軍需省への若い士官の供給をふたたびもたらすも

ところでかれが改正に努力したコ九〇六年改正法﹂は︑そ
のであったが︑それは︑三年後の一九〇九年において実際には

決定した︒﹀詳パ①Pまにご℃°①ω

テムを工場管理の標準的メソードとして保持する試みを

一九〇九年にカール・バースが雇用された

このように︑軍需省がテイラi・システムに関心をもたなけ

可能であった︵2︶︒

えたクロイツァーが︑その最初に受けいれた士官の群を︑もっ

も︑軍需省におけるその採用を切望しなければならない理由が

ればならない理由があったのと同様に︑テイラーたちにとって

イラーの目的とメソードにたいする公けの承認の印となり︑テ

軍需省にテイラー・システムが採用されるということは︑テ

あった︒

れがテイラー・システムであった︵3︶︒
︾津犀Φρo℃°9〜喝゜①O

イラー・システムへいちじるしい威信を与えることになる︒こ

一九〇六年にウエスト︒ポイソトを卒業したものは︑

の製品の設計︑運営の研究のために一年間を費やさねば

二年間の軍隊経験ののち︑サンデイ︒フックで陸軍・工廠

さらにウォータータウンは︑金属工場であり︑その種の工場

の機会は逃さるべきものではなかった︵−︶︒

においてこそテイラーのメソードは初めて考案されたのであっ

高速度鋼の採用による原価逓減の可能性

た︒すでに実践していたものを適用することは︑おそらく容易
なことであったし︑

そしてさらに重要なことは︑そこでかれらに委ねられようと

は︑完全な利益をもたらしてくれよう︵2︶︒°

理の手続きを確立しようとする問題ではなかった︒これは滅多

の再組織ということであった︒たんに新しい原価制度や備品管

していた仕事は︑政府の規定が許すかぎりにおいて︑全事業場

トがW︒W・ギブソソ中佐︑

ウォータータウンがウィ
ラー少佐︵のちにまもなく大佐に昇進︶であった︒これ

トがジョージ︒モソトゴメリイ少佐︑ウォーターヴリェ

グ・フィ：ルドがS・E・プラント大佐︑フランクフル

クアイラソドがフランク・E・ホツブス中佐︑スプリン

9〜℃°①O・
︵3︶ テイラー・システム採用期間中の陸軍工廠長は︑ロッ

軍需省で働らくことができなかった︒o剛G︾潔パΦ炉○℃．

出て軍需省入りを希望しても︑三年たたないと︑実際に

ならなかった︒したがって一九〇六年に陸軍士官学校を

︵2︶

︵1︶

とも進んだ管理制度のもとで訓練しようとしたからである︒そ

ひとつの理由には︑就任以来はじめて若い士官の流入を確保し

一
システムとウォータータウン砲兵工廠事件
一テイラー
89

90

明治大学短期大学紀要

に到来しない機会であった︵3︶︒

したがってテイラーは︑かれの教義に忠実なバースをウォー

そしてまたクロイツァー長

タータウソに送るべく奔走した︒ウイラー少佐がむしろガント
を望んでいたにもかかわらず︵4︶︒

官の﹁労働者の疑惑と不満と敵意への懸念﹂を﹁工廠の労働者
のもつ議会への圧力活動の心配﹂を無頓着にしりぞけて︵5︶︑テ

ぴ己ご℃︒刈㊤テイラーたちは︑これと同じ程度の自由

陣びこ゜︾O°お

≧汗①Poやo一一G℃°刈Q︒

イラー・システムの採用を切望したのであった︒
︵1︶
︵2︶

︵3︶

を他の二つの事業場︵昏①↓蝉びO鴨卿U冒ぎbd①＃8旨℃O昌︶

味したのである︒新しい権限と統制のシステムが樹立され︑そ

えされた︒それはドラスティックな変化であった︒そしてそこ

れまで親しまれ知悉されていた役割Ho一①ωと行動様式が覆が

一九一一年八月一一日から一八日までの一週聞にわたる鋳物

には新しい不安と恨みと憤りが創りだされたのである︒

工のストライキは︑このような﹁変革﹂を背景として起された

ものであることに注意しなければならない︒それは労働者の抵

キが起きなかったなら︑労働者の不満．抵抗は隠されたままに

抗の集中的表現ではあったがーなぜなら︑もしこのストライ

とどまっていたかもしれないー︑軍需省や工廠の幹部が評価
したようには︑労働組合の煽動によって動かされたものではな

かったのである︒したがって︑労働者の抵抗の根源にあるもの

を探りだすためには︑まつストライキの発生と経過を明らかに

でしかもっていなかった︒
︵4︶崔窪 署゜δ〜︒︒H

することが必要であろう︒

ければならなかった︒ベルトの維持と修繕が標準化され︑計算

しく生産性を高めたが︑機械・工具の組立・設計が変えられな

了した︒炭素工具鋼に代わって高速度鋼が採用されていちじる

の仕事を始めたが︑一九一〇年までにその第一段階の仕事を終

一九〇九年六月にカール・バ！スはテイラー・システム導入

︵5︶ま8題゜①①〜①刈

二︑鋳物工のストライキ
ウォータータウソ砲兵工廠におけるテイラー・システムの導

た︒生産性の上昇と原価の逓減の意図のもとに導入されたテイ

尺が使用されて︑工具のスピード︑オクリは管理者によって指

指令によって統制された︒したがってつぎになさるべき仕事は

一年の一月には鍛冶工場が︑そのすべての作業を計画室からの

一九一〇年の四月なかばまでには機械工場が︑ 一

ラー・システムは︑合理的な管理制度の敷設をめざしたのであ

示された︒

的諸環境11工場内の社会的・人間的諸関係の人為的な変革を意

してこの革新はたんに技術的革新にとどまらず︑労働者の社会

る︒それは伝統的な管理方式に代位する﹁革新﹂であった︒そ

入は︑たんなる原価制度の改善や機械設備の合理化ではなかっ

一
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れたが︑怠業を排除しようとしてプレミアム制に頼り︑かえっ．

︵−︶

一びここ喝゜お①

一げ箆G喝娼゜目G︒㎝〜HG︒①

﹀詳ド①Po℃°9〜℃°HωO

うと決めたのである︵5︶︒

よ﹂と︒工廠幹部は︑時間研究にもとつく課業設定をおこなお

たメリックに命令する︑﹁明朝から鋳物工場で時間研究を始め

ねばならなかったかれらは︑八月九日に機械工場で働らいてい

てその杜撰な基準時間の設定のゆえに怠業の存在に思いなやま

一九一一年六月から機械工場

課業の設定であった︒パースによる﹁時間研究専門家の雇用﹂
クU鼠σq窪竃①艮辞が雇われ︑

という勧告によって︑テイラーの推挙になるドワイト．メリッ

における時間研究が始まった︵−︶︒

このようにテイラー・システムの導入は︑機械工場に中心を
おいておこなわれた︒八月のはじめまでに︑一〇人の機械工が
﹁ストップ・ウォ

︵2︶

時間研究にもとつくプレミアム制で働らき︑

ッチをもった時間研究員がそばに立っていると神経に触る﹂と

︵3︶

鋳物工場に姿をあらわしたと

かれはストップ・ウォッチをもって作業の観察を始めた︒か

た︒

き︑労働者はそのことについてなんら説明をあたえられなかっ

メリックが八月一〇日の朝︑

︵5︶

︵4︶ ひここP置O
ぴこGやH澄

いう一人の機械工の苦情をのぞいては︑これに対する反対は生
じなかったのである︵2︶︒

﹁機械工場で成功していることを他の工

したがって砲兵工廠の幹部たちがつぎのように考えたのもき
わめて当然であった︒

場になぜ適用できないのか﹂︒﹁実際とくに鋳物工場はその生産
性においてもっとも標準にみたず︑原価もたかいのに﹂︵3︶と︒

れが選んだ作業は荷鞍の鞍頭℃o日日o一〇︷餌℃零冨9巳①の鋳造

しかも鋳物工場は機械が入らず手労働で行なわれていたから︑

であった︒かれは数回その作業の時間を計り︑かれが不必要動

作だとみなした時間を除外して︑二四分を課業時間として決定

作業の速度は労働者の手に依存していた︒幹部たちは﹁そこに
ったのである﹂︵4︶︒

て四〇分と算定された︒プレミアムはここから附加されるので

した︒基準時間は慣例によって課業時間の三分の二時間を加︑兄

おける怠業をうち破るためにもなにごとかを為さねばならなか
かれらは︑六イソチ顕隠砲の砲架の鋳造のためにプレミアム

れでも︑そこで何が起っているかを知ることができた︒メリッ

鋳物工場は小さい工場であった︒だからそこにいるひとはだ

ある︵−︶︒

制を採ることをきめた︒基準時間は従来の原価記録簿から算定
され︑非常に寛大であったので︑プレ︑ミアム制のもとで働いた
五人の鋳物工は作業速度をはやめないでもプレ︑ミアムを受けと

ることができた︒これは七月二七日から八月九日までおこなわ
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クは鋳物工場で見知らぬひとであったし︑かれの持っているス

た︒ましてや組合の指令にもとつくものではなかった︵4︶︒

たのである︒したがってこれはいかなる公的な集会ではなかっ

かれらはこの一日の経験において︑時間研究によって決定さ

トップ・ウォッチはだれでも認めることができた︒メリックが
時間の記録をとった鋳物工ヘソドリィ頃Φ⇒畠蔓のかたわらで

たちと同じような従業員であり︑かれの決定は覆すことができ

れる時間が決して神聖なものではないこと︑時間研究員も自分

かれは自分の

ること︑そしてさいごに︑結局時間研究は不公正であるとの教

は︑鋳物工パーキンス℃①蒔ぎωが働いていた︒

ろんパーキソスは不必要動作の排除ということを知らなかっ

懐中時計でひそかにヘンドリィの作業時間を計っていた︒もち

なぜなら︑メリックが二四分だと

た︒かれはヘンドリィが最初の鋳造に五〇分︑つぎの鋳造に四

いったのに対し︑パーキンスの時計は五〇分だと告げていたで

訓をえていたのである︵5︶︒

．のほうがまちがっていないことを信じたのである︵2︶︒

この集会で問題にされたことは︑鋳物工クーニィOooコ①団の

はないか︒

九分かかったことを知り︑かれの仲間たちはパーキンスの時計
課業時間二

証言から明らかにすることができる︒そこでは︑メリックとパ

ヘンドリィは職長ラーキンけ費肛二に︑

四分はあまりにも短かすぎ︑とてもこの時間では仕事がでぎな

メリックの不公正さだと了解された︒しかし︑この不公正さは

ーキンスによる時間の記録のいちじるしい相異が問題になり︑

一方︑

いことを訴えた︒ラーキソからこの訴えをきいたウィリアムス

メリック個人の問題ではなく︑テイラー・システムの全般的傾

少佐は︑ラーキンからその作業に適当な時間が五〇分ぐらいで

向として考えられたのである︒反対はメリックに対してなさる

べきではなく︑時間研究とプレ︑ミアム制度に向けられるべきだ

である︵3︶︒

あると告げられて︑基準時間を恣意的に五〇分にひきあげたの

その日の夕方︑夕食のあとで鋳物工たちは︑その日に起った

と結論づけられた︵6︶︒

可能性はなんらみられなかった︒時間研究の継続を止めて欲し

この集会それ自体をみれば︑そこからストライキが発生する

ことを話しあい︑そして翌日からも時間研究が行なわれるとす
はボストンの各地域と郊外に住み︑市街電車で通勤していた︒

いとの﹁請願書﹂がつくられ全鋳物工が署名した︒もし時間研

ればどうすれば良いか︑を決めるために集会をもった︒かれら
普通一日の仕事が終り翌朝出勤するまで顔を合わせることはな

へ提出することが申し合わされ︑さらに明日からストップ・ウ

究が明日からもつづけられるようであつたなら︑それを工廠長

ォッチのもとで作業をするよう指示されたものは︑それを拒否

かったからこの集会は異例のことであった︒それはかれらの危
ったけれど︑かれら全員がこうすることが最善の方法だと考え

機感の強さをものがたっていた︒だれもこの集会を招集しなか

れ㍉翌朝八時までには︑鋳物工全員一八名と若干の鋳物工助手

しなければならないことが決められた︒請願書はその夜つくら

る次第であります﹂

て︑鋳物工の賛成が得られないであろうことを申し述べ

しどもはここにテイラ！・システムのこの部分にたいし

︵3︶量餌﹁︾や辰①

︵2︶まユこ℃﹂合

ーニィであった︒クーニィはかれに集まる仲間の目のなかでそ

プ・ウォッチをもってあらわれた︒この日かれが選んだのはク

の朝はこうして明けた︒鋳物工たちは出勤し︑メリックもスト

﹁請願書﹂はすでに提出されるばかりに用意され︑八月一一日

︵4︶量鎚こ℃°置︒ ︒ 〜 区 ㊤

クーニィはその拒絶によって鋳物工場事務室に招ばれ︑ウィ

れを拒絶した︵−︶︒

リアムス少佐から︑時間研究が始められた理由を告げられた︒か

れは時間研究に反対したことを認め︑それが個人的な理由でな

一露伍こ唱゜＝O請願書の内容はつぎのようであった︒

﹁最近鋳物工場における鋳物工にとりまして非常に不愉

いる︒

されたのではないことを述べた︒クーニィは﹃証言﹄でいって

﹁ウィリアムス少佐はやや語気を強めて︑その朝鋳物工

快な状態がありましたが︑本日︑鋳物工のひとりにスト

場を観察しようとしていることを繰りかえし︑ 私に服従する

くび

私はできないことを答えまし

﹃君は餓首だ﹄︵2︶と﹂︒

しないかとたずねました︒

か︑

︵中略︶この方法は本質において反アメ

のと信じます︒

クーニィが鋳物工場にかえり︑集まった仲間たちにことの次

た︒すると少佐はいいました︑

第を告げると︑かれらは持ち場を離れた︒そしてストライキが
︵1︶

﹀詳犀①Poや9〜娼゜窃目

始まったのである︒

反対があるときはテイラ：・システムのいかなる部分を

℃﹂9

ヨo昌○︷﹄oω9丁即Oo82°o款諺含冨♪o唱゜9〜

︵2︶日塁δ﹃琢ω8B寓①巴コαqρ署﹂︒︒︒︒G︒〜H︒︒G︒O°辞Φ巴i

も導入しない﹂と言明されていたのであります︒わたく

れておりますし︑さらにクロイツァ！将軍は﹁労働者の

て︑鋳物工場の生産高は満足すべき状態であると述べら

ます︒なぜなら二年前に貴方は鋳物工の委員会におい

わたくしどもはこの請願をなしますことを正当と信じ

続を破棄されることを切望致します︒

リカ的であり︑わたくしどもは︑貴方がただちにその継

しました︒わたくしどもはもはや寛容の限界を超えるも

ップ・ウォッチが向けられるにおよんでそれは極限に達

︵7︶

︵6︶量匹︒も﹂お

︵5︶ま岱゜︾喝しミ 〜 ＝ ︒ ︒

︵1︶ ︾詳ぎPoワ9叶二℃も゜H蔭駆〜＝α

がそれに署名した︵7︶︒

｝
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クーニィが時間研究を拒否しているとき︑﹁請願書﹂

︵3︶≧爵Φ鍔8°︒三唱゜H㎝b︒

一方︑

と︒

地方支

国際鋳物工組合本部からウォ：タータウソ砲兵工廠の調査を

部の熱狂的なストライキへの支持をみいだした︒また工廠の門

なすよう送られたジョン・フレイ︸o﹃コ即男話団は︑

のまえをパトロールする着劔した兵士たちをみた︒ウイラー大

は職長およびウイリアムス少佐を経て工廠長ウイラー大佐に届

けられた︒

佐からは︑あえて政府に向かってストライキをした鋳物工の無

﹁この最後通牒三謡目9εヨー請願書をかれはそ

．イキを聴いた﹂かれは︑それが組合の煽動によるものだとただ

う呼んだーをほとんど読みおわらぬうちに︑鋳物工のストラ

ストライキの原因は組合がすでに積極的に表明していたテイ

組織労働者の目によって見守られねばならなかった︒さらには︑

に対するストライキであった︒この紛争は組合の目によって︑

行動は︑組合の規約を破ったものであったけれど︑それは政府

自然発生的な職場放棄からストライキに入った鋳物工たちの

ライキを承認したのである︵2︶︒

レイがワシントソへ帰った数日後に︑執行部は公式にこのスト

法さを激怒している印象を受けた︒大佐への説得に失敗してフ

と語ったというで

ちに結論づけたようである︒なぜなら︑鋳物工クーニィは︑ウ
ィリアムス少佐に﹁個人的に反対しているのでなく︑ ﹃組織﹄

はないか︵−︶﹂︒

が反対した．︑聾①oお簿巳鑓瓢o昌︑︑〇三①9①傷

そしてそれがシリ

ところで︑国際鋳物工組合普ΦH耳①毒9ま口巴ζo一傷①鵠︑

d巳o口の役員もストライキが起ったこと︑

アスなものであることに疑いをもたなかった︒ボストン支部が

ラー︒システムへの反対だったではないか︒ストライキへ公式

それをきいたのは＝日の昼であったが︑ただちにとられた行
動は︑マサチューセッツ州の全上院・下院議員に︑ストライキ

な承認をあたえる以外に選ばるべき道はなかった︵3︶︒

鋳物工の手紙の写し

ることに失敗していた︒そのうえ︑ストライキを促進させること

佐はストライキ中の鋳物工に代わるべき新しい鋳物工を獲得す

権威ある調査がなされることを望んでいたのだし︑ウィラー大

ウォータータウソの鋳物工はかれらの苦情の公正な聴聞会と

る︒

れもストライキのつ︑︑つくことを望んではいなかったからであ

けれども︑この紛争を調停する努力はつづけられていた︒だ

の鋳物工たちが軍需省から公正な扱いを獲得するための援助を
ンク・モリソン蜀雷昌犀ζo﹃はωOコには︑

求めた手紙を送ることであった︒さらにA・F・Lの書記フラ
を同封して︑ストライキの収拾のための尽力が求められた︒こ
たちは不愉快な状態のもとで働くよう要求されている︒かれら

れらの書簡はすべてつぎのような調子のものであった︒鋳物工

H廠長に抗議を提出したが無視された︒かれらが望んでいる

ことは︑かれらの苦情の公正なる聴取と権威ある調査である︑

は．
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はかれの経歴に傷をつけることであった︒

組合にとっても︑ストライキが起ったというだけで十分なこ
とだった︒

さらにクロイツァー長官にとって事態の早期の収拾は絶対命
令であった︒陸軍長官と議会の火急の調停がおこなわれる可能

性に気付いて︑かれは鋳物工がただちに職場に復帰するのを希
望した︒そして副官トムプソン中佐に︑実状の公正な調査を命
八月一八日に︑クーニィを含めた鋳物工たちは︑

﹁まるで通

ずることによって︑かれは鋳物工の希望を入れたのである︵4︶︒

ライキは鎮まった︒だが抵抗は消失したのではなかった︒それ

常の休暇があけて出てきたように﹂︵5︶職場に復帰した︒スト
はウォータータウソから議会へと︑たたかいの舞台を変えたに
テイラー・システム適用禁止の法令を求めての圧力活動が始ま

すぎなかった︒労働組合の議会にたいする︑政府企業における

︾評冨許o唱曾9〜喝゜H㎝b⊃

ったのである︑
︵1︶

︵2︶筐島こ℃﹂鰹

︵3︶筐伍G℃°甑旨H艮①§ま琶竃象①窃︑♂霞8r
Zo°Pω9￠巳に

ストライキは抵抗の集中的な表現であった︒それはクーニィ

労働者の抵抗の潜められてあるものが︑ 不

の解雇命令を契機として︑自然発生的な職場放棄に始まった︒
だがその底には︑

労働者の﹃証言﹄︵−︶から探ることができる︒

かれらの﹁反

平︑不安︑恨みが存在していたはつである︒われわれはそれを

テイラー・システムに対する

対﹂はなににもとついていたのか︒
﹁不信﹂岳ω茸量けであった︒

まつそこでみられるものは︑

ウォータータウソの幹部たちは︑テイラー・システムの導入

﹁永続的

によって惹き起される﹁変化﹂が︑労働者にとっても有利であ

る︑と確信していた︒しかし労働者は︑その説得を︑

まつ皮肉なことには︑テイラー・システムの導入が労働者に

な福祉の保証﹂を受けいれることができなかったのである︒

とって︑直接的に即時的に利益であるということを確信させる

セソティヴ制度がかえって労働者の疑惑ををひきおこし︑それ

ためにイソセソティヴ制度の採用がおこなわれたが︑このイン

クーニィの﹃証言﹄によれば︑

﹁新しいシステムに対する疑惑は︑より多くの収入が稼げると

を大きくするだけであった︒

いう事実によって増した﹂のである︒かれはより多べの生産高

を上げたとは思わなかった︒にもかかわらずより多く稼げると

×ぴくHH

︵4︶量負℃°H ㎝ ㎝ 〜 5 ①

なにか邪悪なことが進行していて︑自分た

いうことは︑その背後になにか不吉な目的が隠されているにち

ちはそのなかで︑だまされているのか︑買収されているのか︑

がいなかった︵2︶︒

︵5︶ ま乙゜り℃．Hα①ウイラー大佐がのちに述べたことば︒

三︑抵抗の底にあるもの
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必要であると︑主張されていたのであったひこの賃率の切り下

げは右のような巧妙なやりかたでおこなわれたのであったが︑

したがってプレミアム制度は︑効果

般的な態度であった︵3︶︒

さらに労働者の賃率切り下げにたいする危倶︑

どちらかである︒これが労働者のプレミアム制度にたいする一

的なインセンティヴにならなかったし︑ましてや労働者の﹁不

は︑この時間研究にたいする不信がひそんでいた︒

つけたのであった︒

して映じた︒それは職人の伝統と︑製品の質に賭けた誇りを傷

クラフト

それはことに熟練工にとって︑個人の尊厳を傷つけるものと

時間研究にたいする不信はさまざまなかたちで存在した︒

不安のなかに

信﹂を除くすべとはならなかった︒そしてそれはかえって労働
者のモラールを阻害したのである︵4︶︒

つぎには賃率切り下げの問題があった︒

工でなければならぬ⁝⁝すくなくとも実地経験のある労働者で

クーニィのこの証言は時間研究員の能力と

﹁時間記録をおこなうものは︑老練な鋳物

われない︑との保証がなされていた︒しかしこれを信じた労働

なければならぬ﹂︒

そこでは職務が変化しないかぎり︑賃率の切り下げはおこな
者はほとんどいなかった︒なぜなら︑それに反する事実が存在

たとえば︑機械工チネィ○畦ヨOゲ窪亀の示した例はつぎ

したからである︒

こなわれる︑

ということへの強い憤りがあった︒

経験年数三

資質についての批判であったが︑その底には︑時間の記録がお

つも見守られているという理由によって﹂時間研究に反対し

八年の鋳物工ジョセブ︒ピックリン﹄o︒︒①℃﹃閏ざ江冒は﹁い

のごとくであった︒ある機械工助手は一日に一・八四ドルを稼
いでいたが︑こんど与えられた職務は以前に機械工がおこなっ

奴隷

﹁ストップ・ウォ

﹁時間研究員の偏見が課業時間の設定を高くしたり低くし

ていたもので︑その機械工によっては二・六六ドルが得られて

た︒

たりすること﹂への抗議もさることながら︑

いた︒そしてその機械工は以前に三・〇四ドルで他の労働者が

働らいていた職務に変えられた︒したがってその当事者たち自

どうにも我慢がでぎなかっ

仕事中そばに着いていられると︑

ッチを持ったひとが︑

になりさがったような気がして︑

労働者た

身をとってみれば︑だれも賃金の安くなったものはいないが︑
ちが予感した賃率切り下げの危倶は︑杷憂ではなかった︒そし

職務それ自体の賃率は切り下げられたのである︵5︶︒

﹁凄い過労⁝⁝家に帰っても何も

することができない︒ただ寝るだけです﹂︵8︶と︒

たピックリンは答えている︒

イラー．システムのもとでの作業の肉体的影響について問われ

つぎに時間研究によって設定される課業は過重であった︒テ

た﹂︵7︶という憤りが強かった︒

て工廠の幹部たちは︑生産方法の変化によって賃率の切り下げ
ところでテイラーの教義にしたがえば︑科学的な時間研究に

をおこなう権利の保持を︑強調していたのである︵6︶︒

よって課業の設定がおこなわれる場合には︑賃率切り下げは不

テイラー・システムとウォータータゥソ砲兵工廠事件

労働者のテイラー・システムへの抗議の底には︑以上のよう

したがって︑テイラ：・システムへの抵抗をたんに労働組合

な要因がひそんでいた︒

﹁公聴会における労働者の証言を組合

の煽動に躍らされたもの︑と視る工廠および軍需省幹部の考え
かたはまちがっていた︒

だがこのような抵抗の姿勢が一般にみられたとしても︑スト

︵9︶﹀鼻①P薫餌゜も℃﹄悼ド〜旨P

ライキは何故に鋳物工場で生じたのであろうか︒

自然発生的な職場放棄に始まった︒

一八人の鋳物工は︑

それはさきにみたように︑ クーニィの解雇命令を契機とし

﹁時間研究が原則として反アメリカ的であるゆえに︑その継続

て︑

をただちに止めて欲しい﹂と請願したのであり︑まえもってだ

﹁外の組織からこと

は︑不公正な時間研究の拒否は当然であったし︑それが認めら

れもストライキを意図したものはいなかった︒かれらにとって

のプロパガンダの直接の反映とみることは困難﹂であり︑労働
者はその職場で遭遇した問題を語るのに︑
また

不正だと思うものを知っていたし﹂︑

﹁かれらは︑みずから

が嫌悪するもの︑

労働〃者の証言は︑

トムプソソ中佐の調査と︑議△瓜にお

﹁それゆえにこそかれらは力をこめて語ったのである﹂︵9︶︒
︵−︶

けるテイラー・システムにかんする公聴会でなされたも
のである︒

6亀δ﹁℃ 即 ℃ ① 話

○お臥鐙一〇↓⇔泣05閏①び←ドρHO這

︵2︶ ︾詳犀①♪079〜喝゜b⊃＝
︵3︶

o︷￠︾同汗① 炉 ま 乙 ご ℃ ° O 目 H

したがって鋳物工場におけるストライキの発生は︑まつ時間

ったとみられよう︒なぜなら︑バースによる機械工場における

研究をおこなう場合の管理の不手際わさにその直接の原因があ

時間研究にたいしては︑ひとりの労働者の﹁神経にさわる﹂と

いう苦情しかなかったのであり︑ブースはそれを始めるまえに

の幹部が鋳物工場の生産性について満足している︑と思いこん

さらに鋳物工の請願書にみられるように︑鋳物工たちは工廠

細心の注意を払ったのである︒

︵5︶塗3ウト︒Hb︒〜δ

だから誤

コントロールのもとにはいることになっていたので︑突如とし

作業のルティング化が軌道にのってから︑鋳物工場は計画室の

解はこのようなところにも伏在していたのである︒機械工場の

の導入をしないと約束した︑と思いこんでいた︵−︶︒

でいたし︑労働者たちの反対を押しきってテイラ︑i・システム

テイラー︒システム公聴会における鋳物工ジョージ・

テイラー・システム公聴会におけるビックリソの証
言︒o︷Gま乙こ℃°卜⊃戸①

︵8︶

ミラーの証言︒O︷己﹀犀評①♪子箆￠づ゜bO目①

︵7︶

︵6︶筐8℃﹄同ω

︵4︶筐伍G℃°醇b︒

れなかったとき︑ストライキは事実上始まったのである︒

ばを借りる必要はなかった﹂のである︒

｝
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て︑メリックが姿をあらわすまで︑鋳物工場にたいしては︑テ
イラー・システム導入のいかなるかたちもみられなかったので
ある︒そしてこのことは︑さきの鋳物工たちの確信を深めてい
たのである︒

﹃証言﹄においても︑とくに鋳物工場にお

さいごに重要なことであるが鋳物工場の技術的な構造との関
連が考えられよう︒
いては︑厳密な時間研究と公正なプレ．・・アム制の実施が不可能

れ︑日給制の労働者からとりあ一げられた︒以前ではクレーンの

んでその使用を譲りあっていた﹂︒

設備の劣悪さは︑プレ︑︑︑ア

使用は職場の慣行で規制されていた︒そして﹁お互いによろこ

・

ム制に内包される労働者相互間の分裂的な競争を悪化させたの

機械工場では︑高速度工具鋼の採用によってそのいちじるし

である︵3︶︒

い生産性の上昇が明らかであった︒テイラー・システムのもつ

し︑誇りたかきクラフトの尊厳がただ傷つけられただけだった

い︒しかし鋳物工場ではこのようなことはなんら起らなかった

効果としてこれは労働老を納得させたものであるかもしれな

そこでおこなわれる作業の性質をみると︑標準化はいちじる

だ︑との申したてがあったのである︒

しく困難であった︒鋳物工場では三つの金属が鋳解．鋳注．鋳

︾潔げ①PO℃°O詳Gワ

のである︒
︵1︶

造されねばならなかった︒青銅はほとんど毎日︑鋼鉄は週に一

度か二度︑鋳鉄は月に三度か四度の割り合いであった︒鋳注作

︵2︶

ウォータータウソ砲兵工廠におけるテイラー・システムの導

結びにかえて

一ぴ己G娼゜OQ①

︵3︶ 旨己Gやb∂HOQ〜b⊃ち

なぜな

ら︑経験を積んだ助手がその正規の持場から離れるからであ

業の日は︑鋳物工場の残りの作業は機能を停止した︒

る︒さらに製品の種類の多様さと機械設備の貧困さがこの困難
を助長した︒二つのクレ！ンと若干の空気動力装填機があるだ
けで︑作業はほとんどすべて手作業であった︵2︶︒

の問いに答えるために︑抵抗の顕在的な︑集中的な表現として

入が何故に労働者の抵抗にあわなければならなかったのか︒こ

の鋳物工のストライキに焦点をあわせてみたのであった︒そし

だからピックリソが主張したように﹁多くの待ち時間がある﹂

てそれが自然発生的な職場放棄から始まったという点におい

ゆえに︑﹁この工場はストップ・ウォッチにむかない﹂のであ
たいして用意されなくてはならないのに︑それは鋳物工場では

り︑

ムに対する諸批判を︑探りだしてみたのである︒そこにはテイ

て︑ストライキの背後によこたわる労働者のテイラー．システ

﹁プレミアム制のもとではすべて同じ作業条件が労働者に

不平を促進した︒クレーンはプレ︑ミアム制の労働者にあたえら

不可能﹂だったのである︒さらに︑機械設備の不足が労働老の

！

ラー・システムにたいする﹁不信﹂がみなぎっていた︒時間研
いちじるしい疲労感などが訴えられ

究の不公正さや賃率切り下げの事実︑プレ︑・・アム制度を直接の

原因とする労働の強化︑
た︑テイラー・システムの導入は︑軍需省と工廠幹部の信念に

さらにはテイラーたちがとなえた

テイラ！・システムの果したこの機能を明らかにするため

もかかわらず︑労働に対立するものとして機能したのである︒
に︑軍需省と工廠の幹部︑

﹁生産性の増大︑コストの減少﹂の内容をふりかえってみる必
要がある︒

議会におけるテイラー・システムにかんする特別委員会に提
出されたウィラー大佐の証言においては︑テイラー．システム

三六ニドル

三三ニドル

ニ七五ドル

︽導入後︾

室量・七五ドル

四き〒Oニドル

三︒八八ドル

ゴ〇八・八五ドル

︽コスト減︾

ンチモーター・キャリジの部品セットについてのものである︒

導入後の生産費の減少はつぎのごとくであった︒これは一ニイ

︽導入前︾
四八三︒八五ドル

工場経費葺五・八八ド ル

労務費

七八五・Oニドル

これはテイラー・システムの効果をもの

労務費は五分の二以上減少し︑ 総生産費においても約五分の二
の減少をみせている︒

がたるものであったのだろうか︒ 分析するとつぎのような事実
がこの背後にかくされている︒

％％％％％
八一
ニナL六三
リ

コ

九

原料費

四

：≡：五

この事例においては︑一 セットあたりの原料費は半分以上︑

計宍〇四・七五ドル九六九60ドル

昌

x一

六
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まつ︑このいちじるしい原料費の低下は︑原料の使用効率が

高まったことをそのまま意味しなかった︒管理の計画室への集

労務費については︑作業員胃o含︒けぞ①と非作業員ニコ只oI

中が行なわれたために発注の重複がさけられたのである︵−︶︒

含︒牙①の分類が変化したことに注意しなければならない︒た

とえば鋳物工場においては︑一九〇九年︵導入前︶において︑

ったが︑テイラー・システム導入後の一九一〇年には作業員四

八五人の労働老のうち作業員が七三人︑非作業員が一二人であ

五人︑非作業員二四人で︑作業員から非作業員へのふりかえが

行なわれているのである︒このなかでいちじるしいのは︑鋳型
︵三一人︶︑

導入後には作業員に一一名︑非作業員に一二名と

工助手であって導入前には全員作業員のなかにはいっていたが

なっている︒労務費の分析にとって重要なのは︑作業員しかそ

のなかに算定されないということであり︑また労務者数の減少

さらに労務費減少のあきらかな原因として︑インセンティヴ

もみおとされてはならない︵2︶︒

の事実をその証明としてあげてみよう︒六インチ顕隠砲砲架の

制度の採用があげられる︒たとえば鋳型コストについてのつぎ

ある部品製造はプレミアム制採用以前は四三・三五ドルであっ

一・二八％のコスト低下であるが︑

労働者はプレ．ミアムを四

たが︑採用後は二四・八七ドルであった︒一七・四八ドル︑四

二・五％稼いでいたのである︒だから︑労務費の減少の主原因

は︑この場合︑プレミアム制にあったのである︒労働者は︑プ

100
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レミアム制のもとで︑以前慣れていた作業時間よりもより速く

必要があろう︒

る技術構造と関連しての作業集団の在りかたに注意をうながす

さらに鋳物工場でストライキが爆発したことは︑そこにおけ

鋳物工場はこの工廠のなかで小規模な工場であり︑しかも鋳

課業を達成するために衝りたてられたのであって︑この作業時
ウイラ：大佐がホクシイ即男＝o己①に

間の短縮が労務費減少の大きな理由であった︒そしてまたこの

作業時間の短縮は︑

高い熟練工であった︒そして作業遂行上に労働者の判断の含ま

物工には高い熟練が要求されていた︒事実かれらは経験年数の

れる余地が非常に大きかった︒

﹁テイラー・システムのもとにおけ

る生産費の減少は︑原料費の五〇％の減少と生産性の一五〇％

ば︑このような特微をもつ場合︑集団のもつ圧力活動は大きい

以上の点を考慮すれば︑

答えた生産性の増大一五〇％をもたらしたものである︵3︶︒

の上昇に負う﹂︵4︶といっても過言ではないのであって︑この

えられるとき︑それは抵抗への行動の誘因となる︒セイルズに

とみられている︒しかも集団の外から︑集団に対する圧迫が加

とができょう︵5︶︒

したがえばここに﹁利益集団﹂圃三臼①．■仲αq8毛の存在をみるこ

セイルズピ菊゜ω亀冨ωによれ

げられたのである︒

生産性の上昇は労働者のいちじるしい労働強化によってなしと

したがって労働者がテイラー・システムに反対すべき客観的
な条件はここにあったのであり︑それは計画室の設置にともな

される状態に逢着したとき︑集団成員の利益をまもるために︑

♂︒・犀σq﹁o毛が︑成員の利益を害

鋳物工場における作業工程上において︑．その技術構造のなか

利益追求動因の意識的な結実として︑利益集団の存在を措定す

で自生的に形成された集団

この熟練の移転は︑﹁古いシステム﹂に代わるべき﹁新しい

たのであった︒

う手順制度の確立による﹁熟練の移転﹂の定着のなかで進行し

システム﹂の樹立であった︒古いシステムは︑労働者にとって

ような利益集図の圧力活動として解されないだろうか︒そして

ることができる︒一八人の鋳物工の請願書提出は︑まさにこの

この小集団の行動がまさに利益集団の行動であったからこそ︑

は外からの圧力によって破壊されたのである︒労働者が慣れ親

序がうちたてられ︑しかもそれはかれらがもっていた既存の利

かに生かされていったのではあるまいか︒

労働組合の階級的な利益擁護テイラー・システム排撃運動のな

しんでいた作業方法︑速度︑職場組織はこわされて︑新しい秩

えなかった︒この点の理解を忘れてはならないと思う︒テイラ

したがってウォータータウン砲兵工廠事件は︑けっして労働

益を踏みにじったのである︒かれらはそれに敵意をもたざるを
ー・システムに対する抵抗は︑この﹁新しいシステム﹂に対す
る不信に支えられていたからである︒

テイラー・システムとウォータータウン砲兵工廠事件
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組合の煽動にもとつくものではなかった︒そしてそれは﹁労働
階級のテイラー・システムに対する闘争の集中的表現﹂ではあ
ったけれども︑けっして労資関係の広い次元においてのみ説か

﹁新し

一方︑ウォータータウン砲兵工廠事件において︑軍需省︑工

の理由を明らかにすることはできないと思われるからである︒

これをひとつの教訓として︑それはやがてつぎに来るべき人事

廠側が遭遇した問題は︑﹁経営における人間﹂の問題であった︒

管理の展開を約束したのであった︒

︵2︶ ま置こ閲゜巳ω

︵1︶ ﹀騨冨Po喝゜9叶二唱も゜ド㊤ωレO㊤

すなわち︑工廠に導入されたテイラー・システムは︑

れさるべき問題ではなかったのである︒

い変革﹂として既存の社会的・人間的諸関係を打ち破り︑それ

︵4︶ひ置゜vO°卜⊃O刈

︵3︶ まこG℃娼曾b⇔8為Oα

意しなければならないのであって︑それには︽工場レベル︾に

償甥糟6㎝GQ

︵5︶ oh°ピ．菊゜ωp琶窃噂じu①訂ぼ○円o自昌伍島件ユ巴≦o時O巳ー

この点を見落しては︑︽何故鋳物工場でストライキが生じたか︾

おける諸状況が考慮されなければならないのである︒なぜなら︑

の享受していた諸利益を害するかたちで行なわれたこと︑に注

を根本から覆えしたこと︑そしてさらにそれがそれまで労働者

・

