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旨

本論文 は, ホワイ トカラー労働者の組織化 という今 日的に緊要 な課題 について原理的に追究するため, ホワイ トカラーの
概念的位置づけを整理 した上で第二次大戦後のホワイ トカラーの労働組合主義 に関する日 ･英の理論 と実践を比較検討す る
ことを通 じて, ホワイ トカラーの労働組合主義の特質やその意義 と限界 についての解明を意図 した研究である0
本論文は序章 とそれに続 く 5つの章,及び結語か ら構成 されているが,その要 旨については以下の通 りであるO
まず序章 においては,近年のわが国におけるホワイ トカラーの労働問題の顕在化 とそれに対する既存労働組合の実践的対
応の不備や,研究 レベルにおけるホワイ トカラ‑労働組合主義の一般的特質を理論的 ･実証的に解明 してい く作業の不十分
さを指摘 しっっ, ホワイ トカラ‑が労働組合 に参加す ることの意義やホワイ トカラー的な労働組合主義の特質を理論的に検
討することが重要であるという筆者の問題意識が明 らかにされる｡ さらに筆者 は, この課題 に迫 るためにはわが国の研究 ･
事例をみるだけでは不十分であり, ホワイ トカラーの労働組合主義の性格づけに関 して多 くの議論が積み重ね られてきたイ
ギ リス社会学 ･労使関係論の理論的蓄積 とイギ リスホワイ トカラー組合の実践の事例を参照す ることが不可欠であると主張
す る. そ してホワイ トカラーの労働組合主義の特質 に関 しての一般的な性格づけは, 冒 ･英のホワイ トカラー組合主義の理
論 と実践の比較検討 を通 じて理論的 ･実証的になされるべ きであると主張す る｡ またこの点 に関 しての仮説的見解 として,
筆者 はさしあたりイギ リス的な問題意識 に依拠 しつつその特質をホワイ トカラーによる階層的地位保全運動 と捉える見方を
提示 している｡
こうした序章での問題意識 と課題設定を踏 まえ,以下本論文では次のように議論が進め られてい く｡ まず第 1章では,第

2章以下での議論の準備 として, ホワイ トカラ‑の概念づげについて検討 した上で,組織内における権限の ヒエラルキーと
専門的能力の水準 という 2つの側面を基準 に,管理職型 ･一般型 ･技術者型 というようにホワイ トカラーとホワイ トカラー
組合の類型化を行 っている｡ その うえで,序章での問題意識 に沿 ってホワイ
i トカラーの労働組合主義の性格づけに関す るイ
ギ リス社会学や労使関係論の分野での研究史が概観 されるが, イギ リスでの論点 に対応す る形で 日本 における研究史 につい
て も検討がなされている｡
続 いて第 2章では,第 1葦における組合類型の分類に基づ き,おおむね第二次大戦後か ら 1
9
7
0年代 までの時期 におけるイ
ギ リスホワイ トカラー諸組合の実践の展開が跡づけ られ,そのユニオニズムの性格づけについて実態に即 した考察が行われ
ているO またこの時期のイギ リスホワイ トカラー層が書労働組合運動 に対 してどのような態度をとったか という意識状況 に
ついて も実態調査のサーベイを通 じて明 らかにされている｡ こうした作業によって この時期のイギ リスホワイ トカラー組合
運動の ｢
階層的格差維持志向｣ という特徴を浮 き彫 りにするとともに,その限界について も指摘がなされているO
第 3章 は,サ ッチ ャー政権の誕生を契機に,労使の力関係 において使用者側が攻勢 に転 じた 1
9
8
0年代以降の時期を扱 って
いるO ここではイギ リスの政府部門を素材 に して,今 日的な問題意識 との関わ りで 1
9
8
0年代以降の人事管理変化の中での春

9
8
0年代以降の当
ワイ トカラーの意識変化 とホワイ トカラ‑組合の対応 と機能 について検討がなされている｡ この章では 1
局側の攻勢 と人的資源管理の進展の中でホワイ トカラ‑の組合離れが進行 している状況を見た上で,組合が当局側 との協議
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志向を強めている現状を描 き出 し,そ うした路線が現実 にはホワイ トカラー層のニーズと必ず しも一致 していないというこ
とが指摘 され,人事管理の個別化傾向の中でのホワイ トカラー組合の課題が浮 き彫 りにされている0
第 4章 ･第 5章では,第 3葦 までで行 ったホワイ トカラー組合主義の性格づけに関する一般論 とイギ リスの事例の検討 と
を踏 まえつつ, 自治体の職員組合の事例を題材 に して日本のホワイ トカラー組合運動についての分析が行われる｡第 4葦で
は第 2章 との対応を意識 しつつ高度成長期の運動の特質 について分析が行われ, 日本におけるホワイ トカラー組合運動が中
下層 ホワイ トカラーの地位上昇運動であ ったということが,職階給導入 ･ ｢ワタ リ｣ ･吏員昇任 など高度成長期の労使間の
懸案事項 に関す る組合側の対応の事例分析を通 じて浮 き彫 りにされる.第 5葦では第 3葦 との対応を意識 しつつ石油危機以

9
8
0年代の行政改革のなかで組合が当局 と
降の低成長期組合運動 の特質 について分析が行われ,石油危機以降の低成長 と 1
の協議志向を強めて きたことが指摘 される｡
以上のような分析を踏 まえた結語では, 日 ･英比較に関 しての結論 とホワイ トカラー労働組合主義の特質についての一般
的な結論が述べ られ る｡ ここで筆者 は, イギ リスのホワイ トカラー労働組合主義の特質をブルーカラーに対する中間層 とし
ての階層的地位保全運動 と結論づげ,一方 日本におけるそれについては申下層 ホワイ トカラーを対象 とした身分的上向運動
と結論づけるが,いずれの場合 もブルーカラーとは異なる自らの地位特性を強 く意識 した運動 だ という意味で,両者の共通
性 を指摘 している｡しか しなが ら,人事管理の個別化 という今 日的状況の下では,そのような従来の路線にせよ 1
9
8
0年代以
降強 まって きた協議的路線 にせよ, ホワイ トカラーの個別的ニーズへの対応 という点では共 に限界をはらんでいることを指
摘する｡ ホワイ トカラ‑労働組合主義 についてのこのような特徴 と限界を踏 まえ,最後 にホワイ トカラー労働組合主義の今
後 の}
課題 についての言及がなされ本論文が締 め くくられている｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
本論文 は,第二次大戦後 ホワイ トカラーの労働組合主義 に関する日 ･英の理論 と実践を比較検討することを通 じて, ホワ
イ トカラー労働組合主義の特質やその意義 と限界についての解明を意図 した研究である｡
論文内容の要 旨か ら明 らかなように,本論文 は, ホワイ トカラ‑の労働組合主義 についての E
]･英の理論や事例を比較す
る作業を通 じて,両者を規定 して きた内在的論理, さらには両者の共通性 と異質性 とを明 らかに し, もってホワイ トカラー
労働組合主義 について一般的に論 じ得 る理論的枠組みを も作 り出そうとしている｡ この ことか ら本論文は,今 日的な問題意
識を踏 まえなが らも,単 なる時論 に流れることな く,歴史的 ･国際的な視座を備えた理論的研究 として も評価 し得 るものと
な っている0
本論文の特徴 についていえば,それは第‑ にホワイ トカラー層 に焦点を絞 って労働組合主義の研究を深化 させたこと自体
が この論文の大 きな特徴である｡ 筆者 はホワイ トカラー労働組合主義について論 じた第二次大戦後 イギ リスの,社会学およ
び労使関係論の文献を渉媒 し,手 にすることので きる限 りの実態調査資料を丁寧 にサーベイす る中か ら,｢
階層的格差維持｣
というホワイ トカラー型労働組合主義の特質を抽出 し,それを民間部門 と公共部門の双方 にわたるイギ リスホワイ トカラー
諸組合の事例分析を通 じて検証 している｡我が国では, イギ リス労働組合 と労使関係について多 くの先行研究があるが,そ
のほとんどはブルーカラー層を対象 とす るものであ り, ホワイ トカラー層に焦点を絞 った研究 は極めて少ない｡ このような
状況のなかで,現時点での時代の課題を鋭 く意識 してホワイ トカラー労使関係の研究に取 り組んだ松尾氏の論文 は十分に評
価 されて しかるべ きであろう｡ この研究 は,民間部門 ブルーカラー労働組合運動 の分析に偏 りがちなわが国のイギ リス労使
関係の研究 に一石を投 じるものであると同時 に,事例研究 をふまえることによって, ともすれば規範主義的議論 に流れがち
なわが国のホワイ トカラー組合論の従来水準を超えるものだ といえよう｡
第二 にこの論文の貢献 は,イギ リスのホワイ トカラー組合運動の内在的論理を踏 まえつつ も,無批判 にそれに傾斜するの
ではな く, 日 ･英両国の現実か ら普遍性を備えたホワイ トか ラー組合像を析出 した点である｡ すなわち,イギ リスについて
の分析を通 じて得 られた視点 を携えて 日本のホワィ.トカラー組合運動を分析 し,‑見極めて異質 に見える日 ･英両国のホワ
イ トカラー組合主義の特質を, ブルーカラ‑とは異 なる独 自の地位 にこだわ りを もっ階層的運動 として明確 に特徴づけ,両
者 に通底す る論理を浮 き彫 りに し得 たのである｡
それ とともに,一方では日 ･英の事例を対比することによって,｢
階層的格差維持｣を指向す るイギ リスに対 して,｢申下
層の地位向上｣を指向する日本 という形で,両国ホワイ トカラー組合運動の持つ相違点を も鮮明に描 き出 していることであ
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る｡ このよ うに経済的 ･社会的地位 に規定 され る組合像を別出 して見せた ととは, ホワイ トカ ラ‑労働組合主義 の特質 を
もっぱ ら企業内発言機能 として把握す るような立場 に対 して,異なる角度か らホワイ トカラー組合のモデルを提示す るもの
であったといえよ う｡
本論文の第三の貢献笹

自治体の職員組合運動の展開を日本におけるホワイ トカラー組合の事例 として改めて位置づ け,

その実証的掘 り起 こしを通 じて, 日本におけるホワイ トカラ‑組合運動の実態 を歴史研究 として描 き出 した点 にある｡ これ
はホワイ トカ ラー組合についての実証的研究が極 めて少ない日本 においては貴重な試みであるといえよ う｡ またこれは, 日
本の民間企業別組合の行動様式を過度 に一般化 し, それをホワイ トカラー組合のモデルとするよ うな立場の一面性を衝 くち
のであり,同時に公共部門の職員組合運動を政治主義的色彩の強いものと して把握す るよ うな常識的理解の見直 しを迫 るも
ので もある｡
以上,本論文の貢献について述べたが, ここで この論文のテーマに関 しては今後 さらに研究を深めるべ き論点 に触れてお
かねばな らない それは第一 に,イギ リスのホワイ トカラー組合運動の分析を実証分析 としてさらに深める必要があるとい
｡

う点である｡近年のイギ リス労使関係 は急速 に変化 しつつあるO とりわけプル‑カラーとホワイ トカラーの身分上の格差 を
無 くそうとす る ｢シングルステータス化｣ が導入 されるといった状況の中で, ホワイ トカラー労働組合運動の位置づけや労
働組合の対応 を実証的に分析 してい く必要があるだろう｡ 第二 に本論文で展開 された議論の一般性 をよ り確保す るために
は, 日本のホワイ トカラーについての分析を数段深めねばな らない｡筆者 も先行研究の蓄積があるイギ リスについては複数
の分野についてホワイ トカラ‑の意識調査や組合活動の実証的 トレースを行 っているが, 日本 につ いては‑つの自治体 にお
ける職員組合の事例分析 にとどまっている｡ これを もって 日本のホワイ トカラー組合を代表 させ るのはなん といって も不十
分である｡ このことは第三の論点 に導 く｡ すなわち,本論文では,公務員労働組合の事例分析 とい う 1点 で 冒 ･英 ホワイ ト
カラーの比較分析 といえる構成が成立 している｡ だが, 日本の労働組合における国際比較上の特性 というべ きものは,なん
といって も民間企業の企業別組合的な性格の うちにあるといわねばな らない｡ したが って, ホワイ トカラー層 とその労働組
合の国際比較を行 うためには,当然なが ら民間企業 におけるホワイ トカラ‑労働組合運動の事例 について分析が深め られ る
必要があるだろう｡ さらには第四に,人事管理の個別化 という現代的な流れの中で, ホワイ トカラー層 とその労働組合運動
のあり方 について,理論的考察を一層深めることも重要な課題であるといえよう｡
以上,い くつかの問題 を指摘 したが,本論文が従来鍬入れされることの少なか ったホワイ トカラー層の労使関係研究 とい
う分野で,間違 いな く研究水準を一歩押 し進 めたことは確かであるO よって本論文 は,博士 (
経済学)の学位論文 として価
値あるもの と認める｡ なお,平成 1
2年 1月 3
1日論文内容 とそれに関連す る諮問を行 った結果合格 と認 めた｡
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