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中国自動車生産システムについての実証研究 
―― 長春一汽大衆を中心に―― 

楊  牧 

要   旨 

  中国一汽大众汽车有限公司作为成长中的合资企业、其生产管理融合了德国大众公

司的先进经验和中国的传统方法。本稿将对一汽大众公司生产现场的作业组织及其管理

运营、职能区分、生产线过程管理、质量管理、设备维护、劳务管理以及劳使关系等多

方面通过实证研究的手法作以逐一考察。从中可以了解到国外诸多先进管理经验在中国

的试行及效果、以及中国在实践当中自行摸索出来的特有的管理方法。另外、本稿在对

一汽大众作以肯定评价的同时、对其尚需改进之处也进行了客观性的分析。 
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はじめに 長春一汽大衆の概略 
    

 「一汽－大衆汽車有限公司」（以下「一汽 VW」と略す）は、ドイツ VW社が上海に次いで

長春にある第一汽車と合弁して設立した会社である。この会社は、1991 年 2月 6日に、出資総

額約 111.3億元（そのうち出資比率は一汽が 60％、VW40％）の会社として設立された1)。1996

年 7月に、本格的に生産を開始した。現在は約 5,000 人の現場労働者を雇用し、2つのシフト

で運営している。2001 年の年間生産量は、完成車は 18万台、エンジン 27万基、トランスミッ

ション 18万基の規模に達している。現在、一汽 VWは中国の「三大」乗用車生産基地の一つ
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として重要な位置を占めている。そして国内だけでなく、VW社の国際戦略の一翼をも担って

おり、一部の完成車、組立品、部品はアジア・太平洋地域へ輸出されるようになった。生産面・

販売面からも VW社の企業国内国際分業体制の重要な一環に組み込まれている。現在、一汽

VWでは VW社の技術供与を受け、「捷達（Jetta）」、「宝来（Bora）」と「奥迪（Audi）」

といった「三大」ブランドの系列車種を同時に生産するシステムが作り上げられている。 

一汽 VWは、ドイツ VW社の上海での合弁企業が成功を遂げた後に設立されたことから、多

くの「後発利益」を享受している。上海 VWで試みられてきた諸経験は、そのまま一汽 VWに

持ち込まれ、多くの試行錯誤が免れられることになった。このように、比較的高いレベルから

スタートした一汽 VWは、上海 VWに 10年近く遅れて立ち上げられたとはいえ、現在上海 VW

に匹敵できる規模まで成長している。また、一汽 VW は 6割の出資比率を占めた第一汽車から

の影響も多大である。したがって、一汽 VWに見られる生産システムや経営哲学は、第一汽車

で確立した中国式の大量生産システムと、50年代にフォードからヨーロッパに移転された VW

式の大量生産方式とが合流したものと言える。 

 

第 1章 経営・生産現場  
    

 一汽 VWの経営管理は、すべて「経営管理委員会」（Board of Management）によって行わ

れている。トップ管理層に立つのは、総経理(President)ならびに 4人の副総経理(Vice president)

である。その中で、総経理は全般的管理を行い、4人の副総経理はそれぞれ機能別に財務

(Financial)、人事(Human Resources)、技術(Technical)、商務(Commercial)の管理を担当してい

る。その中で、財務担当と技術担当はドイツ人の管理者に任せられている。ちなみに、全工場

ではドイツ人の管理者や技術者は、約 30人いる。一汽 VWの管理構図は、一般のピラミッド

管理型とは異なっており、それぞれ管轄した職能範囲がよりはっきりとしているという特徴を

持っている。しかも、4人の副総経理は、ほぼ総経理と横一線に並んでおり、より民主的な管

理を行っているとも言える。一汽 VWは非生産部門を出来る限り抑えるため、全体の組織図は

一般の国有企業に比べてかなり簡素化されている。 

一汽 VWの工場は、一汽本社工場群に隣接した 116万平方メートルの敷地内に、VW流の工

場レイアウトで配列された大規模な建物群で構成されている。その中には、プレス加工、溶接、

塗装、組立という４つの工程別に編制された完成車生産工場があるほか、エンジン工場、トラ

スミッション工場も敷地内で立ち並んでいる2)。また生産現場工場以外で、大きな建物として

管理棟、販売部門と職業訓練センターも目立っている。第一汽車本社よりは、明らかに簡潔な

レイアウトであり、余計な非生産関連部門は工場構内で設置されていない。緑地帯が各建物の

周りに広がり、広々とした道路が構内の隅々まで伸びている。非常に整然とした印象を受けた。

すべての道路や建物内外の看板と標識は、中国語と英語の 2種類の言語で書かれてある。効率
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を高めるため、一汽 VWは課長クラス以上の管理者に車の貸出を行っている。名義上は公共財

であるが、用途を問わず個人に自由に使わせているのが現状である。ただし、車の構内の出入

りに対する管理は、かなり厳しい。同工場の構内では、入口と出口が二つ分かれ、それぞれに

厳格なチェックを行っている。外来者のみならず、工場の従業員までも出入りするたびに、一

律に必ず一旦停車し、保安員のチェックを受けなければならない。いくら顔見知りと言っても、

見逃されることはないようである。通行証の審査だけでなく、いちいち車内またトランクまで

も見せなければならない。また訪問者は、むろん自由に構内に入ることはできず、一般にはま

ず入口のところで設置された待合室で登録し、内線電話で中に連絡を取る手続きが必要である。

しかも、受付カウンターにダイヤルしてもらわなければならない。面倒に見えるが、工場管理

の徹底さが伺える。この面は、第一汽車本社より徹底し、厳しいものだと実感した。 

生産現場の建物は、完成車生産のプレス・溶接・塗装・組立という 4 つの工場が「U 字」型

でレイアウトされている。全周囲は数キロも伸びており、かなり大規模な建物群である。現場

の全貌を見ようとする見学者にとっては大変な距離であり、車で工場間を移動するのが一般的

である。工場の外観は全体に淡色で覆われ、清潔感が溢れる設計である。外の空き地には、原

材料や部品のような物がほとんど置かれておらず、工場周りはすっきりとした感じであった。

生産の騒音も外からほとんど聞こえず、全体に落ち着いた雰囲気に包まれている。 

一汽 VWの主要な機械設備は、ほとんどがアメリカから撤収した VW社ウエストモーランド

（Westmoreland）工場の設備を第一汽車が買い取ったものである3)。1993 年の時点で一汽 VW

のエンジン・トランスミッション工場にはトランスファー・マシンが 29基、プレス・溶接工場

にロボット 60 基以上、マルチスポット・ウェルダー50 基以上、シングルスポット・ウェルダ

ー102 基が配備され、塗装工場には自動的に塗料を替えて塗装準備を整えるシステムが導入さ

れ、最終組立ラインは長さ 4キロ、153 ステーション、サブ・アッセンブリーライン 51本とい

う構成となっている。 

 この中で、プレスラインの設備は VWのメキシコや南アフリカ工場から旧型設備を流用した

ので、金型もほとんど古いものを流用している。溶接ラインはウエストモーランド工場の設備

に修正を加えたものが多く、VW 製のロボットが入っており、スポット点数ベースの自動化率

は 90％である。組立ラインのコンベアもウエストモーランドから持ってきたものである。ほと

んどは中古の設備が使用されるというものの、故障率はそれほど高くはない。しかも、設立当

初からウエストモーランド工場で働いた経験を持つドイツの技師が、多く一汽 VWへ派遣され、

現場の生産と設備に関する技術指導を行っている。彼らは設備の調子を熟知しているため、故

障が起こったとしても素早く解決できる。 

調査の際、詳しく見せてくれたのは乗用車の最終組立工程の生産現場であった。以下では、

現場見学と生産管理担当者からの聞き取りによって得られたデータに基づき、生産現場の作業

組織、生産管理、参画意識、労務管理および労使関係などの要点について分析を進める4)。 
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第 2章 作業組織と職務区分 
    

 一汽 VWの生産現場では、作業組織は基本的には「班」という基本単位から成り立っている。

そのうち組立工程には、60の作業班が編成され、1班には平均 20人の作業員が配置されている。

同工程に所属した保全工や管理者などを含めて、約 1,450 人の現場労働者が働いている。各班

の責任者は「班長」であり、いずれも基本的に組立ラインから離れ、専ら管理の仕事を行って

いる。その仕事内容は、主に班内の労務管理（出勤、欠勤、休暇、人事考課、OJT、職場規律

の維持と協調）、工程管理（作業配分、品質管理、改善活動の遂行、他部門との連絡・情報交換）

である。そのほか、チーム・メンバーの怪我や欠勤による人員不足の場合に、班長は必要に応

じてリリーフすることがある。調査を通じて感じられたのは、一汽 VWの班長の権限が比較的

大きいところである。班長は、一般に「工段長」（作業長）に指名されるものである。入社 2

年以上、35 歳未満、短大以上の学歴を持ち、多技能者であるという前提条件を満たさなければ

班長になる資格はない。ちなみに、組立工程においての 60人の班長は、平均年齢 28歳、多技

能率 100％に達しているという。指名された候補者は、さらに厳しい総合評点を受けなければ

ならない。その内訳は、技能 30％、総合資質と能力 50％、民意評価（従業員同士の評価）20％

となっている。総合点数 80点以上の者に限り採用されることになる。班長は、直接に「工段長」

の管理を受けている。１つの「工段」には、Audiライン 6－7個、Jettaライン 2－3個の班を含

める。そして、一汽 VWの生産現場では、一つの独特な管理職がある。それは「現場工程師」

と呼ばれる職である。「現場工程師」は、一般に作業経験の豊富な熟練工が担当しており、分野

別にそれぞれ設備、品質、保全などの技術の指導と監督を担当する。1人の「現場工程師」は、

2－3 個の「工段」の専門分野を管轄する。組立工場には、およそ 10 人前後の「現場工程師」

がいる。さらに、工程全般の責任者は「車間主任」（職長）である。「車間主任」は“二級経理”

（課長クラス）とも呼ばれ、ヒト・モノ・技術・設備・安全などのあらゆる面の管理を行って

いる。「車間主任」は、一般に 40 歳以下、大卒以上の学歴を有することを基本条件とする。「車

間主任」は一般に中国側とドイツ側で 1人ずつ配置される。中国側の「車間主任」は主に生産

計画、人事管理などを管理し、ドイツ側は主に技術面を専管する。「車間主任」の事務室は工程

の端に設置され、「車間主任」はデスクワークを行うとともに、それ以外の時には工程現場の各

部を巡回する。 

簡略に言えば、一汽 VW の職場組織は、〔車間主任→現場工程師→工段長→班長→一般作業

員〕という構図となっている。 

一汽 VWの組立生産現場には、大きく分けて組立・板金・調整・保全といった 4つの職種が

ある。基本的に現場では、職種また班の範囲を越えたジョブ・ローテーションは実施されてい

ない。しかし各班の内部では、小規模のジョブ・ローテーションが 2ヵ月ごとに１回行われる。
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このようなローテーションは、すべて班長がメンバーの一人一人の状況に基づいた上で計画を

立て、全員参加の形で実施されるのである。その計画に従って、作業者は定期的に班の各作業

ステーションを経験していく。１人の作業者は少なくとも 4つのステーションの作業を目安に

し、一定期間でこなせなければならない。こうしたジョブ・ローテーションの最大目的は、作

業者間の労働強度についてより良くバランスを取るところにある。また、このやり方は仕事の

単調さをもある程度和らげるため、作業者の評判が良いという。ジョブ･ローテーションの効果

を徹底するために、班長を含めた全作業員は、1 ヵ月に 1 回の「多技能」達成度に関する技能

テストを受けねばならない。そして、その結果は班長がコンピューターで図表に作成し、掲示

板に公開される（表 1）。こうして、班長がメンバー全員の技能状況を明確に把握できるだけで

なく、作業者一人一人の名前が付いた結果が公開されることによって、自分と他人との差がど

こにあるのかを作業者全員にはっきりさせることができると考えられる。また名前の公示は、

人間の「恥を知れ」という心理をうまく利用し、より良くモチベーションを高めることにも効

果があると思われる。ローテーションはほとんど班長または熟練工の指導の下で行われる。1

人の指導員の下で 3人の作業員が指導を受ける。作業は細分化されているため、簡単に習得で

きるものばかりである。一つのワーク・ステーションは、単独に作業できるまでわずか 1日し

かかからないという。 

表１ 一汽 VWの従業員多技能評価表 
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 直接作業者と管理者以外に、保全工、品質検査員や清掃員などの間接作業者も常時現場で働

いている。組立工程の場合には、約 40 名の保全工、60名の品質検査員（班ごとに 1名）、数名

の清掃員がいる。 

保全工は全員にポケットベルが配給され、しかも誰でも同じコール番号に設定されている。

一旦生産現場に故障が発生した場合、故障の状況を保全工全員に知らせ、迅速な対応が求めら

れるのである。このように、故障への対応は特定の誰かの責任でなく、保全工全員に随時対応

の姿勢を取らせ、みんなの責任だと思わせるためである。生産現場では、班ごとに 1台の電話

が設置され、各部に迅速に連絡を取ることができる。一旦故障現場に呼ばれると、現場に一番

近い保全工は速やかに対応を取り、一般に 1分間以内に駆け付けることができるという。また

効率のため、もし簡単な故障なら、班長はメンバーと協力し、なるべく班の内部で解決を求め

るようにしている。この点から見ると、一汽 VWの職務区分の境はそれほどはっきりしてはい

ない。もし複雑な故障なら、保全工に依頼することになる。万一故障でやむを得ず組立ライン

を停止する場合、修理の隙間を利用し、作業者たちは班長の指導の下で技能のトレーニングを

行うことが一般的である。保全工の内部でも、一汽本社の影響で「機電一体化」という多技能

訓練が行われている。つまり、一つの技能に精通した上で、他の技能も習得するという制度で

ある。一汽 VWは現在、保全工に対して機械の分野も電気の分野にも堪能な人材を育成しよう

としている。保全工のコール番号を全員同号に設定させることは、恐らく多能的な保全要員を

育成しようとする一つの方策と言えよう。つまり、保全工全員が「多能工」であること、誰で

もどんな故障にも対応できるという態勢づくりが進められていると考えられる。 

生産現場では、ほとんど班ごとに 1人の品質検査員が配属されている。技術上類似した工程

には、3 班に 2 人が配属されることもある。彼らは、直接に班長の管理を受け、専ら管轄した

区間の品質管理を行う。この点に関して後で詳しく触れてみたい。 

見学の際、生産現場の清潔で整然とした環境が強い印象に残った。地面は塵一つもないと言

えるほどピカピカに清掃されている。作業場や通路などの区域は色別にはっきり分かれている。

淡い黄・灰・白の 3色はそれぞれ作業場、通路と境界線を代表している。人力作業の代わりに、

小型の清掃車が、頻繁に生産現場の隅々まで往来している。清掃員は、主に工場周辺の「農工」

であり、短期契約で雇い入れられている。 

一汽 VWの職場組織と職業区分は、一般の国有企業よりかなり簡素化している。第一に、基

層管理者に大きな権限が与えられるため、余計な管理職が省けるからであり、効率的な仕事が

できることも考えられる。第二に、「多能工」化がある程度推進されている。まだ日本のように

職種を越えた多能工の養成にまで至っていないが、限った範囲でのジョブ･ローテーションが着

実に実施されている。その結果、中国の大量生産方式の下での職務区分がはっきりしていると

いう特徴が徐々に曖昧になっていく傾向を見せ始めている。 
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第 3章 組立ライン管理 
    

3.1 標準作業と看板管理 
 一汽 VW は、現在「Jetta」、「Bora」と「Audi」という 3 つのブランド車を中心に、合計 10

系列、27 車種の生産を行っている。そのうち、「Jetta」と「Bora」は、同一ラインでの混流生

産を実現したため、「Audi」組立ラインと合わせ、合計 2本のラインが組立工程で稼動している。

2001年までの年間生産量は、それぞれ 8万台、4万台、5万台であった。 

 しかし一汽 VWにおいては、作業はすべてコンベアの流れに組み込まれるわけではない。そ

れは、次のような理由からである。まず組立工程のワーク・ステーションが非常に細かく分け

られているということが挙げられている。現在、「Jetta」・「Bora」ラインだけには、約 170個の

ワーク･ステーションがあり、「Audi」ラインには、約 110 個がある。その上で、一汽 VWでは

先進国より多くの現場労働者が働いているため、作業スペースが相対的に狭いということがあ

る。組立ラインのゆったりとした作業スペースを保障するために、一部の手間がかかる作業を

一汽 VWの組立ラインから外し、ライン下の空地に作業場を設けることになった。これで組立

ラインのゆったりとした作業空間を提供できるようになったが、コンベアの流れからは外れる

ことになるというわけである。 

作業者は基本的に標準作業マニュアル、いわゆる「標準作業卡」に従って作業を行う。一汽

VW の標準作業は、基本的に企画部・現場の技術員・班長といった三者の共同検討で制定され

る。当初は、基準の設定はドイツ本社のものを参考に作成する方針であったが、しかし両社の

間には自動化水準、従業者数、作業者の生理条件、生産目標などの面に大きな違いが存在して

いるほか、ドイツにおける「Jetta」の生産はすでに中止になったため、一汽 VWは自分の状況

に適合した独自な標準作業マニュアルを作成する方針を採ることになった。そして、各時期の

生産状況に基づいて標準作業基準は絶えず改善されている。ところで、現行の作業基準はまだ

最大の労働負荷値に至っていない。つまり、現在の標準作業はまだ誰でも容易に達成できるも

ので、作業者が精一杯コンベアのピッチに合わせて作業する必要はない。たまに生産ノルマの

増加により、余儀なくタクトタイムを短縮することもあるが、短縮した時間は、ほとんど 1分

間以内に抑えられるため、作業者にとってその作業時間の変化による労働強度の増大はそれほ

ど感じないという。それゆえ、一汽 VWでは、これまで労働強度に耐えられず労働紛争が起き

るというようなことは一度もない。全体的に見れば、労働強度を強化する余地がまだあるよう

に思われる。例えば、2002 年の組立工程の生産目標は、1人当り 115 台／年と定められ、その

うち「Jetta」・「Bora」は 136.5 台／年となる。約 1,400 人の従業員を持つ組立工程にとって、

生産強度はそれほど大きいわけではない。ただし、作業者はすでに現在の作業ペースに慣れて

いるため、もし大幅に作業時間を短縮すれば、速いペースに完全に慣れるまで作業の混乱と労

働者の不満を引き起こす恐れがあるのではないかと思われるが、しかし、現場の一人の班長は、
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作業時間を短縮による作業の混乱はありえないと否定した。それは、チーム・メンバー間の協

力により解決できると反論した。つまり、個人の業績は直接にメンバー全体の利益に影響を及

ぼすことになるので、誰でも作業に遅れたメンバーを見捨てるわけにはいかず、互いに助け合

うということは、すでにメンバーの間で一般的なルールになっているという。 

 一汽 VWは生産性の向上を目指し、また作業者の疲労を軽減するため、早くから「人体工程」

を実施することになった。「人体工程」とは、人間の身長と手動きの高さや範囲を考慮し、部品

や道具の置き場をなるべく作業者の最も取りやすいところに設置することを指している。現場

では、作業者の身長と動きに合わせて作られた各種の部品・道具入りの籠や棚が組立ラインの

両側に一列に並んでいる。こうして、作業者の移動距離と腰を曲げる角度を最小範囲で抑えら

れ、効率的な作業を目指すことができる。そのほか、組立ラインの高さも考慮され、作業者が

疲れないように設計されている。また組立ラインに従事する作業者は、配属される時に、身長

と体重も十分に配慮される。これまで作業台の高さの不適で作業者の肉体疲労につながること

はこれまでのところほとんどないという。ところで女性従業員の場合、なるべく組立ライン以

外の作業に配属されている。組立工程においては、およそ 100名の女工が働いており、一般に

簡単な組立作業、搬送、倉庫の管理などの仕事に従事している。 

 組立ラインまでの部品の提供は、基本的に看板管理が行われている。内製部品も外来部品も

直接に組立ラインまで提供される。ただし、一汽 VWでは、あらゆるワーク・ステーションで

「カンバン」が設置されるわけではない。一般に、班ごとに必要とした部品の品番・数量・時

間・場所を 1枚の伝票にまとめ、各班の専用の掲示板に貼り付け、部品供給人員は統一した注

文を受け取ることになる。しかし、一汽 VWでは日本のカンバン方式を導入したにもかかわら

ず、その実施はかなり弾力的である。つまり、「カンバン」の手順に必ずしも従っていないとこ

ろがある。まず、「物流部門」に所属した部品調達員は毎日数回現場を走り回り、生産計画に大

きな変更がない限り、基本的に現場の状況を把握でき、直接に部品を手配するようなケースが

多いようである。そして、部品調達員は直接に作業者から供給依頼を聞き、部品の請求伝票が

貼り出される前に、必要な部品をすでに作業者の手元に提供するという部門供給がなされるこ

とが多い。したがって、現実には班長に回される部品の請求依頼はそれほど多くない。このよ

うなやり方は、多少勝手に見えるが、効率が良いと言われている。とはいえ、管理の混乱を避

けるため、部品の出庫の際に、ちゃんとした手続きを済ませなければならない。また部品を現

場に交付する際、必ず一式三枚の伝票の上に班長の署名をもらい、それぞれ倉庫、物流、現場

に控えられる。 

    

3.2 モジュール生産 
 １台の自動車に使用されている部品は約 3万点と言われている。今までの自動車メーカーは

この 3万点の部品のほとんどを部品メーカーに発注していた。しかし 1997 年頃から米ゼネラ
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ル・モーターズ（GM）など欧米の自動車メーカーは新しい生産方式、いわゆる「モジュール

生産」を取り入れている。これは、複数の部品を機能単位に集約し、一つの「複合部品」とし

て組み付ける生産方式である。現在日本企業でも、欧米を追ってコックピットがモジュール化

の対象として本格的に行われつつある5)。モジュール生産にはいくつかの利点が挙げられる。 

（1） 部品メーカーが事前に組み立てた「モジュール」を車両組立ラインに送り込み、従来

より工程を減らすことで生産効率が上昇し、部品の管理コストを大幅に削減する。 

（2） それまで自社内で行っていた、コストのかかる個々の部品の組み付け作業を、より低

コストの部品メーカーに転嫁できる。 

（3） モジュール化は部品取引の一元化を促す。複数の部品が一つのモジュールの単位に統

合されるため、従来複数の企業によって供給されていた部品が一つのモジュール・メ

ーカーを通じて納入されるようになる。 

（4） モジュール化された部品には、従来よりも幅広い要素技術が含まれる。そのため部品

メーカーは、幅広い要素技術を自ら保有するか、あるいは外部の企業にアウトソース

する必要がある。こうして、部品メーカーの発展を促進することになる。 

（5） 完成車メーカーは次世代技術と呼ばれている環境と安全の技術に、多大な資金を必要

としている。モジュール化は、この開発資金の節約と、開発リスクを各部品メーカー

へ分散させる効果がある。 

（6） 多品種少量生産の場合、異なる工数(作業時間)をモジュール組立てで吸収し、メイン

の組立ラインの工数を一定に保つ効果がある。 

（7） モジュール化には難作業を軽減するという意味合いも含まれている6)。 

 一汽 VWはドイツ本社の影響で、生産ライン稼動以来、少しずつ「モジュール生産」を導入

しつつある。現在、エンジン、インストラメント・パネル、ドアなどの取り付けがモジュール

化されている。しかし、これらのモジュールの生産は、部品メーカーに委ねるわけではなく、

すべて組立ラインの周囲のサブラインで自社によって生産されている。その理由としては、中

国の部品メーカーは技術面でまだ非常に薄弱であるため、一汽 VWの技術要求に満たす部品メ

ーカーはほとんど見当たらないからであるという。また、モジュール生産では、部品の製造を

外部に大幅に委託することになり、それによって独自技術が流出しかねないという問題もある

からである。したがって、一汽 VWは、「モジュール」の外注によるコストの節約ということ

はほとんど考えられないが、組立ラインはモジュール生産によってかなり簡素化されることは

確かである。また、生産管理コストの低下、生産性の向上といった効果も見られる。さらに、

「モジュール」をラインに提供するには、これまで以上に高い品質保証を実現しなければなら

ない。組立ラインの故障率も明らかに減少するようになったという。万一組立ラインに送り込

んだ「モジュール」に品質問題が発生しても、モジュール自体を取替えなくても修理できる場

合が多いようである。「モジュール」の取替えがやむを得ず必要とされる場合にしても、備品
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が直ちに提供できるという。「モジュール」を提供しやすくするために、一汽 VWは「モジュ

ール」の生産区域をラインの一部に組み込み、本来の「U字」型の組立ラインを「S字」型に

改造した。 

 

第 4章 品質管理と保全管理 
    

4-1 品質管理 
 一汽 VW は、品質管理に当たってドイツ本社から「質量控制環」（QRK）という管理方法を

導入した。「質量控制環」とは、品質上の問題を後工程に流さないようになるべく本工程内で発

見・解決することを指している。その管理は班単位で行われ、それぞれが小さな“品質コント

ロール・リング”、「控制環」と呼ばれる。この「控制環」の中において、品質保証のため、「自

検」・「互検」・「専検」という「三検」活動が徹底化されている。つまり、すべてのチーム・メ

ンバーは自分が管轄した作業の品質を保証するのみならず、前工程に流された製品の品質をも

検査する義務が付けられている。その上で、専門の品質検査員は生産ラインに配属され、班長

に協力し、専ら 1－2 個班の範囲内の品質管理を行う。さらに、最終工程に配置された約 300

人の「調整工」は、完成車に対して各種の検査とテストを全面的に行い、合格品は出荷し、不

良品は直ちに返品する。そのほか、会社の「QRK」専管部門は月に 1回各班を対象に抜取り検

査を行う。品質問題が発生した工程に対して、改善まで徹底に追跡検査が行われる。最後に、

認可をもらうため、班長・主管工段長・主管現場工程師といった 3段階の検査を通らなければ

ならない。こうした品質管理の下において、2002年の各ラインの「一次検査合格率」の目標が

定められている。「Jetta」は 80－90％、「Audi」70－80％、「Bora」40－60％となる。やはり作

業の熟練度の違いによって、大きなバラツキが見られる。しかも、まだ日本のように不良品率

0％近いという水準に大きな距離がある。この点は、「返修率」（不良品を前工程または部品メー

カーへの返品率）のデータから分かる。例えば、2002 年に「Jetta」・「Audi」の「返修率」の目

標は、55－40％、「Bora」はまだ 95－50％にしか抑えることができない。不良品が発生した場

合、作業者は「索賠単」（返品請求伝票）に記入し、各班に設置された「返品棚」に並べる。そ

の「索賠単」の上に、部品名・品番号・メーカー番号・欠陥内容・日付・本人署名などを逐一

明記しなければならない。毎日退社前に、「返品棚」を組立工程の「索賠区」（返品集中管理区

域）に移動し、そこの保管責任者に判断してもらってから、返品の手続きを行う。このような

「索賠区」は、工程（プレス・溶接・塗装・組立）ごとに 1つ設置され、工程の中央部分で大

きなスペースを取っている。ところでヒヤリング調査の際に、部品の管理において、「浪費現象」

が目立つという声も耳にした。つまり、一見すると管理がきちんとされているように見えるが、

部品の仕入れから、保管、供給、使用、「索賠」までの管理に対する重視度はまだ足りないとと

いうのである。そして、部品管理の面において専門管理人員の配置が徹底されていないという。 
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 品質改善において、一汽 VW はサークルをベースに「KVP２」という活動を日常的に推進し

ている。「KVP２」とは、K－不断、V－改善、P－過程、2－加速（より速く・より良く・より

強く）ということを意味している。これはドイツ本社から導入した仕事の改善方法なのである。

日本の「KAIZEN」に比べ、より迅速・より良質で飛躍的な改善が追求されている。一汽 VW

は班ごとに 1 ヵ月 2 回の全員参加の QC サークル活動が行われる。現場では、各班の管轄区域

に集団活動を行う専用のスペースが設置されている。テーブルも椅子もロッカーも揃っている。

非常に心地良く、ゆったりとした全員集合できる空間が用意されている。サークル活動の際、

社会や会社の出来事に関して共同学習や情報伝達が進められるほか、主に生産中に改善すべき

ところを対象に共同検討を行い、適切な方策が求められる。特に、不良品・欠陥品の発生に対

して、少なくとも 2 回／1 日、30 分／1 回の欠陥分析を行うことが要求されている。従業員の

参与意識を高めるために、QC サークルの参加率と参加効果を班に対する評価の内容の一つと

されている。実は各班の間で「星級班組」（1－5 のランク）になるための競争がかなり激しく

展開されている7)。たとえば「五星級班組」に評価された場合、すぐ個人の当月分給料に反映

される。チーム・メンバーにそれぞれ 50 元、チーム・リーダー（班長）に 200元の奨励金が増

やされる。したがって、従業員は改善活動への参与意識が高まっている。各班で月に平均 5本

の改善意見が出され、そのうち、少なくとも 3本が実行に移されているという。しかも、定期

的に現場で優秀成果展示会が行われる。入賞した成果の場合、関係者個人と所在した班組にさ

らなる精神的・物質的奨励を与えるのである。現場では、いくつかの成果展示板が常時に置か

れている。その中に、ドイツ本社まで影響を及ぼす成果も度々出されているという。QC サー

クルは効果的に展開されていることが分かる。 

 一汽 VW の現場を見学する際、「見える管理」というところが強く印象に残った。つまり、

現場では、あらゆるところに各種の掲示板が出されている。会社のルールから毎日の生産状況

まで明瞭に示されている。その目的は、全員の会社への関心度を高め、誰でも会社の状況を把

握できるところにある。その中の「質量信息中心」（品質管理情報センター）という掲示板には、

組立工程の品質管理に当たっての全体的な情報が集中されている。その上に、「淋雨返修率」、

「Finish１返修率」、「一次合格率」、「過程検査合格率」、「欠陥分析」、「品質趨勢図」、「QRK 検

査記録表」、「品質問題収集カード」などの各種統計図表が貼り付けられている。むろん各班に

も「見える管理」が浸透され、すべての管理がデータ化されつつある。こうして、管理の全員

参加と仕事の改善につながることになる。 

 

4-2 保全管理 
 一汽 VWの保全管理は基本的に「維修車間」（保全部門）が担当している。しかし、「維修車

間」が専用の場所に設置されるわけではなく、保全工は随時現場の故障へ対応できるように、

すべてが各生産工程へ配置されている。保全工の現場での待機によって、故障が迅速に解決さ
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れ、生産ラインの停止率が抑えられるようになった。現在、組立工程の日平均稼働率は、93.7

－97.25％を目標とされている。また 2002 年に、設備の停止時間の許容範囲は、「Jetta」ライン

は 13.08 時間、Audi は 30.8 時間以内と定められている。一旦緊急故障が発生した場合、班長

に生産ラインの緊急停止措置を取る権利が与えられている。万一の場合、緊急ボタンを押すと、

ラインのサイトに設置された異常表示灯が点滅状態となり、保全要員が直ちに故障現場に駆け

つけることになる。その場合、班長は「設備停工単」（設備停止伝票）を記入しなければならな

い。その上、保全要員の来る時点の時間、作業所要時間、完成時点の時間を明記する必要があ

る。保全工は、基本的に経験豊富の熟練工が配置され、原則として新人は配置しない。こうし

て、故障解決の迅速さと確実さを保証している。 

 また、一般作業者に対して「TPM」が推進されている。しかも、以下のように 4ランクに分

かれ、一般作業者の保全技能が評価されている。 

4．担当した設備の構造原理を把握し、単独に修理作業が担当でき、比較的複雑な故障を解決で

きる。 

3. 単独に該当設備の一般故障を解決でき、保全要員に協力し、複雑な故障が解決できる。 

2. サブ道具の修理・交換・潤滑という簡単な保全作業を担当できる。 

1. 設備の構造原理を知らず、まだ保全作業を担当できない学習段階にある。 

 こうした評価は班の単位で行われる。現場の抜取り調査のデータでは、ある 12名メンバー構

成の班では、ランク 4に評価される人は 0人、ランク 3は 3人、ランク 2は 3人、ランク 1は

6 人という結果が示されていた。そこから一般作業者の中では、保全技能も優れている人は、

まだそれほど多くないということが分かる。 

 各班にある「見える管理」の掲示板の中では、保全管理に関する統計データや情報も一面に

貼り付けられている。具体的に言うと、「設備日常保全計画」、「保全技能の訓練計画および追跡

検査」、「故障保全統計図」、「TPM 知識」、「TPM サークル活動記録」、「月間データ集計分析」、

「TPM 目視板」などが含まれている。「TPM」に対する評価は、5 ランクに分かれている。し

かし、実は大半の一般作業者の保全技能は、まだランク 1（設備の清掃・保養）のレベルにと

どまっているという。しかし、これは単純に作業者の保全水準が低いことを意味しているとい

うよりは、それほど高い保全技能が厳しく要求されていないということを意味していると考え

られる。保全要員が大勢いるので、一般作業者が単独で故障に対応する必要はないと思われる

からである。日本の生産現場での「省人化」による「多能工化」と異なったケースであること

に注意すべきであろう。 

 ところで、一汽 VW の日常保全や定期予防保全は非常に徹底されていると言える。例えば、

日常点検は一日何回か行われ、年に 1－2回の大規模な全面点検と予防保全も制度化されている。

一般的には、中国の旧正月や効率が最も悪い真夏という時期を選び、10－15日の間生産を全面

停止し、関係者以外は全員が休みとなり、長期間にわたる設備点検が行われる。このような大
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規模な点検は日本では恐らくほとんど見られないことであろう。 

 

第 5章 労務管理と労使関係 
    

5.1 採用と職業訓練 
    一汽 VW は設立当初に、中・独双方とも最優秀の人材を新工場に派遣する意志を表明した。

それゆえ、作業者から管理者まで初代から非常にハイレベルに設定されている。このような伝

統を守り続けるため、それ以来、採用の際に、応募者の資質や教育・技能について高い水準が

非常に厳しく要求されてきた。広範囲で良い人材を求めるために、一汽 VWは中国で一足早く

公開招聘を行うことになった。その流れとしては、採用計画の作成→採用情報の公開→応募情

報の整理→書類選考→人事課の一次面接→専門知識または技能操作のテスト→二次面接→政治

審査→健康診断→最終審査→内定の順となる。日本の採用手順とあまり変わらないほど充実し

てきている。 

一般作業者はほとんど工業高校または技工学校、専門短大から集めてくる。応募者の成績だ

けでなく、身長・体重などの健康状況に対しても厳しい選抜を行う。ただし、一般作業者の募

集は必ずしも毎年定期的に行われるものではない。一般的には、生産拡大、車種変更、車種増

加という時にだけ、生じた需要増に応じて募集が行われるのである。会社が設立されてから、

大規模の募集はわずか 3－4回しかなかったという。それでも従業員総数は当初の 1,900人から、

現在の 6,000人余りに大幅に増加した。 

また、技術・研究開発・管理職の募集は、言うまでもなく少なくとも大卒以上の条件を満た

なければならない。しかも、大学新卒者に対して会社のホームページで募集要項やエントリシ

ートも公開されている。このようなやり方は、日本でなら一般的になっているが、社会ルール

が完備されていない中国では、まだ珍しい現象だと言える。一汽 VWの人材募集は、能力以外

に学歴や専攻もかなり重視されるものである。そのほか、外資との合弁企業であるため、優れ

た外国語能力が当然のこととして要求されている。また、エントリシートの中では、個人デー

タ以外に自己評価、学歴、職歴、資格に関する項目も設けられている。それぞれ 2,000 字以内

で詳しく記述するように要求されている。このような規範化した募集形式は、中国ではまだそ

れほど普及していない。 

 一汽 VWの雇用形態は、設立当初から全員を対象に契約雇用制度を採用するものであった。

つまり、従業員が入社する際、会社に契約（「合同」）を結び、満期後にまた雇用双方の合意

した上で契約更新を行う形なのである。その形態は主として、「長期労務合同工」、「短期労

務合同工」および「労務工」に分かれている。「長期労務合同工」は一般作業者と大卒者を指

している。一般作業者の場合、1－2年に 1回、大卒者は 2－4年に 1回契約の更新を行うこと

になっている。「短期労務合同工」は、主に補助作業、また清掃、食堂、警備などの仕事に従
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事する人たちを指しており、1年に 1回契約の更新を行う。「労務工」は、生産の需要に応じ、

臨時に雇った人たちを指している。会社側は彼たちと何の契約も結ばず、雇用の保障は当然行

っていないという。高級管理者の場合、ほとんど一汽本社またはドイツから派遣されるが、4

年に 1回必ず改選が行われる。 

 以下では、入社した従業員に対してどのような職業訓練が行われているのかを見てみよう。

選考をクリアし、採用された新人従業員に対しては一定期間の職業訓練が実施されている。一

般作業者の場合、まず全員が会社からおよそ 1週間の理論研修を受けなければならない。主に

会社の歴史、概況、社内制度と規則、安全知識などについて教育を受ける。それから、個人の

適性により、各職場に配属される。職場に就いたら、まず班長の指導下で約 2週間の見習いを

行う。研修の終了後、厳しいテストを受けることになる。合格者に限り「上崗証」（作業許可

書）が発給され、やっと単独に作業する権利が与えられることになる。しかも、月に 1回の技

能テストは、個人利益に直接連結しているため、常時技能を磨く訓練が欠かせない。特に多能

工の養成に重点が置かれている。そして、職業訓練の展開状況や効果がすべて掲示板に貼り付

けられ、「量化管理」が実施されている。2001年のデータを見ると、OJTはかなり頻繁に行わ

れている。 

そして、2002 年度の組立工程の多技能率の目標は、組立ラインによってそれぞれ設定されて

いる。Jettaラインにおける各班は 74.2－80％、Bora20.1－70％、Audi73－80％という目標が定

められ、達成する班の数は全体の 80～90％を目標とされている。しかし、見た通り、Jettaと

Audi組立ラインの多技能の目標率は非常に高い数字が示されているが、Boraラインの多技能率

は大きなバラツキが見られる。その理由は次のようになる。Boraはまだ 2001 年 8月に稼動し

たばかりであり、多くの最新技術が含まれた新車種である。例えば、エアバック、センサー式

ワイパーなどの機能の取付けは、作業者にとってまだ技術難度が高い未経験の作業ばかりであ

る。しかも、充分な訓練を得ていないうちに、すでに生産を開始したのが現状である。したが

って、多技能率にバラツキが見られるのは当然なことであろう。ちなみに、Jettaと Audiの生

産はすでに早くからスタートしたので、作業者には作業経験が充分に蓄積されており、全体的

な技能水準は高いわけである。しかも Jettaの場合、実は未だに 80年代のタイプのままで、技

術上の要求はそれほど高くなく、簡単に習得できるという。 

 OJT以外には、Off-JT（「離崗培訓」）も計画的に行われている。会社は、毎年従業員総数

の 5％が「離崗培訓」に参加すべきと指摘している。しかし、実はこれは主に管理職の間で行

われている。特に最近、「どのようにして班長から工段長へ、また工段長から車間主任へ昇進

するか」という内容をテーマに、中間管理者に対する特訓が行われている。期間は 8－15日間

で、受講時間数は最低 16授業時間となっている。その主要な内容とは、基本理論以外に、品質

改善、看板管理、時間管理、財務表の読み方、報告書の作成、問題解決術、人的資源開発、紛

争処理、顧客心理などの実用的ものばかりである。そして普段は、外国語やコンピューター操
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作についての訓練は一貫して行われている。中国では、一汽 VWのような大量の資金や時間を

かけ、人材の育成に力を入れる会社は決してそれほど多くない。 

さらに一汽 VWは、毎年多くの優秀な者を選抜し、ドイツ VW本社へ半年以内の短期研修に

派遣する。いわゆる「TTA培訓」制度である。現在、一汽 VWの技術関係者また中高級管理者

の中には、ほとんど研修の経験があるという。いろいろな先進国の情報が次第に一汽 VWに流

れ込むようになり、仕事の改善に大いに役に立っている。 

 

5.2 賃金体系と昇進制度 
 一汽 VWは成長中の外資合弁企業として、賃金は当初から非常に高い水準に設定されている。

基本的に一汽本社より平均 30％高い。その賃金構成の内訳は、基本給・奨励給・ボーナス・福

祉補助となっている。「基本給」は、職種によってそれぞれ異なる係数で算出されるものであ

る。「奨励給」は企業の収益状況によって波動し、いわゆる「収益連結型」の賃金体系である。

「ボーナス」は、以前年末に 1回発給されていたが、現在各月に割り当てられ、個人の業績に

連動することになった。「奨励給」と「ボーナス」を合わせ、収入総額の約 1／3を占めている

という。「福祉補助」は、主に給食、医療、保険、退職金および住宅補助といった側面で反映

されている。一汽 VWでは、毎日全員に品目豊富な昼食を提供している。1回の食事は個人負

担の部分はわずか 5元（約 70円）だが、実は食事の内容はこの金額をはるか超えるものである。

その超えたコストの部分は、むろん企業からの補助金で賄われている。一汽 VWは、従業員の

医療問題に対してできるだけ個人負担を軽減するように努力している。会社は、従業員にそれ

ぞれ医療専用の口座を開いている。月に一定金額の「医療積立金」が会社に振り込まれる。そ

して、発生した医療費用に対して会社は一定比率で負担することになる。例えば、5,000元の

費用以内では総額の 8％、5,000－10,000 元では 6％、10,000 元以上は 4％という比率で会社の

負担となる。また、従業員の生命保険と資産保険は、すべて会社にかけられることになる。さ

らに、何よりも一汽 VWの住宅条件は、社会平均水準より大きく上回っている。社会主義福祉

の一つの特徴として未だにただで住宅を配給するケースが依然として存在する。調査で協力し

てくれた課長の場合、彼は現在家族と、会社からただで配給された設備が完備している 5LDK

の社宅で暮らしているという。そのほか、すでに述べたように、課長以上の管理者全員に車が

配給されている。「車間主任」（課長クラス）に Jetta、高級管理者に最新型の Boraが貸出さ

れている。ガソリン代や各種の維持費はすべて会社が負担する。しかし、管理者たちは私用で

使う場合が多いため、最近、一般従業員から不満の声が高まっているようである。その対策と

しては、近いうちに車の名義を個人所有にするようである。つまり、今まで使用されている車

を管理者個人に買ってもらい、会社の負担を個人へ転嫁させる方法である。ただし、会社は車

購入のコストや、今後の維持費に対して相変わらず一定比率で補助する方針である。 
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上述のように、一汽 VWの賃金と福祉の水準は、全体的に地方平均より非常に高いが、次い

で従業員間の賃金格差について見てみよう。一汽 VWでは、賃金基準の最下位のランクは「1

級工」（見習工）であり、それに対し最高位に立つのは「22級工」の総経理である。1級ごと

の基本給の差額は約 100 元となっている。ただし、上位のランクにいけばいくほど、ランク間

の差額が大きくなり、200－300 元の差も出ているという。「1級工」の基本給はおよそ 600元

であるのに対し、総経理の場合は、その 6倍以上の 4,000元に達し、また奨励給などを含める

と、手取りの月収は約 10,000 元以上と言われている。一般に熟練工は 6－8級、保全工 8－10

級、「工段長」クラスは 10－12 級などに定められている。例えば、インタビュー調査に応じて

くれた１人の班長（25 歳）の場合、「7級工」である彼の月収は 3,000 元以上であるという。

この収入は北京・上海の外資系会社社員並みの金額である。そして、物価水準の格差という要

素を加えると、一汽 VWの従業員の生活水準は質的に北京・上海より上回っているとも考えら

れる。待遇面はかなり好条件なので、仕事強度が少し高いとしても、一汽 VWでは軽率に仕事

を辞める人はほとんどいないという。反対に応募者はいつも殺到という状態である。 

 一汽 VWの昇進制度は、基本的に内部昇進である。特に課長クラス以下の管理者は、ほとん

ど一汽 VWからの昇進者である。例えば、班長はすべて組立ラインの作業者から選ばれる。班

長には基本的に任期の制限がないという。ただし、原則的に 35歳までが基準とされている。ま

た、班長は優秀であれば、「工段長」へ昇進することがある。さらに「車間主任」の場合、優秀

な「現場工程師」から抜擢され、昇進するのがほとんどである。技術者の場合、「初級専門技師」

から「高級専門技師」への昇進コースとなる。ただし、生産現場では職種を超えた昇進はほと

んどない。これに対し、職能部門の管理者は設立当初からほとんど一汽本社から派遣された優

秀な人たちであった。しかし現在、少しずつ会社内部から昇進する方向へ変わりつつある。一

般に大卒以上の学歴を持つ社員から選出し、管理者への養成コースに組み込まれることになる。

その昇進の一般的なパターンは以下のように描くことができる。一般に基層職場の仕事を 2－5

年経験し、25 歳前後に「重点育成対象」になる。それから 3－5 年の特別育成計画に組み込ま

れ、OJTと Off-JT（国内外）を受けながら、2－3回のジョブ・ローテーションを経験する。ま

たあるプロジェクトのリーダに任命され、特別な訓練を受けることもある。そして、30歳前後

に中高級管理者のポストに昇進する。その昇進評定に当たって、一般に候補者は推薦または自

薦により、その後に民意評価を経て、また理論テストと面接を受け、合格者が昇進することに

なる。任期は 4 年以内とされている。それから、X 年の経験を積み重ねることによって、35－

45歳の間に国際派のトップ経営管理者に成長する、というようにである。 

 ところで、逆に会社は怠業や規律違反（作業中で無断に作業場から離脱または移動するなど）

の従業員に対して「下崗」（一時帰休）に追い込むこともある。「下崗」の人員に対しては、む

ろん奨励金の発給が中止され、そして基本給も最下位のランクまで下げられてしまうことにな

る。さらに、無断欠勤、社内での喧嘩、故意に公共財を損害、違法行為があった人員は解雇さ
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れることになる。 

 

5.3 労使関係 
 一汽 VW の労働組合に当たる組織は、「工会」である。会社設立以来、大きな労働紛争は起

こらなかった。先進国の場合、一般に争議の焦点に当たるのは、大体「賃金」と「労働強度」

と言えよう。一汽 VWの賃金水準は、地域の平均値よりはるかに上回っているので、この面で

争議となる要素がまったく存在しない。また一汽 VWでは、日勤（7:45－16:15）と夜勤（16:15

－0:45）の 2シフトで生産を行うというものの、労働強度はそれほど強くない。一汽 VWは完

成車の場合、組立ラインの最大生産能力は最初に年間 30 万台と設計されているが、2001 年ま

で完成車の年間生産台数はまだ 18万台にとどまっている。これまで組立ラインはまだフル稼働

になっていないことが分かる。これに対して、従業員数はすでに当時の予想数に到達している。

したがって、過度労働のケースは現在の生産状態の下では起こりえないと言える。基本的に 8

時間の勤務時間を厳守するが、生産ノルマに追い込まれる時期のみに残業が行われる。残業は

2時間以内に限定され、しかも残業手当が支給される。夜勤の場合、1日 2元の夜勤手当以外に、

日勤と同じように 1回の食事が提供される。このような良い労働条件の下で紛争の発生率は極

めて低い。また、「工会」に苦情を訴えるケースは、ほとんどの場合、夜勤時の食事の質がたま

に良くないとか、作業保護用品が予定通りに発給されていないとか、というような些細な事に

とどまっている。実は中国には、そもそも労使問題が存在するはずはなく、「工会」という組織

は以前から極めて弱い存在である。多くの人は、「工会」はせいぜい企業内部の一つの行政部門

に過ぎず、自分とはあまり関係がないと思い込む傾向があるからである。「工会」と言えば、会

社の娯楽活動を組織したり、社員の慶弔行事に会社の代表として出席したりするというような

福祉関係の部門ではないか、というイメージが従業員の中で広く広がっている。しかし、「工会」

が本来の機能をあまり発揮していないにもかかわらず、従業員たちは、自分の仕事環境や労働

条件にかなり満足している様子である。しかも、「会社はかなりわれわれの人権と人間性を尊重

してくれている」という声も耳にした。従業員の意見は直接「工会」に訴えるより、むしろ身

近にいる班長や作業長などに相談することが多いという。よほど深刻な意見でない限り、身近

な管理者が相談に乗ってくれる間に消化・解決されることがほとんどである。深刻な問題なら、

管理者は忠実に会社側に報告するよう義務付けられている。しかし、実はこれまでほとんど問

題がないようである。要するに、一汽 VWは労使関係の面において非常に良好な状態を保って

いることが伺える。  

 

おわりに 
    

 見てきたように、一汽 VWは中国自動車産業が先進国の経験を学ぶ窓口としてハード面にお
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いてもソフト面においてもドイツ本社から多くの要素を取り込んでおり、比較的体系化した生

産システムが形成されていると言える。ただし、中国の特殊な事情に合わせ、導入したものを

より自分に適合したものへアレンジしたところもある。また、人事管理や労務管理の面におい

ては中国の伝統的な手法が採られることが多い。良好な社内環境と平均より優れた待遇面が完

備されていることが、外国と自国とのものをうまく結合させた要因であると言えよう。 

 ところで、完成車メーカーをサポートする周囲の部品メーカー、つまりサプライヤーシステ

ムが完備されない限り、一汽 VWはこれ以上の規模の経済利益が現れにくいが、やがて整備さ

れるであろう。でなければ中国のモータリゼーションの需要に対応できなくなる懸念がある。

したがって、完成車メーカーは自分自身の成長を追求すると同時に、どのように関連業界に良

い影響を与え、相互に共同進歩を求めることが今後の課題となろう。 

 

＜注＞ 

 
1) 1995 年にドイツ AUDI社も参入し、出資比率は第一汽車 60％、ドイツ VW30％、Audi10％に変わった。 
2) 一汽 VW は大きく分けて、「轎車廠」と「発動機伝動器廠（発伝廠）」に構成されている。そのうち、
「轎車廠」はプレス加工（1,000 人）、溶接（1,700 人）、塗装（500人）、組立（1,450 人）、維修（300人）
に分かれ、また、「発伝廠」は発動機廠（550 人）と伝動器廠（400人）に分かれている。ところで、「発
伝廠」は 100％ドイツ本社の技術指導を受け、またドイツ本社から部品を直輸入し、組立生産を行って
いる。そして、生産されたエンジンとトラミッションの大半はドイツに逆輸出しているという。 

3) 以下の内容は、李春利『現代中国の自動車産業―企業システムの進化と経営戦略―』（1997 年）76 頁
を参照されたい。 

4) 本稿は、主に現場の若干名の班長・「現場工程師」、また管理部門の 1 人の課長を対象に聞き取り調査
の内容に基づいた上で、筆者の現場での大量の見学ノートに依拠し、作成したものである。 

5) 賃金格差が存在する北米市場でモジュール生産を採用すれば、それまで高コストの自社内で行ってい
た個々の部品の組み付け作業を、より低コストの部品メーカーに転嫁できる。ところが日本では、完成
車メーカー関係者は、「自動車メーカーと部品メーカーの賃金格差が少ないため、モジュール生産のメ
リットは小さい」とされてきた。しかし、モジュール化の主目的は自動化の促進と品質向上にあるため、
日本の完成車メーカーはやはり欧米を追って、徐々にモジュール生産に注目するようになった。たとえ
ば、日産は、2001 年 6 月発売の新型「スカイライン」で、本格的にモジュール生産を導入することを発
表した。 

6) 例えば、インスツルメントパネルに関する作業は、何度も車内に出入りしなければならなかったが、
サブラインで組み立てておけば、インスツルメントパネルをひっくり返したりするなど都合の良い姿勢
にしてから組み付け作業ができる上、工数を低減することもできる。 

7) 「星級班組」の評価内容は次のようになる。品質、労働紀律、標準作業、現場環境（5S）、多技能養
成、設備操作・保全、改善活動などについて、専門の検査チームに 1 日 1 回に徹底検査が行われる。指
摘された問題は、班長の監督の下で改善されるまで逐一追跡管理が行われる。しかも、問題発生の二日
後、検査チームの再検査を受けなければならない。月末に、検査チームは一ヶ月の検査結果に基づき、
各班を評点し、1－5 ランクの「星級班組」を評定する。ランクによって、それぞれ減給または昇給され
ることになる。例えば、50－60 点に採点された班は「一星級班組」に定めされ、チーム・メンバーは当
月一人 50 元の減給処分を受けることになる。そして、60－70 点は「二星級」で 20 元の減給に、70－80
点は「三星級」で賞罰せず、80－90 点は「四星級」で 20 元の昇給に、90 点以上は「五星級」で 50 元
の昇給奨励となる。 

 
主指導教員（菅原陽心教授）、副指導教員（小澤健二教授・佐藤芳行教授） 
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