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オーストラリアの日系ハイブリッド工場：
自動車産業を対象として

公

1．課題と対象

文

ものと異なっても、日本システムの適用を支持
する方向に変化しつつあれば、適用はより容易

本稿の課題は、オーストラリアヘの日本型経

になる。現実的には、現地工場は日本システム

営・生産システムの移転可能性を、現地に進出

と現地システムの諸要素を組み合わせており、

した自動車組組立・部品企業を対象として、分

それは「ハイブリッド工場」と呼ぶにふさわし

析し評価することにある。オーストラリアはか

い。ハイブリッドなる用語は、日本システムの

って英国の植民地であり、さらに欧米から企業

構成要素と現地システムの構成要素のミックス

を受け入れたこともあって、現地の経営環境

を指すのである。ハイブリッドのパターンは、

は、欧米と近い。そこに、日本型経営・生産シ

進出地域の環境要因と企業により多様であり、

ステムが如何に移転しているのかを明らかにす

それを規定する要因は、差し当たり、現地の経

ることが課題である。

営環境と日本企業の進出戟略の二つと想定され
る。オーストラリアの環境要因は、日本システ

移転するシステムと現地の環境要因との関係
をもう少し説明しておく。ここで、日本システ

ムの適用にとって、支持的か否か、ついで、日

ムは、現場作業者の高度な技能形成、合理的で

本企業の本社にとって、オーストラリア工場が

ムダのない生産管理、企業間の長期的な取引関

如何なる位置にあるか、本社の国際経営にとっ

係、協調的な労使関係等などから構成されるも

て如何なる位置に立つかが、問題となる。この

のであり、それを適用する企業は高効率と良品

二つの要因によって、現地工場における日本シ

質を実現することができる。進出する日本企業

ステムの適用状況が規定されると想定されるの

がまず前提とするのが、魂地の環境要因であ

である（1）。

る。すなわち現地企業の経営生産システム、労

次に、このテーマに関する既存の研究を整理

働市場の制度、当該産業の市場規模等である。

し、本稿との関連を述べておこう。オーストラ

現地の環境要因は、日本システムの適用にとっ

リアへの日本企業め進出については、海外直接

て、必ずしも支持要因とならず、場合によって

投資のレベルで研究したもの（エジントン、

は障害となりうる。日本とは異質な確立したシ

1990、ドライスデール、1996）と、本稿のよう

ステムが現地に存在する場合には、日本企業に

に企業あるいは工場の組織レベルに踏み込んで

よるシステムの適用は厳しい緊張関係をもたら

研究したものがあるが、ここでは、後者の研究

し得る。しかし現地本来のシステムは、日本の

を検討する。そして日本システムのオーストラ
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リアへの移転可能性に焦点を合わせた研究は、

実施せず、低コスト施策を実施していること、

その構成部分すなわち、小集団活動やチーム・

それゆえ、コアではなく、、「周辺モデル」が移

システムを対象としたもの（レバーートレー

転されているとのべた（デダウシスとリト

シー

、1990、ブカマンとホール、2002）からよ

ラー、1994）。
第二に、日本システムの移転可能性を明確に

り広いシステム構成要素の移転を分析したもの

まで多様であるが、ここでは後者の研究を取り

指摘したシュイダーとバンパー

上げる。以下、四つの研究を取り上げるが、そ

る。彼等は、日系自動車組立工場を村象として

れらはいずれも、工場管理の実態をインタ

調査を行った。この工場は、日系企業の管理下

ビューやアンケートの手法によって明らかにし

に入る前は、フォード型の大量生産方式の工場

た貴重な研究である。それらは、■多少補完関係

であったが、「リーン生産方式」を導入したので

があり、かつ時期を経るごとに移転可能性への

ある。彼等は、工場管理のタイプを次の三つ、

肯定的評価が強くなる。

フォード型、ネオーフォード塑、リーン型に分

第一に、デダウシスとリトラーの研究を取り

の研究を検討す

けた。ここでリーン型とは、周知のようにMIT

上げる。デダウシス他は、オーストラリアへの

のIMVPのグループが、トヨタ生産方式を理念

日本的経営の移転をその「周辺モデル」の移転

型モデルとして命名したものである。大量生産

であると分析した。彼等は、現地日系製造企業

方式が、部品在庫や欠勤要員など多くのバッ

を対象として次の12項目、つまり、福利厚生、

ファーを持つのに村して、日本モデルは、管理

年功賃金、社会化プログラム、雇用保障、採用

方式としてムダがない点を強調したものである

（ウオーマック他、1990）。彼等はその用語を

政策、内部訓練、作業割当、コミュニケーショ
ンと意思決定、セレクション、小集団活動、以

そのまま採用し、フォーディズムとリーン生産

上について調査を行った。そして、日本的経営

の中間をネオーフォードと言った。そして、品

の移転可能性に関して多くの論者が、不完全な

質管理、工程管理、人的資源管理、労使関係等

移転を指摘し、その理由を、文化や労働市場要

の諸項目について、一般工と作業長に分けて質

因に求めたが、オーストラリアに進出した日本

問票を送り（1990−91）、得た回答をもとに従業

企業は、小規模ゆえに、コストのかかる施策は

員の受容意識を分析した。その結果、従業員は
リーン生産を肯定的に評価してし．、ること▲、リー

ン生産導入の結果、生産性」品質、離職率、欠

（1）調査研究は、平成9年度一平成10年度科学研究費
補助金（国際学術研究、研究代表：徐照彦名古屋大

勤率などでも成果が上がったことを明らかにし

学経済学部教授（当時））「東アジア国際競争力比較

た。そして」「サンプルの三分の二の回答は、

研究における接近一日本・オセアニア・NIESの企業

経営、技術革新と移転」の一環として、オーストラリ
アの実態調査を行ったものである。オーストラリ
アの調査は、1997年9月に実施された。その際訪問
した企業は、日系の自動車組立企業2社、同部品企
業2社、米国系自動車組立企業2社、日系電機メー
カー2社、羊毛加工メーカー1社、日系商社1社で
ある。なお、名古屋大学経済学部附属国際経済動態

当該工場におけるリーン生産方式は、他のオー
ストラリアの自動車工場への移転が可能である
ことを示している」（シュイダーとバンパー、

1994、p．362）と述べた。

研究センター（2000）『調査と資料』第110号には、

第三に、それとはややニュアンスの異なる評

調査研究の全体スケジュールと、ケース分析が掲載
されている。

価をしたランズベリーとバンパーの研究を見て
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おく。彼等は、1992年から97年の間に、自動車

の、・シュイダー他の研究について言うと、シス

組立企業4社への5項目に渡るインタビュー調

テムの移転可能性を明確にした点は評価できる

査を実施した。、作業組織、技能形成、賃金、雇

が、それと現地の環境要因との緊張関係の視点

用保障、そして企業統治の5項目について、伝

が必要である。筆者のインタビュー調査では、

統方式から変わりつつあるある側面と変わらな

移転の側面とは別に、伝統の要素、特に対立的

い側面を個別に分析した。その結果、「オース

な労使関係による、システム適用上の困難を聞

トラリアの自動車工場は、新しいトヨタの工場

くことが多かったからである（2）。第三に、ラン

における広範囲なリーン生産原理の適用を含む

ズベリー他は、「リーン生産」と現地の環境要因

生産性向上の方向に向かっているが、ほとんど

との緊張関係を取り上げているが、視点が労使

の工場は、ネオーフォーデイストにとどまる」

関係と作業組織に限定されている。日本システ

（ランズベリーとバンパー

、1997、p．227）と評

て強みを発揮することにあるので、生産管理の

価した。
最後に、ランズベ

ムの特徴は、生産管理と作業組織が一体になっ

視点を調査枠組みに組み込む必要がある。

リーとベアードの研究を見

ここで、本稿の構成を説明する。次章では、

ておこう。▼前述の研究と一人の著者は重なる

が、この新たな研究では、オーストラリア自動

オーストラリア自動車産業の特徴、特に1984年

車産業におけるリーン生産の導入をより明確に

のバットン計画による関税引き下げが、企業に

述べている。彼等は、同じ5項目について検討

生き残りのための戦略形成を促したこと、そし

し、今度は、ネオーフォーディズムの段階にあ

てそれが、オーストラリア自動車産業に「リー

るとは言わず、リーン生産に向かっていると評

ン生産」の導入を促したことを説明する。第3

価した。具体的には、作業組織における職務区

章では、日本企業によるシステムの適用と適応

分の削減とチームワークの実施、技能水準の向

の評価を行い、オーストラリアにおけるハイブ

上、労使協議制の導入などの変化があること、

リッド・パターンの特徴を、英国・米国と比較

しかし賃金では成果給の導入はホワイトカラー

して説明する。オーストラリアのパターンは、

に限定されることなどを明らかにした（ランズ

比較的、英国に近いことを明らかにする。第4

ベリーとベアード、2002）。

章では、日本システムの適用状況を作業組織、

ここで、以上の研究について、主として方法

生産管理等に関して具体的に分析し、何が如何
に移転されているのか、移転の障害は何かを考

上のコメントを加えて、本稿の視点を補足して
おきたい。第一にデダウシス他の「周辺モデ

ル」の移転論は、現地工場の一面を指摘するも

（2）労使関係の変化を如何に評価するかについて、

オーストラリアでも論争が行われている。グロー

のではあるが、小規模ゆえにシステム移転の戟

バリゼーション・アプローチと制度アプローチの対

略が消極的になるとは必ずしもいえない。企業

立である。オーストラリアにおける労使関係の変
化、つまり労働条件に関する中央集権交渉から企業

のシステム適用戟略は、規模には還元されえな

別交渉への変化、企業レベルにおける労使協議制
の普及などの変化を、グローバルな労使関係の変

いのである。逆に小規模だから社会的な影響力

化と同じものと見るか、オーストラリアの伝統の延

長上で見るかと言う評価の違いである。この点に

が少なく、適用できるケースもある。本稿の部

ついては、ウェイルズ、（2002）、 乃eノbm∂ノ0′
血血∫む克ノ励め刀∫ ，June2002、等を参照のこと。

品企業で／もそうしたケースが見られる。第二
− 47 −
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察する。そして最後に、オーストラリアにおけ

分野では国内生産が行われている。そして、乗

る日本システムの移転可能性とハイブリッド・

用車販売のうち、企業や政府の購入するフリー

パターンの意味をまとめることにする。

ト販売が半分を占めるのも、この市場の特徴で

ある。第三は、その乗用車生産を担うのは、す
2．オーストラリ・ア自動車産業

べて米国および日本系の組立メーカーである。

米国系2社、日系2社の、合計4社が乗用車生
産を担っている。歴史的には第二次世界大戦前

（1）オーストラリア自動車産業の特徴

に米国企業2社が進出した。・1925年にフォード

まずオーストラリア自動車産業の特徴を見て

おく。第一は、自動車市場の規模が小さくかつ

が単独進出をはたし、翌年、GMが現地企業を買

普及度が高いことである。第二は、販売車種の

収して進出した。戦後欧州企業（英国、ドイツ、

中で乗用車の販売比率が高いことである。第三

フランス）ともう一つの米国企業（クライス

は、その乗用車生産を担うのは、日米の多国籍

ラー）が進出し、日本企業が進出したのは、60

企業であり、部品メ∵カーにも外国企業が多い

年代未以降である。部品メーカーは、300社ほ

ことである。

どあるが、組立メーカーとともに進出するケー

第一の自動車市場規模と成熟度であるが、

スが多く、米欧系の部品メーカーが多い。日系

オーストラリアは、広大な国土面積の割には人

部品メーカーは10社程度である。

口が少なく、1，900万人である。そして一人当
たり名目GDPは、2万ドル弱である。自動車の

（2）自由化政策と組立メーカーの生き残り策の

総販売台数は、70万台規模である。もちろん景

模索

気によって販売台数は変動するが、1990年代末

ここで、オーストラリア政府の自動車産業政

以降は、その水準で推移している。自動車普及

策を見ておこう。保護育成から自由化への転換

率（人口／自動車保有台数）は全自動車で、1．6、

が特徴である。オーストラリア政府は、1980年

乗用車で2であり、この普及率は米国、カナダ

代央までは、自動車産業の保護政策を採用して

などの先進国とほぼ同じ水準である。こうし

いた。その政策は、完成車への高率の輸入関税

て、先進国としては比較的小規模な市場で、か

と高いローカル・コンテント比率を組み合わせ

つ普及率が高い′（フォーイン、2002）。

る典型的な保護育成政策であった。保護政策の

第二は、自動車販売の中で、乗用車の比率が

もとで、戟後、米・欧・日の企業がオーストラ

高いことである。総販売台数70万台のうち、50

リに進出したが、狭い市場規模ゆえに、量産効

万台が乗用車であり、20万台が商用車である。

果がないことが悩みであった。1984年、政府は

もっとも、他の先進国と同線に、近年、商用車

新たな自動車産業政策を発表した。産業大臣の

に分類されるSUVやバンが増加しているが、そ

名前をとって，バットン計画（ButtonPlan）と

れも米国のように商用車が半分を超えるような

呼ばれた新政策は、関税の引き下げ、量産効東

水準には達していない（DISR、2002、P．17）。そ

の追求（13モデルの6モデルヘの削減）、R＆D

して、商用車はほとんど輸入に依存している。

への経費支援等を内容とした。1988年には関税

他方、乗用車も、輸入が増加しているが、この

率の引き下げが実施された。乗用車輸入関税

−48 −
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は、57．5％から45％に引き下げられ、それ以降

たが、86年に組立から撤退した。日産自動車は、

毎年、2．5％引き下げられた。そして関税は現

1992年に、工場を閉鎖して生産から撤退し、日本

行の15％まで引き下げられた。表1：乗用車関

からの輸出で日産車を供給することにした（3）。

税と販売の推移、で明らかなように、関税の引

組立企業は急増する輸入車に市場を奪われ、

き下げは、輸入の急増をもたらした。乗用車輸

80年代末から90年代初めにかけて経営危機を迎

入は、とりわけ、関税引き下げの措置を採用し

えた。組立企業は、継続的に期間損失を計上し

た1988年から、急激に増加していることを、′この

た。1986年から1992年までの7年間のあいだ、

表から確認できる。関税の継続的な引き下げは、

1989年の一年だけ黒字であるが、継続的に赤字

企業に生産の継続か撤退を迫ることになった。

であった（4う。従業員の解雇が相次ぎ、自動車産
業の総従業員数（組立、部品など）は1989・90

表1乗用車関税と販売の推移

（単位：台、％）

年の77，300人から1992・93年には52，489人と

なった。この間、じつに24，811人の従業員が自

年 国内生産 輸 入 販売合計 関 税

1987 303，780
1988 323，940

35，942 339，722 57．5
79，783 403，723 45．0
1989 335，923 108，078 444，001 42．5
1990 319，376 144，131 463，507 40．0
1991 263，513 125，409 388，922 37．5
1992 260，420 146，007 406，427 35．0
1993 262，235 152，190 414，425 32．5
1994 281，586 179，112 460，698 30．0
1995 274，755 213，617 488，372 27．5
1996 264，946 227，112 492，058 25．0
1997 253，669 286，684 540，353 22．5
1998 273，361 310，999 584，360 20．0
1999 260，880 286，695 547，572 17．5
2000 227，368 326，305 553，673 15．0
2001 209，796 319，656 529，452 15．0

動車産業において職を失ったことになる（5）。次
いで、生産から撤退することなく、事業を継続

した米・日系4社のケースを説明する。

（3）「リーン生産」の導入と市場の確保

生産を継続する企業は二つの生き残り戦略を
採用した。第一は、国際競争に対応する、リー

ン生産方式の導入である。それ以前から、
フォードのEI（EmployeeInvolvement）のような、
日本モデルの部分的な導入の試みはあったが

資料：1．販売量は次の二つの統計による。1987−1989年
は、The Department ofIndustry Scien？e and

Tourism，（1998），State oFtheAustI31ibnAutomotIve

（レバーートレーシー、1990）、経営危機のもと

h7dustly1996，P．27。原資科は、PaxusCorporation
Limited，New MotorVehicle Registration，1987to
1992。1990年以降は、TheDepartmentofIndustry，
Science and Resources，（1999），K∈y AutomotIve

で、包括的な導入に変わった（シュイダー他、

激痛如びA跡地脇 DISR（2002），〝印rAびわmo亡／帽

の勧めが、・オーストラリアでも影響力をもった

∫とaとねrJcざ，2ββJ．

1994）。米国MITによるリーン生産方式の導入

のである（ウオーマック他、1990）。伝統的に

2．関税率は、DIST、（1998）、p．118、p．142．

オーストラリアの自動車産業は、米国系企業が
中心となってきたので、生産システムは米国モ

まず、撤退のケースから見ておく。欧州系企

デルであった。米国モデルは、量産型の工場が

業はおおむね、バットン計画の前に撤退してい

建設できる市場では、それなりにコスト競争力

た。英国のオースチンとナフィールドが戦後進

を発揮するが、オーストラリアの小規模市場で

ヽ

︶

8 8 9
9 9 9
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ヽ
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ヽ
T

ヽ

R

1 1

T

︵

︶． ︶

ー 49 −

︵ ∵／−1ヽ︵

S S S

D D D

5

ノl

3 4

撤退した。フランスのルノーは、1966年に進出し

ヽl■′′

l

VWは、1960年代に進出したが、68年に生産から

︶

出したが、1984年には操業を停止した。ドイツの

pp．133−143。
p．95。
p．49、同、（2002）、p．32。
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表2 乗用車生産・輸出の推移
日系企業

乗用車合計

1990 合 計
国内販売

輸 出

1991 合 計
国内販売

輪 出

1992 合 計
国内販売

輸 出

1993 合 計
国内販売

輸 出

1994 合 計
国内販売

輸 出

1995 合 計
国内販売

輸 出

1996 合 計
国内販売

輸 出

1997 合 計
国内販売

輸 出

1998 合 計
国内販売

輸 出

1999 合 計
国内販売

輸 出

2000 合 計
国内販売

輸 出

2001 合 計
国内販売

輸 出

（単位：台、％）
米系企業

104，901（27．8）
103，155（30．0）
1，746（5．4）

213，556（56．7）
184，730（53．7）
28，806（88．8）

260，940（10b．0）
29，730・（100．0）

88，776（30．5）
87，261（33．4）
2，105（7．1）

166，535（57．3）
141，726（54．3）
24，976（鋸．0）

280，∬5（100．0）
252，609（100．0）
27，926（100．0）

94，143（33．6）
88，920（35．2）
5，223（18．7）

165，672（59．1）
146，089（57．8）
19，583（70．1）

294，820（100．0）
270，288（100．0）
24，532（100．0）

119，287（40．5）
103，134（38．2）
16，153（65．8）

175，533（59．5）
167，154（61．8）
8，379（34．2）

325，840（100．0）
301，226（100．0）
24，614（100．0）

127，132（39．0）
113，339（37．6）
13，793（56．0）

198，708（61．0）
187，887（62．4）
10，821（44．0）

312，908（100．0）
288，968（100．0）
23，940（100．0）

103，832（33．2）
91，049（31．5）
12，783（53．4）

209，076（66．8）
197，919（68．5）
11，157（46．6）

325，631（100．0）
281，576（100．0）
44，055（100．0）

117，510（36．1）
87，272（31．0）
30，238（68．6）

208，121（63．9）
194，308（69．0）
13，817（31．4）

319，266（100．0）
267，509（100．0）
51，757（100．0）

139，082（43．6）
93，877（35．1）
45，205（87．3）

180，184（56．4）
173，632（64．9）
6，552（12．7）

353，892（100．0）
298，243（100．0）
55，649（100．0）

151，083（42．7）
110，263（37．0）
40，817（73．3）

202，809（57．3）
187，980（63．0）
14，829（26．6）

347，823（100．0）
264，618（100．0）
83，205（100．0）

134，153（38．6）
79，531（30．1）
54，622（65．6）

213，670（61．4）
185，087（69．9）
28，583（34．4）

359，686（100．0）
258，668（100．0）
101，018（100．0）

140，706（39．1）
73，825（28．5）
66，881（66．2）

218，980（60．9）
184，843（71．5）
34，131（33．8）

347，174（100．0）
229，513（100．0）
117，661（100．0）

144，121（41．5）
59，671（26．0）
84，388′（71．7）

203，053（5臥5）
169，842（74．0）
33，211（28．2）

376，355（100．0）
343，929（100．0）
32，426（100．0）

290，670

資料：DISR、（1999）、p．43、同、（2002）、p，24。
注：1990−1992の合計には、日産自動車を含む。

は、それも限界があった。そのうえ、関税の引

は、米国系企業2社の国内市場依存の、防衛的

き下げに伴ない、外国製品の輸入が急増したた

対応である。もちろん、日系企業も国内市場で

め、生産システムの転換を迫られたのである。

販売するし、米国系企業も輸出をするが、この

第二は、依拠する市場の確保である。日米の

二つの戦略の違いは明白である。表2：乗用車

4企業は生産の継続を選択したが、その際二つ

生産・輸出の推移、で明らかなように、日系企

の選択があった。一つは、日系企業による輸出

業2社は1990年代、急速かつ継続的に輸出を伸

に活路を求める積極的対応である。もう一つ

ばしている。日系企業の生産量は、1990年に
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は、約10万台で、そのうちL輸出はわずかに1，700

になるが、日系企業と米系企業の違いが生まれ

台であった。しかし、2001年には、生産量が14

た一つの理由は、生産車種の違いにある。米国

万台となり、輸出は8万台に上っている。この

系企業は、大型・ラグジェリー車を生産するの

ように、日系企業は、輸出の増加を通して生産

に対して、日本企業は、主として中小型車を生

量の増加を実現したのである。そしてついに、

産していた。ところが、小型車市場は、日本，

2001年には、輸出が国内販売を上回ったのであ

韓国等からの輸入車に奪われてしまった。他

る。他方、米国企業2社の場合、1990年の生産

方、大型車は、オーストラリア乗用車市場で安

量は、21万台で、うち輸出は28，000台であった。

定した量を確保できるのである。こうして、生

そして、2001年を見ると、生産量は20万台、輸

産の継続を決めた4社は、輸出依存の日系企業

出は33，000台である。言うまでもなく、輸出で

と、国内市場依存の米系企業の二つに、わかれ

あれ、国内市場依存であれ、現地企業ばかりで

たのである。

そこで、4社の経営成果を確認しておこう。

なく、本国の親会社の判断と協力があって可能

表3 生産性の推移（乗用車）（単位：台、人）
生 産

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

377，461
288，380
277，725
294，070
314，144
312，908
325，631
319，266
353，892
347，823
359，686
347，174

従業員 1人当り台数

32，421
26，639
24，036
23，067
20，412
19，754
20，213
20，540
22，371
21，394
20，378
19，975

11．6
10．8
11．6
12．8
15．
15」8

16．1
15．5
15．8
16．3
17．7
17．5

資料：DISR、（1999）、p．49、同、（2002）、p．32．

表4

品 質 評 価

1990199119921993199419951996199719981999．2000 2001
カ ム ，リ

2．1 1．6 1．4 1．4 1．7

中 型 車

輸 入 車

大 型 車
ラグジェリー

フ ァ ルゴン
コモドール

1．1 1．3 1．2 1．2 1．3 1．3 1．1 1．3

−

2．9 2．4 2．2 2．0 2．2 2．1 1．8 1．8 2．1 1．6 1．5 1．2
2．9 2．5 2．0 2．1 1．9 1．9 1．9 2．1 2．4 1．6 1．1 1．

ア バ ロ、ン

1．0 1．4

カ ム リ
マ グ ナ

1．6 1．6

2．4

1．6

2．4 1．1 0．9 1．0

1．6

0．8 1．1 0．7

資料：DISR、（1999）、pA4．同、（2002）、p．25．原資料は、AutomotiveResearchandMarketingServiceおよびACNielsen．
注：バーは、数字なし。購入後3ケ月間のクレーム。
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まず生産性指標であるやゞ、利用できる資料はい

質の改善努力は、それなりに成果をあげている

わゆる物的労働生産性であり、それも企業や工

のである。

場レベルでなく、自動車組立産業レベルであ

る。表3：生産性の推移、で明らかなように、

3．日系工場のハイブリッド評価

1993年以降、生産性の向上効果が見られる。
1990年から92年までは、従業員一人当たり生産

（1）調査対象工場の概要

台数は10台か11台であったが、その後上昇し、

ここで調査研究の対象となる、r工場の性格を

1994年には15．4台となり、2000年には17．7台と

説明しておく。組立工場に即してみると、第一

なった。労働生産性は、機械化、自動化による

に、工場の規模が中型であること、そして第二

直接作業の代替化と技能水準の向上や作業組織

に、生産設備は、プレスから組立工程まで持つ

の改革など多様な要因によって変化するが、1

一貫工場であることが特徴である。

企業の生産量が10万台前後の規模では、機械

の規模から見てゆこう。企業が現地に如何なる

化、自動化には限界がある。余剰人員の削減と

規模の工場を建設するかは、市場規模、競争条

ともに、作業組織の改革と技能の向上が寄与し

件、そして親会社にとっての現地工場の位置、

たものと推測できる。

こうした要因で浜まる。オーストラリアの乗用

次に、表4：品質評価をみると、品質水準の

車市場の規模は、50万台程度と大きくはない。

向上が見られる。これは、私的購入者による、

後発の日本企業のシェアーはそのうちさらに限

最初の3ケ月間のクレーム指摘データである。

られる。その上、政府が、輸入関税を引き下げ

それによると、生産性向上効果以上の品質改善

たので、市場では輸入製品との競争がはげし

効果が見られる。まず、第一に、品質の向上が

い。こうした競争環境を考慮すると、大規模な

全体として見られることである。ファルコンに

工場の建設は現実的でない。表5：調査対象工

ついて言うと、1990年には、2．9であったが、

場の概要、のように、組立工場の規模は中規模

2001年には、1・2まで向上してい卑。第二に、中

であり、競争条件を考慮するとほぼ妥当なもの

型車に関して、輸入車と国産車の品質比較をす

と思える。組立工場のうち、一つは旧工場の買

る、と、1991年には、輸入車の品質が、国産車よ
（6）DISR、（1999）、P．50、同、（2002）、P．33。なお、

りも優れていたが、1998年には、ほとんど格差

M汀の生産性評価によれば、オーストラリアの生産
性（自動車当たり時間）は、1989年には、アジア諸
国並みであったが、1993年には、アジアよりもやや
低くなった。1993年には、オーストラリアは33．7で
あるが、アジア諸国は29．5、欧州は25．6、北米の米国
企業は22．4、カナダは20．0、北米の日本企業は17．4、
日本の日本企業は16．5であった。南アフリカは86．7

はなくなった。第三に、米系企業と日系企業の
比較を見ると、ファルコン、コモドアの米系企
業の車は、かつては、日系企業の車に比べて格

段に品質が悪かったが、2001年には、いくぶん

で、調査集計対象の中では唯一、オーストラリアよ

日系企業に劣るというレベルまで来たのであ

り低かった（コーハン他、1997、p．212）。しかし、表

3で見たように、1990年代半ば以降生産性が向上す

る。なお、収益に関して言うと、1993年以降は、

るようになった。そこで、試み．に、表3：生産性の
推移をもとにして、1993年から2001年までの生産性
の変化率を求め、その変化率を利用してMITの1993
年における生産性の数値を基準に2001年の生産性
を計算すると、1993年における欧州と米国の中間程
度の数値が産出される。

組立企業4社は、継続的に利益をあげており、
赤字にはなっていない（6）。したがって、こうし
た指標を見る限り、組立企業4社の生産性と品
− 52 −
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収、・一つは新規設立の工場である。年間生産能

トラリアには、部品メーカーが300社ほゼあり、

力は、10万台と7万台弱である。第二に、工場

それなりに部品の自給ができるようⅠ；なってい

は、それなりに自立した生産プロセスを設置し

る。自動車生産の歴史が長いこと、政府による

ていることである。アジアの発展途上国におけ

部品メーカー育成政策があったことなどが理由

る輸入代替工業化政策に相応して月本企業が設

であるが、それらは米欧の組立メーカーととも

立する、ノック・ダウン工場の場合、当初は、

に進出したので、米欧系のメーカーが多い。デ

本国からプレス部品やエンジンを輸出するケー

ルファイ、ボッシュ、ジーメンス等の工場があ

スが多いので、現地工場はそれらの工程を設置

り、日系メーカーは、10社程度と多くない。本

しないか、あってもごく一部を持つケースが多

稿が対象とする日系部品メーーカーは、このう

いが、オーストラリアの2工場は、いずれも、

ち、エアコンとタイヤの生産工場である。日系

プレスはもとより、エンジン工場も持っている

の部品工場は、いずれも、国内販売ばかりでな

のである。プレスから組立までを持つのは、日

く、親会社の国際戟略の一翼を担って、輸出を

本の工場としては普通だが、エンジン工場を工

行っている。部品工場は、やはり新設工場と既

場内部あるいは近隣に備えており、それは素材

存工場の二つである。
各社の歴史を簡単に見ておこう（7）。前述のよ

から生産している。そして、表5には出ていな

いが、開発部門も持っている。このように規模

うに日本企業のオーストラリア市場への進出

が小さいながらも、一貫工場なのである。

は、米欧に次いで3番目であった。オーストラ

リアの自動車産業の歴史は古く、米国2社は、

次に、部品メーカーについて見ると、オース

表5 調査対象工場の概要
会社
立

組立A社
地

操業開始

生産能力

設備構成
従 業 員
日 本 人
労働組合

南オーストラリア州

単独、新工場
品

単独（商社と合弁）、
既存工場

乗用車2車種

乗用車2車種

10万台・年

67，520台・年

プレス、ボディ、塗
装、組立、エンジン

4，200
20
3労働組合

ビクトリァ州

部品D社
南オーストラリア州
1981年

1991年

1980年

1994年

進出形態
製

ビクトリア州

部品C社

組立B社

単独、新工場

合弁（60．3％）、
既存工場

自動車用エアコン構
成部品
35万台・年

タイヤ

11，000本・日

クーリング、ホー

ス・配管、コンデン

塗装、組立

加工、組立

サ、エバボレータ

5，632
18
4労働組合

247
7

1労働組合

資料：会社提供資料およびインタビュー。
注：①1997年9月現在。②A，B社の従業員数は他工場を含む仝従業員。A社は他に部品工場、B社は他にエン
ジン工場を持つ。
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1925年と26年に進出している。日本の自動車組

転しているのかを23項目について分析・評価す

立企業が、国内で自動車製造事業法のもとで、

るモデルである。具体的には、日本システムの

認可されたのは1937年であったから、そもそも

側からの適用度を5投降に渡って評価する。日

オーストラリアの米国系自動車企業は、日本の

本の親工場と同じシステムを採用していれば5

企業より生産開始が10年早いのである。A社

点、現地企業の現地工場と同じシステムを採用

は、1959年にオーストラリアヘ商用車を輸出し

していると1点、中間を3点とする。そして、

た。そして1963年に、現地企業への委託生産の

中間よりもさらに日本よりであれば4点、逆に

形で生産を開始し、1967年に、現地企業の株式

現地工場よりであれば2点と評価するのであ

を10％取得した。新工場の建設計画は、、1991年

る。こうして23項目の評価を行った後、二つの

に発表し、第一号車を生産したのは、1994年で

I 基準でそれらを再分類する。一つは現地工場の

ある。1989年から米国系組立企業と合弁をした

管理運営の観点から、23項目を6つのグループ

が、1996年に解消した。B社は、1971年に、米国

に分類する「6グループ評価」であり、もう一

系企業で、乗用車の委託生産をすることにし

つは、技術移転の観点から23項目の特定の項目

た。そして、1980年、B社は、米国系企業の親会

を、「方式」と「結果」にわけて再分類する「四

社が経営危機に陥りこ海外工場を売却した際、

側面評価」である。6グループ評価は、Ⅰ作業

同社を買収したのである。部品メーカーC社

組織、Ⅱ生産管理、Ⅲ部品調達、Ⅳ参画意識、

は、関連会社が他に2社あり、オーストラリア

Ⅴ労使関係、Ⅵ親一子会社関係、以上の6つで

における会社経営の経験の上に、新工場を設立

あり、このうち、作業組織と生産管理は、日本

した。製品は自動車用エアコンである。D社

システムの適用におけるコアを構成するグルー

は、1965年に操業を開始した現地企業の工場

プと位置付ける。「四側面評価」は、方式に関る

を、1980年に買収した。乗用車用、商用車用ば

項目のなかで、ヒトに関するものを「ヒト方

かりでなく、農業用など各種タイヤを生産して

式」、モノに関する方式を「モノ方式」とする。

いる。

そして、日本から持っていった出来合いのもの

を「ヒト結果」と「モノ結果」に再分類し、「方
式」と「結果」の組み合わせから、技術移転状

（2）ハイブリッド評価モデル

況を評価するのである（8）。

ここで、日本システムの国際移転に関する、

評価モデルを説明しておく。筆者が所属する日

本碍でもこの分析評価方法を採用して、日本

本多国籍業研究グループは、日本システムの

システムのオーストラリアへの移転状況を分析

する。その際、オーストラリアの評点を、英国

「適用と適応のハイブリッド評価モデル」を開

発した（安保他、1991）。それは、日本の製造企

および米国の数値と比較することにする。現地

業が、海外工場の経営において、何を如何に移

の環境要因のうち、企業の経営・生産システム

や労働市場の制度について、それら3国は、相
（7）オーストラリア自動車産業の歴史については、
DIST、（1998）、および組立企業4社におけるインタ

対的に類似すると想定できるからである。

ビューによる。なお、米国企業の進出については、

ウイルキンズとセル、（1964）、ダスバック、（1989）
を参考にした。
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表6 自動車組立適用度国際比較

① 職 務 区 分
② 多 能 工 化
③ 教 育 訓 練

（む 賃 金 体 系
⑤ 昇
⑥作
業

進
長

⑦ 生 産 設．備
⑧ メ ン テ ナ ン ス
⑨ 品 質 管 理
⑲ 工程 管 理

⑪ ローカル・コンテント
⑫ 部 品 調 達 先
⑬ 部 品 調 達 方 法
⑭ 小 集 団 活 動
⑮ 情報 共 有 化

⑬ 一

体

⑳ 採 用 方 法
⑬ 長期 雇 用
⑲ 労 働 組 合
⑳ 苦 情 処 理

⑪ 日本人従業員比率
⑳ 現地会社の権限

⑳ 現地人経営者の地位
総 平 均

感

オーストラリ了

英国

東国

（a）

（b）

（c）

4．0
3．5
3．0
2．0
3．0
3．0

5．0
3．5
3．8
3．5
3．8
3．5

4．8
3．2
3．4
2．1
3．2
3．1

−1．0

3．0
3．0
3．5
3．5

3．5
3．0
3．5
3．3

3．9
2．9
4．0
2．9

2．0
2．0
3．5

1．3
1．8
2．8

3．0
2．5
2．5

格羞

格羞

（a）−（b） （a）−（c）

0．0
−0．8

−0．．
＋0．3
−0．4

⊥1．5

−0．1

−0．8

−0．2

−0．5

−0．1

rO．5
0．0
0．0

−0．9
＋0．1

＋0．2

＋0．6

2．3
3．8
3．0

＋0．7
＋0．2

−0．3
→ユ．8

＋0．7

＋0．5

2．3
3．8
3．8

2．7
4．4
4．6

＋0．7

十0．3

−1．3
−1．3

−1．9
−2．1

2．5
3．0
3．0
2．0

4．0
3．5
4．0
3．3

4．3
4．9
4．2
3．2

−1．5
−0．5

−1．8
−1．9

−1．0
−1．3

−1．2
−1．2

1．0
3．0
3，0

2．5
2．5
2．8

3．8
3．3
3．3

ー1．5
＋0．5

−2．8
−0．3

2．8

3．2

3．5

−0．4

−0．5

0．3

＋0．2

−0．7

資料：各社インタビューおよび「評価モデル基準表」（安保他、1991、pp．33−35）をもとに筆者作成。米国は、安
保他、（1991）、p．67、英国は、公文・安保編著『日本型経営・生産システムとEU』ミネルヴァ書房、近刊に
よる。

（3）日系企業のハイブリッド評価
そこで、現地工場における、日本システムの

適用と適応のハイブリッド評価を見ておこう。
（8）23項目の5段階評価基準は、安保他、（1991）、
を参照のこと。6グループの分類は、次のように

組立工場と部品工場は工場の性格が異なるの

なっている。Ⅰ作業組織とその管理運営：職務区
分、多能工化、教育・訓練、賃金体系、昇進、作業
長、Ⅱ生産管理：生産設備、メンテナンス、品質管

で、分けてみることにする。あらかじめ、評点

から得られる印象を述べると、オーストラリア

理、工程管理、Ⅲ部品調達：ローカル・コンテント、

においても、日本企業は日本の方式を適用して

部品調達先、部品調達方法、Ⅳ参画意識：小集団活
動、情報共有化、一体感、Ⅴ労使関係：採用政策、

いるが、やはりそれは、現地システムとのミッ

雇用保障、労働組合、苦情処理、Ⅵ親一子会社関係：
日本人従業員の比率、現地会社の権限、現地人経営

クを通してである。そして、幸いなことに、現

者の地位、以上である。「四側面評価」の分類方法は
次の通りである。「ヒト方式」：Ⅰ作業組織の全項

地の環境要因が変化しつつあり、政府と経営者

目、Ⅳ参画意識の全項目、雇用保証、苦情処理、「モ

の方針は、伝統的なオーストラリアの工場管理

ノ方式」：品質管理、メンテナンス、部品調達方法、
「ヒト結果」：日本人従業員の比率、現地人経営者の
地位、「モノ結果」：生産設備、ローカル・コンテン

システムからリーン生産の導入に転換してい

る。労働組合は、それに対して是是非非の態度

ト、部品調達先。
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表7 自動車部品適用度国際比較

① 職 務 区 分
② 多・能 工 化
③ 教 育 訓 練
④ 賃 金 体系

⑤ 昇
⑥ 作

進
業

長

⑦ 生 産 設・備

（沙 メ ン テ ナ ン ス
⑨ 品 質 管 理
⑲ 工 程 管 理

⑫ ローカル・コンテント
⑫ 部品 調 達 先
⑬ 部 品調達方法
⑭ 小 集 団 活 動

⑮ 情 報 共 有 化
⑮ 一

体

感

⑳ 採 用 方 法
⑲ 長 期 雇 用
⑲ 労 働 組 合
⑳ 苦 情 処 理

⑪ 日本人従業員比率
⑳ 現地会社の権限

⑳ 現地人経営者の地位
総 平 均

オーストラリア

英国

米国

（a）

（b）

（c）

3．0
3．0
3．5
2．5
2．5
3．0

4．5
3．0
3．0
2．3
3．5
3．3

4．2
2．7
2．9
2．6
3．3
3．0

−1．5

4．0
3．0
3．5
3．5

2．8
2．8
3．0
3．3

4．8
2．8
3．9
3．0

＋1．2
＋0．2

2．0
2．0
2．5

1．3
1．5
3．0

2．5
3．5
3．0

格差

格差

（a）−（b） （a）−（b）

0．0

−1．2

＋0．2

十0．3
＋0．6
−0．1

−1．0

−0．8

＋0．5

−0．3

0．0
−0．8
＋0．2

＋0．5

−0．4

＋0．2

＋0．5

2．7
3．7
2．6

＋0．7

−0．7

＋0．5
−0．5

−1．7

3．0
3．3
3．5

2．9
4．1
4．4

−0．5

−0．4

＋0．2
−0．5

−0．6

2．5
3．5
3．0
2．5

3．0
3．5
4．0
3．0

3．8
3．8
5．0
3．9

−0．5

−1．3

2．0
2．5
3．5

2．5
2．3
2．8

4．6
4．0
4．0

2．9

2．9

3．6

0．0

−0．1

−1．4

−0．3

−1．0

−2．0

−0．5

−1．4

−0．5
＋0．2

−2．6
−1．5

十0．7

−0．5

0．0

−0．7

資料：表6と同じ。

表8 自動車組立「6グループ評価」国際比較

Ⅰ 作業組織と管理運営
Ⅱ 生 産 管 理
Ⅲ 部 品 調 達
Ⅳ 参画 意 識
Ⅴ 労 使 関 係
Ⅵ 親一子会社関係

総 平 均

オーストラリア

英国

米国

（a）

（b）

（c）

3．1
3．3
2．5
2．7
2．6
2．3

3．8
3．3
1．9
3．3
3．7
2．6

3．3
3．4
3．0
3．9
4．2
3．5

−0．7

2．8

3．2

3．5

格差

格差

（a）−（b） （a）−（b）

＋0．6

−0．2
−0．1
−0．5

−0．6

−1．2

−1．1

−1．6

−0．3

−1．2

−0．4

−0．7

0．0

資料：表6より作成。

で相応している。こうした、環境要因の変化

場2．9（表7参照）と、3点を超えていないこと

が、日本企業にとって適用をより容易にしてい

から推定されるように、日本システムの適用

るが、同時に伝統的な労使関係の作用もあり、

は、全体的ではない。我々の評価基準に従う

ハイブリッドの状況は複雑である。

と、適用度が3点を超えると「適用」、2点台

総平均が、組立工場2．8（表6参照）、部品工

は「適応」を意味する。したがって、総平均の
− 56 −
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表9 自動車部品「6グループ評価」国際比較
オーストラリア

英国

米国

（a）

（b）

（c）

29
3．5
2．2
3．0
2．9
2．7

3．3
2．9
1．9
3．3
3．4
2．5

3．6
3．0
3．8
4．1
4．2

2．9

2．9

3．6

・Ⅰ 作業組織と管理運営
Ⅱ 生 産 管．理
Ⅲ 部 品 調 達
Ⅳ 参 画 意 識
Ⅴ 労 使 関 係

Ⅵ 親一 子会社関係
総 平 均

格差

格差

（a）−（b） （a）−（b）

3二1

⊥0．4
＋0．6

−0．2
−0．1

＋0．3

rO．3

−0．8
−0．8

−0．5

−1．2

＋0．2

⊥1．5

0．0

−0．7

資料：表7より作成。

表10 自動車組立「四側面評価」国際比較

ヒト
モ ノ
ヒト
モ ノ

方式
方式
結果
結果

オーストラリア

英国

米国

（a）

（b）

（c）

2．9
3．3
2．0
2．3

3．6
3．1
2．6
2．2

3．6
3．3
3．6
3．3

格差

格差

（a）一（b） （a）−（b）
−0．7

−0．7

0．0

＋0．2
−0．6

−1．6

＋0．1

−1．0

格差

格差

資料：表6より作成。「四側面評価」の計算方法は、安保他、1991、p．55参照。

表11自動車部品「四側面評価」国際比較

ヒト 方式
モ ノ 方式
ヒト 結果
モ ノ 結果

オーストラリア

英国

米国

（a）

（b）

（c）

3．0
3．0
2．8
2．7

3．3
2．9
2．6
1．8

3．4
3．1
4．3
3．7

（a）−（b） （a）−（b）
−0．3
＋0．1
＋0．2
＋0．9

−0．4
−0．1
−1．5
−1．0

資料：表7より作成。

レベルで見ると適用度はかならずしも高くな

ても、グループの中で工場管理においてコアを

い。

構成する作業組織と生産管理の二つでは、日本
方式を持ち込んでいることを示している。他

6グループ別に評点を見てゆこう。組立工場

から見てゆくと、3点を超えるのは、作業組織

方、部品工場は生産管理と参画意識で3を超

と生産管理のグループであり、他のグループは

え、作業組織と労使関係は、3に近い2点台で

2点台である。組立工場は、作業組織3．1、生産

ある。

管理3．3（表8参照）であるが、他のグループは

オーストラリアの評点を英国および米国と比

いずれも、2点台になっている。他方、部品工

較してみると、オーストラリアの適用度の低さ

場は、生産管理（3．5）、参画意識（3．0）、の二

が目立つ。その評点からは、オーストラリアの

つのグループで3を超え、作業組織と労使関係

日系自動車企業が、システムの適用姿勢におい

が2．9となっており、3に近い2点台である（表

て消極的な印象を受ける。総平均でみると、英

9参照）。組立工場は、オーストラリアにおい

国は組立3．2、部品2．9、米国は組立3．5、部品3．6
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となっており、総じてオーストラリナより高

ある。「ヒト方式」、「モノ方式」ともに3．0であ

い。唯一、英国の部品がオーストラリアと同じ

り、「ヒト結果」2．8、「モノ結果」2．7と「結果」

評点になっでいるくらいで、他はいずれも3を

は2点台である。次章において、システム構成

超えており、しかも米国はきわめて高くなって

要素の適用状況を個別に検討することにする。

いるのである。適用度は、基本的に二つの要

因、現地の経営環境と企業の適用姿勢によって

4．日本システムの適用状況

決まる。現地の環境要因は、特に、経営生産シ
ステムについて言えば、3国それぞれ違いがあ

（1）作業組織

るとはいえ、日本と比較すると、やはり共通性

現場作業者による高度な技能形成と柔軟な作

がある。つまり固定的な職務、対立的な労使関

業配分を特徴とする日本の作業組織の移転状況

係等の伝統と、リーン生産方式の導入、以上の

を分析するに当たって、まず、職務区分を見る

点では共通するからである。他方、企業の適用

ことにする。伝統的に狭く限定した職務と固定

姿勢は、オーストラリアの狭い市場規模を考慮

的なヒトの配置が行われた職場が如何に変わっ

すると、英国や米国よりも相村的に消極的にな

たのかを確認するためである。職務区分の簡素

るであろう。異なる環境において日本システム

化は、英米におけると∵同様に、オーストラリア

を適用するには、コストを伴なう。高いコスト

でも進んでいる。その要因は二つある。第一

をかけても積極的に適用するには、売上高と利

は、企業別賃金交渉の進展である。伝統的に

益の本社へのそれ相応の寄与がなければならな

オーストラリアの労使関係は法的な強制力を持

いが、狭い市場では、本社への成果の寄与にお

つ調停・仲裁システムによって規定されてきた。

いて限界があるからである。

賃金も当然、中央集権的な仲裁制度の枠内で決

ハイブリッド評価の最後に、「四側面評価」を

定されてきた。使用者、労働組合、そして政府

見ておこう（表10と11参照）云それで見るオー

が、オーストラリア労使関係委員会に仲裁を付

ストラリアのハイブリッド・パターンは、英国

託し、委員会が、アオード（Award・裁定賃金）

に近い。すなわち、すべてにおいて3を超える

を出す。これが、オーストラリアのほほすべて

米国の「方式、結果高適用型」、方式の適用度

の労働者に適用されたのである。しかし、労働

は3を超えるが、結果の適用度は2点台である

党政権（1983−1996）のあいだに、賃金決定の

英国の「方式適用・結果適応型」、この二つと比

分散化あるいは分権化が進んだ。さらに、続く

較すると、結果の適応が目立つとはいえ、英国

自由党国民党連立政権のもとで、企業別労使交

型により近いのである。組立工場は、「ヒト方

渉が一層進んだのである。そのため、賃金交渉

式」2．9、「モノ方式」3．3と「方式」は3点前後

も企業別に行われるようになり、全国レベルの

であるが、「結果」は「ヒト結果」2．0、「モノ結

アオードの影響は残っている（デイビスとラン

果」2．3と2点台である。方式ではゆるやかな適

ズベリー

用寄り、結果では適応寄りなので、「方式適用・

少し、企業別交渉による賃金決定が増加してい

結果適応型」といえる。このパターンは、小型

る（ウェイルズ、2002、p．46）。筆者が、企業を

の英国型である。部品工場も、基本的に同じで

訪問し、現地の日本人経営者および現地人経営
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者にインタビューを行った時点でも、全国ア

交渉は企業内の統一交渉となっている。主とし

オードはあるが、企業内交渉で賃金が決められ

て生産工を組織する多数派の組合と熟練工を組

るようになったと言う話を何処でも聞いた。第

織する二つの組合とのあいだで対応が異なって

二は、・政労使の合同調査団が日本、米国、ドイ

いる。すなわち熟練工の2組合は、金属産業ア

ツ、そしてスエーデンを訪問し、作業組織や教

オード（裁定賃金）の賃金等級をそのまま企業

育訓練に関する新たな方向を探ったことである

内でも維持しているのに対して、生産工を組織
する多数派組合は、それを参考基準としながら

（1988年）。デマケーションの緩和、労働者の
技能形成の促進、狭い課業に基づかない広く規

もD工場独特のアオードとなっている。そこ

定する職務などを提言し、それが、作業組織の

で、熟練工の賃金等級を見ると、15段階に分か

改革に大きな影響を与えだ9）。以下具体的に、

れている。′そのうち等級10（ClO）が基準等級

職務区分や賃金について検討してゆこう。

となっている。等級10は、エンジニアリング・

B社の職務区分は、かつて生産工150、熟練工

トレードパースンーレベルⅠと命名されており、

60であったが、それを生産工、熟練工ともにそ

電気工Ⅰ，機械工Ⅰ，組立工Ⅰの資格を持つことが

れぞれ一つとした。そして、労働組合の組織対

条件である。この等級10を100％として、他の

象となる労働者の賃金等級は5つとした。A社

等級はそれに対する、一定の比率で賃金額が決

では職務区分数は聞けなかったが、賃金等級は

まる。例えば、等級9は技能水準がより高いの

4つである。このように、組立2社はほぼ同じ

で、105％、等級11はより低いので92．4％となっ

ように職務区分を簡素化している。この場合、

ている。次に、生産工の賃金等級は、1989年に

簡素化された職務区分と賃金等級の関連がわか

は13あったが、現在は6つである。等級1は、

り難いが、労働者の賃金は、技能水準に応じて

新人（2ケ月）、等級2は清掃、等級3は資材供

特定の賃金等級に位置付けられるので、評点上

給、等級4はタイヤ組立、等級5は多能工と

は賃金等級の数が、職務区分の数を示すものと

なっており、等級6は適用されていない（10）。生

解釈する。部品メーカーも簡素化という点では

産工の場合も、金属産業アオードをもとにして

同じであるが、2社の間でやや異なっている。

おり、それぞれの賃金水準は、等級10を基準と

C社が徹底しており、D社がやや古い形を残し

して、等級5は97％、等級4は92％である。こ

ている。C社は、新工場で労働組合が一つであ

のような職務区分の簡素化は、狭く規定された

る。工場操業開始当初は、生産工とメンテナン

固定的な職務区分から、柔軟で多様な作業をこ

スの二つの職務区分とし、賃金等級は12であっ

なす多能工の育成に適した措置であり、評点は

た。それをやがて生産職5等級、保全職4等級

4．0となった。

とした（1995年）。つまり、9つの賃金等級と

多能工化について次に検討する。これについ

ても各社それぞれ積極的に取り組んでいる。

なったのである。

D社には、三つの組合があり、賃金引き上げ

VIC（VehicleIndustryCerti8cate）と称する生産

（9）ランズベリー他、（1997）、p．217、B社および米
国系企業におけるインタビュー。

（10）D社におけるインタビューによる。なお金属産業
アオードについてはD社提供の資料による。
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工の技能訓練計画が1991年から導入されてい

ついては、伝統が生きている。そのため、作業

るノ（11）。これは各社共通のプログラムであり、現

組織を構成する他の項目の評点が3点以上であ

場における多能工化の措置に刺激を与えてい

るのに対して、組立工場では2．0であり、部品工

る。具体的には、20のスキルレベルまであり、

場では2．5となった。2点台は、現地システム

リーダー・クラスが技能のマスター状況を認定

への適応を示す点数である。現場における査

するのである。OJTを通した技能訓練が基本で

定・能力別賃金格差の導入には労働組合が反対

あるが、ジョブ・ローテーションを各社とも実

し、実施できていない。オーストラリアでは、

施しており、たとえばA社はGL内で実施してい

前述のようにアオードと称する産業別賃金があ

る。いわゆる星取表も工場見学中よく見かけ

り、1990年までは、中央賃金交渉で賃上げ率が

た。A社では、4段階でグループ内の全員の技

決まり、仝等級の賃金が一斉にきまった。しか

能マスター状況を表示している。工数の異なる

し1991年から、企業別交渉となり、アオードに

2車種を生産しているが、技能水準の向上は作

よる等級規制は存続しているものの、企業内部

業割り当ての合理化に、寄与したと言う。

で、職務区分の簡素化や適用する賃金等級の選

教育訓練についても、各社積極的に取り組ん

択、さらには、1賃金水準の上乗せができるよう

でいる。B社の場合、伝統的には生産工には訓

になった。ただしその変化の実施状況は企業に

練がなかったが、VICの導入とともに4年前か

より、多様である。全国アオード（裁定賃金）

ら教育訓練がスタートした。教育訓練には7段

に依拠するケース、アオードと企業別協約賃金

階あり、1段階は導入教育、2段階は生産工の

のミックスのケース、個別に決まるケース、さ

教育、3段階は熟締工のアプレンティスシップ

まざまである（デイビスとランズベリー、1998，

にもとづく教育、4段階はデイブローマ、5段

p．139）。

階はディグリー、7投階はマスターとなる。た

調査対象工場のうち最も伝統的な賃金体系を

だし、オーストラリアは移民社会なので、教育

残しているD社のケースを確認しておこう。前

訓練の前に基礎的な教育が必要なケースがある

述の金属産業アオード（1995年修正）によれば、

といわれるが（ランズベリーとバンパー

等級10が基準となって他の等級の賃金水準が決

、1997、

p220）、日系企業ではそうした問題は聞かな

まっていた。等級10の賃金構成は、基本賃率

かった。後述するように、欠勤率が高いことへ

365．20ドル（82．8％）、追加給52．00ドル（11．8％）、

の不満はあったが、基礎的な教育レベルに問題

安全ネット調整24．00ドル（5．4％）であり、合

があると言う話はなかった。おそらくは採用の

計441．20ドル（100．0％）である。賃金額（オー

段階で選別しているのであろう。

ストラリア・ドル）は、週給による表示である。

以上のように、職務区分を簡素化し、多能工

このうち、基本賃率と追加給は等級によって決

化を奨励しているにもかかわらず、賃金体系に

定され、企業別交渉による賃金引き上げがない
ケースにも支払われる安全ネット調整部分は仝

等級とも同額の24ドルとなっている。このよう

（11）vICについては、ランズベリー他、（1997）、P．219。

それが、生産工の技能向上に寄与する事について

に、基本的に産業別賃金が個人の賃金も規定し

は、日系企業のみならず、米系企業においてもよく
聞いた。

ており、VICの導入で、技能向上を図っている
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が、それが直接、個人別賃金を規定する制度に

大戦後、社員制度のもとで、ホワイトカラーと

はなっていないのである。技能水準の向上は、

ブルーカラーの差を無くした日本の制度は、容

等級の向上に反映し、結果的に賃金額の向上に

易に現地に持ち込めない。B社の場合、アオー

なるという、回り道を必要とする。この点は、

ド従業員とノン・アオード従業員に賃金が区分

日系企業のみならず米系企業においても同様で

されており、ノン・アオード従業員はサラリー

あった。

であり、10段階に分かれる。10はシニアマネ

こうしたなかで、部品メーカーC社は、人事

ジャー、9から6は、ミドルマネジャー、5と

考課を実施し、それが賃金を規定すると答え

4は専門職、3から1まではそ・の他職務となっ

た。同社は、旧工場における経験をもとに、新

ている。そして、全国アオードおよび企業内労

工場を建設し、極めて体系的に労務管理を行っ

使協約で賃金が決まるアオード従業員は、技術

ている。すなわち、単一組合、従業員との密接

・監督職、クラーク、トレード（熟練工）、オペ

なコミュニケーション、労使協議会などを制度

レ一夕ーの四つに分かれる。オペレ一夕ーの賃

化し、その一環として査定を導入したのであ

金が最も低く、次いでトレードそして、技術・

る。査定により個人別に賃金に格差がつくこと

監督職となる。クラークは＼トレードと技術・

に対しては、文句を言う人もいるが、従業員に

監督職の中間である。

受け入れられているとのことである。したがっ

昇進は、日系企業の場合、基本的に内部昇進

て、新工場で体系的な管理システムを採用すれ

である。B社における、作業長への昇進は、公

ば、査定も可能なのである。おそらくは、それ

募に対して希望者が応募し、面接によって決め

に比較的規模が小さい部品工場という条件がつ

る。作業長には、トレードと生産工の両方か

くであろう。新工場でも、規模が大きく社会的

ら、応募する。会社は、アプレンティスシップ

影響力が大きい組立工場では、査定の導入は容

を経て、トレードの資格を持った上で作業長に

易でない。自動車組立工場では査定が実施でき

応募するように勧めているが、労働組合はそれ

ないこと、そして新規設立の部品工場では可能

に反対している。昇進に関して、日系企業は能

なことは、米国と同じである。米国では、労働

力で選択しているが、VICやその上の、資格を能

組合の有無にかかわらず、査定は困難であっ

力の基準として生かしている。そこで現地企業

た。査定による格差に対して、従業員が差別を

はどうか、能力かセニオリティか、興味があっ

訴え、さらにはそれを理由として労働組合が組

た。フォードで、セニオリティが昇進に如何に

織化を図るからであった。オーストラリアで

影響するか質問してみた。答えは、グループ・

は、企業内組織対象者の高い組織率を背景に労

リーダーヘの昇進は、過去はセニオリティの影

働組合が反対するのである。他方、英国では、

響が大きかったが、今は能力で決まる。グルー

組立工場では査定を導入していたので、事情は

プ・リーダーへの昇進には、VICを終了している

異なる。

ことが条件であると答えた。このように、社会
的な技能水準が、前提となって、能力評価を

さらに賃金に関して、現場労働者とスタッフ
部門とのあいだに厳然とした差があることを確

行っている。フォードの場合は、出勤、成果、

認しておこう。賃金体系に関して、第二次世界

技能水準を考慮し、面接を実施するが、面接で
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は会社側2名と組合の職場委員2名の合計4名

最後に品質チェック工程があり、製造のライン

が立ち会う。

に属する人が品質をチェックする、自主検査方
式を採用している。B社の工場は、四工程の他、

最後に作業長についてみておこう。A社は、

開発センター、治具生産から構成され、乗用車

米国工場と同様に、組長クラスをグループ・
リーダー

、班長クラスをチームリーダーとよ

2車種を生産する。商用車の組立ラインがあ

び、TLの下に5〜6ノ人のチーム・メンバーが属

り、生産も行っていたが、輸入に切り替えた。

する。GLのもとに、2、3人のTLがいる。作業

ローカル・コンテント対策のため、ヒューエル・

長は、個人のVICや星取表の技能認定を行う。

タンク、シート、小物のプレス類もこの工場で

C社では、TLがスーパー・パイザーとなり、VIC

生産している。小物のプレス部品は日本では外

の認定を行う。基本的に日本と同じ役割を期待

注に出すが、ここでは内製である。さらにプレ

しているが、仕事の範囲はやや狭いようだ。例

スの型も内製である。生産能力は7万台未満の

えば、B社では、作業標準をIEスタッフが作成

中型の工場なので、自動化機械を入れても稼働

しその際、作業長と相談するという。A社では、

率が確保できないので自動化率は低い。例え

GLによる個々の作業者への技能水準の評価が、

ば、プレスの自動化率は30数％であり、溶接工

キーポイントまで把握した上で行われているか

程でも上から溶接用のジグが降りてくる手作業

どうかについて、日本人エンジニアは疑問を呈

が多かった。

なお、参考までに、フォードで聞いた話を紹

していた。

介しておく。フォードの工場でも日本のマツダ
をモデルとして、多能工化の訓練とともに日本

（2）生産管理と部品調達

まず生産設備の特徴を見ておこう。A工場

風の生産管理や品質管理方式を導入した。その

は、1995年から稼動を開始した新設工場である

際、作業割り当て上のフレキシビリティを確保

が、10万台の年間生産能力を持つ。プレスとエ

するために、作業標準をなくしたという。ジョ

ンジンは中古設備を購入し、塗装と組立は新設

ブ・ローテーションを実施するべくトレーニン

備を設置した。エンジン工場は、機械加工、ア

グを行っているが、作業標準は、それがあると

ルミ工場および組立からなる。大型のプレス部

デマケーションを作るから止めたと言う。ライ

品はこの工場で生産し、小物のプレス部品は

ン・エンジニアが作業標準を作成するが、それ

ポートメルボルン工場で生産しここに運ぶ。組

はオフィスにあり、労働者はトレーニングで作

立工程1こは、「完結工程」と称するラインの分割

業を知るとのことである。作業者による作業改

方式を採用している。完結方式は、労働者が一

善の基本は、自己の作業を正確に把握し分析で

定の範囲で仕事の全体をカバーすることで遣り

きることにあるが、作業者による仕事の縄張り

甲斐意識を持たせるべくはじめたライン設計方

意識なのか労働組合による仕事規制の名残なの

式であり、同社の海外工場では米国、英国など

か、肝心のところで障害があるようだ。

でも採用している。ラインは7本に分割してお

部品C社の工場は、新たに建設した工場であ

り、シャシー工程2本、トリム工程3本、ファ

り、工場の中が明るく、最新の自動化設備を設

イナル工程2本になっている。各分割ラインの

置していた。タイヤを生産する部品D社の工場
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は、素材から組立までを担当する一貫工場であ

るようにしているが、工場の立地するアデレー

り、装置産業的な素材工程と、機械産業的な組

ドはサプライヤーが少なく、メルボルンから10

立工程の性格の異なる二つの工程から形成され

時間程度かけて運んでく・る。そのため、部品は

る。

3日分くらい持つようにしている。タクトタイ
ムは83秒である。生産車種は2車種のセダンと

次に、ソフトの側面、つまりメンテナンス、

品質管理、工程管理について説明する。A社の

ワゴンを生産しているが、日本の会社らしく、

工場は、本社の工場と同じようにカンパンを採

混流としている。すなわち、塗装を終了した車

用し、在庫を最小に保つ管理方式を採用してい

両のコントロール場が、組立工程の前にあり、

た。カンバン方式は、旧工場の1990年から採用

そこで72台の車両の順番を再調整したうえで、

していたが、当時は20％程度であった。しかし

組立工程に流すのである。これによって、車種

新工場では当初から全面的にカンパンを採用し

およびデリバティブの違いによる作業量の違い

ている。日本からの輸入部品は、かつては、

を均等化する。品質チェックは各班ごとにQC

2，3ケ月の在庫を持っていたが、現在は毎週輸

チェック工程をおいている。ただし、タクトタ

入する。CKD開梱工場から、日あたりの必要量

イム内にチェック作業が終了しない場合は、車

が各ストック工程に搬送されてくる。輸入部品

両に告示書を添付することにしている。技能水

もローカルの納入部品とともに引き取りカンパ

準を示す星取表があり、6段階でレベルを表示

ンを使って、部品がラインに納入される。部品

している。作業長が、技能を認定する。品質に

在庫も、操業開始当初は1日分を持っていた

関する技能項目が難しく、新人はここがゼロで

が、今では0．25日分としている。多能工化を促

あった。作業標準に関して、日本と違ってここ

す星取表を各工程に掲示しており、4段階で技

では現場の人が書くことはない、労働組合によ

能のマスター状況を示していた。欠勤率が高い

る仕事の規制があるので、作業者は書類の仕事

ことが悩みで、ジョブ・

ローテーションも、欠

はしない、作業標準は、スタッフと作業長が作

勤対策として実施する必要性がある。欠勤には

成すると答えた。また、プレスの型交換時間が

病気と無断欠勤があるが、労働組合が、雇用の

長く、大型プレスラインでは40分の交換時間に

観点から擁護するので、無断欠勤者についても

20分の修正が必要で、合計60分かかるという。

解雇は容易でない。前述のように、分割された

これでも短縮された方で、日本から指導にきて

ラインの最後に品質検査工程があり、製造のグ

おり、さらにこの工場から日本へ1年に3回く

ループに属する人が品質をチェックする、自主

らい訓練に派遣される。

検査方式である。タクトタイムは2分であり、

成果を示す指標を確認しておくと、ある工場

日本風にアンドン、ラインストップのヒモなど

は、ライン稼働率は88％、ライン直行率は50−

子道具類もすべて備えていた。旧工場以来の生

70％、生産性が日本の70％、と答えた。別の工

産の歴史があるので、モデルチェンジの回数

場は、ライン直行率は80％と答えた。生産性に

は、小型車（後、生産停止）は6回、中型車は

関して、米国では、日本比80から90％との答え

3回、それぞれ実施している。

が多いが、それよりもさらに低い。欠勤率が多

B社の工場でも、在庫を可能な限り少なくす

いためにライン稼働率が低いことも気にかかる。
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次に部品調達を見ておこう。ローカル・コン

いるが、企業別交渉で変更が可能になっている

テントは、かつての保護育成時代に部品の国産

という説明を聞いた。その上に、職務区分の簡

化規制があったため、70％台を超えている。米

素化や労使協議制の制度化等の試みを実施して

系工場は、80％台であるが、日系企業は70％台

いた。にもかかわらず、我々が，インタビュー

である。各企業は、エンジン工場を持ってい

した時点においては、労働組合の伝統的なスタ

る。エンジン工場の稼動には一定の生産規模が

ンスが変わらないことに、不満を述べるケース

必要なため、製品と部品は自社工場への供給ば

が多かった。

かりでなく輸出も行っている。また、現地サプ

まず、小集団活動からみて行くと、各社が導

ライヤーの品質や生産性のレベルが十分でない

入している。この点について、フォード社の

ので、前述のように日本なら外注する部品も内

ケースをまず説明しておこう。オーストラリア

製するケースもある。A社は、100社程のサプラ

において、小集団活動を実施する際の留意点を

イヤーから部品を購入しており、そのうち日系

示しているからである。フォードは、米国本社

企業は10社である。A社からトラックを配送

の影響で、EI活動を1983年に、シドニー工場で

し、部品メーカーを回り庭先引取を行う、ミル

開始した。自主的な活動であり、経営と労働組

クラン方式である。B社は、235の部品メーカー

合の代表から構成されるステアリング・コ

から購入しており、オーストラリア・メーカー

ミイツティーが指導していた。EIは、職場の労

が34％である。この他、ドイツ、日本、スエー

使関係を変えはしないが、中位の成功をおさめ

デン、英国、米国などの会社である。部品調達

た（レバーートレーシー、1990）と評価された

に関して、製品開発との関係については聞けな

が、二つの方向から抵抗あるいは批判があった

かったが、基本設計図は日本からくるにして

という。一つは中間管理職と作業長からの抵抗

も、現地部品を使用する以上、現地修正は必要

である。これは欧米でよく聞く話だが、おそら

なので、やはり長期的な取引を通した、部品の

くは、小集団活動の導入により、一般労働者に

調整を行っているものと推測される。

仕事への発言権が付与され、作業改善の権限が
付与されるため、管理職の権限が犯されること

（3）参画意識と労使関係

への恐れであろう。もう一つは、労働組合から

前述のように、労働党政権と自由党国民党連

であり、EIはオートノミーが欠けており、経営

立政権のもとで、労使関係の変化があった。労

側からテーマが与えられるので活動範囲が狭い

働条件に関する中央集権的な労使交渉から、企

と言う批判である。そして、1991年、ブリスベ

業別交渉への変化である。そして、同時に、企

ン工場で、「ナチュラル・ワーク・グループ

業レベルにおける労使協議制も普及しつつある

（NWG）」と名づけられたチーム活動が実施さ

（ランズベリーとマーチントン、1993）。こう

れた（シモンズとランズベリー、1996）。NWG

した変化は、日本企業が独自の経営・生産シス

は、職場の問題解決を意識し、参加が義務付け

テムを適用するうえで、有利な方向である。実

られると説明されているが、おそらくは、経営

際我々が、訪問先企業でインタビューを行った

側が上から下まで参加すること、労働組合は現

際も、労働条件に関して産業別の規制は残って

場の自主性を生かすことを意図して、EIを再組
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織化したのであろう。経営と労働組合の安協の

たが、今日では、逆に、多民族社会となってい

産物として、NWGが発足したのである。NWG

る。従業員の国籍について、A社では82カ国、B

は、翌年、シドニーとブロードメドゥズの工場

社では47カ国と答えた。ただし、多国籍の従業

に展開された。∴実際我々が、フォードのブロー

員構成に伴なう摩擦や問題はインタビューを通

ドメドゥズ工場を見学した際、NWGの掲示を見

してうかがうことはなかった。一つには、採用

ることが出来た。毎週、水曜日に35分間、グ

の際、選別していることがあると思われる。雇

ループ・リーダーが組織して、品質やコストに

用に関して、オーストラリアの一つの特徴は、

ついて討議するとのことである。労働組合は

期間工が少ないことである。唯一、部品メー

リーダーの選挙制を主張したが、現実的には、

カーC社が、雇用期間の短い期間工を積極的に

グループ・リーダーが組織している。ある労働

利用していた。また、欠勤率が高いことの不満

組合（AMWU，AustralianManufacturingWorkers

はよく聞いた。実際ある工場の見学中、20人の

Union）は、チームには反対だが、ワーク・グルー

グループのうち、3人が欠勤している表をみか

プはリーダーの選挙や欠勤要員の補充などに組

けた。多能工化とジョブ・ローテーションは、

合の主張が通るから賛成すると述べているが、

高い欠勤対策としても必要な措置なのである。
オーストラリアの4工場を訪問した限りで

現実的には、両者の違いは曖昧になっているよ

うだ（ランズベリーとベアード、2002、p．108）。

は、労働組合あるいは労使関係が、最大の問題

であるという話をよく聞いた。4工場を訪問し

そこで日系企業であるが、組立および部品の

4工場とも、小集団活動を実施している。勤務

て得た特徴は、第一に、複数の労働組合がある

時間内外で、自主的に行っている。この中で、

こと、そして第二に、企業内の組織村象者に村

部品D社のケースは、伝統的なオーストラリア

する組織率が高いことである。第一の複数組合

の職場の雰囲気を伝える。D社では、QCサーク

について言えば、企業別交渉となっても、その

ルの教育を行っており、工場の中にその掲示見

ためかつての英国のように賃金交渉が複雑にな

かけた。そして、10から15のサークルがある

ることはなく、一統一交渉となっていた。具体的

が、労働組合が反対しているとのことである。

に見てゆくと、A社は3つ、B社は4つ、D社は

組合はQCサークルには反対で、ワーク・グルー

3つの組合があり、唯一C社が単一組合である。

プは良いという。他方、現場監督のローディン

C社の経営者は、「旧工場では3つの組合があっ

グ・ハンドが

、ワーク・グループに反村である

。

たが、その経験を生かして、新工場では、1つ

部品C社は、極めて積極的にQCサー

とした、しかし単一組合は他では聞かない。」と

しており、成果も上がっている。すなわち、新

述べている。このように、通常、複数の労働組

工場発足と同時に、QCサークルも発足させた。

合が一企業ないし、一工場に組織されている。

全社集会、提案制度、等の措置と同時に発足さ

ここでも、伝統的な労使関係を最もよく残して

せたのである。そして、自動車関係の全国大会

い．ると思われる、D社のケースをまず説明して

へも毎年参加し、受賞している。

おく。D社ではかつては、15組合あったが、現

在は、3組合となっている。おそらく、労働組

採用政策や長期雇用に関して次に見ておく。

合の合同の結果、3組合になったのであろう。

かつてオーストラリアは白豪主義で有名であっ
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従業員は800名であるが、そのうち150名はサラ

が、統一交渉方式をとっている（12）。A社では、賃

リーで、非組合員である。650人の組合員の構

金交渉は、3年に一回の団体交渉で行うが、訪

成は、最大の組合（ALHMWU）は、550人で、

問した年の前年から、労使協議会を開始した。

主として生産工を組織する。残りの100人は二

3組合の代表が、月一回、経営者と話し合うの

つの組合（AMWUとCEPU）に組織されており、

である。組合側の参加者は、A杜絶合の代表で

メカニカル、コミュニケーション、エレクトリ

あり、各組合の本部役員ではない。話し合う項

カルなどのいわゆるトレード職である。1990年

目は、組合員の現状、会社の現状、生産計画、

以前は、中央交渉で裁定賃金が決まっていた

残業などである。C社では、単一組合となって

が、1991以降は、企業別交渉になった。この際、

いるが、産業別組合なので、それとのあいだ

3組合の統一交渉となる。少数派の2組合は、

で、労使間相互協力関係の形成を理念としてか

金属産業アオードの賃金を直接適用する。多数

かげ、賃金については企業アオードを持ってい

派組合は、D社のアオードによる賃金であるが、

る。C社は、唯一労使関係が上手く行っており、

それは金属産業アオードを基準としている。前

問題がないと答えていたが、他の会社では、強

述のように、金属産業アオードの等級10を基準

く言うかどうかの違いはあるが、労働組合との

として、6段階の等級を決めている。この上

関係について、不満を述べていた。その内容

に、3年間15％プラスⅩ％の賃金増加を決めた

は、英国ヤアジアの労働組合との比較、生産性

企業別交渉によるアグリーメントがある。それ

向上への非協力、会社経営を考えない活動スタ

は、D社の生産性向上、コスト削減、人員合理

イル、等多様である。その理由を、調査では明

化、欠勤改善等の条件をもとにしている。15％

確に出来なかったことは、残念であるが、組合

の賃金引き上げはミニマムであり、さらに成果

の性格に起因すのだとするとわかり易い。一般

向上があれば、Ⅹ％の引き上げが実現される。

的に言って、経営・生産システムの変更がある

このように、D社の労働組合具にとって金属産

と、労働組合の側の相応には次の三つがある。

業アオードが、等級級別最低賃金となり、その

一つは、新しいシステムに適合的な労働組合活

上に企業別交渉による企業の成果を反映する賃

動への転換であり、もう一つは、伝統スタイル

金が上乗せされるのである。しかしその上乗せ

の維持である。そして第三は、両者の中間であ

は、あくまでも集団としての労働組合貞に一律

り、これがもっとも現実的である。オーストラ

に適用されるものであり、査定による個人別賃

リアの労働組合は中間でかつ伝統よりの活動ス

金格差はない。

タイルを選択しているように思える。第一の方

B社の場合は、5，632名の従業員のうち、4，897

針転換を採用することは容易ではない。労働組

名が労働組合貞である。多数派組合は、AMWU

合内部の年齢、職務等の違いにもとづく考え方

であり、主として非熟練工を組織する。残りの
3組合は、それぞれ100人前後の組合員であり、

（12）オーストラリアでは、調査対象工場はすべて労働
組合があり、かつ対象従業員は全員加盟となってい

トレードとクラリカルを組織する。いう

る。この点、ノンユニオンを選択するケースが多い

なく、労働組合貞は産業別アオードと企業別ア

米国や企業側が労働組合を選択できるので、単一組

グリーメントで賃金が決まる。複数組合である

かった英国とは異なっている。

合とすれば、必ずしも全員が組織人員とはならな
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の違いが、摩擦を生むからである。さりとて、

の地位についており、他は、コーディネーター

経営側が従業員の技能向上と、業績向上による

（技術部、調達部、エンジ ン工場、生産技術・

雇用保証を掲げる以上、それには肯定的に対応

生産管理部）である。B社の場合、米国社から買

することになる。それゆえ、労働組合は構成員

収した経過があるので、社長は現地人である

の要求に沿う側面、つまり技能向上等で協力

が、日本人は、2名の副社長、社長補佐、市場

し、作業密度の高度化や、査定の導入では反対

開発部長、製品計画部長、経理部長、にそれぞ

するという対応である。それに、労働組合の企

れついている。他の日本人は、コーディネー

業内の高祖織率が加わると、労働組合による生

ターである。部品C社は、日本人を全員ライン

産性向上へのマイナスの作用は推測可能である。

に入れている。同社の中で、海外工場の場合、
日本人をラインに入れるべきか否かについて、
議論があるという。親会社の方式を徹底して適

（4）親一子会社関係

用するためには、日本人がラインに入るほうが

この項目グループは、日本の親会社にとって

の現地工場の位置と、現地工場の経営管理の方

良い。他方、現地人経営者のインセンティブと

針を示す。現地工場の規模は、基本的に現地の

将来性を考えると、現地人をラインの責任者に

市場規模に規定される。オーストラリアは、広

して、日本人は後背からサポートするのがよ

い国土面積の割には、人口が少なく、市場規模

い。オーストラリアでは、日本人がラインに入

は大きくなかった。こうした事情を反映して、

るほうを採用したと言う。以上のように、比較

工場は中型の規模でかつ既存工場と新工場の両

的少ない日本人比率ながら、重要な地位には配

方があった。例えば、米国では、大規模な市場

置するというのが、オーストラリアのイメージ

ゆえに、日本の親会社は工場の建設と経営に力

である。現地会社の権限は、やはり中間であ

を入れたので、規模の経済性が確保できる量産

る。A社の場合、GMとの合弁は親会社の意志に

規模の工場でかつ新規設立の工場であった。親

基づいて行われたという。しかし、先を見越し

一子会社関係から見る、オーストラリアの工場

て、現地工場の輸出による生き残り戦略を考え

は、規模の上では大きくないが、生き残りのた

実施したのは、現地の日本人経営者である。B

めに日本人経営者が頑張って現地工場を管理す

社は、米国クライスラー社から買収した際、現

る、そんなイメージが浮かび上がる。

地人経営者の意向を尊重し、現地人社長として

日本人派遣者の比率は、一般的には、低い場

いる。輸出戟略を徹底するためには、日本人が

合は1％未満、高い場合は5％程度であり、親

最高責任者の地位について方がよりやりやすい

会社の採用する現地工場管理の方針と現地工場

のではないかと思われる。

の重要性、さらには現地工場の操業経験に依存
する。日本人比率の評点は、組立工場が1．0、部

5．結 び

品工場が2．0であり、いずれも高いほうではな
い。しかしながら、日本人経営者は、少ない人

本稿の課題は、オ」ストラリアへの日本シス

数で重要な地位を占めている。A社の場合、日

テムの移転可能性を実態調査によって明らかに

本人は社長、製造・技術担当副社長、社長補佐

することであった。ここで要点をまとめておこ
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う。オーストラリアにおいても、日本システム

もしれないという危倶があるが、環境要因の変

は、現地のシステムと混ざり合うことで、移転

化する側面にもかかわらずそれを抑制する側面

は可能であった。、ただし、総平均で見ると、組

の両面が微妙に作用していた。第二に、企業の

立2．8、部品2．9と3を下回っており、高適用で

側の戦略的要因に関して言えば、日本企業は、

はなかった。それでも、企業は肝心な側面は適

政府のバットン計画に対して、輸出の拡大とそ

用していた。つまり、組立、部品工場ともに、

れを可能にす■る日本システムの適用をはかっ

6グループ評価で見ると、作業組織と生産管理

た。しかしオーストラリアの狭い市場規模と近

では3を超えていた。「四側面評価」でみると、

隣に有力な市場がないことが、日本企業のシス
テム適用において積極的というより中位の適用

「ヒト方式」「モノ方式」は適用志向を示して

いた。「四側面評価」でハイブリッド・パター

姿勢を取らせることになったものといえる。

ンを見ると、組立は「方式適用・結果適応型」
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