
市場原理が浸透し始めた日本における

労働の現在と、仕事へのスタンス

菊 池 光 造

今、わが国におけるの仕事の世界は、深い混

迷のうちにあるといっても過言ではない。我わ

れが仕事・労働をめぐる問題を考えるにあたっ

ては、なんといってもまず民間企業分野での現

状について考えてみる必要があるだろう。それ

は、いうまでもなく、量的に見て公務労働より

はるかに大きな世界であり、日本全体のあり方

を規定しているといってよいからだ。また、構

造改革の内容として公企業の「民営化」が語ら

れるように、市場原理で動く社会においては、

事業や仕事は民間企業によっておこなわれるこ

とこそがナチュラルなのだという、強い考え方

がある。それだけに、民間分野こそは、市場原

理に浸されて展開するこの現代社会での労働を

めぐる諸問題が、端的にかつ深刻な形で現れる

分野であり、それはやがて必ず公務労働の分野

をも巻き込むことになるからだ。

したがって我われは、まず民間企業の世界を

念頭において考え、その上で公務労働の世界に

引き付けて問題を考えることにしよう。

いま、仕事をめぐる状況は

日常のニュースに触れる中で、いやでも注目

せざるを得ないのは、仕事の世界をめぐる最近

の大事故・異常事態の多発である。核燃料処理

過程・臨界作業での人命にまでもおよんだ重大

事故、大手食品会社の牛乳品質をめぐる不正、

食肉をめぐる不正や食品の不当表示、大手自動

車メーカーの欠陥車情報隠し、これらはすでに

旧聞として忘れ去られようとしている。

しかし最近では、愛知県・名古屋でのタイヤ

工場の大規模火災事故、北海道苫小牧でのオイ

ルタンク大火災、他方では、ＪＲ中央線での電

気系統切り替え工事での配線ミスによる長時間

全列車不通など、やはり仕事に携わる労働者を

危険にさらすとともに重大な社会的影響をおよ

ぼす大事故が起こっている。

地方自治体の職員、公務労働に携わる人々に

とっては、これは自分たちの世界とは縁遠い話

だと思うかもしれない。しかし、これらの出来

事の中に、現在のわが国での仕事・労働をめぐ

る問題が凝縮された形で、現れているのだと私

は考えている。

二つの面から考えてみる必要がある。一つは

企業経営による管理体制全般の問題、とりわけ

事業の安全管理と仕事の管理体制の問題であり、

もう一つの側面は、仕事に携わる労働者自身の

あり方の問題である。まず第１の側面から触れ

てみよう。
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いうまでもなく、事故や大惨事は複雑な要因

が絡み合って発生にいたるのであり、とりわけ

オイルタンク火災の場合は、地震という天災が

背景となっていることは周知のところである。

しかし、そのケースでも、対応の仕方によって

は未然に防ぐことが可能であったかもしれない

のだ。一連の大事故をふまえて記者会見に臨ん

だ日本経団連の奥田会長は 「企業の過度の合、

理化指向が、安全管理の面をおろそかにしたの

だとするならば、気をつけねばならないこと

だ」と懸念を表明した。そこには、日本経営者

団体のトップとしても、最近の企業の行動様式

に不安を感じていることが示されている。

わが国の企業は、10年余の長期不況の下で、

国の内外にわたる競争の激化に押され、いわゆ

るサバイバルのためにも短期利益の追求、徹底

した合理化・コスト削減の努力をおこなってき

た。それに対応して、人事・雇用、仕事に関係

する面では、成果主義と雇用の流動化、あるい

は雇用形態の多様化を推進してきたといえる。

良き時代の日本的経営の特徴は、アメリカ型

と違って長期的視点に立つ経営、長期雇用によ

る雇用の安定と人材の育成、現場の声を大切に

するボトムアップ型の意思決定などであったこ

とは周知のところである。しかし、今こうした

特性が急速に変貌しつつあるといえる。一つに

は、経済のグローバル化とデフレ不況の中での

サバイバル、短期利益を追求するドラスティッ

クな合理化と結びついた雇用の流動化・ 雇用「

形態の多様化」である。

その場合、雇用の流動化には二つの含みがあ

る。

１、中高年齢者を中心に、高い給与（年功賃

金！）でコスト高を招き、しかも仕事への柔軟

対応に難点のある者の排出＝リストラに向かう。

２、変化の速い市場に対応するため新規事業

に打って出るとき、従来の企業従業員の中には、

それに対応できる知識・技術・ノウハウを持っ

た人材が得られず、企業内での育成を待っては

いられない。こうして労働市場での人材探し、

他企業からの人材導入へと向かい、これも流動

化をもたらす。

いずれにしても、こうした流動化の結果は、

永年にわたって事業所・職場の実態を知り尽く

し、仕事の勘を身につけて、職場・事業所の安

全確保を無意識のうちにも実行していた人々の

能力が、排出・流出によって失われることを意

味する。さらに流動化は、企業にローヤリティ

ーを持ち、職場に愛着を持つ人々を減らし、こ

れに替わって採用されるパート・アルバイト・

臨時・派遣など「非正規雇用」労働者では、こ

の点までを補完することはできないのであるか

ら、なおさらである。さきに触れた産業災害に

関して、財界トップが懸念を表明したのも、こ

うした事情を踏まえてのことだったといえよう。

さて、もう１点、仕事と人事管理についてみ

ておこう。

元来、人間の仕事には、むろん集中やスピー

ドが必要だとしても、一方で一定のゆとりが必

要である。仕事のやり方や手順について、自分

で考え、仕事の成果を味わい、次への工夫をす

る。それが「仕事の質 「良い仕事振り」を支」

えてきたのだといえる。ある時期までのわが国

の仕事のあり方は、ＱＣサークルに代表される

ように、グルーピズムといわれるほどに集団・

チームで取り組むものであり、仕事のやり方を

みんなで考え、知恵を出し合って、仕事を通じ

て教え合う人間的交流も成立していた。

ＯＪＴ（現場訓練）を通じて技能・熟練、つ

まり仕事の能力が継承され、自分の仕事だけに

とどまらず、仕事・職場・事業所の全体像や仕

事の環境までを含めて、トータルな知識を持ち、

「勘」を養い、後輩を、そして人材を育成して
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きたのだといえよう。考えてみれば、こうした

システムの全体が、企業業績の根底を支え、職

場・事業所全体としての安全確保にもつながっ

ていたのである。

むろん、私は、こうしたシステムが全て崩壊

してしまったなどというつもりはない。しかし、

進行する雇用の流動化、就業形態の多様化、成

果主義の強調の中で、何ほどか、これが揺らぎ

始めているのではないかと危惧するのである。

なぜならば、成果主義は、成果判定の基礎と

して「目標管理」があり、目標管理においては、

なんといっても経営計画に沿って経営目標が従

業員個々人にブレークダウンされ、こうして決

定された達成目標が個々の労働者の行動基準と

なる。成果主義が性急に導入され、強行されれ

ばされるほど、労働者は自分の成績評価の対象

となる項目以外の事項には注意を払うことが少

なくなり、評価される成果に直接関係しないこ

とには無関心となる。

かつての共同体的集団は、ばらばらな個人に

分解され、労働者はますます個人主義的競争に

巻き込まれて、他者への配慮にも欠けることに

なる。長時間労働やサービス残業に追われ、個

人の仕事成果に結びつかない事項や全体的な安

全管理への意識は、どうしても二の次になって

しまうのだ。

揺らぐ仕事へのスタンス

さて、翻って自治体職員、公務労働の世界は

どうだろうか。国家・地方公務員の仕事ぶりを

めぐっては、民間企業でのそれと対比して、し

ばしばその非能率や「気楽さ」が槍玉に挙げら

れる。確かに、これまで厳しい定員削減がおこ

なわれてきたとはいえ、民間企業のような形で

の目標管理や成果主義は、まだ公務労働の世界

には浸透していない。ここでの文脈からいえば、

だからこそ公務労働の分野ではまだ「良い仕事

ぶり」や「質の高いサービス」が確保されてい

るはずだともいえよう。

その意味では、民間と比べての公務労働分野

での「合理化の遅れ」こそが「質の高いサービ

ス」を可能にしているのだとすれば、それはな

んとも皮肉な構図だといわねばなるまい。とは

いえ、今や公務労働の世界にも、民間企業をモ

デルとして成果主義的発想が導入されつつある

ようだ。そうだとすれば、社会的に期待される

方向は、成果主義の浸透にどこで歯止めをかけ

るかであるといえよう。方向性は「公務労働に

民間並みの厳しさを」だけではなく 「民間企、

業の労働に、いま少しのゆとりを」ということ

でなければならないだろう。

ところで私は、公務労働の分野ではまだ「良

い仕事ぶり」や「質の高いサービス」が確保さ

れているはずだ、と述べた。それは願望を込め

た言い方でもあり、現実には必ずしもそのとお

りでないことを危惧してもいるのだ。そしてそ

れは、公務・民間を問わぬ、現代の労働が置か

れた状況に係わってくる。

結論から言えば、今日では働くものの姿勢や

行動様式の側からも、仕事の質に劣化が起こっ

てはいないかという点が問題になるのであり、

安全管理の問題についても、この視点からの反

省も必要になるということである。

振り返ってみれば、現代の先進社会に共通な

諸条件のもと、近年、わが国でも人間活動にお

ける労働以外の側面が、多様な形でクローズア

ップされるようになってきた。労働者＝生活者

の営みの中には、ワーク（仕事）やレイバー

（労働）もあるけれども、もっと幅広い「活

動 （action）がある。いや、労働はあくまで」

も人間の活動の（枢要ではあれ）一部分として

あるのだという当然のことが、鮮やかに見える

時代になってきたといってよいだろう。いかに
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カッコ付であれ 「豊かな社会」状況のもとで、

「必要」のくびきから、かなりの程度開放され、

生活のしかたや労働のあり方について、自明の

姿というものがなくなる。生きて行くためだけ

なら長時間の労働に縛られなくてもよい。もし

個人がシンプルな生活で満足し、自分の自由な

時間と自由な活動に重点を置くならば、それも

不可能ではない（たとえばフリーターという生

き方も、良かれ悪しかれこうした事情の下で生

まれているのだ 。こうして生きて行くために）

は不可避なものとして、誰もが認めていた労働

の形態や労働についての価値観が、不明確なも

のになりつつあるのが現代だといえる。それは

働くものの側でますます主体的な選択権を行使

することができる時代になりつつあるというこ

とだが、同時にそれは、労働者個々人にとって

理屈抜きに自分の仕事に自分を投入し、全力を

尽くすという姿勢が保証しにくい時代になった

ことを意味してもいるのだ。

こうした状況の下では、より強い労働者自身

の自覚と仕事への姿勢ぬきには 「安全の確、

保 「よい仕事ぶり 「質の高いサ－ビス」も保」 」

つことができなくなりつつあるといわねばなら

ないだろう。

公務労働 ミッション 「仕事への志」・ ・

近年、企業経営をめぐる論調のなかで「ミッ

ション」という言葉に行き当たることが多い。

それは直接訳せば「使命 「任務」ということ」

になろうか。時に社会の中での企業のあり方を

めぐって、いわば経営理念＝価値観のレベルで

語られ、企業の社会的存在意義について自覚を

求めるものであり、時には企業経営内部で各役

職・従業員各自の果たすべき仕事上の姿勢に係

わって、組織・集団の中で自らの果たすべき役

割についての自覚を求めるものだといえる。

たしかに、ミッションという言い方に価する

形で、企業が自らの社会的存在意義・存在感を

示すことは必要である。単に利益の追求だけで

はなく、企業がそのような存在であることを、

われわれは強く期待している。しかし、一方で、

企業経営者が従業員に対してミッションの自覚

を求めるとき、われわれはそれに素直について

ゆくのは難しい。なぜなら今、企業が「忠誠

心」を要求できなくなったので 「ミッショ、

ン」への専念を要求しているというのが現実の

構図なのだと思えるからだ。終身雇用を過去の

ものとして、雇用を保障することを放棄し、雇

用の流動化を進める企業が、従業員に企業への

忠誠を要求することはできない。要求できるの

は仕事のプロとしての「職務への忠誠」のみだ

ろう。こうした事情の下でミッションの自覚が

求められているのだといえそうだ。

いずれにしても、民間企業の労働者にとって、

自分の仕事と企業の枠を超えた社会的な要請と

の関連は、間接的である。労働者が企業の経営

計画・経営目標の枠の中での仕事に、心から

「使命」を感じることができるだろうか。それ

を感じたとして、それが社会的に見て十分な存

在意義を持つものであるか否かは保証されてい

ない。その点は、自分が属している企業が社会

的に見て評価するに足るミッションを持ってい

るかどうかにかかっている。

働く個人と社会との関係は、どうしても間接

的なのだ。企業内の成果主義に応える形で、ミ

ッションを遂行したのだと思ったことが、実は

社会的に期待されるものと逆行することになっ

てしまったということも多分にありえるのが現

実である。逆に社会が要請するミッションに応

えて心血を注いだ仕事が、企業内での使命、成

果主義の求めるものと矛盾することになるかも

しれない。たとえば、自動車メーカーに勤務す

るエンジニアが、社会的ミッションに忠実に、
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徹底して車の安全性を高める工夫をしたところ、

それが車のコスト・ダウンを至上命令とする企

業内ミッションと矛盾することになるといった

ケース、あるいは全く効果が証明されていない

健康食品を、自分も納得できないまま販売促進

せねばならない営業マンのつらさ、こうしたケ

ースは無数にあるといえよう。

ある意味では、こうした矛盾は、民間サラリ

ーマンの心に、しばしば重くのしかかる悩みで

あり、とりわけ良心的に生き働こうとする者に

心理的葛藤をもたらす問題でもある。

それに較べれば、公務労働の場合は、自分の

仕事をめぐる「任務」と社会的「使命」の関係

はきわめて直接的であり透明であるといえる。

公務労働の場合は、仕事そのものの基本的性格

が、地域住民・市民・国民の必要に対応して、

これら各レベルでの生活をサポートし、その向

上をめざすものである筈だからだ。むろん、仕

事の現場では、予算の制約があり、頑迷な管理

者や事勿れ主義の上司との確執もあるだろう。

しかし、現代的な労働の世界で、公務労働こそ

は、働く者にとって自分の仕事に専念し心血を

注ぐことが、人間としての社会的使命と直結す

ることを実感できる、数少ない分野なのだとい

えよう。

そこではむしろ、自分の仕事に全力投球する

ことがストレートに社会的使命の遂行につなが

り、自分の誇りにつながるのであり、逆に全力

投球できなかったならば、社会的使命にも背く

ものとして内心忸怩たる思いを抱き続けねばな

らないだろう。

とはいえ、こうしたことは、ある意味で当た

り前のことで、ことさらに取り上げるべきもの

ではないという人もいるかもしれない。確かに

「使命」という言葉は、大事なことではあるが、

いささか倫理主義・道徳論的な臭みがあるし、

面映い感じもありそうだ。むしろ私としては、

仕事に取り組む主体の側から 「働く者の志」、

「仕事への志」といったほうがぴったり来るの

ではないかと思っている。

すでに触れたように、人生にとって、もはや

労働の第一義性が議論の余地なき自明の理では

なくなり、改めて働くことの意味を問い直す必

要が生まれつつある時代がきている。だからこ

そ、放置しておくと知らず知らずのうちに仕事

の質が低下し、良い仕事ぶりが失われかねない

ことを自覚して、意識的に「こころざし」を養

い、志に支えられて仕事に取り組むことが大切

だといえるのではなかろうか。

（きくち こうぞう・大阪商業大学経済学部教授）
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