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フランス自動車産業における労働編成の柔軟化

ルノーにおけるi鱒§年代の改革について一

夫壽井荒

至　は　じ　め　に

　フランスの有力移動車メーカーであるルノーは，第二次轡雰大戦後の発展過程において，覆罵労

雛力の鍵鰐と再生産の観点から，いわ聯る構想と実行の分離および職務の総分化というテイラー主

義的労働編成と藻分的ではあれ生産性・物懸スライド譲賃金との聞の労使簡の歓会的妥協に長い間

立郷してきた。だがルノーは繕時に，i§§（1年代末以降のテイラー主義的労働編成それ自体1こ起露す

る労働争議の頻発を契機として，薄年代前半には，いくつかの工場内の作業場または製造ライン・

レベルにおいていわゆる峯自律的作業集欝による職務充実の実験，鋳隼代前半には，生産の懲動化・

ヨボット化の推進に対癒した製造ラインの効率的稼鍬を響指す工場そのもののレベルでの講練・選

震による「多能工」作業集懸の編成の試行を積み璽ねてきた。その試行の購じ遜程において，ルノー

の企業§体は，石漆危機を契機とする従来のフルライン戦酪の破綻，モデルチェンジの遅れ，贔質

コスト面での羨争力低下，等によ撃深麟な経営危機に鰭参，一方での「減量経営」の推進，地方で

の鋳年代後半以降の生産システム・生産綴織の転換と醸本型生産システム＃トヨタ生産方式の導入

を余儀なくされるとともに，そのなかで今度は全社的レベルでσ）労欝編成の転換・柔軟化を模索せ

ざるをえなくなったのである。

　その結実が，ここで考察する総年末の包繕的企業協定「生存するための協定盤とそれにもとづい

て鱒年代擁頸に具体化された労働編成の全社レベルでの一般的形態「基礎搾業単位」である。

　周知の遷り，総年代菰おける讐本の自動車産業の琶界的躍進と蟹際競争力の発揮は，その独自の

生産システムに対する轡鼻の注羅を集め，ピークの鱒年にアメ婆力M汀の醗究グループをして日

本型生産システムの理念型「》一ン生産」方式一「露量紀の鍵弊における標準的生産システム」と

いう命題を提起せしめるに至ったのである。フランスにおいてもまた，その流れのなかで醗隼代車

簸から後難にかけて薦本型生産システムがその構成要素の取捨選蟹の観点から導入されたのは事実

であるのだが，そうであるがゆえに歩生産システムの一要素としての労働編成についてもまた弩本

方式が移殖され譲本モデル」に駿敏しているという見方が少なくない’茎。だが果たしてそうであろ

うか。ルノーはすでに，上記のように，簿年代鋳半と舖年代蕩半に独自の労働編成の実験と試行を

聾　こうした見解として，中央大学経済醗甕漸繍『購造転換下葦）フランス病嚢薫産業医中央大学崖騒i藷，欝欝年，

　濱濤娃一郎獲懇労働法の形成茎響本労騰覆賓機構，至鯨8年，等が挙げられよう。
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行っているのである．では§§年代において一般化された労働編成方式はどのように評懸されるべき

であろうカ㌔これが本稿の課題である砕

　そこで，以下では「霞本モデル」への鞍敷命題の成否を絶えず念頭紅おきながらも異体的には次

のような点について考察するも6）である。すなわち，韓隼代の新しい労働纏成方式を公式化した「生

存するための協定ユの成立の前握はどのようなものか，この新しい企業覇定は労使妥協という齪点

からはいかなる内容を含んでいるのか，その妥編の内実の一方をなす労鱗編成の実態はいかなるも

のか，またそれはルノーの逝去における労働纏成業軟化の実験・試行とどのような闘孫にあるのか，

等の諸点である。これらの点の考察によってルノーにおける弊年代の労働縮減の柔軟化をめぐる労

使関係の変容，それに関連する労働編成方式ぎ）独自性あるいは露難牲が鞘らかとなろう。

聾　院全な品質」キャンペーンと職鵠組織の簡素牝

　ルノー公懇は．鋳年代後半の経営再建遍程において，部品僕給業者の納入製品1こ殺する品質保証

講痩を確立し，資耕調達管憂の澱庫方式としてのジャスト・イン・タイム（フランスの言い換えで

はヂ緊張した流れj／を導入するととも1こ，全企業レベルでの晶質海上キャンペーンを聡始する。そ

れは，　霞本の糞i勤車メーカーが護うヂ全社的晶質管選碧　（TQC／lこ対’癒するものであ彗シ独自垂こ「完

全な品質葺（Q数頷髭丁醜a慰という名紘を与えられる。当鋳の会長盆．レヴィは87年1こ，贔質部長

として窃めて非技術部局鐵身者P．ジョクーを指名し，晶質レベルが安定していない新車の商贔化を

捲否する権譲を与える一方，88奪擁聾に「完全な贔質・ルノー憲章」を発表する。それは次のよう

な6項目から購成されている。

　ri．　完全な晶質はッ孝）れわれの顧客に望まし魏満足のゆく最適のコストをもった製品とサービス

　　　を練参上げ擬示するするためのルノー』・供給業者・簸売ネットワークの経済的鮭会的キャン

　　　ベーンである。

　2．完全な晶質は，われわれの最重要課題である。われわれの成功6）決定的条件であるそれは，わ

　　　れわれの行動サわれわ轟の一一緒に働く仕方に捲舞を与え，われわれの緯織を購造化する。

　3．われわれは誰もがラ縫磯釣にも集懇的にも，仕事・決定・行為において最擁から聞違いのな

　　　いこと，すなわち予定された業務・コスト・納類の合致を懇分の義務とする。

　逢．われわれは誰もが，仕事1こおいて，われわれの企業内部での僕給者であると購時に顧客でも

　　　あ辱．その権利と義務を引き受けなければならない。

　5．われわれは誰もが，仕事にお秘て，われわれの企業の継続的進歩の利害器孫のある認知され

　　　た責任者であり，そのことから満足と誇りを引き出す。

　§．われわれの努力の賭け金は，われわれの企業の成功である。われわれの結果はッその尺度で

　　　ある。欝

　こうして「完全な贔質jは，部品供給業者との麗係だけでなく企業の籠発設計・製造・購饗・簸

聾　盆翼U盆、ゐ妻踏麗麗鳶傑薦麗≠‘旋・融《毎曜∫麺To蝕身，G農蚤餓a羅、欝欝．「完全な轟糞ljキャンペーンの熱熱僕給業

　者における実態については歩礎稿ヂフランス露動議麗業における獲霧の聾力化」曙彦根論叢毒筆325弩，2翰春

　年1参照。
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売のいわば全局癒を貫くキーコンセプトとして鼓置づけられ，製品・サービスの「顧客満足雌の観

点から企業構成賛を「顧客・僕給考」の権豊麗係におくことによって，晶質海上のみならずコスト

麟減・糖類簸縮1こ…体的1こ責任をもたせ「継続的進歩」を追求させるスヨーガンとして，構成員の

ト緒に饑く仕方・行動への指舞」となるのである。それは，公罷経営騨1ことって以後の揺るぎない

．戦酪的な管蓬原購として現れる。

　公懇経営葎は地方において，院全な品質墜を軸とする経営再建の確録と競争力の蜂1上のため1馬

新たな労優対護さらには労使妥協を構築しようと努める。それに向けて経営鋒は，絡隼秋1ご諸テー

マに麗する労綾同数代表省察グループ」を麓羅や人的資源管蓬等の一般的テーマのもとで欝集する

が，そうした労使対語は89年にはいると，技籠資格，労働時開講整，労鰹編絞，職業譲練と職業進

蕗鮨導，等に関する労鍵交渉1こ移行し，いくつかの労整協定を実義させることになる駕

　その最補の結実は，総年錘月に最大労緩。（｝孚1労鱒総懸翻を絵く諸労縫と経営陣との闘で締

結された労綾協定「白燐化された環境における格｛寸け搾である。それは．従業員の格付けに興する

84年の協定を修正し，新しい「昇格コース」を設定することによって，糞動鑑された製造現場にお

ける製造要暴に贔質講、と・設備保全のあたらな責任と「チーム麟作業並（t鍛va養磯gr（滋脚／すなわ

ち作業集懸によるある完結的生産活動の繁鋤的遂行の積極的受容そしてそのチーム凝襲業受容1こ対

応する醸購講うでンの矯縮化」（racα雌蕊s磁懸樋d譲欝擁諭3ぎ。蜘麟すなわち職纏鵬

の簡素化を体現する職簿1には，妓衛的機能の挺当責任のインセンチィヴを与えようとするものであ

る。

　それらの新しい昇格コースとは，製造要員についての「自動化設備活贋要員」（A総むAL職調1こ

ついての紅窪動建製造難分畏」（CSFAlと「霧動化製造設備嚢長考」（灘JFA／である。これらσ）新

しい昇格コースは．自動化された生産設騰のもとに醗置されている現場要員にのみ銀建されている

とはいえ，齢年の公鐡の定員約7万人のうち約墨万人置適驚されることになる。

　製造要員については，経年σ）格付けにおける生産要員実習生（係数欝5）から生産要鍵専門工第

3級（係数2嬢までの職位の七つの踏梯が，礒1鯵過程専野弓工第i綴（雛s，係数欝獅→專附工第

i綴上位カテゴ！ノー（雛CS，係数盤5／→専響工第2級（P2，係数欝5／一華專鑓工第3綴（蔓）3，係

数雛§）の昇格コース絵勧化設備活絹要員」に統合され，それぞれの舞格は，運転する設欝に購す

る運論的実践的試験び）通過を条件とする。

　こうした新たな昇格コースの設定は，「複数の専需分野をもったチーム内診での継続的進歩」秤職

務遂行能力（cO類擁te鯉e〉の旛互補完」「装備のよサ遷窮な穂羅ゴを要談する察勤化設備のもとで，

製造要舞1こ「生1産の職務の錘餐こ，設備のメンテナンスと製贔の晶質善こ関する新しい責任」σ）引き受

けとそして保全などの伝統的職種の「昇格コースとの闘の横断的移麟」を薄髭にすることによって

「職業的専門性（蟹。｛8sslo盤雄s童疑／の陶製のインセンチィヴを与えることを黙約とする（な転

これらの驚語の意味は後述／。

3）M．Preyss縦t．五鰭罐謙緬癖幽～‘融漉1鼎詞鱒，r聯醸登灘歪をrc｛｝ll騨d搬e灘tl鍬装1撫

　GE蕪P亙s盛、玉鱒3．

蓬）瞼1磁雛醸，C聖as藪駐輪e欝欝嚢｛e照叡〔澱tls尋．搬乙繍梛耀掘駕鞭ま轍繍鰍麟・舞面3i3・

　i§灘．
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　職講については，以爺の格付けにおける作業礫畏（C狂，係数2鶉・騰購，職長（CM，係数28シ

3編・謎§／，作業場長（CA，係数謁5／という踏屡的構成が，嚢動化製造区分長（第1等級・係数2§§，

第2等級・係数285，第3等綴・係数蹄§／と察動化設備責任者（係数3弱・憩毒1クラス外｝／とい

う二つの昇格コースに統合され．それぞれの昇椿は，．と斑の心遷学的な査定（εx叢盤ε麟および査定

委員会の結果に左右される。

　製造の職舗におけるこうした職踏麟ラインの短縮化は，講者の昇格コースにおいて「捜衛的指導，

生産手段管饗そして場合善こよってはあ叶うる異なった職種を行便する専羅要員と生産要員とのチー

ムの職贈錦上の責任」の引き受け，後者においては「盲嚢化製造区分長によって詣揮されるいくつ

かの分野から構成される製造設備の責任（人員，援徳的資金調達的手段，製品〉」の引き受けとそれ

による「よ馨適切な狡応牲」の確保を目類すものである。

　以上のような臨動化された職場における狢付け改革は明らかに，後1こ鰹れる経年のフラン工場の

薮華シュペール5の車体纏樗自動化ラインにおける「霞勧化設備運転工」の認定とそれを中心とす

る混織的霧業チーム織成の経験に基づくものであ彗，一方では，製造要費の格付けの懇素化を進め

ることによって，作業チーム内の複数職務の握当や品質検査，霧歩的保全への関与したがって製造

要員の柔軟醗置と「多能工（鈴lyvaleηt／髭葺を一篇促進するとともに，地方では，職鰯纏織の縫素

化を進め，作業管運と人事労務管蓮の双方にわたる機能をさらに広範1こ握当させ，現場職象彗にいわ

簗翌表．製造要鑓の無終コースの変免

獲　　来の昇格コース §動牝設鑛活癩要員
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ばよ讐広い権駁を与えることによって，「チーム麟彬業藤織の権対的嚢律性の強化を意図したもび）

と言えよう　（第｝表・第2表，参照／。

欝　郭生存するための協定」と新しい労縁練成方式の公認

茎．「生存するための憾定」と新しい労使妥協の胚胎

　ルノーにおける88年から齢年にかけての労使端誌と労使交渉の第二の結実は，緯年箆弩に講

じくCGTを除く諸労纏が署名した包掃射企業協定「生存するための協定（Acco羅農v舞re擁（8§

年12月2§目｛寸》5）である。この協建は，直接的には82年の企業協定が88年末に莫麗嚢窮れになるの

に対応して行われた労使闘の対語と交渉の成果であるが，よ讐長簸的に見れば，弱隼の「ルノー協

定」を購矢とする従来塁）企業協定とは影式上も内容上も墾らかに異なったタイプの新しい協定と言

わなければならない。

　形式上の面について労使関係醗究考C蓑．モレル氏に従えば，この鵜定は次のような点において縫

来の協定と異なっているのである。

　第一に，i年期．駿こわたる「継続的または恒常的な交渉達の成果であること，第二に，労継への様々

な授徳的構報提供の会合設建，交渉遜程への外部専跨家の撰講などの点において6）「教育的な交渉」

の成果であること，第三に，交渉の主要テーマの真体化を中央レベルから事業瞬レベルへ委託する

ことを公然化することによる「交渉の影響力増大」をもたらしていること，第聾に，協定の内容に

闘達するが，「交渉権手の基本的諸療則またはその一認の椙互承認」を含んでいること．である。総

じて，「生存するための協定」は，労組CGTが主導権を取ってきた往来の「示威運動と一体の交渉」

から．t記のような特籔を騰えた喫約的交潮（鐙gocl譲磁。舎費tract琶蕊e／への転換のうえに結実

しているのである韓。それは遽知のように，82年のミッテラン左翼政権下でのいわ侮るオールー労働

法舗改革が震毒した賃金・労轡時鷺・格付け等の法範な開題の企業レベルでの定簸的な労使交渉・

協議の義務替けによる解決方式のルノーにおける覆れとも誘えるものである。

　この点は，総年代後半の企業び）経営再建遍程のなかにいち擘く「減量経営」の対象に選ばれ，「生

存するための協定」とほぼ涙時難に最終的な曜罵講整計露」と工場閉鎖が決定されたビランクー

ル工場における労使交渉についてもほぼ同様に確認される．

　公腿経営陣は，CGTの擁点であり「労働者の砦」と誓われた最古の本縫工場ビランクール工場の

閉鎖を8§年末（ii月鱒鋤に公表する前に，CGTの活動家「ビランクールの欝人」に聾する裁

醤での7月の経営縫の勝訴決定を歓還しつつ，CFOT　lフランス民主労働舞盤1・CGC　l幹部職轟総

譜懇・FO　l労鱒考の力派璽の「改良主義的な継合連合ゴと労嚢対誌を雛始し．これらの連合が工場

閉鎖を療則として受容し，その代撹要求の馨標を従業員の「再就職斡旋」1こおいていることを確認

した後に事業所委員会での協議を実行する。鴛欝締めに開始された事業所委塁会の労使鶉議は，約

5｝輝醸鎌譲、Ac灘蘇vl鞭，1擁熟練俄麟観轍訟魏魏朝敵、期．§瓢，亙蜘』」職憲こついて

　はなお，松村文人蓼幾代フランスの労使鱒｛綴ミネルヴァ書房，2§紛年，第玉章および第：垂章，参照。

6）C鼓．臨r雛．Aマ罐一瞬鯵譲註sec繍6e紬t媛，餓L礁多御船繍．2搬（癌鋤欝，Octを圭res露呈tl鰹、欝警4・

一一
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商　　学　　論　　繁 繁7｛｝巻第婆弩

iヶ欝縫続いた後．工場閉鎖とそれに伴う「雇屠講整計國」をCGTを除く諸労緩との協定文書（鋳

年1鴛5嚢昏鈴として確認するに至る。その特1｛致巌，約護，轟鎗名の従業員に絶する内藻的再1就職・外

部的再就職・早墾退職等の「解雇付縫措灘蛙を定めるとともに，内部的群就職については，その対

象考選震が職業的行動的評緬とは無翼孫に「年齢と家族扶養」の基準によってのみ行われたこと，外

藩的再就職については瞬豪者は「脅効認定された欝就職斡旋プ冒ジェクトに基づいてのみ企業を離

職することができる」こと，さらにはこうした雇羅調整計露」）実行と邉露調査を録証するための労

硬繕数代表委員会の設置を定めたこと，等である。これらの点濾いずれも，労緯翻の要求に合致す

るものであった。そして実鰹，労使瞬数代表委員会は，再就職や転職支援捲置の実行の追鋳調査の

ために毎月しかも至孝以上にわたって継続的かつ覆常的に弱かれ，鱈年春（3月濃目付／の工場の

平穏な雛鎖をもたらすことになったのであるη。

　こうして．ビランクール工場の工場闘鎖のプ窪セスにおいても，労使交渉の継続性・恒常性，教

育的な内容を備えた労硬交渉，そして工場閉鎖への代撲としての労緩欝の諸要求の経裳蕪による受

容という特徴が発出されるのであり．それゆえこの工場閉鎖6）プ欝セスは性存するための協定達と

講様1こ，以前の労組C（｝丁主導穫の「示威運動と一体の交渉jから葬CGT雪線連合が前面に出る「契

約的交渉」による§倉年代窃頭の労使の合意形成の産物として位置づけられるのである。

　次に内容．との面から需えぽ，この協定は，「交渉権手の基本約諾原則またはその一部の旛互承認」

を含んでいるととともに，労使双方の主張する基本的諸原則が従来の協定とは墾らかに異なってい

るのである。

　総嫁のように．従来の協定の起源は，フランスにおいて事実上，最も早い企業協定である55隼の

「ルノー協定」であ雛，その内容は端的に言えば，新技術の選入とそのもとでのテイラー主義的労鱗

纏成の労纏による受容とその代綾としての経裳蕪1こよる部分的な生産性スライド賃金一…年淫％

の上昇，7｛1年編定ではこれに梅懸スライド講賃金が換えられる　　と年次有給抹鍛3週間の受容

という労健闘の基本的議原則の構互承認に縫ならない。それは換言すれば，「製造と労麟編成に関す

る主導権と決定σ）完全な一方的権縷を企業経営締に留保すること」6）「代獲まとしての「ある体鑛

窮闘とそして賃労働考の購買力の維持の保瞳の継象を与える名目賃金の攣るやかな上昇」の労纏に

よる獲得の協定化と覆えようS｝。

　大馬射に疑れば．簿年代までのルノーにおける労養癒定は，賃金・諸手婆・休職・労鱒暗闘・企

業内慈稗等への広がりと改善をもたらしてきたとはいえ，55年の「ルノー協定jlこよって基礎づけ

られた労使悶でσ）新技術導7ぜテイラー主義的労働編成の受容と部分的とはいえ生産性・物懸スラ

イド凝賃金との取引きといういわば大選生産方式の継続性・拡張性を前提とする非常に生産主義的

なフォード主義的労綾妥協の基本内容を少なくとも企業レベルでの協定においては　　事業所レ

7｝　亙〉．L屡力ξ．｝之e登黛霞二Les　tr（鍾s≦茎驚εs曇e　滋　篤き≦ζ｛｝c玉a叡）雛，錘　7》擢協露．翼撫．2§，i擁2．D．L雄鶏6，婁．Peギ餓，狂．

　罫r（｝鮎s農蓑，五㍑｝蟹潅4認躍潔翻γ、£毒繧｛獲sL麹給。銭s，董鱒3．なお，8（3年代善こお謬るビランクーノレユニ場の麓霧i講整

　び）プ賀セスにつ鵠ては．懸薦ゼフランス褻動灘鐙業における麓灘講整」曙彦根論叢壌第3蔦号，鎗鰺年）参薫。

8〉　∫）。Na》澱む．i一凌cc（）縦設e照t蜜est一重1離離獣総t玉。台盤r譲sOcl謡7　塗E》魏，翼。．24，難5§．なお，55奪σ）「ル

　　ノー鶉建」については，機稿「フランス轟勤欝1漣業1こおける饗金の弾ナ躍ヒ」躍滋賀大学経済学部麟究年率畷第

　7誉．21賑季年｝参照。
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葉i井1フランス齊動車産業書こおける労軽蓼編成の柔．歓乾

ベルでは様々な鋭テイラー主義的労働纏成の実験と試行が行われてきたとはいえ　　転換させて

こなかったと叢える。だが，総隼代の経営危機と麟際競争の激化は，ルノーの労撫こその転換を遼っ

てきたのであ婆，「生存するための協定」こそは，少なくとも署名した当事者の労使の意図としては，

その転換の文字遜り妥協的表瑛であると見なすことができよう。

　そこで以下，「生存するための協定」の内容を簡潔に確認しておこう。鰯定は．前文と23の条項

からなる垂つの章そして講則から構成、されている。

　まず講文から始めよう。そこではまず，企業の置かれている状溌が，量界的レベルでの「ますま

す激烈な競争」「新技術の聡発リズムの趨速化」「賃労働者が企業への愛着を示すという｛灘魑と態度

の一定の変化」という三つの要獲の結合として確認される。次いで，こうした現状のもとでの企業

の持続的成功すなわち「全体的パフォーマンスと競争力の向、雛の源泉として，「幾魏的に…新され

十分に講是させるのに適した製贔とサービスを顧客に提躾しうる籠力」「晶質づ言頼牲・数量・糖類・

コストの完全な統鰯力並等が明示される。そして最後に，「ルノーの閣舞は本質的に，今嚢のルノー

を構成している男女によって作られるであろう」という競点から．従業員の「懸磯釣集懇的な人的

資灘管遅政策と進歩の政策」を「檬互主義と中長難の観点」から導入すること，すなわち「額客の

最大滴定」とヂ企業・従業員双方への奉仕」のために「髪業員裟職務遂行能力を希望や潜在力に応

じて発展させる毒饒性を提躾すること」，興棒的には協定の窪つの章のタイトルである「企業の変化

を甕握し，それへの準朧をすること」「職業的経驚を動態的に警邏すること」「職業的専野性を講練

によって絶えず向上させること」「能率の高い労饒の枠緩みのなかで自己実現をはかること」が宣言

される。

　鋳文1こおいてすでに，労使が権互に承認している基本的諸原則が浮かび上がる。署名者の諸労績

は鋳よ讐も，ルノーが協定の名紘選りに「生存するため」したがって企業の「パフォーマンスと議

争力の病上」を確保するために「激烈な競争3と麟き発蕃ヌズムの撫速化」に対癒し，「顧客6）最大満

足感という経営陣の管饗漂難を実現するために「品質・信頼性・数量・納期・コストの完全な統斜

方墜の不可欠性を承認したのである。そのうえで，署名労綴は，その代縫として人的資源管遷政策

による従業員の「職務遂行能力」の海上を通じての「職業的経路ゴ「職業的専賜姓」ド能率の高い労

饒の枠緩みのなかでの自葛実現」を確保できるということが譲われていると解毅できよう。

　したがって「生存するための協定」は蒙文1こおいてすでに，従来σ）労使協定がもっていた企業の

生産性は新技術の導入に依麹室するといういわば技徳主義的な醗点と労｛暴編成の経営1聴による一方的

決定というテイラー主義的な観点が後景に退き．その代わりに従業員の「職務遂行能力」の陶土と

「籠率の蔓い労蟹紛枠緩み」のもとでの自発性を金業の生産性の源泉にしょうとする新たな緩点が前

面に押し鐵されていると言えよう。ここにはすでに，労使間の新しい社会的妥協を胚絵させる大枠

が提示されている。

　次に，以上のような観点のもとで6）労使裁方の基本的諺原則の内容を醗らかにするために，協定

の尊つの章を瞥見しておこう。

　第i章は，企業の変化に対して職種・職務の変化とそれへの迅速な蝿癒を問題としてお彗，そこ

では，それらの変化を遺跡する労使暴数代表機関，具体的には事業所に権瞬委譲される職種変化の

追麟講査機麗とそれに麗する新鋳鞭センター」の設置が定められている。

…85一



薦　　学　　論　　集 第溝巻第4号

　第2章は，いわゆる「職務の予灘こもとづく管饗」を擾ってお鐸，そこでは特に技術職員・技術

者・幹離職嚢のキャワア6）麟鐵経略，綴購的颪談と職業的評懸，職務上の移動と地蓬的移動が定め

られ．ている。ここで注難されるのは，製造要員を含めた従業員の懸鰐彗的懸談を通じた職業的評懸に

ついて第8条で「面談の詳纏な結譲は適窮な標準化された文書のなかに記録される」とされ，さら

にそれが不嚴の場合にはrよ参上位の職鱗舗上の責任者に殺する新しい薩談を享受しうる」と騨記

されている点である。労組の要求に合致する規定と言える。また，第鰺条においては「雇灘管還を

勤懇的携点においてさらに櫨離し．ルノーの人的資漂のある程度の麟新を健全で自然と見なす」と

いう撰定を入れることによって，事実上，従業員」）企業外労黴毒場への雛鐵を認めている点である。

これ．は逆に労総とくに署名していないCGTの摂津彗の対象になる規定と言える。

　第3牽は．議練による「職業的専醒牲」の海上を籔っており，そこでは，籔技能レベルの製造要

量繋こ興する志蓼嚢毒巷に基づく準蚕簿鷺葺修としての燐叢叢的経験の体系イとと拡張」，選i性・知識テストむこ基

づく新しい労働編成への参入藩修としてのr職業的奪醗牲の発展」そして最後に上講」）評懸・推薦

に基づく自動化設備運転工のための職種醗修としての「新しい職種への準鶴」という三段贈の「尊

勝王化（鞍礎ess沁董玉麹麟s3tl（麟プ買グラム」すなわち作業工から専鰐3二への捜籠資格露一圭二計露が，そ

のためσ）中震1役職者の講練搭導の役審とともに定められている。これは署名労継とくにCFOTの代

嬢要求を駁験する条項と言える。

　第4章は，「能率の轟い労働の枠組み窪を援ってお蓼，そこでは後に詳しく髭るように．新し雛労

働編成としての「基礎単球方式の労働編成淫の内容，「労働暗闘の認整」の濤標・実施療則・新しい

諸形態が定められている。ここで予め淫薩されるのは．労働縮銭グ）原則として「設備の最選i朝罵と

完全な贔寳の獲得」を蒙請す「鍵業貸の職務遂行籠内評癒・参画・責任にもとづく」ものであるこ

とが墾記され（第欝条／，また労簿鋳跳の講整すなわち弾力化は，「完全な品質の枠緩み」に緩み込

まれ，「緊張した流れ（織x　tε撮癖の致策」すなわち在庫ゼロ化のもとでσ）生産麟簸髭の邉求致策

のもとで「績織の稼嚢の柔軟性の増大によって需要変動に最短難響のなかで疲応ずる」ことおよび

「設簿の叢適霧灘」を欝繧とするとともに．事業所レベルでの「労使編議」と志顯羅にもとづく労鱗

暗闘の新しい霧成様式が，従業員に「遽然的拘束」をもたらす場合には，ヂ労働鋳闘篤縮（r磁麗t沁麹

磁鍵盤添畿tr3v3沁・労働条件・談練または金銭の嚢からの適切な残燈」が与えられ，そうした

代纏こそが「雇繕促進的」（熱v〔）ra誠8議ye盤韓〔癖であることを萌記している（第蟹条）点である。

講者の条項タ）表理は経営陣の管還原則そのものであるのに対し，後者の条項の表理は署名労纏とく

にC鰹）Tσ）代綾要求を反駁する条項と誘える。

　「生存するためσ）蕩定」の以、勲のような内容は，製造要員の講練計癒については鱒年の綾プティ

モム・プラン」，職務遂行能力σ）麟驚的評懸の賃金へぴ）反駿については望年σ）「賃金の部分的綱雛

｛麺協定，労働鋳闘の講整＝弾力化については携えば懸年のフラン工場の「夜閥作業班設置淫蕩建，

職鰯6）新たな責1任に応じた格付けの改革については§3年σ）「馨氾丁の昇格コース」協定亨等に異体

化されることになるという点に示されているように，「意泌的に擬酪的な枠績み」グ）もとにあるとは

いえ，労硬闘で構互承認の対象になる諸原灘の基本的な内容が盛挙込まれていることは窮らかであ

る。

　それらは蟻的1こ誘えば，後1こ見るルノーの労纏CF至）丁代表σ）至）、リシュテール氏の見解から綾鑓

総



荒井1フランス露i勤．車産業護おける労｛難編『域の柔軟イヒ

隻存するための臨定

i　　藤文　　i

i　第i章　　i
i企業の愛翫を楚i

曝し、葎へのi
i準備をすること　i

　　第玉翻．新しい労綾妥協の経験

経営葎の管理原雛　　　　　諺労経砂代騰要塞　CGTの権利要求
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緊張した痴れ

　　第2童　　　l
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職霧遂行能力め
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1　　第4童
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の公醗

講隷書こよる難…業

工の奪醗王化・

昇格・舞纏

職務売実、

労儀時騰薙纏と

ワークシェア聾

ング

緊張した流れ

反薄、謡灘生

産の再統合、

蓬常な労織・

盗活時麗確保

安定的な長期

雇罵

鼓能登絡・勤

続経験による

鼻格・鼻給

労儀強駕・労

儀鋳欝弾力化

反韓．時鰻と

ワークシェア

婁ング

できるよう1こ，「完全な贔質」キャンペーンと罫緊張した流れ3の政策による〈企業のパフォーマン

スの向上目檬への従業員の龍動的参画〉とく労働鋳闘の弾力化〉という経営陣の管運原則を労縫は

受容し，その代／賞要求として労緯は，労働纏成柔軟化と譲練政策によるく職務充実〉＜職務遂行籠力

の獲得に応じての昇格昇進・昇給〉〈労簸鋳闘短講とワークシェア蓼ング＞を確撮するという労使問

の基本的諸原則の取引縫係を示していると誘えよう。とはいえ，労線の代償要求はいずれも，協定

のなかに瞬配された表現ではなく，協定の各条積に依証するならば実現薄能牲のある諸要求にすぎ

ない。その慧瞭1こおいて，それらの聾§係は新しい労使妥協の胚胎にとどまっていると言うべきであ

る（第i麗，参照／。

　そ才しに麗しては，…方において，後に見るように，フランスの複数縫合主義という労緯翼の分蔽

状況のもとで依然として最大勢力であるCGTが「生存するための協定」に反対し続けることによっ

て，労使妥協の成就を不確実にする悪と講鋳艇，協定に署名した諸分総1ことっては，CGTとの対雛

上，代、蝶要求の実現のために労硬閥の協議・交渉を続け，新しい労使妥繍の成就を追求せざるをえ

な斗ンという群薄露力書あることを書籍多妻毒で著きよう。

　いずれにせよ，「生存するための協定」1こ基づく労働編成の柔軟化すなわち麟テイラー主義的労働

編。成は，以、ヒのような新しい労使妥協の成．否を左巻する地位にあるのである。

2．チーム講鐸業緩織の公認

ここで改めて「生存するためσ）鶏定」における「籠率σ）高い労働の枠緩み」としての新しい労働
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編成の異体的方式について考察を驚えよう。

　蕪述のように，協定はまず，新しい労働編羨の猿則として「従業員の職務遂行能力評懸・参画・

責任にもとづくゴこと．「作業チームおよびそのメンバー6）§律雛と企業のパフォーマンスとを増大

させることを綾命とする」こと．それらは「設旛の最適利潤と完全な品質の獲得を醤請す継続的進

歩のキャンペーンの枠緩みに組み込まれる墜こと，等を窮記する。そのうえで編定は，新しい労欝

鑛成の方式紅ついて「基礎単位方式の労働編絞3建醒墓翻ls＆t嬢董醸trava量董餓t癌t6醗base／と

呼び，その内容として次のような公式的定義を与える（第騰条／。

　　「こうして特1こ新披講の導入の際に企業のなかに徐々に設定されることになる，これらの新しい

　労簿編成は，生産またはサービスにある均質的活嚢をめぐって購成される臨られた大きさの基礎

　単螢！の形態をとるであろう　（｛聾：続合製造ライン，組立ライン靉靆，チェーンストア方式のノ卸矯

　檬察律挙泣，工程管理のためのプロジェクトチーム，サービス藻錫のなかの区分，等／。

　　これらの新しい組織形態は，製造における携として，第里レベルのメンテナンス・品質保証ま

　たは流れの管運のような，よ馨技能資格を要する諸機能の単位メンバー6）活動への統合1こよる彼

　らの職業的奪野性の発展と綾らの多能姓（脚至yva至e欝ce／とによって特鍛づけられるであろう。

　　これらの基礎単位は，職踏懸ラインの縫素化の文繰において，中開役職者の蟻溝のレベルによっ

　て指導され，稜の権醸と手段は強彬されるであろう　（撫導と調練の役割，権醸委譲される運営指

　標1。稜はッ単位の内部で，特にパフォーマンスの欝標と薮分の結果に関する精報提僕と意思疎通

　を発展させるように注意するであろう。稜は，チームメンバーの自発性を支え．麟造牲の表瑛を

　促進するであろう。綾慧また，障壁験去の意思をもって，彼の単鍾を顧客・供給者のパートナー

　シップ関係（relatl（搬幽照r艶鍍arl議。醗簸t一麺瓢簸lssε麟のなか1こ緩み込むのに専念するであろ

　う。」

　鱒隼4月に株式会被化されたルノーは，企業協定における以上の定義を踏まえて，劔年にこの新

しい労鱗編絞方式に鰐して，政めて「基礎作業単位」総賊6s獲6灘ε濫3三rεs喪Tr絆a翫UE彫と

いう統一的名称と異体的緩織内容を与える％

　公式約文妻・発欝（ルノー製造部文書，疑．ティジュー製造部長）購によって製造における慧ETを

示しておけば，それは，一つの装置や一つのサプ・アッシー贔といった均質的活動を握当する鱒人

以内で購威される作業集瞬であ吟，構成メンバーの志腰麟による議練の基礎上での「擾龍鬢勧

（poly膿1磁ce／すなわち複数の単純ライン作業の修得，品質検査・予防的保全・故難事前診断，等の

海辺的機能を撰楽しうる「複数機能性護（鈴ly麺貸ctめ餓雄童6矯）修得，「継続的進歩ままたはパフォー

マンス病上への「参嚢の縫方」の獲得，そして構成メンバーに「技術的ノウハウを教える能力」の

獲得という羅段踏1こわたる綴麟的集懇的「職務遂行能力」の発展に立興する。こうしたギチーム麟

作業」緩織としてのU鴛τは，r複籠性」と「複数機能性」を修得した労働者である「多籠工」

鑓漣．欝r愈ysse懸t．Lest懸達S無r磁t齢震S曲t賑幅董e艶暮r綴贈膿εZ盆e簸a嘘，塗」。P．至短a撮，費．StεW農rt、」。」．

　　c段纐1褥催デ．）．L厩聯鋤盈ズ耀躍ゴ」鳶融‘歪罐麗，L寂至〉垂α｝鷲鷺rtε．欝館．

麟駿．T1獅，Lε磁ve繍欝e搬e雛撫s多擁撫醗蹴鍍盆es雛愈τr最糎碁奪ET｝磁ez盆艦a嘘，塗C纏懲ダ齢

　　曜ご摺磁裁海“魏ズ確認，蟹S欝雛1t瞳s、1鯵3．陸貸罐t雛磁醸離es繋麟r絵t融s，Lest∫．狂．T．．舞

　　1悔9癬，簸）．i，謄鷺。
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葦井1フランス自麟車、産業にお謬る労1嚢編成の柔敦イヒ

（夢G鍬v譲ε號〉から徐々に購成されることにな警，単位内部でのメンバーの作業部署闘の輪番醗置・

習熟とそして露難であるとはいえ単位外熱の生産支援藻轟との連係によってデーつの均質的活動と

その製品の贔質・コスト・纏簸に責疑をもつヂ嚢律的」で軒柔軟」な労簿鑛成として現れること裟

なる。すなわち，それは，製造要員の「専門工化藩と「職賠麟ラインの懇素イヒ藩「簿壁除去の意思」

に基づく「霞律的」で「技能資格をもたらす、1労働編成にな雛，「覆常的な実地麟修の場」を構成す

ること1こなるので“ある。

　U£Tの公式的謹明はこうして，フランス語の脚ly、爆ε駕e，脚lyv段1磁tが，労働轟成の柔軟性を

保証する「職務遂行能力」の中心的購成要素として，単に複数の単純ライン作業の修得だけでなく，

「専門工化豆複数機能性」に震違させること1こよ拳，本来の専稗工が遂行する暴質撲査・保全・診

断等の周遊的諸機籠の修得をも含意することを示験している。すなわち，公式的説瞬によれば，労

欝編成の柔軟雛は，上のフランス語が購鋳に体現する「複能性」「複能工」から「多能牲」ヂ多能工3

への事実上区購のない連続的発展邊程によって確保されることになるのである（だが，それらの実

態が連続的ではなく懸絶的である点、縁後述／。

　作業チームに対して職踏鱗上の責任をもつ単位幾は，各メンバーの職務遂行能力を管遇すること，

単位の会合・纒驚的面談・行動謙遜などの挙位指導計露を策定し実行すること，品質・予算・安全・

作業暗闘などの管麗図表を作成すること，隣接するUET・生産支援部局・外藩部品メーカーとの「顧

客・僕給者のパートナー的契約関係」を確立し講整すること等の多様な責務を票き受ける（第2醗・

第3襲．参照／。

　こうしてUE孚は，影企業が晶質・コスト・納難の点において顧客を満足させるために，プ蟹セス

の統覇と従業員の参画によって，すべてを活零する麺常的進歩のキャンペーン」である院全な贔

質fを企業の各職場において遂行する労／嚢編成の一般的形態いわばルノー型「チーム擬作業」緯織＝

柔軟労働編成方式として公認されるのである鋤．

窪．二大労働懇禽の録照的見解

　以上のような労働編成方式が，新しい労使妥協の成否を左右する意妹をもつとすれば，労働縫合

がその企業レベルでの一般化に対していかなる対応をとるかが重要となる。「生存するための協定」

は先の労鑓鶉定「臨動化された環境における格付け」と属様に，C欝DT，CGC，CFTC，FO，CSLの

五つの労組の署名とCGτの署名拒否によって成立している。ここでは，二大労纏であるCGTと

CFDT（欝年の企業委員会選挙の得票率は47％と璽％）の対照的見解を瞬らかにしておこう。

　新しい労働纒浅に関する特集を緩んでいるCGTの技術麗孫職員屡の組織ヂ技術者・幹藻職員・鼓

衛職員総連合」（誓G董CT／の機瞬誌『オプション欝こお静て，」．澄ジキーヌ氏1よ職務充実，権蟹保

有・管饗という三つの基準からU狂丁を分観し翫饗するi2｝。それによオtば，新しい労働編成は・労鱗

考にヂ複能牲」を付与するとはいえ，「纈分化された職務の連続的行硬」「穴埋めj　lこすぎず，その

作業サズムは機械のリズムに従属したままであ参，これまで職麟以、tの繕が握ってきた管理約諾機

工葺　盆．Tll綴，L駐。鉛熱ε歯茎泌粧嫁ε，搬・4鱗躍然磁＄翻鋤こ9ゆ。勧むreま縛し

i2）　」．L｛｝難雛e．Or暮農簸総a暮（醗｛〉鷲鮮》建§re無エx　yet墨x7　鍛S声名認ご露命置鎗｝器，翼⇔・3包蓬静2・
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黄丼1フランス自i勤車産業における労鱗編成のi柔軟嚢二

能も含むような「真の複数機能性」を蕎与するものではないこと，臨動化設備活糧要員」という労

轡者は，窮歩的保全や品質検査などの麗辺約諾機籠を掃うとされるが，設備と製贔の技徳的管運の

責任と権駁は職鱗に撞保されたままであ蓼，羅辺的諸機能の握当が格付け・賃金表土の「カテゴ亨一

的変化の社会的認知」をもたらすものではないこと，結局の所，新しい労灘編成1よ生産の短いサ

イクルタイムの嚢からも麗辺的機籠の不十分さと管遅的機能の欠難の嚢からも「穫潤に代替する管

運規準」の不蕉の藏からも作業チームに嚢律盤をもたらすものではないこと，等の問題点をもつの

である。

　しかもルノー・ビランタール工場のtJ懸CTの責任者である∫．バルブ氏圭梅こよれば，新しい労騰

編成におけるそうしたr複能性」は，「完全な晶質」を目指す「緊張した流れ」または野ジャスト・

イン・タイム」のシステムのなかに績み込まれているが塗えに，毒場の変襲や納簸厳守，輸送薫の

トラブルやストライキなどに対応しての「労働のフレキシビサティ憾すなわち土曜（嚢曜〉鐵勤，休

暇取得の羅難化，勤務時閣の緊緊化・不規則鑑，労騰強化，勤務暗闘辞譲練，さら1こは作業チーム

における贔質・納類などの霞からの「職務遂行能力」の議灘による労勝者馨競争の激化，総じてヂ生

活の質の破壊」をもたらすとともに，システムの安定的作動のために，従業員の「コンセンサスの

不可欠化」紅労働緯合の霧争の雛除」「社会的襲得権の不在化、1を帰結するのである。

　縫方，協定に署名したCぎDTの見解は，C（｝Tと暁鐘に異なっている。ルノーのCF夏理代表であ

るD．夢シュテール氏轡によれば，労働緩合は，競争の激化と毒場のグローバル化のもとで「企業が

採駕せざるをえない拘束と賃労働煮たちとの欲求とが交差しうる領域」が存在し，新しい労働編成

がその領域にあるのを認めるがゆえに，金業の現場に積極的に驕与し，獲得される生産性への「首

尾一貫した代縷の戦酪」を提起し「賃労簿煮たちに最も有稀な妥協」を遼求すべきであり，またそ

れなしには「継続的な人員灘滅」とヂテイラー主義的購造の残存」そして従業員の「憑人主義的交

渉墜，労組活動家・責任者の「現場からの離反斐等の「労騰縫合運嚢の危機諜を克鰻するのは露難で

ある，　ということになる。すなわち氏によ才しば，企業は，競争力の海上と贔質・コスト・納簸に関

する霞標達成のためには，伝統的労働分割とは異なる従業員の「企業の賭け金への籠動的参霞割と

「纒磯釣集羅的知性4を必要としているのであり，鐘方．その具体的提起としての新しい労働編成は，

「職務充実、拝瞬懸に定義された追撫的な職務遂行籠力の獲得に応じての継続的な職業的変化拝労働

鋳騨短縮とワークシェア》ング（韓rt鐙e6雛撮v認Mなどの特に生産労鱗考の欲求を充足させる

駕籠牲をっている以上，労緩は，「擢否と抵銃の論還」でも「労健協調主義」でもない「第三の経驚」

として，特に現場の活動家が，チーム舗緯織のもとでの「理場職務への積極的関与」を進め，職麟

と労勝者との綴霧的霞談の結果を集約し要求行動を纏織することによって，労簿者聞の懸人主義的

緩争や抵装籠費擦者の雛陰を揮撰しつつ，実現される生産性〃）成果に対して，労働鋳間短鑛運動等

の「企業の次元を越えた集懸的な動員」をも進めること紅よって，上記の代襲を獲得する戦略を採

るべきである，ということになる。

　以．とのような二大労組の見解」）対照的性格は，CGτが9脅年㌶層の企業委員会選挙において第二

玉3）　ぎ．黎a購ε．〔晦a難t6t硫農le　c（｝螢rをq照畿6畿vl紙漉庶

i．鈴　玉｝．殺ま。賊εr、ム》麺s灘絃野」ε〔騨声蓋ε、r農麹｛｝r童登綴r　le　sy登華gs藤懲1盤ter簸継lo濾蕪雑至聖oS蓄電CTA（U戯vers翼吾

　　ご蘇・ry／．舞難マler謄彊．

一蟹一



溝　　学　　論　　集 第驚巻第蓬号

次大戦後窮めて過半数を獲得しえず（縮年の53％から響％に転落），中央企業委轟会の事務局長の

地位をC霞）丁飽の縫合連合に奪われ，労使協議・交渉の主導権を彼らに譲り渡したとはいえ，縫年

秩のクレオン，ル・マン爾工場での労鱒争議に見られるように，新しい労働編成のいわば贈綴的性

格とそれによる労働生活条件の悪匙を撹轄し，凝来的な賃金引き上げ要求すなわち技能資賂・勤続

年数・経験的技能講上等による自動的昇賂・昇給保難要求したがっていわば企業檬簸的なジョブコ

ント冒一ル捲鋳を羨嚢紅饗し鐡すCGTの「権講要求的葺（鷺ve舞盤。＆癒／労簿運動が健在である鰻

り覇，新しい労撲妥協の成就が容易ではないことを意味するであろう。

至V　新しい労騰纏成方式としての｛麓響の実態

玉．雛年秋の労騒争議と新しい労鐵編成の困難牲

　「生存するための協定」によって公認され，鱒年代窃鑛にU狂丁として名称が与えられた新しい労

舞編綴方式は，その後，いかなる実態のもとで驚動し，いかなる翼題点を抱えているのであろうか。

協定の約2年後，鍍隼歓に腰弱されたクレオン，ル・マン爾工場での労鱒争議は，そうした考察に

とって試金石となった。

　それは，ルノー・グループにおいて，特にエンジン，トランスミッションの生産工場であるクレ

オン，ル・マン再工場がそれぞれ約3還圏と灘日闘にわたるストライキの雛点になったがゆえに，

「緊張した流れj　lこよる在庫麟藏政策を通じて，フラン，サンドヴィル，ドゥーエ，ビランクール，

モープージュの馨内懇立工場とベルトラン・フォール，ヴァレオ，レイデル等の部贔メーカーのみ

ならず，スペイン，ベルギー等の国外継立工場にも生産上の大きな混蔑を引き趨こし，企業には7万

台，欝欝フランの讃美をもたらした大規模な労働争議であった。

　これらの争議は，「生存するための協定感喜こ明葦！された新しい労｛i離編1戎と腎乍業工の1奪野彗工｛ヒプ鷺

グラムユによる講練が韓らの賃金増簾も作業離署変更ももたらしていないこと，そして「利益分靉

靆手当淫が前年£比して三分の一に減少していること．への貌議を発螺としている。クレオン，ル・

マン双方にわたるiヶ鍔近いストライキの後，クレッソン魅会党政権の介入を通じての労使交渉の

もとでの妥結の内容は従業員の賃金引き上げ要求の受容儒闘基本給の2震フランσ）引き上げ，響彗

益分醗鱗手当」として生，鈴奪フランの支給／そして経営陣による靉靆麟構造短縮化・講練・指導を伴

うU狂↑の一縷の展開というものであった。この争議は．当梅から事業所委員会選挙での8割の罷撰

的支持率を背景にしたCGTの主導権のもとに展鵜され，C嘗DTもまた積痙的に支援するに至った

にもかかわらず，総額でi．5春馨フランの賃金弓多き圭1げという当初の要求が結局のところ充足され．な

いという労緯馨彗にとっては不本意な結果に終わったのである瞬、

麟M．ぬsso撒，最e無a鞍ltc最a簸暮e6e脚a嚢llaCGTs蟹r爵，鍛αな魏ε溺縦漉，醤。．22§6，董欝。C．B繊3r轟．

　　Le　va－t（｝t建6e　la　CGT，1簸え！む奪∫鋸ε　羅。舞芒ノε潔εギトぎ（多．2338，歪｛箋縫．

圭6〉　玉B｛｝te馨a．至更e簸＆琶董t二至a　C（｝下多。罎ε暮ros，量簸五て奪診認㌶麗麗ノ‘ぜ」ε，翼。．2337，垂§§i、盛．G．Ver6ev（｝ye，S．露ξ｝葺注盤乏｝墨，

　　M．Paぎ3資｛董玉．艮e鍛3撰t　t澱e塑登至《｝壷塗｛沁s建玉乏｝i　s娘ぎ〔聾x　き至乏｛c驚，魏　五字種魏ε　旗燦麗だ乏｝．きξ．2338，i§劔．　』｝．要彊．

　　翼or懸嚢δ，S◎曲劣ea蜜○蹴磯｛照襲ε難綴，1費島蜘㌶磁、董e窪7一玉融ove錐癒rd鱒L
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萢井1フランス自嚢．葎些縷業にお馨る労／遜編成の柔軟イと

　この争議については，企業協定が蕪然として文字通静公式的定義にとどまってお甑燧袋能製造

要員の「専稗王化」と「職購舗ラインの簡素化鍾障壁除去の意思」にもとづく泊立醐で「技能

資格をもたらす」柔軟労欝編歳というその誕雛文句の実現が，製造石場において矯簸的には静かに

璽難であるかを示したものと言えよう。この点に聾しては，次のような分蟹が妥当であるように思

われる。すなわち，…芳紀おいては，講練を受けた製造要員でもチーム晦のすべての職務を握当す

るのではなく，保全・生産装備等の生産支援部轟との「贈懸纏織上の分業匪に緩み込まれ，聡実に

は格付け上の昇格も銀られていること，縫方において，彼らは今後，人員醗減の蝿象になるのか（事

実，ルノー全体では鱒隼窃頭から2年間で約7，§鼕鼕人の人員灘減／，あるいは強翻的移動によって昇

格見込みのない新しい職務垂こ翫置されるのかが宰奪らないという企業によるr職務の予溝藝こもとづく

管遅雄の強化によって「将来6）不確実性3のもとに置かれていること，これらの事籍こそが，クレ

オン工場などの労働者を「複籠的」職務への積極鷺与よ参も銀定的職務の醜状のもとでの賃金引き

上げという懇来的要求に走らせた，という分極がそれであるi71。

　とはいえ，この争議は，企業中央レベルでの賃金懸辱彗化交渉，事業所レベルでの労働時縫弾力化

交渉など「生存するための協定」の一箱の異体化のための労使交渉を促す契機となるとともに，飽

方，権利要求的労働運動の握い手としてのCGτの健在ぶ参を示す機会ともなったのであるi㍉

2．新しい労働編成方式としてのじ欝の実態

　次に，新しい労齢編成方式としてのU鷲丁の鱒奪代車鱗における実態を二つの調査艱苦に依擁し

て明らかにしよう。

　まず最携の講査報告は，鱗年から鱒年にかけてのサンドゥヴィル工場の主として継立ライン職

場を対象にしたものである麟。

　それ1こよれ．ば，そこでのU琶丁は，一つの装置や一つのサブ・アッシー轟の懇立といった均質的活

動の撞窮手として想定されているが，現実には活動のまとま雛を可能証する生産工程や作業部署の

「切り分け慶し」（re麗co即題e／は行われてはいない。また，製贔の種類や生産量が変化した場合の

作業藻署闘への作業の醗分は，U盆丁内または灘上・属下のぴ露丁閣で決定されるのではなく・生産

技術部馬と警業場長によって決定されている。

　作業工について言えば，「生存するための憾定」は，彼らが複数の作業部署を担当しうるヂ複能姓」

を獲得するために志纐毒彗にもとづく譲練を推奨しているが，彼らは窪々にして談練1こ消極的であ甑

「増大する魑入主義」を示している。その選曲として，慣れない複数の認署を握当した場合にあ婆う

る贔質不良や作業ミスヘの恐れが挙げられている。彼らはまた公式上，嚢己検査の飽歓窃歩約保

恥」．P．露a磁．臨tat醜sr6slsta資ceset畷顧cat魏S．1賦．B・yer醗P、参蟹a羅，Lゆ露漁礁概一線ボ

　　ワイエ＆」．曾．ヂュラン，謙譲ぎアフター・フォーディズム茎ミネルヴァ書房，欝繋年も鼓し雛盤rt＆　P、

　　裂（｝ze鰻蜜t．撫C鰹tr縫ct搬ぜ職e盛鱗elle盤a顛Sε撚疑sl費es鞭麓a藤，1蟹a雛艦（｝掛頗磁ピゴ螂

　　魏4鐸露瑠認裁＄、露盤。

工8｝　更｝．Ferr餓．L盆ccor（至言v舞re識翌r呂le雛1，無五麟愈灘器S碗魏悲ε麗8｝2舘紹」．醤｛〉．7尋，i｛難2．なお，ノレノーにおける労

　　蔑交渉・協議ぴ）変｛蒙こついては，松韓文人．繭掲書の第3章．参蕪

亙｛舞　　紮窪．Freys叡3麗麗．o妻．‘露。
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繭　　学　　論　　集 箆鷺拳第4号

全や軽度の故緯修運といった周辺的機能も毒当することになっているが，自冠検査によって製品や

設備の欠陥を見つけた場合，特に緩立ライン上の作業工は．約｛分という短いサイクルタイムの拘

束もあって，自らは摂当することができず，ヂ単位鼓徳補佐」（Assls絵雛Te出癖鱗εざU董漉愈ATU／

を呼ぶのであ参，このATむが修業チームの品質管遷・工具管遷・複龍王養成・保全との連係，等の

潟辺的諸機能を確録している。

　羅し，機械癬工の工程において離晶の搬入と籔繊が自動化されている場合には，作業工が霧歩的

鐸全すなわち第iレベルの保全・修還を握当している。霞みに，第2レベルと第3レベルθ）保全に

関しては，製造部霧から墾自に区霧された独自の保全要員チームが纏織されている。

　緯立ラインの作業工についての格付むナは，難，震CS．P2，滋という醤つの購梯を含んでお塗，Pi

として承認されるためにはチーム霞の6作業部署の経験，灘CSのため1こはチーム内の笛作業部署

の経験，P2のためにはチーム内で欝部署そしてチーム外で欝部署の経験，がそれぞれ必要であ陰，

そのうえで試験によって正式認定される．P3については，瞭動化設備運転工聾こ与えられる格付け

であ参，彼は保全の職務を担当する（第3表，参照／。

　作業チームの監督者である単位長は，作業工の「職務遂行能力」の評懸と管運，チームの「櫓導

計錘」の策定と実行，§己のチームと属土づli下の諸チームとの縫孫の調整などに専念するが，実

簿人員の管幾を含む予算上の響標や醗分には露与していない。それは，作業場長の権鰻に属してい

る。作業チームの指導は，休憩時の緯立ライン末螺の「意思i錬通塞闘」におけるパフォーマンス旛

標の紹介と「一曝寺的縫題解決チーム」の緯織を通じて，単位長によって確保される。

　公式的文書の需う「顧客・僕給者の契約闘係」について言えば，チームの活動が，完結的なサブ・

アッシー贔に合致しないかまたは墾確に還驚されない場合が多く，それを設定する6）は醒難である

と評癒される。なお，クレオン争議後の事態として，「秘益分醗鱗手当」の各工場ごとの計算と醍分

は，毎年の労菱賃金交渉の対象になっている。

　次の調査輻告は，93隼から96年にかけてフランユ1場の講じく纏1立ライン職場を対象にしたもの

である鋤。

　それによれば，フラン工場においては．簸売需要の変イ絵こ緩立ラインを適合させるために，平均

して年に3國から4回，「時鷺当たりの生産速度の変更」（患鍛鯉濃e叢δe　ca喪登ce難。麟ギε／の鰹

に作業部署の「初雛分け3（縫。綴鞍解／が行われるがナそれはうUETレベルでも作業部署レベルで

第3表．サンドゥヴィル工場誇彫£Tにおける多能牲への発展

i野3

i野2

i野里cs

i夢至

嚢勤牝設臓運転工，保全職務を摂当

零露丁醇部で翼薬署，外部鴛琵丁で欝薬署の経験

菱罷丁内診で亙6薬署の経験

弩£丁鰹部で§認署σ〉経験

（患所〉　聾蓬．Frεysse豊登t，Les　tra登S負姥盛衰纏（｝盤S（董琶tr寂マ＆鍵　e擁

　　霧r倉慧茎｝e　c鼓ez　裟e賞我毛嚢t、呈鴛　∫．歪｝．至　綾r我蓑6ポ　P，Ste犠rart．

　　」．」．Cast灘Q（曲。》、ガ麗麗癬礁擁縦綿々言論廊8，
　　　L＆蔓延。｛羅veギt｛｝，圭§｛逡。

2｛｝〉　」．｝｛．（シa盗むert，Rθ絃舞舞欝欝群轟々4惣ε㌶多海鐸酸戯贋、Pでesses冒綴翠erslt謙res（搬Se夢壷e滋ぎ量｛｝養．2§春曇．
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蔦…簿1フランス自i爵峯産業における労／勢編成の柔軟翫

も一つの装置や一つのサブアツシ一品そしてそれを構成する一つの部品という活動の完結牲によっ

て行われる象）けではない．実礫には「葎業藻署の負荷を最適化するために，ますます綴かい分裂に

至る盤のであウ，藻署は複雑善こされ「品質不喪のリスク」を増大させ「作業工による部署の自力領

欝（a巌。－a至）騨。夢鍾at量。轟〉を羅難にする」のである。さらに隷，一部の部署は「いかなる護1連も整合

性もないパラパラσ擁乍業藩から購成されることになる。　しかも，これらの「切り分けゴは，慧露丁内

またはU狂丁懇において糞垂的に行われるのではなく，生塵装備部局によって一方的に行われるの

である鵯。

　こうした作業部署の「燐む分け」に対応して，作業工の講練と「複能牲」は醸定的である。蒋に

北アフ夢力崖身巻が多い根対的に高齢な作業工は，晶質不良を恐れて「部署での談練曇1こも「部署

閣の輪番醍置聾こも消極的であ9，「麺饗的嚢談」や饗常的交渉を通じて単位長と良好な縫孫を保つ

ことによって，交渉決裂の場合には労簿専門医による新しい「翻署への不遜合の宣告」にも依擁し

て隅一部署を維持しようとする。若者の作業工については，作業部署への迅速な遍慈と部署馨の輪

番醗謬（通常5還聞から9遷鐸の頻度／の積権的受容さらには麗辺的諸機能の知識の蓄積が観察さ

れる。綾らは，「作業工の専門工化プログラムまが適欝され，単位長によって職場外の「夜閥授業窪

の受講が推奨されるとはいえ・本来の事解工への昇格は事羨の「フランス語と数学の水準達成達と

いう要件を満たす者が少ない，すなわち彼らの就学水準が帽対的に低位であるが幽えに獲難である。

なお，「複能牲」の講練はUET構成員の無懸欠勤率が5％未満という条件のもとで麗始され，修業

工は三つの搾業部署の最質・数量・安全・清潔に麗する職務遂行が撞当できる場合に「複能工」

（夢纏yv＆艶蹴〉　とされる．

　鯵ETにおける実鰹の労鰻鑛成について覆えば，作業工は，生産技術部題作蔑の「部署カー肖に

記載された作業方式・手顧に従ってサイクルタイム約董分6）反復的職務に従事するが，馨分の部署

で解決できない欠簸を冤離した場合には「作業工警報］装置1こよって手直し工を騨び鐵す。製品破

讃や設鶴故瞳が生じた場合には．「総立工」（溢。盆e羅r／と呼ばれる「多能工」さ嚇こは「醗長補佐」

（Assls穣継C簸藝δ電鍵珍el　ACE〉が関与する。

　重藤し工は，UEτ内ラインの末蟻1に位置して品質検査と手薩しに従事するとともに，「作業工警

鞭」に応じてライン上の製品欠臨の謬正を行い，その欠臨の部署と事蜷を「工程カード聾こ記録し，

ACEまたは単位長に通知することになっているが，遜忽せずに黙って討死することが多い。原則と

して各U廷丁内に最低2人が醗選されている「総立工」は，U狂丁内のすべての作業灘署に習熟した

本来の専門工であ彗，「コンベアーライン外の職務軍就き，特に単位長から委任されて新人痒業工

の談練と「複能姓婆の指導の飽，欠勤者の代替要員の役割，導ε丁内の部署の巡灘，故樟修獲，等に

従事する。「総立工」串身者であるAC狂は，賑来の講整工に対応する作業工と単位長との調停者の

役割を果たし，継立ライン1こは入らない単位長の代わ鱗こ，作業工たちの部署への醗置と調整，「工

程カード」の確認の飽，製品と機械の修運，作業工への提案示唆，贔質改毒の推進そして高度な保

全故難の場合の生産支援部局への連絡・共縫無業，等に鍵事する。

2葺　耀知のように，　トヨタにおける最逓の工程・修業編成」）新しいコンセプトである「完競工程3はこの点紅臠す

　　る新しい実鍍であるよう江思われる。　この点については，浅生擁一・猿霞豆三機・野廉売・藤遜栄史彗鮎下策彦

　　『社会環境の変化と自動車生産システム垂法律文匙社，謄鱒年，参照。
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　単位長は，熱賛・コスト・納蟻等に麗する管運籔表の作成・管墾を行い，UETσ）パフ煮一マンス

の縫線こ責任を持つとともに，「単位接導計画」を作成して選一護および月…度の総揺の会合を開い

て，パフォーマンスの集懇約分観と必要な青髭・改善行動を提超する。本来は責任がある新人の談

練・r複能牲」指導に関しては非公式に「縫立工」に委任しつつも，作業工の部署薦の輪番醗置の最

長蔦週間の鷺鶴での推進や「複能牲の追鋳調査表」の作成，UET内のすべての行勇・出来事・獲

得パファーマンスに聞する文書の作成．通常年一度そして頻繁な品質難題等を起こす場合には髄時

に行う作業工との「鱗欝的悪談」などに従事する。

　琶狂丁と生産支援部局との縫係について言えば，報告されているのは，チームヘの影響が大きい生

産披講部馬と晶質部局である。これらの部局は運一一度．製造部長，作業場長とともに各UεTを訪潤

する。生産技徳部局は・…つの作業場のなかの全てのU露丁の作業方式，作業暗闘・工具管運，蔀署

の醗置・講整，等を決定し，すでに見たように，U落丁槍互翼の活動および各し聡丁内の修業部署の

「切撃分け3を行うのは，この部局である。晶質藻局は，各U狂丁内ラインの串縫で製品の監査を行っ

て品質不良のレベルを評慰し，ライン内で技術的鷺題が生じた場合には，故鐘と破撰の療羨を分析

し，暫定的解決策を提案する。また，この藻濤は，各讐狂丁に対する懲罰的権鰻も有しており，欠臨

の多い製造ラインまたは作業認署に「特購行動隊まを派遣して直接に麗与し握当作業工を「ブラッ

ク肇スト」に載せ，遜切な指導をしない単位長に対する作業場長による靴責さえもたらすことにな

る。

　こうして，これらの調査報告紅よれば，鱒年代中麟のサンざウヴィル工場とフラン工場σ）双方に

おいて，まず｛運IT内の修業部署およびU廷丁相互闘の活動の「切り分け」という観点から見れば．

それは絵雛的」に行われていないのであ琴，それゆえ各葺ETの繕上・鱗下との「態客・供給者の

契約関係3も成立璽難であると言える。次に，UETと生産支援部局との麗孫の観点からは，公式的

文書も認めていたように，「契約闘孫≦ははるかに璽難であ蓼，U狂丁に対する一方的な「複数次元

の統麟と強鰯的鷺与」が行われていると評懸されている。

　また，U£τにおける労働編販の柔軟化は，懸甥的集霞的「職務遂行縫方jの発展に依礎するが，

纒驚的観点から見た場合，高齢の作業二塁1は勿譲｝，若年の作業工でさえ「複能盤ま修得までは進むも

のの，職場外の欝修によって「複数機能性斐を発揮しうる専門工鞘ヂ多能工」に昇格することはほ

とんどない。すなわち，彫廷丁内には．職務上も技能資格上も作業工＝ヂ複縫工ユと専欝工二「多籠

工」の区分が厳存しているのである。ここには，ルノーの公式的説明による「複能工まから「多罷

工ゴヘの連続釣発展ではなく騒絶が確認されるのであり，それゆえ鵜定における「作業工の春窮工

化プログラムユの穣当な実現羅難が観察される。作業チームにおける題辺的諸機能の保証とそれに

よるパフォーマンスの改善諺，基本的にATUまたはACEと辱1ばれる1本来σ）専門工によって据わ

れ，生産支援藻局との連係も実態的むこは一方的続麟であるとはいえ彼らを通じて確保されるのであ

る。それゆえ，U狂丁の実態は，懸甥的「職務遂行縫方」の観点からは，製造要員の「専濁王化ゴと

「鋒壁験去の意思」にもとづく「自律的」で「捜能資格をもたらす」労働編成にはまだ懸ど遠いと言

えよう。

　とはいえ，春鷲丁を纒欝的ではなく集毯的「職務遂行能力3の観点から覧た場合には，特にフラン

工場において，作業工・手直し工・総立工・作業蓬髪・単位長の闘の協働と清報提猴・意思藤通に
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第蓬表． フラン工場の蕎茎立ライン職場の製造要叢の季冬｛言替
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よる必要な「職務遂行能力まの発揮と労働編成の一定の柔軟化の確保という甥の様橿が浮かび上が

る。すなわち，弩ET購議員縫の現場議練と系統的な作業部署闘讐一テーションによる無業工の構当

薬分の「複能窪擁多得と縄辺的諸機能の知識蓄積一一事実，第3表と第蓬表によれば，作業工の遺

半がチーム内のすべての鐸業薬署を経験し，PiCSに絡付けされている一一そして夢鷺丁内「多能

工ゴあるいはそれを含む「一時的問題解決チーム」による周辺的諸機籠と改善活動の基本的保証，さ

らには単位長による「指導計露」遂行のためのパフォーマンスに臠する繋常的な精報握供と意思錬

通，隼一度または経時の［纒磯釣嚢談達や野営的交渉対語，等による葛狂丁への参藤意識の海上

「われわれ若者は単位長によって激励されてお参，翼係は良好である」という25歳」）青年作業工の

典型的発言が報釜されている　　　を通じての組立ライン上の乗綿車生産の多様化に対癒した作業

の多様化・複雑化の集騰的保証である（第4騒，参照／。
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3．柔軟労働練成方式としてのじ璽での位置づけ

　最後に，鱒年代の公式的労鱗編成方式として窺書されたUEτが，ルノーにおける労働編成の柔

軟化の独自の生成・発展遜程のなかでどのように位置づけられるのかについて考察しておこう。

　ルノーにおける労働編成の柔軟銘のプ欝セス鱗について篶潔に示しておけば，それはまず，鱒年

代末から71）年代前半にかけてのテイラー主義約分鱒練成およびそれと一体の賃金等級格付けシス

テムヘの移民労懸者主体の単能工による慧航運動の激化，む雛薮ストライキの頻癸，労働錬外感の深

化といった「労鱗の亀機」への対籍として現れる。それは，単能工の抵抗運動を鎮薄化するととも

に，製造現場の生産性海上をも達成する聾的をもって各工場内の作業場または製造ライン・レベル

での「職務の構造改革」の馬地的実験であり，「モジュール方式作業」（trava玉茎磁盤。δ綬ie／と矯定

される柔歓労働編繍である。72年に窮めてル・マン工場の車台継立ラインで行われたその異体的方

式は，ルノーが当鋳，機械装置の業縁生産協定を結んでいたボルボ・カルマール工場の実験に着想

を得たいわゆる半自律的舞楽隻懸による職務充実の試みであ馨，数人一纏の作業チームがコンベ

アーラインではなく静窪鐸業台上で製品の準繕・題立・手直し・贔質綾査等を露分から25分のサ

イクルタイムをもって集懇的に完遂するものであった。こうした「モジュール方式作業」は，単能

工から簿成される作業集懇に一馨σ）生産蒙標については厳守させつつも，通常のコンベアーライン

よりもはるかに長いサイクルタイムとそして部分的な周辺的機能を含む完結的な生産活動の構成員

の輪番融こよる遂行を許容することによって，労騰の自律盤を与えて作業能率を海上させようとす

るものであった。

　次の柔軟労鱒編成は，鋳年代携頭の生産の自動化・窪ポット化への鰐癒として，工場レベルにお

いて自動匙製造ラインに限定して試行・推進された新しい内部昇進型専闘工の認定とそれによる均

質的無業チームまたは混成嚢蟹乍業チームの騙域である。葬チーム黍彗作業」と撰定されるこの労鰯霧成

は，その鍛も進んだ方式である経年のフラン工場の新車の車体総髯ラインに示されるように，選抜

試験と講練によって「自動化設備運転工ゴという新しい専罷工に認定された蔭単能工数名が高鼓籠

資格所持の披術職員・電気機械専門工とともに，趨替作業・贔質検査・携歩的故瞳鬱鬱・設備診臨

さらにはよウ高度な修遅・診懸をも共講で完遂するのであ雛，製造，保全，生産技術といった薬鰐

間難壁を越えた独翻的な労働編成であった。この経験が，すでに見た総年琵月の労｛吏協定「嚢勤

化された環境における格盤け」に生かされて一般化されていることは麗密である。

　これに麟し，「生存するための鶉定ゴによって全企業レベルで公認された労働纏成方式である

U琶丁は，9奪年代申難の総立ライン職場に醸って考察すれば，まず静止作業台、との羅辺的機能を含む

生産活動の輪番麟と長いサイクルタイムによる完結的遂行を§搭す半嚢律的作業集懇ではない点に

おいて驚年代」）「モジュール方式作業3編成と異なっている。それは次に，公式上はともかく実態

上1ま鐸業工が反復的なライン作業と講時に技能資格の認定された新しい専轡工πヂ多能工謹として広

範な1題辺的諸機能を本来の高痩奪響響工と共講で握i聾する均質的または混成的な｛乍業隻鐵で1まない点

において湧年代の「チーム舗修業」編成と異なっている。こうしてU狂丁は，製造の密動銘職場で

22／　この点紅ついては，縫蕩「フランス褻嚢華産業における労鐵編成の柔軟化一一一脱テイラー主義の鼓革の諸段

　　階　　j響彦根論叢主筆3懸号．艶鯵年〉参照。
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はなく継立という手作業職場を対象にした場合，作業集懇における労働の自律性，集鰭の主要な構

成員の俸業工における職務充実・技能資格向上という観点からは．以前の実験的漏地的な柔軟労簿

編成方式淀比して後退しており，柔軟性の度合いはかな蓼低いと言えよう。

　しかしながら，それは，以羨の膳立ライン職場£おける通常の労縫編成と比較した場合，作業藻

署での議練と作業離署霧の輪番醗置による艀業工び）職務拡大すなわち複能王化．作業隻欝内鋸）作業

王難あるいは作業工と専男工との簡の一定の薬局｛乍業＝チーム麟｛乍業，それらによる集躍構成員の

労働への参画意識の海．と，集霞のパフォーマンス達成のための職講紅よる講成員への露営的な緕鞭

撻｛莫・意思蓬棄還，等の点において，脱テイラー主義的性格は墾白であ吟，一定の集繕的「職務遂行

能力」を発揮する柔軟労働編成方式としての「チーム講作業」綴織であることには変わりがない。

　以上はルノーの整嚢的源泉との開運であるが，慧£Tの源泉としてはもう一つ，総年代中難の経営

危機の克霰策として導入された馨本的生産方式の一環としての全製造要員を対象とする「改善チー

ム」の綴織化が挙げられる。それは．総痒のサンドゥヴィル工場において実鏡される「完全な晶質3

キャンペーンに対嬉した8本の改善活勇の導入に雑ならな恥。UETは，「改善チーム」の枠縛みを

全企業レベルに移癒し拡張したとも覆えるが，擁家の「チームワークまと溝じではない。欝本の「チー

ムワーク聾ま海難のように，「労簿生活の質」（QWL〉的要素を含みつつも，作業集騒を作業と工程

のムダを除去する修業酸善・工程改善に動員することによって，生産時鷺の短編（工数離減〉と労

勝者数の低減（省入佐／を絶えず実現しようとするいわば絶えざる「労饒の合遅穂」鍛の追求手段で

あるのに対し，ルノーのU£Tは，上甑のように，作業集羅における労働が）自律性付与や職務充実に

よる労働疎外克綴を起源ないし動機としており，「労働の合遅化」の追求を擁鱗し，作業集毯の主要

購成員である作業工の職務充実・労働時間短縮をその「代養」として要求する労硬協議・交渉の麟

度的枠績みを有しているが融えに，Ei本的蓑チームワーク」とは異なるルノー型「チーム綴作業」綾

織と善うべきである。

　この点に関しては，作業集毯と職鰯との縫係も考癒に入れる必要があろう。暮露丁の単位長は，マ

ネジメントから指名され定離的に移動する末端管痙職であるが晦えに，馨本の内薬昇進型の職譲と

は異な箏，作業集懸において労働縫合機能に代替しそれを空潟化することはできない。その鰻りで，

鞍狂丁のなかには労騰縫合機能が残る余地があ蓼，鰹えば作業工1こ端する譲練実施の点検，纏野櫛

面談」による職業的評極の集約点験と本人の納得しない場合の異議申し立てと評懸基準の公麗，等

による際鰻なき労齢者鷺競争したがって「労働の合蓬化葺の揮鰯が現場の労組活動家1こよって目詣

されるであろう職。

　ルノーにおける労使協議の公式的簿鍍：の面で｛寸け換えておけば，「生存するための協定嚢こもとづ

き，事業所レベルでは従来の事業所委員会の飽に労健代表による「職種観灘委員会」が設置されて

おり，企業レベルでは協定適罵状溌の労使代表による「追跡講査委員会」が盤年鋭鋒，設置され，

事業所訪闘が行われている錫。これらは，協定の署名労継がすでに見た代纏要求の実現を追甑協定

23）」．曾．○欝a麟，要一es脚磁e麟el段relat繊s衰1短＆les，1擁．P．静t黙擁，警、St騰ar宅JJ・C3stl藍玉。（感量r・！・⑳漉

24）聾．嚢縫tα，砂．魏．

25）艮．τ量纏，L磁6ve鋤登繊e簸羅es聡τC難εZ食餓a撰t，瞭魏・
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に胚胎する新しい労使妥協を成就させるための「一種の産業隻主主義3鯵の装置の役割を果たしう

るであろう。この点もまた，ルノーのU霊丁を嚢本の「チームワーク」纏1織と分鼓させる一要素であ

ろう。

　最後に，協定にもとづくこうした労整委員会の外部紅依然として最大勢力の労緩CGTが健在（縫

隼の企業委員会選挙の得票率襲％／であり，作業チーム内の労働のフレキシビリティ翫讐と企業横

筋的なジ3ブコント窟一ル指向をもって，鍵年の労働争議のみならず最透の97隼のヴィルヴォル

ド工場労働争議覇にも示されているように，経営聴」）管理原則への異議撫し立て運動の握い手であ

ウ続けている点は，製造現場でのU麓τを馨本的チームに鞍敏させない重要な労硬鱗孫要露の一つ

と言えよう。霞みに．CGTは，鍵年代窮めまで，ルノーにおける労働の懲律姓付与や職務充実によ

る労働編成の柔軟化それ嚢体には賛成してきたのであ拳，その観点からすれば，勢年代の総丁を

蔭本的な「緊張した流れf酸策の道具として撹覇するだけでなく，それへの代替案として，露定ス

テーシ雪ンにおける本来的なチーム鰍乍業編成というかつてのボルボ方式も含めて，労働編成と生

産システムの改革に関する専潤的代替案の提起とそれ1こ基づく「契約的交渉ほへの積極的参撫およ

び新しい労使妥協の成就の追求が要請されているように思われる量駄

Vおわ夢に
　本稿はこうして，ルノーにおける90隼代の労働編成の柔軟化につ雛て，総立ライン職場における

「チーム憲彗作業」綾織としてのU廷丁に焦点を当てながら考察してきたが，その結果は次の逓滲であ

る。

　まず，齢年代の新しい労働編成方式を公式化した「生存するための協定」の前擾は，総年代後半

における企業の経営再建邊程における霞本的生産方式の導入の一環としての「完全な品質婆のキャ

ンペーンであり，そこでは，贔質・コスト・納簸の点での「顧客の簸大溝建」，そグ）ための従業員の

「顧客・繊給者麗係」化と「織続的進歩珪への動員という経営鯵の以後の戦略的な管鍵原則が打ち鐵

された。

　こうした「完全な晶質藩キャンペーンの導入達里程は瞬鋳に，ルノーの従来における労使関｛系の転

換選程でもあった。それは・経営陣と労績CGTとの「示威運麟と一体の交渉ゴによる新技徳導入・

テイラー主義的労騰編成と翻分的な生産性・物癒スライド饒賃金との取引きという大量生産方式の

継続性・紋張牲を前提とするいわゆるフォード主義的労幾妥協から，鴎年代麟半から申覇にかけて

の経営危機と「減量経営」を蝶介として，「完全な品質」キャンペーンと暮本的生産方式の導入を軸

とする経営再建を受け入れる非CGT労纏連合との継続的・恒常的あるいは教育的な「契約的交渉」

による新たな労使妥協の追求への転換であった。

錨　」．碧．工）t奎r繊控，c磁cl麟｛壌、塗」．P．恥ギa蕪．碧．St∈w狂rt，」．」．（〕謙譲（）（醜．／，腰，緯．

27〉　この点については．嬉稿「フランス麹愛糞罐業の行方と膜1労役謡講講」（ξ大象琶会幾題懸究訴雑誌塞第尋雛

　　号，簿燧年）参照。

28〉　　」．P．碁盤ra簸∈1，Les　re至3t萎（｝登s　s＆玉屋r1農歪む＄e貸狂騒r（｝登eτ｝εcas〔襲∋ド呂t嚢｛）鷺譲）義｝嚢e．｛蕪　｝｛、》ξ毳毳e至＆　艮．至」三豊6茎ey、ゑξε

　　｝望惚癖箆s欝磁薦‘ぞ》2ε欝ゼ麿，亙訓｝至最職atta鮭，謄盤．

一玉1緯一



荒井1フランス齊動車産業における労働編成の柔軟秘

　そうした「契約的交渉」の産梅が「労欝考の砦」と言われたビランクール工場の醗鎖であ警，「生

存するための協定ゴである。この協定は要するに，「完全な晶質」を鞍とする企業の馨際競争力の確

保を，従業員集蟹の「職務遂行籠力」の海上・評懸とそれによる企業羅標へ」）能動的参遜によって

果たそうとする点において従来の労使協定と異なっている。CFDTなどの編定署名労組はそこで，

経営瞳のそうした管痙原則を受容する代わ嚇こ，低技能の製造要員の「専門工髭」や「職務充実」「労

騰時間橋絡とワークシェア婆ング3等の代1賞要求を獲得できる可能性を見鐵したがゆえに，それは

新しい労使妥轟の騒雛と言えるものであった。

　そうした妥協の成就の成否を左巻するぎ）が，協定によって謳われた新しい労働編成方式としての

「基礎作業単位雲（む欝τ）であ蓼，それは，弩乍業工の専跨王化」「職賠調ラインの簡素化」ギ藤壁綜去

の意思」にもとづく　「霧律的」で薪披籠資整をもたらす」號テイラー主義的な柔軟労働編成である

ことを標榜していた。だが，鱗隼代車鞘の緩立ライン職場におけるUETの実態は，作業工6）就学

水準の権対的低位，奪狂丁内の作業薬署あるいはU廷丁鷺の生産活動に対する生産支援部局の一方的

な麗与による自主的「切り分け」の獲難とそれゆえの各U£Tの縦上・鱗下の「穣客・僕絵者の契約

関係」の成立霧難，等によって，その柔軟性は低鵠ものであった。

　それは，ルノーにおける徳年代薦単の工場内製造ライン・レベルの芋窪律的搾業集懸による職務

充実二「モジュール方式作業」の実験．総年代前半の生産の嚢動化・欝溝ット化に対応した工場レ

ベルの選驚的「多能工」作業集麟6）織成皿「チーム鱗馨業まの試行と比較して，労働の自律性や職

務充実，技能資格趨上の点において後退しているものであった。とはいえ，それは，継立ライン職

場の摂来の労鱗纏磁こ比べれば，譲練と離署闘の輪番醗置による作業工の職務拡大，黙騰成員翼

の業縁作業．集毯の仕事への参悪意識，職隷こよる溝議員への讐鞭提供・意思疎通．等の点におい

て瞬確に醗テイラー主義的性格を示し，一定の「職務遂行能力」を発揮する柔軟労鱗編成＝「チー

ム慧作業」綴織であると言えるものであった。

　U廷丁び）もう一つ外藩からの源泉である濤本の「チームワーク」綴織との瞬連については，「改善

チームユの枠緩みは継承しているものの基本性搭は，労欝疎外克綴策としてのチームの形成動機，外

部移動型職舗ゆえのチーム内への労働総合機籠の存続可籠姓と労緩のチーム内労働条件への関与意

思，事業所・企業レベルでの「チーム舗作業」をめぐる労使による遺跡講査．チーム内の労働のフ

レキシビ婆ティ蟹浮彗の最大労縫の健在，等の理患によむケ蟷鎗には「工数麟減」と「客人匙」の絶

えざる追求の纏織的握雛手である日本的チームと異なっているという点にあった。

　U駐丁の行方は，フランスの複数主義的労使関係のもとでのルノーにおける労使妥協の絞就を占

うものとして今後とも注欝されよう。
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