
１．はじめに

日本に対する援助を決定した「生産性向上に関
する日米両国政府の交換文書」は１９５５年４月７
日に東京において日米の間で交わされた。生産性
向上を日本に技術移転することを目的とするアメ
リカの対日援助はこの年にはじまり、１９６１年ま
で７年間続けられた。しかし、その歴史は必ずし
も知られているわけではない。本論文が目的とす
るところは、日本が被援助国であったときにどの
ようにアメリカの生産性向上支援を受容していた
のかを検証し、そこから現在の援助に政策的含意
を導き出すことである。具体的には本論文では次
の３つの論点について歴史をさかのぼることによ
り考察をしたい。

① 日本は被援助国として戦後アメリカの生産
性向上の援助を受けながら復興してきた
が、どうしてアメリカは日本に生産性向上
の援助をしようとしたのだろうか

② 当時のアメリカの援助は現在の日本のカイ
ゼン・プロジェクトとどこが同じでどこが
違ったのか

③ 「協働による職場チーム重視」というカイ
ゼンのモデルはどのように形成されたのか

カイゼンのモデルである日本の会社といえば、
社長と社員が同じ食堂で食事をし、労使が対立で
はなく協調しているというのが一般的なイメージ
であろう（欧米企業の「分業による個人重視の専
門職能」という職制のイメージに対し、日本企業
の「協働による職場チーム重視」のイメージ）。

実際、JICA（国際協力機構）の研修で日本にカ
イゼン研修に来た研修員が驚くのがこのフラット
な関係である。

詳細はあとで議論するが、昔から日本における
職場がこうした会社文化であったわけではない。
戦前、終身雇用制は一握りの大企業の正社員に限
られていた。ほとんどの社員は契約ベースであり
賃金も正社員に比べて低かった。むしろ、そうし
た関係は第２次世界大戦後にできあがったもので
ある（Shimada２０１６a）。

戦後の特徴は「企業別労働組合」と「年功賃金」
の２つに集約される。そして後者は前者を強化す
るという形で補完しあっていたのである。では組
合や賃金という制度に下支えされた「協働による
職場チーム重視」というカイゼンのモデルはどの
ように形成されたのだろうか。後に述べるが、こ
の第３の問いは、第１、第２の問いとも深く関係
している。

２．本論文の方法論と構成

本論文では歴史をさかのぼることによって検証
を進めていきたい。アメリカの生産性向上の対日
援助と労働運動の関係については中北（２００８）の
先駆的かつ詳細な研究があり、アメリカ側での議
論について連合国最高司令官・総司令部（GHQ／
SCAP：General Headquarters, the Supreme
Commander for the Allied Powers）のトーマス・
アーサー・ビッソン（Thomas Arthur Bisson）
やジェームズ・キレン（James Killen）など個人
に焦点を当てて研究した Schonberger（１９８９）が
ある。また、GHQ／SCAP の労働政策について詳
細な研究を行った竹前（１９８２）、労働政策に重点
を置きつつ昭和史を描き出した正村（１９９０）など
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がある。
本論文はこうした既存の文献に依拠しつつ、ワ

シントンの国立公文書館に所蔵されているアメリ
カ側の公文書や、日本の外務省、経済産業省の公
文書といった１次資料、そしてオーラルヒスト
リーなどこれまで活用されていなかった資料を用
いながら、とくに援助という視点から歴史を「再
構成」することにより被援助国としての経験を検
証するものである。

本論文で扱うカイゼンの範囲について述べてお
きたい。この生産性向上支援により日本に根づい
たカイゼンという言葉は幅広い意味で使われてい
る。基本的には「ボトムアップ型・現場参加型」
の継続する作業改善がカイゼンと呼ばれている

（藤本２００１；今井２０１０）。カイゼンという言葉で
イメージされるのは一般に多くの場合、製造過程
における取り組みであろう。

しかし、カイゼンは他の分野でも使われてお
り、とくに病院などにおける取り組みが知られて
いる。そして日本国内のみならず、スリランカや
タンザニアなど海外でも ODA（政府開発援助）
により取り組みが推進されている。この医療現場
におけるカイゼンには病院経営の観点で取り組む
場合と、医療従事者の医療安全の観点からの取り
組みと２種類がある。後者は５S（整理・整頓・
清掃・清潔・しつけ）を通じて医療事故を削減し
ようというものである。

これは、カイゼンがその導入当初から「効率向
上」や「品質向上」に焦点を当てる取り組みと、
効率向上により失業などの懸念がでる「労働者保
護」に焦点を当てる取り組みの２つの方向性が
あったからである（前者が経済産業省系であるの
に対し、後者は厚生労働省系である）。

カイゼンの日本への導入には「日本科学技術連
盟（日科技連）」と「日本生産性本部」の２つの
組織が大きな役割を果たした。日科技連は品質向
上を重視しデミング博士を招き QC サークル（小
集団改善活動）を普及していった。これに対し、
日本生産性本部はアメリカの戦略的な援助の受け
入れのために設置され、その援助の焦点は「効率
向上」のみならず「労働者の保護」の色彩が極め
て強いものとなった。その理由は詳細にのちに議
論するが、冷戦の中で労働組合の共産主義化を防
ぎ、社会民主主義的な西側にとどめておきたいと
いうアメリカの戦略的な狙いが色濃くでていたた
めである。

本論文が焦点を当てるのは、２つの流れのうち
でもアメリカの対日援助であり、その窓口となっ
た日本生産性本部である（デミング博士は１９５１
年に国勢調査の計画立案のために来日し、その機
会を捉えて日科技連が統計的・品質管理計画の講
義を依頼したものであり、対日援助とは異な
る（１））。したがって、本論文で取り上げるカイゼ
ンは効率や品質の向上のみならず、労働者の保護
という側面も強く持つものである。

次節以降では「戦後から援助がはじまる前まで
（援助前史）」「被援助期」、「アジアへの展開期」
の３期に区分することにより、上記の３つの問い
について議論を進めていきたい。

３．戦後から援助がはじまる前まで（１９４５―
１９５０年代前半）

アメリカの生産性向上の対日援助をレビューす
るのに、終戦直後から援助が開始されるまでをふ
り返るのには理由がある（２）。それはアメリカが対
日援助を実施したのは次の２つの背景があったか
らである。そこには戦後のアメリカの対日政策が
大きく影響していたのである。

第１はアメリカの終戦直後の対日政策が「非軍
事化・民主化」であったことである。その中でも
とくに重要なのは労働組合支援であり、後の生産
性向上の対日援助の実施につながっていった。

第２は東西冷戦が激化したため、アメリカとし
ては労働組合を共産化させず西側陣営に囲い込ん
でおきたいという思惑があったことである。

つまり、アメリカの戦略は、労働組合を支援す
るが、無制限ではなく共産主義化させず、社会民
主主義勢力として自らの陣営内にとどめたいとい
う複雑なものであった。

⑴ 終戦直後―労働組合支援（３）

終戦直後のアメリカによる対日政策（中でもと
りわけ労働組合支援）はその後の生産性向上につ
ながっていくことになる重要なものであった。ま
ずはなぜアメリカが労働組合支援を重要と考えた
のか、その点から見ていきたい。

当時の対日政策の柱は、先に述べたとおり「非
軍事化・民主化」であった。このことは１９４５年
にダグラス・マッカーサー連合国最高司令官が幣
原喜重郎首相に指令した「５大改革」からもわか
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る（４）。中でも「労働組合の結成奨励」と「経済民
主化」が生産性向上との関係ではとくに重要で
あった。

これは当時の GHQ／SCAP に、「戦前の日本の
財閥と政治家の結びつき、前近代的な労使関係に
よるソーシャル・ダンピングこそが軍国主義の中
核である」という認識があったからである。その
ため、こうした財閥の力を弱め（財閥解体）、農
地改革を進めると同時に財閥などに対抗する勢力

（カウンターバランス）として中小企業や労働者
が位置づけられ、労働組合（さらには共産党も）
への支援は重要な位置づけであったのである（な
お後にのべるように、財閥の力が弱まり、既存の
企業家が少なくなったことにより若い企業家が活
躍する素地が整ったことも対日援助の上で重要で
あった）。若い企業家が集まってつくった経済同
友会がアメリカからの生産性向上の対日援助の受
け入れ窓口になったのである）（５）。

こうした GHQ／SCAP の動きにより、日本にお
ける労働運動はまたたく間に活発になり、労働組
合法が成立した１９４５年には労働組合員数が３８０
万人と、戦前のピーク時の４００万人を上回るまで
になった。そしてさらに１９４９年には７００万人、
全労働者の５０％ が加入するまでになったのであ
る（６）。この時代、日本経済にとって重要であった
のは生産能力を増強することであった。空襲など
により工場が破壊されていたため日本の生産能力
は１９４６年 当 時、GHQ／SCAP の 推 計 で 戦 前 の
３１．８％ に過ぎなかったからである（島田２０１８a）。

⑵ 東西冷戦の激化とマーシャル・プランによる
アメリカの労働組合戦略の転換

終戦直後、GHQ は共産党や労働組合を支援し
たが、その協力関係はすぐに転換を迎える（１９４７
年の二・一ゼネスト）。ソ連との冷戦や１９４９年の
中華人民共和国の設立、１９５０年の中ソ友好同盟
相互援助条約の締結など国際情勢の変化が GHQ／
SCAP の政策に大きな影響を与え、その労働組合
戦略が転換していったのである。その転換こそ、
生産性向上を通じた労働組合の西側陣営の取り込
みであった（中北２００８）。

アメリカが戦略の転換を迫られたのは、東側陣
営と西側陣営の対立構造が明確になるにつれて労
働運動が GHQ／SCAP の想定を超えて左翼的にな
り、かつ過激になったからである。同じときに、

東西冷戦にともない、ソ連あるいは共産主義に対
してどのような立ち位置をとるか（反共主義か中
立的か）によって労働組合の間の対立も激しくな
り、マーシャル・プランの下、ヨーロッパで生産
性向上支援が開始されたのである。冷戦は西側諸
国と東側諸国の軍事的な対立であったが、同時に
資本主義と共産主義のイデオロギーの対立でも
あった。こうした中でソ連を中心とした東側諸国
は、西側諸国の労働者階級、すなわち労働組合へ
の影響力を強めるツールとして実施されたのが生
産性向上支援を中心とするマーシャル・プランで
あった（中北２００８）。マーシャル・プランはヨー
ロッパを戦禍から復興させた援助として有名であ
る。しかし、その中心となった支援の１つが生産
性向上運動支援であったことは必ずしもよく知ら
れていない（Shimada２０１６a）。

これらの援助によりイギリスでは英米生産性協
議会（AACP）（７）が創設された（８）。この協議会には
アメリカ側は個人の資格で参加。イギリス側は経
営者のみならず労働者も当初から参加したのであ
る。具体的には、イギリス経営者連盟（BEC）、
イギリス産業連盟（FBI）、イギリス労働組合会
議（TUC）の代表者計１３名が参加し、訪米チー
ムの組織を中心に活躍した。１９４８―１９５２年には、
アメリカから６６人ものミッションが派遣され、
また９００人もの人々がアメリカの援助のもとイギ
リスよりアメリカへ受け入れられた（９）。その後、
AACP を 引 き 継 ぎ イ ギ リ ス 生 産 性 協 議 会

（BCP）（１０）が設立された。ちなみにイギリスは労働
組合が生産性向上運動に最初から公然と協力を表
明した最初の国でもあった（衆議院１９５７）。

その後、欧州でも同様の生産性センターが設立
され、デンマーク（１９４９年）、トルコ（１９４９年）、
オーストリア（１９５０年）、西ドイツ（１９５０年）、
オランダ（１９５０年）、トリエステ（１９５０年）、ベ
ルギー（１９５１年）、イタリア（１９５１年）、スイス

（１９５１年）、ギリシャ（１９５３年）、スウェーデン
（１９５３年）、フランス（１９５４年）などが挙げられ
る。これらの生産性向上運動の中心として、アメ
リカの相互安全保障局の援助によりヨーロッパ経
済協力機構（OEEC）（１１）の中に生産性委員会が設
置された。これがのちに日本にとってのモデルに
なるパリの「ヨーロッパ生産性本部（EPA）」で
ある（１２）。OEEC はマーシャル・プランの援助を
受け入れるために１９４８年にパリに設立された機
関であり、設置場所としては自然であった。そし
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て後に OEEC もヨーロッパ生産性本部も改組さ
れて、現在の経済協力開発機構（OECD）（１９６１
年設立）になったのである。

アメリカはこの生産性向上運動よりパイの拡大
を通じて社会民主主義系、およびキリスト教系の
労働組合を西側陣営に取り込み、生産性向上によ
る利益を労働者に還元し、生活水準を向上させる
ことにより資本主義の利益を感じさせ、それによ
りソ連の影響力を少なくしようとしたのである

（中北２００８）。この時代の労働組合の対立軸はソ
連あるいは共産党に近い立場をとるかそうでない
かであり、アメリカ国内、ヨーロッパの各国内そ
して日本でも労働組合が分裂していた。そして、
国際連帯を通じて分裂した組合同士がつながって
いた。いわば国内の分裂が、そのまま国際的な分
裂でもあったのである（１３）。

つまり本論文、冒頭でのべた３つの論点のう
ち、「どうしてアメリカは日本に生産性向上の援
助をしようとしたのだろうか」は、戦後、「日本
の非軍事化・民主化」政策の一環ではじまったア
メリカの労働組合支援は、東西冷戦の激化により
「日本の労働組合の西側陣営への引き止め」のた
めの政策として実施されるようになったことがわ
かる。

４．被援助期：アメリカの生産性向上支援

１９５０年代後半よりアメリカは共産主義の浸透
を防ぐためマーシャル・プランを実施し、これを
受けて日本についても１９５５年から生産性向上支
援を実施するようになった。くわしくは後述する
が、生産性向上の被援助国としての特質は次の３
つであった。

① 日本側では政府ではなく、民間、とくに経
済同友会がアメリカからの援助の受け入れ
を主導したこと

② 生産性向上運動に労働組合を組み込むこと
を主張したのは日本側ではなく、アメリカ
側であったこと

③ 援助の方式が現在とはかなり異なり、研修
員の数が多く、かつ費用の半分は日本が負
担し、さらにその日本側の負担の大部分を
政府ではなく民間が負担し、大学を通じた
援助も実施された

この３つの点に焦点を当てながら次節以降、アメ
リカの生産性向上支援を見てみたい。

⑴ 経済同友会が中心となって進めた本格的な対
日・生産性向上支援の準備

１９５５年４月７日に生産性向上支援の交換公文
が日米で交わされるまで、日米の間での交渉が続
けられた。通常、こうした交渉は政府間で行われ
る。しかし、この生産性向上支援では日本側は経
済同友会が中心となり、在京アメリカ大使館と実
質的な交渉を進めた点が特筆すべき点である。

すこし経緯をさかのぼってみたい。日本側で生
産性向上の必要性を指摘したのは日経連の「日経
連タイムス」（１９４９年１０月２７日号）であった。
マーシャル・プランによって設立された英米生産
性協議会のような機関を日本にも設置すべきだと
しヨーロッパの動きを紹介したのである。

一方、政府の側でも労働省は１９５０年ごろから
生産性向上運動を紹介しはじめる。１９５０年７月
には ILO（International Labour Organization）
報告書「労働生産性に関する諸問題」（１４）を翻訳し、
１９５１年には ILO 事務局出版『労働生産性測定に
関する諸問題』を翻訳して国内に紹介している。
そして、１９５１年政府の産業合理化審議会は、政
府に生産性組織の設立を提案したのである（１５）。

こうした動きの中で GHQ／SCAP により残され
ている公文書（ESB １９５１a）によると、１９５１年１
月２０日に経済安定本部の第２代の総務長官で
あった周東英雄より GHQ／SCAP の経済科学局部
長のマーカット少将宛に「ヨーロッパのような生
産性本部を日本に設立するのに、アメリカ政府の
統計局から専門家を派遣していただきたい」と要
請する書簡を送っている。

さらに、続く３月２４日の書簡ではかなり具体
的にアメリカ統計局のジェームズ・シルバーマ
ン（１６）生産・技術開発支局チーフを派遣して欲しい
と強く要請をしている（ESB１９５１b）。これは、
書簡によると経済安定本部経済計画局のアンドウ

（R. Ando）氏がアメリカを訪問した際に出会っ
た人でヨーロッパ生産性本部のことを担当してお
り、一番、状況を把握していたからのようである。

ただ、その後、ワシントンと GHQ／SCAP の対
立があり、すぐには話は進展しなかった。マー
シャル・プランを実施していたのはワシントンの
国務省であり、GHQ／SCAP は本国主導の生産性
向上支援にあまり積極的ではなかったのである。
次に話が動くのは講和条約（１９５２年４月２８日）
が発効し、占領が１９５２年に終了した後、１９５３年
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９月１日である。ワシントンの国務省が在京アメ
リカ大使館へ対外経済活動本部の対日活動の可能
性として４項目を打診するように訓令を出したの
である。この４項目のうち１つが生産性向上の技
術協力であった（中北２００８）。

折しも、日本国内でも政府・民間で生産性向上
支援に対する関心が高まってきていた。というの
は、朝鮮戦争との関係で生産能力を増強すること
が重要な局面であったが、前にのべたようにスト
ライキが激しくなり労働者が不足していた。その
ため、労働者の数をできるだけ少なく生産を極大
化するために生産性を向上させることが重要な課
題として認識されるようになってきていた

（Shimada２０１６b）。
こうした中、ワシントンの国務省が在京アメリ

カ大使館に打診した対日活動の可能性を探るた
め、アメリカ大使館が接触したのが経済同友会
で、１９５３年１２月１５日にアメリカ大使館と経済
同友会の会合が持たれた（アメリカ大使館側は
ウェズレー・ハロルドソン１等書記官（商務官）、
経済同友会側は代表幹事の山際正道と東海林武
雄、常任幹事の郷司浩平らが出席）。この会合に
参加していた郷司浩平は経済同友会の創立時の幹
事の１人で、当時は重要産業協議会の事務局長で
あった（郷司浩平はその後、日本生産性本部にう
つり専務理事および理事長を歴任、第３代会長と
なるキーパーソンであった）。

今の ODA における交渉と比べて特徴的である
のは、これらの協議がアメリカ政府と日本の通産
省や外務省などではなく、アメリカ政府と民間経
済団体の間で直接行われたことである。

この会合でハロルドソンはまず英米生産性協議
会に準じた生産性向上の推進のための組織が設け
られれば、アメリカ側から視察団受け入れや、資
金援助が考慮されると、援助の可能性について表
明した（衆議院１９５７、p.６）。その上でさらに、
共産主義に対抗するためには貧困の解決こそが重
要であり、そのためには生産性向上によって労働
者の生活水準を向上させる必要があると強調した
のである。

この提案に経済同友会側は同意し、３日後の
「生産性向上対策に関する件」を幹事会の議題と
して取り上げ、その後、経済同友会幹部会で承認
された。これを受けて経済同友会から経団連、日
経連、日本商工会議所に働きかけ、主要経済４団
体の事務局が準備にあたることとなった。

１９５４年３月には日米生産性増強委員会（後に
日本生産性協議会と改称）が発足。ハロルドソン
１等書記官は本国の当時の援助実施機関である
FOA（アメリカ対外活動本部）にこれらの進捗
状況を報告、アリソン・アメリカ大使も積極的な
協力を日本側に約束し、援助の受け入れ体制の整
備がこの後、進んでいくこととなったのである（１７）。

ずっと後の１９８３年１０月１８日、当時のことを
通産省関係者が回想する座談会が産業政策史研究
所で行われた（通商産業政策史研究所１９９４）。出
席者は１９５４年当時の企業局企業第２課長であっ
た乙竹虔三（後に中小企業庁長官、帝人（株）会
長）、同課の事務官・斎藤太一（後に中小企業事
業団理事長）である。この座談会の中で斎藤は当
時の経緯について次のようにのべている。

「経済同友会の郷司浩平さんのほうの生産性向
上対策の動きと、我々通産省の動きは最初別々
だったんです。我々は我々で米国大使館から言
われたことで、通産省としてこれを進めていこ
う、そのための組織はどうするかといろいろ考
えていたわけです。一方で郷司さんのほうは、
商工会議所とか、経団連とか、４団体と話をし
て、郷司さんが中心となって進めようという動
きになってきて、我々のほうにもひとつ応援し
てくれという話がきました。そこでそちらで話
が進んでいるんなら合流するといいますか、
我々も一緒に乗っかって進むようにしましょう
という話になりました。（通商産業政策史研究
所１９９４、p.１６１）」

ただし、郷司氏の事務局は整備されておらず１
人しか担当がいない状況で大蔵省に提出する予算
関係の書類なども作ることが難しく、各省庁との
調整、とくに大蔵省との折衝などは通産省で引き
受けて実施していったと回顧している。

つまり、経済同友会の動きと同じときに政府内
でも議論がされており、政府が主導するというよ
り政府が民間の動きに合わせて行ったということ
である。この点、民間セクターの援助については
「民間企業の活用が重要である」と議論されるが、
まさに当時の産業開発における日本の援助の受け
入れは民間が主導し政府および行政がそれに寄り
添う形の産業政策であったのである。

ただ、ここで大きな疑問が起きる。支援の受け
入れに当たっては政府の中でも並行して検討が行
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われていたにもかかわらず、なぜ、政府よりも経
済同友会が主導的に動き、大きな役割を果たした
のだろうか。それには、大きく３つの要因が働い
ていたと考えられる。

① GHQ／SCAPによる経済民主化の影響―若
くて進歩的な経営者が集まった

第１の理由として、GHQ／SCAP が進めた経済
民主化のため多くの企業で幹部がパージ（追放）
され、戦後、経営者の年齢が一気に若返っていた
ことが挙げられる。そうした中で進歩的な経営者
が集まってできたのが経済同友会である。そのた
め組織として社会的に進歩的なことをやろうとい
う若手の経営者が突如として多く現れたのであ
る。１９５１年１１月２１日の大会決議では「経営者
の社会的責任の自覚と実践」を採択。ここで強調
されているのは経営者としての「企業の公器性」、
や「労働者に公正に分配する」であり、まさにこ
の決議は後の生産性３原則に対応するようなもの
であった。

② 経済復興会議の経験
第２には、対立ばかりでなく経営者と労働者が

協働するという試みが終戦直後からあったことも
指摘しておきたい。それは１９４７年に結成された
「経済復興会議」である。これは経済同友会と総
同盟が中心となり、産別会議、学識経験者などが
参加して結成された運動組織である。目的は労使
協力による経済復興であったが、翌１９４８年４月
には解散してしまう。ただ、経済同友会（１９５６、
p.３）は当時を振り返って

「『経済復興会議』は、結果において、形のある
ものを何物も生み出さなかったとはいえ、これ
によって「経営」と「労働」がお互いに何を考
えているかを知ることができた」

と総括しており、次に見るようなアメリカが主張
する労働組合との協働に近い素地があったことも
影響していると考えられる。

③ 郷司浩平のヨーロッパ生産性向上支援視察
そして何より、経済同友会の常任幹事であり在

京大使館との会議にも参加した郷司浩平が直前の
１９５３年に２か月にわたってヨーロッパ、とくに
西ドイツの労使関係をつぶさに見たことが関係し

ている。彼は帰国後、８月１１日に経済同友会の
労働常任委員会でヨーロッパにおける生産性向上
の取り組みについて報告しており、これが経済同
友会に大きな影響を及ぼした。さらに郷司はこの
視察を受けて経団連、日経連、日商に呼びかけて
日本版「生産性向上運動」の構想を組み立てたの
である（島田２０１８a）。こうした３つの要因が、
経済同友会にこの運動を推進し主導する役割を担
わせたのだと考えられる。

⑵ 生産性本部設立に当たってアメリカがこだ
わった政府・民間・労働組合の協働

対日援助の特質の２つ目は日本側ではなく、ア
メリカ側（とくに援助実施機関である FOA）が
強く政府・民間・労働組合が協働する「三位一体
方式」を主張したことである。アメリカ側が労働
組合の参加を主張したのは、それが、マーシャ
ル・プランによるヨーロッパ諸国での標準型で
あったためである（社会経済生産性本部２００５）。
また、それは東西冷戦下での労働者の取り込みと
いうことが意図されていたからでもあった。その
ため、援助受け入れ窓口機関として設立された日
本生産性本部は官でも、民間でもなく政府、民
間、労働組合が一緒に理事会に入り、一緒に管理
をするという形になったのである。

① 交換公文の交渉におけるアメリカ側主張
日本側が考えた日本生産性本部体制の当初案は

完全に民間のみで、政府が関与せず、また労働者
側も入っておらず、この２つの点はヨーロッパで
とられていた方式と大きく異なるものであった。
政府が入っていなかったのは民間主導で話が進ん
だためであり、労働組合については総評が「日本
生産性本部への協力は米国へ隷属することにつな
がる」として強く反対をしていて、対決姿勢が鮮
明であったことから経営側は労働組合を巻き込む
ことを警戒していたためである。

これに対し、FOA はヨーロッパでの援助実施
の経験に基づき、労働組合の協力が生産性向上支
援の成否を決めるという認識を持っていたため、
労働組合と政府の関与がない形での実施に強く懸
念を抱いていて、労働組合の参加を強く主張した
のである（１８）。

FOA のジョン・ハーラン産業技術援助課長が
１９５４年９月１日から１３日にかけて来日し、日米
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間で生産性向上のための援助協定を締結するため
の交渉会議が持たれた。

ハーラン課長はここで強く労働組合の日本生産
性本部への参加を主張したのである。この段階で
は日米の関係者の見込みは総評の協力は難しい
が、全労会議の参加は見込まれるのではないかと
いうものであった。

そして９月１０日に、FOA、日本生産性協議
会、通産省、大蔵省、外務省による合同懇談会が
開かれ、日本生産性本部の設置に関する基本構想
がまとめられた。その結果、日本生産性本部は政
府・民間・労働の３者による民間団体として設立
し、政府の補助金は受け入れるが、

⑴ 民間団体として十分機能を発揮する建前と
する

⑵ 補助金は受け入れるが使途に制限を受け
ない

⑶ 政府は人事に干渉しない

を原則とすることになった（衆議院１９５７）。
これを受け、９月１６日通産省の省議をへて、

２４日の閣議で

「米国 FOA（対外活動本部）からの援助を受け
るための協定締結の措置」

「日本生産性本部に関する政府の助成」
「日本生産性連絡会議の設置」

の３つを決定した。この閣議決定の中では「欧米
の生産性センターが大きな成果をおさめている」
とし、日本も生産性向上に取り組むべきとしてい
る（衆議院１９５７、p.２１）。会合後、半官半民の組
織として日本生産性本部を創設することを決め、
日本はアメリカからの援助を受けることに合意し
たのである。こうした経緯を経て、１９５５年２月
１４日に日本生産性本部の設立総会が開催され、３
月１日に財団法人として発足し、日本側の対日援
助の受け皿となるカウンターパート機関の準備が
整ったのである（１９）。

こうした交渉の末、１９５５年４月７日に「生産
性向上に関する日米両国政府の交換文書」が交わ
される（条１第６２２号）。この交換文書では計画
の目的は次のように明記されている

「日本の工業、農業及び商業の技術上の能率の

増進及び健全な労働運動の奨励によって日本国
における生産性を向上させること並びに生活水
準の漸進的向上を達成し、かつ、国際貿易にお
ける日本の経済の位置を改善するため物価の引
下げ、賃金の増大及び妥当な利潤の回収をもた
らすように増強した生産及び生産性の結果を衝
平に分配することをできる限り援助することを
目的とする（筆者が下線を挿入）」。

つまり、計画の目的として生産性向上のみなら
ず、分配の側面も強調されたのである。また、こ
の交換公文の特徴はやはり「労使双方を参加させ
ること」という強い縛りがあることであり、交換
公文のあちこちに労働組合の参加を日本側に約束
させるものになっていた。ここからもアメリカ側
の考え方がよく読み取れる。

② 労働組合側の反対とそれに対する対応―協
調的労使関係へ

これを受けて、生産性本部は総評と全労会議に
参加の打診をしたが、総評は１９５５年３月１４日に
幹事会を開きこの動きに反対することを決定し、
参加しないことを決めた（２０）。生産性向上の動きは
労働力の強化のためのツールと考えられており、
同時に、日本の再軍備に向けた布石の１つである
とも考えられたのである。

一方、全労会議は再軍備の一環であるとは考え
ず、条件つきで協力する姿勢を示したが、この時
点ではまだ慎重で、日本生産性本部のオブザー
バー参加という距離をとっての参加になった。

労働組合はいずれも距離をとってしまったた
め、労働組合からの参加を得られなかった日本生
産性本部は政府と協議し、５月２０日の生産性連
絡会議において「生産性向上運動に関する了解事
項」（いわゆる「生産性運動に関する３原則」）を
決定するのである。これを取りまとめたのは一橋
大学教授の中山伊知郎であった（通商産業政策史
研究所１９９４）（２１）。

労働組合からの協力を得られない現状を打破す
るため、「生産性向上をしても雇用はなくならな
い」「生産性向上の成果は賃金という形で労働者
に還元される」と労働組合が不安に感じていた点
について、不安を払拭するように宣言し、労働組
合の参加を呼びかけたのである（衆議院１９５７、p.
３４）。

この「雇用促進」と「実質賃金への配慮」は、
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企業の競争力を高めるだけではなく、労働者の生
活の水準を上げるものである。この点は、日本の
生産性向上運動の性質を理解する上で非常に重要
な点である（２２）。

こうして出された生産性３原則であったが、労
働組合側は「労働強化」のツールであり「労働運
動の分裂を狙ったものである」となおも反対し対
立はおさまらなかった（島田２０１８a）。一方、労働
組合からの大きな反発はあったが、この３原則に
もとづき生産性本部は労働組合と協議する場をも
つ労使協議制の普及を積極的に推進していった。

また、アメリカ大使館からの強い働きかけもあ
り、反対派であった総評の組合も海外視察に参加
させ、アメリカの生産性向上運動を視察させる取
り組みを進めていったのである。これが徐々に効
いてくるようになる。労働組合側の生産性向上運
動に対する見方に少しずつ変化が現れたのである

（中北２００８；梅崎２００５）（２３）。
一方で、日本生産性本部の立ち上げ時代の職員

の前田昭夫によると生産性向上支援の海外派遣の
後、帰国後に国内を対象に実施するセミナーが
あったが、組合にも参加者を募る際、アメリカ大
使館がどの組合から出ているかを確認しとくに総
評の組合員がたくさん出ているかを確認し、

「まず総評系の人数が少ないとお小言がくるわ
けです、もうちょっと集めろと（梅崎２００５、p.
２６１）」

とのべている。つまり、共産党員も反対派の労働
組合のメンバーも研修で実際に生産性向上の現場
を見せることによって理解を深めてもらうという
戦略をかなり意図的にとっていたのである。

そうした積み重ねにより、労働組合側の対応が
徐々に変化していく。１９５８年１１月１４日に第１
回の全国労組・生産性中央討論集会が開催された
際には２５０万人のうち１５０万人を総評と中立系が
占めるまでになるのである。この集会はその後も
毎年開催されるようになる。また、第１回の討論
集会後、生産性向上運動を労働組合の立場から実
施していく全国労働組合生産性・企画実践委員会
が設立されるなど、労働組合側の対応が実際に変
わっていったのである。

この後、とくに全労会議の傘下の単組を中心に
生産性本部に参加する動きが見られるようにな
る。電労連が１９５９年から生産性本部に理事を送

るようになり、全繊同盟と自動車労連も１９６０年
には正式に生産性本部に参加したのである。総評
の立場も全体としては生産性向上運動に反対し続
けていたが、一部では変化したのである（２４）。

さらに、生産性本部は前述した労使協議会を通
じ総評などの中央組織ではなく単組レベルに働き
かけをしていった。現場レベルではこの労使協議
会を通じ生産性向上運動に賛同する動きが広が
り、結果的に総評の弱体化につながっていった。
こうした数々の変化の積み重ねから「対立的で
あった労使関係」から戦後の特徴といわれる「建
設的な労使関係」に変わっていくのである。冒頭
の「はじめに」でのべた３つの論点のうちの１つ
である、現在の協働を中心とした日本企業のカイ
ゼン・モデルはどのように形成されたか、につい
ては以上見てきたように、昔からあるものではな
く、激しい労使対立の後に作り上げられたもので
あることがわかる。

⑶ 生産性向上支援の特徴―日本側の費用負担、
援助規模、大学を通じた支援

冒頭３つの論点の１つは当時のアメリカの援助
は現在の日本のカイゼン・プロジェクトとどこが
同じでどこが違うのかというものであった。当時
の協力の内容などを見ると次の３つの点がわかる。

① 日本側の費用負担
対日援助の特徴として注目すべきは、アメリカ

側の負担に見合う応分の費用は日本側が持つべき
であるとのアメリカ側の考えから、総経費は日米
折半とすると取りきめであったことである。たと
えば初年度の日本側の経費負担は半年で１億８００
万円～１億３２００万円）と巨額であった。

日本側の経費負担項目としてはたとえばアメリ
カへの旅費などが含まれていた。興味深いのは、
この日本側負担の飛行機代はさらに片道を日本政
府が、参加者がのこりの片道を持つという形に
なっていたことである。片道は１６万円でこれが
参加者にとっての費用であり、当時としてはかな
りの大金であったが、参加者はふつうには見られ
ないものを見られるということで「大喜びであっ
た」とのことである（通商産業政策史研究所
１９９４）。

この経費についてさらに細かく見ると、日本生
産性本部は参加者から４０万円を徴収していた。
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航空券の参加者負担が１６万円なので、差額が２４
万円である。この差額は生産性本部の事業資金と
して組み入れられるというシステムになっていた

（通商産業政策史研究所１９９４）。これは本当に研
修に行きたい人に費用を支払わせて選別し、同時
に日本生産性本部の経費の持続性を確保するとい
う方式であり、実によくできたシステムであっ
た。こうした仕組みは現在の日本の援助と違う点
である。

また、アメリカの援助額は初年度の５５年で５０
万ドルであったが、これに対し日本の予算は１億
４０００万円であった。この金額自体がかなり高い
が、驚くのはこの内、１億円は日本側の民間資本
が集めたのである。政府の補助金は４０００万円に
すぎなかった（黒川・佐竹１９７０）。それだけ日本
側のコミットメントが（とくに民間の）高かった
ということである（２５）。

② 受け入れ研修員の多さ
もう１つの特徴は、受け入れ研修員の数の多さ

である。アメリカの援助は１９５５年にはじまり、
その後１９６１年まで続いた（２６）。この７年間、アメ
リカは３９３チーム（３，９８６人）を海外視察団とし
て日本から招待した。１つのプロジェクトで受け
入れる研修員の人数としては、現在の JICA の技
術協力で受け入れる研修員の人数（１技術協力プ
ロジェクトあたり年間数名）とは桁違いに多かっ
たことがわかる。

そして、１９６０年１月、アメリカ議会の公聴会
は生産性向上支援を翌年度の会計年度で打ち切る
ことを決定したが、日本側はその後も有償で視察
団の派遣を継続したのである（１９６５年には５６８
チームと６，０７２人に達した（社会経済生産性本部
２００５））。それだけ高く評価されていたということ
であり、そうであるが故に民間としても資金面も
含めて高いコミットメントをしたということなの
だろうと考えられる。

③ 援助実施の大学への委託―日米の大学間で
の協力

もう１つこの時代のアメリカの生産性向上支援
の特徴的な援助方法がある。それは援助実施の大
学への委託という方法である。大学を援助の実施
主体として使うというとてもフレキシブルなス
キームだったようだ。

具体的には、FOA から改組された ICA（国際

協力管理局）が対外援助基金をミシガン大学に提
供するというものであった。ミシガン大学はその
基金を活用し早稲田大学の活動を助成（３年間で
６０万ドル、 早稲田大学側は２万９７００ドル負担）。

１９５６年４月５日には早稲田大学とミシガン大
学との間に「生産性向上に関する協定」が締結さ
れ（１９５６年から３年間の実施期間）、早稲田大学
は新たに生産研究所を設立した。１９５６年度には
早稲田大学から１６名を調査研究に派遣、ミシガ
ン大学からも経営関係学者２名が来日したのであ
る（衆議院１９５７）。このときに設立された早稲田
大学の生産研究所はその後、改組を繰り返し、現
在は早稲田大学ビジネススクール（早稲田大学大
学院経営管理研究科）になっている（２７）。

生産性向上を目的に、こうした大学を活用して
大学を支援していたという意味で、この支援がさ
まざまなスキームが組み合わされた複雑かつ、か
なり力の入ったものであったことがうかがい知
れる。

５．アジアへの展開期

⑴ シフトするアメリカ援助の重点―労働組合か
ら起業家の育成へ

まえに見たとおり、１９６０年に対日援助の打ち
切りが決定される。打ち切りの理由は２つであっ
た。第１にこの時点で日本はすでに後進国とは言
えなくなってきており、援助としての予算が議会
の承認を得らない可能性が高くなっていたからで
ある。また、第２にすでに競争相手になりつつ
あった日本企業関係者が視察に訪れる訪問の受け
入れ先を見つけるのが困難になりつつあったので
ある。

この背景にはアメリカの援助の重点の変化も
あった。１９６０年代に入ってもアメリカにとって
の東西冷戦下における援助の戦略的な位置づけは
ずっと変わらなかったが、その援助の重点はこれ
までの「労働組合」から「企業家の育成」にシフ
トしていった。当時、アメリカはベトナム戦争の
最中であったが、ジョンソン大統領の１９６６年の
大統領教書の中でも「共産主義との戦いの必要性」
が冒頭にのべられ、その上で「軍事援助」、そし
て「経済援助」の順序でその必要性と予算の提案
がのべられている。

とくに経済援助に関しては「軍事援助の補完と
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して」（“As a Supplement to Military Assis-
tance”）と明確に位置づけられていた。それにし
たがって、予算の８８％ をベトナム、ラオス、韓
国、ヨルダンに支出するという提案になってお
り、かなり戦略的なものになっていた（Johnson
１９６５）。

この１９６６年の大統領教書でジョンソン大統領
は途上国においては「企業運営上の知識、技術、
正しい判断力が欠如している」とし、アメリカと
して支援を実施していくと述べている（Johnson
１９６５）。そしてアメリカ政府だけでなく、より多
くの民間企業がこうした動きに参加するよう、積
極的な参加を呼びかけた。具体的には国際経営奉
仕部隊（IESC）（２８）（２９）や民間諮問委員会（３０）へより多
くの民間企業が参加し、IESC などが積極的に開
発援助に参加し役割を果たすことを期待するとの
べている。

⑵ 生産性向上運動のアジアへの展開―アジア生
産性機構

さて、ではこの時代、日本はどう変わっていっ
たのだろうか。先にみたように、アメリカによる
対日の生産性向上支援が終了した１９６１年４月、
日本生産性本部が中心となった国際的な働きかけ
により東京に今に続くアジア生産性機構 （APO）
を設立する。この APO 設立に向けた日本生産性
本部の動きは実はとても早かった。日本生産性本
部が発足した１９５５年の翌年、１９５６年には早くも
ヨーロッパ生産性本部に倣ってアジア生産性本部
構想を打ち出し、その上で、日本政府およびアメ
リカに対して協力を要請したのである。アジアの
経済的後進性を克服することが、日本経済の発展
につながるというのが趣旨であった。

１９５６年にはインドからさっそく生産性視察団
を、１９６８年には紡織視察団を台湾から日本へ迎
えている。そして、インド、フィリピン、台湾な
どで生産性機関が設立され、１９５８年末にはアジ
ア１６か国に生産性機関が設立されていく。まさ
にヨーロッパと同じように各国に生産性機関があ
り、APO がそれを統括する形になったのである。

こうした動きを受けて日本生産性本部は「アジ
ア生産性国際会議」の開催を企画し、１９５９年３
月に「アジア生産性国際会議」が１４か国の参加
を得て開催された（３１）。１９６１年には８か国の代表
がマニラに集まり APO 設立署名会議を開き、

APO が正式に発足。その８か国は日本、韓国、
台湾、フィリピン、タイ、インド、パキスタン、
ネパールで、香港も加わった。こうして APO は
日本生産性本部を実施機関とする国際機関となっ
たのである（黒川・佐竹１９７０）（３２）。

黒川・佐竹（１９７０）によると、この APO の発
足が影響したのか１９６２年に設立されたばかりの
海外技術協力事業団（OTCA）（現在の JICA）
とは役割分担し、インド、台湾その他からの生産
性関連の視察団や研修員の受け入れは OTCA で
はなく政府委託事業として日本生産性本部が実施
を行うことになったのである。

こうした APO 設立の動きは次に見るように日
本の海外協力の展開と軌を一にしていた。当時日
本はまだ OECD に加盟しておらず、アジア開発
銀行もまだない（１９６６年に設立）時代であった
が、こうしたアジアへの展開の初期に APO もそ
の一翼を担う機関として構想されたのである。

⑶ 日本生産性本部を中心とした海外への展開

日本生産性本部から APO への動きは、マー
シャル・プランにおける各国生産性センターから
パリにおけるヨーロッパ生産性本部設立という流
れと同じであり、その流れに倣ったと言えるであ
ろう。そして、それを国際機関として設置し、ア
ジアにおける発展の素地を築いたのである。一
方、こうした国際機関をとおした多国間（マルチ）
の枠組みとは別に、２国間（バイ）をベースにした
協力もはじまっていく。また、この時代に JICA
の前身であるアジア協会などが設立され、２国間
での国際協力の体制が急速に整備されていく。
１９６２年 OTCA が設立されたことは技術協力体制
の一元化という意味を持っていた（島田２０１８a）。

OTCA などとは別に１９６４年には日本生産性本
部は「低開発国」への経済協力のあり方を協議す
るための使節団を各地に派遣しはじめる。１９６４
年にはヨーロッパ諸国、１９６５年には１月に東南
アジア諸国へ、８月にはラテン・アメリカとアメ
リカに派遣した。日本生産性本部が中心となり、
経済団体連合会、日本商工会議所、日本経営者団
体連盟および経済同友会との共催である。ちなみ
に中南米使節団の団長は北川一栄・住友電気工業

（株）の取締役社長であり、アメリカへの使節団の
団長は中山素平・日本興業銀行の頭取であった。
経済界をあげての大事業だったことが伝わってく
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る。ちなみに中山素平はのちに、この時点ですで
に発足していた OTCA の会長に就任している。

民間中心のミッションではあるがラテン・アメ
リカでは外務大臣、中央銀行総裁などと議論して
おり、ワシントンでは世界銀行総裁、国務長官、
USAID（アメリカ国際開発庁）副長官などに加
えて当時、国務省の政策企画委員長の座にあった
ロストウなどとも議論している。議論の中身を見
ても、途上国の民間セクターをどう支援すべき
か、先進国の企業の役割と責任は何かが議論され
ており、現時点で見ると目新しさこそないが、現
在でも議論されている点が多く、注目に値する。
すでにアジア協会や OTCA などが設立されてい
たが、日本生産性本部はそれとは別トラックで経
済協力の道を模索していたのである。

現在ではカイゼンの ODA による支援は JICA
が実施、日本生産性本部はコンサルタントとして
カイゼンのプロジェクトを実施するという形であ
るが、初期の頃は違っていた。表１はここまでの
べてきた１９６０年代と現在の協力形態などの比較
をまとめものである。

JICA が本格的にカイゼンの実施をはじめるの
は、１９８３年から１９９０年にかけて実施された「シ
ンガポール生産性向上プロジェクト」まで待たな

ければならない。そして、その後、タイ「生産性
向上プロジェクト」（１９９４―２００１）で同分野の協力
がはじまり、その後東ヨーロッパ、南米、アフリ
カへと協力が広がっていくのである（島田
２０１８a）。

６．まとめ

本論文はアメリカの生産性向上の対日援助によ
る日本の被援助国としての経験を検証してきた。
本論文で明らかになったその経験の特質は次の３
つである。

第１に、アメリカの援助は極めて戦略的なもの
で、かつ大規模であったということである。終戦
直後の非軍事化・民主化の時代、そして冷戦の
中、保守的な方向に転換し、労働組合の位置づけ
は、「日本を民主化」する手段から、「ソ連に対す
る反共」の手段へと変わっていった。そうした位
置づけの中でマーシャル・プランは実施され、生
産性向上支援はその中において最も中核をなして
いた。対日支援はそうしたヨーロッパにおける取
り組みの移植であった。生産性向上プロジェクト
の支援はこうした戦略的な位置づけの中で行わ
れ、７年間で３，９８６名の研修員を受け入れるなど
極めて大きな規模で実施されていたのである。

第２に、対日援助の受け入れに当たって、日本
では政府ではなく民間セクター（とくに経済同友
会）が援助の受け入れに中心的な役割を果たした
ことである。むしろ政府は活発な民間の動きを補
助的に支える役割を担ったのであり、これは理想
的な産業政策のあり方であったと言える。援助受
け入れに当たって予算の半分（半年で１億８００万
円―１億３２００万円）は日本が負担し、しかも政府
ではなく大部分を民間が負担した点も特筆すべき
であろう。つまり、民間のコミットメントが高
かったと言える。アメリカの援助規模は大きかっ
たにもかかわらず、現在の日本国内では生産性向
上について被援助国であったという認識はあまり
持たれていない。それだけ日本においては生産性
向上を政府、企業、労働者ともそれぞれが自らの
ものとして受容していったためと考えられる。

第３に、日本において労使関係はもともと対立
的であったが、援助を受け入れていく中で生産性
本部などを中心に反対派の労働組合の指導者もア
メリカへの視察に送り出し、徐々に生産性向上運
動に参加できる素地を作り協調的な労使関係に変

表１ １９６０年代と現在の協力形態などの比較

項目 １９６０年代 現在

政府援助機関 OTCA JICA

生産性分野で
の途上国支援
の主要な機関

政府委託事業とし
て日本生産性本部
が実施

JICA

日本生産性本
部の援助の上
での役割

アメリカ援助の受
け入れ機関から、
援助実施機関へ

カ イ ゼ ン・プ ロ
ジェクトのコンサ
ルタント

海外展開の方法 ヨーロッパ生産性
本部をモデルに多
国 間 の 枠 組 み

（APO 中心）

２国間援助を中心
にしつつ、途上国
間（南から南へ）
の援助である南南
協力も活用

その他 受け入れ対象研修
員には琉球政府派
遣研修員も含まれ
ていた。

（出所）筆者作成
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化していったことである。その過程は対立的労使
関係から建設的労使関係への転換であったと言え
るだろう。つまり、協調的な労使関係は日本にお
いても生産性向上に取り組む中でむしろ作り上げ
られてきたのであり、そのことはカイゼンが他国
でも実施できるということを示唆しているだ
ろう。

日本自身がカイゼンを援助戦略の柱として展開
している現時点に立ってこの歴史を見ると次のよ
うなことが言える。最も重要な点はこうした産業
開発の分野では民間が中心となって援助を受け入
れ、そしてその後、途上国への援助についてもイ
ニシアティブをとっていたということである。ア
フリカなどで生産性向上の支援を実施する際に
「政府の失敗」を指摘する声がよく聞かれるが、
日本の援助の受け入れは民間が中心に引っ張り、
それを政府が補助金などで支えるという理想的な

民間と政府の関係であったということである。さ
らにこの支援に日本側が強くコミットメントした
ことは、巨額の予算の半分を当初から日本が負担
したことに現れている。そうした相手国が半分以
上の経費を負担するプロジェクトは JICA のプロ
ジェクトの中でもサウジアラビアの自動車技術高
等研修所（SJAHI）プロジェクトなどごく数える
ほどである（島田２０１８b）。

アメリカの対日援助は冷戦構造の中で極めて戦
略的に行われ規模も大きかった。前述したように、
それにもかかわらず被援助国であった日本でこう
した援助の歴史はよく知られているわけではな
い。しかし、そのことは当然でもある。日本は生
産性向上を学び、それを自家薬籠中の物とすると
ころまでいったのである。援助国としては被援助
国に援助した歴史を覚えておいて欲しいと思うも
のであるが、それは援助を本当の意味で自らのモ
ノとして獲得するには邪魔であるかもしれない。
日本のカイゼン援助はいつか忘れられるかもしれ
ない。しかし、カイゼンという名前は失われても
その思想が伝えられ、そして途上国、労働者の生
活が向上していることが重要である。日本の被援
助国としての経験はそうしたことを伝えている。
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注記
⑴ デミング博士による「品質の統計的管理８日間

コース」のセミナーが日科技連の主催により東
京・神田駿河台の日本医師会館講堂で開催され
大きな影響をのこした。

表２ 被援助国としての経験およびアジアへの展
開期の含意

項目 被援助国としての経験 アジアへの展開期

体制 民間の経済団体が援
助受け入れを主導し
つつ、政府がそれを
産業政策で補完

経済団体が援助実施
を 主 導 し つ つ、
APO を活用しなが
ら生産性本部と政府
が補完

援助の目的 東西冷戦における労
働組合の西側への取
り込み（労働組合の
強い取り込み）

長期視野の援助国の
自立能力形成

援助方式 ―費用共同負担（コ
ストシェア）（と
くに民間の負担が
政府よりも大き
かった）

―大規模な研修員受
け入れ

―大学間協力

費用日本側負担（ほ
とんどのケースで日
本側も受け入れ側も
政府の負担）

援助のイ
ンパクト

包摂的な経済成長
協調的な労使関係の
醸成
オーナーシップの醸
成

企業パフォーマンス
の向上
労働条件の改善
オーナーシップの醸
成

（出所）筆者作成
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⑵ Shimada（２０１６b）が論じたように、現在、日本
の援助の主な柱の１つになっているユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ（UHC、国民皆保険）
や、学校現場における PTA など現在のわれわれ
にとってふつうに存在する社会的な制度の多く
が、この時期にはじまった。

⑶ この部分については中北（２００８）に多く依拠する。
⑷ ５大改革の内容は①秘密警察の廃止、②労働組合

の結成奨励、③婦人解放、④学校教育の自由化
（民主化）、⑤経済民主化（財閥解体、農地改革）。

⑸ たとえば、１９５０年に西山弥太郎は川崎造船から
鉄鋼部門を分離独立し、当時の日本銀行の反対
を押し切って高炉メーカーに変身させた。

⑹ これは逆に言えばそれだけ労働者の生活が苦し
かったということを如実に物語っている。GHQ／
SCAP（１９４６）によると１９４６年当時、４１歳の労
働者の平均的な収入は２１３円／月であったが、当
時の高いインフレ率もあり、４人家族が生活して
いくには５０９円／月は必要であった。また、当
時、労働組合が活発に企業側と交渉し賃金が上
がっても、すぐにインフレによって実質賃金の
上昇は目減りしてしまうということが続いた。
そしてさらなる交渉が必要になるという悪循環
に陥っていたのである。

⑺ Anglo-American Council on Productivity
⑻ 運営資金の３分の２はマーシャル・プランと見

返り資金によって賄われ、イギリス側１２名、ア
メリカ側８名、計２０名によって構成され、双方
とも経営者側、労働組合側を含んでいた。たと
えば、イギリスはイギリス労働組合会議（TUC）
から代表が選出された（中北２００８）。

⑼ 中北（２００８）によると最終的には合計で１３８チー
ム、９００名を超える経営者、労働者が訪米した。

⑽ British Council on Productivity
⑾ Organization of European Economic Corpora-

tion
⑿ European Productivity Agency。マーシャル・

プランの受け入れ機関のヨーロッパ経済協力機
構を母体として発足した組織。

⒀ こうした意図を持つマーシャル・プランに対し
各国の労働組合の対応は異なり、とくに共産主
義勢力と非共産主義勢力（社会民主主義党系）
で対応がわかれ分裂してしまう（島田（２０１８a）
の図６参照）。

⒁ 第７回国際労働統計家会議に対する事務局の準
備報告書。

⒂ 通産省の中でも１９５３年ごろから生産性向上につ
いての検討がはじまり、ヨーロッパ、とくにイ
ギリスの生産性向上運動を調査し、通産省の産
業合理化審議会が日本に生産性本部を設置する
ことを政府に提言した。

⒃ James M. Silberman, Chief, Productivity and
Technological Development Branch, Depart-
ment of Labor

⒄ FOA は現在の USAID（アメリカ国際開発庁）。
⒅ 中北（２００８）によれば、FOA のクリントン・モ

リソン極東局長代理が来日するジョン・ハーラ
ン産業技術援助課長に書簡を送り進言したとの
こと。

⒆ 生産性向上の支援の受け皿として設立されたと
いう意味では、現在、JICA により実施中のエチ
オピアにおけるカイゼン・プロジェクトのカウ
ンターパート機関である、EKI（Ethiopiam Kai-
zen Institute）の設立経緯と似ている部分が多い。

⒇ 次のように反対の立場を表明した。「ヨーロッパ
における生産性増大運動がマーシャル・プラン
に関連があるように、日本におけるこの運動は
MSA（筆者注：アメリカの相互安全保障法）の
軍事的、政治的目標を実施させるために日本経
済に対する支配をもっと確実に利益あるものに
するためのものである。われわれはこのような
意図を持つ日本生産性本部設置に反対する」（労
働省１９５７、p.５２４）。

21 生産性３原則の内容は次のとおり。①雇用の維
持・拡大：生産性の向上は、究極において雇用
を増大するものであるが、過渡的な過剰人員に
対しては、国民経済的観点に立って能う限り配
置転換その他により、失業を防止するよう官民
協力して適切な措置を講ずるものとする。②労
使の協力と協議：生産性向上のための具体的な
方法については、各企業の実情に即し、労使が
協力してこれを研究し、協議するものとする。
③成果の公正配分：生産性向上の諸成果は、経
営者、労働者および消費者に、国民経済の実情
に応じて公正に分配されるものとする。（社会経
済生産性本部２００５、p.３８）。

22 また、この生産性３原則の宣言は、１９４４年の
ILO（国際労働機関）のフィラデルフィア宣言の
影響を受けたものであった。フィラデルフィア
宣言は「生産性向上に関する経営と労働の協力、
ならびに社会的および経済的措置の準備および
適用に関する労働者と使用者の協力」を達成す
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る計画を促進することが、ILO の役割であると
強調したのである。これが戦後の 「生産性向上」
運動のきっかけとなったのである。

23 ちなみに前田昭夫氏（日本生産性本部の労働部
の立ち上げ時代の職員）はこの時代のことを次
のとおりのべている（梅崎２００５、p.２６０）。イン
タビュアーの梅崎修（法政大学）からの「米国
政府側が共産党員は送って欲しくないという意
見があったからそれに従ったわけですか。それ
とも深澤（＊筆者加筆：敏郎、当時の日本生産
性本部・労働課長）さんご自身が、自主的にこ
の人は共産党員だからだめということだったの
ですか」という問いに対し、前田は「調べるか
ら、隠しても全部わかっちゃう。一般的に行っ
てはだめですよという方針があったわけですね。
にもかかわらず、これは戦略的に考えて向こう
を見てみたら考え方が変わるだろうから、影響
力のある人だからということでこっそり行って
もらったということもあったんです」とのべて
いる。

24 中北（２００８、p.２２８）はそうした総評の変化を、
「高度成長の下の合理化あるいは技術革新の著
しい進展によって、生産性運動へ反対を唱える
だけでは対応できなくなり、生産性の向上に伴
う弊害に具体的に取り組むことを余儀なくされ
た結果であった」と評している。

25 相手国が半分以上の経費を負担するプロジェク
トは JICA のプロジェクトの中でもサウジアラビ
アの自動車技術高等研修所（SJAHI）プロジェ
クトなどごく数えるほどである（島田２０１８b）。

26 途中からこの援助は FOA から再編された ICA
（国際協力管理局）によって実施された。

27 次のように改組をして現在に至る。１９５６年 早
稲田大学・生産研究所 設立、１９７３年 早稲田
大学・システム科学研究所へ改組、１９９８年 早
稲田大学・アジア太平洋研究科修士課程国際経営
学専攻、２００７年 早稲田大学ビジネススクール。

28 この IESC は現在も活動を続けており、１９６０年
代当時から USAID から資金援助を受けてはいる
が基本的には民間ベースの運動である。当時の
チェイス・マンハッタン銀行頭取Ｄ・ロック
フェラー氏などのビジネスマンにより設立され
た非営利団体で、途上国からの要望に応じて経
営技術の専門家を派遣して、民間セクター開発
を目的としていた（現在、IESC は USAID と協
定を結び、USAID から活動予算の約７５％ の資

金援助を受け、のこりは民間からの寄付で事業
を実施している）。

29 International Executive Service Corps、１９６５年
１月設立。

30 The Advisory Committee on Private Enter-
prises in Foreign Aid

31 この国際会議で決まったのが⑴アジア生産性国
際委員会の設置、⑵アジア生産性機構（APO）
設立準備、⑶英字新聞「Productivity」の発刊な
どであった。さらに、同じ年の１０月には第１回
委員会を東京で開催している。ここの議論をも
とに APO の規約、事業計画、財政、各国の経費
分担草案を採択、APO を設立し東京に本部を置
くことを勧告したのである。

32 事務総長には日本生産性本部事務局長の押川一
郎氏が就任。設立に当たっては、フォード財団
から３２万ドルの資金が APO に提供された。こ
れは、経営コンサルタントや指導員を東京で研
修し、アジアの中小企業振興をすることを目的
としたもので日本政府も資金を拠出し「フォー
ド計画」と呼ばれた。当時の APO の重点は

（１９６８―７３年の５か年計画による）、中小企業開
発、経営開発、運営技術で日本生産性本部が指
導を行っていた。
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Abstract

The US Aid Strategy for Productivity Improvement in Japan
after World War II with a Focus on Labor Unions:

Japan’s Experience as a Recipient Country

Go SHIMADA
Meiji University

E-maill：go_shimada@meiji.ac.jp

This study examines Japan’s experience as a recipient of the United States’aid for productivity im-
provement after World War II. Three points were identified as a result of the research. First, the US
assistance was extremely strategic and large-scale. The goal of the US aid was to exclude the Soviet in-
fluence over Japan’s labor unions because the labor unions were considered sympathetic to the Soviet
Union during the cold war. The aid was implemented on an extremely large scale, including the accep-
tance of３，９８６Japanese trainees into the United States over seven years. Second, prior to the aid, labor
-management relations in Japan were adversarial, but while Japan was accepting aid from the US, lead-
ers of opposition labor unions were also invited to visit the United States. The aid gradually changed la-
bor-management relations from conflictive to constructive. In other words, while working on improving
productivity, collaborative labor-management relations were developed in Japan, which suggests that
Kaizen can be implemented in other countries. Third, it was the private sector that played a central
role in receiving aid from the United States, not the Japanese government. Instead, the government
provided supplemental support for the active movement of the private sector, very likely an ideal in-
dustrial policy. It is also worth noting that while half the budget（１３２ million yen in half a year）was
borne by Japan in accepting the aid, the majority of the budget was borne by the private sector. In
other words, the commitment of the private sector was very high.
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