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序章

はじめに

　20世紀から21世紀への転換期を迎えている今日､現在の経済状況を的確に理解し､そのうえで21世紀の世界

経済像について考えるためには､まず現在の状況の歴史的起源とそれ以降の変容の過程を跡づけること､すなわ

ち20世紀の世界経済とはいかなるものであったのかを明らかにしておくことが､経済学にとって必要な課題であ

ろう｡その20世紀の世界経済の一つの重要な構成部分が社会主義体制(｢社会主義｣)であったことは､疑いのな

い事実である1｡とするならば､｢社会主義｣経済とはいかなるものだったのかを客観的･具体的に明らかにする

作業は､20世紀の世界経済を考察するうえで看過できないテーマだといえる｡｢杜会主義｣経済が崩壊した原因

は何だったのか､あるいはそれが数十年にわたって存統した理由はどこにあったのか､さらには､それが残した

ものは何なのだろうか｡

　これらの問いに答えるためには､単に経済的指標を公式にあてはめたり､特定の理論のみを適用して事実を判

断したり､表層的な敗策･制度の変化を追うだけでは十分説明しきれない複雑な諸要素に関する立ち入った検討

が不可欠だと考えられる｡とくに｢社会主義｣に関しては､｢全体主義｣とか､｢秘密警察に支配された｣な

ど､一面的に把握されている状況があることは否定できない｡それゆえ､そこに生きた人間の実際の営み､その

国の｢等身大の姿｣を厳密に実証することによって､―定の視点からだけでは見落としてしまう現象までを観察

し､分析をより多面的にすることが､｢社会主義｣の理解を深化させるために必要とされるのである2｡

　だが､そうした課題に応えるほどの｢社会主義｣経済に関する歴史的･実証的分析の蓄積は､現在までにはま

だなされていない｡｢社会主義研究というジヤンルの社会科学は､十数億の人々が数十年にわたって実験材料と

なってくれた､始点と終点のある社会的実験のプロセスと結果に依拠することができる｣にもかかわらずであ

る3｡ことに我が国では､その体制の崩壊によって､社会主義を研究する価値がなくなったとする傾向も生じてい

る｡しかし､その場合の価値とは､｢資本主義体制に全面的にとって代わるべき理想社会｣としての｢価値｣の

みを意昧するものと考えられる｡たとえ､そうルた｢価値｣が衰退したとしても､それによって､杜会主義---

理念として､運動として､体制としての-を研究する学問的価値が失われたということにはなるまい｡｢体制

としての社会主義｣に関していえば､ともかく体制として数十年にわたって存在したものがいかなるものだった

のかを詳細に検討することは､その｢価値｣の衰退とはかかわりなく､果たされるべき作業である4｡より焦点を
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絞っていうならば､その体制はなくなっても､そこに生きていた人々や企業､その体制にあった国(地域)は､変

化を経験したとはいえ現在も存在し統けている｡それら人々や企業の現在の状況､その体制にあった国(地域)の

現在の経済状況を的確に理解するためには､やはり現在の状況が発生したメカニズムを旧体制下におけるその歴

史的起源まで遡って分析することが必要とされるのである｡

　また､｢社会主義｣を､｢社会主義体制という一つの文化｣として捉えるならば､異文化研究の対象としての

価値も依然として無視できないと思われる｡その価値とは､計画によって経済が制御されていた異質な体制に

は､市場を基礎とした経済体制においては現れない数多くの現象が生じていたのであり､それらを知ることに

よって､市場経済体制に生きる我々にとって､少なくとも､ものの見方･考え方をより多面的にしうると考えら

れることである(そこから学ぶべきものがあるかどうかはさておくとしても)5｡

　とくに､本論で対象とする東ドイツ(DeutscheDemokratische　Republik､以下DDR)という国家は､ドイツと

いう世界の敗治経済大国の一部分に､しかもワイマール期やナチ期よりもはるかに長い期間存在した､｢社会主

義｣国家である｡それゆえ､今日のドイツ連邦共和国の一部である地域の現在の状況が発生したメカニズムを解

明するためにも､さらには､我が国においてもそれぞれ多くの関心が向けられてきた､ドイツ的文化と｢社会主

義体制という文化｣の交錯という事象を検討するためにも､DDRという国は､研究対象として強く関心をもた

れてよい価値をもつといえるのではないだろうか｡

　もちろん｢社会主義｣に関する歴史的研究は､すでにある程度は着手されつつある｡ドイツ統一後のドイツに

おいては､ユルゲン･コッカ(Koeka,Jargen)やクリストフ･クレスマン(KleBmann,Christoph)ら､それまで

DDR史の専門研究者ではなかった大物歴史家が中心となって､DDR史関係のプロジェクトが進められ､研究

は急速に進展している｡ただし､そうした歴史分析はなお緒についたばかりであり､今後は研究が蓄積されるこ

とによって､｢社会主義｣とはいかなるものだったのかという問いに答えるための材料も､徐々に蓄えられてい

くであろう｡本論も､もとよりこうした大きな問いに即座に答えを出すことを企図するものではなく､建国初期

DDR国営企業の実態に迫ることによって､それについて考えるための一つの材料の提供を目指すものである｡

I.課題とその意義

｢社会主義｣経済において生産を担う経済主体であった企業の形態は､ほとんどすべてが国営企業であり6
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　｢社会主義｣経済における生産の動向は､国営企業の活動如何にかかっていた｡本論の課題は､その｢社会主

義｣国営企業がどのような実態にあったのかに関して､1950年代半ばまでのDDRを対象として明らかにするこ

とにある｡より具体的には､とくに｢社会主義｣企業における｢生産性向上の低迷｣の問題に焦点をあて､当時

のDDRでは､労働生産性向上のためにどのような措置がとられたのか､そして企業現場には､いかなる問題点

が存在し､それが労働生産性低迷にどう影響していたのかについて解明することを課題とする｡そのための素材

として､主に造船業を取り上げている｡

　こうした課題を設定する意義に関して､いくつかの点から説明しておきたい｡

　　｢社会主義｣国営企業の実態分析は､とくにこれまでの蓄積がわずかである｡だが､このことは､｢社会主

義｣経済における企業の実態分析が不必要であることを意昧するものではない｡束欧諧国が強力な指今的計画経

済体制にあった時期 とくに顕著だったのが本論の対象とする1950年代

3

においても､企業は､単なる中央

して優先的な成長が目指された産業-･--一鉱山､金属､機械製造など

当局の管理対象だったのではなく､独自の意志決定を行う余地をもつ一経済主体であった7｡事実､｢社会主義｣

計画経済システムの諸特徴が存在することによって､企業が中央の意図と反するような行勤をとることも､さら

には企業現場が中央の意図と反するような状態とならざるをえないことも日常的であった｡そこにはやはり､単

なる経済的指標や特定の理論､表層的な敗策･制度の変化の追跡のみでは測れない複雑な諸要素が存在してい

た｡また､｢社会主義｣経済において､生産力増大･経済効率が一義的に追求され､企業現場における生産の増

大､その効率的な遂行が体制の根本的な目的であったことを考えれば､企業現場とは､計画経済システムの問題

点が集積されて現れる場所であったともいえる｡そうした企業現場の実態の解明は､｢社会主義｣経済の全貌を

歴史的に明らかにするにあたって独自の意義をもつといえよう｡それにもかかわらず企業の実態分析の蓄積が乏

しかったのは､資料的制約によるところが大きかった｡しかし､本論ヽが対象とするDDRに関しては､ドイツ統

一後､企業現場の実態をかなり明らかにしうる資料の公開が進んでいる｡本論は､そうした資料を用いることに

よって､｢社会主義｣経済をその基底から把握するための手がかりをうることを目指すものである｡

　ところで国際的な社会主義経済学者であるブルス(Brus,W.)とラスキ(Laski,K.)は､束欧の｢社会主義｣諸国

の経済成長努力を振り返って､その結果を次のように総括している｡それらの諸国では､｢成長のエンジン｣と

を中心に､とくに第二次大戦後初期にお

いては工業生産高の高い成長を果たした｡だが､その成長は､期待どおりの生産性の向上を伴うものではなかっ

た｡｢社会主義｣諸国における投入(労働､資材および資本)に対する産出の比率は､西側において同程度の経済

発展水準にあった国々と比べても相当に低いものであった､と8｡このように生産性の低さは､｢社会主義｣経済

の重要な弱点と指摘されてきた問題である｡ところが､｢社会主義｣経済においても､生産性向上は決して軽視



されていた事柄ではなかった｡それはむしろ中央当局によって非常に重要視されていたのである｡その点に関し

て､本論対象時期のDDRについて具体的にみてみよう｡

　第二次大戦前のDDR地域は､ザクセンなどの先進工業地域を抱え､ドイツ全国の工業生産の4分の1を占め

ていた｡しかし､褐炭とカリ以外の原料は大部分をドイツの西側部分(戦後の西ドイツ地域)からの購入に依存し

ており､また銑鉄生産のシェアは1.3%､粗鋼も6.6%にすぎないなど､素材産業のほとんども西側にあった9｡

そのうえ､戦争での破壊と､とりわけソ連の賠償取り立てによる工場設備の解体の結果､1948年の生産能力は､

戦時中の44年の45%まで低下していた1o｡この状況のなかで､社会主義統一党(Sozianstische　Einheitspartei

Deutschlands､以下SED)･敗府は､1949~50年にDDR地区全域､全経済分野にわたる最初の経済計画であ

るニカ年計画を実行し､生産の回復を目指した｡統いて開始された1951~55年の第一次五ヵ年計画は､重工業基

盤の欠如という｢工業に現存する不均衡の克服｣を第一の課題とした｡そこでは､金属､機械製造､鉱山といっ

た重工業部門に投資の重点が置かれ､55年までに工業生産を戦前の2倍まで引き上げることが目標とされてい

た11｡こうしたなかで､敗府によって｢全計画の達成に対して一つの決定的な課題｣､｢我々の経済計画の実現

と全人民の生活向上のための重要な前提条件｣とされたのが､各企業における｢労働生産性の向上｣であっ

た12｡　1948年6月時点でDDR地域の労働生産性は戦前の約50%にすぎず､それをニカ年計画では30%､五ヵ年

計画ではさらに60%引き上げるという目標が設定されていた｡そのために敗府は､重点産業を中心に犬現模工場

の建設を進め､また､労働者を生産へ動員し､労働生産性を高めるための諸制度の整備に努力した｡だが､それ

にもかかわらず､企業レベルにおいては､重点とされた産業においてすら労働生産性向上の不十分さが恒常的に

問題とされ､その改善の必要性が叫ばれ統けていたのである13｡

　このように中央当局による重視にもかかわらず生産性向上が低迷したのは､いかなる理由からであろうか｡生

産性の低さが｢社会主義｣経済の重要な弱点とされてきた以上､この点の解明は､｢社会主義｣経済の分析にあ

たって､欠くことのできない作業であろう｡これまで生産性低迷の理由としては､一般的に｢社会主義｣計画経

済システムの諧特徴の存在が指摘されてきている14｡しかし､そうした諸特徴が作用することにより､企業現場

において､生産性を規定する諸要素について具体的にどのような問題が発生し､それがどう生産性に影響してい

たのかに関しては､企業の実態分析の不足から未だ十分に実証研究がなされていない｡実際に生産性を実現する

場が各企業現場である以上､このプロセスを検討することなしに､生産性低迷の理由について具体的･実証的な

分析が果たされるとはいえまい｡こうして､かかる点からも､企業現場の実態分析は要請されるのであり､本論

では造船業の企業現場を素材に､設備能力と労働力の面から､このプロセスの検討を試みる｡

　対象とする国､時期､産業について位置づけておきたい｡｢杜会主義｣は､重化学工業を中心とした生産力増
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表O-1　東欧諸国の一人当たりGDP(1980年)

　　(ウィーン比較経済研究所による推計:ドル)

DDR 7050

チェコスロヴァキア 6588

ハンガリー 5881

ソ連 5847

ブルガリア 5535

ポーランド 5241

ルーマニア 4626

ユーゴスラビア 4555

　　　　　　　　　　　　　(出所)盛田常夫『ハンガリー改革史』123頁｡

大を優先的な目標においた体制であったが､DDRはその歴史を通して｢社会主義｣諸国のなかで最も中心的な

重化学工業国であった｡第二次大戦直後の時点でもDDRの工業生産力は､他の東欧諸国と比べて高いもので

あったが15､表O-1によれば､1980年においても､DDRの一人当たりGDPは約7000ドルとされ､東欧諸国で

次に高かったチェコスロヴァキアを約500ドル､その下のハンガリー､ソ連と比較すれば約1200ドル上回ってい

た｡また､貿易構造をみても､1950年9月にコメコンに加盟したDDRは､1954年に､他のコメコン諸国からの

輸入に､石炭･コークスの92~100%､鉄鉱石の99%､銅の100%を依存していた｡逆に輪出においては､1953

年に､機械､化学製品､電気工学の3部門だけで全体の7割までを占めていた16｡建国当初(DDR建国は1949年

10月)の1950年代はじめから､原材料を輸入し､重化学工業製品を輸出するという工業国としての構造が出来上

がっていたのである｡その経済的困難が明白となる以前､DDRが｢社会主義の優等生｣と称されたのも､こう

した｢社会主義｣諸国内における地位ゆえであった｡

　そのDDRの歴史における1945~55年の10年間を特徹づけるとすれば､まず第一に､DDR計画経済体制が

築かれ､定着した時期と捉えることができる｡　1945年5月のドイツ敗戦と当時にソ連占領下に入ったDDR地域

では､すでに45年第IV四半期から四半期ごとの計画に従って工業生産がなされていた｡ただ､その時期に計画の

対象となったのは食料､繊維など生活必需品を生産する一部の産業のみであった｡また州ごとの独立性が強く､

州内で材料･部品から完成品まで一貫して生産しようとする志向が存在した｡　1946年8月､ソ達軍敗部

(Sowjetisehe　Miniradministration　in　Deutschland､以下SMAD)によって設置された中央行政機関内に計画作成

機関が組織されるが､なおも州同士の対立あるいは州と中央機関の間での管轄をめぐる争いが絶えなかった17｡

そこでSMADは､48年3月からドイツ経済委員会(Deutsche　wirtschaftskommission)が経済計画の中心機関とな

ることを決定し､その後は経済の中央集権化が進められた｡　48年後半の半年計画をへて､1949~50年には
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表O-2　DDR国内総生産の

　年成長率の平均(%)

1950~55年 4.8

1956~60 2.6

1961~65 1.5

1966~70 3.4

1971~75 3.4

1976~80 1.8

1981~85 1.0

1985~89 -0.2

(出所)Merke1,W./Wah1,S.,

Z)αjg叩/i7z&!z?どZ)どz4むdz趾z�,S.52f.

表O-3　世界各国の船舶建造量(総登録トン:1970年)

(Lloyd's　Register　of　Shipp雨による)

貨物･コンテナ船 漁船

1.日本 1271561 1.DDR 113903

2.西ドイツ 551376 2.ポーランド 94123

3.イギリス 249560 3.フランス 86700

4.DDR 205113 4.日本 75067

5.ソ連 189690 5.ソ連 71143

6.スペイン 186531 6.スウェーデン 58770

7.フィンランド 176561 7.ペルー 26312

8.ポーランド 143573 8.スペイン 20327

9.アメリカ 104603 9.アメリカ 13237

10.フランス 92224 10.デンマーク 8745

(出所)DDR　Sehiffbau.　Tradition　und　Gegenwalt,

　Rostock　o.　J･,　S,35.(Schiffbaumuseum　Rostockによる

　未刊行パンフレット)｡

DDR地域全域･全経済分野にわたる最初の計画であったニカ年計画が実行される｡その間､49年には計画省

(Ministdum　fUr　Planung)が設立され､さらに50年11月に､それが国家計画委員会(Staatliehe　Plankommission)ヘ

と改組された｡国家計画委員会は､物財の生産目標を集中的に計画･管理した｡そして同委員会を頂点に､各工

業省､各企業へとつながるピラミッド型の指今体制が確立された｡工業企業の国有化率も1950年には76.0%に

達し､ほぼ｢国家的独占市場｣が創出された｡企業は､市場の動向に目を向ける代わりに､上位管理機関との良

好な関係を保つことに大きな関心を払うようになった｡そうしたなかで開始されたのが1951年からの第一次五カ

年計画であり､55年にその計画が完丁したのである｡　55年には､工業企業の国有化率は､82.4%まで違してい

た18｡

　第二に､1950年代前半期は､DDR史上､他の時期と比べとくに高い経済成長をとげた時期と特徴づけうる｡

1950~89年におけるDDRの国内総生産の年成長率を表O-2でみると､1950~55年の平均年成長率は4.8%であ

り､他の時期と比ベ一際高い成長率を示していることが分かる｡この1950年代前半までのDDRの経済成長を

担ったのが､鉄鋼､褐炭､ウラン鉱山､重機械､造船などの産業部門であった｡これらの産業は､第二次大戦前

のDDR地域で高い生産水準にあった繊維などの軽工業にかわり､戦後の計画経済下で重視され高い成長を示

す｡なかでも造船業は､｢1955年までのDDRで最も急速な成長を果たした｣とされる重要産業であった19｡ま

た､時期を下れば､1970年のDDR造船業の船舶建造量は､表O-3にみられるように､貨物･コンテナ船建造で

世界4位､規模は小さいものの漁船建造では世界1位となっており､こと生産量だけをみれば世界的に通用する産
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業に成長してゆく｡加えて､DDR時代を通じて建造船舶の約8割は､コメコン諧国が大部分ではあるものの一

部は百側にも輸出され､DDRの重要な外貨獲得源となっていた｡このようにDDRにおいて重要度を高めてい

く造船業が､実質的に操業を開始し､一定の成長の区切りをみせるのが1955年のことなのである2o｡

　こうして､重化学工業が極度に重視された｢社会主義｣諧国において最も中心的な重化学工業国だったDDR

で､とくに高い工業生産の成長を果たした1950年代半ばまでの時期における､最成長産業である造船業を主要な

対象として､その企業現場の実態を明らかにする作業は､｢社会主義｣経済研究において代表的な事例となりう

ると思われる｡述べてきたように､この時期にはDDRは計画経済体制を敷いていたのであり､すでに当時の企

業現場においても､｢社会主義｣計画経済システムに固有の諸問題点､のちの時期にまで引き継がれる慢性的な

問題点が発生していたことを確認できるのである｡もちろん､同時に本論の対象時期は､第二次大戦直後という

特殊な状況下にあり､また造船業は急速な拡張をとげた産業創業期にあった｡本論では､当然ながら､それらこ

の時期独自の事情も具体的に検討される｡

　すでに1950年代前半においても､企業現場では多くの問題点が発生していた事実を実証的に解明することは､

我が国において十分な内在的研究が果たされないまま進められている｢社会主義｣経済崩壊原因に関する諸議論

に対しても､一定の批判となりうると考える｡これまで､｢社会主義｣経済崩壊に関しては､大きく分類すれ

ば､2パターンの原因が指摘されてきたと考えられる｡一つは､システムの外からきた要因を重視するものであ

り､もう一つは､計画経済システム自体が非効率であったことを指摘するものである21｡

　前者は､主に1970年代から80年代にかけて､ソ連の石油の枯渇､高技術化･情報化､民衆の耐久消費財への需

要の高まりといった諸事情が生じ､その結果｢社会主義｣経済が危機に陥ったとする議論である22｡しかし､こ

れら諸事情が発生する以前には､｢社会主義｣計画経済システムには問題はなかったのだろうか｡単にソ連の石

油枯渇が原因であるならば､なにゆえ他地域からの石油輸入が可能となったドイツ統一後も旧DDR地域の企業

は苦しんでいるのだろうか｡高技術化･情報化による産業構造の変化､すなわち重厚長大産業から軽薄短小産業

への転換が原因であるのならば､｢社会主義｣国の重厚長大産業には何も問題がなかったのだろうか｡耐久消費

財への民衆の欲求増大が原因であるならば､｢社会主義｣計画経済において耐久消費財以外の財には不足はな

かったのだろうか｡こうした疑問に答えるためには､システムの中身に関する具体的な分析が不可欠であろう｡

だが､前者の議論は､システムの外からきた事情を指摘しているにすぎないのであって､システムの内在的分

析､システムの中身の十分な分析を欠いたままの一面的な議論といわざるをえない｡そして､より本質的な崩壊

原因は､それらの事情が発生する前からすでに問題を抱えていた｢社会主義｣計画経済システム自体の方にみる

べきだと考えられるのである｡本論が実証するように､ソ連の石油枯渇､高技術化･情報化､耐久消費財への需
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要といった波が押し寄せる1970年代よりも前の時期､とくに東欧諧国が比較的高い経済成長を示していた1950

年代からすでに､｢社会主義｣計画経済システム

H.DDR経済史研究の現状

とくに重厚長大産業の代表といえる造船業の企業現場-

8

にはそれに固有な多くの問題点が存在していたのである｡

　他方､後者は､生産･配分計画を作成すること自体の困難性､中央当局の情報処理能力の制約､計画経済下で

の｢ソフトな予算制約｣など､要するに市場でなく計画で経済を制御することがそもそも非効率であることを指

摘する､主に理論経済学者による議論である23｡これらの議論は､ある程度｢社会主義｣諧国の実例も交えなが

ら展開され､システムの非効率性を論ずる点で説得的である｡だが､企業現場の実態分析を欠くため､そうした

計画の限界性から､実際の現場に具体的にどのような問題点が生じ､それら問題点がどう相互に関係しあってい

たのかについては実証がなされない｡また､逆になにゆえ｢社会主義｣経済が数十年にわたって存統したのかに

ついても十分説明しきれない｡さらには､国､産業､企業､時期ごとの独自の事情については軽視されてしま

う｡本論は､｢社会主義｣計画経済システムの諸特徴が作用することによって企業現場ではいかなる問題点が発

生し､それがどう相互に関係しあっていたのか､あるいは｢社会主義｣経済存統の理由はどのような点にあった

のか､このような点も視野に入れて検討を進めていきたい｡とはいえ､ごく限られた対象を扱う本論では､そう

した問題を考えていくための基礎的な事実を発掘するにすぎない｡しかし､そうした基礎的な事実の発据すらな

お不十分なのが､これまでの研究史的状況であると思われるのである｡

　以下では､本論の内容に関連する個別問題ごとの研究史を整理しておきたい24｡すでに述べたように､ドイツ

統一後の新資料公開によって､ドイツにおけるDDR史研究は急速な発展を遂げている｡ただ､それは1989年以

前に比べればという留保がつくものであり､ドイツにおけるDDR史研究にも､全般的にまだかなり未開の部分

が残されている｡我が国でも90年代に入り､DDR史を客観的に再検討する研究が出始めているものの､ドイツ

に比ぺれば数は極めて少ない｡ここでは､DDR史についての研究史整理が目的であるが､我が国の研究に関し

ては､他の｢社会主義｣国､とりわけ最も研究の蓄積されているソ連の研究にもある程度触れておきたい｡



(1)マクロ経済的動向

　周知のように｢社会主義｣国の統計類には粉飾傾向があるため､DDR経済のマクロ的動向については､正確

な把握は困難である｡現在でも､絶対的なデータというものは存在せず､各種資料･文献からの数値を取捨選択

して用いるのが一般的であり､本論も同様の手法をとっている｡

　旧DDR国内のマクロ経済動向に関する文献は､その粉飾気昧の記述から､現時点で利用に耐えうるものは少

ないが､例外的に戦後初期に関しては､バーテル(Baithel,H.)やリュースラー(Roesler,J.)の研究など利用価値

のあるものは存在する25｡　1989年以前の酉側のものでは､ベルリンのドイツ経済研究所(Deutsehes　lnstitut　fUr

Wirtscha食sforsehung)による各種の推計をはじめ､1950年までの経済を概観したシュトルパー(Stolper,W｡F.)､

1945~49年のソ連占領期における労働力に関するツァンク(Zank,w.)､工業生産についてのマトシユケ

(Matschke,W.)などの研究が現在でも信頼されているデータである26｡ドイツ統一後､公式統計の大幅な修正に

よってDDRの国内総生産を推計したのがメルケルとヴァール(Melkel,w｡/Wahl,S.)である27｡　DDRの公式統

計では1989年までにDDRの経済規模(国民所得)は9倍に拡大したとされるが､メルケルとヴァールによれば､

国内総生産の伸びはわずか2.5倍に過ぎなかったとされる｡　DDR経済のマクロ的動向をみるさいに､この推計

を用いるのが現在では一般的となっているが､リッチル(Ritsehl,A.0.)のように､彼女らの推計をやや悲観的に

すぎるとみる研究者もいる28｡近年では､新資料内からDDR時代は秘密とされていたと思われるデータが発見

されはじめているが29､今後､産業･企業レベルのデータが積み上げられることによって､さらなるマクロ的

データの改善が進むことが期待される｡

(2)対ソ賠償

　1950年代前半までのDDR経済を検討するにあたり､対ソ賠償の占めた位置は無視できない｡本論の内容を一

部先取りすれば､造船業が本論の対象時期に急激な成長をとげた要因の一つが､対ソ賠償による需要であった｡

そのDDR経済に与えた影響の重要性から､賠償研究は､ドイツ統一後のDDR経済史研究において一つの中心

をなしている｡

　対ソ賠償については､カルシュ(Karlsch,R.)の研究によってその全体像が明らかにされた3o｡カルシュによれ

ば､1945~53年までのDDRの対ソ賠償額は､総計371億3400万マルクであり､50年代前半には毎年対ソ賠償額

が国民所得の約1割を占め統けていた｡賠償は､その負担額の大きさから､もちろんDDRの戦後復興を阻害す

る要因であった｡だが他方で､賠償は生産開始にとって一種の起爆剤となったり､特定の産業への多大な需要を

創出する役割を果たすなど､DDRの経済に対して肯定的意義をも有していた｡そうした賠償の最大部分をなす
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　｢現行の生産からの製品納入｣(Lieferungen　aus　derlaufenden　Produktion)のなかで､造船業の生産高は約20%を占

めていた｡それは､ソ連軍･KGBによって監視･隔離されていたウラン鉱山という特殊部門を除けば､全産業

部門中で最も高い割合を示すものだったのである｡

　造船業の賠償に関しては､シュトローベルとダーメ(Strobe1,D./Dame,G.)が新資料を用いて賠償用に建造され

た船舶数･造船業の賠償用生産総額などを推計しており､本論もこの数値に依拠している31｡だが､｢ソ連の賠

償要求により最も顕著に構造的影響を受けた産業｣とされる造船業が32､賠償から受けた経済的影響に関して

は､彼らの研究では明らかにされていない｡このほかクラメール(Ksner,R.)もDDR地域の代表的な造船所で

あるネプトゥーンにおける生産設備の解体(Demontage)の状況や､対ソ賠償用として生産した船舶の数･型･ト

ン数などを明らかにしているカ133､上記の論点にはやはり応えていない｡カルシュがあるシンポジウムで｢賠償

の経済的影響､産業別の賠償実態の研究が今後必要とされる｣と発言しているように34､ここでも各産業･企業

レベルでの研究が要請されている｡

(3)産業史･経営史

　産業史については､これまでもいくつかの研究が存在する｡さまざまな産業について研究が出始めているが､

たとえば鉄鋼業については､我が国でも北村喜義氏の研究がある35｡経営史研究は前述の通り､これまでの蓄積

が極めて少ない36｡これら従来の産業史･経営史研究についていえる特徴は､企業現場の問題を主な分析対象と

するのではなく､むしろ純粋にドイツ史的･経営史的関心が強いため､｢社会主義｣計画経済のシステム的な諸

特徴の観察は後景に退く傾向があることである｡そのなかで､昨年出版されたハイマン(Heimann,Ch.)の繊維･

衣服産業に関する著作は､計画経済システムの問題に焦点をあてて､DDR経済の衰退を考察するものである

力137､ここでも分析は産業レベルの問題に留まり､企業現場の実態までは明らかにされていない｡我が国では､

ソ連の産業に関するいくつかの研究が存在するが､それについても同様なことがいえる38｡

　産業史･経営史とは多少ずれるが､我が国のDDR経済研究において中心的関心を集めてきた｢工業コンビ

ナート｣についての研究にも触れておきたい｡この｢工業コンビナート｣については､1989年以前からもDDR

の経済管理制度改革への関心から､我が国で比較的多くの研究が存在したが､90年代に入っても､白川欽哉氏や

北村氏によってその再検討が進められている39｡ただ､｢工業コンビナート｣は､経済管理制度上からいえば､

企業を統轄する企業の一つ上の管理レベルに位置する組織であり､かかる組織中心の視点では企業現場の実態は

抽出されてこなかった｡また､これらの研究は全コンビナートを視野に入れて制度的改革過程を扱ったもので

あって､個々の産業コンビナートについて具体的に分析する研究ではない｡これらの研究を含めて､我が国で
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は､DDR企業現場の実態を詳しく解明している研究は､これまで存在しない｡

(4)労働問題

　1989年以前も以後も､労働問題はDDR史において比較的研究が多い分野の一つである｡本論と重なる時期に

関していえば､1989年前には､エヴァース(Eweis,K.)による工案労働者の賃金制度､｢模範労働者運動｣に関す

る研究や､ブスト=バルテルス(Bust-Bartels,A.)による敗府の労働敗策に対する労働者の抵抗に関する研究な

ど､我が国でも正亀芳造氏による賃金制度に関する一連の論考などが存在する4o｡ドイツ統一後には､資料状況

の改善によって労働問題研究は飛躍的に進展し､1970年までの賃金や労働時間等に関する労働敗策とそれへの労

働者の反応を扱ったヒュブナー(Habner,P.)､作業班(B向ade)についてのリュースラーを中心に多くの研究が発

表されている41｡我が国では､ソ連の労働問題に関する研究が多い｡とくに企業現場の実態について検討してい

るのが､塩川伸明氏､大津定美氏､あるいは｢社会主義｣国の労働過程が｢リズムなきテイラー主義｣であった

と規定するレギュラシオン学派の研究である42｡なかでもスターリン期の企業における労働者統轄問題を扱った

塩川伸明氏の研究に対して､本論は方法的に多くの彭響を受けている｡内容的にも､｢社会主義｣諸国における

労働者の企業間流動の激しさなど､塩川･大津氏がソ連について実証したことを本論でDDRについて再確認す

る部分もある｡だが､個々の国には､独自の歴史的経緯や経済状況があり､本論第4章で検討する職業訓練制度

や職長制､賃金制度にみられるようにドイツ的伝統の影響が強い部分も存在する｡そして､これら労働問題研究

全体についていえることは､第一に､現場の問題点の指摘だけにとどまらず､その現場の問題点と計画経済シス

テムが有する諸特徴との関係を明らかにする作業までは果たされていないことであるjとくに､重要な問題で

あった原材料･部品供給の遅れとその質の悪さについては各研究で指摘されてはいるものの､さらに一歩踏み込

んで､そうした状況が発生した原因についての実証的検討は未だなされていない(本論では第3章で検討する)｡

また､従来の労働問題研究における問題関心は区々であり､ここであげた諸研究は､企業現場における生産性向

上の問題を分析の中心にすえたものではない｡いずれにせよ､公開された一次資料に基づいて､各時期ごとの

DDR労働問題研究が､さまざまな視点から具体的かつ詳細に進められるべき段階にきているといえる｡

(5)造船業

　DDR造船業については､同国の重要産業の一つであったことから､DDR時代にもある程度の文献が残され

ている｡代表的なものとしては､それぞれの時期における造船業の状況についてみたrDDRの海洋経済』(全3

巻)､ポセケル(POBekel,K.)やラーバーン(Labahn,K.)による造船労働者に関する研究､コルンプロスト
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(Komprost,R.)による造船業成長過程の概観などが挙げられる43｡これらは当時の状況について断片的に有益な

事実を提供してくれるものの､賠償や現場の実態に関してはほとんど触れておらず､造船業の成長に関する記述

も粉飾気味である｡ドイツ統一後には､上記のシュトローベルとダーメによる著作が出版され､造船業に関する

事実の解明が飛躍的に進展した44｡ただ､元造船技師であるこの2人の著者の関心は､主に建造された船の数･

型･規模などに向けられており､造船業の成長過程の歴史的検討や現場の実態分析は果たされていない｡

　以上のような研究の現状からすれば､今後は､産業･企業というミクロの部分における事実の解明を積み上げ

ていくことによって､ここで取り上げた個別問題や､DDR経済､さらには｢社会主義｣経済の､それぞれの全

貌を明らかにしていく作業が進められるべき段階にあるといえよう｡そしてそれを可能としてくれるのが､ドイ

ツ統一後公開された新資斜ということになるが､次に本論で利用する資料について説明しておこう｡

�.資料

　前述のように､DDRに関しては､産業の成長過程や企業現場の実態を明らかにしうる資料の公開が進んでい

る｡本論が主に依拠しているのは､旧ポツダム(現ベルリン在)ドイツ連邦文書館(B　undesarehiv,　Abteilung

Potsdam,BAP)所蔵の国家計画委員会(資料分類DE1)､機械製造省(Ministerium　fUr　Maschinenbau;　DG3)､重工業

省(Ministerium犯r　Schwdndustrie;　DG2)､賠償局(Amt　far　Repamtionen;　DC2)､ソ連軍敗部命令(SMAD-Befeh1;

DXI)など造船業関連諸機関の資料である｡これら資料の与えてくれる情報は断片的なものであって､時系列的

な丹念な分析を必ずしも可能としてくれるものではないが､1950年代半ばまでの造船業における企秦現場の実態

を解明するという本論の課題検討のためには､十分な情報を提供してくれるものである｡また､フオアポンメル

ン州文書館･グライフスヴァルト(vorPommersches　Lajldesaj咄iv,(kifswald,VLAG)所蔵の資料(6konomik　des

schiffbaus)やDDR時代に出された造船関係のパンフレット(未刊行のものも含む)も一部利用している｡

　このほか､とくに第1章では､SED議事録(Z)4zaazg&r2Z))･機関紙(7Vgz4むZ)arj咄&2�)､DDR官報

(Ga心1心zz心rZ)Z)R)といった刊行資料や､『東ドイツの国内事情に関するアメリカ国務省文書』(Ra3吏ザ

ひS.D叩z･げ&αzg　rgld7zg　zりzゐg　jzzs7zα1Å狗泗が励,yz(珈7u町)を利用するほか､関連する最新の研究成果も各

所に取り入れていく｡
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Ⅳ.本論の構成

　最後に本論の構成を説明しておこう｡まず第1章では､第二次大戦直後から1955年までの時期に敗府が打ち出

した労働生産性向上のための改策の内容とそれに対する労働者の反応､さらにその反応から政策の限界について

みておくこととする｡この章では､造船業に焦点は絞られず､DDR工業全体が対象とされる｡その理由は､第

一に､敗府の労働生産性向上敗策は､造船業のみでなく全産業に導入されたものであり､敗策とマクロ的な経済

動向の関連も含めて､工業全体について､まず概観しておきたいこと､第二に､労働者の致策への反応をみるに

あたって､造船業のみでは資料的に十分な分析がなしえないという事情も存在するが､敗策への労働者の反応

は､概してどの産業でも基本的に差異はなく､DDR全体の動向を追っておけば十分であること､第三に､当該

期においてその検討は避けられない1953年6月17日労働者蜂起の原因･意味に関して､DDR全体の労働者の動

向から分析することを第1章の課題の一つとしていること､とくに6月17日蜂起のさいの敗府に対する労働者の要

求事項から､労働生産性向上敗策の問題点を浮き彫りにしうること､といった点にある｡

　第2章以降では､対象を造船業に限定し､産業･企業レベルの実態をより詳しく検討していく｡第2章では､当

該期の造船業において､労働生産性向上のための前提となる生産能力(具体的には設備能力と労働力)の増大が､

どの程度のものであったのか､それによって造船業はどれほどの生産の成長をとげたのかについて検討する｡そ

して､造船業の成長過程とその成長を生んだ要因を追うことによって､50年代のDDR経済がある程度の成長を

みせた理由(の一部)も明らかにしていきたい｡また､造船業の量的な成長にもかかわらず､それが十分な質(労

働生産性)的成長を伴ったものではなかった事実もここで確認される｡

　第3章と第4章は､では､なにゆえ造船業の労働生産性向上が不十分であったのか､その理由について企業現場

の実態から具体的に探ることを課題とする｡まず第3章では､生産性を規定する要素のうちとくに設備能力の利

用度に注目しつつ､計画経済の柱となるべき生産計画がいかなる問題を有したか､｢杜会主義｣経済において恒

常的に問題とされた原材料･部品供給の遅れ･質の悪さとはどのような実態にあり､いかなる原因から発生した

のか､当該期の造船業で導入された新技術が十分生かされなかったのはなぜなのか､この3点に関して検討す

る｡統いて第4章では､生産性を規定する要素のうち労働力の面から､生産性向上が低迷した理由について検討

する｡はじめに労働者の質に関して､職業訓練と企業からの労働者流出の実態から､次に労働者の管理に関し

て､管理組織と労働生産性向上へ向けての管理政策の実態から分析していくこととする45｡これら両章では､労

働生産性の低迷へとつながる現場の諸問題点が生じた原因についても､計画経済システムの諸特徴の影響を中心

に､そのほか諸問題間の相互作用､産業･時代に独自の事情といった点にも注目しつつ考察していく｡
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1)渓内謙『現代史を学ぶ』岩波書店､1995年､146頁､塩川伸明『社会主義とは何だったか』勁草書房､1994

　年､ii頁｡｢はじめに｣の部分に関しては､この両書から多くを学んだ｡とくに､渓内､2､ユ17､151､174

　頁など､塩川､10-20頁などを参照した｡

2)ソ連研究の秦斗である和田春樹氏も､｢社会主義｣について､｢党と国家と社会団体が一体となった公的主体

　が敗治と経済の全体を一元的に管理する体制である｡この体制は､いわゆる全体主義とよばれる体制より以上

　に､全的に一元化されたシステムであった｣とし､本論で対象とする企業についても､｢企業は生産現場にす

　ぎず､すべては中央で決定される｣といった評価を下している(和田春樹『歴史としての社会主義』岩波書

　店､1992年､100､102頁)｡だが､これは｢等身大の姿｣を正確に見ない一面的な把握と考えられる｡すでに

　和田氏のこの｢国家社会主義論｣に対しては､塩川氏によって､｢全体的掌握｣が完全に実現されたものでは

　なかったこと､スターリン死後とくに東欧諸国では国家権力の統制外にある部分が相対的に増大したことな

　ど､批判がなされているが(塩川伸明『終焉の中のソ連史』朝日新聞社､1993年､94頁)､本論でも検討する

　ように､企業は完全に中央の意図通りに活動していたわけではなかったし､重要な社会団体であった労働組合

　さえ､企業の下部レベルのメンバーは党中央と一枚岩的存在ではなかった｡体制が｢一元化｣の傾向にあった

　ことは確かだろうが､それだけではすべてを説明できないのである｡こうした一面的･表層的把握だけでは追

　えない複雑な諸要素までを検討してこそ､｢社会主義｣の現実に関する深い理解に達しうるのではないだろう

　か｡

3)岩田昌征｢ユーゴスラヴィアの自主管理社会主義一歴史的条件･模素･終焉｣和田春樹･小森田秋夫･近藤邦

　康編『〈杜会主義〉それぞれの苦悩と模素』日本評論社､1992年､182頁｡

4)少なくとも､生産力･経済効率が重視される現在の社会において､資本主義体制に全面的にとって代わろうと

　する体制としての社会主義(イ云統的マルクス主義)の｢価値｣は､社会主義体制の歴史的経験からして､衰退し

　たといいうるのではないだろうか｡塩川伸明､同上書､68､119頁レこれとは別に､資本主義を打倒せず､そ

　れを補完･改良するものとしての｢より広い意味での社会主義｣(今日的な社会民主主義)の理念は､｢価値｣

　としての可能性を､なお失ったとはいえないであろう｡それはさておき､学問的価値とは､そうした｢価値｣

　とはとりあえず別に存在するものと思われる｡たとえば､社会主義体制の現実を詳細に､構造的に明らかにし

　たうえで､マルクス･レーニンの理念と､ともかくもそれを基礎に成立した社会主義体制との関係を究明する

　こと､もしくはそれを媒介した社会主義運動の役割を分析することなど､伝統的マルクス主義的な杜会主義に

　関しても､将来的に再検討されるぺき課題は多いと思われる｡

5)｢社会主義｣経済においても､各国ごとの差異､また指令的性格がとくに強かった時期(1950年代)､市場的

　要素を取り入れていこうとした時期(1960年代以降)の差異があり､計画経済といえども諸タイプが存在した｡

　逆に資本主義経済においても､諸タイプが存在するのはもちろんである｡ただ､｢社会主義｣経済の諸タイプ

　の基本的な特徴をなし､かつ資本主義経済とを決定的に区分させるのは､計画で経済が制御されていたという

　点であろう｡その意昧で､我々がいかなるタイプの市場経済体制に生きていようとも､｢社会主義｣経済とい

　う異質な体制からは､異質な現象を認識することができるであろう｡

6)1952年にすでに､DDRを除く他の東欧諸国は､国営企業における工業生産が全体のほぼ100%を占めてい

　た｡　DDRでは例外的に1970年代初めまで私中小企業が残存し､その存在が計画経済の弱点を補完していたこ

　とも顧慮しておかねばならないが､それが経済全体にもつ意味は国営企業の比ではなかった｡ブルス･W(鶴

　岡重成訳)『東欧経済史1945-80』岩波書店､･1984年､27頁｡

7)中村靖『計画経済のミクロ分析』日本評論社､1992年､3頁｡計画経済下の企業は､市場経済下の企業とは､

　別のルールに従って意志決定していた｡その点は､｢社会主義｣企業研究がもつ独自の意義の一つといえよ

　う｡その別のルールについては､主に第4章Ⅲを参照｡

8)ブルス･W/ラスキ･K(佐藤経明/西村可明訳)『マルクスから市場へ』岩波書店､1995年､44-47頁｡

9)Rぬ;)r心げび.S.£)叩£げSzαΓErddzzg紗がzg加gy7zα14辞か,yげa,yr　Qr7u7zy,　j夕jθ-jg4,1987[以下､R｡ω,･心げ
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13)たとえば､｢最重点産業｣とされた石炭業における生産性低下の例は本論第1章Ⅲ､1950年代前半に他産案
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14)たとえば､コルナイ･J(盛田常夫訳)『｢不足｣の敗治経済学』岩波書店､1984年､ブルス/ラスキ､前掲
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　Buchheim,　Ch,(Hrsg.),Wirzjd砂1必加faなε&zルzz&jむi哨j　17z　&r　SaZXZ)Z)R,Baden-Baden　1995.など｡各特徴に

　ついては､本論で触れる｡

15)1900年のイギリスの工業生産を100としたときの､東欧諸国の1953年の工業生産力は､D　D　R44に対して､

　チェコスロヴァキア36､ポーランド31､ハンガリー21などであったとされる｡アムブロジウス･.G/ハバー

　ド･W.H(肥前栄一･金子邦子･馬場哲訳)『20世紀ヨーロッパ社会経済史』名大出版会､1991年､206頁｡

16)Connld,Gisela,Der　AuBenhandel　der　so刈etisehen　Besatzungszone　Deutschlands　als　Bestandten　des　Ostblock-

　auBenhandels,　in:　yiErzEひ油r油φEzz4r珊心油砂柝刀w加町,1955,　S.261;　Mohr,　Axel,　Der　AuBenhandel　der

　So刈etzone,in:,9Z-Ardiy,1　1/1954,　S.171.

17)このドイツ的といえる州権力強化の動きと｢社会主義｣的といえる中央集権化の動きの対抗､および後者に

　よる前者の弱体化の過程は､先に述べたドイツ的文化と｢社会主義体制という文化｣の交錯の事例として興昧

　深い今後の検討課題である｡のちに第1章でみる経営協議会の解体と党下部組織としての労働組合の強化とい

　う過程も､ドイツ的な経営協議会と｢社会主義｣的な労働組合の交錯の例として捉えることができよう｡ま

　た､第4章で検討するように､職業訓練や賃金制度など､戦前ドイツや戦後の西ドイツと制度的には同じで

　あったものの､｢社会主義｣的特徴の存在によりその実態が違っていたという事実も､その交錯を考えるため

　の一つの事例といえると思われる｡さらに工秦だけに限らず､農業における､(東部)ドイツ的なユンカー経営

　と｢社会主義｣的な集団化の交錯など､ドイツ的文化と｢杜会主義｣的文化の交錯の実態については､詳しく

　検討されるべき重要な課題は多い｡農業については､さしあたりソ連占領軍の影響下で行われた土地改革とそ

　の農業への影響を分析した新しい研究として､BauerkimPer,Amd,PX｡blemdruck　und　Ressourcenvert)much.

　　Wirtschdliehe　Auswiikungen　der　Bodenzfon　in　der　SBZ/DDR　1945-1952,　in:　Buchheim,　Ch.(Hrsg,),aα.θ;

　　ders(Hrsg,),"jμ戒a゛&zzzj函召αz4a7zlzaj'?　Z)y映/涵r回g,Åむwj池回ga　ajSzEa7zwErz&z゛&7&7zrりby77z　izz　&｢

　　Sθ勿ど冶dazβどぶαなμzzgz㎝ど,Stuttgalt　1996,

18)Holzwalth,Klaus,Die　Anlnge　der　zentnllen　Wirtschaftsplanung　in　der　SBZ,　in:　Buchheim,　Ch.(Hrsg.),α,α,θ･,

　　S.257462.盛田常夫『ハンガリー改革史』日本評論社､1990年､46-48頁｡&dj心a･5､/油r加a&rZ)Z)j?,

　　1955,S.7.

　19)Komprost｡Rudolf,Zur　Geschichte　des　Sehi肋aus　der　DDRjn:　j誦,佃aβΓ剔心&嶼苓adj&zE.1989

　　/Sond�)and,S.260.

20)1955年までに造船所の建設はほぼ完了した｡また55年には造船案の従業貝数はDDR時代を通じて最大の4

15



　万5千人に違し､さらにはそれまで増加を続けていた生産額も56年には一旦減少していることから､55年まで

　を一応の成長の区切りとみなしうる｡　vorpommersches　Landesarchiv,　Ggifswald[以下､VLAGI,6konomik　des

　Schiffbaus.

21)この分類は､谷江幸雄『ソ遵経済の神話』法律文化社､1997年､1　10　-　115頁を参考にした｡ただし､本論で

　みる前者の議論のうち､高技術化･情報化を崩壊原因と考える谷江氏は､これを他の要因と分雛して考察して

　いる｡だが､本論では､この高技術化･情報化も､｢社会主義｣経済システム自体から生じたのではなく､シ

　ステムの外からきた要因であることに変わりないと考えるため､前者に一括して扱っている｡

22)高技術化･情報化以外の要因について主なもののみあげれば､ソ連の石油枯渇は､伊藤誠｢ロシア･東欧経

　済一集権的経済計画の解体-｣経済学教育学会編『経済学ハンドブック』青木書店､1993年､103頁｡耐久消

　費財への民衆の欲求増大は､星乃治彦『社会主義と民衆』大月書店､1998年､22,23頁などで指摘される｡

23)たとえば､中村靖､前掲書､盛田常夫『体制転換の経済学』新世社､1994年など｡｢生産･配分計画を作成

　すること自体の困難性｣とは､具体的には､そもそもどんなコンピユーターを使っても､実際の経済に存在す

　る何百万･何千万の財の効率的な配分は計算が不可能であること､計画作成にあたっては､状況の変化や不測

　の事態などをあらかじめ計算に入れえないこと､また本論第3章H2で具体的にみるように､実際の計画作成に

　かかる人員と時間は到底計り知れないことなどを念頭に置いている｡

24)本論で扱う問題のうち､1953年6月17日蜂起に関する研究史は､ここでは触れない｡それは､第1章の冒頭で

　ある程度まとめていること､すでに､星乃治彦『社会主義国における民衆の歴史-1953年6月17日東ドイツの

　情景』法律文化社､1994年､8-10頁に詳しい研究史整理があることといった理由による｡

25)Baltel,Horst,Z)i･wj,･政･唇/ida　Asgα阿必g面zguga&rZ)Z)jl,B�in(DDR)1979;　Roesler,　J6rg,Z)a'裁･raj-

　MI必zzg&r　gziα沁心aa戸&zyzwirむ油砂i7z&rZ)Z)R,B�in(DDR)1978.

26)ドイツ経済研究所の代表的なものとして､Melzer,Manfi･ed,A,z&zg｡y｡,｡匈･,z,Fr｡&必沁,H,�刄｡jd¥igug&r

　jタz&4jz7iEi謂GどみiEzjErZ)Z)jly∂タzj夕j6&£yj夕78jθwiE5dzjなgz啄dむ灸i嘔jgEyz　A7zge&θzぶ17θzg刄z沁む,Bernn　1980.こ

　のほか､yig心仙jzrdzφEar聊rなd唇加rg加昭などに数多くのモノグラフがある｡また西ドイツの公式統

　計(叙z洽心油6j油油z4dβΓぷε加㎡むr叩必故Z)g心alα�)のDDRに関する統計も､同研究所による数値で

　ある｡　Stolper,WOlfgang　F.,77zξ&n4cなrgげ蹟g£αjzGEy7?zJ&θ7zび?zy,London,1960;　Zank,　Wolfgang,Wirなd砂

　sjルφ4　izz　θjz&z心油lajj伺j-j何夕,Manchen　1987;　Matschke,　Wemer,Z)id7z&jz,i｡11.£,zzwiaZug　i,z&r

　釦勿ε心da刄6αなg昭,タza7zg　Z)aなd&z�邱9Zリ剱jZ心7何尽Bernn　1988.

27)Merkel,WUma/Wahl,Stefanie,Z)αjg叩la&rzEZ)azjajal　Z)ie　wirな咄φliaE£zzrwidl回g咄∂j`zlidza　7iil

　Z)どz4むdl,sゐy㎝j狗夕Z,むj兇夕,Bonn-Bad　Godesberg　1991.

28)Ritsch1,Albreeht　O･,　An　exs3ise　in　f1Jtmty:　East　German　eeonomic　gr･wth　and　deeUne,　1945-89,in:　Crafts,

　　N./Toniolo,G.(eds.),£a77zり�c　Graw法j7z£gr叩EjigEj舛j,　Cambridge　university　Press,　1996.

29)たとえば､Buchheim,Ch.(Hrsg.),α.α.a内の諧論文などにみられる｡

30)Karlsch,R･,α.a.θ,;ders,,Umfang　und　Struktur　der　Reparationsentnahmen　aus　der　SBZ/DDR　1945-1953.　Stand　und

　　Pix)bleme　der　Forschungen,　in:　Buchheim,　Ch.(Hrsg,),α.a.θ.

31)Strobe1,Dietrich/Dame,Ganter,Salkzzzwむaezz£1&gg�∂&r,Herford　1993.

32)Karlseh,R･,AI屠yl召Ez誦lz7,S.183.

33)Knlmer,Reinhard,Reparationsleistungen　fb　die　udSSR,　inり初丿油,･｡£i5ag垣∂kz,i,zRθjな,d,B�in　1991,

　　S.87.

34)Scherstjanoi,E.(Hrsg.),"?ray函riza.和吻町ルフzj&リ油r".　Z)iEGr肋血昭&rZ)Z)R,B�in　1993,　S.230.

35)北村喜義｢ドイツ民主共和国の鉄鋼業とコンビナート｣『調査と資料(京都大学)』第6･8号(1994/95年)｡

　産業史の例をあげれば､Ciesla,Burghsl,〉lntdektueUe　Repamtionen　《der　SBZ　an　die　amerten　Siegeniichte?

　Be函ffsgeschichte,Diskussionsaspekte　und　ein　FaUbeispiel　-　Die　deutsche　Rugzeugindustrie　1945-1946,　in:

16



　Buchheim,　Ch.(Hrsg.),α.α.θ,;Judt,Matthias,Die　so刈etische　Nutzung　des　Produktions-　und　Wissenschaitspotentials

　der　ostdeutschen　elektn)technischen　und　feinmechanischべ)ptischen　lndustrie　1945-1955jn:　&四必.;Wienert,H.,

　£)ig&誦/函面涛･iE細&rDZ)R,B�in　1992など｡

36)たとえばヽFiseher,W.(Hrsg.),Wirzgゐ所加g心洽a召どr/函丿夕4j-j夕雅Berlin　1993などに､いくつかの経営

　史研究がみられる｡

37)Heimann,Christian,勿,5rgz7zみEjj7zgzEひryαaajむMg&7α㎎j'&rZ)Z)R-Wirむ油砂.Z)zz,y召ε岬7jEljgr　7kxが1-nj

　β就/ど辺z4zzgj治jMぶびiどj夕4j-j夕8只Frankfurt/IVlain　1997.

38)たとえば機械産業に関する､溝端佐登史『ロシア経済･経営システム研究-ソ連邦･ロシア企業･産業分

　析』法律文化社､1996年､第Ⅲ部､大津定美｢転換期ロシアの機械工業｣『社会科学研究(東京大学社会科学

　研究所)』第43巻3号(1996年11月)｡

39)最近のものだけあげると､白川欽哉｢束ドイツにおけるコンビナート改革(1976-85年)一工業組織改革の構

　想と問題点-｣『土地制度史学』152号(1996年)､同｢東ドイツにおける工業企業の国家的管理(1945~79

　年)｣『経済学研究(北海道大学)』43巻2号(1993年)､北村喜義｢ドイツ民主共和国の経済とコンビナート｣

　　『経済論叢(京都大学)』151巻4･5･6号､152巻1･2号(1993年)など｡　89年以前のものについては､上記の

　研究にあげられている｡

40)Ewers,Klaus,EinfUhrung　da　Leistungsentlohnung　und　ve㎡eckta　Lohnkampf　in　den　volkseigenen　Betrieben　der

　SBZ(1947-1949),in:　Z)｡z,£�aα�Årdjy,6/1980;　ders.,Aktivisten　in　Aktion,　in:必aゐ,9/1981;Bust-Bartels,

　Axe1,ルrrja砂回丿聊&心aj柄&zzZ)Z)R-ルz7″j必a,Frankfilrt/Main　1980.正亀芳造｢社会主義企業の賃金制

　度｣笹川儀一郎･海道進･林昭編『社会主義企業の構造』ミネルヴァ書房､1985年､所収､同｢ドイツ民主共

　和国(DDR)における国家の賃金致策と経営レベルの賃金決定-1950年代を中心に｢賃金ギャップ｣との関連

　で-｣『富大経済論集』第27巻2号(1982年2月)｡このほか､ベンディクス･R(大束英祐･鈴木良隆訳)『産

　業における労働と権限』　束洋経済新報社､1980年など｡

41)H仙ner,Peter,瓦azzg7z5,X明/7耐四丿瓦az叩r回zlβ.&7jαlgA池4ε吻zzgrEga回j&,zjα!即汝汝j,z&r　SZIZノ2)Z)R

　j伺j-j夕7θ,Bernn　1995;　Roesler,　J.,Die　Plx)duktionsbligaden　in　der　lndustrie　der　DDR.　Zentrum　der　Alt)eiterwd?,

　in:　Kaelble,　H./Kocka,　J./Zwahr,　H,(Hrsg.),&7z沁なadzj&な&rZ)Z)凡Stuttgart　1994.　そのほか､Liidtke,Alf;

　"Helden　der　A画eit'゛　-　Mahen　beim　Arbeiten.　Zur　m迅mutigen　Loyantit　von　lndustriearbeiten　in　der　DDR,　in:&aゐ.;

　Habner,　P･,　Balance　des　ungleichgewichtes.　Zum　verhaltnis　von　Aft)eiterinteressen　und　SED-Herrschaft,　in:

　G6dzi∂lzどz4zzj　G6ど1£∫cゐ¥,1/1993;　Badstabner-Peters,　Evemarie,　ArbeiteraUtag　und　Art)eiterpontik.　Uberlegungen

　zur　Herausbildung　DDR-tyPischer　Konmktmuster,　in:　Seherstjanoi,E.(Hrsg･),α.α.ひなど｡

42)塩川仲明『｢社会主義国家｣と労働者階級』岩波書店､1984年､同『スターリン体制下の労働者階級』東大

　出版会､1985年､大津定美『現代ソ連の労働市場』日本評論社､1988年､URGENSEr中央計画経済に

　おけるリズムなきテイラー主義｣ロベール･ボワイエ/山田鋭夫共同編集『転換　社会主義』藤原書店､1993

　年､所収｡

43)Z)iE&Ewirz,y咄砂&rZ)ε心daZ)sz4Γαzijda沢印必故,Band　l　1945-1960,　Bedin　1963;　POBeke1,　Kuft,Zur

　Hnfe　der　udSSR　beim　Aufbau　der　Seewiitschaft　der　DDR　in　den　ersten　Nachkriegsjahren(1945-1949),in:

　Wi∬Ezzぶ&砂lidEZ&∫&rlβ&r肪面ε咄gz裁)J沁d,5/1972;　ders.,An　der　Kaste　Mecklenburgs　entstanden　neue

　Bastionen　dcr　Arbeiterklasse.　Ein　Beitnlg　zur　Geschichte　der　Seewi貧schd　der　DDR,　in:必四心.,6/1973;　Labahn,

　Karin,Z)iどルΓαz£y加必四g&rZwjggr91?En&r　A7‘加如汝咄ぶどj7z&?zazぶε四司iEzzαが&n7ど77i紗r面?z&r孕ぶfΓε7z

　Z)ど£心d四Z)ど剤dΓα心油どzz沢叩訪故丿夕必-j夕j2,Diss.,Rostock　1979;　Komprost,　R.,a.a.0.

44)Stlx)be1/Dame,α.α.∂.

45)1961年の国際経済学会主催の労働生産性会議では､｢労働生産性をいっそう有効に分析するためには､生産

　性に影響を及ぼす諸要因､とくに機械化とオートメーションを含めての技術進歩､労慟と生産の組織､生産に

17



役立つ人間の訓練について､さらに十分に研究することが必要である｣(ダンロップ/ディアチェンコ､前掲

書､石頁)ことが会議全体の総括の一つとして提起された｡本論では､設備･技術(設備能力)の導入とその利

用度､労働者の質､労働と生産の管理などの実態の検討から､労働生産性について考察することを目指した｡
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第1章　政府による労働生産性向上致策とその労使関係的限界

　　　　　　　　-1953年6月17日労働者蜂起をめぐって-

はじめに

　本章の課題は､1953年6月17日労働者蜂起までの時期に､DDRの国営企業(｢人民所有企業volkseigener

Betrieb｣)において､労働者を労働生産性の向上へ向けて統轄し動員するためにいかなる敗策がとられ､その改

策に対する労働者の反応はどのようなものだったのか､また敗策はいかなる限界を有し､蜂起にどのような影響

を与えたのか､さらには蜂起後に政策はいかなる変化を経験したのか､について検討することである｡なお､本

章では労働生産性向上敗策の内容が主に検討され､その実施上の実態に関しては詳しくは第4章で扱われる｡

　ユ953年6月17日労働者蜂起は､それを｢扱うことなしにDDR史は研究されえない｣と位置づけられる重要な

事件である1｡従来の研究は､蜂起を以下のような敗治的･経済的･社会的要因からなる｢複合的な危機｣と評価

してきた｡(1)1952年7月の社会主義統一党(SED)第2回協議会以降の急速な｢社会主義｣化に伴い､農業の集

団化が加速したため農民の西への逃亡が増加し､残存する商工業中小経営も危機に陥ったこと､(2)53年3月のス

ターリン(Stalin,J.w.)の死去後､ソ連の指導部は｢社会主義｣建設路線の緩和を要求し､SED内部および民衆

に動揺が広がったこと､(3)52年末から食料不足､工案生産の停際を内容とする経済危機に陥ったこと､(4)労働ノ

ルマ引き上げ､賃金の低下､敗治的自由の欠如などに対する労働者の反発､などである2.なかでも､当時の｢困

難な経済事情が蜂起に重要な影響を与えたことは周知の事実｣とされながら3､その経済的背景はなお細かく明ら

かにされていないのが現状である｡とくに従来の研究では､｢人民所有企業｣における労働生産性の問題に焦点

を当てて､蜂起前の状況を分析するという視点が欠けていた｡たとえば､蜂起の経済的背景を考察したブフハイ

ム(Buchheim,Ch･)は､賠償取り立て､軍拡要求といったソ連の影響や､世界市場に適応した価格システムの欠

如､計画作成における指標設定上の矛盾といった計画経済の内在的な非効率性などに52年末からの経済危機の要

因を求めた4.だが彼の研究は､｢人民所有企業｣内部の実態を主要な考察対象としたものではないため､｢計画

の違成に決定的｣な労働生産性の向上を目指す,うえで､企業現場にいかなる問題が存在し､それが経済危機ある

いは蜂起の発生にどのような影響を与えたのかを十分に考察していない｡他方､本章で検討する労働敗策に関す

る諸研究では､そうした諸敗策を総合的に捉え､蜂起の重要な一因ともなったそれらの敗策が合わせもつ重大な

限界部分を明らかにしてこなかった5｡蜂起研究における､かかる欠落部分を埋めることも､本章の目的である｡

19



1.企業における労働者統轄一労働生産性向上致策の基盤

　第二次大戦直後､DDR地域の大部分の企業の所有者は､ナチの戦犯としての処罰を恐れ逃亡していた｡この

　｢捨てられた工場に集まり､給料ももらわずに､自発的に修理にとりかかった｣のは労働者たちであった6.労働

者は､自ら経営協議会(Betriebsrat)を組織した｡　1946年7月に44000の企業に存在した経営協議会は､工場管理者

や企業指導部を任命し､工場の修理､生産の再開のための活動の中心となった7｡終戦直後のザクセンでは､工場

管理者の約半数は労働者階級の出身者であった8｡　SED指導部も､経営協議会を｢労働者や職員の保護だけでな

く､生産の指導や維持にとって重要な組織｣と認めていた9｡

　他方､労働組合は､1945年6月10日のソ連軍政部(SMAD)命令2号で結成が許可されていた｡それに基づい

て､戦前は分裂していた様々な傾向をもった労組が結集して､統一組合である自由ドイツ労働組合同盟(Freier

Deutscher　Gewerkschaftsbund､以下FDGB)が設立された｡当初は改治的中立を誓っていたFDGBは､47年4

月の第2回会議以降､その幹部の多数をSED党員が占めるようになり､少なくとも中央の執行部レベルでは

SED指導部の意向が貫徹される組織と化していた1o｡しかし､各企業レベルでは､47年までは､経営協議会が

　｢ほとんど唯一の労組活動の担い手｣であり11､FDGBの影響力は限られていた｡

　こうした状況は､1947年10月にSMADが命令234号を指令した頃から､次第に変化を迎える｡この命今は､

出来高給の導入や労働者間の物資配分差別化により労働者の能率を剌激し､労働生産性の向上を目指す措置で

あった12｡　FDGB中央指導部は､この命令を全面的に支持し､各企業に対して命今の実行を奨励した｡だが､

経営協議会はそれに同調しなかった｡その背景には､平等主義的で､かつ時間給での賃金支払いを支持する労働

者の意識があった｡当時労働者にとっては､生活必需品を入手するために､仕事場に現れるよりも闇市へ買出し

に出向くことのほうがしばしば重要であった｡彼らは､そうした困難な条件下では､皆同じように耐えるべきと

する意識をもっていたのである13｡しかも､経営協議会は､次第に｢労働者の衣食住の改善に唯一の努力を向

け､工場の生産品を売って物々交換や闇取引をするのを専業｣とする組織となっていた14｡　FDGB指導部によ

れば､それは､経営協議会の活動が｢多くの場合､経済の全体的発展への配慮なしに､従業員の信任を得ること

に｣集中していた結果であった15｡こうした状声の下で､SED指導部は､次第に経営協議会のイニシアチブの

弱化を図っていく｡　FDGB指導部は､企業内労組の組織拡充､経営協議会の選挙への介入などを通して､企業

におけるFDGBの影響力を拡大させた｡そして最終的には､48年11月26日のFDGB幹部会において､｢企業

内労組指導部が中心となり､経済計画の実行や､模範労働者運動の促進といった新たな課題が果たされるべきで

ある｣として16､経営協議会の解体と､企業内FDGBによるその機能の受継ぎが決議された｡
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　だが､この決議と同時に､FDGB中央の意向が､企業レベルまで完全に浸透し始めたわけではない｡産業部

門別FDGB指導部のなかには､経営協議会の解体や出来高給の導入に対して反対を唱える者もあった｡労働者

も一定の抵抗を示した｡そのため､一部の経営協議会が一時的にそのまま存統したり､たとえ解体されても､企

業内FDGBが､｢労働者の圧力で経営協議会と同じように機能した｣場合があった17｡

　これに対して､SED･致府は､以下のような｢三種類の方法｣を用いて18､労働者の統轄を目指した｡その

第一は､労働者の敗治的教育であった｡　SED指導部は､｢人民の手にある人民所有企業｣では､｢労働者は自

分自身のため､人民のために働く｣こと､｢労働生産性の向上がよりよい生活へと導く｣ことを､労働者に対し

終始呼びかけた19｡同時に｢ファシストの百｣といった西側諧国への攻撃も繰り返した｡　FDGBには労働者の

イデオロギー教育のための学校が設置された｡その｢唯一の目的は､できるだけ多くのFDGB構成員にボル

シェビキの世界精神を教育すること｣にあったとされる2o｡また企業内のSED党組織も､労働者の敗治教育に

重要な役割を果たすことが求められていた21｡

　しかし､SED指導部の主張は､労働者にとっては､｢毎日の経験と矛盾するものであった｣｡すでに1947年

秋以来､｢SEDの敗治支配と労働者の間の対立の可能性は蓄積されて｣いたとされ22､50年には｢約10%か多

くても15%だけ｣といわれるSEDの積極的な支持者以外は､SED指導部の主張に｢何の関心も払わなかっ

た｣23｡　SED指導部は､｢金銭的な剌激なしには､生産の上昇に対して労働者を動員できない｣ことを認識し

た24｡そこで､第二の統轄方法である､労働者の物質的関心の喚起が重視されることとなった｡これは､前述の

sMAD命令234号などに顕著に現れているが､具体的な検討は本章n1にゆずる｡

　第三の方法は､労働者に対する抑圧手段の行使であった｡この時期､抵抗分子は､解雇や食料配給券の没収な

どの処分を受けたり､ソ運占領軍によって強制労働に就かされた｡とくに戦後開発が進められたウラン鉱山で

は､外界から全く閉じられ､ソ連軍･KGBとドイツ警察によりガードされるなか｢原始的な条件下に｣､約8

万人が強制的に働かされていたといわれる25｡

　この結果､FDGB指導部は､1950年にはFDGBへの所属者を450万人まで増大させ26､同年8月の第3回会

議では､FDGBにおける｢SEDの指導的役割｣を公認させていた27｡　51年までには､企業のFDGB指導部

は､企業指導部と利害関心を一致させ､工場にはほとんど姿を現さず､一般組合員にはまるで知られていない存

在となっていた28｡　FDGBは､企業の指導部レベルまでSEDの下部組織と化し､その活動は､出来高給の導

入､｢模範労働者運動｣の組織化など｢労働生産性向上の促進に集中｣されていた29｡それらの課題は､

FDGB中央から､州･郡･市の地方労組指導部を通じて､企業内指導部へと至る命令系統によって伝違され

た｡経営協議会の解体により､労働者は｢自らの希望を民主的に表明できる唯一の組織を失っていた｣のであ
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る30｡

H.労働生産性向上政策の展開

1.賃金制度

　SMADとSED指導部は､1947年以来労働生産性向上のための敗策を本格的に導入し始めた｡その一つが､

能率給(Leistungslohn)､なかでもとりわけ出来高給(Stacklohn)の導人であった31｡　SEDの影響のもと､出来高

給導入の促進は､この時期､FDGBの重要な課題の一つとされた｡だが､前述の通り､戦後間もないDDR地

域では､平等主義的であり､かつ時間給の形態で賃金が支払われていた｡たとえば､ザクセンの石炭産業では､

熟練労働者と非熟練労働者間の賃金差が､一日わずか28ペニヒに設定されていた｡また､金属産案では､戦前は

約80%の労働者が出来高給による賃金支払いを受けていたが､1946年に､その割合は25%まで減少していた32｡

　これに対して､SMADとSED指導部は､平等主義の原則下では｢労働者の能力の向上と労働生産性のさら

なる上昇のための剰激が不十分｣だとして33､労慟者側にある平等主義を排除し始めた｡　1947年10月9日の

SMAD命今234号では､同年11月1日から主導的工業部門と運輸部門の企案内食堂に対して､毎日の温かい食事

の配給量が増やされ､その企業のなかでもさらに､主導的な仕事をしている質的に高度な労働者､肉体的に過酷

で健康に有害な労慟に従事している労働者には､優先的に温かい食事が与えられることとされた｡また､高度な

労働規律･能力をもつ労働者には､優先的に食料や衣服､靴といった消費財が配分されることとなった34.続い

て48年9月29日､当時ドイツ側の中央機関として活動していたドイツ経済委員会は､｢人民所有企業､ソ連所有

の株式会社における賃金形態に関する方針｣(Richtnnien　vom　29.　SePtember　1948　zur　Lohngestaltung　in　den

volkseigenen　und　SAG-Betrieben)を公布した｡このなかでは｢我々の経済計画の実現と全人民の生活向上のための

重要な前提条件は労働生産性の向上であり､そのためにはすべての就労者の強い協力とその創造的な力の結集が

必要である｣として､｢生産計画の技術的･組織的改善と､その遂行､超過遂行へ向けて､能率給のいっそうの

適用｣が要求された乳そして､これらの法令?は､出来高給導入を促進するための規定が幾つか定められた｡

それは､(1)出来高給の労働ノルマを果たした場合には､賃金協定で規定されている額よりも基本賃率が高く設定

される､(2)ノルマ以上の達成により得られた部分の賃金には給与所得税がかけられない､(3)出来高給は累進的な

形態をとる､(4)多くの労働者がノルマを目標以上に達成しても､労働条件が変わらない限りノルマは引き上げら
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れない､といった規定であった｡

　だが時間給を支持していた労慟者は､｢資本主義的な出来高システムが継統されることを恐れ｣36､当初は､

その導入に対して非常に強く抵抗した｡出来高給の導入が予告されると､ロストックのネプトゥーン(Neptun)造

船所では｢出来高給は人殺しだ｣と叫ばれ､当時DDR地域で最大規模の企業であった化学工業のロイナエ場

(Leunawelke)ではストが開始されるなど､多くの工場で労働が全く放棄される事態が発生した37｡こうした抵抗に

対応して､SED指導部は､人民のために生産する｢人民所有企業｣で働く労働者は､もはや資本家の利益のた

めに労働しているのではなく､出来高給は搾取を強化するものではないと繰り返し説明した38｡　FDGBは､賃

金委員会(LohnausschuB)を通じて｢賃金制度の確立に重要な役割を果たした｣39｡賃金委員会は､個々の企業に

設置され､企業内FDGB指導部と企業指導者によってそれぞれ三人ずつが指名された委員から構成された｡こ

の委員会は､48年9月29日の法今において､労働ノルマの設定など企業内の賃金問題に関するすべての事柄を処

理する組織と規定されており､企業における賃金制度の実施に影響力をもった｡加えで､前述の導入促進措置に

より､労働者側には､一時的にせよ｢出来高給のシステム下では､より高い賃金が得られるという喜び｣が生ま

れた4o｡そうした状況のもとで､出来高給を中心とする能率給は徐々に導入されていった｡表1-1の通り､能率

給によって賃金支払いを受けている労働者の割合は､1945年の20%強から､51年には65%まで増加していた｡

表1-1　DDR全従業員のうち能率給で賃金を支払われている者の割合(%)

1945年 1946 1948 1949 1950 1951

20-25 20-25 約30 約40 61.2 65以上

(出所)Matthes,H.,α.a.θ.,S.63.1950年のみBust-Bartels,A.,α.a.∂.,S.94

　1949年3月のドイツ経済委員会総会では､出来高給導入の結果､47年から48年にかけて､労働者一人当たりの

生産性が平均7%上昇したことが報告された｡しかし他方で､一人当たり賃金は17.3%も増加したことが問題と

して指摘され､その原因として､出来高給算出の基準となるべき労働ノルマの不整備があげられた41｡当時､企

業に存在していた労働ノルマは､各企業の平均業績に合致するものであり､戦前に比べ生産量が減少していた40

年代末の状況下では､通常､ノルマは戦前よりも低い水準に設定されていた｡　SED指導部は､こうしたノルマ

では｢何倍もの超過違成がなされてしまい｣､｢労働生産性のさらなる改善を妨害する｣とした42｡このため､

　｢技術的に基礎づけられた労働ノルマ｣(technisch　beがindete　Art)eitsnorm､以下TAN)の導入が開始された｡

49年初め､労働準備課(Arbeitsvorbereitungsbaro)の設置が､すべての企業に求められた｡この労働準備課は､

TAN作成のための作案研究を行い､それに基づいてノルマを設定する機関とされた｡また､同年5月には､

TAN作成のための中央機関も設けられた｡だが､これらの設景は､TANの導入を大きくは促進しなかっ
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た43｡そこで､52年5月20日には､｢人民所有企業またはそれと同等な企業におけるTANの作成と採用の方

針｣(Richtlinien　zur　Ausarbeitung　und　Einmhrung　technisch　begrandeter　Arbeitsnonnen　in　den　volkseigenen　und　ihnen

gleiehgestelken　Betrieben)という法令が公布された44｡この法令では､従来のノルマは｢正確な経営方針のために

真の根拠を提示していない｣として禁止された｡そして､TANが､企業各部責任者の指導下で､最善の労働方

法､現存設備の最大限の利用に基づいて作成されるべきこと､TANはそれぞれの計画年の終わりに点検され､

次の年には新たに作成されるべきこと､などが規定された｡だが､この法令は､実際には形骸化したものとな

り､工業全体のTAN導入率は､53年3月になっても38%にすぎなかった45｡

　1950年と52年に､敗府は､労働者の平等主義を排除し､出来高給の導入をよりいっそう促進するための措置を

とった｡　1950年8月17日に公布された｢人民所有またはそれと同等な企業における労働者･職員の賃金支払い改

善に関する法令｣(va)rdnung　aber　die　v�)esserung　der　Entlohnung　der　AI‘beiter　und　Angestenten　in　der　volkse4enen

und　ihnen　gleichgesteUten　Betrieben)では46､それまでの産業部門別の賃金協約に代え､国家が統一的に賃率を決

定する賃率制度が制定され､国家による賃金の管理が進められた｡この法今は､各賃金等蔽の賃率を最低8%引

き上げ､また各賃金等級間の賃率の格差を拡大し､平等主義の撤廃と熟練への意欲の高揚を狙った｡この勤き

は､52年6月28日の法令で､最重要とする九つの産業部門の､全部でハ等級ある賃金等級のうち､上の四つの等

級の賃率のみが引き上げられることにより､さらに加速された47｡また､この法令では､出来高給は時間給の賃

率よりも15%上乗せした額を基準とすることも定められた｡改府は､こうした措量により｢労働者の能力の向

上､労働生産性のさらなる上昇｣が達成されるとした｡

　以上のように当時のDDR工業部門の賃金制度においては､二重の能率剌激策がとられていた｡すなわち､第

一に､労働者はその質に基づいて各賃金等級に分類され､賃金等級ごとに賃率額が差別的に定められ､第二に､

その賃率をもとに賃金形態別に実収賃金が決定されるが､賃金形態としては出来高給が主であった｡こうした制

度は､戦前のドイツや1950年代半ば頃までの酉ドイツと基本的には共通したものであったといえる｡ただ､

DDRでは賃率額が国家により法令で決定されていた点､また出来高給の基準である労働ノルマの設定水準が､

DDRにおいては原則としては最高能率と平均能率の中間とされていた点など､DDR独自の規定も導入されて

いた｡そしてこれらの点がまた､賃金制度に対する労働者の抵抗を生んだ要因となっていたと考えられる｡とい

うのは､賃率額については､戦前のドイツにおいても､同時期の西ドイツにおいても団体交渉によって決定され

る仕組みとなっており､また労働ノルマの設定水準は､戦前ドイツでは平均能率に､西ドイツにおいては平均能

率よりも低いレベルの正常能率(Normalleistung)にあったのである48｡だが､前述したように､それにもかかわ

らず賃金制度は定着していくのであるが､その理由としては､本節でみたSED･FDGBの導入努力､出来高
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給への数々の優遇措置のほかに､賃金制度の実施にあたって労働者にとって有利な状態が発生していた事実も指

摘できる｡その点を含めて､賃金制度の実施上の実態に関しては､詳しくは第4章で検討することとする｡

2.｢模範労働者運動｣

　　｢模範労働者運動｣(Aktivisten-Bewegung)は､社会主義的競争(sozialistische　Wettbewelb)の一形態であり､か

つ当該期には最も重視された形態であった｡社会主義的競争は､労働ノルマ､生産計画､資材の節約､製品の質

向上などについて､労働者､作業班､企業ごとにその違成度の高さを競うものであり､それにより｢たえざる生

産と生産性の成長｣を成し遂げることが目標とされていた｡そのうち｢模範労働者運動｣は､1947年以来､出来

高給の導入促進と平行して展開された｡それは､この運動が､出来高給を柱とする賃金制度と相互関係をもった

ためであった｡つまり､｢模範労働者運動｣は､出来高給システム下で､労働ノルマの引き上げを目指す運動で

あり､他方､｢模範労働者｣(Aktivist)によって成し遂げられた業績は､ノルマ設定の際の重要な基準とされるこ

とになっていたのである｡運動は､｢労働生産性上昇のために意義ある措置｣とされ､その目的は､｢よりよい

労働組織､1秒たりとも無駄にしないこと､生産の質の向上を目指すための労働の入念さ､それらによって

TANを超過すること｣にあった49｡この運動は､当初は労働者の政治意識への訴えによる拡大が目指された

が､次第に労働者への物質的剌激による拡大へ重点が移されていった5o｡

　なかでも最も有名な｢模範労働者｣は､ツビッカウ近郊の鉱山で働く鉱夫ヘンネッケ(Henneeke,A,)であった｡

彼は､1948年10月13日に､一日のノルマの387%を違成した労働英雄として､次の日の新聞に写真入りのトップ

記事で報道された｡これ以降､｢ヘンネッケ運動｣(Henneeke-Bewegung)が他の工業部門にも急速に拡げられ､

ヘンネッケの報道から6週間後には､すでに815人の｢ヘンネッケ模範労働者｣が存在し､表彰を受けていた51｡

　　｢模範労働者運勤｣拡大のために活動したのが､企業内のFDGB指導部とSED党組織であった｡彼らは､

　｢物質的疲労や労働者の生命の危険にかかわらず､可能な限り高い生産の達成を労働者に強く迫｣ったとされ

る52.｢模範労働者運動｣は､一部の労慟者の共鳴も得た｡共鳴者の主な層は､戦後になって初めて企業に入っ

てきた女性労働者や若年労働者であった｡いわば｢新参者｣の彼らにとって､運動への参加は､地位や収入向上

のための好機となった｡｢模範労働者｣は､基本賃金の5倍ほどを受け取ることが可能であったし､そのほか､

靴やたばこ､食料配給券を特別に支給され､休暇施設の優先的使用などが認められたのである53.結果的には､

こうした物質的な剌激が､運動の拡大のために｢軽視すべからざる意味をもった｣といわれている54.統計によ

れば､1949年から50年のニカ年計画の間だけで15万人近くが､56年までにはさらに68万人が｢模範労働者｣の

称号を受けたとされる55｡
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表l 2　DDRの工業生産指数(1936年=100)

年 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

DDR公式統計 42.1 53.7 71.4 87.2 110.6 135.6 157.4 176.5 194.6 209.6

百ドイツによる推計 42 70 85 97 109

シュトルパーの推計 50注) 75.3 85.3 95.3 109.5 119.7 127.1

(出所)叙z耐后油6J�zr加d&rZ)Z)R,1955,S.154　;叙zzij･塩&ajα力功z4dβΓぷε&1�ar叩必馥Z)azgみ-

&2�,1955,　S.533;　Stolper,　W.　F･,　叩.�･,p.242;注)のみ､BAP,DE2,Nr.542,BI､15.

　　　　　　　　表1-3　DDRの主な工業製品生産指数

　　　　　　　　　(西ドイツ側の推計による｡　1936年=100)

製品/年 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955

褐炭 107 136 152 157 171 180 198

電気 82 139 145 166 173 186 205

銑鉄 61 167 200 327 534 653 752

硫酸 29 81 97 100 121 144 160

綿布 45 92 102 119 121

小麦 97 98 105 110 103 107

バター 64 71 113 113 128 144

(出所)&αZね心dEJ,/a油glzβΓぶESzalar叩必故Z)ε峻gみ油zj,

1957,S.591f.　1951年のみ､£加zz必,1955,S.533.

　こうした運動の拡がりは､質はともかく｢少なくとも量的には､工業生産を急遠に､そしてかなりの程度増大

させた｣といわれる56｡表1-2のように､DDRの統計は､1950年に早くも工業生産が戦前水準を回復したとし

ており､また西ドイツ側の推計は50年には戦前の85%まで､最も厳しい評価のシュトルパーも75%まで回復した

としている｡アメリカ国務省の報告では､50年はDDR経済にとって比較的成功の年だったとされ57､｢労働者

がどうにか飢えないでもすむようになった｣のも50年頃であった58｡この理由としては､以下のような点が考え

られるであろう｡第一に､この頃には､質･量ともに戦前水準を凌駕する労働力が存在していたことである｡

DDR地域では､終戦直後､就労可能年齢人口の男性の大幅減が生じていたが､1950年には､軍へ徴集されてい

た若年層の復帰と戦後ソ連やポーランドの領土となった旧ドイツ帝国地域から追放されたドイツ人労働力の大量

流入(約400万人とされる)により､労働可能な人口はむしろ戦前よりも増加した｡また､軍や東方諸地域からの

労働者の多くは､高い熟練度を有しており､質的にも戦前に劣らないレベルを回復したのである59｡第二に､

1949~50年のニカ年計画により希少な資材が集中的に投下され､エネルギー､鉄鋼を中心に生産が増加したこと

である｡　DDR地域全域､全経済分野にわたる最初の経済計画であったニカ年計画では､鉄鋼､鉱山､エネル

ギー部門などの基幹産案へ重点的に投資･資材が向けられ6o､実際表1-3にみられるように､それら部門での生
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産の拡大を可能とした｡第三に､1948年から東側諧国との貿易額が増加していた｡　DDR地域の｢社会主義｣諧

国との貿易は､すでに48年から輸出入とも全体の80%近くを占めるようになっており､以後もその水準が維持さ

れた(コメコン加盟は50年9月)｡　DDR地域は戦後の百ドイツとの分断により戦前･戦中期の最重要の原料調這

先を失っていたが､50年頃にはソ連をはじめとする東欧諸国からの鉄鉱石､銅､コークスなどの輸入により､そ

れを量的には回復できたのである｡その結果､原材科を輸入して､工業製品を輸出するという戦前からの構造を

変えることなく維持できたのであった61｡これらに加えて､第四に､｢賞与制度､ヘンネッケ運動が､生産を増

強したことは争えない｣と思われる62｡前掲の表1-1(23頁)から分かる通り､能率給で賃金支払いを受ける労働

者の割合は､50年に大きく伸びており､また上述のように､ニカ年計画の間に｢模範労働者｣の数は15万人近く

まで違していた｡｢模範労働者運動｣の開始後､ノルマを125%以上達成する労働者が増加したことも報告され

ている63｡労働生産性向上を目指す敗府の敗策が､制度上は導入をみて､労働者の生産への動員にともかくも一

定の成果を収めていたのが1950年だったのである｡

　しかし､こうした成果の反面､｢模範労働者運動｣に対しても労働者の抵抗は存在していた｡戦前からの大部

分の労働者は､運動に対して強い抵抗をみせていた｡企業での運動に関する議論では､｢俺たちはお互いをけし

かけるようなまねはしない｣､｢これ以上働いても健康を保てるというのか｣､｢俺たちはスタハーノフ(ソ連

の模範労働者)じゃないぞ｣といった罵声がとんだといわれている｡フエレ(F圓硝ヒ学工場など多くの場所で

は､組織的な労働拒絶と指導部への抵抗があった64｡この結果､｢模範労働者運動｣の開始と同時に､運動への

抵抗感から自分のノルマを果たさなくなった労働者もかなり増加したといわれ65､この労働者側の抵抗感が､労

働生産性向上に負の影響を及ぼしたこともまた確かであろう｡　50年頃の一応の生産回復の反面で､これらの労働

者の抵抗やTAN導入の遅れなど､企業現場には､敢府にとって憂慮すべき問題が存在していたことも看過でき

ないのである｡

3.企業団体協約

　1951年の第一次五ヵ年計画の開始とともに､企業団体協約(Betriebskollektivvertrag)の導入が検討された66｡こ

れは､SEDによれば､｢さらなる労働生産性の向上とDDR就労者の生活改善のための偉大なる措置｣であ

り､｢国家経済計画実行のための最も重要な手段｣であった67｡この協約は､ソ遵の模範に従って作成され､経

済計画や｢模範労働者運動｣への協力を義務として内容に含むなど､ドイツに戦前から存在した労働協約とは性

格を異にするものだった｡その目的は､法的強制力をもって､労働者をさらに強固に､賃金制度や｢模範労働者

運動｣､経済計画といった｢制度に結びつける｣ことにあった68｡
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　団体協約は､三つのレベルに分けて段階的に締結される仕組みになっていた｡まず､FDGB中央指導部に

よって､団体協約模範概則(Muster　eines　Rahmenkollektivvertrag)が作成される｡それに基づいて内閣･各省と18

の産業別FDGB中央との間で､団体協約概則が締結される｡そしてこの概則に基づいて､企業指導部と企業内

FDGB指導部の間で､各企粟協約が締結されることになっていた｡そのため､個々の企業協約の内容は､団体

協約模範概則の内容からの逸脱がほとんど不可能なものであった｡

　協約の内容は､具体的には二つの部分に分けられた｡その第一は､各企業･各労働者などに対する義務の規定

であった｡労働者には､生産高の何%､生産性の何%の上昇といった具体的な課題が配分されることになってい

た｡また､出来高給の採用､TANの導入､｢模範労働者｣計画への協力なども義務として明記された69｡さら

に､以下のような労働者の｢自発的な誓約｣も内容に含まれた｡たとえば､マグデブルクのある機械工場におい

て､｢A･イメンロース同志は､継統的に設備の世話を任され､それに油を注したり､チエックしたり､監視し

たり､障害を即座に克服したり､修理を最小限に抑え､費用を節約することを誓約する｣｡｢作業班『進歩』と

　『再建』の班長は､即座にソ連の現代的労働方法に適応すること､新しいタイプの班長を創出しうるべき方法で

班の競争を発展させることに着手すると誓約する｣といったものである7o｡労働者には､これらの義務への署名

が要求された｡

　協約の内容の第二の部分は､賃金を中心とする労働条件の規定であった｡ここで規定された労働条件とは､残

業や夜間労働､日曜労働に対する特別手当の減額をはじめとして､どんな理由にせよ生産が滞った場合には､出

来高システム下で働く労働者は､時間賃金の90%のみを受け取るといった内容を含んでいた｡これ砕､｢すべて

の労働者が理解できるような､労働条件の明らかな悪化をもたらす｣ものだった71｡

　だが､この団体協約の導入に際して､労働者にとってより決定的な点は､｢労働者の組織と企業家の共同の討

論によって決定されていた労働協約が排除｣され､｢ドイツ労働者階級が何十年もの闘争を経て狸得した､同等

の権利をもつ社会参加構成員としての立場が失われた｣ことであった72｡企業協約の一方の当事者である企業内

FDGB指導部は､ほかの何よりも優先して生産計画の実行を考えねばならず､この時期には｢企業指導者の手

足となって｣働く存在といってよかった｡労働者にとって､｢FDGB幹部は､もはや共通の関心をもたない特

権官僚のようであった｣73｡協約の締結に対しては､とくに戦前の労働運動の中心地において､｢1945年以来の

どんなときよりもはっきりと激しい｣労働者の抵抗が発生した74｡ロイナエ場では､協約についての理解を得る

ために､SED書記長ウルブリヒト(Ulbricht,w.)が出向いたが､労働者を説得するどころか暴動が発生し､逮捕

者を出すに至ってようやく事態が収拾した75｡このため､各企業協約の締結は､予定より大幅に遅れた｡当初､6

月までに7300の企業での締結が予定されたが､実際には196企業でしか締結がなされなかった｡｢労働者の憤り

28



は､『生産手段の社会的所有』や､計画上予定されている実質賃金の上昇といった理論では､ほとんど緩和され

なかった｣のである76｡

　こうした状況のなかで､改府は､圧力と譲歩の二つの方策を用いて､協約の締結を進めた｡まず､本来協約締

結のために指導的役割を果たすとされたFDGBが再編された｡　FDGB議長補佐シユタルク(Starck､A.)が7月

に解任されたのをはじめとして､低･中レベルでも多くの幹部が更迭された｡企業内では､幾つかの作業班から

なる労働者｢教化グループ｣が作られ､反抗的な労働者はウラン鉱山へ強制的に移動させられた｡当局と異なっ

た見解をもつことは反巡罪とみなされ､団体協約に反対する者は｢百の戦争煽動者の共謀者｣呼ばわりされた｡

こうした結果､51年の協約は､夏過ぎには次第に締結が実現していった｡翌52年の団体協約の導入にあたって

は､譲歩的な措置がとられた｡政府は､前年の経験から労働条件を協約とは別個に法今で規定し､その内容も

　｢多くの物議をかもした点で､緩和や改善がなされた｣77｡そのため､計画上の義務が中心となった団体協約の

締結には､前年ほどは問題が表面化しなかった｡そしてこれ以降､団体協約は毎年初めにその締結が期されてゆ

くこととなった｡

　しかし､労働者をさらに｢制度へ結びつける｣ための団体協約の尊入後も､労働者の｢企業側に対する立場は

旧来と変わることがなかった｣といわれる78｡逆に､その導入にあたっては､上述の通り､｢1945年以来のどん

なときよりも激しい｣労働者の抵抗が発生したのであった｡こうしたことから､結果的には､団体協約は､労働

生産性上昇に対してさしたる効力をもちえなかったと考えられる｡

Ⅲ.1952/53年経済危機と6月17日蜂起

　1952年秋から､DDRは食料や工業製品の深刻な供給危機に陥った｡　11月27日､東ベルリン当局は､食料や

工業製品の百ベルリンヘの持ち込みを禁止した｡　12月15日には危機の責任を問われた商業供給大臣とその次官が

解任､逮捕された｡食料については､肉や砂糖､脂肪が依然として配給品であるうえ､馬鈴薯も再び配給品と

なった｡大部分の住民にとって､配給量は少なすぎた｡不足分は､国営商店や農家から購入せざるをえなかっ

た｡また､入手できる食料の質にも問題があった｡マーガリンはほとんど食用に適さず､ラードは魚の油の臭い

がした79｡　53年になると､食料不足は｢戦争直後に匹敵する｣ほどとなったともいわれる8o｡　4月末に発表され

た､53年第1四半期の経済計画違成率に関する報告は､｢五ヵ年計画開始以来最も悲観的な報告｣で81､工業生
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産計画の違成率が100%を割ったことを､初めて政府が認めたものだった82｡このなかでは､電気エネルギー､

石炭､褐炭､鉄鉱石､銑鉄､ソーダ､綿布､バターといった重要製品で､計画が違成されなかったことが報告さ

れている｡

　こうした危機のうち､食料不足の原因としては､52年7月の第2回党協議会以降､農民の百への逃亡が増加し､

天候の不順さも加わって農業が不作であったこと､重工業への重点投資により消費財の欠乏を招いたこと(52年

の食料･嗜好品産業への投資は全工業投資の4%にすぎなかった)､52年､ソ連の影響下で､軍備への投資が上昇

し､軍への食粋洪給も増大したこと(軍事支出は52年には33億1900万マルクで国民所得の8.4%を占め､前年の

27億4500万マルク､国民所得の7.5%から大幅な増加を示していた)､などがあげられる83｡また､工業生産の停

滞は､直接的には軍拡や食料不足､52年以来の労働者の西への逃亡増大が原因となったが84､根本的には､企業

現場に存在する欠陥が大きく影響したと考えられる｡以下本節では､主に党議事録･機関紙等に現れる範囲で､

工業全体の企業現場の諧問題についてみておくこととするが､造船業に対象を絞ってのより詳しい現場の検討

は､次章以降にゆずることとする｡

　1953年2月3日､SED中央委員会は｢強力な倹約キャンペーン｣(Feldzug助･strenge　SParsamk&)と題する決

議を発表した85｡そこでは｢社会主義的所有物や労働力のどんな浪費も我々全人民の損失である｣が､｢倹約体

制に対してはなお無関心が支配的である｣として､企業現場における｢不経済と浪費の顕著な例｣が列挙され

た｡それらの諧点に即しつつ､当時労働生産性向上を目指すうえで現場が抱えていた問題点を分析すると以下の

ようになる｡

(1)労働ノルマの問題　52年5月のTANに関する法令の公布以降も､実際にはTANめ導入は進展していなかっ

た｡53年初め､旋盤機械製造企業｢10月7日｣(7.　0ktob&)における導入率はわずか1%にすぎず86､重点産業と位

貴づけられていた石炭産業でも､16%にすぎなかった｡その結果､ノルマ達成率が150~180%となる鉱山もま

れではなかったが､52年の各鉱山の生産計画は､平均で82%しか違成されなかった87.前述したように､工業全

体のTAN導入率は､53年3月に38%であった｡こうした事態の発生は､一つには｢労働ノルマの確定が特定の

方針に従わずに行われ､しばしば恣意的に生じる｣点に原因があった｡そのため｢TANとはまったく呼べな

い｣ノルマが作成されたり､鉱山マルチンフープ(Martinhoop)のように､TANは本来5.2�であるべきところ

が､3.6�に変更されている場合があった88｡さらに当時のDDRでは､基幹産業である鉄鋼産業の製品の3分の

1が粗悪品だったといわれ89､安定したノルマ設定のための前提となるべき資材や部品の規格化が完全ではなかっ

た｡　TAN導入が進まない理由は､個々の企業における｢労働者の潜在的抵抗｣にもあった9o｡企業の平均業績

に設定された従来のノルマに対し､TANは平均業績と｢模範労働者｣などの最高業績の中間に設定されると定
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義されていた91｡このため､TANの採用は事実上のノルマ引き上げとなり､実収賃金低下につながるTANの

導入は根強い抵抗にあっていた92｡

(2)出来高給実施のための前提条件の欠如　53年までに出来高給の導入率自体は75%以上となっていた93｡しか

し､企業では､生産条件が安定的に確保されないため､労働者の手待ち時間(Wartezeit)が相当程度存在し､出来

高給の正確な算出の障害となっていた｡たとえば､ブランデンブルク鉄･圧延工場では､｢二､三の炉が突然停

止し､大量の鉄が製造されなかった｣り､発電機製造企案ベルクマン･ボルジヒ(Bergmann-Borsig)では､｢重要

な機械が5日間も放障したままである｣など､機械の停止時間が多かった94｡また､｢ある企業で､価値ある半製

品がストックされ､他の企業ではそれらの半製品が不足しているために､生産が制約される場合が多く｣あっ

た95｡さらに52年秋に電力不足が深刻化すると､ある織物工場では､午後2時に電力がストップし､45分問待っ

た後労働者が帰宅すると､3時10分に電力が戻り､労働者は仕事に呼び戻されたものの､4時15分に再度電力供給

が停止した｡あるいは､50年､ツビッカウ石炭管理部の管轄下では､700万マルクもの原料が使用されず､貯蔵

されていた､などエネルギー･原材料の供給も不安定であった96｡これらの事実は､上述のノルマ設定の｢非科

学性｣とともに､実際に労働者が受け取る賃金額に対して､国家のコントロールが及ばなくなっているという事

態を発生させた｡たとえば､前掲のベルクマン･ボルジヒでは､1952年の従業員に対する賃金総額が､国家の計

画よりも450万マルクも超過していた｡また鉱山マルチンフープでは､約1000人の労働者がその質や働きに比ベ

て高すぎる賃金等級にランクされていた97｡

(3)生産･労働力管理上の欠陥52年に400人もの職員が計画より多く雇用されていた石炭産業の管理機関では､

人員が膨張し､組織が十分に機能していなかった｡そのため､企業への計画の伝違が遅れるばかりか､電話によ

る口頭での伝達がなされたり､部分的にしか伝違されないなどの問題を抱えていた98｡ベルクマン･ボルジヒで

は､｢企業指導者が生産の進展や個々の部に存在する困難に関して情報を得ていない｡それゆえ生産がよどみな

く組織されず､生産部は長い時間その能力を十分に発揮せず､数多くの作業が停滞してしまう｣99｡石炭産業で

は､多くの労慟日に労働者の3分の1が仕事場に現れない1oo｡ある銅山労働者によれば､｢作業班の仲間全員が､

53年の団体協約のコピーに一度も目を通さなかった｣という1o1｡

　SED中央委員会は､2月3日の決議において､これらの結果､｢人民経済は重大な損失を与えられている｣と

して､こうした｢不経済と浪費｣の改善を強く求めた｡

　この決議の背景には､労働生産性の伸び悩みという事態のあったことが､直接的･間接的に確認できる｡まず

52年､石炭産業において｢労慟生産性が低下し､国家は重大な損失を与えられた｣ことが報告されている1o2｡ま

た､上述した53年第1四半期の計画違成に関する報告は､その前後のすべての時期に必ず報告されている労働生
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表1-4　｢社会主義]企業における労働生産性の発展(1950年=100)

部門/年 1951 1952 1953 1954 1955

全工業 112.0 124.5 135.9 143.9 154.4

エネルギー 104.2 111.8 1　0　7.　7115.6 120.0

鉱山 110.7 114.1 114.7 119.7 129.4

金属 n7.2 136.7 169.8 183.7 201.0

化学 115.7 126.7 135.9 146.8 162.7

機械製造 113.4 129.4 141.3 152.5 158.2

(出所)Sz･2后耐d6,/油油gゐ心rj)Z)R,1955,S.119.

｢社会主義｣企業とは､｢人民所有企業｣に協同組合を足したもの｡
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図1-1　各工業部門労働生産性の伸び

(出所)表1-4に同じ｡

年

1954-55
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産性の上昇率について､何ら触れていなかった｡以前にも凶作だった52年の収穫成果に関して､｢国家計画委員

会の報告が農業について一言も触れなかった｣前例があり1o3､これは労働生産性が低下したために､敢府がそれ

について明言するのを避けたものと推測される｡表1-4および図1-1をみると､重点投資により大規模な製鉄コン

ビナートなどの新設備が建設された金属部門を除けば､52~53年にかけては､エネルギー部門で労働生産性が低

下しているのをはじめ､鉱山部門でもほとんど伸びがなく､化学､機械製造､そして全工業でみても労働生産性

の伸び率は減少していることが､粉飾傾向のあるDDRの公式統計によってすら確認できる｡この直接の原因と



しては､軍への投資の増大､食料不足による労働者の労働意欲の低下､労働者の逃亡増大による企業の人員の減

少などをあげられようが､根本的には上述した諧問題が作用した結果と考えられる｡労働の強化による向上を追

求してきた労慟生産性向上政策は､ここでーつの行きづまりをみせたのである1o4　｡

　こうした労慟生産性向上の失敗を繕うために政府がとった措置は､｢上から｣のノルマ引き上げであった｡ま

ず53年初頭､｢自発的ノルマ引き上げキヤンペーン｣が展開された｡あくまで労働者の自発性によるものと喧伝

されたこのキヤンペーンは､内実はノルマ引き上げに同意しない者に対する強硬手段を伴ったものだった1o5｡　5

月14日になると､SED中央委員会が｢労働ノルマの最低平均10%の引き上げ命令｣を決議し､これは同29日に

閣僚評議会の決議として発表された1o6｡｢社会主義工業の強化は､不断の労働生産性向上を要求する｣が､｢現

存するノルマは､経済･社会的な発展の重要な障害となっている｣とするこの決議は､1949年10月7日のDDR

建国以来初めて､明確に｢上から｣ノルマ引き上げが命今されたものだった｡この命今は､のちに第4章でみる

ように､労働ノルマが低すぎる水準に設定される傾向にあったという当時の現場の状況を考慮すれば､一概に

誤った敗策だとはいえないが､労働者にとっては､この命今の実行は賃金の大幅な低下を意味するにすぎなかっ

た｡たとえば建設業の熟練労働者では､賃金が週168マルクから72マルクに低下することとなった1o7｡

　6月9日､ソ連の影響下で､SED政洽局は､急速な農業集団化､残存中小私企業への攻撃､重工業の優先と

いった従来路線の転換を決議した｡だが､そのさいに､労働ノルマ引き上げ命令のみは何ら撤回されなかった｡

その直後から､多くの地域の企業では､命令の撤回を要求する労働者の集会が開かれていた｡ところが､16日発

行のFDGB機関誌に､｢ノルマの引き上げ決議は完全に正しい｣とする論文が掲載された｡それが｢発火点｣

となり､16日､束ベルリンの建設労働者が､｢10%のノルマ引き上げ粉砕｣というス台-ガンを掲げ､デモを開

始した｡このデモが､翌17日には､全国313ヵ所での職場放棄､129ヵ所でのデモ､最終的には暴動へと発展し

た｡職場放棄の参加者は､マグデブルクと東ベルリンを除いて17万120人､デモの参加者は､東ベルリンを除い

て33万9450人とされる1o8｡　17日の運動は､ソ連軍出動により沈静化したが､各地の企業では､7月初めまでスト

ライキの続いた場所もあった｡蜂起の中心となったのは､鉱山･化学･製鉄･機械製造など､経済建設のために

敗府から重視され､賃金でも優遇を受けていた部門の労働者であった｡このことは､労働者の怒りの原因が､単

にノルマの引き上げや賃金に関する不満だけでなかったことを示している｡6月17日を中心とする一連の事件に

おいて､労働者が敗府に対して掲げた要求事項は､以下のような三種類に整理できる1o9｡

　第一は､ノルマ引き下げ､賃金引き上げ､生活改善といった経済的な要求であった｡　16日の束ベルリンのデモ

では､｢ノルマ撤廃｣､｢国営商店の40%の価格引き下げ｣が､翌17日にも､｢ノルマの上げ下げをやめろ｣､

　｢我々はパンを欲する｣などがスローガンとされた｡ドレスデン､エアフルト､マグデブルクなどのデモでも､
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　｢国営商店の価格引き下げ｣､ライプツィヒでは､｢大砲の代わりにバターを｣と叫ばれた｡蜂起が最も活発

だった企業の一つであり､光学器機で世界的に有名なイエナのツァイス(Zeiss)甫工場では､｢マグデブルクの鋳

物工と同水準の給料｣が要求された11o｡

　要求の第二は､敗治的なものであった｡　16日の東ベルリンのデモでは､すでに｢自由選挙｣､｢政府打倒｣が

叫ばれていた｡ドレスデンでは､｢敗府のリコール｣､ラーデボイルでは､｢犯罪者の敗府を倒せ｣､｢敗治犯

を釈放せよ｣､エアフルト､ハルパーシュタットでも､｢致府打倒｣がスローガンであったm｡

　第三の要求は､企業レベルで労働者の意向を反映しうる体制の創出である｡これは､上の二つの要求のよう

に､必ずしも全国各地でデモのスローガンとなったわけではない｡しかし､当時のDDRで主導的であった多く

の企業で問題とされ､6月17日以降も各地の企業で議論の対象となった要求であった112｡たとえば､6月17日､

上述のツァイス南工場では､｢企業団体協約の廃止｣､｢全国指導部に至るまでの全労働組合指導部の退陣｣､

同じイエナのガラス製造工場ショット(Schott)商会でも､｢団体協約の廃止｣が要求された｡束ベルリンのデモ

では､｢我らは自由な労働者でいたい｣､マグデブルクでは､｢党と労働組合の分離｣がスローガンとされ

た113.6月24日､当時のDDRで最大規模の企業ロイナエ場では､自ら出向いたウルブリヒトを前に､1300人の

労働者が以下のような要求を出した｡｢企業指導部､企業労組指導部は､従業員のすべての批判と提案に対して

今後は強く注意を向けるべきこと｣､｢SED郡指導部と企業労組指導部は､過ちや欠陥を排除し案務を改善す

るために､過去の自分達の行為について釈明すべきこと｣114｡化学工業のブーナエ場(Buna-Welik)は､7月半ばま

で抗議行動が継統していた企業の一つであったが､7月8日の従業員集会で､｢労働組合をすべての就労者のため

の組織に再組織化し､偏った党の敗策と切り離すこと｣が決議された115｡このように､労働者は､ノルマ引き下

げや敗府打倒などのほかに､労働組合の再組織化や団体協約の廃止といった､企案レベルで公に自らの意向を反

映しうる体制の創出を重要な要求として掲げていたのである｡

　この労働者の第三の要求は､本章が明らかにしてきた以下のことがらと密接に関連する｡　1940年代後半から､

DDRの企業では､次第にSEDの下部祖織と化したFDGBの影響力が強化され､労働者の利害を代表した経

営協議会は解体されていた｡　FDGB指導部は､出来高給の採用や｢模範労働者運動｣の展開のために中心と

なって活動していた｡これらの政策の導入に対しては､労働者の抵抗が発生したが､物質的関心の喚起を主たる

手段として一応は導入が進展した｡だが､1951年､労働者をさらに強固に制度へ結びつけるため企業団体協約が

導入されたさい､労働条件の悪化がもたらされると､労働者の｢同等の権利をもつ社会参加構成員の立場が失わ

れた｣として､労働者の意向表明の権利の喪失が問題として表面化した｡これに対し敗府が翌52年には労働条件

を改善し､当面は団体協約への激しい抵抗はなかったものの､DDRは､同年末から深刻な経済危機に陥った｡
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SED指導部は､｢人民所有企業｣におけるノルマ設定･出来高給実施･生産や労働力管理の不徹底が､経済に

　｢重大な損失｣を与えているとの認識を示し､また実際に52~53年にかけて労働生産性は伸び悩んでいた｡その

結果､敗府は､労慟ノルマの引き上げ命令で危機の打開を図ったが､それが直接の原因となり蜂起が勃発した｡

この6月17日を中心とする一運の事件のなかで､労働者は､生活の改善や敗府の退陣とともに､自らの意向を反

映しうる体制の構築を要求した｡

　すなわち､労働生産性向上を目指すSED･敗府の政策は､企業レベルで公に労働者が意向を表明し交渉する

権利も組織も保証しなかったために､真に労働者の合意を得て導入されていたわけではなく､主に労働者への一

定の物質的権利の供与により､ともかくも導入されていた｡それゆえ､物質的権利が取り去られたとき､その矛

盾は表面化した｡蜂起直前のノルマ引き上げ命令は､賃金の大幅な低下を意昧したが､労働者はその不満に関し

て交渉できず､その不満は調整されえなかった｡その結果､労働者の運動は､職場放棄やデモ､暴動へと向かい

蜂起が発生した｡このように､企業レベルで労働者が自らの意向を反映するための組織も権利も保証しなかった

点に､本章で検討した敗策の一つの重大な限界があり､その点が蜂起の発生に決定的な影響を与え､かつまたそ

こでの労働者の要求にも反映されていたのである｡

小括

　これまでの分析を､蜂起の｢複合的要因｣のなかに位置づけてみよう｡

　1950年までの労働生産性向上敗策の一応の導入により､労働者がある程度生産へ動員されたことは､経済の計

画化による投資の集中､質･量両面における労働力の回復､コメコン諸国との貿易拡大という好条件のもとで､

生産の回復に一定の寄与をなした｡だが他方､企業現場では､ノルマ設定･出来高給実施･生産や労働力の管理

において多くの｢不経済と浪費の例｣が存在していた｡　52年末以来､軍拡や食料不足､労働者の逃亡の増大など

の様々な要因が重なって工案生産の停滞が起こると､SED指導部は､そうした｢不経済と浪費の例｣も､経済

に｢重大な損失｣を与えていることを指摘しな｡そして実際に､52~53年にかけて労働生産性は仲び悩んでい

た｡その結果､改府がとった方策は､労働ノルマの引き上げ命令であったが､これは蜂起の直接の原因となっ

た｡換言すれば､本章で検討してきた諧敗策は､本質的には｢不経済と浪費の例｣を抱えつつ､ともかくも維持

されてきたが､蜂起前の経済の危機的な状況のなかで労働生産性の向上に行きづまりをみせ､その行きづまり
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は､蜂起の直接の原因を生むこととなった｡

　また､重要なのは､企業レベルで公に労働者が意向を表明し交渉する組織も権利も保証しなかった点に､それ

らの敗策の重大な限界があったことである｡この問題の解決は､生活の改善や改府の退陣と並んで､蜂起におけ

る労働者の重要な要求事項であった｡さらに､この限界は､ノルマ引き上げのみならず､食料不足や従来路線に

関する敗府の責任といった蜂起の要因となった様々な不満に関して､労働者の交渉を可能とせず､その不満の調

整を可能としなかったという点において､蜂起のより根本的な原因となったといえるのではないだろうか｡ス

ターリン死後のSED指導部や民衆の動揺といった状況がそれに重なって､蜂起は発生したと考えられる｡加え

ていうならば､仮に賃金や他の労働条件が労働者の満足するものであったとしても､一旦それが保証されなく

なったときに､DDRの労働者には公に自らの不満に関して交渉する組織も権利もない､という事実は､DDR

の経済システムの一つの看過すべからざる限界であったといえまいか116｡

　蜂起は､本章で検討した諧政策にどのような影響を及ぼしたのだろうか｡最後に蜂起直後の状況を展望してお

こう｡政府は､ノルマの引き上げ命令を撤回し､7月には賃金等級の低位の四等級の賃率を引き上げた｡国家備

蓄分の切り崩しやソ連の援助による食料配給量の増加も決定し､労働者の生活を改善するための敗策を打ち出し

た｡また､重工業への優先投資が変更され､53､54年には軽工業への投資が増加された｡さらに､ソ連は53年

12月31日までで､賠償の受け取りを停止した｡しかし､これらの措置によって労働者の生活が一時的に改善され

ても､それは本質的な変化ではなかった｡改善は蜂起前に固定された制度内での表面的な改善にすぎず､制度自

体は何ら変化しなかった｡賃率が引き上げられても､それは国家の法令で定められるのに変わりはなく､労働者

のFDGB再編の要求は､ファシストが労組を破壊する企てとして受け入れられなかっ･たu7｡さらに54年の初め

には､例年と同じ性格の団体協約の締結が目指されていた｡逆に､何千人もの蜂起参加者の逮捕､処罰や､企業

内で労働者を監視するための組織である企業民兵隊(Betriebskampfgruppe)の設置など､労働者側への抑圧が強化

された｡また､55年からは､再び重工業が優先された118｡こうして､本章で検討してきた蜂起前の諸制度は､そ

の限界を内包したまま､蜂起後も変わることなく存統していったのである｡

1)Der　17,　Juni　-　vierz址Jahre　danach.　Zur　EinfUhrung　von　Lutz　Niethammer,　in:　Kocka,　J./Sabrx)w,M.(Hrsg.),Z)iE

　Z)Z)lhzむG6油丿誦嶋Berlin　1994,　S.40.　　･

2)このほか､戦前からの労働運動の経験や､｢平等な社会｣､｢豊かな生活｣といった当時の｢社会主義｣に対

　する労働者の素朴な期待などにも要因が求められてきた｡　Baring,Amulf;　Z)f7Z血zzi　フガj,Stuttgalt　1983;

　Spittmann,I./Frieke,　K.W.　(Hrsg.),jZ　ju□舒j,K61n　1982;芒emf,Jochen(Hrsg.),召ri&ε,瓦r£sa,索･㎡叩回扮.

　沁必φαgugyn斑)ji-Ga&Szg,LeipziがJena/Bernn　1990.　星乃治彦『社会主義国における民衆の歴史』｡ド

　イツ統一後の新資料を用いた事件史的な研究として､たとえば､Mitter,Armin,Die　E函gnisse　im　Juni　und　Juli
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　1953　in　der　DDR,　Aus　den　Akten　des　Ministeriums　fk　Staatssich�leit,　in:　Aus　Pontik　und　Zeitgeschichte,　Behge

　zur　Wochenzeitung　''Z)αjRz池3az",　5/1991;　Hagen,　Manfi'ed,　Z)Z)沢命/li　S,　Stuttgart　1992.　そのほか我が国で

　は､小島栄一｢1953年6月17日事件と東ドイツ｣『社会科学討究(早大)』38巻3号(1993年3月)｡

3)Buchheim,Ch･,W凶chdliche　Hinterがinde　des　Arbeiteraufstandes　vom　17.　Juni　1953　in　der　DDR,　in:

　yiE心帥ゐ�zφりiir　ZE吻ad･idzな,38/1990,S.415.

4)Ebenda,

5)たとえば､Bust-Bartels,A.,α.α.∂.;H仙ner,P.,瓦･,zぶ｡,lj,瓦｡明甜nj瓦｡,zZ｡｡zlβ;d㎝.,Balanee　des　ungleich-

　gewichtes;　Ewers,　K･,　EinfUhrung　der　Leistungsentk)hnung;　ders　,　,　Aktivisten　in　Aktion;　M皿er,　Wcmer,　Zur

　　Entwicklung　des　FDGB　in　der　so刈etischen　Besatzungszone　nach　1945,　in:　Ma枕hias,　E./　Sch6nhoven,K.(Hrsg,),

　5油必r如zuj3細z�zawlr&,Bonn　1984;　Ladtke,　Alt　a.a.0.正亀芳造｢社会主義企業の賃金制度｣など｡

6)｢東ドイツ労働者･農民の動向-AFP(フランスの通信社)特派員ベンノ･サレルの報告｣『世界週報』33巻

　4号(1952年4月)､29頁｡

7)Sare1,　Benno,År&ど治'rgEgどzzjどzz　"瓦θz?zz?zμzz£y7?zMぶ",Berlin　199　1　,　S.33.

8)Staritz,Dietrich,Z)ig　Gra血呵&rZ)Z)R,Miinchen　1987,S.I06.もっともこれらの人員は､1947年以降､SED

　の圧力で交替させられてゆくことになる｡

9)Sozialpohtische　Richtnnien　der　SED,　nach　dem　BeschluB　des　Zentralsekretariats　vom　30.　Dezember　1946.　ここで

　は､Suckut,Siegfried,　Z)id?Ez7'j必jrjz幼gw俘回g　izz&r&)りd,5'dルgzzza　ZaEZ)ε心d趾�μ夕む-j舛り,

　Frankf㎞t/Main　1982,S.451より引用｡

10)1950年半ば頃には､FDGB地方機関の幹部は9割以上が､州機関の議長はすべてが､FDGB連盟

　(FDGBの中央組織)の指導部の重要な地位のほとんどが､SED党員で占められていた｡　R･cりrゐげじ.S･,

　　1950.6.21,862B.062/6-2150.

11)As&rか17giz&j･斤EjaZ)ε心油aG~aセa砂丿加7zゐ,り何7-j何夕,Berlin(DDR)1950,S,338,　F　D　G　B　は､46

　年秋にはすでに350万人の構成員を要する組織であった｡これは､ザクセン､チューリンゲン､ベルリンなど

　が伝統的に労組の影響力の強い地域であったことにもよるが､SMADとSEDによる支援の影響も大きかっ

　た.Broszat,M./Weber,H.(Hrsg,),,2Z¬裁27z必z4d,Manchen　1993(2.　Aunage),S.638.

12)狗zJa　Z)ε心&1α�,11.November　1947,　S.4.

13)Bust-Bartels,A･,α.α.θ･,S.26;　Ewers,　K･,EinfUhrung　der　Leistungsentlohnung,　S.613f

14)B･サレル､前掲報告､29頁｡

15)Staritz,D.,a.α.∂.,S.137.

16)As&rA功a&j瓦)(辺,S.348.

17)Bust-Bartels,A･,α.α.θ･,S.42,49f;　B　･　サレル､前掲報告､29頁｡

18)Weber,Hermann,Z)iEZ)Z)ij剱j-jタSり,Manehen　1993,S.182.邦訳(斉藤哲･星乃治彦訳)『ドイツ民主共和国

　史』(1988年度版)日本経済評論社､1991年､259頁｡

19)Ulbrieht,W.α.α.θ･,S.232,387.

20)Rgcar心げひS･,1950,6.21,862B　.062/6-2　1　50　･

21)Ulbrieht,W.,α.α.∂.,S.497汀.

22)H曲ner,P･,Balance　des　ungleichgewichtes,　S.21.

23)RgarゐげひS･,1950.7.12,862B.00/7-1250.

24)Buchheim,Ch.,a.a.0.,S.422.

25)Rgg心げひS,,1950,6.21,862B.062/6-2150.

26)REcar心げひ&,1950.8.22,8CB.062/8-2250.1950年の全労働者数は約520万人だった｡

27)Maner,w.,a.a.0･,S.325.
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28)尺gar心げひS･,1952.1.25,862B　.062/1　-2552.

29)Z)Z)R裁zzz必zz油,K61n　1975,S.277.

30)Rgar心げひS･,1950.6.21,862B.062/6-2150.　F　D　G　B　中央の下には､産業別FDGBが存在するが､｢中央

　の指導部は､産業組合への配慮なしに､地方の労組組織の活動に直接干渉した｣とされる｡

31)この時期､能率給のうち出来高給の占める割合がほとんどで､1950年には能率給のうち出来高給が91%で､

　プレミアム付き時間給が9%だった｡　Bust-Bartels,A.,α.a.θ.,S.94.

32)Matthes,H.,Z)αjむiぶな,,zg孕沁zzφαむGrnazμ&raz&面z回g　jyz　&rya厖ε破aa荊rzj油砂,B�in(DDR)

　1954,S.63,113.

33)GEg励政z心rZ)Z)jぞ,1952,S.501.

34)沁z4a　l)aむ油む�,11.　November　1947,　S点

35)ここでは､Matthes,H･,α.α.θ･,S.160fHこ掲載されている法今の原文を参照｡

36)Badstiibner-Peters,E.a.a.0.,S.202.

37)Bust-Bartels,A,,α.α.θ･,S.45.

38)ReQr心げひS･,1950.6.21,862B.062/6-2150,

39)仙jj.

40)μ,jj.

41)Ewers,K･,Einmhrung　der　Leistungsentlohnung,　S.629.

42)2)泳zaE7zzどdEr　SZE'Z),BandⅢ,S.284,521.

43)Ulbricht,W.,α.α.θ.,S.396;　Bust-Bartels,　A.,a.&θ.,S.37.

44)GEgzz&&2zz&rZ)Z)jぞ,1952,S.401江

45)Uidtke,A･,a.a.0･,S.196.

46)Ggμd心zz&rZ)£)j?,1950,S,839ff.

47)GaEな鼓zzz&rZ)Z)j?,1952,S.501江

48)徳永重良編著『西ドイツ自動車工業の労使関係』御茶の水書房､1985年､95-107頁｡

49)Ulbricht,W.,α.a.θ.,S.240,394.

50)Bust-Baltels,A.,α.α.θ.,S.39.

51)Ewers,K･,Aktivisten　in　Aktion,　S.949.

52)Rgar心げひS･,1950.6.21,862B　.062/6-2　1　50　,

53)Ewers,K･,Aktivisten　in　Aktion,　S.961汀.

54)Ebenda･,S.962.

55)SzzzzijZiJ&ajαlz池z4a&rZ)Z)R,1956,S.191.

56)Ladtke,A･,a.a.0,,S.192.

57)ルcar心げひS,,1951.9.10,862B.00/9-105　1　･

58)B･サレル､前掲報告､28頁｡

59)Zank,W･,α,α.θ･,S.43;　Benz,　Wo而ang(Hrsg.),Z)jEW吻゛ε泌回g&rZ)ε峻丿油aaj&77zayzEzz.びrjgみa,

　£rどなzz£∫ぶど,F∂なaz,　Frankfuit/Main　1995,　S.14.

60)Ulbricht,W.,α.aθ.,S.238.　　　　　　　,

61)Buehheim,Ch.,Wiltsehaftliehe　Folgen　der　lntegnltion　der　DDR　in　den　RGW,　in　:　B　uchheim,　Ch.(Hrsg.),aα.θ･,

　S.346,351;　Lenz,　Manfrtd,Z)jE荊rな咄砂辿gzia四gaZ)Z)j?一釦り心zzz必zz　j剱j-j%j,0pladen　1979,　S,162f;

　Roeskr,J,,Unerwaitet　hohes　Wirtschaftswaehstum　im　Zweijahrplan　1949/50,　in:　Seherstjanoi,　E,(Hrsg.),α.α.a,

　S.276ff;刄gar心げひS･,1951.9.10,862B.00/9-105　1　･

62)B･サレル､前掲報告､29頁｡
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63)Uidtke,A･,a.a,0,,S.193.

64)Ewers,K,,Aktivisten　in　Aktion,　S.948,955祗Bust-Bartels,A.,α.α.θ.,S.46f.

65)Ladtke,A･,a.a.0･,S.193.

66)以下とくに断りのない限り､団体協約に関しては､R･a,r心げび.1,1952.1.25,　862B,　062/1-2552　を参照して

　いる｡

67)Z)必zaazE&rS£Z),BandⅢ,S.450,648.

68)B･サレル､前掲報告､29頁｡

69)Ga心1心#心rDZ)沢,1952,S.203汀.

70)Rgar心げひS･,1952.1.25,862B　.062/1　-2552.

71)拓経

72)7Vgg　Zg咄昭,19.　Juni　1951.　この新聞は､アメリカ占領地区で発行されていたもので､引用文は同紙の別冊で

　団体協約に関して出された､'･Klassenkampf　gegen　die　Arb&er"の一部分である｡ここでは､R｡｡r心げひS･,

　1952.10.31,862B.06/10-3151から引用した｡

73)刄gg心げひS･,1952.L25,862B.062/1-2552,

74)j17ij.

75)Frieke,K.　W･,　吻7即jiz回zg�聊&rj'zα�i7z&rZ)Z)刄K6ln　1984,S.85.

76)刄gar心げひS･,1952,L25,862B　,062/1　-2552,

77)刄gcar心げひ1,1952,6.9,862B.06/6-952.

78)B･サレル､前掲報告､29頁｡

79)Rgar心がaS･,1952.1　1　.3,　862B.06/11-352.

80)Buchheim,Ch･,Wirtschaftliche　Hintergriinde,　S,428.

81)1Ecar心がひS･,1953,5.21,862B.00/5-2153.

82)jVaEjZ)azjaたz7zj,30,　Apri1　1953,　S.1.違成率は96.2%であった｡

83)W･剱za&gricゐz&5Z)Zly　3/1962,　S,10;　ThoB,　B,(Hrsg.),恂1むαΓ77zαj油4恥z一誦gGadzrEjj,Manchen　1994,

　S.329.

84)52年前半の逃亡者数7万2千が､同後半には11万､53年前半には22万5千へ急増し､その半分強が労働者だっ

　たといわれる.Baring,A･,α.α.∂･,S.35f;芒ernダT,　J.(Hrsg.),α.α.∂･,S.122,

85)jVEzg'Z)aむ&&�,4.　Februar　1953,　Sよ

86)7VaむZ)gzむd&2�,15.　Januar　1953,　S.5.

87)Z)泳pzEzzzE&r　SEZ),BandⅣ,B�in(DDR)1954,S.255ff,

88)Z)必zaaな&z‘S£Z),Band�,S.284;　Band.Ⅳ,S.258.

89)鉄道のレールは部分的には半分が粗悪品だった｡　Buehheim,Ch.,W11tschdnche　Hintergriinde,　S.420.

90)Bust-Baitels,A.,α.α.θ.,S.38.

91)Ulbricht,W･,α.α.θ･,S.439.

92)Baring,A･,α,a.θ･,S.34,

93)Bust-Bartels,A･,α,α.θ･,S.94.

94)Z)必zaaな&rS£Z),BandⅢ,S.373;　Band　Ⅳ,,S.233.

95)Ulbricht,W.,α.α.θ.,S.390.

96)jむcg心げひS･,1952.11.3,862B,06/11-352;　Buchheim,　Ch･,Wirtsehaftnche　Hintergrande,　S,419.

97)jVEz4a　Z)gzむ∂z&z�,4.　Februar　1953,　S.1;　j)dpzazzg&r　SEZ),BandⅢ,S.258,

98)Z)必zaazE&r　SZE;Z),BandⅣ,S.257;沁zza　Z)fgzjdz趾zzj,15.　Januar　1953,　S.5.

99)Z)必zaEzzな&rS£Z),BandⅣ,S.233.
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100)£みa必･,S.258.

101)ルcりr心げひS･,1954.5.24,862B.00/5-2454.

102)pdzaazE&rS£Z),BandⅣ,S.257.

103)Baring,A･,a,α,θ･,S.34.

104)1956年からの第二次五ヵ年計画では､｢近代化､機械化､自動化｣のスローガンのもと､技術水準の発展

　による労働生産性向上が緊急課題とされた｡　Weber,H.,α.a.θ.,S.48.

105)Bust-Baltels,A･,α.aθ,,S.58.

106)Na6Z)aむ油&27�,16.　Mai　1953,　S.5;　29.　Mai　1953,　S.1.

107)Frieke,K.W,,Der　Arbeiteraufstand,　in:　Spittmann,　I./Fiieke,K.W.(Hrsg.),α.α,θ,,S.11.

108)星乃治彦『社会主義国における民衆の歴史』165頁｡蜂起の経過については､同書17~201頁などを参照｡

109)Ewers,K./Quest,T･,Die　KimPfe　der　Afbeiterschaft　in　den　volkseigenen　Betrieben　wihrend　und　nach　dem　Juni,

　in:　Spittmann,　I./Fricke,K.W.(Hrsg.),α.α.θ･,S.27ff.

110)Hagen,M･,a,α,θ･,S.60.星乃治彦『杜会主義国における民衆の歴史』53､74､77頁｡同｢東ドイツにおける

　1953年6月17日事件-カール･ツァイス･イエナ社の場合-｣『社会経済史学』58巻6号､64頁｡

111)星乃治彦､同上書､53､77頁｡

112)FDGBの報告によると､蜂起の際の企業内労組の対応は3パターンに分類された｡第一は､労組指導部が

　無視され､彼らを排したストライキ委員会が結成された例､第二は､労組指導部の不信任や解任､労組からの

　脱退がなされた例､第三は労組指導部がストを支持した例である｡これらの具体例として､順に､9､28､19

　例があげられているが､ドレスデンのRTFラジオエ場のように第一､第三例のどちらにも数えられている所

　があり､大部分の企業では労組指導部への不信が問題とされたと考えられる｡同上書､183~184頁｡

113)同上書､74､77､120頁｡同､前掲論文､64頁｡

114)沁z46　Z)ε心dzla4　25.　Juni　1953,　S.1.

115)Mitter,A･,a.a.0･,S.37.

116)では､なぜこうした労働者が意向を表明し交渉する組織も権利も保証しないようなシステムが作られたのだ

　ろうか｡この点に関しては､当初SEDによってその存在価値が認められていたにもかかわらず､.のちに経済

　全体に配慮しないとして解体された経営協議会のより詳しい活動実態とその解体過程の分析によって一つのヒ

　ントが得られるように思われるが､それについては､今後究明していきたい｡

117)ただ､ここで注意せねばならないのは､企業内の生産の末端単位である作業班レベルでは､この蜂起以降と

　くに､非公式ながら労働者と企業側の交渉が行われるようになったことである｡本論第4章n1(2)を参照｡

118)Z)必zaaな&r　SEZ:),Band　IV,　S.443,448;　Fricke,　K.W.,a.a.0.,S.16f.
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第2章　造船業における生産能力の増大と生産の成長

はじめに

　本章からは､造船案へ対象を絞っていく｡本章の課題は､まず､第二次大戦直後から1955年までの時期の造船

業において､そもそも労働生産性向上のための前提となる生産能力(具体的には設備能力と労働力)の増大が､ど

の程度のものであったのか､それによって造船業はどれほどの生産の成長をとげたのかについて検討することで

ある｡そして､造船業の成長過程とその成長を生んだ要因を追うことによって､｢社会主義｣諧国において特定

産業が一定程度成長しえた理由も明らかにしていきたい｡さらに､そうした成長の陰で､産業間･産業内発展上

の歪みや､不十分な質的(生産性)成長といった問題が生じていた点も､ここで確認しておく｡

　なお､本章以下で対象とする造船所は､主にメクレンブルク地方の造船所であり､その他の地方の造船所につ

いては､必要なさいに言及するに留めていることを断っておきたい｡　1948年以降メクレンブルク州に4造船所が

新増設されてからは､生産の中心が内陸造船所からメクレンブルク地方の造船所に移動し､55年の全造船所従業

員中メクレンブルク地方の造船所が約80%を占めていた1｡それゆえ､メクレンブルク地方の造船所を主な対象

とすることで､DDR造船業の分析は十分に果たされるといえる｡　なお当該期のメクレンブルク地方の造船所と

は　以下の8造船所であり､52年4月までにすべて国営企業(｢人民所有企業｣)となっていた｡ヴァリレネミユンデ

(Wamoww�tWamemande)､ヴィスマール(Mathias-Thesen-Werft　Wismar)､ネプトゥ.-ン(Schiffswerft　Neptun

Rostock)､シユトラルズント(volkswerft　Stlalsund)､ヴォルガスト(Peene-W�t　Wolgast)､ボイツェンブルク

(Elbewerft　Boizenburg)､造船･修繕造船所シユトラルズント(Schiaau-　und　Reparaturwerft　Stralsund:　のち

volkswer飢こ合併｡本論でシュトラルズント造船所という場合は､すべてvolkswerftのほうをさす)､レフリン

(Schiffswer盆Reehlin)である｡

I.第二次大戦直後の造船業

　戦前(1936年)のDDR地域の造船業は､全ドイツ帝国の造船業に占めるシェアが総生産で3.0%､従業員数で

3.3%に過ぎなかった｡中規模の造船所としてはロストックのネプトゥーンが存在するだけで､あとは内陸部に
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小規模な造船所が散在するのみであった｡また､圧延鋼などの重要原材料工場もほとんどが百ドイツ側に存在し

ていた｡戦時中､軍需生産のために従業員数こそ1936年の5000人から8000人まで増加したものの､新たに造船

所が建設されたわけではなかった2｡

　ドイツの敗戦が確定的となった1945年5月1日､ソ連軍はロストック港に入港し､即座にネプトゥーン造船所を

占拠した｡軍艦の建造に従事していた同造船所の経営陣は､戦犯としての処罰を恐れ､すでに4月末に設計資料

等を携えて西側へ逃亡していた｡他の造船所でも状況は同様で､ヴァルネミユンデ造船所のもととなるボート工

場でも､経営者は機械や部品とともに工場をあとにしていた3｡残された労働者は､戦災を受けた工場の瓦榛を排

除し､在庫原材料を用いて設備の修理を開始するとともに､近郊の橋の修復などにも協力した｡ネプトゥーンで

その活動の中心にあったのが､6月中に組織されていた労働者評議会(Arbeitemlt)であった4｡ネプトゥーンで

は､一部の労働者は､5月31日から賠償の一環として開始されたソ連軍による｢生産設備の解体･撤去｣

(Demontage)作業にも従事した5｡

　ネプトゥーンにおける解体作業のピークは､シュベリン在駐のソ連軍戦利品部隊が､機械設備･道具･倉庫内

の資材の大部分を搬出した7月18日であった｡そのほか､熟練度の高い専門工が多く､浚渫船(Bagger)等の建造

に高い能力を有していたロスラウ造船所(ROBlauer　Schiffsw�t)は､ほとんどすべての設備が解体された｡ベルリ

ン(Yachtwerft　Bernn)とドレスデン(Schiffswe池Dresden-むbigau)も部分的に解体にあった｡だが､これらの解

体･撤去した設備によって､ソ連に新たな造船所が建設された事実はないといわれる6｡

　ネプトゥーンでは､当初全設備の解体が予定されていたものの､結局一部の設備は残されたまま､10月10日に

解体は終丁した｡これには､いくつかのソ連の国内事情が反映していた｡まず､戦災を受けなかった船がないと

いわれるソ連船舶の状況は､それらの船の早急な修繕を必要とさせた｡これに､戦後の食科不足のなか､DDR

地域とソ連への食料供給のために､漁船を修繕･新造するという必要性も加わった｡さらに､1945年秋以降､ソ

遵の指導部内で､最大限解体･撤去するという賠償徴収方法から､DDR地域の生産能力を利用する(=｢現行

の生産からの製品納入｣を重視)という方法に考え方が移行しつつあった事実も重なった7｡とくに第二次大戦中

のソ連の造船能力は世界の23位でしかなく､その能力も軍言生産へ傾注していたために､戦前からの造船の伝統

をもつドイツから､商船･漁船の調達を目指したのである｡こうしてソ連は､造船所設備の解体を中止し､残存

能力を船の修繕･新造に利用する方向へと変化した8｡

　解体による造船業の設備の損害度を測ることは資料的に難しいものの､造船を含む輸送機器産業全般では､生

産設備の21%が戦災で､54%が解体で失われたとされている9｡ただ造船以外の産業では､45年秋以降も大規模

な解体がなされ､最終的には48年春まで続いた所もあったのに対してlo､造船では45年10月という早い時期に終
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丁したことを考慮すれば､輸送機器産業の平均よりも多少解体の比率が低いと考えるのが妥当であろう｡いずれ

にせよネプトゥーンでは､米軍の爆撃と撤退途中のドイツ軍の爆破により被った戦災と合わせて､戦中期の設備

の約80%が損失したといわれる｡造船業全体の従業員数も､戦時中の8000人から戦争直後には1100人にまで減

少しており11､｢1945年のDDR地域には､造船産業というべきほどの生産能力は存在しなかった｣のであ

る12｡

H.造船所の建設･拡張

　DDR地域のすべての造船所は､1945年12月18日のSMAD命令173号により､ドイツ中央管理局運輸部局の

管轄下におかれた｡この命令は､DDR地域の造船能力を主に賠償用生産のために利用することを事実上確定し

たもので､1945μ6年冬季だけで1774隻の船の修繕を命じた｡そのために､造船所への優先的な資材･エネル

ギー･労働力の供給を規定し､ソ連からも木材2000�､鉄板･型鋼700トンが提供されるとした13｡ソ連は､

DDR地域の造船能力を利用することに決すると､一転して資材･設計図を提供し､生産の開始に協力した｡

　戦争直後の時期は､比較的生産能力が残存していた内陸部造船所が生産の中心であった｡上記の命令173号で

修繕命今を受けたのは､先述のベルリン､ドレスデンのほか､フュルステンベルク(SchiffswerR　Farstenberg)､

マグデブルク(Staatswerft　Rothensee)､ブランデンブルク(volkswerft　"Emst　Thiilmann"　Bmndenburg)など内陸部

の造船所のみであった｡メクレンブルクのバルト海沿岸地域に存在するヴァルネミュンデ､ヴィスマール､シユ

トラルズントの各造船所が本格的に生産を再開したのは､1946年6月3日のSMAD長秘密命今0126号以降であ

る｡この命今により､沿岸造船所では賠償用を中心とする船舶の修繕を始めるとともに､生産能力の拡大を目指

して工場の新設･拡張工事が開始された14｡

　バルト海沿岸造船所の拡張が勢いを増したのは､1948年春､冷戦の影響でエルベ川が遮断されたのちであっ

た｡それまでは内陸造船所で建造された船を沿岸造船所まで輸送して最終的に仕上げ､ソ連に引き渡すというの

が､賠償用生産の基本パターンであったが､それが不可能となったのである｡対処策として､48年6月､造船業

に関するSMAD命令103､104､112号が立て統けに公布される｡これらの命今では､シュトラルズントを年産

百隻のラガー(Logger:沿岸漁業用小漁船)建造工場へ､ヴァルネミユンデを年修繕額1500万マルクの修繕工場ヘ

拡張し､ヴォルガストにも年産68ラガーエ場を新設するよう命じられた｡そのためにSMADから造船所とその

建設企業へ500万マルクの信用のほか､金属や燃料､トラック､労働者への追加的食料が供与されるとした15｡
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このほか1940年代後半期の造船業への投資額については､1946年春にソ連からヴィスマールヘ438万マルクの信

用が供与されている｡ドイツ当局からは､シユトラルズントが49年だけで2643万マルクの投資を得たのを筆頭

に､1948~50年の3年間で4111万マルクを､ヴォルガストも同じ時期に944万マルクの投資を受けていた16｡

　1950年以降は､全DDRの賠償生産のうちほとんど100%が､重機械､造船､輸送機器(造船を除く)産業に集

中する｡造船業の賠償生産計画額は､1949年が76百万マルク､50年には121百万､51年136百万､52年147百

万､53年227百万マルクと､毎年次第に増加した17｡これは､50年以降､冷戦下の国際情勢を考慮したソ運が､

当時要求していた賠償額63億4千万ドルの半分を放棄して､賠償額を次第に削減していった全体的な傾向とは

まったく巡のものであった｡ここに､DDR製の船舶に対するソ連の需要の高さがうかがわれる｡また､1949年

には｢メクレンブルク州の造船所は､ほとんどもっぱら賠償のために操業してい｣たが18､50年7月のSED第3

回党大会では､DDR自国用の遠洋漁船･貿易船団の創出とそのために必要な生産能力の拡張が叫ばれ､賠償だ

けでなく国内用漁船･商船建造のためにも造船業は重視される｡さらに､51年にヴォルガストが｢国防企業｣に

指定されたことが示すように､DDR海軍の軍艦需要も発生し始めた｡これは冷戦の進行と朝鮮戦争の勃発とい

う国際環境のなかで､50年以降軍備が拡張された一環であった｡軍艦の建造に携わったのは､ヴォルガストのほ

か､ネプトゥーン､ロスラウなどの造船所である｡ただし､軍需生産が本格化するのは､次の56年からの第二次

五ヵ年計画期においてのことであった19｡

　これらの需要充足のため､造船業に対しては多大な投資がなされた｡表2-1は､1951年から55年までの第一次

五ヵ年計画期における造船業への投資額を示すものである｡それによれば､ヴオルガストを除く造船所で､すで

に計画終了前年の54年末の時点で､実際の投資額は計画額を上回るものであった｡別め資料によれば､1950~

53年にネプトゥーン､ヴァルネミュンデ､ヴィスマールの3造船所だけで2億3650万マルクが投資され､｢賠償

生産に従事している産業で他にこれほどの投資を受けた産業はない｣といわれている2o｡また､機械製造省の造

船主管局は､本計画が確定される前の計画案に従って､造船所の建設のための投資を開始してもよいという特別

表2-1　バルト海沿岸造船所への投資額(千マルク)
第一次五ヵ年計

による計画額

1954年末までの

際の投資額

ヴァルネミユンデ ･　　　　　　96082 98593

ヴィスマール 87493 107891

ネプトゥーン 15311 26692

シュトラルズント 54280 67687

ヴオルガスト 49725 41384

(出所)BAP,DG3,Nr.1691.
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の許可も与えられていた21｡

　ただ注意すべきは､投資額の高さが即座に造船所の生産能力の十分な拡充につながっていなかった点である｡

設備建設用の資材が不足して､建設が進まないのは頻繁にみられる状況であった22｡また､造船案は､総生産額

の約4割を部品供給産業に依存する産業であったが､部品供給産業への投資が不十分で､造船業との生産能力に

不均衡が生じていた｡戦前･戦中期のDDR地域の造船業は､部品の大部分を西ドイツ側から購入していたが､

戦後の東酉分断によってそれが十分に果たせなくなったため､自国内における調達への転換が目指されていた｡

ロストックに船舶用のディーゼルモーターエ場が建設されるなど､造船業へ専門的に部品を供給する企業の強化

も進められていたものの､50年代初頭にはDDR国内の生産能力では完全には需要が充たされていなかったz3.

さらに､造船所内部でも､船体建造能力が徽装能力の3倍に達して工程間で作業速度に差が生じたり､機械化さ

れている設備と手作業しかできない設備が混在するなどして､作業が停滞することもしばしばであった24｡

　とはいえ､他の産業にはないような投資を受けた結果､1950~55年にかけて造船業の固定資産の増加度は､全

産業中とび抜けたものであった(表2-2参照)｡

表2-2　1950~55年にかけての

　固定資産の増加(1950年=100)

産業部門 1955年

1.造船 193

2.金属 159

3.鉱山 145

4.被服 142

5.輸送機器(除造船) 127

全工業 119

　　　　　　　　　　　　　　　　　(出所)Melzer,M.,α.α.θ.,S.175.

　次に技術面についてみておきたい｡元来造船業の技術発展のためには､他の産業と比べさほど多くの投資と時

間を必要としない｡加えて第二次大戦直後､船の建造法が鋲接から溶接へ移行したという世界的な環境は､この

時期に産業を立ち上げた国の造船業には､新技術の円滑な導入という点で有利に働いた｡これは戦後日本造船業

が急連に発展した一つの要因として指摘される点であるカ125､戦後ほとんどの造船所が新増設されたDDR造船

業にも同じことがいえる｡　DDRも､造船所の新増設にあたって､この時期に世界の造船業が取り入れた新技術

を導入していったのである｡

　当時の造船業の技術革新で最も大きな意義をもったのが､溶接の導入であった｡それは､溶接によって､鋲接

よりも鋼材使用量を約2割減でき載貨重量も増加しうる､船体表面を滑らかにすることによって水中部の摩擦抵
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抗を減少させるなど､直接的な利点もさることながら､それ以上に､溶接の導入に伴って､それまで手作業中心

だった造船所の機械化が進展したことが重要であった｡すなわち､第一に､溶接の採用によって鋼材切断作業の

精密･正確化が要求された結果､内業加工工程において自動ガス切断が導入され､切断作業の機械化による鋼材

の切断の精密化､作業の簡略化が果たされた｡第二に､作業が容易な下向き溶接の部分を増やすために元来始

まったブロックごとの船体組立方法から､流れ作業であるブロック建造法(Sektionsbauweise)が確立された｡従

来の層状建造法が､船台の上に龍骨をすえ､それに肋骨を組み､鋼板を一枚一枚鋲で打ちつけていたのに対し､

ブロック建造法は､船体をいくつかのブロックに分かち､各ブロックを地上でなるべく便利な方法で組み立て､

出来上がったブロックを緩急の順により船台上に運んで取り付ける方法である｡この建造法の利点としては､流

れ作業化による建造時間の短縮､従来船台でほとんどの組立作業をしていた頃に比べると船台利用期間が短縮さ

れ生産手段の稼働率を大幅に上昇させうること､屋内での作業が増えたため天候の影響を受けることが少なくな

ること､また下向きの自動溶接の割合が大きく増えて溶接の精度が高められることなどをあげうる26｡

　DDR造船業においても､1940年代末から50年代前半にかけて､溶接や自動ガス切断などの新技術が主要技術

となっていった｡とくに50年代半ばになると､すべての造船所でアーク溶接が採用されていたが､この溶接技術

は､DDRの他産業では､なおまれにしか採用されていない技術であった｡流れ作業化に関しては､54年秋時点

で､｢最も広範に流れ作業生産が導入されている｣といわれていたシュトラルズント造船所を例にみてみよ

う27｡同造船所では､完全溶接船であるラガーの年産百隻建造を目指して1948年6月から大規模な造船所拡張工

事が始まったが､49年半ばには大部分が屋内の3つの流れ作業ラインをもつ組立場が出来上がっていた｡ライン

において最初のラガーが完成したのは1950年1月のことであったが､51年にはラガー年産36隻となり､その後57

年には年106ラガーを建造するまでとなっていた｡その建造順序は図2,1にみられる通りであるが､まず内業加工

された鋼材から数百個の小さなブロックが作られていく｡それらブロックはラインを進むうちにより大きなブ

ロックとなり､最終的には7つの環状ブロック(Ringsektion)へと組み立てられる｡そして環状ブロックが船台で

船体へと組み立てられる｡ラガーは95%の完成度で流れ作業ラインから去り､儀装岸壁で最終的な儀装が施され

ることとなる｡シュトラルズント造船所では､流れ作業化による建造時間の短縮によって､1951~56年にかけて

建造時間が約30%短縮されたといわれている28｡

図2-1　シュトラルズント造船所におけるラガー建造過程

内業加工　小組立jl　中組立場　造機･配管･家具取付　塗装　帆柱･煙突等取付　大組立場船台　載装岸壁

･-(　　　　　　　屋内

(出所)Z)iE&Ew沢sd¥ゐrZ)Z)j?　,　S.127.
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　こうしたDDR造船業の流れ作業方式の導入率は､国際的にも高水準だったといわれる｡ただし､この点は､

DDRの技術水準が優れていたというよりも､一般に船はオーダーメイドのものが多い中で､DDRでは､ソ連

をはじめとするコメコン諸国からレディメイド船への安定的かつ犬量の需要があったことが大きかった｡その需

要の存在が同型の船を流れ作業ラインで大量に建造しうる前提条件となっていたのである29｡そして注意せねば

ならないのは､こうした新技術が導入されていたことと､それが有効に使用されていたこととは別問題であった

事実である｡この点については次章で検討する｡

Ⅲ.労働者の調達

　メクレンブルク地方の造船所は､1955年までの10年間で3万人以上という非常に多数の従業員を新たに雇用し

た｡ここでは､雇用された労慟者の質に主に注目しながら､造船所がいかなる給源から労働者を調違したのかに

ついて検討しておきたい｡

　1939年､メクレンブルク地方の全就業者中､工業部門の就業者の占める割合は27.3%であり､これはDDR

地域の平均値45.0%(戦後の領域に従って計算し直したもの)と比べかなり低かった｡また､戦争末期のDDR地

域の造船業は､前述のように従業員約8000人を擁したものの､この主要部分は強制労働により編成されていた｡

ネプトゥーン造船所では従業員の3分の1が外国人で､残りも予備役兵が主であった｡これらの事情から､終戦直

後のメクレンブルク地方には､造船業の労働者としてすぐに利用しうる層がわずかしが存在しなかった｡ちなみ

に1943年のネプトゥーンの従業員数は約4000人であったが､45年6月に作業が再開されたさいにはわずか250人

となっていた｡のちにヴァルネミユンデ造船所となるボートエ場には､45年夏に28人が､このボートエ場の支社

であったシュトラルズント造船所にも､10月に106人の従業員がいたにすぎなかった3o｡

　終戦直後のメクレンブルク地方の造船所はこうした状況下にあったものの､その労働者の調達は基本的にメク

レンブルク内からなされることとなる｡これは一つには､メクレンブルク州の人□が､1946年10月に戦前比150

%となったという急激な人口増加に起因した｡その増加を生んだのはオーデル以東の旧ドイツ領から避難･追放

されたドイツ人移民であった｡メクレンブルクには45/46年の冬に約100万の移民がいたといわれ､47年12月の

調査では､州人口の44%が移民であった｡彼らこそが造船所従業員の一つの重要な給源となり､造船所に雇用さ

れることにより｢多くの移民が､新しい仕事と放郷を見つけた｣のである31｡この移民のなかには､オーデル以

束の造船所にいた専門労働者が含まれていた｡ヴィスマール造船所で46年に操業を開始したさい中心となったの

47



は､シユテティンのヴルカーン(vulkan)造船所からの250人の技師･労働者であり､47年のヴァルネミュンデで

も､ヴルカーンからの1865人の労働者が雇用されている｡また､元造船労働者ではなかった移民のなかにも､職

業訓練を受けた者が多かった｡もちろんこのなかには､造船労慟に即座に適応しうる訓練を受けた者ばかり含ま

れていたわけではないが､州労働局によるロストックの移民収容所での調査では､移民の約8割が何らかの職案

訓練を受けた経験があった32｡

　このほか､比較的高い質の労働者の給源となったのは､戦前･戦時中､メクレンブルクの他産業で就業してい

た労働者層である｡彼らのなかには､戦時中､飛行機工場で働いていた金属工､中小企業で雇用されていた旋盤

工､機械工､溶接工など､造船所で利用しうる熟練層が含まれていた33｡

　しかし､労働者の調達は､熟練層ばかりを給源としたわけではなかった｡大きな給源をなしたのが､とくに女

性や年少者(Jugendnche)を中心とする未熟練層であった｡　DDR地域の全般的な男性労働力不足は､メクレンブ

ルクでも同様であり､1946年10月に同州の女性人口は､男性人□より34%も多かった｡こうした男性労働力不

足を補うため､女性の生産工程への進出が促進された｡元来DDR地域の造船業は女性の進出が弱かった部門で

あり､1944年には全従業員中女性の占める割合は5.8%にすぎなかった34.ところが､戦後1950年には女性比率

は14.5%へと急増し､52年にその比率はヴァルネミュンデで23.1%､ヴィスマールで17.5%､シュトラルズン

トで15.6%となった｡さらに54年のヴァルネミユンデでは24.9%まで上昇した｡年々､女性が給源として占め

る地位は高まっていったのである｡だが､元来女性進出の弱かった造船業の女性労働者の大部分は未熟練工で

あった35｡また､女性と重複する部分もあるものの､年少層も次第に大きな給源となっていった｡年少層が造船

業の全従業員に占める割合をみると､1950年には8.1%であったが､54年には11.3%へと上昇している｡　54年の

ヴァルネミュンデではその割合は12.3%とされており､年少層の割合も女性と同様に拡大傾向にあった｡造船業

において､徒弟(Lehrling)が全従業員中に占める比率は､50年に15%であったが､52年には19.5%まで上昇して

いた｡　52年の造船業での新規採用者のうち､65%が徒弟としての採用であった(うち女性が35%)｡こうして

　｢全DDRでも､造船業でも労働者階級の数的増大は､大部分女性と年少層の流入の結果であった｣といわれて

いる36｡さらに､1950~52年にかけて､規模は不明であるが､農業労働者からの移入が急激に増大したことも資

料に指摘されている｡このほか､工業労働以外の職業に従事していた男性も一つの給源であった37｡

　これまでみてきた諧給源が､それぞれどの程度の数を供給したかを具体的に示すデータを見出すことはできな

かったものの､当時の造船業で専門労働者の不足が一貫して問題とされていた事実(第4章I参照)からは､移

民･地元出身の熟練層が､造船所の専門労働者需要を充足し得ていなかったことがうかがい知れる｡労働者の給

源としては､移民と地元出身の熟練層を一定程度雇用したあとは､女性･年少層･農案労働者といった未熟練層
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へとその中心が移動していったことを一般的傾向として指摘しうると思われる｡　1955年までのメクレンブルク地

方の造船所従業員数は､表2-3のように､非常に急激に増加した｡

表2-3　メクレンブルクの造船所

　の従業貝数(レフリン除く)

年 人

1946 約1,500

1947 7,240

1948 11,210

1949 24,850

1950 27,010

1951 31,910

1952 34,840

1953 39,090

1954 39,920

1955 35,900

(出所)Labahn,K.,α.α.θ.,Tabene　19.

Ⅳ.賠償生産の優先

　生産設備を拡張し､労働者数を増加していく一方で､重要賠償産業であった造船業の生産計画達成のために

は､資材や臨時の労働力供給においてさまざまな優遇措置がとられていた｡｢DDR地域のすべての州が造船業

の生産に協力せねばならなかった｣38｡　1940年代にはSMAD命今のなかで､造船所に原材料を供給する企業が

細かく指定され､それらの企業は､造船所への原材粋供給を｢緊急の課題として扱い｣､｢造船所の生産を滞ら

せることのないよう｣命じられた39｡　46年には造船業の支払いを30%免除するといった規定もSMADにより命

令された4o｡　49年10月のDDR建国後は､DDR敗府により同様な措置がとられた｡労働力は､他の産業からの

強制的な移動により､49年のネプトゥーンでは1000人の労働者が計画以上に投入されるなど､造船所の必要に応

じて数百人規模で臨時に追加投入された41｡｢生産計画は労働力の集中的な投入によって達成されている｣とも

いわれていた42｡ソ連は原材料の供給に協力し､造船のために最も重要な素材である板金の需要は､54年にはほ

とんど100%がソ連により充足されていた43｡

　1950年以降はDDR国内向け生産も重視され始めたとはいえ､賠償用生産が最重要課題とされることに変わり

はなかった｡造船業内部では､生産能力が､賠償用生産へ集中的に向けられていた｡原材料･部品納入において
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は､｢ソ連から輸入される板金は､一義的に賠償生産用のものであり､DDR向けの漁船建造のためには分配も

されない｣といわれた44｡すべての部品供給企業は､｢賠償のための部品を､他のあらゆる課題に優先して､高

い質で､期日を守って納入せねばならない｣とされた45｡賠償計画の達成のために､造船所間でも労働力の移

動･集中投入がなされた46｡造船所では｢52年上半期に､賠償生産のため全能力を傾注した結果､DDR用のラ

ガー建造が大きく遅れた｣り､国内の定期航路用船舶の修繕がなされず､｢このままでは運航の中止に追い込ま

れる｣ほどであった47｡

　実際､1952年の人民経済計画(賠償生産､DDR国内用生産をともに含むもの)と賠償生産計画(賠償生産の

み)の双方の違成度を比較してみると､シュトラルズントでは､賠償生産計画は100%違成されたが､人民経済計

画はわずか49.2%しか達成されなかった｡同じくヴァルネミュンデでは､賠償生産計画は101%であるのに対し

て､人民経済計画は87.2%の違成度であり､他にもロスラウ､ブランデンブルク､マグデブルクも同じ状況で

あった48｡賠償の達成のためには､DDR国内用生産をおろそかにせざるをえなかったのである｡

　かかる状況を生じさせたのが､造船所に対するソ連の直接的な影響力の行使であった｡造船所は､賠償用生産

の開始にさいして､ソ連管理委員会(sowjetische　Kontronkommission)からとDDRの賠償局からの二つの命令

を受け取った｡ソ連管理委員会からの命今には､建造する船舶の型から使用する原材料､納入期日などが細かく

指定されており､賠償局の命令には単にソ連の命今を受けての生産額が規定されているだけであった49｡ソ遵

は､設計にも干渉し､｢壁の色を赤に変更せよ｣といった細かな指示まで命じた｡造船所側は､ソ連のたび重な

る設計の変更によって作業が遅れを被っていることを賠償局に訴えてもいる5o｡作業の進行度合は､ソ連の建造

監督局(Bauaufsicht)により点検され､月ごとに作業の進行度が算出された51｡完成した船は､ソ連の検査委員会

(Abnahmekommission)により検査され､ときには300点余りも点検し直すよう命じられた｡また､賠償生産が期

限通㈲こ完丁しなかった場合には､造船所指導部が更迭されたり､造船所に違約金の支払いが課された52｡ヴア

ルネミュンデは､1951年の賠償不達成のために､590万マルクの違約金を課されている53｡

　ソ連は､冷戦下の国際状勢と1953年6月労働者蜂起後のDDR国内状況を考慮して､53年末で賠償受け取りを

停止する｡だが､賠償の終結と同時に､ソ連のDDR製船舶に対する需要がなくなったわけではない｡　1954年以

降は､賠償が貿易という形に変わっただけであり､造船業は､50年代半ばにも建造した船舶の80%をソ連を中心

とするコメコン市場へ輸出した｡造船業に対するソ連の最大市場としての地位は､賠償後も変化することがな

かった｡またソ連は､引き統き造船所に対して設計や使用原材料について命令を出せる立場にとどまった54｡
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小括

表2-4　第一次五ヵ年計画期における総生産額､固定資産額

　従業員数､労働生産性の上昇度(1950年=100)
-------

総生産額 固定資産額 従業員数 労働生産性

造船 237(285) 193 145 140(184)

全工業 194(190) 119 118 154(161)

　O内は第一次五ヵ年計画の目標値

(出所)BAP,DE1,Nr.5014,B1.160;　Nr.13012,B1.4;　Steiner,　A.,

　　a.a.0.,S.285ff;　Melzer,　M.,α.α.θ･,S.175.

　DDR全体の造船業は表2-4にみられるような成長を遂げた｡第一次五ヵ年計画期に､造船業は､総生産額で

2.37倍(全産業中3位の上昇度)55､固定資産額で1.93倍(同1位)､従業員数で1.45倍といずれも全工業の平均を

大きく上回る上昇度を示した｡総生産トン数は､1948年の約2万トンと比べれば､55年には約12万8000トンまで

6倍強に増加したとされ､従業員数は､終戦直後の1100人に対して､55年には40倍の約4万5000人へと急増して

いた56｡こうした成長を促した主因は､賠償による需要であった｡　DDR造船業は､53年末までに約1160隻の船

の新造と400隻余の修繕を賠償用に果たした｡これは額にすると､新造が11億2000万マルク､修繕が9億マルク

の計約20億マルクであった57｡　1948~53年の造船業の総生産額は25億7800万マルクとされており58､生産額が不

明な47年以前はなお生産能力が小さかったことを考慮すれば､賠償は総生産の約8割を占めていたということが

できる｡賠償は､その負担額の大きさから､DDRの経済成長を遅らせる要因であったとされるが59､造船業を

取り上げてみると､賠償向けの生産を担わされたことが､かえって同産業の成長を促す主因にもなったのであ

る｡そしてまた､これらの生産を可能としたのが､述べてきたような計画経済下での投資･資材･労働力の集中

であったといえよう｡こうしたDDR製船舶に対するソ連の需要は､賠償終丁後にも変わりなく存在し統け､他

のコメコン諸国からの注文も合わせて､DDR造船業は安定的な受注量を確保しえたのである｡

　ところが､特定部分への投資･資材･労働力の集中は､産業間･産業内発展上の歪みの問題を発生させた｡そ

れは第一に､投資のアンバランスによって､造船業と部品供給産業の生産能力に不均衡が生じており､また造船

所内部でも工程間の拡張テンポに差があったため､作業が停滞した事実であった｡第二に､賠償用生産に能力を

傾注したために､DDR国内用の商船･漁船の建造･修繕がおろそかにされざるをえなかった｡この点は､

DDRの1950年の輸送能力が戦前の50%ほどにすぎなかった(同年の西ドイツは80%まで回復)ことの一因とな

り6o､また｢漁船の修繕の遅れにより毎年4000トンの漁獲高が損失している｣といわれる状況を発生させた61｡
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　さらに重要なのは､表2-4が示すように､第一次五ヵ年計画期における造船業の労働生産性上昇度は､生産

額､固定資産額､従業員数とは対照的に全工業の平均以下だったことである｡また､労働生産性と生産の上昇度

は､第一次五ヵ年計画での造船業自身の目標値を大幅に下回っていることに注意せねばならない｡機械製造省の

資料にも､｢造船業では現存する設備･技術条件に対して労働生産性の伸びがまったく不十分｣なことが指摘さ

れている62｡この理由としては､造船業が元来労働集約的な産業である点も指摘できようが､理由はそればかり

ではない｡他産業にないような投資を受け､とび抜けて1位の生産設備の拡張を果たした造船業において､なに

ゆえ労働生産性の伸びが不十分であったのか｡次章以降では､この点の理由について､企業現場の実態から検討

していくこととする｡

1)Bundesarehiv,Abteilung　Potsdam　[以下､BAP],DG3(機械製造省資科),Nr.4119,BI.10.

2)Melzer,M,,α.α.a,S.167f;　Stmbel/Dame,α.α.θ.,S.111.

3)BAP,DE1(国家計画委員会資料),Nr.14643,B1.167;　POBekel｡　K.,Ander　Kaste　Mecklenburgs,　S.570;　j4θjalzrf

　£jぶどηぶ油む芦αz4訥沢θぶzθd,S.87.

4)BAP･　DE1･　NI･13012,　BI.1;　Knlmer,　R･/Stahl,　J･,　Neubeginn　durch　Wiedergutmachung,　in:　Z)Egzj油Er趾zrizlE-

　ねlgzz&r,　199　1,　S.　146;　agzz汝-yES　S油県wgび沁17細zz励5zり味Rostock　1979,　S.26.この労働者評議会は､10

　月に最初の選挙が行われた経営協議会へと改編された｡

5)aa&2,s.25.こうしたドイツ人の解体作業員は全DDR地域で投入され､ソ遵軍の監視の下､ソ連側から賃金

　を受け取って作業した｡　Karlsch,R.,A11.i,z　l,｡z必肘,S.68.

6リ初丿必Γε瓦yajd畝恥zz,S.87;　Hamlssen,　G.-W･,ル7zA&g㎡&rZ)a回zなzμ,Bremen　195　1　,　S.101£

7)K�sch,R.,AI/｡i,z　l,｡z必r,S.164.

8)Strx)be1/Dame,α,α,θ･,S.9-12;　Kramer/Stah1,　a.a,0･,S.149.

9)BAP,DG2(重工業省資料),Nr.1311,BI.90.

10)Karlsch,R.,AI&i,z　l,｡z必かy,S.85.

11)Kompix)st,R･,a.a.0･,S,257.

12)BAP,DE1,Nr.13012,B1.1.

13)BAP,DX1(SMAD命令集),SMAD-Befehl　Nr.173,18.Dez.1945.全SMAD-Befbh1の一覧は､Foitzik,Jan,jzzyazar

　&r召φ/zl｡&jθ1,｡az｡,zazφd｡r&,勿ε心油aM訪aΓα必zizz£szrα励zz　i7z　Z)Ezむ油1αM,　Manehen/New　Provindence

　/London/Paris　1995　にある｡

14)BAP,DC2(賠償局資科),Nr.2114.

15)BAP,DX1,SMAD-Befehl　Nr.103,7.Juni　1948;　Nr.104,8.Juni　1948;　Nr.112,23.Juni　1948.

16)BAP,DG3,Nr.169　1　;　Komprost,　R,,a.a.0･,S,258.

17)Kallsch,　R･,　Umfang　und　Struktur,　S.68.生産ヲストを低く見積もるこの計画額は実際の賠償額とは‾致しな

　い｡

18)BAP,DC2,Nr.11390,B1.265.

19)Meh1,H./Schafer,K･,Z)iEa&Γε&z心aE顛2幽らStuttgart　1995(2,　AuSge),S.8-13.

20)BAP,DC2,Nr,17413,B1.202.

21)BAP,DE1,Nr.1　1970,　B1.25.

22)Ebenda.,B1.1f.
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23)BAP,DE1､Nr14643,B1.28,169.1951年7月､機械製造大臣は｢すべての部品はDDR国内で製造しうる｣と

　主張し､自給体制への強い意欲をみせていたものの､造船所指導部の間では40年代にはなお入手可能であった

　西ドイツ側の部品を取り寄せようとする傾向が強かった｡　BAP,DG3,Nr.4062,BI.35.

24)BAP,DE1,Nr.14643,BI,29,171.

25)伊丹敬之十伊丹研究室『日本の造船業一世界の王座をいつまで守れるかJNTT出版､1992年､10頁｡

26)j)iESawi心油¥&r,Z)Z)j?,S,39,125.東京大学社会科学研究所『造船業における技術革新と労務管理』東京大

　学社会科学研究所調査報告第2集､1960年､29､34頁､川崎文治｢我が国造船工業経営合理化上の諧問題-そ

　の生産管理と労務管理側面-｣『経営と経済(長崎大学)』､第43巻3号(1960年10月)､73-74､78頁｡
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第3章　造船業の企業現場における労慟生産性向上の限界(1)
　　　　　一生産計画､原材料･部品供給および技術上の問題点-

はじめに

　ここからは､造船案における労働生産性伸び悩みの理由について具体的にみていく｡まず本章では､拡張され

た設備能力が十分に利用されていたかという観点から､生産計画､原材料･部品納入､新技術使用上のそれぞれ

の問題点について検討していくこととする｡なお本章では､現場におけるさまざまな問題点が､戦後初期(1945

~50年あたり)と､本格的な経済計画が開始された第一次五ヵ年計画期(1951~55年)とでは､やや性格に差があ

ると思われるため､まず最初に戦後初期の状況をみておき､その後第一次五ヵ年計画期について上記の3点から

検討していくこととする｡

I.戦後初期の生産困難

　まず､当該期の企業現場の様相に関して､具体例をいくつか見てみよう｡

　1947年12月20日のシュベリン地方工業管理部造船部局からメクレンブルク州敗府への書簡は､当時の造船所

の状態を次のように記している｡F造船業は､他の部門とは此較できないほどの原材料･部品を必要とするが､

DDR地域には､型鋼･圧延鋼などの工場が存在しない｡造船所では､それらの酉からの納入を1年以上も待っ

ている｡生産は､在庫原材料や解体された別の工場からかき集めてきた資材により進展するだけである｡木材

も､木材産業自体の賠償納入が多すぎるので､造船のためにはまわされてこない｡これに加えて､専門労働力も

不足している｣1｡この時期は､一般的に部品供給産業が自らの賠償課題を果たすのに精一杯で､造船業のような

加工産業へは部品がまわらず､加工産業の生産は苦境に立たされていたのである2.

　造船業においては､1946年6月5日のSMAD命令167号以降､ネプトゥーン､フュルステンベルク､オーデル

4ルク(Schi胎wer盆Od�)erg)の3造船所が､｢ソ連所有株式会社｣(Sowjetische　Aktiengesellseha幻となってい

た｡これらはソ連直轄の造船所として､SMADの監督下で優先的に資材やエネルギー供給を受け､賠償生産に

従事した3｡しかし､生産の困難は､｢ソ連所有株式会社｣でも大差なかった｡｢1949年前半期のネプトゥーン
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における賠償生産の多くは期限通りに達成されなかった｡船橋用平底ボート(Ponton)は､同期に34隻がソ連に納

入される計面であったが､実際は1隻しか納入されなかった｡この原因としては､資材と専門労慟力の不足が挙

げられる｡資材に関しては､納入された鋳造資材の質が悪い｡労働力は､3月のSMADとの交渉で1000人が補

填されたものの､これらの労働者は必要な技能を欠いている｡たとえば溶接工では､完全な熟練工は17%しかお

らず､ノルマは38%しか果たされない｡また急激な労働力の増加により､職長はそれまでの2倍の人員を監視す

ることとなり､さらにこれらの労働力の一部は､8週間だけの期間限定の労慟者であるため､労働モラルが低

い｣4｡

　状況は､DDR国内向け生産になるとさらに悪いものであった｡｢1950年のマグデブルク造船所では､引き網

船(Seiner)建造が計画目標に遠く及ばなかった｡その理由は､①造船所指導部が計画に関して十分に検討を加え

なかったこと､②計画に無理があり､それはあらゆる精神的･肉体的能力の傾注によっても達成が難しいもの

だったこと､③シュトラルズントのラガー建造のために80人の専門工が引き抜かれたこと､④1950年の生産用の

設計図を入手できたのが3月になってからであり､また設計図が十分な検討を加えられたものでないため､たび

たび変更の必要があり､それゆえ生産にも遅れが生じたこと､⑤たえず板金､型鋼､木材などの供給が遅れたこ

と､⑥資材の納入や造船所の建設の促進に関して責任の所在が不明確であること､などである｣5｡

　以上の例をみると､この時期には､総じて戦争直後の物資不足と産業創業期の専門労働力不足といった一時的

な条件が主に影響して､生産に困難が生じていたように思われる｡ただ､次のような事実にも注目すべきであ

る｡｢1949年夏､シユトラルズント造船所で生産性が低下した｡これは､造船所が建設中であることにも起因す

るが､それが唯一の理由ではなく､労働の怠慢､労働規律を欠如させるような労慟組織4個々の労働者･職員の

責任の欠如にも問題があった｣6｡この時期にも､労働の怠慢や現場の責任の不明確さといった次の第一次五ヵ年

計画期に広くみられるようになる問題点がすでに指摘され始めており(上の三つ目の事例にも同様の指摘があ

る)､それが生産性の面にも負の影響を及ぼし始めていたのである7｡

皿.第一次五ヵ年計画期の問題点

　この時期は､前の時期と比べれば､計画経済システムの諸特徴にその原因を求めうる問題点が､より顕著に現

れだした時期として捉えることができる｡それらを検討する前に､まず､以下で述べる諸問題が全体のなかで占
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上級管理レベル

中級管理レベル

企業レベル

図3-1　造船業における生産計画､原材料･部品配分計画の基本構造(1952年初頭時点)

○生産計画

　　　ソ連/SED

　　　　　　↓

賠償局/国家計画委員会

　　　　↓↑①

機械製造省･造船主管局

　　　　↓↑②

○原材料･部品配分計画

資材供給内閣官房

　　　↑④

･匹司
⑤　　↓⑥

機械製造省･資材供給局

　↑③　　　　　　　↓⑦

造船所　　　　　　　　　　　　　　⇔　　部品供給企業

　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧

①生産計画(案)の指令･調整　②生産計画(案)の伝達･謂整　③資材の要求　④要求を確認のうえ提出

⑤両者による検討　⑥配分笙の承認　⑦配分量の詳細の決定･通知　⑧供給契約の締結

(出所)BAP,DEI,Nr.11970,BI.42,46.

める位貴を明確にすべく､当該期における生産の計画から実施までの過程を図3-1に従ってみておこう｡

　上級管理レベルである賠償局(賠償用生産の場合)もしくは国家計画委員会(賠償以外の一般生産の場合)は､ソ

連あるいはSEDの生産に関する指示を受け､中級管理レベルである機械製造省に生産計画案を指今する｡機械

製造省は､さらにその計画案を造船所へと伝達する｡計画案については､造船所でも検討がなされ､何らかの提

案があれば､巡に機械製造省を通じて上級管理レベルまで提出される｡こうした調整を繰り返すことにより､最

終的な生産計画が確定される｡また､造船所では､生産計画案を受け取った時点で､その生産に必要な資材量を

予側し､機械製造省の資材供給局へ必要資材を要求する｡資材供給局は､要求を確認のうえ､上級管理レベルの

資材供給内閣官房へ提出する｡賠償用生産の場合､この官房は､賠償局と共同で要求量に関して検討し､配分量

を承認する｡承認された配分量は､賠償局から機械製造省へ伝えられ､省でさらに詳細に配分量が決定される｡

その確定配分量が造船所へ伝違される｡一般生産の場合は､資材供給内閣官房が配分量を決定し､省へ通知する

こととなる｡造船所は､確定配分量に基づいて､部品供給企業と供給に関する契約を個別に締結し､生産を実施

するのである｡生産計画から順に､個々の問題点に関する検討に入ろう｡

1.生産計画の問題点

　生産計画についてまず問題とされるべきは､生産がそれに従って管理されるはずの生産計画白体が､造船所の

現状を反映したものではなかった点である｡　Fシュトラルズント迫船所の51年の生産計画は､生産能力のすべて

を必要とするものではなく､他方52年は生産能力に対して計画が大きすぎるものである｣｡｢漁船の修繕に従事
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している造船所では､漁授シーズンには作業量が低下し､休獲期には急増するのに､硬直した生産計画は､ロ

ボットのように毎日の生産実績を要求してくる｡生産計面は現実に基づき､弾力的であるべきである｣8｡

　また､頻繁な計画の変更が生産の準備･進展を妨げ､現場を困惑させていた｡｢ヴァルネミユンデ造船所の計

画はこれまで何度も変更された｡　1951年12月14日の変更では､以前と比べ修繕額が390万マルクも高く､浮き

ドック(Sehwimmdock)も2500トンだったのが､4000トンのものを建造することになっていた｡　52年1月20日に

は､さらに修繕額が高く設定された｡この計画だと400万マルクの追加投資と1000人の追加労働力が必要となろ

う]｡　52年に｢ヴァルネミュンデのある船の船内設備に関する計画が､当初は木材､最終的には軽金属での建造

に変更された｡このために特別に調達した350人の家具職人が無用となり､彼らに支払った賃金が無駄となっ

た｣｡｢造船所は､与えられる計画の不明確さによって52年の建造準備やその開始が危機にある｡たとえばボイ

ツェンブルクでは､52年用の計画について､51年9月22日までに7度も変更になり､何も確定されない｡生産の

ための準備期間を考慮に入れれば､遅くとも7月半ばには､計画案が確定している必要があったのにである｣9｡

　これら問題点を生じさす原因としては､生産計画作成自体の困難性､中央当局が個々の企業現場についての完

全な情報を把握し処理する能力をもたないことなど､｢社会主義｣計画経済システムの諸特徴の影響が考えられ

よう1o｡

2.原材料･部品供給の問題

　ここでは､原材料･部品の納入の遅れとその質の悪さという2点について検討する｡

　まず､この時期の造船業における納入の遅れに関する具体例をあげれば､F造船業の賠償生産違成のために､

1951年第1四半期には､6717トンの圧延資材が配分される予定であった｡しかし､四半期が終わってもそれは

70%しか到着していないJu｡ヴィスマール造船所で50~52年にかけて賠償用に修繕された客船Pobedaは､｢造

船案のすべての能力を動員すべし｣と特別に重視されていたにもかかわらず､鋼管や木材､換気装置など多くが

納入の遅れにあった12｡賠償生産のための優先措置が軽減された54年第1四半期には､ヴァルネミユンデで必要

とする板金は予定の26%､鋼管は40%しか納入されなかった13｡こうした例は枚挙にいとまがない｡前章で述ベ

たように造船業は総生産額の4割ほどを部品供給産案に依存しており､原材科･部品の納入の遅れにより､他産

業と比べ多大な影響を被った｡このことが､造船業の労働生産性の上昇度を全工業の平均以下とさせた一因と考

えられる｡

　原材料･部品供給の遅れには､この時期のDDRでなお続く全般的な金属資材不足や､前述のような部品供給

産業の生産能力の弱さ､51年以降部品を購入していた百ドイツ側との取引が制限されたことなど､この時期特有
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の要因も作用した｡しかし､DDRにおいては､1980年代になっても､原材料‘･部品供給の遅れが解決すべき重

要な課題とされ続けている14｡したがって､こうした遅れの原因は､以下のような事情からも考察されなければ

ならない｡

　まず､遅れの原因として指摘できるのは､原材料･部品配分計画の煩雑な手統きである｡上述したような計画

確定までの手統きのために､配分量の決定だけでも時間がかかった｡ヴァルネミュンデ造船所は､52年1月1日か

らの生産用の圧延資材要求量を1951年11月30日に機械製造省に提出した｡しかし､最終的な配分量が通知され

たのは､すでに52年用の生産が開始された52年1月2日であった｡この時間の経過は､機械製造省の人員不足のた

めと説明されているが15､造船所だけでなく極めて多くの機械製造企業の部品の配分量を決定する作業には､ど

れほどの人員と時間が必要であったかは計り知れない｡

　配分量が決定されても､部品供給企業との契約も即座には進展しなかった｡　52年のシュトラルズント造船所で

は､｢ラガーのためのスクリュー納入企業が決まらない｡どこの企業がそれを製造しているかについて情報がな

い｣｡｢相手先企業が､52年の生産計画を受け取っていないので契約してくれない｣｡｢ゲルリッツの企秦と

ディーゼルモーター納入に関する契約を結びたいが､相手側は､ディーゼルモーター製造のためのクランク軸の

供給企業との契約が未締結とのことで､締結を拒否している｣といった事情から､部品の入手がさらなる遅れを

被った16｡シュトラルズントでは､52年2月末になっても､52年用に必要な契約190のうち67しか結ばれておら

ず､ヴァルネミユンデでも213のうち92契約だけであった17｡

　また､部品供給企業との契約に関する3番目の例のように､部品供給の遅れの連鎖が生じていた｡゛たとえば､

　｢客船Pobedaの換気装置を製造予定のライプツィヒの工場では換気装置のための電動モーターが不足しており､

さらに電勤モーター製造工場では､モーターのコレクター用銅が不足している｣といった具合である18｡

　さらに重要な遅れの原因と考えられるのが､計画された配分量･配分品が必ずしも実際の生産と適合しなかっ

たことである｡｢ヴァルネミュンデで修繕されていた貨客船sov.sojusの作業において､船体部の板金は約300枚

が取り替えられる計画であったが､作業を進めていくうちに900枚は交換せねば修繕できないことが判明した｡

また､計画では木材を使用する予定だった船室も､火災予防上軽金属の使用が避けられないと分かり､追加的な

軽金属資材の需要が発生した｣19｡このことは､計画作成自体の困難性を具体的に物語るものといえるが､こう

した追加的な需要のためには､造船所および部品供給企業は､再度省などへ追加の資材供給等について認可を得

ねばならない｡さらに､部品供給企業は､建前上は生産計画で全生産能力を利用していることになっているう

え､計画以上の違成をすると次年度の生産ノルマが上がるために､計画以上の達成を避けつつ生産する傾向に

あった｢社会主義｣国の企業であり2o､こうした追加的な需要には迅速に対応しなかった｡｢客船Pobedaで使用
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する冷却装置は､当初ソ連から51年6月までに輸入される予定であったが､突如納入されないことになった｡そ

のためヴィスマール造船所はベルリンの企業ケルテリヒター(Kaerichter)に代替製造を依頼するが拒絶される｡

結局､ソ連所有株式会社のネットシユカウ機械工場(Netsckauer　Maschinenfaba)が製造することで落ち着くが､

納入は当初の計画より半年もあとの12月1日だった｣21｡

　次に､原材料･部品の劣悪な質に関する事例をみてみよう｡｢質の悪い鋳造部品の納入により一､生産の計画通

りの進行が妨げられている｣22｡｢板金の20~25%が毎年質の悪さのために製鉄所へ返却される｡部品供給企業

は､半年も納期を延期してくる｡これらの結果､すべての生産計画がむなしいものとなり､造船所では計画につ

いての議論もほとんどできない｣23｡｢造船所が受け取る機械のなかに､陸上では作動するが震動する船上では

作動しないものがある｡そのため､造船所で追加的に検査や修理をする必要が生じる｡また､部品供給企業が期

日通りに納入してこない部品をも造船所内で製造せねばならないこともあるJz4｡これらの例のような｢部品供

給企業の質の悪い作業のために､造船所では極度に多い追加的作業が生じさせられてい｣た25.

　この質の悪さの原因としては､以下の点が考えられよう｡まず生産計画が真に厳密であるためには､現実経済

に存在する数十万､数百万におよぶ財について需給関係を計画せねばならないが､計画作成当局のもつ能力から

事実上それは不可能であり､実際は数千品目程度についてのみしか計画は作成されていなかった｡そのため納入

されるべき財の厳密な型やサイズ､品質などまでは細かく規定されえなかった26｡また､作成された生産計画も

生産高を規定するのみで質を規定していなかった｡その結果､｢部品の遅れた､また要求を十分に充たしていな

い納入｣や｢納入された品目や品質が正しく良好でなかった｣という事態を生じさせていた27｡このことには､

基本的に財の売り手市場であったために､供給側はその質に配慮する必要はなかったどいう点も作用していたと

考えられる28｡このほか､｢客船Pobeda用に納入されたディーゼルモーターは､品質が悪く利用できないが､

ディーゼルモーターの製造企業は､その質について何ら責任をとろうとしない｡そのモーターに必要なクランク

軸がまったく入手できなかったためだと説明している｣という事例のように､原材料･部品の不足など企業努力

では解消できない問題が頻繁に発生するため､製品の質や納期に対する企業の責任回避の可能性が大きかったと

いう点も重要な原因であろう29｡実際､造船所指導部のなかには､｢計画の不違成は､造船所のみの責任ではな

い｣と訴えるものもいた3o｡

　こうした原材料･部品の納入遅れ､質の悪さのために､造船所では｢連続的な生産の進行が不可能となり､期

日が近づくと突貫作業も必要となる｡生産能力の利用度に関する曲線は断統的に上下動｣していた31.それを回

避するため､｢52年1月のシュトラルズントでは圧延鋼を400~500トン､ヴァルネミユンデでも180トンを計画

以上にストックしていた｣という事態も生じ32､それは原材料･部品のさらなる不足につながったと考えられ
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る｡現場労働者に対しても､｢資材の納入不足の結果､多くの手待ち時間が生じたり､追加的作業が実行されね

ばならないことから､労働モラルが低下している｡怠業や仮病による欠勤が著しく増大したり､他の企業への労

慟者の移動も生じている｣といった負の影響が生じるのは当然のことであった33｡

3.新技術使用上の問題点

　ここでは､前章で述べた導入新技術(溶接､自動ガス切断､ブロック建造法による流れ作業方式)が､十分有効

に使用されていなかった事実に関して､資科からうかがえる範囲でみておきたい｡

　溶接､鋼材切断作業に対しては､何よりも上でみてきたような納入される材料の質の悪さが悪影響を及ぼして

いた｡｢造船所に納入される板金は質が悪く､切り整えられない｡板金の大部分はまともに溶接もできない｣｡

　｢精密に切り整えられない板金の納入によって､屑鉄の納入計画は違成されたことになっている｣34｡また､熟

練溶接工不足も悩みの種であった｡ネプトゥーンで1949年の船橋用平底ボート建造のさい｢最も主要な作業は溶

接であるが､4oO人の溶接工のうち､68%が熟練度の低いものである｡一作業直8m程度のノルマ設定が望ましい

が､現在の平均能率は3mにすぎない｣35｡次章のIでみるように､こうした溶接工不足は50年代に入っても解

消されていかなかった｡さらには､｢錆取り装置の不足のため､溶接に障害が生じている｣といった点も指摘さ

れていた36｡これらの事情から､他産業に先駆けて導入された溶接や自動ガス切断といった技術は､十分有効に

使用されていなかったと考えられる｡

　ブロック建造法による流れ作業方式に関しても､その導入と､それが有効に機能していたかどうかは別問題で

あった｡実際のところ､流れ作業方式が採用されても､それが真に｢流れる｣ものであったとはいえなかった｡

そのことを間接的に示す一つの数値が､労働者の手待ち時間の多さである｡流れ作業方式の採用が最も進んでい

たとされるシュトラルズント造船所において､1953年第1四半期における労働者の手待ち時間は､全労働時間の

32.2%に及び､54年の同じ時期にも28.4%であった37｡このように労働者の作業停止時間である手待ち時間が全

体のほぼ3割を占めていたという事実は､その間は流れ作業ラインが順調に｢流れて｣いなかったことを意味す

る｡この手待ち時間を生む原因としては､第一に､｢部品や原材料の納入遅れによる生産の停止｣､｢圧延鋼の

遅れた､不規則な納入により､生産の連統的な進行が妨害されている｣など38､やはり原材料･部品納入の遅れ

にあった｡また､電力供給の不安定さも一因であった｡第1章Ⅲにおいて､ある織物工場における電力供給の不

安定さに関する事例をあげたが､造船業でも事情はさほど変わらなかったと思われる｡ヴォルガスト造船所は､

1951年11月に､ラガー建造のために17~22時の間の電力供給制限撤廃を郡エネルギー委員会に要求したが､受

け入れられなかったとされ､優遇産業の造船といえども､電力供給においてさほど特別待遇は受けていなかった
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ようである39.ヅァルネミュンデでは､55年1月の電力供給ストップによる手待ち時間が2844労働時間におよ

び､それは全手待ち時間の24%を､2月には4222労働時間で全体の48%を占めていた4o｡このほか､流れ作案の

阻害要因としては､54年秋のヴァルネミユンデで｢さまざまな部品の質の悪さのため､遵統的な生産進行が妨げ

られている｣といわれているように41､質の悪い原材料･部品を船体に組み立てていくにあたって､造船所労働

者が予定外にそれに手を加える必要があったことがあげられる｡さらに｢生産計画のたび重なる変更は､強制的

に生産を停止させてしまう｣42｡｢緊急に必要な高度の技術作業は､それが可能な労働力の不足により容易に実

現できなくなっている｣､｢専門労働者不足のため流れ作業生産が十分機能していない｣など43､ラインで働く

専門労働者の不足も､流れ作業を阻害する要因となっていた｡また､前章で述べたように､工程間の設備能力拡

張に格差が生じていたという一時的な事情も､流れ作業の停滞を招く一因であったと考えられる｡

　これら新技術が有効に使用されなかったことの原因としては､上でみてきたように､それを使用できる専門労

働者の不足と､とりわけ原材料･部品供給の遅れ･質の悪さにあったということができよう44｡そしてまた､の

ちに第4章Ⅲでみるような､計画経済システムの諸特徴によって企業指導部が厳密な生産管理をする必要がない

という状況も､その根本にあったと考えられる｡

小括

　以上のような生産計画､原材料･部品供給､技術上の問題点から行き着く先は､｢1951年第1四半期の造船所

の設備能力は50%すら利用されなかった｣､｢ヴァルネミュンデの新造能力は53年には69%､54年にはわずか

35%しか稼働しなかった｣､｢54年の造船所の設備の一部は50%までしか用いられていない｣といった状況で

あった45｡｢造船所の生産能力は､技術的･組織的欠陥のために､十分に利用されていな｣かった46｡こうした

設備能力の不十分な利用という事実が､当時の造船業における設備の拡張に比べての生産の不十分な増加､そし

て労働生産性の低調な伸びの重要な理由となったといえるであろう｡最重要視された客船Pobedaの修繕が納期を

5ヵ月も超過して完了し､他方､貨物船vorwiirtsは期日通りに納入されたものの､最初の航海で異常を来すという

　｢粗悪品｣であったなどの事例は､さほど例外的な事態ではなかったのである47｡

　コストの面に関してみれば､1957年の段階になっても､｢DDRで建造される船の価格は､未だに世界市場価

格よりかなり高い｣といわれていた48｡この原因として挙げられているのは､部品の価格の高さ､非生産従業員
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のための高すぎる人件費(次章Ⅱ参照)のほか､固定資産の増加とそれに伴う減価償却費の上昇に比例した生産の

増加がなかったこと､すなわち上述した設備利用度の低さであった｡たとえば､ヴァルネミユンデ造船所では､

1951年から54年にかけて固定資産の回転率が半分以下に低下し､そのため単位あたりの減価償却費の割合が増大

して船1隻の価格も上昇したとされている49｡そうした高い価格の船を建造し続けることが可能であったのは､世

界市場から隔離されたコメコン市場が､総生産の8割を需要していたためにほかならなかった5o｡

1)Stlx)bd/Dame,α.α.θ･,S,20.

2)BAP,DG2,Nr.　13　1　1,　B1.99,

3)これら3つのソ遵所有株式会社は､52年4月にDDRへ買い戻されている｡　BAP,DG3,Nr.3838,B1.1.

4)BAP,DC2,Nr.1016,B1.90.

5)BAP,DG3,Nr.3876,B1.106-108.

6)POBeke1,K.,Zur　Hilfe　der　udSSR,　S.506.

7)すでに40年代末から､企業レベルでシステム的要因からくる非効率が生じ始めていたことを指摘している文献

　として､Holzwalth,K.,a.a.0.,S.257-262.

8)BAP,DEI,Nr.11897,BI.15fl

9)BAP,DE1,Nr.11970,BI.5,42,44.

10)盛田常夫『体制転換の経済学』2章､中村靖､前掲書､66頁｡

11)BAP,DG3,Nr.3876,BI.44.

12)BAP,DG3,Nr.4062,B1.18.

13)BAP,DE1,Nr.14643,B1,52.

14)白川欽哉｢東ドイツにおけるコンピナート改革｣12頁｡

15)BAP,DE1,Nr.11970,B1,44,46.

16)BAP,DE1,Nr.10157,B1.14.

17)BAP,DE1,Nrj1970,BI.40,45.のちの時期､DDRでは工業のコンビナート化による企業統合が進められ､

　ほぼ1製品1供給者の完全独占体制が敷かれているため(中村靖､前掲書､31頁)､こうした配分決定までの煩雑

　さはある程度解消されたと考えられるが､具体的には今後の検討課題である｡

18)BAP,DG3,Nr.4062,B1.18.

19)BAP,DG3,Nr,4075,BI.136,

20)Buchheim,Ch･,Die　W11tschaftsordnung　als　Barriere,　S.207f;山田徹『東ドイツ･体制崩壊の敗治過程』日本評

　論社､1994年､88頁｡

21)BAP,DG3,Nr.4062,B1.6.

22)BAP,DC2,Nr.1016,BI.92,

23)BAP,DEI,Nr,14643,BI.26,

24)BAP,DE1,Nr.11897,BI,19f

25)BAP,DE1,Nr.14643,B1.58.

26)ブルス/ラスキ､前掲書､71頁､中村靖､前掲書､66頁､盛田常夫『体制転換の経済学』51頁｡

27)BAP,DE1,Nr.5014,B1.161;　DE1,　Nrj4643,BI.52.

28)コルナイ､前掲書､23頁､中村靖､前掲書､67頁｡

29)BAP,DG3,Nr,4062,BI.19.
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30)BAP,DG3,Nr.3876,BI.109.

31)BAP,DG3,Nr.3912,B1.8.

32)BAP,DEI,Nr.1　1970,　BI.33.

33)BAP,DEI,Nr,14643,BI.

34)BAP,DEI,Nr,1　1897,　B1.17.

35)BAP,DC2,Nr.1016,BI.91.

36)BAP,DEI,Nr.14643,BI,29,

37)Ebenda･,B1.121.

38)Ebenda･,B1.68;　DEI,　Nr11897,B1.13.

39)BAP,DG3,Nr.3876,B1.60.

40)BAP,DG3,Nr.1691.1月の数値をみると､手待ち時間のうち､原材料不足が全体の51%､電力不足が24%､

　天候の影響が12%､計画諜題の未着が7%､機械の放障が3%を占めている｡

41)BAP,DE1,Nr.14643,B1.57,

42)Ebenda,,B1.27.

43)BAP,DE1,Nr.11897,B1.23;　Z)jE&･6φz,y油砂&rZ)Z)ji,S.39f.

44)より長期的にみた場合､｢社会主義｣計画経済システムには､新技術の導入を避けさせるような誘因も存在

　した｡その実態の解明に関しては今後の課題とされるが､ここでは､それら誘因のみを列挙しておこう｡①技

　術革新に失敗し､それが当該年度の生産高に影響を与えた場合は､当局から制裁が科され､また巡に成功して

　生産性が上がると､次年度のノルマが高くなってしまうために､企業指導部には新技術導入のインセンティヴ

　は低い､②浸性的な財の売り手市場状態にあっては､新技術を導入し新製品を開発するインセンティヴもわか

　ない､③コメコン市場による世界市場からの隔離のため､技術水準を高める必要性は低い｡Buchheim,Ch.,

　Wiftscha仙che　Folgen　der　lntegration　der　DDR　in　den　RGW,　S.360.ブルス/ラスキ､前掲書､72頁､山田徹､前

　掲書､90頁｡

45)BAP,DG3,Nr.3876,BI.39;　DE1,　Nr.14643,BI.29,176.

46)Ebenda･,B1.27.

47)BAP,DG3,Nr.3854,B1.33;　Strobel/Dame,　a.aθ･,S.61,

48)BAP,DE1,Nrj014,B1.161.

49)BAP,DE1,Nr.14643,BI.175.

50)DDR　Sehiffbau.　Tradition　und　Gegenwait,　Rostock　o.　J.　S.34(Sehiffbaumuseum　Rostoekによる未刊行パンフレッ

　ト)によれば､1970年にもコメコン市場への輸出が総生産の76.8%を占めていた｡
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第4章　造船業の企業現場における労慟生産性向上の限界(2)
　　　　　　　　一労慟者の陶冶および管理上の問題点-

はじめに

　本章は､造船業の労働生産性伸び悩みの理由について､労働者の陶冶と管理の面から探ることを課題とする｡

まずIでは､第2章Ⅲでの労働者の給源に関する分析を念頭におきながら､労慟者の質について明らかとすベ

く､労働者の職業訓練はどのような実態にあったのか､またDDRにおいて恒常的に問題とされていた労働者の

流動が1､当時の造船労働者の質的構成にいかなる影響を及ぼしていたのかについて検討する｡さらに補足的に､

当時の労働力が数的な面でも生産性にとって不利な状態にあったことを示すために､造船所による労働者の過剰

雇用の問題についてみることとする｡次にHでは､造船所における労働者の管理組織､そして労働生産性向上ヘ

向けての管理政策 具体的には第1章で検討した敗策のうち､賃金制度と社会主義的競←の実態を検討
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し､それらの問題点およびその生産性への影響を明らかにする｡そして最後にⅢで､労働者の陶冶と管理におけ

る諸問題点がいかなる原因から発生したのかについて､計画経済システムの諸特徴の影響を中心に､そのほか諸

問題間の相互作用､産業･時代に独自の事情といった点にも注目しながら分析していくこととする2｡

I.労働者の陶冶

1.職業訓練

　DDR時代のラーバーン(Labahn,K.)による研究は､1940年代末の造船所では専門労働者が大幅に不足してい

たものの､52年になると全労働者中60%までが専門労働者で構成されていたとする3｡だが､この数値にはやや

誇張が含まれると思われる｡50年代になっても｢専門労働者がラガー建造のために不足｣していたり､｢生産能

力の脇路の一つは､質的に高度な取付工と溶接工の不足である｣ことは頻繁に指楠されていた｡　53年11月の機械

製造省の報告では､｢大造船所では専門外の労働者や補助労働者ばかりを投入している｡作業中の船によっては

10~20%のみが専門労働者で､残りは未熟練労働者ばかりという例もある｣ことが強謂されていた4｡専門労働

者の不足は､50年代に入っても叫ばれ統けていたのである｡それゆえ､その不足を埋めるための職業訓練の重要



性が繰り返し指摘されていた｡

　1948年以降整備の進んだDDRの職業(とくに徒弟)訓練制度は､ドイツの伝統的性格と｢社会主義｣的性格を

ともに含むものであった｡伝統的性格とは､国家の指導下にあって､実地訓練および企業に併設される職業学校

での理論中心の敦育という二重の教育制度を敷いていた点であり､｢社会主義｣的性格とは､職業訓練の方針

が､経済計画の一部である中央の労働力計面に従って政府により決定されていた点､載業学校においては職業教

育と同時にイデオロギー的教育もなされていた点である5｡メクレンブルク地方の造船所における職業訓練は､比

較的設備の残存していたボイツェンブルク造船所における再訓練者教育から始まった｡だが造船業全体では､戦

争直後の混乱とほとんどが新設造船所という条件の下､十分な教育は果たされなかった｡組織的な教育が開始さ

れたのは､1948年末からであり､ネプトゥーンに､20人ずつが8週間の溶接の専門訓練を受けるコースが設けら

れた｡　49年10月にはメクレンブルク州で初めて企業併設の職業学校がヴァルネミユンデ造船所に設立された｡こ

こでは､1100人の徒弟や再訓練者が､造船関係の52の教科にわたって基礎知識を修得した｡その後同様な学校が

同年11月にネプトゥーンに登場し､ヴィスマールとシュトラルズント両造船所にも設立された｡そこでは､取付

工､溶接工､板金工､配管工などが教育された｡　50年代初頭の造船業では､週3日が実地訓練､3日が学校という

形態がとられていた｡徒弟から専門工､職長へという昇進順序と､それぞれ昇進のためには検定試験を必要とし

たという点もドイツの伝統的性格を受け継いだものであった6｡

　こうして開始された職業調練であったが､実際にはさまざまな問題を抱えたものであった｡一つには､とくに

終戦直後には資材･工具･機械不足によって教育が十分にできないという事態が発生した｡生産のための資材･

設備類ですら不足している状況下では､訓練のために利用できるものは限られていた｡　48年のネプトゥーンで

は､訓練目的で使用しうる溶接機械が大幅に不足していた｡教育能力のある専門労働者も不足していた7｡また重

要な問題は､教育が需要のない職種へ向けられていた事実であった｡　51年｢若年層(Nachwuehs)の教育におい

て､すべての造船所で将来予側される専門労働者の需要が見越されておらず､ある職種には少なすぎる､ある職

種には多すぎる専門労働者が養成されるという危険性｣のあることが伝えられた｡実際52年の｢シュトラルズン

ト造船所で教育された労働者に対する求人は､シユトラルズント自身にも他の造船所にも存在しない｡ここでは

あまり需要のない職種についてのみ教育がなされているからである｡たとえばボート建造工が養成されている

が､ボートはシユトラルズントでは建造していない船である｣｡　54年には｢労働者の職業訓練は造船所の生産の

発展と調和するものでなくてはならない｡今日ヴィスマールには､資材不足のために生産に従事していない800

人の若年造船工がいる｡彼らには農業機械製作のための再教育が施されようとしているが､そこにも不足はない

のである｡その結果､若者達が不満を抱いていることは憂慮すべき致治問題である｣と指摘されていた8｡さらな
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る問題として敦育訓練の質も疑問視されていた｡　54年のヴァルネミユンデでは､｢大部分の職長､作案班長､年

輩の専門労働者は､修業を終えた徒弟がふさわしい専門能力を身につけていないという見解を広くもって｣い

た｡そのため｢修業期間中に専門能力を十分に身につけさせるべきである｣ことが求められねばならなかった9.

検定試験についても､｢職長の多くが職長昇格試験を受けていなかった｣といわれるなど､その意味に疑問が残

るものであった1o｡

　このような問題点にもかかわらず､1950~54年にかけて労働者の質が向上し､低い賃金等級の層が減少した事

実など､職業訓練による一定の成果も指摘され始める11｡これは､職業訓練制度が整備されともかくも一定時間

をへたこと､また工場の建設が進み､訓練のための機械設備不足がある程度解消されたことなどの結果と考えら

れる｡だが､それ以外の訓練の問題点に対する有効な解決手段は打ち出されていなかった｡　54年末､訓練改善の

ための措景として､どの職種にどの程度の専門労働力が必要かに関する調査の実施が求められた以外には､｢社

会主義精神の高揚に基づく個々人の能力向上｣といった何ら具体性をもたない提案がなされるのみであった12｡

実際､50年代半ばになっても｢造船所の生産においては経験ある専門労働者が不足している｣こと､さらには

1960年においてすら｢専門労働者不足のため流れ作業生産が十分機能していない｣ことが指摘され続けてい

た13｡こうして職業訓練の諧問題は解決されることのないまま､50年代の造船業においては､専門労働者が期待

通りには養成されていなかった｡

2.労働者の流出

　前掲表2-3(49頁)をみると､メクレンブルクの造船所の従業員雇用は年々順調に増加したように受け取れる

が､これは単純な増加ではなかった点に注意が必要である｡造船所への入職者数が増加すると同時に､大量の離

職者もたえず存在していたためである｡　1950年6月の国家計画委員会の報告は､｢造船業の労働者の流動が頻繁

で､人民経済計画の違成を危うくしている｣と指摘していた｡　51年のヴァルネミユンデ造船所では､入職串(全

従業員に対する入職者の割合)が19.7%であったのに対し､離職平(同離職者の割合)が33.8%であり､シュトラ

ルズントでも､それは35.1%と51.3%で雛職率が大幅に上回っていた｡メクレンブルクの造船所全体でも51年

の離職率は34.1%に違していた｡流出はその後も問題とされ統け､52年7月には｢造船業では溶接工を養成すベ

く特別コースにおいて教育しているが､彼らの他企案への移動によって､教育努力が必要とする利益をもたらし

ていない｣といわれた｡このことは､流出先が同一産業内に限られていなかったことを示唆している｡　53年11月

にも｢造船所からの専門労働者流出が､生産計画違成度を悪いものとしている｣ことが問題視されていた14｡

　こうした流出は､なにゆえ発生していたのであろうか｡上記の50年6月の国家計匯委貝会報告は､その背景と
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して､劣悪な住宅事情と企業内諧施設の不備とをあげている｡

　住宅不足は､戦災による住宅破損と戦後急激に人□が増加したメクレンブルク州の状況から､ほとんど必然と

もいえた｡戦災によって､同州の住宅の35%が何らかの損害を受け､とくにロストックのような都市部では､全

住宅の約3分の2が損傷したといわれている｡SMADにより､かつての兵舎の利用や軍需工場の建物を住宅へ改

修することが緊急措置として命じられたものの､急激には住宅難は解消されえなかった15｡　51年初め､造船･修

繕造船所シュトラルズントでは､｢住宅が大きな問題である｡かつての兵舎を改修した造船所の宿舎は定員以上

の人間を詰め込んでいる｡我が造船所の従業員はシュトラルズント市内の住宅を借りられない｡ウルブリヒト

が､人民造船所(シユトラルズント造船所)の従業員が優先的にそれを利用するよう命令したためである｡市内に

住めず､遠方から通ってくる従業員のための交通費支給も造船所の採算性にとってバカにならない｡現在の状況

は､決して従業員の労働モラルを高めるのに適したものではない｣16.ここからは､企業間で住宅供給に格差の

あった事実がうかがえる｡また52年のヴァルネミユンデ造船所でも｢1400人の従業員が住居を探している｣状態

であった｡　53年には､ロストック､ヴィスマール､シュトラルズントのいずれにおいても､｢技師のための､質

の良い､風呂とガス設備のある住宅が不足していた｣17｡こうした状況が､より良い住環境を得られる場所への

労働者の移動を促したのである｡

　企業内施設に関しては､51年｢造船･修繕造船所シュトラルズントでは､福利厚生施設に何ら投資がなされて

いない｡全従業員850人に対してトイレはわずか8人分しかない｡更衣室も間に合わせで最近90人分が作られただ

けである｡食堂も200人しか収容できない｣18｡ネプトゥーンは､戦前からの設備をそのまま利用している唯一

の造船所であったが､55年3月には､｢戦前は2000人の従業員数だったが､現在は同じ面積の敷地に8000人がい

る｡すでに戦前でさえ狭かったが､今ではカオス的状態である｡また同造船所での暖房用蒸気消費は90トン/時

であるが､蒸気ボイラーからは35トン/時しか充足できない｡残りの暖房は多数のストーブでまかなっている

が､そのために極度に多い石炭消費やストーブ係の人件費などでコストがかさんで｣いた19｡このほか､女性労

慟者の増加に伴って必要となる託児施設も造船業全体で不足していた｡とくに｢造船労働者の少なくない部分

は､住環境も文化的水準も高いオーデル以東のバルト海沿岸の大都市出身者｣だったことが､これらの問題の深

刻性を高めていた2o｡

　さらなる流出理由として指摘しうるのは､企業間に存在した賃金格差である21｡具体例をあげれば､52年､

　｢造船業での溶接工不足の原因は､企業ごとの賃金格差である｡溶接工の多くは､より高い賃金の支払われる場

所へ移動してしまう｣｡｢すべての造船所が技師の不足に悩まされている｡それは割増賃金を支払いうる状態に

ない造船所にとくに該当する｡シュトラルズントでは些少な割増賃金しか支払えないため､同造船所に対する技
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師の関心を妨げている｡専門労働力は､物質的によりよい企業で慟くことを当然優先するのである｣22｡

　このほか､男性労働者による新参の女性労働者に対する嫌がらせ23､労働者の西ドイツヘの逃亡も24､流出の

理由となっていた｡かかる流出の激しさは､さまざまな面から生産に悪影響を及ぼすであろう｡すなわち造船所

にとっては､労働力の生産への安定的な投入を阻害し､生産管理を不十分なものとする｡流出する労働者の側か

らみれば､旧職場での労働へのインセンティヴ欠如と新職場への適応にかかる時間から､離職直前･入職直後の

労働生産性低下をもたらすといった負の影響が考えられる25｡それに加えて､職業訓練を受けた労働者や専門労

働者ほど､好条件･高賃金を求めて転職するさい有利であり､上述してきたように､実際そうした層の流出が問

題視されていた｡専門労働者不足の理由は､こうした面からも捉えられなくてはならないのである｡

3.労働者の過剰雇用

　いささか補論的になるが､当時の造船業の労働力が､専門労働者不足という質の面ばかりでなく､数的な面で

も生産性にとって問題を抱えていたという重要な事実について､ここでみておきたい｡その問題とは､各造船所

によって経済効率的に過剰な労働者が雇用されていたことであった｡具体的にみると､たとえば52年のネプ

トゥーンでは､22%の労働者が計画以上に雇用されていたという｡また53年11月の機械製造省造船主管局の報告

によれば｢ヴァルネミユンデ造船所では800人の労働者が本年度の計画以上に投入されている｣など､各造船所

における｢労働者の過剰な雇用｣が指摘されていたのである26｡

　こうした造船所による過剰雇用の原因は､以下のような点にあった｡第一に､当時のDDR造船業において

は､前章でみたように上位管理機関からの生産計画の伝達が遅れたり､計画が頻繁に変更されたりするために､

生産課題違成のためにはどういう職種の労働者がどれほどの数必要かが確定できなかったので､とにかく多くの

労働者を雇用しておく傾向があった｡これに加えて､コルナイの｢不足の経済｣の理論(国営企案でば､｢ソフ

トな予算制約｣下であらゆる生産要素について需要が供給を上回り､不足が一般化するという理論)が労働力に

ついても該当し､国営企業では､常に労働力を余分に抱えておいたという傾向も指摘できよう27｡こうして生じ

た企業内の労働者過剰が､労働生産性に負の影響を及ぼしたことは容易に推測されるところである｡また留意し

ておきたいのは､企業内における過剰雇用を生んだのと同じ原因によって､他方企業外では｢労働力の売り手市

場的状態｣が恒常化していた事実であるz8｡この点は､のちに述べるように労慟者の陶冶と管理の諧問題の重要

な原因となっていたのである｡
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H｡労働者の管理

1.管理組織

　各種資料に従って1953年当時の造船所の管理組織を概括的に描けば､図4-1の通りである｡この図に従いつ

つ､管理上の問題点を検討していこう｡

図4-1　造船所の管理組織(1953年)

　造船所指導部

回回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|

部Abteilung　　財務　　　人事　　　労務　　　生産　　　設計　　資材供給　技術　　営業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工場長Betriebsd1rektor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　|　　　　　　＼

工程Bereich

作業区Gewerk

作業班B吻ade

Γμ石司

｢ごn
　l

匹iFT]

□範□ ｢iでFT]

匹　巨戸]
　|　　　　　　　　　|

｢箪¬

(出所)BAP,DG3,Nr.4119,B1.9;　DE1,　Nr.14643,B1.32,180.

｢57T]

(1)職員レベルの問題点

　造船所指導部の下におかれた中間管理レベルの各部に関しては､さまざまな欠陥が指摘されていた｡　1951年の

造船･修繕造船所シュトラルズントでは､｢DDRで最初の航海貨物船であり､将来の貿易船団の基礎となる船

であるvorwirtsの修繕の際､関係者の間で作業に対する責任を負う者がなく､設計図も個々の作業の精確な割当

も存在しなかった｡作業は無責任で軽率な方法で実行され､ほとんどサボタージュといえるほどであった｣｡　54

年のヴァルネミユンデ造船所では､｢作業の分配が不明確で任務の領域がはっきりしないため､多くの場合個人

70



の責任原則がないがしろにされている｡たとえば技術部長は技術計画のみに携わり､建造準備や財敗計画､造船

所の管理などには関わりをもたない｡技術部､生産部､資材供給部の間でも､生産計画･資材の発注･作案の監

督などの課題について明確な分配がなされていない｣｡｢協力関係にあるべき部が､空間的にばらばらに配置さ

れている｣29｡また､部の職員数の過剰が､しきりに問題視されていた｡51年夏｢ヴィスマール､ヴァルネミユ

ンデ､シュトラルズント造船所では､営業職員数が計画を60%も上回って｣おり､｢今後すべての造船所で多く

の職員を解雇せねばならない｣｡とくに｢ヴァルネミユンデでは､職員が､計画より93人も多く雇用されてい

る｡おそらくこの大部分は業務から解放されている｣3o｡｢管理職員の数が多いばかりか､その質も不十分であ

り､能力のない者は解雇すべきである｡また各自の任務の領域の不明瞭さや欠点のある組織形態が､彼らの決

断･責任を阻害している｣｡こうした状況下で､54年初頭､機械製造省は｢労働者とその他の従業貝の数の比率

を3:1に､将来的には4:1とせよ｣との指今を発した｡だが､造船業におけるその比率は､53年に2.4:1であった

が､54年には2.3:1へと後退していたのである｡それゆえ､｢現在多くの職員は質が不十分である｡労働者の割

合を高めるためには､職員数の減少が必要であるが､そのためには個々の職員の能力向上｣が課題とされた31｡

結局､部の管理レベルでは｢あらゆる任務において､責任をもって実行しているのは2､3名の同志のみ｣といわ

れ､｢個々人の責任原則が強く貫徹されるべき｣ことが常に強調されていた32｡

　また､SEDの企業内グループと労働組合の企業内組織が､前掲図4-1の各部分それぞれに対応して存在し､

側面から生産遂行に協力していた｡第1章でみたように､労働組合は､50年代初頭までに､労慟者の利益代表組

織でなく党の下部組織化しており､彼らの任務は､社会主義的競争の実行､生産性向上の必要性に関する宣伝活

動などとされていた33｡　52年のシュトラルズント造船所には､労組､党グループ､その他大衆組織の常勤幹部

が､それぞれ16人､8人､23人いた34｡しかし､54年末の段階でもヴァルネミュンデでは､｢杜会主義的競争の

さい中心となって働くべき労組組織が､競争の促進と実行のために十分努力していない｣ことが問題とされてい

た35｡また､ヴィスマール造船所において｢党グループ･大衆組織によるイデオロギー的教育活動が改善されね

ばならない｡個々の部における党グループの活動が好ましくないことを示す顕著な例は､1953年6月17日(労働

者蜂起)ののち､部レベル党グループの指導的メンバ15人が組織を脱退した事実である｣といわれるように､企

業内下層レベルの労組･党活動員までは､SED党中央と一枚岩的存在ではなかったのである36｡

(2)生産部の問題点一職長と作業班

　次に生産部に焦点を絞ってみていこう｡前掲図4-1のように､生産部は､工場長の指導下に､船体建造､造

機､鏃装の3工程に分割されていた｡この各工程を指揮するのが技師長であり､以下､作業指導部一職長一作業
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班長の順の指揮系統がとられていた｡作業班制度は､ソ連の｢突撃班｣を模範として､1950年に全DDRの国有

工業企業に導入された37.党指導部のその導入意図は､第一に､班を労働者の敗治的･イデオロギー的教育の単

位とすること､第二に､班を生産の最小の単位､社会主義的競争の単位として､生産の集権的な管理を進めるこ

とにあった｡ところが､作業班は､実際には非公式の第三の機能をもった｡それは､限定的ながらも労働者の利

益代表としての機能であった｡第1章でみたように､DDRにおいては､終戦直後に半ば労働者の自主管理組織

化していた経営協議会が､48年にSEDの圧力下に解体され､同時に労働組合も党の下部組織化されていったた

め､50年頃には実質上労働者の利益代表組織は存在しなかった｡そこへ登場した作業班に対して､労働者は利益

代表としての機能を期待した｡そして実際､班は遅くとも53年6月蜂起後には､作業斑長を先頭に､主に労働ノ

ルマ設定水準について工場長や企業指導部と非公式に交渉する組織となっていた｡企業の指導部側も､強権的な

ノルマ引上げ措置よりは､非公式な交渉に基づくノルマ設定のほうが､生産管理上好都合であることを次第に学

んでいったといわれる38｡だが､作業班がこうした機能をもち始めると､｢生産の直接の管理者｣である職長の

立場が微妙なものとなっていった｡当時職長の手元にあったノルマ作成と導入の指導の権限が39､班によって奪

われることとなったためである｡このほか職長は､労働者の賃金等級分類､作業班長となるべき労働者の推薦な

どの権限をもち､また上位管理者からの命令はすべて職長を通して労働者へ伝違される規定となっていた｡しか

し､のちにみるように多くの労働者が高すぎる賃金等級に分類されていたこと､一般に作業班長は工場長､職長

と班の間の非公式の談合の結果任命されていたこと､さらに54年のヴァルネミユンデ造船所では｢作業指導部か

ら直接作業班へ作業課題が出されるなど､職長の知らないうちに命今が下されている｣事実が指摘されてい

る4o｡かかる状況はまた､前述のように職長の多くが職長昇格試験を受けていなかったり､｢生産計画不達成の

原因の一つは職長の監督不行届にある｣といった事情の裏返しでもあったといえよう41｡こうして職長の｢生産

の直接の管理者｣としての権限は限定的なものとなり､図4-1の指揮系統の一段階が機能を弱められていた｡

　生産の最小単位としての作業班も､この時期には十分機能していたとはいえなかった｡　1954年のヴアルネミユ

ンデについての報告によれば､班は平均12人の労働者からなった｡うち1名が班長であった｡また職長が統轄す

る労働者数は21~41人の間とされており､これは作業班2~4に該当したと思われる42｡メクレンブルクの造船所

においては､年々作業班に組織される労働者の割合は増加したが､造船所により割合に差があった｡吉り合の高

かったヴァルネミユンデでも､54年｢より人数の多い班を組織しうる条件が整っている船体建造工程で､一作業

班に所属する労働者数の少なさが顕著｣なことが問題とされている43｡またヴォルガストやボイツェンブルク

では､52~53年にかけて作業班に所属する労働者数が減少傾向にあった｡　50年代前半期には､作業班の定着にな

お不安定さもみられていたのである44｡さらに､55年の時点で､企業の生産計匯を作業班レベルまで細分し伝達
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していたのは､造船業18企業(造船所へ専門的に部品を供給する企案も含む)のうち3企案のみであったとされ

る｡それは､｢原材料･部品の恒常的な不足による生童の不連統性のために､計画課題を作案班まで細分し､そ

れを拘束力あるものとすることはほとんど不可能｣という状況に由来するものであった45｡

　以上のように､当時の管理組織は､部の職員レベル､党･労組グループ､職長､作業班レベルにおいて､いず

れも欠陥を抱えたものであり､組織として十全に機能しているとはいえない状態にあった｡その結果､現場労働

者の作業実態は､極めて非効率なものであった｡　51年のヴィスマール造船所では､｢完成期日などに関する生産

計画は､ほとんどの場合､造船所指導部のみが知っている｡一般従業員は､生産の目標や期日について何も知ら

ない｡そのため従業員は勝手に作業速度を決定している｣｡54年末の｢ヴァルネミユンデでは､杜会主義的労働

規律が一般に存在しているとはいえない｡労働者の規律欠如の原因は､とくに不十分な作業分配と個人の責任原

則の欠如にある｡職員の専門能力不足､資材不足､機械設備の停止時間の多さなどの点も規律欠如に影響を及ぼ

している｡たとえ労働者の多くが労働規律の必要性を意識したとしても､自然と規律が乱れてしまうような条件

が存在している｣｡｢労働者は､規定労働時間すべてにわたって労働しているわけではない｡遅刻､定刻前の無

断退社､クリスマスなどの行事の準備のための早退､労働時間中の買い物などがその原因である｣｡　55年の造船

業全体では､全労働時間の84%しか作業がなされていなかった46｡労働者の欠勤率の高さも問題とされた｡　54年

3月のシュトラルズントの欠勤率は11.7%であった｡問題なのは､このうち法今上認められた有給休暇によるも

のはわずかで､大半は｢病欠｣が理由であったことである｡シュトラルズントの例では､欠勤率n.7%のうち

2.4%のみが有給休暇であり､7.9%が｢病欠｣､0.4%が無断欠勤であった(残りの1%は職業訓練)゛｡この｢病

欠｣の多さは､真の病気でないものまでが｢病欠｣と称して欠勤していたことを推測させる47｡これら｢従業員

の労働モラルの低さ｣は､労働生産性が低い原因の一つであると指摘されていた48｡

2､労働生産性向上敗策の実態

　本節では､第1章で検討した労働生産性向上致策のうち､賃金制度と社会主義的競争について､その実施の実

態をみていこう｡

(1)賃金制度

　第1章で述べたように､当時のDDR工業部門の賃金制度においては､二重の能率剌激策がとられていた｡す

なわち､第一に､労働者はその質に基づいて各賃金等級に分類され､賃金等級ごとに賃率額が差別的に定めら

れ､第二に､その賃率をもとに賃金形態別に実収賃金が決定されるが､賃金形態としては出来高給が主であっ
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た｡この二つの点について､それぞれの実施上の問題点を順にみていきたいレ

　まず賃金等級分類についてみれば､工業労働者は､1950年8月以降1､･8までの賃金等級に分類され､等級ごと

の賃率額の差別化により労慟者の質的向上への意欲を高めることが目指された｡だが､労働者の等級分類におい

て厳密な実行は果たされていなかった｡　54年のヴァルネミユンデ造船所では､｢52年5月20日の法令で､質を向

上し､上位の賃金等級に必要な労働に3ヵ月間従事し､ノルマを果たした労働者は､試験をへたのち上の等級ヘ

昇級できるという規定が設けられた｡だがこの規定は有名無実なものである｡平均で133%も違成されるような

現存ノルマを100%達成することなど難しくないからである｡よって､熟練工とは認められないような者が上の

等級に分類されるなど､必要な質の向上なしに､より上位の等級に分類される労働者が増加している｡そのた

め､賃金等最分類が計画以上に上の等級に偏っており､労働者の質的向上の剌激たり得ていない｣｡造船秦全体

でも､55年に｢多くの労慟者が､それに見合った質もないまま､高すぎる等級に分類されている｣ことが警告さ

れていた49｡

　1950年代半ばまでの時期､生産性向上のための能率増進策として最も重視された賃金形態は出来高給であり､

終戦直後以来その導入串の向上が課題とされた｡造船業においては､早くも45年12月18日のSMAD命今173号

で｢出来高給への移行｣が叫ばれている5o｡だが､造船業では出来高給の導入がやや遅れ気味であり､全工業部

門平均では､前掲の表1-1(23頁)のように51年の能率給導入率が65%以上であったが､同年末のヴァルネミユン

デでは出来高給の割合が43%であり､シュトラルズントは56%､ヴィスマールは63%であった｡　55年には､

ヴァルネミュンデで｢出来高給の導入が遅れ､51%の導入率｣といわれていたが､それでも出来高胎の割合が5

割を越え､中心的な賃金形態とはなっていた51｡

　ところが出来高給算出の基準となる労働ノルマについては､その設定水準が低すぎるという問題が存在してい

た｡第1章で述べたようにDDRでは1949年から｢技術的に基礎づけられた労働ノルマJTANの導入が課題と

されていた｡それは当時のノルマが一般に戦前水準よりも低く設定されていたために､企業の平均能率に合致す

るとされていた従来のノルマに代わって､平均能率と最高能率の中間に設定される､より高い水準のTANで置

き換えることが意図されていたのである｡しかし､DDRの全体的な傾向と同じく､造船業でもTANの導入は

進まなかった｡導入にあたっては､TANで働く労働者のほうが旧ノルマの労働者よりも賃金が低くなることか

ら､多くの労働者が導入に反感をもった｡造船業の労慟者の間には､｢ノルマを高くしすぎないようにするため

の能率制限が存在している｣と伝えられた52｡ノルマ設定上の技術的問題も存在した｡造船業では､当時なお船

の新造よりも修繕作業の割合が高かったという事情から､作業対象である船の型･材質･規模がしばしば変化し

た｡それゆえノルマ設定の前提となるべき原材料･部品の規格化･標準化がなされえず､ノルマの設定を困難に
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していた｡そのため､｢造船所指導部､労組によるノルマ労働への過小評価｣が指摘されていた53.この点は､

造船案では他産業に比べ出来高給自体の導入率が低い理由ともなったと考えられる｡また､ノルマの正確な設定

のために｢労働条件を整備すること｣の必要性も叫ばれていた54.このことは､原材料･部品の納入が遅れ､か

つその質が悪く､電力も頻繁に停止するといった作業条件下では､ノルマの科学的設定や出来高給実施自体が困

難であったことを示すものである｡以上のような事情が重なって､実際のノルマ設定水準はさほど高いものとさ

れえず､TANの導入も進まなかったのである55｡実際54年のヴァルネミユンデ造船所では､｢現在､労働者全

員が100%以上のノルマ違成となっており､平均ノルマ違成率は133%である｡このような高すぎる違成率では､

ノルマが労慟生産性向上や労働者のさらなる質的向上の剌激となっていないことは明らかである｣56｡かかる状

況が､造船業全体に該当するものであったことは､表4-1から明らかであろう｡　1951~54年の各年に､大部分の

労働者のノルマ違成度が､121~150%の範囲に集中しており､平均違成度も130%前後を推移していた｡これら

のことから､労慟者は､ノルマが低いために､さほど無理しなくてもそれを超過違成でき､それなりの賃金収入

を獲得できていたと考えられる｡こうして｢労働ノルマ設定の技術的基礎に大きな欠陥のあるような現状では､

能率に従った賃金支払いの原則は危機にさらされている｣といわれていた57｡

　以上のような質に見合わない賃金等級分類とノルマ設定水準の低さの結果､｢計画され支払われている賃金

は､労働者の真の能率とは合致していない｣という状況が生まれていた58｡表4-2からは､造船業において､賃

金水準が労働生産性向上と連動していなかった事実がわかる｡第1章でみたように､とくに出来高給の導入当初

には､ある程度は労働者の能率が増進されたとは考えられるが､本論の対象時期を通してみれば､賃金制度は､

生産性向上に対して期待された効果を十分もちえていなかったといえよう｡かかる状態を補う形で存在したの

が､次に述べる社会主義的競争であった｡

表4-1造船業におけるノルマ達成度(全労働者中の割合%)

達成度/年 1951 1952 1953 1954

100%以下 2.4 2.1 1.8 1.1

100-120% 28.0 30.4 21.1 15.6

121-150% 53.8 60.0 65.4 65.8

151-200% 5.4 7.3 11.3 16.9

200%以上 0.4 O｡2 0.4 0.6

平均達成度 125.3% 124.0% 127.0% 137.0%

(出所)BAP,DG3,Nr.1691,BI.29.
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表4-2　1952~54年の造船業における労働生

　　　産性と平均賃金の成長

1952年 1953年 1954年

労働生産性 100 94.9 108.9

平均賃金 100 く111.0 1　2　0.　3

(出所)BAP,DG3,Nr.1691,B1.29.



(2)社会主義的競争

　第1章で述べたように､社会主義的競争とは､労働ノルマ､生産計画､資材の節約､製品の質向上などについ

て､労働者､作業班あるいは造船所ごとにその違成度の高さを競うものであった｡それにより､｢たえざる生産

と生産性の成長｣を成し遂げることが目標とされた｡競争は､公には｢就労者の社会主義意識の高揚｣に基づく

ものとされたが､実際には成績優秀者･グループヘの報奨金･昇格･工業大学への派遣･休暇施設の優先的利用

権などの諸優週授与が､労働者の競争参加への主要な誘因となっていた｡それゆえ､競争は賃金制度が生産性向

上への剌激と十分なりえていない状態を以下の意昧で補う形となっていた｡すなわち､報奨金･昇進喪会の授与

など､賃金にプラスアルファとなる剌激により､能率増進を促す機能を果たしたのである｡

　造船業における競争が急速に拡大したのは､他産業と同様1948年10月から開始された｢ヘンネッケ模範労働者

運動]以降であった｡この運動期間中の同18日には､ボイツェンブルク造船所の溶接工が一日のノルマの220%

を違成したのをはじめ､20日にはネプトゥーンの鋲打工がノルマの340%を達成するなど､運動の最初の3週間で

1100時間の労働時間が節約されたという｡　51~55年の第一次五ヵ年計画斯には､個人単位の競争から､作業

班､工程､さらには造船所ごとに｢DDR最善造船所｣を競う運動などへと拡大されていった｡54年第n四半期

のヴァルネミュンデでは､作業班競争における資材節約により9万4000マルクが節約されたと伝えられる｡この

ように､社会主義的競争が､一定の成果をもったことは事実であった59｡

　しかし､こうした成果を過大に評価することはできない｡競争全体への参加者数は､ネプトゥーンで50年の

4060人から52年の5520人へ､ヴァルネミユンデで51年の1150人から54年には5000人へと増加してい゛った6o｡こ

のなかには､53年にメクレンブルクの造船所全体で1587人(全労働者中10%)存在した｢模範労働者｣も含まれ

ていたが､参加者数の増加は｢模範労働者｣のような積極層の存在のみで説明できるものではない61｡競争に関

する54年の指捕によれば､｢造船業における大部分の競争は､生産期日が迫り計面違成が危うくなっているとき

に､造船所指導部から指令されるものとなっている｡競争参加への労働者の主要な動機は､参加により得られる

報奨金の獲得にある｣62.このことから､競争は､生産計画違成のための追い込み策として実施され､報奨金獲

得を目指した多くの労働者が一時的に参加するため数的に拡大し､一時的な成果をあげたという傾向を一般的に

は指摘できると思われる｡｢模範労働者｣の業績に関しても､次のような一時性が指摘されていた｡造船業にお

ける｢模範労働者｣の能率は､特別作業直､日曜労働､資材の特別投入により成し遂げられたものであるため､

その経験は一般化できない｡ある一日だけ特別に働いても､その後の日々に低いノルマ違成度では､総体的には

生産性向上につながらない63｡このように競争は短期的には一定の成果をあげたが､それは｢たえざる生産性の

成長｣につながるものではなかったといえる｡そしてまたこのことは､報奨金などの剌激が競争時という一時だ
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け授与されるものであったことに起因していたと考えられる｡

　このほか､競争の実態に関しては､さまざまな問題が指摘されていた｡まず､｢競争の成果が一般に広められ

ず､模範労働者の業績が労働者間に知られていない｣という欠点が指摘されていた64｡｢模範労働者｣の能率

は､一般労働者の能率剌激となりえていなかったのである｡原材料･部品納入の遅れや電力供給不足といった事

情により生産が停止してしまい､競争の公平性が失われたり､競争そのものが実行できない状態に陥っていたこ

とも問題とされた65｡また､報奨金の授与によって､｢競争と同時にベールに包まれた労働者の収入の大幅な上

昇が起こっている｣といわれた66｡報奨金という賃金プラスアルファの部分が大きいことは､賃金制度が能率剌

激に与える効果をますます低下させるものであったと思われる｡さらに､1950年のSED第3回党大会において

は､粗悪品率が高すぎるため､製品の質の改善を第一とする競争を指向すべき旨が叫ばれた｡このことは競争に

おいて量的達成のみを追求した結果､質の問題がなおざりにされていたことを推側させる｡実際造船業において

は､競争における製品の質向上の必要性が54年末になっても叫ばれ続けており､質改善が容易に違成されなかっ

たことがうかがえる67｡そのほか直接造船所の実態を示すものではないが､競争の結果が実状を反映したもので

なかったことの証左として､次の事例を引用しておこう｡｢コスビヒのABUS機械工場は､その生産計画を

120%達成したとして､優秀な企業に与えられる表彰旗狸得競争において高い評点を得ている｡しかし､同工場

は造船業に対して51年9月5日までに19の伝導装量を納入する予定であったにもかかわらず､10月13日現在でた

だの一つも納入していないのである｡競争の評価は､実際の状況を確認したうえでなされるべきである｣68｡

　社会主義的競争は､生産性向上に対して一時的には一定の成果をもったものの､それは持続的な生産性向上ヘ

つながるものとはいえなかった｡むしろ賃金制度の機能を低下させたり､量的達成だけを目指して質がなおざり

にされるなど､競争の実行が非効率を助長する場合もしばしばみられたのである｡

Ⅲ.労働者の陶冶と管理における諸問題点の原因

　最後に､本章でみてきた労働者の陶冶と管理における諸問題点の原因について検討しておこう｡原因としてま

ずあげねばならないのは､｢社会主義｣計画経済システムの諸特徴の存在である｡ここでは次のような二種類に

分けて考えてみたい｡その第一は､｢社会主義｣国営企案の経営行動を規定していた諧特徴である69｡それは､

(1)企業は｢ソフトな予算制約｣下にあり､また総生産高の達成のみが事実上国営企業の唯一の目標であったた

め､さらには財の売り手市場的状態が普通であったことから､企業指導部は生産性向上による利益追求や製品の
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質改善のインセンティヴを厳密にはもたなかった｡(2)企業は基本的に､生産計匯を達成するために､生産能力

を最大限利用しなくてもよかった｡というのは､中央当局は個々の企業についての完全な情報を把握し処理する

能力をもたず､計画作成にあたっては各企業から提示される情報に依存せざるをえなかったが､他方企業はより

低い生産課題を得ることが望ましいので､企業から出される情報は生産能力を最大限利用した場合のものではな

かったからである｡(3)一旦高い生産高を達成してしまうと翌年度の生産課題が高くなるため､企業指導部は一

般にさほど高い生産違成を望まなかった｡(4)生産計画がたびたび変更されたり､原材料･部品の供給が遅れ､

その質が悪いという一企業の努力のみでは解消できない問題がたえず発生するため､計画不達成の場合でも企業

指導部の責任回避の可能性が大きかった､などの点である｡これら諸特徴の存在によって､企業指導部には厳密

な生産管理を実施する必要性が低くなったことが､疑問の残る訓練の質､各管理レベルの欠陥､労働者の質に応

じない賃金等級分類､低すぎるノルマの設定､その場しのぎ的で製品の質を顧みない社会主義的競争の実行と

いった非効率な状態の根本原因となっていたと考えられる｡

　システム的特徴の第二として､企業のおかれていたシステムに特有な環境があげられる｡それは､(1)｢社会

主義｣国では恒常的に｢労働力の売り手市場的状態｣にあったこと｡このため労働者は造船所をやめたところ

で､すぐにでも別の企業への転職が可能であり､彼らにとって離職はさほど思い悩むべき事柄とはならなかっ

た｡そのことが流出の激しさの根本にあったのである｡さらには｢売り手市場的状態｣のため､流出を恐れる企

業指導部に対して労働者が一定の優位を保ち､企業指導部は労働者に対して強力な管理をなしえなかった｡逆に

指導部は､作業班によるノルマ設定水準に関する非公式な交渉を認めたり､賃金等級分類やノルマ設定を柔軟に

して賃金を上昇させるなど労働者の引き留めに苦心したということもいえるであろう｡(2)原材料･部品の供給

遅れ･質の悪さが日常的であるため､生産条件が安定的に確保されず､厳密な生産管理の実現を不可能としてい

たこと｡このことは､職業訓練における資材不足､作業班まで企業の生産計画を細分しえないこと､労働規律の

弛緩､ノルマの科学的設定や競争の実行の不可能化など､多くの問題の原因であった｡(3)中央当局が個々の企

業現場の状況を完全には把握しきれていなかったため､あるいは方針の面一性のため､中央の方針が現場の実状

と食い違っていたこと｡このため､需要のない職種へ職業訓練が向けられたり､造船所間競争の勝者が実状に見

合っていなかったなどの事態が発生し､さらにはノルマ設定が困難な当時の造船のような産業にも画一的にノル

マ労働が導入されるなどした｡そのほか､流出の背景にあった住宅や企業内施設の不備は､投資の重点を工業生

産のみに向け､反面インフラ整備が遅れたという当時の中央敗府の投資方針の問題と捉えうるし､同じく労働者

の西への逃亡は､そうした改府･体制への不信感の表れということができよう｡

　労働者の陶冶と管理における諸問題の原因としては､さらにそれら諸問題間の相互作用を指摘できるであろ
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う｡それはたとえば､企業内労組組織が努力しないために社会主義的競争が十分促進されない､職長の権限低下

による等級分類やノルマ設定の非厳密化､競争での報奨金授与のための収入上昇による賃金制度機能のさらなる

低下などである｡このほか､流出の激しさによって企業の敦育へのインセンティヴが欠如したり､質に応じない

賃金等萩分類や低すぎるノルマによって労働者の質的向上への関心が薄れてしまうといったことも考えられよ

う｡

　これらに加えて､戦後初期･産業創業期という事情から当時の造船業がおかれていた独自の状況もみておかね

ばならない｡専門労働者不足には､第2章でみたように元来調達した労働者の多くが未熟練層であり､それら多

数の労働者を教育訓練するには一定時間が必要とされたという事情も影響した｡労働者の流出にも､戦争直後･

造船所建設中であるために住宅不足や企業内諸施設の不備がとくにひどかったこと､専門労働者の一部が住環境

も文化的水準も高かったオーデル以東バルト海沿岸都市出身だったことが影響していた｡また生産の最小単位と

しての作業班の地位がなお不安定であったことなど､工場の操業開始期･制度の導入期であることによって､組

織や制度自体が不可避的に過渡的欠陥を被り､状況を悪化させていた面もあったであろう｡本章で検討した実態

は､システム的諧特徴の存在なくして発生は考えられないが､これら一時的事情によって程度がより悪化してい

たと捉えることができよう｡

小括

　以上のような諸問題の結果発生した専門労働者不足､労働モラルの低さ､生産性向上に十分寄与しえない賃金

制度･社会主義的競争といった状況は､労働者の過剰雇用とともに､第一次五ヵ年計画期の造船秦における労働

生産性伸び悩みの重要な理由となったといえよう｡　DDRの企業における労働者の陶冶と管理は､ドイツの伝統

的性格を受け継いだ職業訓練､職長､賃金などの諸制度が､作秦班や社会主義的競争といった制度によって補完

されるという形をとっていた｡だが､システム的諸特徴が影響することにより､その実態は､中央当局の導入意

図とはほど遠いものだったのである｡
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2)この独自の事情には､各企業指導者等の独創性を含めて考えてはいない｡むしろ､本章Ⅲで述べるような
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終章

　これまでの各章で検討してきた､建国初期DDR国営企業における｢生産性向上の低迷｣の実態とその理由に

ついて､まずまとめておこう｡

　1950年代半ばまでのDDR国営企案における労働生産性は､政府によるその重視にもかかわらず伸び悩んでい

た｡第一次五ヵ年計画における全工業の労働生産性向上目標は､1950年を100とすると､1955年はその161まで

成長させることであった｡だが､実際のそれは154にとどまった｡この数値は､到達目標に7足りなかっただけと

はいえ､粉飾傾向が指摘される｢杜会主義｣国の公式統計に記録されている数値であることに注意せねばならな

い｡　DDR当局が､目標達成に至らなかったことを公に認めている事実が重要なのである｡また､同じ時期､敗

府によって優遇され､他産業と比べとび抜けて高い固定資産額の成長を果たした造船業では､｢現存する設備･

技術条件に対して労慟生産性の伸びがまったく不十分｣といわれていた｡実際､造船業では､第一次五ヵ年計画

における向上目標184を大きく下回る140までしか労働生産性を向上させえなかった｡このように､本論対象時期

のDDR､とくにそのなかでも重要視された産業である造船業でも､｢生産性向上の低迷｣という｢社会主義｣

経済に特徴的な現象が確認された｡

　では､生産性の向上が不十分であったのは､いかなる理由からであろうか｡本論での検討から､その理由につ

いては､以下の二点が指摘できよう｡第一に､労働生産性向上のために改府が打ち出した敗策の有した労使関係

的な限界があげられる｡すなわち､労働生産性向上敗策は､企業レベルにおいて公に労働者が意向を表明し交渉

する組織も権利も保証しなかったために､労働者の真の合意を得て導入されていたわけではなかった｡そのた

め､出来高給､TAN､｢模範労働者運動｣､企業団体協約といった労働生産性向上のための諸敗策に対して

は､いずれも労働者の強い抵抗が存在し､また6月17日蜂起でも､そのことが労働者の要求に含まれていた｡こ

の事実の重要性は､ドイツにおける労働運動の歴史的経験から､さらに強調されるであろう｡第一次大戦以降の

ドイツでは､労働組合と経営協議会による二重の労働者の利益代表制が確立されており､賃率額や労働条件につ

いての労使の交渉が権利として承認されていた｡第二次大戦後の西ドイツでも､二重の利益代表制は受け継が

れ､賃金に関しては､戦前とは異なりノルマ設定水準に対する労組の影響力行使も可能となった1｡これに対し

て､DDRにおける労働生産性向上のための敗策は､経営協議会の解体と労働組合のSED下部組織化､賃率額

の国家による制定､実質上は中央で内容が決定される企業団体協約の導入など､労働者の権利をむしろ縮小して

いくものだったのである｡こうして労働者の真の合意を得られぬまま導入された諧制度が､期待された成果をあ
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　げることには自ずと限界があったといえよう｡

　　労働生産性が仲び悩んだ第二の理由は､造船業について詳しく検討してきたように､企業現場の諧問題点か

　ら､増大した生産能力が十分に生かされていなかった事実にあった｡まず､造船業では､他の産業にはないほど

　設備能力が拡張されたものの､その能力はまったく不十分にしか利用されていなかった｡それは､生産計画が現

　場の実状を反映するものでなく､また頻繁に変更される､原材料･部品の納入が恒常的に遅れ､その質も悪い､

　導入された新技術が有効に使用されない､といった諸問題点が影響した事態であった｡その結果､設備の拡張に

　比べて生産は不十分にしか増加しない､すなわち労働生産性は低調にしか伸びなかったのである｡次に労働力に

　関してみれば､その質の面では､職業訓練が期待どおりの専門労働者を養成しえていなかった｡加えて専門労働

　者の流出も激しく､当該期の造船業では､専門労働者の不足が問題とされ統けていた｡労働者の管理において

　は､管理組織は各レベルに問題を抱えて十全に機能しておらず､労働者の労働モラルは低かった｡労働者を生産

　性向上へ向けて動員するための敗策の中心であった賃金制度においても､労慟者の質に比べて高すぎる賃金等級

　分類がなされたり､出来高給算出の基準となるべき労働ノルマの設定水準が低すぎたために､生産性向上に対し

　て期待された効果をもちえなかった｡同じく社会主義的競争も､持統的な生産性向上を生むには至らず､その実

　行がむしろ非効率を助長するような場合すらあった｡労働者の陶冶と管理におけるかかる状況は､造船所による

j労働者の過剰雇用ととともに､労働生産性伸び悩みの重要な理由となったと考えられる｡もちろん､設備能力と
1'-J4r4¥ぷz

　労働力とは厳然と分離できるものでなく､それらが結合することによって生産工程は形成される｡よって､労働
ヤー.-､--､rfM`‾゛7'〃ミー```h''　“か､"yy゛゛F●'吋9以F　`　　-　.-

力の質と管理が不十分であるために設備能力の稼働率が低下した面､既慄が土忿憚働しないたやに労働モラ?レが
　　　1一･-ミw-ゝ-`-〃ヾWi･-1ゝ6~-Jj　　　　　　　　　　　　ゝ　へ,,･､､.,-･-･一-‘‘`゛゛'t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`

低下した面など､相互の関係も無視できなx,
4pt`　　　　　　　...一一

ゝ○

　これら第二の理由として指摘した諧問題点が発生した原因について考えてみれば､まず､戦後初期･造船業が

産業創業期という当時の独自な事情も見落とすことはできない｡それはたとえば､戦争直後であるがゆえの､あ

るいは西側と分断されたための金属資材不足､産業創業期であることに伴う機械や専門労働者の不足といった事

情である｡しかし､より重要なのは､｢社会主義｣計画経済システムの諧特徴の存在であった｡その諸特徴を列

挙するならば､生産･配分計画作成の困難性､中央当局による企業現場の情報処理能力の限界､｢ソフトな予算

制約｣､財･労働力の売り手市場的状態､厳密な生産管理を実施する必要のない企業指導部などといった事項で

ある｡これらが作用することによって､第3､4章でみてきた現場における具体的な諧問題点-一現場の実状を反

映せず､たびたび変更される生産計画､原材料･部品供給の遅れと質の悪さ､有効に使用されない導入技術､期

待された成果をあげない職業訓練､労働者の流出の多さ､労働者の過剰雇用､管理組織の機能不全､高すぎる賃

金等級分類と低すぎる労働ノルマ､非効率を助長する社会主義的競争な匹-が生じることとなったのである｡
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さらに､これら諧問題点の発生原因としては､諧問題間の相互作用も指摘できた｡とくに､原材料･部品供給の

遅れと質の悪さという点は､みてきたように他の諧問題に多かれ少なかれ悪影響を及ぼしていた｡原材料･部品

供給の問題が｢社会主義｣経済において日常的に存在した現象であったことを考えると､この問題は､｢社会主

義｣経済の非効率性を象徴的に示すものだったということができる｡

　こうして､｢社会主義｣計画経済システムの諧特徴が作用することによって企業現場の諧問題点が発生し､そ

の企業現場の諸問題点によって生産能力は十分に生かされず､生産性は低迷した｡｢社会主義｣計画経済システ

ムの諸特徴が作用することによって企業現場にさまざまな問題点が存在していたからこそ､｢生産性向上の低

迷｣は｢社会主義｣経済の重要な弱点であったといえよう｡

　以上のことを踏まえて､最後に､｢社会主義｣経済の崩壊あるいは存統の理由について､あくまで仮説的にで

はあるが､ある程度考えてみたい｡｢社会主義｣経済崩壊に対しては､いまみてきたような点､すなわち､｢社

会主義｣計画経済システムの諸特徴が作用することによって生じた現場のさまざまな問題点が､国営企業の生産

性を低迷させていたという事実こそが､根本的な要因となっていたと考えられる｡この事実は､｢社会主義｣各

国企業が､コメコン市場によって世界市場から隔離され､コメコンが一つの完結した経済圏を形成していた時期

(1950~70年代初期｡たとえばこの時期のDDRは､全貿易額の約8割がコメコン諸国相手であった)には､さほ

ど表面化することはなかった｡生産性の低い｢社会主義｣国営企業は､より効率的な資本主義企業と競合するこ

となく､非効率な生産を続行しえていたのである(造船業において世界市場価格よりかなり高い価格の船が､コ

メコン諧国へ輸出されていた事実を想起されたい)2｡ところが､1970年代後半以降になるとコメコン諧国は西側

との貿易関係を強化していかざるをえなくなった｡その理由は､デタントによる致治的関係の友好化もあった

が､2度のオイルショックによるソ連の石油価格高騰とソ連石油白体の産出減による石油輸入の増大､高技術

化･情報化に伴う西側技術導入の必要性､耐久消費財に対する民衆の需要の高まりによる西側消費財輸入の増加

といった経済的な事情も大きかった｡これにより､｢閉じられた温室育ちの経済が､外界の空気に触れた｣ので

ある3｡崩壊直前の1988年には､DDRの対西側貿易は､全貿易の53.5%を占めるまでとなる4｡計画経済下での

投資･資材･労働力の集中によって重厚長大産秦では一定の生産成長を果たしてきたものの､すでに50年代から

それら産業一造船はその代表的なもの-においてすら生産性の低さという弱点をもった｢社会主義｣国営企

業は､高技術化･情報化という波も押し寄せた80年代における世界市場との結びつきに､耐えられる能力はもた

なかった｡この能力欠如は､崩壊後の東欧諧国の旧国営企業が直面している困難からも明らかと思われる｡こう

して､増大する輸入に対して輸出すべき製品を効率的に生産する能力を欠いた｢社会主義｣諧国の対外債務が累

積していったのが70年代後半以降の状況であり､とくに80年代には｢社会主義｣諧国の経済状況は顕著に悪化し
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ていくのである｡

　一部論者が指摘するようなソ連の石油枯渇､高技術化･情報化､民衆の耐久消費財への需要増大といった70年

代以陣の状況は､コメコン諧国の世界市場との結合をやむなくしたという点で､確かに｢社会主義｣経済崩壊の

一つの要因と考えられる｡しかし､より根本的な崩壊要因であったのは､世界市場において存統していく能力を

もたなかった生産性の低い国営企案と､それを温存させるような｢社会主義｣計画経済システムの方であったと

思われるのである｡

　もう一点､労使関係的な側面から､｢社会主義｣経済の存統の理由について考えてみたい｡企業レベルにおい

て公に労働者の意向を表明し交渉する組織も権利も保証しなかったという点は､体制の安定に対して否定的な影

響をもっていたことは否めないであろうが､しかし､そうした状態で､DDRにおいて1953年以降89年まで表

立った暴動もなく体制が存統したのはなぜなのか｡

　それについて考えるための一つのヒントを与えてくれるのが､塩丿日伸明氏によって提起されたテーゼである5｡

それは､｢社会主義｣国営企業においては､労働者のある種の｢自由｣が存在し､それが体制の安定にある程度

寄与したとするテーゼである｡ここでいう｢自由｣とは､権利として保証されたものではなく､単に敗策の不貫

徹の結果として残されているものにすぎない｡本論での内容から具体的にいうならば､たとえば､労働者の欠勤

の多さ､遅刻､労働時間中の買い物や無断退社などが許される現場の状態であり､労働者の質に見合わない賃金

等級分類､さほど無理をしなくても達成できる労働ノルマなど政策が貫徹されていれぼ生じない状況である｡こ

れらの点は､ひいては､｢労働力の売り手市場的状態｣のなかで基本的に失業を心配しなくて良いという体制の

特徴ともつながってくる｡こうした状況が存在する企業現場･社会は､ある意味では｢労働者の天国｣といえ､

積極的ではないにせよ､ある程度労働者の体制への統合を可能としたのではなかろうか｡　DDRについて､さら

に付け加えるならば､企秦内の末端レベルにおいて､作業班が､非公式ながら労働者の利益代表としての―定の

役割を果たしていた事実も無視できないであろう｡この作業班に関しては､作業班が単位となってパーティーや

遠足を催したり､政治的議論をしたりするという一種の労働者のコミュニティと化していた事実も最近指摘され

ている6｡作業班については､なお詳しい分析が必要とされるものの､労働者の日頃の不満をある程度解消する

　｢緩衝剤｣として機能していたと考えられる｡

　もちろん､企業現場における労働者の統轄は､これら｢自由｣や作案班の存在のみで十分なものとなっていた

わけではなく､それを補完するものとしての抑圧手段 DDRにおいては秘密警察シュタージや企業民兵隊

ウラン鉱山での強制労働など----の存在も否定できない事実である｡また､既存の体制内･職場で積極的に労働

し､社会的上昇を目指していく一部の労働者層~一一たとえば｢模範労働者｣であり､本論での検討からは､それ
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は労働者全体のほぼ1割程度であったと推測される一一が創出され､体制を支えていたことも無視できないであ

ろう7｡だが､抑圧手段や積極的労慟者の実状に関しては､本論では直接的に検討しえておらず､さらに､労働者

の｢自由｣や｢緩衝剤｣としての作業班と､抑圧手段､さらには積極的労慟者層の存在が､実際にどのように絡

み合って体制の一応の安定に寄与していたのかについても､現時点では明らかにしえない｡

　いうまでもなく､終章の後半部分で述べた｢社会主義｣経済の崩壊および存統の理由についての考察は､本論

での､特定時期の企業現場というごく限られた部分に関する実証から導き出された結論ではなく､単なる仮説の

提示にすぎない｡今後､企業現場の実態に関する検討をより深化させることによって､また対象時期を1950年代

後半から1989年へと広げることによって､さらには企業だけでなくより上位の管理機関へ､工業だけでなく他の

経済分野へと視点を拡張することによって､DDR経済について考察するための材料を蓄積することで､その仮

説の内容を検証していかねばならない｡

1)徳永重良編著､前掲書､102-103頁｡

2)Buehheim,Ch･,Wirtschdliche　Folgen　der　lntegぱion　der　DDR　in　den　RGW,　S.360.

3)盛田常夫『ハンガリー改革史』115頁｡

4)山田徹､前掲書､168頁｡

5)塩川伸明『｢社会主義国家｣と労働者階級』542頁｡

6)星乃治彦『社会主義と民衆』161-164頁｡

7)一鉱夫であった｢ヘンネッケ運動｣のアドルフ･ヘンネッケが､のち(1954~75年)にSEDの中央委員会委

　員となったのは､その典型であろう｡　Broszat,M./Weber,H.(Hrsg.),a.α.∂.,S,927､

　[附記]本論は､平成8~10年度文部省科学研究費特別研究員奨励費により助成を受けた研究成果の一部であ

る｡
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