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1 はじめに
(1) Dore とその著作
本稿において、Dore の主著 British Factory–Japanese Factory: The Origins of National
Diversity in Industrial Relations を取り上げる。Dore はイギリスの社会学者で、国際的に著
名な日本研究者である。彼は、ロンドン大学で日本語を専攻し、1950 年から 51 年に日本
に留学し、その後、ブリティシュ・コロンビア大学、ロンドン大学、サセックス大学・同
大学開発問題研究所を経て、1987 年から再びロンドン大学・同大学インペリア・カレッ
ジ付設「日本研究・国際比較研究・産業問題研究所」所長などを歴任。彼は、研究の始ま
りにおいて、日本の江戸時代の教育史の研究をおこない、以後、社会学的な視点を重視
* この経営学輪講は Dore (1973) の解説と評論を岸が行ったものです。当該論文の忠実な要約では
ありませんのでご注意ください。表も解説のために Dore (1973) を元に整理し直したものです。
したがいまして、本稿を引用される場合には、｢岸 (2011) によれば、Dore (1973) は…」ある
いは「Dore (1973) は (岸, 2011)」のように明記されることを推奨いたします。
†
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し、日本の都市や農村の生活、さらには企業体の調査などをおこなった。
その書には、彼のそれまでの日本の都市や農村、さらには江戸時代の教育制度研究など
で得られた視点が、大いに反映されている。
本稿では、その書の全体像を紹介しながら、その実態調査を解説し、最後にその方法論
に注目し、Dore のフィールド・ワークの特徴を論じる。
(2) 実態に深く根ざした比較研究
今日まで、数多くの研究者が日本の労使関係に関する特徴を浮き彫りにせんとする研究
をおこなってきてはいる。しかしながら、それらの多くは、労使関係に限定される概念的
で表層的な研究であったと言っても過言ではないであろう。
それに対し、本稿で取り上げる Dore のこの著作は、それまでの研究とは本質的に異な
る視点から日本の労使関係に光を当てた興味深い労作である。Dore は、日本とイギリス
におけるそれぞれ二つの工場、すなわち日本の日立製作所の日立工場と多賀工場、イギリ
スのイングリッシュ・エレクトリック社 (EE 社) のブラッドフォード工場とリバプール
工場とを比較している。彼は、そこでの労使関係を単なる経営システムからのみ捉えるの
ではなく、工場労働者の意識や態度、さらには工場内における人間関係の作られ方に至る
まで、イギリスと日本との労使関係の比較が語られている。本書が出版されてからすでに
38 年が経過しているにもかかわらず、なお、他の研究の追随を許さないのは、本書がそ
のような、日本とイギリスにおける入念な工場の実態調査に依拠して書かれているためで
あろう。
著者が、このような日本とイギリスの壮大な工場の実態調査を成し得たのは、日英双方
に強力な研究協力者がいたからであり、本書は Dore の単著として発表されてはいるもの
の、この著の中心になる調査には、Dore の研究助手ジル・パーマー、マーチン・コリッ
ク、キース・サーリイ、さらには日本側からは間宏、岡本英昭などの強力な協力者があっ
た。
(3) 研究に対する姿勢
序文においては、社会学者である Dore のその研究に対するスタンスが表明されてい
る。一般的に言って、経営学者や経済学者は、研究の目的に価値判断や審判をくだすこと
を好む傾向にあるが、Dore はそのような態度を取らず、その書の主たる目的を「価値判
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断や審判を下すことにあるのではなく『説明』にある」としている。それは、徹底した相
対主義的立場をとることで、日英の労使関係を実態に根ざして、でき得る限り客観的に比
較しようと試みたからであろう。Dore は、日英の労使関係を比較する上での自らの研究
上の態度を以下のように表明している。
日本の産業についての本をひもといて、それが訓戒を旨としないようなものだとすれば、ほっ
とする読者もいることだろう。(中略) イギリスの経営者でも、努力しだいで三年半ごとに売上
げを二倍にすることはできるのであり、そのためのやり方はこうなのだ、といった類の話は本
書の趣旨と関わりがない。むしろ第一に目指したのは、イギリスと日本のそれぞれから一つの
企業をとりあげて立ち入った検討を加え、そのことによって産業を組織化する仕方には相互の
間に多くの違いがみられることをしめし、ついで、そうした相違が生じた理由を説明するこ
と、この点であった (Dore, 1973, 邦訳, 1987, p. i)

このような著者の企業に対する見方が、本書の理論的貢献にも大きく関連していると思
われるが、その点に関しては、後で詳細に論述する。
(4) 本稿の構成
本稿では、Dore の著作の全体的な概要を簡単に紹介し、その書が提示する三つの論点
に関連する若干の考察をおこなう。すなわち、①(会社における) 地位の社会的平等とい
う考え方が強まっていること、②早い段階で産業化し、「市場志向型」の労働組織が、日
本に代表されるような「組織志向型」の労働組織へと転換していること、③遅れて発展を
始めた国において進んだ状態が形態されることを考察し、最後にその書の方法論的な特徴
に関して批判的に言及する。

2 その書の概要
その書は、400 ページを超える大作であり、3 部構成で 15 の章から構成されている。
(1) 第 I 部：｢工場」
第 I 部は 11 の章から構成され、日本の日立製作所とイギリスの EE 社のそれぞれ二つ
の工場の実態を、労働者の構成、採用・訓練方法、賃金体系、労働組合の構成員と組織
化、日英双方の労使関係に至るまでを徹底的に比較している。その書全体のおよそ四分の
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表 1 日立と EE 社の雇用関係に関する相対的比較
比較される項目

日立

EE 社

①
②

雇用体系
終身従業員と臨時従業員
の区別
求人・採用の対象

終身雇用
重要

非終身雇用
重要でない

知的程度の上位者の採用

⑥
⑦

業務の幅
管理者、熟練労働者、半
熟練労働者の処遇
採用時の学歴の重要性
従業員教育

⑧

採用

⑨

技能

⑩
⑪

職業訓練費用の会社負担
率
訓練様式

幅広い業務
建て前上は差がないこと
になっている
高い
(終身雇用制によるため）
継続的な従業員教育が実
施される
ある集団がその一員を他
の集団（会社）に譲り渡
す過程
個人の所有物なのか会社
の所有物なのかはっきり
しない
高い

能力的にみてさまざまの
程度の男女
ある特定の業務
かなりの差がある

⑫

昇進制度

③
④
⑤

文書主義的。すべてのレ
ベルの従業員で心の問題
が主要なテーマになる
資格と職務の明確な区別
に基づく昇進

低い
継続的な従業員教育は実
施されない
純粋に個人対会社の問題

個人の所有物

低い
技能向上が目的。徒弟工
の場合だけ、一般教養や
心の問題にも注意が向け
られる
資格と職務の明確な区別
に基づかない昇進

出所) Dore, 1973, 邦訳, 1987, 第 2 章より筆者作成

三が第 I 部で占められており、そこで入念な日英の工場の実態調査の比較が展開されている｡
具体的には、日本の工場とイギリスの工場の労働組織を比較し、日立は原則的に終身雇
用であるのに対して、EE 社ではそうではないこと、日立にとっては、採用はある集団
(学校や家族) がその一員を他の集団 (会社) に譲り渡す過程であるのに対して、EE 社の
場合には、採用は純粋に個人対会社の問題であるというような直接比較がなされている
(直接比較されている主な項目と日英における差異に関しては表 1 を参照)。
このような形式で、賃金体系や労使関係の差異も比較され、賃金に関しては、日立は年
功賃金が基本であり、出来高制度はそれほど重要な役割を担っていないのに対して、EE
社では出来高制度が大部分であることが指摘されている。
労働組合・労使関係の特質に関する比較では、日立の労働者は、企業別組合に属し、全
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表 2 日立と EE 社の労使関係に関する相対的比較
比較される項目

日立

EE 社

①
②
③

組合の体系
最底辺の単位
組合費

職業別・産業別組合
居住地と職場の両方
−

④

組合組織の形態

⑤
⑥

賃金交渉
雇用協定

⑦
⑧

労使対立に対する意識
上司の力

⑨

合意の度合い

企業別組合
工場内の職場
イギリスのどの組合より
も高い
•形式的に整った官僚的組
織
•明文化された規則に頼る
度合いが強い
組合の基本的任務
双方の権利と義務が明確
に規定された基本協約が
ある
弱い
強い（賃金における査定
部分が大きいため）
•労使の対立が制度として
定着することがなく、抗
争も少ない
•管理者と組合指導者の間
の合意の程度が大きい

慣習や慣行、組合役員の
裁量によるその場ごとの
処置
組合の基本的任務
大雑把なものしかない

強い
弱い（組合の努力によっ
て取り除かれている）
−

出所) Dore, 1973, 邦訳, 1987, 第 5–7 章より筆者作成

員、古里工場労働組合か多賀工場労働組合に加入しており、それら各工場の労働組合は日
立製作所労働組合総連合の下部組織である。それに対して、EE 社の労働者は、電気工組
合 (ETU) や運輸・一般労働組合 (TGWU) のような多様で独立的な全国組織の組合に加
入している。さらに、日立の労働組合のほうが形式的に整った官僚制的組織という点で進
んでおり、細かなことを処理するのにも明文化された規則に頼る度合いが強いのに対し
て、イギリスの組合は、慣習や慣行、あるいは組合役員の裁量によるその場ごとの処置に
任すことが多いという (他にも表 2 に掲げたような項目が直接比較されている)。
Dore は、労働者の会社への帰属意識といったような個人が会社に抱く意識や態度にま
で関心を払い、日立の労働者の自己規定のなかでは、日立マンであるという意識が、イギ
リスの労働者の会社への帰属意識よりもずっと大きな部分を占めていることを指摘してい
る。EE 社の場合、従業員の家族と会社はほとんど接触をもたないのに対して、日立の場
合、従業員の家族は「日立一家」の準構成員となっている。このような日立にみられる
「企業家族」的体質は、戦前には企業集団主義と権威主義の混合とされてきたが、戦後の
産業界の「社会民主革命」の結果、権威主義的色合いは修正されたものの、企業集団主義
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的側面が保持され、会社共同体論によってその概念はイデオロギー的に補強されてきたと
いう。
Dore は、このような日立と EE 社における工場の相違には、一貫した違いがみてとれる
という。日立では、終身雇用、実績を加味した年功制賃金システム、企業内でのキャリア
形成、企業による研修、企業内組合、企業福祉の充実、企業意識の涵養といった同系統の
現象を観察することができ、反対に、EE 社では、転職がかなり多く、市場を基盤とした
賃金・俸給システム、他律的ではなく自律的・流動的なキャリアコース、公共機関による
職業訓練、産業別あるいは職能別組合、社会保障の拡充、専門家的・職能的・地域別的な
いし階級的意識がより強固といった日本の工場とは違った同系列の現象がそれぞれ観察で
きるといい、そこから、日立と EE 社には、それぞれ異なった二つの雇用システムが存在
していると結論づけている。
このような二つの雇用システムの相違は、基礎にある組織原理の違いからきており、そ
の違いを日立の「組織志向型」に対して EE 社を「市場志向型」として区別したのであ
る。一般的に、これまで述べてきたような日立と EE 社の違いからは、EE 社のシステム
が、開放的で公正であり、契約を基礎とし、利害の対立を率直に認めた、成熟した大人の
男らしいやり方で、その調整を計っていると考えられるのに対して、日本のシステムは搾
取を偽装した狡猾な家父長主義的なやり方だとして捉えられてきた。しかし、Dore は、
Parsons (1951, 邦訳, 1974) のパターン変数 1 を用いて家父長的な雇用関係を論じた
Hoselitz (1960) の論考から、日立のシステムが単なる「家父長制」や Kerr, Dunlop,
Harbison, & Myers (1960) の言う「経営的家父長主義」には当たらないと明言する。
Hoselitz は、家父長的な雇用関係を Parsons のパターン変数から以下のように定義し
た。雇用関係は、業績原理によっては決まらず、帰属的な特質をもち、義務や責任が無限
定的であり､2 普遍的原理というよりは、むしろ個別的原理3 に立脚しているという。さ
1

2

3

Parsons (1951) の社会システム論では、行為者は五つの行為状況―①感情性—感情中立性、②
自己中心的な志向—集合体中心的な志向、③普遍主義—個別主義、④所属 (帰属) 本位—業績本
位、⑤限定性—無限定性―での選択を避けるわけにはいかないという。その五つの二項的選択
肢のどちらを選びとるか、およびその組み合わせによって、人格システムや社会システムの「型
(構造)」が決定することになる。
｢限定性―無限定性」とは、行為の関わる範囲をどう決めるかに関係する選択である。相互に全
人格的な関わりか (無限定性)、必要な部分においてのみの関わりか (限定性) の選択である。
｢普遍主義―個別主義」とは、規範基準の適用原則に関する選択で、行為者が自己の動機と直結
させて客体に対処するか (個別主義)、ある一般化された準拠枠を採用するか (普遍主義) を迫
られる選択である。
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らに、家父長的な雇用関係では、雇主と従業員の間は、感情的であって、感情中立的4 で
はない。
Dore によれば、日立における職務的地位は業績にもとづいており、帰属性の特質を
ベースに与えられるものではない。さらに従業員と会社との間の関係は、無限定的である
という。とはいっても、日立における「無限定的」側面をなす労働者の面倒を見るための
取り決め等といったことは、制度化されており、契約化される形で雇用関係のなかに組み
込まれているという。伝統的な家父長的人間関係が形成されている場合には、労働者が最
優先させるべき義務は雇主への忠誠であり完全に「個人対個人」の社会関係であるのに対
して、日立では、「総体としての会社への忠誠」が強調される。そういう意味では、家父
長主義的人間関係に比べると、日立における個別性の度合いはずっと小さいことになる。
さらに、日立の労働者の場合、感情性が二つの面に分かれているという。ひとつが、労働
者にはコミュニティとしての会社に所属しているという意識があるということである。も
うひとつが、顔を突き合わせる職場での関係が、単なる目的・手段関係以上のものになっ
ていることである。日立では、上司 (職長や班長) が伝統的な個主とほぼ同じように集団
のなかの要としての役割を担うようになるのは確かであるが、しかし日立の場合には、そ
の結束が垂直的であるばかりでなく横断的でもある。単に上司と部下の間だけでなく同僚
間の感情的親密さも、会社の公認イデオロギーの一環として奨励され、そうすることでコ
ミュニティとしての会社の一員であるという感覚が強化されるのだという。これは、いわ
ゆる家父長主義で言われる雇主と従業員の「感情的」関係には当たらない。
以上のように、Dore は、Hoselitz の家父長的な雇用関係を日立での実態調査の結果に照
らし合わせることで、日立のシステムが、伝統的タイプの対人的な家父長主義や Kerr et
al. の言う「経営的家父長主義」とは異なったものであることを指摘するのである。
それでは、日立のシステムとはどのようなものなのか。Dore によれば、対人的な家父
長的伝統は、日立ではもはや組織の隙間にしか残存しておらず、福利厚生面の恩典、住
宅、教育ローン、東京で勉学中の子弟のための寄宿施設といった実質的な意味をもつ特典
は、すべて限定的に表示され契約化されているという。そして、その配分は規則によって
縛られており、従業員の「権利」として制度化されている。これらの恩典によって勝ち取
られた忠誠心は制度的なものであり、個人的なものではない。このような観点から、Dore
4

｢感情性―感情中立性」とは、行為の客体に対する感情移入の選択である。行為者は行為状況に
応じて、自らの感情を発露するか (感情性)、それとも抑制するか (感情中立性) を決める。
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は、日立の組織システムに対して、従来、多くの研究者が日本の大企業を家父長主義的で
あると指摘してきたその見方を捨てて―新たに「福祉国家制度」との類比で―「福祉
企業集団主義」と定義したのである。
このようにして、Dore は、第 I 部において、従来、家父長主義として捉えられていた
日立の組織システムの捉え方を否定して、EE 社のような早期に産業化した国々で発展し
てきた市場志向型の労働組織に対して、組織志向型の福祉企業集団主義に根差した労働組
織として定式化したのである。
(2) 第 II 部：収斂の可能性
第 II 部は、二つの章 (第 12 章、第 13 章) から構成されており、その書の全体に占め
るページ数は少ないものの、この第二部は、当時の一般的な常識を覆す画期的な考えを世
に送り出すことになった点で注目すべきである。
第 II 部第 13 章のタイトル「イギリスは追いつくか (原題 “British Catching Up?”)」が
如実に示すように、Dore は、日本的雇用システムの当時の変化傾向を紐解きながら、社
会科学の領域でいわれていた収斂理論、すなわち「産業社会は近代化の過程を通じて次第
に類似したものとなっていく」という見解に対して、異なる角度からのアプローチを試み
た。当時の収斂理論の立場に立つ研究者の多くは、日本的経営の集団主義的性格は、戦後
の社会民主革命にも拘わらず取り残された前近代的・家父長主義的性格の遺物であると考
え、日本的経営の特性も近代化の過程のなかで、早期に産業化を果たした欧米型の経営に
収斂していくという立場をとっていた。
それに対して、Dore は、この第 II 部において「修正収斂説」という見解を打ち出して
いる。すなわち、遅れて産業化を遂げてきた日本の制度が早期に産業化を遂げたイギリス
の制度に近づきつつあるという従来型の収斂理論ではなく、反対にイギリスの制度が日本
の制度に近づきつつある徴候があることを指摘した。
この「修正収斂説」が生じた理由として、Dore は、下記の二つの条件への適応がイギ
リスよりも日本の方が早かったからであると指摘している。その条件とは、①巨大企業の
出現、②すべての成人は基本的に平等であるという民主主義の理想 (平等主義思想) であ
る。すなわち、第一の点として、日本では工業化の初期の段階から大企業がペースメー
カーであったこと、第二の点として組合と経営者との関係が制度的に固まる前に、戦後の
平等主義が日本に入ってきたということである。反対に、イギリスでは、巨大企業が出現
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するのは、一世紀の間ゆっくりと進行してきた工業化が頂点に達した時点においてであ
り、その過程ですでに労働市場中心の雇用制度が固定化していたという。さらに、社会を
支配階級と下層階級にわけるという工業化以前の伝統的考え方が、19 世紀には、工業化
されたイギリスに適用され、強固なものとなっていたのである。
さらに、Dore は、工業化の先駆者としてのイギリスは、平等主義思想の高まりへの対
応が不十分で、巨大企業の出現は遅れたものの、それらへの対応が全くなかったわけでは
なく、イギリスの雇用制度が「日本的方向」へと変化してきている点を指摘するのであ
る。その変化とは、具体的には「交渉のやり方および組合組織における変化 (労使関係に
おける権限が組合の全国組織と経営者の連合体という全国レベルの交渉団体から「工場や
職場」へと移りつつあること)」、「賃金支払制度における変化 (出来高賃金制度への幻滅
感の広がりと職務評価の導入)」、「共同体としての企業における変化 (企業福祉や身分保
障に関連した手当の増加、年功を導入する企業の増加、ブルーカラーとホワイトカラーと
の間の隔たりの解消傾向)」、「官僚化の進行度における変化 (管理の専門家の進行、計画
化の重視、正式文書・明文化された規約・実施規則などの利用の増加)」
、および「管理者
のイデオロギー面での変化 (雇用者と労働者との間の利害衝突の不明瞭化)」である。
もっとも、Dore は、日本的制度のすべての特徴がイギリスに現われるということを主
張したわけではない。あくまで「工場および会社を単位とした組合や交渉のやり方」「企
業福祉」「身分保障」「雇用の安定」「現場労働者の『正社員』化」「官僚化」「協調的なイ
デオロギー」といった、福祉企業集団主義という日本的制度のなかの一定の目立った要素
をイギリスが取り入れる傾向があったことを指摘し、それを「日本的方向への動き」とし
て論じたのである。
このように、第 II 部では Dore の「修正収斂説」の見解とその根拠が示され、日本の福
祉企業集団主義にみられる諸要素をイギリスが取り入れている徴候があることを指摘して
いる。
(3) 第 III 部：過去と未来
続く第 III 部も、第 II 部同様に二つの章 (第 14 章、第 15 章) から構成されている。第
14 章では、日本的雇用システムの諸源泉を探求し、今日までの歴史的変化に焦点が当て
られている。Dore が「福祉企業集団主義」と呼ぶ雇用制度が日本において形成されてき
た起源を徳川時代まで遡り、探求している。さらに、第 15 章では、両国で異なったシス
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テムが出現してきた理由が分析され、その結果、産業化が遅れて始まる「後発国」におい
て、組織志向型が強まる点を指摘している。
まず Dore は、徳川時代から現代にかけて、雇用制度の面で直接的なつながりがどのく
らいあるのか、あるいは新しい制度を意図的に作り出したり、意識的に借用した度合いが
どのくらいあるのかという問いを立て、徳川時代の雇用関係と現代の雇用関係とのつなが
りを探っている。その結果、「日本的制度 (｢福祉企業集団主義｣)」の特質のいくつかは、
封建時代から直接つながっており、当時の制度がそのままずれ込んできたものであり一定
の行動パターンが無意識にもちこされたものもあれば、いくつかの要素は古い雇用パター
ンを意識的につくりかえたものであり、封建時代の産業外で発展した制度を意識的につく
りかえた場合もあったという。また、完全に日本の発明に依っているシステムもあれば、
意識的に外国から借用したものもある。
このようなことから、日本的制度の説明をするにあたっては、意識的な選択により多く
の工夫が積み重なってできた部分と、古い制度がそのままもち込まれた部分の要素があ
り、前者が大部分を占めていたという。意識的に選択をおこない、多くの工夫が積み重ね
られてきたのは、日本が「近代化」という新しい局面において、多少の変容は受けつつ
も、徳川時代から受け継がれてきた儒教的世界観に依拠しているためである。なぜなら、
19 世紀後半の日本で支配的であった儒教的世界観においては、性悪説ではなく性善説が
とられ、そのため思いやりを示せば忠誠心をもつようになり、信頼してやれば責任感がで
てくるのだから、思いやりや信頼は役に立つと信じられていた。このような考え方が、目
標達成への手段を選ぶときに影響を与えたという。それは、民間の実業家や国営企業の管
理者が世間の眼に立派な品行方正の市民として映ずるべきということであり、目指すべき
理想は思いやりのある家族主義者であり利己的な目的のためだけに他人を搾取するような
人間ではなかった。また、儒教的世界観のイデオロギーによって、当時の実業家や管理者
は―他の大部分の国の実業家たちに較べると―世間の評判に重きを置くようになって
いた。このような儒教的世界観のイデオロギーに影響を受けながら作りだされた制度が、
効率や利潤、成長を現実に促進した。
しかし、このような要因ですべてが説明できるわけではないという。なぜなら、1900
年から 1920 年にかけて「日本的制度」が制度化されつつあった時期の資本主義国日本
と、19 世紀半ばに雇用制度と労使関係が制度化されつつあった時期の資本主義国イギリ
スとでは、世界を取り巻く社会的環境が大きく違っていたからである。さらには、利潤や
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成長を極大化するのにどのような方法を採るかは、先進国と後進国では異なると考えられ
るためである。後発国である日本は、先進国の現在がその未来を示しているため、自分の
行く先を心得ていた。後発国は、進んだ生産技術からスタートし、進んだ組織形態を出発
点とすることが可能である。
さらに、本来は、平等主義的、民主主義的イデオロギーといったものは、その社会の産
業化が進んだ段階で生じるのであるが、それが産業化を開始したばかりの後発国へと広
まっていくと、そのイデオロギーは独自の力をもつことになる。このような後発効果が、
教育制度や人事管理の方法、会議の運営法などにあらわれ、後発社会は先発社会を追い越
すことが実現可能になる。
第 III 部では、その書のひとつの要諦である「後発効果」の検討がおこなわれている。
Dore は、日本の雇用システムの源泉を徳川時代から紐解き、
「日本的制度」が儒教的世界
観に大きく影響を受けながら形成されたことを述べながら、しかしもっと重要なのは、先
進国よりも後発で工業化を進めてきたことにより、当時、産業社会が向いつつある発展傾
向の最も先端的な「福祉集団主義的な日本的制度」というものが形成されてきたことを指
摘している。換言すれば、単に儒教主義的世界観といったような文化的伝統も重要であろ
うが、より決定的な条件はむしろ遅れて工業化の道についたという「後発効果」なのでは
ないかと主張したのである。

3 その書が提示する論点
これまで、その書の概要を、Dore の論理展開に即して、I 部、II 部、III 部と紹介してき
た。
そこから、三つの論点を抽出できる。ひとつ目は、日立と EE 社の工場の実態調査から
「地位の社会的平等の広まり」といった現象が、日立の工場においてみられたということ
である。この「地位の社会的平等の広まり」が、Dore が日本的制度の要諦であるとした
「福祉企業集団主義」を形成する上での重要な要因であり、そこに根差した組織システム
こそが、「組織志向型」の労働組織である。
さらに、Dore によれば、その組織志向型の労働組織こそが、産業社会が向いつつある
発展傾向の最も先端的な形であり、イギリスの労働組織は、その方向に向かっていこうと
していると説いている (修正収斂説)。そして、当時の日本の産業社会が発展傾向へ向
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かった要因は、その先端的な労働組織を可能にした、遅れて工業化の道についた「後発効
果」であると結論づけている。
(1) 「地位の社会的平等」は広まったのか?
それでは、Dore が指摘したように、その書が書かれた後も地位の社会的平等という考
え方が拡大し、Dore が予想したように、イギリスをはじめとする先に産業化を遂げた市
場志向型の労働組織は、その後、組織志向型の労働組織へと転換が進んできたのだろう
か。
実際、1980 年代以降の世界情勢は、Dore が予測した方向とは異なる方向へと向かって
いる。また、日本的な制度においても大きな転換が起こった。1980 年以降の日本におい
て、これまで国営企業であった会社が次々と民営化し、平成大不況と言われる失われた
10 年では、企業のダウンサイジング、大規模なリストラが進行し、さらには労働現場に
おいて、非正規雇用者が増加したことで、格差の問題が顕在化し大きな社会問題となって
きた。さらには、アメリカの強い影響下で、マーケットにおける規制緩和が進められ、
Dore がその書で述べた「組織志向型」の福祉企業集団主義に根差した組織システムは、
反対に、市場を中心とした市場志向主義へと舵を切っているようにも見える。
さらに、国際情勢に目を転じれば、「地位の社会的平等」をその根幹に据える社会主義
国は、ソ連の大崩壊が示すように、マルクスが唱えたような共産主義の理想は現実化する
ことなく、制度的には姿を消したのである。そればかりか、現在、社会主義体制を標榜す
る中国においてすら、経済面では市場原理を導入していることからみても、日本を含めた
世界が、マーケットを中心とする市場志向型へと舵を切っている様相を呈しているように
も見えるのである｡5
(2) 「修正収斂説」はどのように生まれたのか?：Dore の研究姿勢から
しかし、このような流れのなかでも、なおもってその書の価値が全く損なわれないの
は、当時の日英大手 2 社―日立と EE 社―のそれぞれ二つの工場を客観的に直接比較
することで、二か国のそれぞれの組織システムの差異を浮き彫りにしようとしたからであ
ろう。
その書が出版されたのとほとんど時を同じくして出版された 1970 年代、1980 年代初頭
5

1980 年代以降の変化に関する Dore の見解に関しては、Dore (2000) で詳しく展開されている。
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に欧米で盛隆した日本企業のシステムを文化的側面から礼賛した研究群とは、質を異にす
る。Ouchi の『セオリーZ』(Ouchi, 1981) にしても、Vogel の『ジャパンアズナンバーワ
ン』(Vogel, 1979) にしても、それらの研究では「いかに日本の企業システムが優れてい
るのか」、あるいは「なぜ日本企業は目覚ましい経済成功を収めたのか」といったような
成功要因の解明に腐心し、日本企業の企業文化の観点から、あるべき企業の姿あるいは強
い企業の形を提示し、それを欧米企業の教訓 (訓戒) としたのである。
しかし、冒頭でその書の序文の一部を紹介し、Dore の研究姿勢を明らかにしたよう
に、その書を注意深く読めば自ずと見えてくるのは― 一見すると日本の企業システム
を礼賛しているように見える彼の著は―日本的な経営システムを賞賛しているわけでも
なければ、イギリスの経営システムを卑下しているわけでもない。彼が、日本とイギリス
の比較をするとき、決まって両者の違いを相対的に並べて二通りの言い方で表現する (第
11 章参照)。
たとえば、Dore は平均的日本人と平均的イギリス人の主要な違いがどこにあるのかを
その書のなかでリスト・アップしているが、その一覧に対する感想を序文で以下のように
語っている。
第 10 章6 の終わりで試みたリスト・アップ評価の中で明らかにしておいたように、日本人が物
事を処理する際にみせる思慮分別、思いやり、協調性、秩序正しさなどについては大いに賛成
すべき点があるのであるが、それとひきかえに日本人は、個性や独立性を犠牲にするという形
で、また仕事に対する誇り以外の、人間に喜びをもたらしうる楽しみを犠牲にするという形
で、高価な代償を払っているのである。こういう点についてはイギリス人のほうがより裕かな
人生を送っているが、そのためにイギリス人もまた、不信感、意固地、無気力、という形で高
価な代償を払っており、自己満足と国民的自信喪失との間で絶えず動揺しているのである。(中
略) 二つの会社について私が見聞きしたことの中には、私のユーモア感覚を刺激するようなこ
とも随分あったし、また、いささか吐き気のような反撥を感じることもあった。もっとも、こ
うした嫌悪感を覚えたのはシステムの潤滑油として偽善をより多用している日本でのほうが多
かったように思われる。しかし、時にあのより危険な感情である憤激を経験したのは、私の記
憶する限りでは、イギリスにおいてだけであった (Dore 1973, 邦訳, 1987, pp. i–ii)

この一文からも、Dore が客観的に日英の組織システムを比較するために相対主義的な
立場に立って、両者の差異を観察しようとしたことがうかがい知れる。このような姿勢
6

山内・永易の邦訳書では、「第 10 章」と記載されているが、平均的日本人と平均的イギリス人の
主要な違いがリスト・アップされているのは、第 11 章である。
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が、Dore に「修正収斂説」を提出させることになったのではないかと思われる。
「修正収斂説」の概要は、これまで解説してきたように「先に産業化を遂げたイギリス
の制度が、遅れて産業化を果たした日本の制度に近づいていく」という説であるが、それ
は、イギリスの制度が、すべて日本的な制度に「同形化」していくことを述べているので
はない。そもそも社会を相対視する立場に立つ Dore にとって、イギリスの組織システム
が完全に日本の組織システムと同形化するなどとは考えられないことである。イギリスの
組織システムが日本の組織システムに近づくのは、あくまでも「福祉企業集団主義」とい
う日本的制度の中で一定程度目立った要素を取り入れる傾向がある場合に限るのである。
そのことに注意を払う必要があるであろう。
(3) 文化に対する視座
Dore は、日本的制度のすべての特徴がイギリスに現われるというわけではないと主張
しているが、その例として、日本の伝統的な文化の影響を受けているとみなされる日本的
雇用制度、地位の細分化、上司に対する従順さ、個人の生活や家族の要求よりも会社の要
求を大事にする仕事への「献身」といったような諸特徴は、イギリスで再現されることは
ないであろうと明言している。
その書を通じて、このような Dore の「文化」に対する視座は、彼の理論を理解する上
で非常に重要になってくる。Dore は、当時、日本の経済的成功が、その文化的側面にば
かり言及され、日本の雇用システムの特徴が主として日本人の国民性・文化的伝統によっ
て規定されているという説に対して「後発効果」という見解を打ち出すことで、当時のそ
ういった「文化決定主義」説に対して挑戦を挑んだのである。しかし、注意しなければな
らないのは、このことは Dore が文化の影響力を全面的に否定したことを意味しているわ
けではない。彼の書を注意深く読むと、随所において彼は日本とイギリスの文化的側面に
触れていることがわかる。第 14 章においては、日本的雇用システムの源泉を歴史的に紐
解こうと試みており、Dore が文化の要因を否定したと考えるのは、筋違いである。実
際、Dore は、その書が書かれた後に、日本以外の後発国の大企業の雇用システムを長期
にわたって調査し、日本と同様の「後発型」の制度的特徴がみられるかどうかという調査
をおこなっている。その結果、それらの国々でも終身雇用、年功序列的な昇級・昇給制
度、企業内組合という「後発型」の制度的特徴が認められるところが多いものの、その内
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情は日本における「後発型」の制度的特徴とは異なっていた｡7 Dore は、その内情の違い
は、組織にもち込まれた価値・倫理観念・文化的伝統などの影響から来るものであり、文
化的側面の影響を認めているとしている。
すなわち、Dore は、
「後発効果」を論じる際に、制度と制度を運営する価値・規範・精
神を明確に分けたのである。「地位の社会的平等の広まり」が、「福祉企業集団主義」を形
成する上での重要な要因であり、そこでの人々の価値・規範・精神によってこのシステム
は運営されることになるのである。そして、この人々の価値・規範・精神が、現行の制度
に影響を及ぼすことを歴史的に検証したのである。

4 その書の方法論的特徴：その書は「エスノグラフィー」か?
本稿の最後に、その書の方法論的特徴に関して、若干の批判的考察を加えて締めくくる｡
その書の特徴のひとつは、冒頭でも述べたとおり、日英二ヶ国の工場を徹底的に実態調
査することで、日本とイギリスの労働組織の違いを浮き彫りにしたことである。特に、第
I 部は、Dore のフィールド・ワークから得られた知見がふんだんに紹介され、日立と EE
社の組織システムの内実の違いが鮮明に描かれている。しかし、その書は、四つの工場の
内実をこと細かに分析・説明してはいるものの、これまでの名著と言われる古典的エスノ
グラフィーとは明らかに異なっている。それは、Dore があまりに「分析」や「説明」に
重きを置くあまり、調査結果から得られた「文脈」を捨象してしまったことにあるのでは
ないかと考えられる。
「修正収斂説」であったり、「後発効果」といった当時の常識を覆す
ユニークな見解が第 II 部、第 III 部の分析パートで提示されてはいるが、それらの見解を
Dore が第 I 部で説明している実態調査のどの段階で気づくことになったのか、あるいは
どのようにこれらの見解を確かめていったのかといったような調査の詳細な「文脈」は記
述されていない。筆者のような欲張りな読者にとっては、まさに Dore の思考のプロセス
を追いながら、これら、当時の常識を覆す見解が現場のどのような文脈のなかで、どのよ
うな調査プロセスを辿って明らかになったのか、その点を知りたいと思ってしまうのであ
る。

7

例えば、スリランカの国有鉄鋼工場では、「後発型」の制度的特徴がすべて揃ったとしても、能
率が非常に悪かったり、終身雇用でレイオフされる恐れが少ないために怠ける者が多かったりし
たという。
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事実、良質なエスノグラフィーと呼ばれるものは、まさにその調査プロセスや調査のコ
ンテクストを「部厚い記述 (Geertz, 1973)」で描きながら、論点を紡ぎだしている。たと
えば、Dore と同時代のイギリスの労働者階級を扱った Willis (1977) の Learning to Labor
は、白人の男子として労働者階級に生まれ反抗的でこれといった資格を身につけずに、現
代資本主義社会の工場労働者に育っていく若者たち (野郎ども) を克明な実態調査に基づ
いて描いているが、その見解が導き出される「文脈」が、「生活誌」と題された第 I 部に
おいて詳細に展開されている。さらに、都市エスノグラフィーの名著と呼ばれる Whyte
(1993) の Street Corner Society でも、自らのフィールド・ワークの発端からフィールド・
ワークの終了までの、謂わば調査の「裏話」を 90 ページ以上も割いて記述している。そ
のため、どちらもそれぞれの発見事実がどのような調査の文脈から紡ぎだされたのかをう
かがい知ることができる。しかし、Dore の書の場合、調査のプロセスについて知ること
ができるのは、本論の最後に付けられている「付録・面接調査に関して」と題された 1
ページと図ひとつのみなのである。この「付録・面接調査に関して」で、Dore がおこ
なった聞き取り調査が解説されているのであるが、その書でおこなわれた壮大な実態調査
のプロセスを知るためには余りに不十分と言わざるをえない。Geertz の言葉を借りて説明
するならば、工場の「現場」というのはスタティックな実態ではなく、現地の人々によっ
て一次的に理解され生きられるコンテクストということになる。もっともその書において
も、日立とイギリスの双方の工場で働く労働者や管理者の「語り」が随所で引用されてい
る。しかしながら、それらの発言がどのような調査の文脈で出現した「語り」であるかに
関する説明が乏しく、そのために「文脈」を理解することは難しくなっている。
何よりも、その書全体と付録を読んでも、調査のプロセスやそれぞれの見解が出てきた
「文脈」の記述がないために、Dore がどのようにして「後発効果」や「修正収斂説」を導
き出したのかが判然としない。そもそも Dore が調査の前段階でこれらの見解を「仮説」
としてもっていたのか、それとも日立と EE 社の四つの工場での調査の過程でこれらの見
解が「発見」されたのか、前者であるならば、どのようにして仮説が検証されたのか、あ
るいは後者であるならばどの段階でそれらの見解を発見したのかは、残念ながらその書で
はそのことが明確に描かれていないように思う。
ちょうど本稿を執筆している最中に偶然にも『組織科学』(Vol. 44, No. 3) が発刊され
たが、その特集がまさに「経営組織の分厚い記述」であった。その特集号にあたり、編集
委員を務めた佐藤・金井・新宅・鈴木・長内 (2011) は、定性的なアプローチの場合に
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は、著書が方法論に関して自覚的かつ自己反省的になることが求められ、定性的研究の論
文では自分が用いた方法・技法の概要やその必然性を明確に示すことが要求される場合が
多いことを指摘している。Dore のその書は、入念な実態比較調査に基づいたフィール
ド・ワークの定性的研究であると言われているものの、調査の方法論に関する自覚的かつ
自己反省的な記述が乏しいという点では、その書が「分厚い記述」をともなったエスノグ
ラフィーになりきれていない理由がそこにあるであろう。そういう意味では、その書は、
日英双方の労働組織、さらには、「後発効果」や「修正収斂説」といった理論構築には多
大な貢献をしているものの、その方法論は明確にされておらず、問題があると言わざるを
えないのではなかろうか。
『組織科学』(Vol. 44, No. 3) の特集が「経営組織の分厚い記述」であったことが如実に
示しているように、今日の日本の経営学において実証研究が盛隆を極めるようになってき
ている。同誌 (『組織科学』(Vol. 44, No. 3)) のインタビュー・シリーズの第 3 回「組織学
会の 50 年を振り返って：1. 伊丹敬之東京理科大学教授 (一橋大学名誉教授) に聞く」と
いうコラムで、伊丹はカーネギー・メロン大学への留学後、当時のアメリカ的な経営学の
主流であった理論的・数量的研究から距離をおくようになり、ケース・ベースで深い仮説
を考えるような研究手法を日本で実践・普及するようになった経緯が語られているが、日
本の経営学の領域で実証研究が盛隆になってきた今日こそ、Dore の著作のような入念で
壮大な実態調査に基づいた調査研究の方法論を再考する必要があるであろう。Dore のこ
の著作は、実態をよりよく「理解」し、その「理解」を現場に根差した形で第三者に伝え
るためには、どのように調査方法と向き合ったら良いのかを示唆してくれる。現場から
「事実」を紡ぎだそうとする者は、この方法論を常に念頭において調査に当たらねばなら
ないのではなかろうか。このようなことを Dore のその書は、考えさせてくれるのである｡
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