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おわりに

は じ め に

ケン ・アルダー （KenAlder）が次の言葉を述べたことを知った時，著者は衝撃を感じた。そ

れはまさに著者がここしばらく研究してきた主題の核心とも言うべき事をずばり と言つてのけ

た言明である。

もちろん，図面にはフリーハンド ・スケッチから射影幾何に及ぶいろいろ異なったタイプ

がある。工場の組織化を助ける「道具」として図面を見れば，タイプがそのように違うこ

とは，そこに異なった社会関係があることを暗示する（ただし，異なった社会関係が無ければ

ならないと は限らない）。というのは，鉛筆書きのスケッチと登錦された青写真とでは，考
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技術と文明 11巻2号（52)

え出す人と工作する人の決定権の程度がはなはだしく違うことを暗示し，そしてまた仕事

の場での決定権の分布は権威のあり場所の大雑把で、はあるが手っ取り早い地図として使え
(1) 

るものだからである。

もしこの言明が詳細かつ具体的に裏付けられていたら，この論文はもはや無用かもしれない。

しかしながらこの引用文に盛られた事柄はアルダーの本の主題ではない。彼は読者に対して

「図面」（drawing）と呼ばれるものを何もかも同じと考えてはいけないと注意したにすぎず，

「登録された青写真」という句がどれほど意味深長であるかは考慮しなかった。それは当然で

ある。その句の意味は，その本では触れる必要のない事で、あった。

著者は，アjレダーの直感力に敬意を表しつつ，彼が掘り下げなかった所を深く掘り下げてみ

ようと思う 。アルダーが意識していたかどうかは明らかでないが，彼の言明の中にある「青写

真」という言葉には，本当は容易ならぬ含蓄がある。青写真は，19世紀末期にアメリカの機械

工業経営者の問にひろがった官僚主義を助長し 個人主義的工業経営の時代に勢力を伸ばした

内部請負人から権力を奪取するための道具 むしろ武器と言う 方が当たっているかもしれ

ない として機能を発揮した。以下で著者はこのことを明らかにする。

1. 青写真の実用化までの状況

(1)品質の根拠

1851年にロンドンで聞かれた大博覧会にアメリカから出品された拳銃や小銃の品質の高さは

ヨーロッパ人を驚嘆させた。それまで彼らは，アメリカは工業後進国だと思っていたが，その

認識は改められ，ホイットワース（SirJoseph Wh山，orth）を団長とする調査団が大西洋を渡り

さえした。アメリカではその後大量生産される小型機械類の品質向上が相次ぎ，約30年の聞に

掛時計，ミシン，刈り取り機，タイプライタ一等の高品質がヨーロ ッパにも知れわたった。こ

れは顕著な事実であるが，その品質の根拠は現代のものとは違っていた。現代ではこのような

機械工業製品の品質を図面と切り離して考えることはできないが，工業での青写真の利用が始

まるまでのアメ リカでは，小型機械類については図面が作られること自体が稀であり，図面と

品質の間にはほとんど関係が無かった。その頃のアメリカでも，特許の業務には図面が必要で

あった し，大型機械類 （たとえば機関車）の商取引にも図面が用いられたが，製造工程での図面

の役割は小さかった。特に小型機械類の場合には，新しく設計された物を誰かに知らせるため

には試作品を見せるのが普通で、あった。人はそれを見て機械の全体と，それから各部品の用途

と機能を理解した。

機械やその部品の用途と機能を知るには，言うまでもなく，図面を用いることもできる。実

際，産業革命以後のヨーロ ッパではそれが設計者の意図を関係者に伝えるための媒体として比

( 1 ) Alder, Ken, Engi問 eringthe Revolution Arms and En！以？tenmentin F1ance. 1763-1815. Prince-

ton University Press, Princeton (1997) p.139 
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( 2) 

較的多く用いられた。このためにドラフツマンの需要が多く，フランスではすでに18世紀末期

に組織的な製図教育が始まっていたし，イギリスでも1830年代にはそれが行なわれていた。し

かしアメリカでは， ドラフツマンの教育の体制は1880年頃まで整備されなかった。こうなった

理由のうち最大のものは，アメリカにおける賃金水準がヨーロッパに比べて著しく高かったこ

とと考えられる。ヨーロッパのドラフツマンの賃金が安かったことは，図面の経済的役割を論

じたレッテンバッハー （FerdinandRedtenbacher）でさえそれを無視していることからもわかる。

製図は，機械技術者がそれによ って自分の思考と着想をはっきりと，そして混同が起こ

らないように書き表わすことのできる手段である。図面に表された機械は，理想的に作り

上げられたものとそっくりだが，鉄や鋼より費用がかからず，扱い易い材料でできている。

機械の図面をヲ｜く際に必要な時間と労力は，鉄と鋼で機械を作り上げることに比べれば

比較にならないほど僅かであり，図面が計画を立てることとそれを実行することの両方に
( 3) 

役立つことを考えればなおさらそうである。

アメリカ人，殊に小型機械類の製造業者には「機械の図面を引く際に必要な時間と労力は，

鉄と鋼で機械を作り上げることに比べれば比較にならないほと苧僅か」とは感じられなかったに

違いない。製図は少なからぬ費用のかかる仕事であり，図面はできるだけ少なくする必要があ

った。それに19世紀中頃には工場の規模も，製品の種類も，簡単な帳簿と少数の個人の記憶を

頼りにして管理できる程度であったので，図面がなければならないという考えは生まれなかっ

た。更にまた，図面があろうと無かろうと，ジグや，ゲージや，特殊工具等を用意するには試

作品のー揃いを作業者に提供しなければならなかった。製品の用途や機能を理解するにはむし

ろこの方が好都合であった。

ここで一つ注意しておくべき事がある。製作されるべき物の用途や機能が生産現場の作業者

に理解されるということは，第2次産業革命より前の生産システムでは不可欠で、あった。なぜ

なら，彼らの仕事の動機付けにとってその理解は本質的重要性を持っていたからである。レヴ

ィ＝ストロース（ClaudeLevi-Strauss）は，一般的な問題としての生産の動機付けについて示唆

に富んだ次の発言をした。

人聞はただたんに，より多く生産することに意を用いるのではありません。このことを

経済学者が忘れるとき，人類学はそれを思い出させようとするのです。人間は，仕事をと

おしてその本性に深く根ざした欲求一一個人としての完成，自らの印を物質に刻みこみ，

( 2) draftsmanという英語はしばしば「図工」と訳されるが，後者は必ずしも draftsmanの概念を言
い表わしているとは言えないので「ドラフツマン」と表記する。日本の図工の地位は常に低く，トレー
サーとほとんど区別されない程度であるが，欧米の draftsmanは，時代による変化はあるものの多く
の場合，日本では技術者の仕事とされているものの一部を受け持ち， トレーサーとは明確に区別され
る比較的高い社会的地位を保っている。

( 3) Redtenbacher, Ferdinand, Prinzipen der Mechanik und des Machinenbaues (1852）.ただし，ここ
では Pete1 J. Booker, A History of Engineering Drawing, No1 thgate Publishing, London (1979) 

pp.187 188に掲載された引用文に従った。
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( 4) 

作品を通じて自らの主観に客観的表現を与えるという欲求を実現しようとするのです。

実際，何かを作る人はその用途と機能を知らなければ満足感を得られない。使いみちの無い

物を作ってもその人の個人としての完成には結び付かないからである。工業（あるいはもっと広

〈産業）ばかりですく，芸術， 宗教，教育等々の分野でも，またそれらの複合的分野において

も人は物を作るが，それはその人がその物の実用的，感覚的，象徴的，知的および／またはそ

の他の機能を知っているからであり またその機能を効果的に発揮するにはどうしたらよいか

と考えることができるからである。それを考えた上でその目指すところが満たされれば，その

人は達成感と誇りを持つ。この心情は 人間性の大切な一要素である。19世紀中頃のアメリカ

の小型機械類の品質の根拠のかなりの部分は，現場の作業者たちの人間性に根ざしたその心情

にあったと言うことができ る。

(2）製図教育の水準の低さ

ヨーロッパに比べると， アメ リカの製図教育は立ち遅れていた。次の引用文の内容はホード

レイ （JohnC. Hoadley）の1847年の経験であるが，当時の職工はそこに描かれているような個

人的接触によってしか製図を学習する機会を得られなかった。

ある夕方のこと，終業の鐙が鳴った後でホードレイの事務所へ三，四人の徒弟がやって

きて，おずおずしながら，機械製図を教えて下さいませんかとたずねた。彼らは，十時間

法の制定運動をしている者の一人に，そんなことを頼みに行ったって断られるに決まって

いると言われていた。その理由というのは「技師さんは教育の値打ちをご存じだから，自

分の学識をお前たちに分けてやって，結局馬鹿なやつらに安売りしてしまうようなまねは

しないだろ うさりということであった。ホードレイは 1ダースほどの少年たちに夜学を

開いてやることによ ってそれに答えたが，彼らの大半は後に要職に就き，彼の友人とな
( 5) 

った。

このような制度化以前の教育では，ここに暗示されているように，若者が指導者の部屋に入

るまでにすでにいろいろな制約を受けるし，指導者に面会できたとしても断られる可能性が大

きかった。また仮に首尾良く入門できたとしても，その指導者が有能であるか， 親身になって

指導するかということは運任せであった。そしてアメリ カでは1880年頃までその状態に本質的

な変化は起こらず， 一部で有能なドラフツマンが生まれはしたが，平均的には製図教育の水準

は低かった。

19世紀中ごろの小型機械類の生産にとって製図教育の不振は大した問題ではなかったが，大

型機械類の生産ではそうは行かなかった。次の文はず、っ と後になってから書かれたものである

( 4) レヴィ＝ストロース （著），川田順造 渡辺公三 （訳） 『現代世界と人類学』サイマル出版会
(1988) 81頁。

( 5) Calvert, Monte A. , The Mechanical Engineer in America. 1830-1910, The Johns Hopkins Press, 
Baltimore (1967) p. 74 
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が， 1860年代の一つの蒸汽機関車製造工場での労働の生産性が低く，それが製図教育の水準の

低さと関係があったことが示唆されている。

1867年には英国の雑誌 Engineeringの編集者はアメリカで生まれかっ教育を受けた人で

あったが，彼が書いた一つの批判は昔のアメリカの工場での慣行に光を当てたものとして

興味深い。

彼が言うには，合衆国のある工場では年間100台もの機関車を製造していながら，そこ

にいる人たちはどの機関車についても横断面図を見たことがない。軸が軸受けに当たる位

置とか，そういった種類のいろいろなことは，木型工場や職長の部屋に束ねて積んで、ある

1インチ角の棒にしるしをつけて示される。彼によれば，アメリカでは機械製図が広く実

施されているとは言えない。 …… （中略） …・・・製図はあまりにも不注意に行われており，

図を作った者の「弁解の余地の無い誤り」がずいぶん頻繁に木型工場で訂正されねばなら

なかったし，そればかりか鋳造とか鍛造が終わるまで見逃されてしまう誤りさえあった。

いくつかの工場では，鍛造や，型込めや，仕上げをする職人たちに各部品の完全な模型を

当てがうことを試み，彼らがまったく機械的なやりかたでその模型をなぞればよいように

しようとした。しかし，そのような模型よりも図面を使った方が良いとわかったので，と
( 6) 

りやめになった。

つまり蒸汽機関車のように，大型で，多種少量生産される機械類では，大量生産される小型

機械類では有効であったところの試作品とか模型などによる情報伝達は経済的でなかったとい

うことである。しかしその頃は組織的な製図教育が行なわれず，製図に関する正しい知識を持

った人は非常に少なかった。1880年から翌年にかけてフォーケナウ（F.A. Falkenau）とオパー

リン・スミス（OberlinSmith）の聞で第三角法と第一角法の優劣に関する論争があったとき，

後者は「恐らく，労働者の五百人に一人も図学の教育を受けていないだろうし，工場主やドラ
( 7) 

フツマンにしたところで多数がその心得を持っているとは言えまい。」 と言い，前者もそれを

否定しなかった。それから1881年にパウエル （S.W. Powel）が 『アメリカン ・マシニスト』の

編集者に送った手紙の中の次の文もまた製図教育が一般的に貧弱で、あったことを物語っている。

この忙しいのに，現場の誰も図面をー自で理解することができない。ょくできる職工で

も， 一番単純な図面を実にゆっくり見てようやく理解する。たしかに，彼らの中には若い

ころ模型とか，あるいは木綿か毛織物で作った型布に合わせて機械を作ることを覚えた者

が居る。そんな事をしていた工場では，機械工に図面を見せるなどということは滅多にな

かった。模型や型布を使わない場合にはどうするかというと，「この軸をできるだけ太く

削るんだ。それからこの穴を軸に合わせてくり抜け。」というように指図がされるわけだ。

( 6) Clark, Victor S., History of Manufactures in the United States. Volume ll 1860 1893 (1929）。
(Reprinted by Carnegie Institution of Washington, 1949) p. 81 

( 7) Smith, Oberlin "Projection of Drawings Again”American Machinist 3 [Dec. 11, 1880] (1880) 

p. 7. 
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( 8) 

彼らは良い仕事ができるのだが，どうするのかを口で、言ってやらないと仕事にならない。

こ、には明らかに「機械工に図面を見せるなどということは滅多になかった」と書いてある。

そして，前の引用文で言われているような立派な模型ではなく，粗末極まる型布を使ったり，

口頭の指示だけですませたりしたのであるが，「図面を使った方が良いとわかったので，とり

やめ」ることは， 1880年代に入ってから行なわれた。

図面が生産現場に持ち込まれなかったことを指し示す資料はほかにも多数ある。サマーズ

(George F'-Summers）が1906年に書いた文もその一例である。

現代の製図は工場への命令のシステムであって，諸寸法をどこに実現させるかを示すと

ころの表意文字の骨格である。昔は図面を注意深く 保管し 旋盤や平削盤の所に持って行

ったりはしなかったが，今の青写真は別段気に留めることもなくどこへでも持って行ける。

それというのも，必要に応じていくらでも原図からコピーが取れるからである。こういう

システムは最近20年間に驚異的発達を遂げたので，その前に書かれた教科書はもはや時代

遅れになった。

青写真が無かった頃には，汚損や破損を恐れて，図面を旋盤や平削盤の所に持って行けなか

ったのだが，それはドラフツマンの賃金が高かったからである。まともな製図教育を受けてい

ない平均的ドラフツマンといえども，工場に出入りする人々の百人に一人も持っていないよう

な特殊技能がある以上，高い賃金を与えずには済まなかった。かといってパウエルが言ったよ

うな方法に頼っていたのでは技術の進歩が阻害され，競争に敗れる恐れがあった。それを免れ

るために旋盤や平削盤の傍らで図面を使うには 低コストの複写方法が不可欠であった。そう

いうわけで，1870年代末期に実用化された青写真術は熱烈に歓迎された。1880年代の初期のう

ちにそれは機械工業の技術者 経営者の常識と言っても良いほどになった。しかし生産現場に

突然持ち込まれた大量の青写真は，古いしきたりの中に浸っていた現場の人たちの感覚からす

れば有無を言わさず人を従わせる怪物のようなものであった。それは労働者を戸惑わせたが，

それだけではなく内部請負人制度の解体と工場経営の官僚主義化を促進した。筆者は後でこの

ことを詳しく検討するが，その前に青写真術導入以前の機械生産工場における内部請負人制度

の実態を見ておこう。

(3）内部請負人制度

1870年代には，内部請負人はアメリカの機械工業の主要な会社ならどこにでも居た。当時の

内部請負人を特徴付けたのは次の5点であった。

( 8) Powel, S. W _, "Explanations and Suggestions Rega1 ding Mechanical Drawings”Ame1 ican Machi-

nist 4 [Jun. 11, 1881) (1881) p.5. 
( 9) Summers. George F' .. “Systematic Economy in Making Drawings”American Machinist 29. I 

(1906) pp. 546-547 

(10) Clauson, Dan, Bu1eauc1acy and the Labo1 Process, Monthly Review P1ess, N.Y. (1980) 

pp .112-113. 
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( 1 ）熟練工であり ，会社の雇い人であった。

( 2）社長または監督者との合意に基づいて次のことをした。すなわち，会社の建物の中で，

会社の機械，備品および、素材を使って会社の製品の一部を製作し，出来上がった単位ごと

に一定の報酬を受けた。

( 3）自分の持ち場に関しては完全な管理権を持っており， 自分の雇い人を雇って作業をさせ，

工程を監督した。

( 4）ほとんどの場合，現代の職長よりはるかに大きい権力を持っていた。すなわち，十分な

仕事が無いときには自分の雇い人の幾人かを解雇し，残った雇い人に対する仕事の割り当

てを決めた。また，雇い人が訓練を受けるべきかどうか，どのように訓練されるか，どん

な技能を身に付けるかということを決めた。

( 5 ）労働に対するこのような権力に加えて，材料を注文し，引渡しを督促し，在庫品の水準

を統制した。更に，生産の方法に対する決定に独自の責任を負った。そして生産技術を改

良し，革新的な技術を導入することさえした。

内部請負人は， 19世紀中頃には機械工業の発達に相当な役割を果たしていたと考えられる。

言うまでもなく彼らは金銭欲を持っていたが，前に見た「個人としての完成」に結び付く 心情

が動機付けに占める地位は小さくはなかった。 彼らは製品の用途をよく知っており，それが最

も良く機能するように努力を傾けた。その頃には，管理者すなわち技師または工場主と彼らの

聞に深刻な問題が発生することは比較的少なかった。多くの場合管理者の出自は生産現場にあ

り， したがって互いの手の内が見え易かったからである。

しかしながら両者の関係は，工業的活動の内外の諸条件の変化にしたがって危険なものに変

わっていった。 組織の膨張，管理者と生産現場の人の聞の親密さの減退，製造工程の複雑化，

そして生産技術の相次ぐ革新は，管理者が生産現場の実情を掌握することを困難にした。また

企業問の競争の激化一特に1870年代には深刻な不況のためにそれが著しかったーがコストの低

減を厳しく要求した。その上1880年代の後半になると管理者のキャリアの構造の変化が起こっ

て，徒弟からたたき上げた管理者は減少し，技術系のカレッジを出ていても現場の仕事を経験

していない管理者が増加した。こういう変化の中で管理者が資本主義的原理を重んじたのはむ

しろ当然で、ある。そして一度その道に入ると，彼らは請負い単価の低減の口実になるものは何

でも利用せずには居られなかった。当然，内部請負人はそれに抵抗し，争いは避けられなかっ

た。一つの側面から見れば，その争いは物作りの素朴な動機と，資本主義的経営の原理との衝

突と見ることができる。

請負人の戦略の中で特に重要であったのは，生産技術に関する情報の秘匿であった。彼らは

自分の能力の向上を隠してしばしば生産高を制限した。というのは，能率向上の可能性が管理

者に察知されると必ず不利になったからである。クロースン （DanClawson）の著書『官僚主義

と労働過程』にある次の文は，その経緯をよく表している。
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請負人と会社幹部の問で請負価格に関して行なわれる交渉の周辺には，基本的敵対関係

が集中してきた。その交渉は，多くの点で，より高い賃金を求める労働者 （特に出来高払

いの労働者）との交渉に似ていた。請負価格は定期的に，たいてい l年ごとに，見直され

た。在来の価格の据え置きが認められるか，または新価格が「合意」されるかのどちらか

であった。調整が行なわれるとすれば，新価格は必ず旧価格より安かった。問題の製品を

どうやって製造するかということを会社側はほとんど知らなかったので，請負人とその配

下の者が精一杯の仕事をしているのか，それとも革新を知られないようにしながら生産量

を制限しているのかを言うのは難しかった。生産に関する知識では請負人の方がまさって

いたので，交渉過程ではそれが彼らの力の源泉になった。場合によっては，請負人にどれ

だけの所得があるのかさえ会社にはわからなかった。そして請負人がいろいろな製品を作

る場合には，ある製品で損をしても他の製品で大儲けするということもできた。

これから次のことがわかる。すなわちそこでは設計技術者の機能と，生産現場の人たちの機

能との境界が不明確であった。言い換えると，製品の品質を支配するのは，技術者の学識と手

腕よりむしろ作業者の熟練と配慮であったと考えられる。しかしそれでは工学の発達を無学な

作業者の能力の範囲内に閉じこめることになる。当時既に一方で、は化学工業や電気工業といっ

た精密な理論を基礎とする工業が輿り，現場の人には手の届かない学理を使いこなす技術者の

役割が高まっていたし，機械工業でも材料力学や熱力学の理論が機械の性能の向上に役立ち始

めていた。品質の根拠を何時までも作業者の熟練と配慮に預けていたら早晩競争に敗退するこ

とは，目先のきく人には予見できた。同業者に優越する技術力を持ちたければ，どうしても設

計技術者の権威を確立せねばならなかった。そしてそのためには設計部門と製造部門の機能を

明確に分けることが必要で、あった。それは，設計者から生産ライ ン上の人々に意図を伝える際

に情報があいまいになったり，査められたりする可能性を残していては実現できない事であっ

た。設計者がサインした図面の内容を作業者の自の前に直接提示することは絶対に必要で、あっ

た。そこに出現し，急速に普及した青写真は，第 2次産業革命一一強力になった資本主義を

推進力として，現場の人たちの素朴な動機づけを無視した生産過程を押し進めることによって

遂行された革命と見ることもできるーー と無縁ではあ り得ない本質を持っていた。

2. 青写真導入の影響

(1)青写真術の登場

光によって第二鉄が第一鉄に還元される現象を利用する複写技術すなわち青写真術は，1842

年にハーシェル （SirJhon F. W. Herschel）によ って発明された。それが1870年代末期のアメリ

カで工業生産に利用され始めたことは 1881年に 『アメリカ ン・マシニスト』に載った次の文

から知られる。

(11) ibid. p.112. 
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わが国への青写真術の紹介はホリー （A.L.Holley）氏によるものであり，同氏はアメリ

カの技術者にこの主題を初めて知らしめた。わが社にはその方法を問い合せる通信が頻繁

ににもたらされているので，読者の便益のために， 1878年にフイラデルフィアで聞かたア

メリカ鉱業技術者協会で講演されたパーネス （P.Barnes）氏（現在イリノイ州スプリングフィ
(12) 

ールド在住）の論文の要約をここに載せる。

青写真術が歓迎された最大の理由は，複写図の原価の著しい低下にあった。その前には最も

安上がりな複写方法はトレースであった。この作業をする者すなわちトレーサーは， ドラフツ

マンほどではないが，ある程度訓練されねばならなかった。そして，複雑な内容の大型の図面

となると， 一枚のトレースに数時間かかることもあった。ところが青写真術を適用すると，原

図がトレーシングペーパーかトレーシングクロースに書かれていれば，内容には関係なく，初

期の手法でも，日光による10分程度の露光とその後の水洗い，乾燥の都合二， 三十分程度で事

足るし，小型の図面であれば数枚ないし十数枚をまとめて複写することもできた。しかもその

作業は素人で事足りた。したがって初期の青写真による複写の単価は，おおまかに見て， トレ

ースの場合の 1桁程度下になったと考えられる。やがて季節や天候の影響を受けない水銀灯に

よる焼き付けが行なわれるようになり，長い感光紙を連続的に処理する機械が開発されると，

複写図の原価は更に低下した。

この一見単純な出来事が内部請負人制度の崩壊を加速し，官僚主義的工場経営の勝利に大き

く貢献したのである。そのことをこれから見ていこう。

(2）設計と製造の機能の分離

アメリカの技術者や工場主は 職工に図面をあてがうことの重要性をすぐに認識した。早く

も1880年には，コーダル （Chordal）という筆名を名乗る技術者が次の文を含んだコメントを『ア

メリカン・マシニスト』に発表した。

工場用図面は，どういう物を作るのかという単なる備忘です。それは，本質的には絵に

なった（illustrated）備忘録です。つまり，それはただの線画ではないはずです。それが完

全なものであるためには，労働者が工作物に関して，も っともな問いを発する場合に，あ

らゆる疑問に答えなければならず 将来使われる際に卜分信ずるに足る記録となっていな

ければな らず＼安全な場所に容易に格納しておけるぐらい小さくなければならず，そして

また， できる限り低コストでなければなりません。

一枚の図面は完全なものでなければなりません。なぜなら，製図者が説明を加えなけれ

ばわからないような図面は，図面と呼ぶに価しないからです。そういう図面は，作業者の

備忘にはならないで，製図者だけの備忘になっており，彼が居ないときにはその図面は使

命を全うできないのです。

(12) 叩 ueProcess of Copying Drawings”（無署名） American Machinist 4 [Oct. 8守 1881) (1881) p. 6. 
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工場用の図面は，完全で、しかも自らを説明するものであるべきです。それは，言葉での

説明を添えずに千マイルも離れた所へ送られても，その先に居るのが熟練工であれば，製

図者のすぐそばに居るのと同様に仕事を遂行できるようなものでなければなりません。そ

れ自体が説明になっている図面を作るためには， ドラフツマンが居なければものの用をな

さないような図面を書く場合に比べて，芸術的腕前が無ければならないわけで、はありませ

ん。

図面によって仕事を執り行わねばならない職工には，木型工，鍛工，製缶工，木工，塗

装工および包装工が含まれます。図面は これらすべての人々が遂行することの結果の記

録であり，正しくできた図面はこれらすべての人々に結果がどうなるべきかを告げるもの

でなければならず，またどういうことが必要なのかを知るために質問せざるを得ないよう
(13) 

な不分明な箇所を含んで、いてはなりません。

これは事実上，設計と製造の機能の分離の宣言であった。その分離のために，設計者はドラ

フツマンに「完全な」図面を書かせなければならず「どういうことが必要なのかを知るために

質問せざるを得ないような不分明な箇所を含んで、」いない図面を発行しなければならないとさ

れるが，それと同時に現場の作業者は図面の内容のあらゆる細部にわたっていかなる変更をも

加えてはならないとされた。なぜなら，そういう恋意的な変更をすると図面は「将来使われる

際に十分信ずるに足る記録」でな くなってしまうからである。

ここで図面による設計と製造の機能の分離がヨーロッパでは比較的早くから進行していたこ

とに触れておこう。先に言ってしまうが，それは資本主義的生産の発達と同調しているのであ

る。アルダーによると，それが始まったのは上の文が書かれるより約 1世紀も前のアンシャン
(14) 

・レジームのフランスであった。そして1850年代のドイツでは レッテンバッハーが次のよう

に述べた。

とはいえ，図面の最大の重要性は計画だけに存するのではなく，実行についても同様であ

る。何となれば， 最初から， すなわち生産に入ったその時から，全ての部品は，厳しく，

決定的に，寸法とプロポーションが図面の通りになり得るだけで，製造用の材料を以て図
(15) 

面に書かれているそのままのものを厳密に真似ることしかありえなく なるからである。

イギリスでは，すでに18世紀中にワ ット （JamesWatt）が蒸気機関の詳細な図面を発行して

その分離に一歩を踏み出したばかりか ピクトリア時代にはグレート ・イースターン号の設計

をしたブルーネル （IsambardKingdom Brunel）らがその分離を強く推進した。彼はドラフツマン

に 「別途の指示なしに作業するために製造者と請け負い業者に与えてもよい図面」を要求し，

また職人には「仕事のどの一部分といえども，特別に考慮され，決定されるまで，そして完全

(13) Chordal“Extracts ft om Chordal’s Lette1 S”American Machinist 3 [Sep. 11, 1880] (1880) p.4. 

(14) Alder. op cit. p. 73 

(15) ( 3）に同じ。
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に詳細を表した製作図が出来上がるまで，その上十分な熟慮ののち正式に決定され，サインさ
(l6) 

れるまで着手してはならない。」と指示した。言うまでもなくこれらは青写真とは関係の無い

ことであったが，ヨーロッパ人の間では機械類の生産に図面を使うということ自体が設計と製
(17) 

造の機能の分離を促進する作用をしたことがわかる。それは， 一つにはその時代としては世界

で最も多くの図面が用いられていた事によるのかもしれない。そしてまたヨーロ ッパが資本主

義的生産において先端を歩んでおり，このことが分業化を厳し く要求し，その分離をもたらし

たのかもしれない。

コーダルは，早くからヨーロッパにおけるそういう先進的な動向に注目していたのかもしれ

ない。しかし， 19世紀中期のアメリカでは図面を書くこと自体が不経済であるかのように考え

られていたので，その動向に追随するわけにはいかなかった。そこに青写真が現れたので，こ

こぞ、とばかりに所信を述べたのであろう。そのコメントは機械工場の管理者たちに影響を及ぼ

さずには済まなかったと考えられる。実際，もっと後にある教科書に書かれた次の文は，上記

のコメントがアメリカの工業家にとって自然に受け入れられるものであったことを暗示してい

る。

青写真の重要性 正し‘く作られた製作図からの青写真は，作業者が仕事に際して必要とす

るすべての情報を含んでいなければならず，またその作業者はそういう情報が青写真に載

っていないと断言できないかぎり質問すべきでない。彼にとっては次のこと を理解するの

もまた良いことである。すなわち，彼の所にきた青写真が製図室のファイルにある図面の

厳密な複製であること，そして彼がその青写真で与えられた指示と寸法に盲信的に従った

場合には彼が実行した仕事に関するどのようなもめごとにおいても彼の立場は守られると

いうことである。これを言い換えると，彼が仕事をするときに使った青写真に照らしてそ

の仕事が良しとされるならば，結果に現われるどのような不具合もただちにドラフツマン
(18) 

のところに持ち込まれる。

ここでもう一つ大切なことを注意しておこう。コーダルの発言に象徴される製図観は，機械

生産工場の経営の官僚主義化を推進するものであった。それに従えば，管理者は製品が有用で

あることよりむしろ図面に合致していることを強く要求し たとえ正常に機能する製品でも図

面に対する不適合が発見されれば工賃の支＃いを拒否できるのである。このことは，この論文

(16) Baynes, Ken and Pugh, Francis, The A1 t of Engineer, Lutter worth Press (1981) pp .131 132.た

だしそこに書かれているのは GeorgeEmmerson, John Scott Russel, John Murray (1977）からの引用
である。

(17) ここで「ヨーロッパ人の聞では」という限定が行なわれたのは「機械類の生産に図面を使うとい
うこと自体が設計と製造の機能の分離を促進する作用を した」というのが全人類に共通する現象でな
いと考える理由が存在するからである。その理由については森貞彦 『清家正の製図論と思考様式』パ
ワー社（1997)140-151頁を参照されたい。

(18) F'aiifield, Howard P “Bluept int Reading＂川 H.M. Raymond (ed ) Modern Shop Practice, Amer・ 

ican Technical Society. Chicago (1923) p. 12. アンダーラインを付けた諾は原文ではイタリック体で
allと書かれている。
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の最初の引用文に見える「決定権の分布」あるいは「権威のあり場所」が管理者側に断然有利

なものになったことを意味する。

(3）製図教育の制度化と改善

アメリカの機械生産工場経営の官僚主義化を考えるとき， 1880年頃起こった製図教育の変化

を忘れてはならない。その頃全国の工業都市に職工を対象とした製図の夜学が聞かれ，多数の

若者がそこに入った。すなわち製図教育の制度化が始まった。1885年頃ボストンのそのような

学校の生徒であったフェアフィールド （HowardP. Fairfield）は，約20年後に当時を回想して次

の文を書き残した。

校長は熟達したドラフツマンであり，教師としても，男としてもすばらしい人物であった。

教科内容は，製図器具の使い方，平面幾何学，相貫体を経て通常の機械の部品図へと進み，

最後には機械の組立図に至った。実習用機械の見られる部屋があり，部品図を書くために

それを分解することもできた。生徒の大半は工場で働いていたので毎日 10時間も機械を操

作しており，機械がどういう ものかよく知っていた。けしからぬ所行のある者はそこで作

業することを禁じられた。そして，実務に通じていない教師はとても勤まらなかった。怠

け者は，工場で10時間働いた上に週 5日の夜学に通うことができないのが普通で、あるし，

先行きどうなるのかを考えようとしない者や成功するかどうかに無頓着な者も同様であ
(19) 

った。

1880年代の若い職工たちがなぜこんなに熱心に製図を学んだかというと，その頃までは製図

の能力が出世の重要な条件だったからである。ホードレイの生徒たちの多くが後に要職に就い

たことからもわかるように いわゆる工場文化の中では職工→ドラフツマン→技術者→工場主

という出世コースがあった。しかし，製図教育が低水準にあった時には， ドラフツマンとして

成功することさえたいへん困難であった。それで，信頼できる夜間の製図学校が開かれると，

カレ ッジに入る資力はないが有能で野心のある少年たちが押し寄せた。そしてその結果，図面

を読むことのできる職工の数は急激に増加した。

しかしながらその少年たちの夢は，多くの場合，現実にはならなかった。1890年代に入ると

カレッジを出た人たちが進出し，現場育ちの人が要職に就く機会は減っていった。フェアフィ

ールド自身が先程の文の後で述べていることであるが， 20世紀に入るとそういう活気のある，

質の高い製図教育は影をひそめた。しかしそれで、も， 1880年代の製図学習の気運の高揚は，製

図の本質を体得した多数の中堅技能者集団を生み出し，アメリカにおけるその後の製図法の発

達に少なからぬ影響が及んだ。

(19) Fairfield“School Drawing”American Machinist 27 (1904) pp .1507 1508 
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(4）官僚主義的工場経営の勝利

先程のコーダルの文の中にあった「将来使われる際に十分信ずるに足る記録となっていなけ

ればならず，安全な場所に容易に格納しておけるぐらU叶、さくなければならず，…一・」という

図面の条件は，機械類の本質に由来する。機械が他の工業製品一一たとえば家屋とか橋梁

ーーーと違う点のうち最も重要なのは，それを構成するいくつかの部品相互間に精密な繰り返

し運動が行なわれるということである。このために部品の精密な加工ということが機械工業の

一つの特色となる。しかも機械は家屋や橋梁と違って一回限りの生産で終わることはほとんど

無く，たとえ 1台だけ注文されたものでも後になって老朽化や損傷のために互換性のある部品

を供給しなければならなくなる。それゆえ機械の場合には，大量生産されるか否かに関係なく，

長期にわたって製品の互換性を確保するために特別な注意が必要になる。コーダルが掲げた条

件はこういう事情を反映している。

この事と青写真の登場との関係は，少なくとも二つの意味で注目される。第一に，古い生産

方式では個人の技量に依存していた互換性は早晩個人を越えた水準で管理されるものに変らね

ばならなかったが，青写真はそれを可能にし，生産技術の社会化を促進したということである。

そして第こには，図面がそのような社会化された技術の媒体である以上，たとえ製品が大量生

産されなくてもその図面は個人に依存しない適切な方法で管理，運用されねばならないという

ことが関係者にはただちに明らかになった。これらはいずれも工場経営の官僚主義化と強く関

連する事柄であった。先ず第一点から確認しよう。

オパーリン ・スミスは1885年に『アメリカン ・マシニスト』に寄せた文の一つで寸法公差を

論じ，大量生産における限界ゲージの有用性を認めたが，多種少量生産ではそれが利用できな

い場合が多いことに注意を促し，たとえば穴と軸のはめあいを，互換性を確保しながら常に適

切なものにするためには「図面上にす法を記載する方法の根本的な改善が行なわれねばならな
(20) 

い。」とした。彼が挙げた例は，呼び寸法 1インチの軸と軸受けのスキマパメの場合で，穴と

軸の直径の差は通常0.001インチないし0.002インチに作られる。それで，穴を1.000インチに，

軸を0.999インチに作るというようなことがされるわけであるが 穴と軸の双方に加工上の誤

差が発生し得るから，直径の差が最小限度0.0002インチ無ければならないとすると，穴の寸法

は目標の値より0.0004インチ以上小さくてはならず，軸の寸法もやはりそれだけ以上大きくて

はならないということになる。彼はそれらを図面上に明記すべきだと考えて上の言葉を述べた。

その「根本的な改善」に向けての彼の提案は現代の方法に比べれば幼稚なものであったが，そ

れでも次の事は本当である。

現今のように，労働者に 1インチの穴と 1インチの紬を作るように指図をするだけで，彼

が命令にこだわらず，どれだけの寸法差を良しとするかを個人的判断で決めても黙って通

してしまうよりは，このよつなシステムを使った方がず、っとよい結果になるに違いない。

(20) Smith“System in Machi問 Shop”Ar肥 ricanMachin凶 8[Oct. 31. 1885] (1885) pp.1-2. 
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今のやり方だと，人が変われば精度の「個人的方程式」も変化し，互換性については運を
(21) 

天に任せるしかない。

軸が穴の中で軽快に回転して，それで、いてがたつかないということは，かなり腕の良い職工

でなければ実現できない。コマが長時間回転し続けることさえ競技の対象になり，優勝者が敬

意を受けることを考えれば，俺の作った機械はどこの誰が作ったものより正確に動き， 30年で

も， 50年でも使えるぞと公言できるのはずいぶん誇らしかったであろう 。しかしそういう誇り

高い職工は，仕事のコツを滅多なことでは他人に教えなかった。もちろんそれは彼の「飯の

種」であったが，それだけではなかった。そういうコツは，他人に教えられるより，自分で苦

労して探り当てるという所にこそ価値があると考えられていたのである。それはまさに「個人

としての完成」にかかわる事であった。しかしながらそこからもたらされるのは所詮「個人的

方程式」でしかない。当時のアメリカの工場管理者は 機械の部品の互換性が一個人の製作物

の範囲内で成立するだけでは十分でないことをよく知っていた。彼らの間では，労働者の仕事

を統制することの必要性はほとんど常識であった。オパーリン ・スミスが「図面上に寸法を記

載する方法の根本的な改善」を必然的と見たのはそのためであった。つまりその統制の道具と

して図面を利用することが提案されたわけであるが，青写真が普及していなければそういう提

案がほとんど意味をなさないことは明らかである。

第二点に移ろう 。1870年代の終わりまでは技術的出版物に図面管理の問題が現れるこ とはほ

とんど無かったが，1880年代前半には少なくとも 6名の技術者が『アメリカ機械学会論文集』

と『アメリカン・マシニスト』に図面管理に関する論文を発表した。しかもその中にはホ。ータ
(22) (23) (24) 

一 （C.T. Porter），オパーリン・スミスおよ びタウン（HemryR. Towne）といった著名な機械技

術者が含まれていた。その時の主要な議論についてはすでに森が検討を加えた。それによると，

彼らが主として目指したのは物と作業の両面での標準化と専門化によ って図面およびそれに関

連するもの （たとえば木型，ジグ，特殊工具等）の管理を容易にすることであった。このことは，

これから見られる官僚主義的経営者の対請負人戦略の背景として少なからぬ意味を持っている。

特にタウンは，専門化による分業の徹底を厳しく追求したという点で注目される。彼は，各図

面の表題欄の書き込みというような些細な作業さえ専門化し それを設計技術については無知

だが手は器用な少年または少女にさせることによって人件費を節減するということまでした。

製図室でのこういうこまかい事まで分業化しよ うというのであるから，工場で行なわれる作業

(21) 同上．
(22) Portet, Charles T. "A New Method of Keeping Mechanical Drawings”Transactions of American 

Society of Mechanical Engineers. 2 (1880 1881) pp. 560 563. 
(23) Smith “Systematic Preset vation of Drawings" American Machinist 5 [Nov. 25, 1882] (1882) 
pp.4 5. 

(24) Towne, Henry R. A “Drawing Office System” Transactions of A. S. M. E. 5 (1883 1884) 
pp .193 205. 

(25) 森，前出86-89頁。

14 



191世紀アメリカの機械工業と青写真（森）

をどれ程厳しく管理しようとしたかは察するに余りある。しかしそれは内部請負人とのやりと

りで受け身の姿勢を取るようではとうてい出来ることではない。彼が1887年に内部請負制度に

取って代るものとして実行に踏み切った分益制度（profit-sharingsystem）は，この問題に対する

彼の積極的な姿勢を明白に示すものであった。それは，簡単に言えば次のようなものであった。

すなわち，個々の加工対象について過去の記録または類似品に関するデータから単価を推定し，

それに見合う賃金は保証する。そしてこれを 3ないし 5年間という比較的長期にわたって固定

しその額と年度ごとに集計される実際にかかった費用を比較して，後者が前者を下回った場

合には全従業員が差額の一定の割合を受け取るという仕組みである。明らかに，旧来の内部請

負制度を残したままでこれを実行することは出来ない。タウンは，このとき内部請負人を会社

の管理組織の一環としての職長に変えることに成功した。この分益制度そのものは 7, 8年で

消滅したが，これは20世紀の新しい工場制度の前史の中の一つの出来事として記憶されている。

タウンが分益制度を実行しようとしたときに内部請負人との間でどういう経緯があったかは

よくわからない。そこにはかなり面倒な事があったと思われるが，とにかく彼はそれをクリア

した。他の会社にも多かれ少なかれそういう問題があったはずであるが，今日手に入る資料は

多くはない。しかし，ローランド （HenryRoland）がシンガーミシン社の社史を読んで1880年

代末期にそこで起こ ったことについて書いた次の文は，工場経営者が時には巧妙な謀りごとを

用いたことを示唆する。

こういうこと［製品の単価に影響があると思われる加工の情報を請負人が秘匿すること］

は，まったく当然のことながら，会社側に状況を厳密に吟味しようという気を起こさせ，

先ずは請負人の雇い人に払う賃金を会社が直接本人に渡そうということになった。これは，

一見したところでは何ら底意の無い，どうでもよいような事に見えたが，実際には，後で

請負人から利益を取り上げてしまうことになるくさびの刃先であった。会社が労働者に支

払いをするようになると，たちまちにして加工対象 1個当たりの原価を割り出す正しい情

報がもたらされた。そして，もちろん，製造に要した労働時聞から見て，どの部品が高価

についているか，あるいは安く上がっているかということもわかった。したがって会社は

翌年に備えて，請負人がどれだけ原価を下げられるかをより正確に予測できるようになっ

たし，また年次契約で提示する価格をより賢明に「調節」すなわち滅額することもで
(26) 

きた。

この文面には明記されていないが，こういうことを実行するためには先ず一人々々の労働者

に図面をあてがってそれによ って仕事をさせなければならないし，その図面はよく整備された

システムによって管理されていなければならない。仮に誰かが図面を見ょうと思ったときには

請負人の部屋まで行かねばならなかったとすれば，そして現場ではパウエルが描写したような

(26) Roland, Henry “Six Examples of Successful Shop Management”Engineering Magazine 14 (1896) 

pp. 994-1000_ ただし［］内は森による補筆。
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方法で作業の指示がされるとすれば，どの職工が，何時から何時までの間に，どの部品の何個

を加工したかという記録を付けることは非常に困難で、ある。おそらくローランドがその文を書

いた1897年には一人々々の作業者が図面に従って作業することと，その図面が整然と管理され

ていることがあまりにも当然で、あったのでそれに言及しなかったのであろう。しかしこの文の

背後に職工が図面を読めて当然とされるほど一般化された製図教育と，原価管理に威力を発揮

する程度に整備された図面管理システムがあることを見落としてはならない。そしてそれらは

青写真の登場以前には考えられなかったということも忘れてはならない。

19世紀が終わる頃には内部請負人制度は凋落し，かつての華やかな姿から単なる部品加工に

おとしめられたが，会社側は更に労働の管理を強化して利益を追求することをやめなかった。

ダーリントン（P.J. Darlington）が1899年に書いた次の文は よく管理された図面がその過程の

成功に不可欠であったことを示している。

［出来高仕事には］完備された製図システムが必要である。すなわち，図面は完全で，

正確で、，修正は即座に行なわれ，描かれた部品に対して行なわれることをすべて表してい

なければならない。そしてまた，高度に組織された「出来高仕事」室と， 一定の仕事がど

れだけの時間を要するかという明確な知識をもたらすところの，概算，観察，記録および

比較を行なうシステムもまた必要で、ある。．．

これらのシステムの成功は，どこまで徹底しているか どこまで正確かということにほ

とんど全面的に依存する。その徹底ということと正確ということにしたがってそこで行な

われることの価値が決まるのである。というのも，つまりはその仕事の性質，製図部門の

組織そして「出来高仕事」室に依存するのであり，かつまた作業を要素に分割する方法にも，

更に言えば 1枚ごとの伝票に書き込まれた事を記録していくことにも依存している。そう

して得られた情報は，古い要素をいろいろに組み合わせて新しい仕事にいくら払えばよい
(27) 

かを算定することを可能にする。

ここでは先程のローランドの文に書かれていた事柄より官僚主義化が進んだときにどんな事

が起こるかを見て取ることが出来るが，そこには「完備された製図システムが必要である」と

明記されている。そういうシステムが発達を始めたのが青写真の登場以後であることは明白で

ある。青写真は，工場経営者にとっては絶好のタイミングで出現した道具であった。いや，む

しろ武器であった。彼らは，内部請負人の勢力を殺ぐためにそれをおおいに活用した。そして

それの影響は，請負人ばかりでなく， 一般の労働者にも厳しく及んだ。官僚主義化された工場

では，労働は徹底的に「要素」にまで分割され，そして個々の労働者にはその中のただ一つな

いし数個の要素が課せられ，それを実行することだけが求められた。そこでは，製品の用途や

(27) Darlington, P. J. 
ただし［］内は森による補筆。
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機能に対する作業者の関心は無意味と された。そ して彼らの唯一の関心事は賃金にあると仮定

された。これはまさにテーラー（FrederickW. Taylor）やフォ ード （HenryFord）が打ち立てた生

産方式の神髄であった。人間性の側面を一つだけ，すなわち金銭欲だけ考慮し，他は捨象する

ところの資本主義的仮定を採用するこ とによって官僚主義的経営を推進した人たちは，その武

器のーっとして青写真を利用 して勝利を得た。

おわ りに

グーテンベルグ (JohannesGutenberg）による印刷術の開発は，文字列の複製の原価を著しく

低下させることに よってヨーロッパの文化に一大衝撃を与えたので世界史上重要な技術的業績

の一つに数えられている。青写真術の実用化をそれと比較するこ とにはいくらかの問題がある

かもしれないが，文字列では表現できない図形の複製の原価を著し く低下させるこ とにはそれ

なりの重要な社会的意義があった。それはたいへん地味で、あったが，やがて来た20世紀の工場

制度が華々しく展開する時にそれを援けたいろいろな新い慣源 たとえば電力一一 と比

べて も遜色の無い重要性を持っていたと言っても良いよ うに思われる。

American Machine Industry and Blueprinting Process 

of Drawings in the 19th Century 

by 
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American engineers in the 1870s found a use in the blueprinting process and it drastically 

lowered drawing reproduction casts. This contributed to the victory of the bureaucracy accom-

panied by capitalistic assumptions among which were that labor could b巴 dividedinto minute 

eleme口tsand that the only remarkable aspect of labors’humanity was their desire for money 

However, historians did not recognized th巴 fullvalue of the blueprinting process. In the present 

(28) チャップリンは映画 『モダン ・タイムス』でこのことをきわめて巧妙に表現した。その映画に現
れたい くつかの工場のうち一つの小造船所)J、外は一体何を生産しているのかわからないものであった
し，そこにある膨大な機械設備も何の役に立っているのか不明であった。映画を作ったのが工業に疎
い芸能人だの、らそうなったのではない。単に工業に疎いだけで第2次産業革命後の労働の本質を把握
していない賞督がセッ トを作ったら，どこかの工場に似た物になったであろう。チャップリンは， 一
人の労働者の役割は細分化された作業の一要素だけであって，それがいかなる製品のどういう工程で
あるかは知らされないままに働かされるということを表現するために，何の機械だかわからないもの
の据え付けられた工場のセットを組んだのに違いない。そこで働く労働者たちは， もはや考える能力
を使うことさえ許されない羊の群れのようなものだということが開幕の場面で暗示されている。その
ように労働者の人間らしさを認めない勢力が世の中を支配するのが「モダン ・タイムス」だというわ
けである。

17 



技術と文明 11巻2号（68)

paper, effects of the introduction of blueprints into the confrict between industrial managers and 

inside contractors are discussed taking the following two notable items into consideration 

(1) The separation between the functions of the conceiver of the artifact and its executor and 

(2) The institutionalization of drafting education 
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