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中国・韓国の日系企業調査ノート

久　野 国　夫

はじめに

　文部科学省科学研究費により、2003年11月12

～13日、および2004年2月9～11日と2回にわ

たって中国常州市および杭州市の日系電機メー

カーへの聞き取り調査をおこなった。IT技術

やグローバル化の雇用構造におよぼす影響が、

本科学研究費の研究課題であったが、調査研究

をすすめるなかで、日本企業の生産グローバル

化、とりわけ日本より労働コストが低廉な中国

や韓国への日系進出企業の生産活動や労働事情

の調査が不可欠になったからである。中国の調

査対象企業は現地企業をふくめ3社であるが、

中心は日系総合電機メーカーの中国家電工場K

社である。ほぼ同時期の2003年9月4日から7

日まで、韓国の日系化学企業T社への調査機

会も得た。

　本稿は中国および韓国の日系企業聞き取り調

査の基本的問題意識、調査結果をまとめたもの

である。ただし筆者は中国や韓国経済の専門研

究者ではない。したがって本稿は日本産業のグ

ローバル化の現状をみるための、とりあえずの

調査ノートにとどまる。

1．日本型生産システム

日本の産業競争力についての国際的な注目は、

1973年の石油危機i後、比較的立ち直りが早くそ

の後の経済パフォーマンスも良好であった日本

経済への関心がはじまりであった。石油危機に

より世界各国は、のきなき不況、高い失業率に

苦しんでいたからである。欧米各国の実質経済

成長率の2～4パーセント台への低下に対して、

日本は高度成長時の実質10パーセント台にはお

よばなかったとはいえ、1974年のマイナス成長

をのぞけば、なお5パーセント程度という世界

からみれば、うらやましい「安定成長」を維持

していたからである。それ以前のヨーロッパ各

国の失業率も、完全雇用といってよい2パーセ

ント程度から、5パーセント前後へとはねあがっ

た。対して日本の失業率は依然2パーセント前

後を維持していたのである。「レギュラシオン

学派」の出発点であるアグリエッタの「資本主

義のレギュラシオン理論』が出版されたのは、

1976年である（アグリエッタ、1989年）。本書

では危機におちいったアメリカ型大量生産体制

（フォーディズム）に代わる、ポスト・フォーディ

ズム体制としての日本への関心がみられた。ヨー

ロッパではこの時期、技術や長期波動論に関す

る研究もさかんであったが、日本ではそうした

問題関心は弱かったのも、対照的な両者の経済

環境を反映したものといえる。

　世界が「日本的経営」に関心をよせ、日本型

生産システムへの調査研究が本格化するのは、

一95一



　　　　　　　　　　　　　　経　済　学　研　究

1980年代末項から90年代前半である。1985年の

プラザ合意によるドル高是正で、日本円の対米

ドル為替レートは1年余で一挙に240円台から

120円台の円高経済となり、日本企業の海外進

出も本格的な展開をみせはじめる。海外生産に

対しては慎重だったトヨタ自動車が、GMとの

合弁会社NUMMI（新合同自動車製造株式会社）

を立ち上げ、アメリカでの現地生産に踏み切る

のも1985年であった。円高時代の定着により日

本企業のグローバル化が進展し、日本の産業競

争力が単なる貿易摩擦の段階から現実の、それ

も目の前の工場としてみえてきたこと、おりし

も！980年代後半の日本経済がバブル景気を謳歌

していたこと、世界の日本への関心はそうした

背景によるものだった。マサチューセッツ工科

大学の産業生産性調査委員会報告書（MIT産

業生産性調査委員会、1990年）は、アメリカの

調査チームによる日本型生産システムの研究調

査であった。本書では「日本人はフレキシブル

生産システムを草案し、生産ラインは、わずか

数分間で生産する車種を変えられるようになっ

た。アメリカの工場で、八時間から二四時間も

かかる金型の交換が、日本の工場では五分間で

行われた」（同、48ページ）。「日本のメーカー

は、本生産血の金型を、平均一二．一カ月で開

発できる。しかし、アメリカの自動車メーカー

では、二三．一カ月かかっているのである」

（同、115ページ）。本書では、こうした驚きに

端的に表される日本の産業生産力の強さとアメ

リカの弱さが随所で指摘され、日本型生産シス

テムを学ぶ必要性が説かれる。

　日本型生産システムの特徴とは何かについて

は、そもそも特筆される特徴があるといえるの

かという懐疑的見解もふくめて、さまざまな議

論があり、また多くの実証研究の蓄積もある。
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とりわけ海外に進出した日系企業は、日本型生

産システムを比較検証する格好の対象であった。

世界で「日本的経営」が注目され移植の対象と

されはじめたその頃は、しかし同時に日本の

「バブル景気」がはじけつつあった、またアメ

リカの景気が「IT革命」による長期にわたる

好況局面を開始しはじめた時期でもあった。こ

うした日米景気の帰趨が明白となった1990年代

末には、「日本的経営」への関心も冷めてしまっ

た。「バブル景気」は崩壊したとはいえ依然、

日本企業の産業競争力が強いのは事実である。

ムード的な日本型生産システムに対する楽観論

や悲観論は論外として、この時期に通説的な説

明として定着したのが小池和男の「知的熟練論」

と、浅沼萬里の「関係的技能」による説明であ

る。前者は日本の現場労働者の熟練の「幅の広

さと深さ」を「知的熟練」として強調し、それ

が日本の高い生産性をもたらしたこと、また

「知的熟練」形成を日本型生産システムの特徴

である長期雇用慣行とむすびつけて説明した

（小池、199ユ年）。後者は、日本型系列や下請構

造を、発注メーカーの要請に効率的に対応する

能力としての「関係的技能」を高めるものとし

て、積極的に評価した（浅沼、1997年）。

　小池や浅沼の日本型生産システムの描き方は、

しかしながらあまりに持ち上げすぎであり、彼

らの説明に対しては実証的検証による強い批判

も提起されている（上井・野村、2001年）。日

本の良好な経済パフォーマンスと日本企業の強

い国際競争力、それをもたらした日本型生産シ

ステムに対する国内外の関心が肯定的説明をも

とめた背景であった以上、それが崩れつつある

近年では、その説得力に対する疑問が提起され

るのも当然である。中国や韓国への日系進出企

業の実態調査は、欧米と異なり歴史や文化など
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で日本と共通する国であるだけに、経済状況の

良否による多分にムード的な「日本的経営」賛

美論、批判論におちいることなく日本型生産シ

ステムの実証的検証が期待できる。今回の中国

および韓国の日系企業調査にあたっての基本的

問題意識である。

2．中国の日系電機メーカー

　以下は、日系重電メーカーJ社および家電メー

カーK社を中心とした聞き取り調査結果であ

るが、中国は「社会主義国」であり制度や雇用

慣行などで、依然として市場経済とはかなり異

質なものがある。それらの点についてなお十分

な検討は行われていないため、本稿は調査ノー

トとして箇条書き的なメモにとどまらざるを得

ない。

①重電J社

中国事情

■　設立は1995年8月1日、操業は1997年5月

　　8日、資本金は1800万米ドル（約20億円）

　　である。中国側の出資は国有企業の土地

　　（700元／㎡で5万㎡、30年の貸借契約）や

　　鉄道使用権などの現物出資で、この点は次

　　にみるK社の場合も同様である。

■ 中国の特殊事情として、国有企業退職者に

対しては、死ぬまで一定額を払い続けなけ

ればならない。そのため国有企業を買収・

合弁企業を設立する場合、この義務を負う

従業員がどの程度いるかは重大問題である。

その他にも、下崩（シャカン）制度（勤続

15年以上勤務した労働者に与えられる制度

で、給与の30％程度が定年まで支給される

制度）や、三三（リーシュウ）金（退職金）

　　などがある。なお下闘労働者は一時帰休者

　　とされるが、事実上の失業者である。年金

　　や医療、失業保険などの社会保障制度につ

　　いては、改革解放後、それまでの社会主義

　　から市場経済への転換にあわせた制度の再

　　構築が進められつつある最中であり、具体

　　的な内容は企業や労働者の個々の事情によ

　　り異なる。しかし旧国有企業労働者に対し

　　ては、概して手厚い社会保障支出が企業に

　　求められる実態がある（宮本、2002年）。

■　全量が中国国内向け販売である。

給与など労働条件

■　従業員は工業専門学校（2～3年）卒で、

　　職種は溶接、電気、クレーン運転など。オ

　　ペレーターで賃金は1万～1万5000元／年、

　　設計者で3万元／年。また給与2～3か月

　　分位のボーナスがある。一般労働者の平均

　　賃金は700元／月である。給与は年功給で

　　あるが、チーム配分による歩合部分があり、

　　これは勤務部署により異なる。設計・営

　　業・管理・事務などの勤務部署がある。他

　　に通訳手当受給者が4恐いる。しかし製造

　　部門は、歩合給の割合はさほど高くない。

　　基本給を100とすると成果給が15である。

　　30歳大卒で2500元／月くらいで、これに歩

　　合成二巴がプラスされる。電気設計・構造

　　設計（各20人、計40人）はさらに1000元を

　　課長（20人）が査定して部下に配分するか

　　ら大体3300元／月となる。3年の勤続でほ

　　ぼ1000元が歩合給となる。大卒10年勤続で、

　　3500～4000元／月である。日系企業のこう

　　した給与体系は欧米系に比べると安く、

　　2003年2月に退職してフランス系企業（上

　　海）に1万元／月で移った従業員がいる。
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　　こうしたケースは大卒者では時々みられる

　　が、日系企業では給与体系がくずれるため、

　　無理に高給にして彼らを引き止める気はな

　　い。まだそれが深刻になるほど頻繁ではな

　　い。フランス系企業に移ったケースも家族

　　（3人）との関係である。

■　トップの名称は董事。副総経理は常州親会

　　社から派遣。会計は日本人副総経理、生産

　　管理を担当する副総経理は中国人。取締役

　　7人のうち、3人は日本人である。部長は

　　5人のうち、製造部長は中国人である。中

　　国人部長は40歳であり、日本にくらべると

　　若い。課長は3500元／月に、役職手当1000

　　元／月で、大体4000～4500元／月だろう。

■　週5日制であるが、実際は土Elも操業して

　　いる。現場は2交代制である（8時～17時、

　　16時～24時）。繁忙な部署は3交代24時間

　　操業している（中国人はなお、休日よりは

　　お金の方に魅力を感じるようで、こうした

　　状況に不満は聞かない。一度、中国政府の

　　要職者一日本でいえば通産大臣？一が日曜

　　日に工場訪問することになったが、急遽日

　　曜操業・月曜振り替え休日にしたが、中国

　　人の間で不満の声はきかなかった）

■　組合はあるが、経営には一切口出ししない。

その他

■　現在、必要部品・材料は鉄心に使う鋼飯

　　（新日鉄）を除いて、すべて中国現地企業

　　から調達しているが、品質（Q）はともか

　　く他は遜色ない。配送（D）はむしろ中国

　　の方が日本よりいいくらいだ。

■　サッカー部は活発で敷地内にグランドもあ

　　るが、その他の社内同好会などの活動は特

　　にない。中国人の会社への帰属心は薄いよ
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　　うだ。成果主義には日本人よりむしろ熱心

　　にとりくむ。

■　絶縁部門は女性中心に3ヶ月の契約社員を

　　入れている。通常は2年契約である。今後

　　は、このような短期雇用契約社員を増やし

　　たい。

②家電K社

※日本人総経理

沿革、特徴

■　創立が1991年でバブル期に、日本では低賃

　　金組立て労働者が確保できない時に、中国

　　で確保しようということではじまった。協

　　力企業5社の事業共同体として。当初協力

　　工場に出資を仰いだが中国進出リスクが高

　　く消極的だったので、インフラは日系親企

　　業が責任を持つから、製造については協力

　　工場に責任を持って欲しいということで始

　　めた。いわば日系親企業は大家、協力工場

　　は店子というような関係である。この時期、

　　中国それも杭州で生産活動をはじめた日系

　　企業としては、恐らく最初か2番目位に早

　　いのではないか。1994～95年頃が日系親企

　　業の中国進出ラッシュであるから、当社は

　　中国での操業経験が多少長い先発企業に当

　　るといえる。以上の経緯で納入先は日系親

　　企業関連の協力企業5社が決まっていたの

　　で、営業は当初から（現在も）無い。資本

　　金は7億円で、日系親企業が78％、杭州市

　　工業資産経営公司が22％出資であるが、杭

　　州市出資分は土地と建物の現物出資のみで

　　ある。合弁相手は杭州市立のような国有企

　　業であるが、建物は杭州市から買い取った。

■　作業標準の明確化・現地化、日本から送ら

　　れてくる仕様を各工程ごとに中国現地仕様
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　　に変え、かつ日本の設計が見落としていた

　　部分をリカバーする。したがって中国工場

　　（K社）では新製品開発はやらず、既存の

　　製造方法を徹底的にマニュアル化して中国

　　現地生産というのがK社の持ち味である。

　　中国は、人件費は安いが品質は悪かったの

　　で品質向上をはかり、K社を商品にすると

　　いう経営戦略をとった。つまり日系親企業

　　経由で協力企業へ納めるという形態から

　　（1998～2000年）、日系親企業を経由せず直

　　接に協力企業から注文を受けるという形態

　　にした（現在）。したがって1996年当時の

　　生産品種で現在も生産している品種は10％

　　程度しかない。

□　賃金体系や昇進・昇格は日本とほぼ同じで

　　ある。中国人は向学心が強く、欧米系に比

　　べて金銭的待遇という点では不利な日系企

　　業であるが、経営ノウハウを学べるという

　　点で日系企業に勤め続ける利点を感じてい

　　るのではないか（解雇に対して慎重な日系

　　企業で経営ノウハウを学び、いずれは独立

　　開業をめざす）。

組織図：董事二一一洗理一総経理〔顧問（一

　　人）〕

■　間接部門（間接員のみ）として、管理部

　　（50人；総務課・人事課・医務室）、財務部

　　（5人；財務課）、調達開発部（34人；開発

　　営業課・生産管理課・調達課・生産技術

　　課・品質保証課・軟件課）、上海事務所

　　（上海IPO、4人）。その他に工会（2人、

　　中国の労働組合）。

■　生産部門（直接員と若干の間接員）として

　　は、クリーナー製造部（250人；生産資材

　　課、技術課、製造課）、通用工場（37人）、

　　電子部品組立工場（156人）、組合電線工場

　　（160人）、樹脂成型工場（65人）、継電器工

　　場（340人）、EB（電子安定器）工場（217

　　人）。

■　電子部品組立工場（間接員8人、直接員

　　148人）を例に生産部門の組織系統を詳し

　　くみると、工場長の下に間接員のみの生産

　　科、製造科、品質保証科、製造技術科があ

　　り、製造部門は生造科のもとにあり図1の

　　ような組織構成となっている。

■　直接員と間接員は募集時に分けており、間

　　接員は専門学校卒業以上である。

賃金などの労働条件

■　賃金体系は日本とほぼ同じ。高卒の初任給

　　で800元／月で1年雇用契約である。2年

　　目には900元、3年目には1000元へと昇給

　　する。

図1　生産部門の組織系統図　　　　3年契約

製造科長

作業長

班長（8人） 班長（20人） 班長 班長
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■　基本的に1年の雇用契約労働者であるが、

　　そこから2年目も契約を更新したい労働者

　　を選ぶ必要がある。通常毎年500人くらい

　　採用するが、そこから常時200人くらいの

　　鍵となる労働者を残す必要がある。

■　ボーナスは2．2ヶ月分＋α（業績給）が

　　ある。ボーナスを月給ごとにつけている。

　　給与全体の30％程度である。出勤率・不良

　　品率・作業性などを評価した査定表によっ

　　て0～200程度の幅で差をつけている。

■　昇進は班長で22～23歳、工場長で32～33歳、

　　部門長で38歳程度である（参考として温度

　　計を製造する国有企業のケースが紹介され

　　た。ブルーカラーのケースで、役職手当は

　　50～100元、役職への経験年数は班長で1

　　年、作業長も1年で給与の等級は1級から

　　14級まであり、5年勤続で1級昇給であ

　　る）。

■　毎年約500人を1年契約で採用し、うち200

　　人は再契約しない。内訳は自己都合退職が

　　100人、会社都合による退職が100人程度で

　　ある。

■　直接員（現場オペレーター）は中卒・高卒

　　の1年契約（外資系は認められている。中

　　国国有企業は3年雇用契約）。職種は、ハン

　　ダ付け、マシン・オペレーター、メンテナ

　　ンス、検査（100人）。直接員は女性が多い

　　がすべてではなく、運搬は男性である。

■　作業は4組三交代である。樹脂成型、継電

　　器、EB（電子安定器）、クリーナーは

　　7時～15時30分と15時20分～23時30分の二

　　交代である。

※管理部人事課長；国有企業人事担当であった。

　現在まで更新を続けずっと人事畑を担当して

第71巻　第1号

　いる。日本語で対応。日本での研修経験あり。

　主として1年雇用契約者を2年目も更新する

　際の基準について尋ねた。

■　1．本人の意向を聞く、2，部門長の意見

　　を聞く、3．管理部長に聞く。本人が更新

　　を希望して部門長の意見がダメな場合は、

　　管理部長が調査して結論を出す。更新を可

　　とするか否かの客観的な基準はないが、態

　　度や不良率をみる。今のところ希望者はほ

　　ぼ全員が残っている。採用は必要により常

　　時行なっているが、1～2月採用が70％で

　　ある。2003年では300～400人採用した。う

　　ち90％は1年契約、残り10％が3年契約で

　　ある。大卒の場合は採用時期は卒業時の7

　　月が多い。内部労働者の昇格よりは、外部

　　から採用する。間接員は採用しにくいのが

　　実情で、中途採用者が多い。直接員の採用

　　は、電子部品組立2人、樹脂3こ口いった

　　ように職場ごとに採用する。採用後の職場

　　の異動はありうる。

賃金などの労働条件

■

■

1年契約の直接員で、中卒638元・高卒749

元。間接員は、専門学校卒1300元・4年忌

大学卒1500元。給与体系；基本給（年功給、

昇給額は毎年中卒3元・高卒5元・大卒6

元）、職務給、職能給（1～16級；中卒1

級・高卒4級・高専卒8級・大卒10級から

スタートする。20％の従業員は昇給する）、

勤続手当（3年以上の勤務でつく。中高卒

25元／月、専門学校卒30元／月）、ボーナ

ス（毎月分と毎年のボーナスがある。年給

のほぼ30％）。

職能給等級別金額；1級78元、2級93元、

3級103元、4級113元、5級133元、6級
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　　153元、7級168元、8級198元、9級223元、

　　10級243元、！！級263元、12級293元、13級3

　　13元、14級338元、15級358元、16級375元。

　　中国では職能給は一般的であり、合理的な

　　ものとして受容されている。

■　ボーナス査定。最高査定だと、職能給部分

　　×4となる。しかし実際には、4倍は0に

　　近い。2．6倍が15％で大半は2倍程度のボー

　　ナス支給となっている。査定に不満がある

　　場合は、工会（労働組合）に訴える。

■　ベースアップは工会（労働組合）と相談し

　　て決める。今年は基本給、来年は職能給の

　　アップといった形で、毎年交渉する。12月

　　頃に集中交渉して、1月に昇給する。給与

　　支給総額×2．2、がベースアップの基本で、

　　率にするとここ3年では毎年6％位のベア

　　となっている。K社は中国では中間レベ

　　ルではないかと思う。こうした賃金体系は

　　中国人にあっていると思う。

※調達開発部副部長（女性）；1990年、1折江大

　学（理工系）卒業後、国有企業でTVのフレー

　ム設計を2年経験し、1992年K社に応募し

　て入社。3年契約で生産管理で働く。1997年

　頃に工場管理、2002年9月から調達開発。

　日本語で対応。

■　調達開発部の主要業務は、生産管理（依頼）、

　　開発営業（見積り）、調達課（内製か外注

　　かの判断）である。U氏の赴任によりチャ

　　ンスが与えられ、それが励みになった。中

　　国人現地スタッフに責任のある地位につけ

　　るチャンスを与えることが重要である。19

　　99年に北京日系企業の研修所で研修を受け

　　た。中国工場で鍵を握るのは間接員である

　　と思う。「調達開発部生産技術課」が、中

　　国でやりやすいような作業マニュアルに直

　　していく。外資系企業では欧米系の方が、

　　日系企業より給与面での条件はよい。

■　外注企業は現在200社ほどであり、ここ数

　　年増えつつある。プラスチック射出成型や

　　板金、プレスなどの外注企業がある。近年

　　では金型の技術力も向上しつつある。外注

　　にあたっては見積りを数社からとり、受け

　　入れるとサンプル検査をする。部品在庫は

　　一日分である。したがって不良品が入ると、

　　生産計画がくるうことがある。納入企業管

　　理は、各工場に2～3人のスタッフを置い

　　ており、彼らが担当している。

※クリーナー製造部副部長；1987年大学卒業

　後、国有TV工場組立現場で4ヶ月、その後

　金型関係の研究所で働く。1992年6月K社

　に入社。日本語で対応。

■　1992年当時50～60人が同期でいたが、その

　　うち現在も残っているのは5～6人程度で

　　ある。K社ではクリーナーの樹脂成型に

　　携わった。立ち上げたのは1992年！2月で、

　　そこで94年10月まで製造課長。クリーナー

　　はもともと日系親企業富士工場でつくって

　　いたのだが、その射出成型担当の静岡のN

　　社で研修したことがある。1994年1！月、中

　　国上海市浦東新区にN社の合弁会社設立

　　にともない94年！0月に移動。1996年ごろの

　　K社は苦難の時期で、多少の営業活動をお

　　こない松下上海から注文をとったこともあ

　　る。97年頃に現在のK社として自立した。

　　98年4月にはEB（電子安定器）工場に移

　　り、ブラシ成型と電子部品組立の責任者を

　　している。98年末に調達開発部の生産技術

　　課長となった。
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■　99年にはクリーナーのプロジェクトを立ち

　　上げ、2000年から本格的スタートとなり、

　　クリーナー製造部ができた。調達開発部生

　　産技術課2人、日系親企業本社、日系企業

　　T社4人派遣（立ち上げ当初は人員19名タ

　　クト35秒であったが、半年後に16人・30秒

　　となった）。2000年の立ち上げ当初は日本

　　企業T社秦野工場にあったのと同じライ

　　ンを移管して、同じデザインのものをつ

　　くっていた。2001年忌、韓国金型工場から

　　80％調達、生産ラインはK社と秦野（日

　　本）工場である。2002年は小型の金型開発

　　は中国深センの台湾系企業など3社で生産。

　　大型は秦野工場とK社で同時生産。

■　2003年からは、小型で価格が16000円以下

　　のものはすべてK社で生産する。日本か

　　ら3D図面が送られてくる。金型図面の

　　発注は日系企業T社上海、ニッポー、台

　　湾系企業などに。モデルチェンジは2月頃

　　で、9月中旬に新モデルが日系企業と日系

　　企業T社でやりとりし、11月ごろにはK

　　社で生産し始め、！2月末頃から量産に入る。

　　新製品発売は2004年1月1日（日本）であ

　　る。トラブルとしては不良品であり、生産

　　ラインに問題があるケースと金型（他社担

　　当）にあるケースがあった。

　↓’一’一鵬一’一

新S社
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3．韓国T社の概要

　日本型生産システムについては、内外の企業

調査をふくめて多数の研究実績があるが、その

多くが業種としては自動車産業にかたよってい

る。それも完成車組み立てメーカー中心である。

自動車産業はそれ自体を一つの産業とした方が

いいかもしれない巨大産業であり、関連工業も

多岐にわたる。この間の日本の製造業の産業構1

成も、国際的競争力もいちじるしく機械加工型

産業中心となってきた以上、自動車産業が日本

型生産システム研究の中心となるのは当然とも

いえる。だが日本が強みを発揮している産業に

は家庭用電気機械工業もあり、両者は同じ機械

加工でも市場の性格や必要とされる労働力の質、

関連工業などは異なる。さらに同じ電気機械で

も、耐久消費財としての家電製品と中間製品で

ある半導体では産業の性格は異なる。日本型生

産システムの検討にあたっては、こうした産業

による違いをふまえないと、議論が混乱する。

　今回の韓国での調査対象企業は、日本の旧財

閥系化学企業「S社」の韓国進出企業「T社」

である。図2は資本関係である。日本の「S

社」の100パーセント出資子会社は「T1社」

のみであるが、「T1社」の設立は1991年で韓

国進出「Tグループ」をこれまで担ってきた

日本化学企業S社

35％

　　　T2社
資本金：1，400億ウオ
　　　　ン

5％

100％

　　　T1社
資本金：279億ウォ
　　　　ン

25％

韓国投資法人

図2　韓国投資法人　持分構造

　　　一102一

75％

　Tフィルム社
資本金：450億ウォ
　　　　ン



中国・韓国の日系企業調査ノート

企業であり、3社のなかで一番資本金は少ない

が、韓国投資法人3社をたばねる核となってき

た会社である。「T2社」、「Tフィルム社」は

工場増設にともない、2002年にあいついで設立

された企業である。日本の「S社」は韓国の

3社すべてに出資、さらに「T2社」につい

ては「S社」の子会社「新S社」からの出資

もあり、資本構成は複雑であるが、韓国進出企

業「T社グループ」3社が基本的に「S社」

の子会社であることは明らかである。複雑な資

本関係は進出企業に対する韓国の優遇税制にあ

る。「S社」の100％出資韓国現地法人である「

T1社」は、「T2社」の地主にあたるにもか

かわらず、資本持分が5％と低いのは、利益に

対して7年間無税となる制度を利用した節税対

策のためである。したがってこの優遇措置終了

後は合併する予定であり、資本関係の複雑さは

解消する。

■　従業員数：333名（研究員　115名）

■　認証現況：ISO　9991、　ISO　14001、　OHSAS

　　18001

T2社
■　設立日：2002年4月25日

■　所在地：京畿道平沢市

■　工場規模：延床面積　25000坪

■　生産品目：LCD用カラーフィルター（OA

　　用＆TV用）

■　基板サイズ：1100mm×1250mm（第5世

　　代サイズ）

■　生産能力：72万枚／年

■　資本金：1400億ウォン（約140億円）、S社

　　（60％）、新S社（35％）T1社（5％）

■　売上高（2003年）：1900億ウォン（約190

　　億円）

■　従業員数：183名

T社グループ3社の会社概要を公開資料によ

り紹介する。

T1社
■　設立日：199！年12月7日

■　工場／研究所

　　◆　益山地区：28000坪、132名（研究員57

　　　　名）、Tl社（工場／研究所）

　　◆　平沢地区：45000坪、121名（研究員58

　　　　名）、T1社（工場／研究所）、　T　2社

　　　　平沢工場、Tフイルム平沢工場

■

■

主生産品．半導体およびLCD　（液晶）用

高純度薬品、Photo　Resist（g．i－Line，KrF）、

Color　Resist

資本金：279億ウォン（約28億円）、S社

（100％）

Tフィルム社

■　設立日：2002年10月ll日

■　工場所在地：京畿道平沢市

■　2003年生産能力：偏光フイルム原反　400

　　万㎡／年

■　資本金：450億ウォン（約45億円）、S社

　　（75％）、T1ネ土（25％）

■　売上高：700億回目ン（約70億円）

■　従業員数：90名

　会社概要にしめされるように、日本の化学企

業「S社」の韓国子会社「T社」は、液晶用

のフィルムを生産している。「T1社」が1991

年に設立され、資料によれば92年の売上高18億

ウォンからはじまり、2年後の94年には4倍増

の76億ウォン、96年は271億ウォンと倍増以上
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　　　　　　　　　　　　　　経済学研究

の速さで売り上げを伸ばし、「T2社」を設立

する2002年の売上高は実に1551億ウォンであっ

た。2002年の「T2社」および「Tフィルム

社」設立は、「T1社」の好業績に対応するた

めの工場拡張である。別会社にしたのは、上記

のように優遇税制を利用するためである。

　フィルムの生産工程は、①樹脂→②フィルム

→③偏光フィルム→④多機能フィルム（を張り

合わせて切断加工）となる。①の樹脂（ペレッ

ト状）を生産している主要日本企業は住友化学、

三井化学などである。②のフィルムは住友化学、

日東電工、ポラテクノ、サンリツなど、③の偏

光フィルムは富士フイルム、コニカ、大日本印

刷、クラレ、日本合成化学などがある。「Tフィ

ルム社」はチップのカットとフィルム原反工場

で、量産は「T2社」が担当する。

　韓国「Tグループ」の工場は、日本では成熟

商品になったものとか、労働集約的工程とかいっ

たものではなく、むしろ最新鋭の工場である。

「T2社」には2工場ありそれぞれ、「K－1

工場」「K－2工場」と呼んでいる。製造プロ

セスには高精度露光機を備え、最新技術である

ピンレス塗布方式を採用している。建物は柱の

ないワンフロアー方式であり、検査は自動工程

検査モニターを導入して機能を充実させている。

「T2社」は世界最大の大型商業量産工場であ

る。LCD用カラーフィルターのサイズUOOmm

×1250mmは、業界によるサイズ区分では第5

世代とよばれる最新鋭のもので、「世界のLCD

（液晶ディスプレー）メーカーが注目している」

工場である。「T2社」はこれをワンバッチで

103枚生産できる。「K－1工場」の量産開始

が2003年3月、「K－2工場」は同年5月で

ある。

　出荷先は三星電子、BOE－Hydis、　Hynix、　JGP一
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しCD、現代電子などの韓国の半導体メーカーで

ある。半導体は1980年代に日本がアメリカを凌

駕し、日米貿易摩擦の焦点となった産業である

が、今日ではかっての日米構図が愛日構図と入

れ替わるように、韓国がむしろ日本を追い越し

つつある産業である。韓国「T社」は躍進い

ちじるしい韓国の半導体産業向けの、関連材料

である液晶フィルムの世界最新鋭の量産工場

である。

4．中国・韓国の産業競争力

　韓国「T社」は以上みてきたように、日本

型生産システムの焦点とされた機械加工の企業

ではなく、液晶用フィルムを生産する化学産業

の企業である。しかも前節の企業概要で気がつ

くように、研究部門をもった世界でも最新鋭の

量産工場である。「T社」の研究部門の人員は

120名であり、うち「博士課程卒は13名、修士

課程卒は69名以上」とのことである。韓国ソウ

ル市への進出理由は、「①ユーザーとの距離が

近いほうがいい（韓国では2時間でユーザーへ）、

②（開発の）スピード、③労務費が安い」など

である。化学工業部門での大学院卒の人材供給

源は、東京工大、スタンフォード大、UCLA、

ソウル大、延世大、東北大などが主な大学であ

る。この分野では日本では「企業間での敷居が

高い」ので、情報の疎通という点で問題がある

という指摘があった。またこの産業では「新研

究に対する評価のリターンが早い」との指摘も

あり、韓国「T社」が研究・開発集約型企業

であることをうかがわせた。「研究・開発」と

いっても、諸段階があり「T社」のケースは

生産技術分野、いわゆるエンジニア層が中心の

「研究・開発」ではないかと思われる。
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　化学工業は日本では石油危機後は構造不況業

種であったこともあり、工業高等専門学校や大

学でも学生の人気は凋落傾向にあったのが現状

である。その点では高学歴の化学卒技術者層の

採用は、韓国の方が日本より採用が容易かつ人

件費も安いのではないか、と思われる。平沢地

区は1998年から売却を始めた工業団地であり、

「T社」は進出第1号だった。「本来はソウル

市近郊が望ましかったが、化学工場は嫌われが

ちなので現工業団地への立地となった。ソウル

市中心部からやや遠いので、一般労働者（ブルー

カラー層という意味だろう）は通勤が不便で採

用しにくいので、オペレーター層の採用は課題

である。技術者層は採用しやすい。工場周辺に

住んでいる。周辺にはあまりショッピングや娯

楽施設はない。しかし坪4万円であり、韓国に

してはかなり高い」とのことである。オペレー

ター層と技術者層とでは、かなりの賃金格差が

あることをうかがわせる。

　半導体産業は多様であり、1980年代に日本が

アメリカを追いこした時も、日本が強みを発揮

したのは、いわゆる量産型メモリーであった。

結果としてアメリカの専業半導体メーカーは、

この分野から撤退し、得意分野に特化する経営

戦略で生き残りをはかった。マイコンに特化す

るインテルや、携帯電話、フラッシュメモリー

をいち早く製品化したテキサス・インスツルメ

ントなどが、その例である。対して日本の半導

体メーカーは、4年ごとのシリコン・サイクル

で落ち込むたびにメモリーからの脱却をうたい

ながらも、なかなか果たせなかった。巨額の初

期投資さえのりきれば、あとは確実な利益率が

みこめるメモリー依存は長くつづいた。今日の

半導体産業はさらに技術をとりまく環境が変化

し、システムLSIに重点が移りつつある。また

パソコンの小型化、薄型テレビ市場もにらんで

液晶など、周辺技術の重要性が増しつつある。

　今回の韓国調査に入る前は、日本の半導体産

業が韓国に追い越されつつあるといっても、か

つての日米と類似したすみ分け構造が三日の企

業間で、できつつあるのではないかと、仮説的

に考えていた。なおこの仮説は検証されねばな

らないが、今回の韓国進出日系企業「T社」

をみるかぎり、韓国半導体産業の隆盛は当初の

予想以上であった。第一に「T社」は韓国で

低コスト生産し日本へ逆輸入するための、日本

メーカーの対外直接投資ではない。最初から韓

国の半導体市場をねらいとした、最新の量産工

場である。

　第二の問題として、機械加工ではない化学工

業、それも「T社」のように研究開発部門を

そなえた設計・開発に重点がある分野では、必

ずしも日本型生産システムの優位は発揮されな

い可能性があるということである。前にみたよ

うに日本型生産システムに関するこれまでの研

究は、自動車産業にかたよっていた。しかし自

動車産業は、量産型で多岐にわたる部品調達が

必要であり、かつ機械加工という現場労働者の

技能が重視される産業である。こうした特性が

重要であるのは確かであるが、いうまでもなく

それが日本産業のすべてではない。半導体産業

は歩留りが重要な産業である。「T社」への聞

き取りで印：象的だったのは、「1990年代初め頃

から、学習効果（生産経験をつむにつれて、歩

留りが高くなる効果）は韓国の方が高い。労働

者の質が高く真面目で礼儀正しい。現在、日本、

韓国、台湾に工場があり有機的に連携している」

との指摘であった。

　　「T社」のケースは新機能フィルムの開発

である。必要とされるのは、機械加工のような

一105一



　　　　　　　　　　　　　　経　済　学　研　究

長期にわたる現場経験を重ねることで育成され

る熟練的技能というより、新機能フィルムの開

発という、デザイン・設計力が要求されるケー

スである。この点では「モジュール化」に関連

した藤本隆宏の、日本の自動車産業に関する論

点整理が示唆的である。「モジュール化」の利

点を評価する論者は、基本設計を明らかにした

うえで、その他の部品仕様などは関連企業にま

かせる、その方が多様な試みを活かせるので、

「モジュール化」は今日的な企業戦略ではない

かとする（青木昌彦・安藤晴彦　2002年）。イ

ンターネットなど、情報の双方向での利用が急

速にすすみつつある今日、上意下達型の企業組

織がどこまで有効か、むしろ下からの提案を汲

みあげることができる、「モジュール化」戦略

をとるべきではないかとの指摘は興味深い。こ

の戦略は情報化の今日的特徴をとらえている点

では興味深いが、あらゆる産業にあてはまるも

のではない。問題は基本設計と委譲する仕様と

の接点の連結性を、どのようにして確保するか

にある。

　連結に複雑な物理的要因が入りこまない情報

や金融分野（金融工学）では、「モジュール化」

戦略は有効かもしれない。しかしながら実際の

モノづくり分野では、事態は簡単ではない。自

動車のモデルチェンジで、関連部品の収納スペー

スの仕様を開示したうえで、あとは「創造性を

働かせて自由に」といったところで、その部品

発注に多数の企業が公募するという構図はあり

えない。ウイリアムスンがいう　「opportunism」、

すなわち打算的欺隔や駆け引きに訴える企業行

動があるからである（ウィリアムスン、！980年）。

部品のなかにそっと不良品をもぐりこませるか

もしれない、原価よりかなり高い価格を提示し、

あたかも高価格は良心的である証であるかのよ
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うに訴える取引企業がいるかもしれない。それ

らをみきわめる「取引費用」が高くつくから、

日本メーカーは「系列取引」といわれる「長期

継続的取引」の企業グループを形成し、それが

日本型生産システムの強みだというのが浅沼で

ある。そこから浅沼は日本型下請取引企業群を、

下請け企業の提案を汲みあげる「承認図」メー

カー（浅沼によれば「一次サプライヤー」）と、

単に仕様通りの生産を発注するに過ぎない「貸

与図」メーカーに分け、「貸与図」メーカーか

ら「承認図」メーカーへ上昇する「関係的技能」

をモチベーションに、「系列」で組織化したこ

とに日本型生産システムの強さを見出した（浅

沼萬里、1997年）。

　藤本隆宏は「モジュール化」を次のように日

本とアメリカの2つのタイプに分けることで、

日本型生産システムの特徴をあきらかにして

いる。

　戦後日本企業の得意技は「インテグレー

ション」（統合）、例えば部品設計の微妙な相

互調整、開発と生産の連携、一貫した工程管

理、サプライヤーとの濃密なコミュニケー

ション、顧客インターフェースの質の確保な

どであったといえる。自動車や小型家電に限

らず、こうした「摺り合せ能力」や「まとま

りの良さ」が競争力に直結する製品では、依

然日本企業の国際競争力は健在だ。

　一方、米国企業は、システム化能力、例え

ば事前にビジネスモデルを構想し、ルールを

作り、業界標準を取り、自在に事業構成を組

み換える能力に優れる。こうした米国企業の

強みが活きるのは、事前の摺り合せを不要と

する工夫をした上で、自由自在に部品や事業

自体を連結し、大量生産やイノベーションに
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結びつける、「組合せ」（オープン・モジュー

ル）アーキテクチャの製品である（藤本隆宏

　2002年、195－196ページ）。

　情報や金融などであれば「オープン・モジュー

ル」は比較的簡単である。公開した基本設計と

の連結は容易だからである。情報分野でのOS

や、ゲーム機メーカーとゲームソフトの開発業

者との関係を想起すればよい。これに対して自

動車のように具体的なものづくりの産業、藤本

の表現を借りれば「3次元」の「すりあわせ型」

モジュール化が必要な産業では、基本設計と部

品モジュールとのつなぎは容易ではない。藤本

はここに日本型生産システムの強みがあるとい

うのである。

　韓国が、上記した藤本のアメリカ・タイプの

産業システムというわけではない。しかし半導

体産業、あるいは「T社」のような液晶用フィ

ルムを生産する化学産業は、「オープン・モ

ジュール」型に近い。「T2社」の工場長は、

工学博士の学位を持つ韓国人である。「Tユ社」

の取引企業から数年前に移ったとのことである

が、韓国ではこの種の管理職のヘッドハンティ

ングはよくあるという。日本では現場労働者と

事務職との賃金格差は、さほど大きくない。む

しろ賃金格差は企業規模による方が大きい。大

学院修士卒の技術者であっても、勤める会社が

中小企業であれば、場合によっては大企業の高

卒技術者より賃金が低いということもある。ブ

ルーカラー、ホワイトカラーという職種分けが

依然有効であるかどうかは難しいが、韓国の場

合は日本の企業規模間格差よりは、職種間の賃

金格差が大きいようである。この点でもアメリ

カに近い。設計や開発など、チームプレーより

は個々人の能力差が重要な産業では、むしろ韓

国の方が日本より産業競争力は高いかもしれな

い。最近の日本の年功職能給から成果主義賃金

への移行傾向は、習熟的技能より技術開発力に

重きがおかれる産業実態の変化を反映しつつあ

るのかもしれない。

　中国の調査対象企業は、日本では成熟商品

化した家電製品の組み立てであるが、ここでは

低コストが鍵となる。しかも生産労働者の大半

は1年の雇用契約である。したがってここでの

ポイントは生産労働者の技能底上げというより、

不熟練者でも不良品を出さないように、生産工

程での作業をいかにマニュアル化するかにある。

作業工程の絞り込みを、いかに中国人生産労働

者にあったように工夫するか、ここに中国人の

専門学校・大学卒技術者達の技量が活きてくる。

その点で、現地中堅幹部層が中国工場の要であ

り、彼らが他企業に引き抜かれたり、移るのを

防ぎ、いかに自企業内に定着を図るかが重要と

なってくる、、

　以上、今回の調査対象であった中国および韓

国のいずれの日系企業も、日本型の現場生産労

働者の技能形成の仕掛け（長期雇用や年功給）

という点では、これといった慣行といえるもの

は見いだせなかった。このことは熟練技能を要

する重要部品や生産工程については、依然とし

て日本の強みが残るものと理解していいのか、

それとも韓国や中国でも日本とは異なった技能

養成の仕組みが生まれつつあるのかの、いずれ

かである。前者であれば、躍進著しい中国、あ

るいは韓国であるが、それにはおのずと限界が

あり、日本とのすみ分けが当分は続く、あるい

は日本の労働現場で失ってはならないものは何

かを、浮かび上がらせてこよう。反対に後者で

あれば、韓国や中国の市場競争力の脅威は本物

であるということになる。調査対象企業はなお
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数例にすぎず、その答えを出すにはひき続き調

査が必要である。本稿のタイトルに「ノート」

をつけざるを得ないゆえんでもある。
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