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中国における企業改革の進展と職務意識の変化

一天津市の機械工場における意識調査を通して象一

清　川　雪　彦

1．分析の視角と調査の設計・実施

　（1）分析の視角

　1978年来，中国では経済改革が積極的に推し進め

られ，当初は対外経済開放などマ．クロ経済面での政

策転換や新機軸が中心であったもの＼，80年忌には

次第に法制的な整備も進み，ミクロ面での経済改革

が大きく進展したといわれる．とくに企業改革は，

80年代の中頃以降急速に加速化し，新しい社会主義

市場経済化の下で，今日中国の企業は面目を一新し

左といわれる．

　確かに1982年に初めて，国営企業に工場長責任

制が導入されて以来，次々と企業改革の新しい政策

が展開されてきた．例えば84年以降，企業の経営

自主権は大幅に拡大され，留保利潤を福利厚生・奨

励基金などにかなり自由に使うことが出来るように

なったほか，一定の範囲内で「協議価格」を設ける

ことが出来るなど，各種の自主権が制度的にも認め

られ，，独立採算企業体へ向けての大きな一歩を踏み

出したといえる．

　他方賃金制度の面でも，80年代の半ば頃から賃金

総額が経営効率に連結されるようになり，また奨励

金制度や出来高給制度も奨励されるに到ったほか1

労働市場でも公募採用（「公開招工」）制や契約労働制

度が導入されるなど，様々な改革が推進されてきた．

さらには88年にいわゆる企業法が公布され，先の

工場長の職責権限が企業党委員会との関連で明確に

追認・整理されるに及んで，ここに一応企業改革の

基本的な条件整備は整ったものと思われる．

　こうした背景を受け，これまでの中国企業に関す

る研究の多くは，工場長責任制の広範な導入や職能

給・奨励金制度の急速な普及，あるいは全面品質管

理制度の採用等々をもって，中国企業の市場経済化

に対する高い適応能力の証左とし，その改革の進展

をことさら強調してきた．確かに多くの国営企業で

は，工場長責任制や新しい構造賃金（「結構工資」）制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e
度などが広く採用されていることは事実である1）．

　しかし果たしてそうした新制度の導入が，真に企

業改革の内実を測る良き指標たりうるのか否かP

あるいはまた，他により十全な尺度は存在しえない

のか否かP　はたまたそもそも企業改革とは一体何

を指すのかといった問いから，中国の企業改革の問

題は始められなけれ，ばならないと我々は考える．

　これまで中国の企業に関しては，分業や協業を排

した部品からの一貫生産主義（「万能工廠」）や，多く

の社会保障的機能を備えた共同体的性格への志向性

（「二二全，小而全」）などが強く指摘されてきた．あ

るいはまた各種のリスクから守られた非競争的な雇

用慣行（「鉄飯碗」）や，効率性から切り離された一律

平等的な賃金制度（「大魚飯」）など，様々な市場経済

原理とは抵触する中国企業固有の問題点が指摘され

ている．

　従って中国における企業改革とは，そうした難点

を克服し，部分的市場経済化の下で，如何に企業本

来の効率的生産や利潤を追求する機能主義的経済組

織に転換しうるか，ということに他ならないといっ

てもよいのである．それゆえ単なる新糊度の導入や

形式的制度改革は，必ずしも真の企業改革にはつな

がらないということは，十分にありうることである．

　つまり言い換えれば制度的改革は，企業改革の十

分条件（あるいはその良き尺度）とはいえず，むしろ

そこで働く人々の意識の変化こそ，すなわち新しい

社会主義的市場経済に適合的な意識へ変わりつ曳あ

るか否かこそが，より本質的な問題であるといって

よいのである．このような問題意識にたち，我々は

人々の職務意識の変化を通して中国における企業改

革の進展度を測ることとした．しかしそのためには，

我．々自身の手でそうした意識を測定するにふさわし

い調査票が作られねばならず，また面接調査が行わ

れなければならなかったのである2）．

（2）面接調査の設計と実施
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　　　第1図　調査対象企業に関する抽出設計

制度改革の遅れている企業　　　　　　　　制度改革の進んでいる企業
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注1）　企業規模は従業員数1001人以上を大規模，501～1000人を

　　中規模，500人以下を小規模とする．
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注1）　数値はメディアン（中央値）が採られている．
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　調査は，天津市の機械工場を対象に，1991年の11

月目り12月にかけての本調査（面接調査）と93年6

月の補足調査の計2回が行われた．すなわち意識調

査の時点は，82年（1月）の暫定条例により初めて工

場長責任制が法制的に認められた時より約10年，

また工場長の統一指揮権が初めて明確に規定された

正規の工作条例の発布（86年9月）より約5年がす

でに経過していたことを，一応念頭においておく必

要があろう3》．

　面接調査の対象は，第1図に示されているような

各特性をもつ6つの企業より，総計265名（各企業

35～50名）の管理者q労働者が単純ランダム・サン

プリング法により抽出されている．なおその際6企

業の選定は，共同研究全体による天津市の機械工業

に関する企業レベルの工場調査（以下総合調査と略

称）において選定された150企業のなかから，（1）制

度改革の進展状況と（2）所有形態の相違を配慮し，

比較対照可能なように有意抽出されている．但し合

弁2企業の場合は，他の4企業に対する参照グルー

プとして，企業間の差の性格を識別する際の参考指

標として，や＼異なった角度から選定されている．

　また職務意識は，管理者と労働者とでは大きく異

なることが予想されるため，標本抽出に際しては，

その一部が管理者層より抽出され，ている．今その配

分数は第1表に与えられているが，各企業とも生産

部門と管理部門のそれぞれの在職者名簿より，乱数

表を用いて一定の割当数が抽出されている4）．

　なおここでの管理者の定義と範囲は，基本的に中

間管理者層（含む技術者）を指しており，最高経営者

と直接監督者は含まれていない．例えばその具体的

職名は，調査票（その日本語版を付録に添付）の質問

IB（以下ローマ数字とアルファベットは質問番号

を指す）などでも窺われるが，直接監督者の班長（組

長）は生産部門の名簿に記載され’ていることもあり，

労働老の一部としてここでは扱われている．

　面接調査は，天津市統計局の専門調査員7名の協

力を得て，中国語で1人30～40分をかけて他記式

で行われた．なお調査員との打合せに比較的十分な

時間をさくことが出来ただけでなく，調査員そのも

のの質が高かったこともあり，面接調査注意事項の

ブロービングに関する指示などもよく守られ，，非標

本誤差は比較的小さめに抑えられていると判断して

よいように思われる5｝．

2．調査対象企業の特質と職務構造

　（1）調査対象企業の性格と状況

　我々が面接調査を実施した1991年は，調整政策

などの影響もあり，天津市の機械工業は全体的にか

なり厳しい経営状況におかれていた年であった．し

かしその程度は，各企業の需要条件や企業努力ある

いは更にいえば企業改革の実施状況などに応じ，大

きく異なっていたといってよい．

　例えば家庭用ミシン（企業A）や自転車のペダル

（企業C）などは，消費需要の低迷に苦しんでいたの

に対し，工業用ミシン（企業B・E）やガス・メータ

ー（企業D）の需要は堅実で，不況とはあまり関係が

なかったといえよう（総合調査による）．だが要は企

業Cの如く，その後の抜本的改革により新市場が急
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速に開拓されつ＼あるように（93年の補足調査によ

る），企業努力に負うところもまた大であったと思

われる．

　なお日本では，国営企業と集団所有制企業の所有

制の差異が過度に強調されがちであるが6），経営的

にはそれぞれ利点と不利な点があり，また企業行動

の実態としても，その差異はそれ程大きくはないと

考えてよいように思われる．たゴその点は，我々の

場合にも我々自身の文脈において確認される必要が

あろう．

　だが事実問題として，これまでのほとんどの集団

所有制企業示，その発生の経緯からして資本設備も

十分ではない中小企業であり，且つまた経営内容的

にもかなり劣っていたことは，否定し難い事実であ

ると思われる7）．しかしそれが所有形態の差異に起

因するものか否かは，改めて検討の余地があるとと

もに，我々の職務意識の差異にもまた直結している

のか否かは，やはり検証されねばならない問題とい

えよう．

　他方合弁企業は，不況とはほとんど関係なく順調

かつ急速に発展を遂げつ＼あることは，改めて指摘

するまでもない．企業Eの場合，日本との合弁によ

り技術と資本の導入を図り，かつ日本側経営陣の強

いリーダーシップの下で，その生産と販売はごく短

時日のうちに完全に軌道にのったといえよう．また

企業Fにあっては，日本の新技術の導入を主目的と

し，経営管理は中国側親企業の支配下にあるもの＼，

その生産はやはり順調に拡大しつ＼ある．

　なお統計分析に入る前に，各企業の制度的改革の

経緯を簡単に確認しておこう．まず，天津の先進的

企業の1つとして知られる企業Bの場合，84年に

天津市初の試験的工場長責任制導入企業群の1つと

して，同制度が採用されたことが知られている．し

かし実態はほとんど何ら変るところがなく，87年に

なり初めて企業党委員会より権限が大幅に委譲され

るに及んで，ようやく実態を伴うに到っている．

　また賃金制度の面では，85年頃から奨励金の比重

が着実に増大し，現在は基本給を凌駕するに到って

いるもの＼，厳密な意味での出来高給制や年功賃金

制は，まだ導入されていない．たfし技術面での改

善は著しく，84年にイタリアから高速平縫機の技術

導入を行ったのに引き続き，翌85年には日本との

間に合弁企業（我々の企業E）を設立したほか，QC

サークル方式による品質重視型の検査制度の確立や

新鋭工作機械の導入等々，その技術革新には目をみ

155

はらせるものがある．

　次に企業Dは，集団所有制であったからいわゆる

工場長責任制は採用されていなかったが，やはり87

年以降，企業党委員会の権限が一部の人事権や提案

権を除き，大幅に制限されるに及んで，工場長に各

種の権限が次第に集中されつ＼あるといわれる．ま

た賃金制度の面では，一種の職能給たる職場単位毎

の出来高給制度が全面的に採用され，配転や社外臨

時工の採用なども試みられている．その他NC旋

盤の導入やQCサークル活動の開始など，生産管理

や技術面でも意欲的な改革が試みられつ㌧ある．

　こうした2企業に対し，企業AとCでは，ほとん

ど何のめぼしい改革も行われなかったといってよい．

特に企業Aは，建前上は工場長責任制度が導入さ

れたことにはなっているもの㌧，実態としては何の

変化もなかったといわれる8）．85～86年当時はまだ

生産活動も十分に活発であったにも拘らず，党委員

会との権限分担や賃金制度の面などでも，ほとんど

何の改善も図られなかったということは（その後は

やむをえないとしても），やはり注目に値しよう．

　その点は企業Cについても全く同様であり，「大

鍋飯」と「鉄飯碗」の支配する典型的企業であった

といわれる．今こうした各企業の制度面における企

業改革の実施状況を一応念頭におき，次にそこに所

属する管理者・労働者の基本的特性を確認しておき

たい．

　（2）抽出標本の特性と職務構造

　我々が各企業より抽出した標本数とその基本的属

性に関する情報が，第1表に与えられている．なお

その特性値は，平均値でなくメディアン（中央値）に

よって捉えられているが，それ’は①管理者のサンプ

ルの一部に規模の小さいものがあること，また②賃

金や勤続年数のデータに外れ値（Outlier）があるこ

と（調査時点の少し前に入遇したなどの事情）のほか，

③一部の標本分布にはや＼対称性を欠くものがある

ことなどの理由による．

　いま第1表に含まれている特徴との関連で，以下

のような点が指摘されよう．まず第1に，企業A

（183，5元）ならびにB（262，2元），C（192．5元），　D

（202．4元）の賃金水準（II）を比較する時，　ACおよび

CD間については有意差が認められないもの＼，他

の場合にはすべて統計的に有意な差が存在する91．

しかしこれは主に，1企業内での賃金格差が著しく

小さい（変動係数でいえば0．13～0，27）ことに起因し
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ており，総じては企業Bを除けば，企業間の賃金格

差はそれほど大きくないといってもよいように思わ

れる．なお合弁企業Fの場合，親企業との関係でそ

の賃金水準（265．0元）が，例外的にかなり低く抑え

られているが，一般には企業Eの事例（476．0元）に

も見られるように，合弁企業の賃金水準は傑出して

高いといってよい．

　第2に，管理者と労働者の各賃金水準は，いずれ

の企業（企業Eのみ例外）においても，驚くべきほど

その差が小さいことが知られよう．これは中国にお

ける管理者の位置と役割をまさに象徴していて，は

なはだ興味深い．一般に管理者と労働者の学歴

（IG）を比べれば，前者は専門学四声（大望卒57．5％）

と大学卒（15．0％）が中心であるのに対し，後者は中

学卒（初級中学卒39．3％）と専科学校卒（工専卒25．5

％）および高校卒（高級中学卒20．7％）が大部分を占

め，明らかに両者には有意な差が存在する．

　しかし管理者への昇進の条件としては，決して学

歴は強調されず，むしろ社会と企業への貢献の重要

性が指摘されるところに，我々は昇進基準の中国的

特色をみる．他方その裏側として，賃金水準に関し

ては「労働者が管理者を養う」という思想が強調さ

れ，両者の賃金水準に大きな格差をつけることは，

労働者の側から強い抵抗があるといわれる．ここに

も我々は，管理者に対するまた管理者の職務に対す

る中国的理解をみないわけにはゆかないのである．

　次に第3には，企業Bの勤続年数（IE）・年齢

（IC）と賃金の関係にも典型的に示されているよう

に，これまでのところ年功序列的な賃金制度は，ほ

とんど導入されていないことが知られる10》．また比

較的最近設立された企業EやFを別にすれば，B

の場合を除き，管理者と労働者の平均（正確にはメ

ディアン）年齢や勤続年数には，ほとんど差がない

ことも指摘されよう．つまり言い換えれば，中国的

な経営管理の下では一般に年齢や勤続年数は，管理

者の要件として必要とされていないことが含意され

ているといってもよいのである．

．最後に第4に，家族総収入額（IP）は当然家族内の

稼得者数（IN）に依存しているが，その点を調整して

もなお企業Bなどの場合には，家族による稼得金額

もまたより大きくなっていることが知られよう．こ

れは同企業従業員の学歴水準が，他企業のそれより

も明確に高い（特に労働者の場合）ことと関連してい

ると思われる．つまりその配偶者の学歴もまた相対

的に高く，それに伴いより有利な雇用条件や雇用機

会が与えられていることによるものと想定されるか

らである．

　なおさらに付け加えておくならば，第1表に男女

別（IC）の属性をも導入する時ll），女子の特に女子労

働者の家族総収入の方がより大きく増大し，半数の

企業では男子のそれを凌駕することが分る．これは

男女間の賃金に格差が存在することを示唆（配偶老

の性が逆転するゆえ）しており，事実我々の場合に

も，年齢等の要因を調整してもなお，約10％前後女

子の賃金が低廉であることが知られるのである．

　以上我々は各企業の職制別に抽出されたそれぞれ

のサンプルの基本的特性について確認をしてきた．

今こうした性格を背景に，以下面接調査により捉え

られた職務意識の構造的差異に関する分析に入ろう．

3．企業改革と職務意識の変化

　真の企業改革の進展度を表わすと考えられる職務

意識（構造）の変化を捉えるに当たっては，我々の調

査が特に一時点調査であることもあり，その変化の

方向性（差異）を意味づけるいくつかの規定要因を導

入する必要がある．すなわち職務意識を背後で規定

する労務環境的要因としては，①所有制の差異や②

制度的企業改革の進展度あるいはまた③職制の差や，

さらに意味はや、異なるもの＼④合弁企業との対比

などが，本稿では準備されている．

　他方，調査票は60余の意見や態度・評価を問う

質問を含んでいたが，それらはまず2つの異なった

レベルの職務意識を把握する質問群に再分類されう

る．すなわち（1）通常の職務活動や職場に対する意

義や評価，あるいは仕事への意欲や優先度など，い

わゆる基本的職務態度に関するものと（2）市場経済

化の進展に伴う社会や企業の変化に対する企業人・

従業員としての意識ないしは対応をめぐる質問群の

2つである．それらはさらにそれぞれ3つの具体的

な態度や意識に直結する質問群へ細分化されるとと

もに，数量化（回答の得点化）されたうえ統計的に処

理されよう．

　しかしながら①所有制の形態と③制度改革の進展

度は，ともに企業レベルの規定要因であり，野老を

同時に分析にとり込むことは，その影響度の識別を

著しく困難にするがゆえ，あらかじめそのいずれが

より大きく職務意識に差異化をもたらすのかを検討

したうえ，それらの一方のみを導入することとした．

　すなわち以下で展開される判別分析と全く同様な

手続を，所有形態別つまり国営企業A・B群と集団
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所有制企業C・D群に分けた場合（他の要因は同一）

にも適用する時，それは制度改革の進展度による分

類（すなわちA・C群対B・D群）に比べ，著しく職

務意識の差異を析出する能力において劣っている

（唯一の例外は（vi）「技術革新に対する態度・品質

意識」に関してである）ことが知られる．つまり言

い換えれば，それは所有形態の差異は，人々の職務

意識にあまり大きな相違をもたらす要因どはなって

いないことを意味しているといってもよいのである．

　従って以下の分析では基本的に我々は，制度的企

業改革と職務意識の変化の問題に集中して議論をす

すめることとしたい．それゆえA～D4企業の標本

は，制度改革に基づく分類（A・C群対B・D群）と

職制による分類（管理者群対労働者群）の組み合わせ

に基づき計4群に分割されるところとなり，合弁企

業の動向をも参照しながら，職務意識がそれらのい

ずれの要因によって，最も大きく規定されているの

かを問う作業を始めよう．なおその際この目的には，

正準判別分析（Cahonical　Discriminant　Analysis）

が主に用いられることとなろうエ2）．

　（1）労務環境と基本的職務態度の差異

　広い意味での労働力の質は，技術知識や熟練経験

あるいは教育水準など，比較的外部からも容易に測

定可能な側面と，労働意欲（モラール）やコミットメ

ントあるいは非便宜手段的態度など，労働者の内面

ないしは主体的側面と密接に関連する部分とから構

成されているといってよい．

　そして特別な技能や知識を必要としない通常の労

働者の場合，しかも特に工業化がまだ比較的初期の

段階にある時には，労働力の質ないしはその労働生

産性にとって，とりわけ後者の側面がより重要な意

義をもっていることは，改めて論ずるまでもないこ

とと思われる．

　即ちそれはこれまでにも，途上国における良質な

工業労働力形成の問題として，定着（Committed）二

面力や意欲的（Motivated）労働力あるいは規律ある

（Disciplined）労働力などの諸概念によって，広く論

じられてきた問題の核心部分に相当するといっても

よいのである13）．つまり言い換えれば，いま我々が

検討しようとしている「基本的職務態度」とは，その

ような労働力の質にとって必要不可欠な前提条件を

構成する基本的な職務意識・態度の問題であるとも

いえよう．それは主に（i）職務満二度と（ii）コミット

メントならびに（iii）便宜手段的態度の3つの側面か
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ら構成されていると，ここでは考えられている．

（i）職務満足度（Gs）　通常職務満足度（Job　Satisfac－

tion）は，労働意欲や労務規律などとも深く関わっ

ていることが知られているが，それ以前にまず我々

のサンプルでは，そもそもどのような満足状況にあ

るのかを，あるいはまたそれを支配している要因は

何なのかを確認しておく必要があろう．そこで今調

査票の質問より満足度に最も密接に関連する項目II

C，IID，　IIE，　IIR，　IIS，　IIT，　IIWをとりだ

し，各回島山を先の4グループに分類したうえ，そ

れら7変数に対する回答（得点表示）について正準判

別分析を行った．

　その結果，次のような2式を得た．もとより

G3（λ1）富0．497十〇．70711C－0．87011D十〇．24011E

　十〇．15611R十〇．86811S－0．72411T十〇．29411W

　　　　　　　　（λ1＝0．328　　η1＝0．497）・。・・・・…　（1）

G8（λ2）＝一〇．445十1．17011C十〇．70911D十〇．30711E

　－0．50511R－0．39711S－0．26711T－0．64211W

　　　　　　　　（λ2＝0．071　　η2＝＝0．258）鱒・。・・。韓（2）

　　　　　　　　　　　F＝3，30＞Fo認｝1（21，447）

　　　　　　　正分類率432％　累積寄与率0，915

4群の判別であるから，固有根（λ1）は3つ存在し，

それぞれに対応した正準判別関数が3本得られるわ

けであるが，累積寄与率（λ、＋λ2／Σλ1）や正準相

関係数（写置）などからも容易に知られるように，第2

正準判別関数までで十分によく捉えられていると判

断されよう．

　同様にその判別関数に基づく各グループの相対的

位置が，いま第2図に与えられているが，これも本

来ならば3次元に描かるべきものが，それに即応し

て2次元に射影された形で捉えられている（それゆ

えF値も距離比例的になっていない’ことに注意）．

なお判別関数は，直接その係数による判別効果の比

較が可能なように標準化されており，従ってまた第

2図の各サンプルの標準偏差も標準化される結果と

なっている点に留意しておく必要があろう．また参

考としての合弁企業の位置（印）は，4群について求

められた判別関数に合弁企業のデータを代入して得

られたものである（以上の手続は，すべて本稿全体

を通して共通である）．

　いま第2図からも明らかなように，企業A・C群

とB・D群の間では職務満足度に，大きな差異が存

在しているといえよう．その理由は第（1）・（2）式に

も示されているように，主に変数IIC・IID・IIS
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第2表賃金水準に対する満足（11C）
第2図　職務満足度に関する判別結果
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注1）　数値は近似F値を示す（以下同じ）．

　2）　＊と＊＊は，各々5％と1％水準で

　　有意なことを示す（以下同じ）．

を通じて生じている．すなわち企業A・Cには，賃

金や奨励金（ボーナス）に関するより大きな不満があ

ることが（第2表参照），その主たる原因であるとい

ってよい．

　それは管理者・労働者ともに共通であるが，IIQ

の結果をも加味する時，賃金の絶対水準に対する不

満だけでなく，企業内での分配についても，両老と

もに賃金体系が平等すぎて不適切であると感じてい

ることが指摘されうる．つまり制度面での企業改革

は，一応業務内容の改善や賃金の上昇につながって

おり（その逆の因果関係も排除しえないが），その結

果A・C群とB・D群の職務満足度には，有意な差

が生じていると判断されうるのである．

（ii）コミットメント（Gc）労働力の質にとって，労

働者の主体的側面がとりわけ重要な意義を持つこと

は先にも指摘したが，それはしばしばコミットメン

ト（Committment）という概念によってまとめられ

る．すなわち労働意欲や職務・職場への帰属意識，

あるいはその結果として現われる忠誠心や勤務の継

続意志，・さらには心理的な適応力や労務規律の尊重

などを総称する概念であると考えてよい．

　そしてそれは，ここでは質問IIF・IIU・IIV・

皿1・mL・mM・mNなどによって測られると
考えている．従ってそれらをいま4グループのサン

プルに適用したところ，次のような結果を得た．

満　不　やえ 合
企業 職制 むな

足　満　をい 計

管理者 7　5　　9 21
AC

労働者 20　17　37 74

ﾇ理者 P5　1　　3 @19
BD

労働者 40　5　26 71

合　計 82　28　75 185

i参考） ﾇ理者 P6　1　　6 @23
EF 労働者 45　5　　7 57

注1）κ2＝26．16＞！oρ差（6）

Gσ（λ1）＝一〇．574十〇．47511F－0．18711U十〇．39111V

　－0．431mI十〇．847mL十〇．343HIM十〇．0791nN

　　　　　　　　（λ1＝0。174勿＝0．385）…・・…・（3）

Gc（λ2）＝0．536十〇．83111　F－0．49711　U十〇．03611　V

　十〇．425mI－0．053HIL－0．780皿M十〇．157HIN

　　　　　　　　（λ2＝0．117η2＝0，323）………（4）

　　　　　　　　　　　F；2．79　＞Fo．01（21，500）

　　　　　　　正分類率46．2％　累積寄与率0．858

　すなわち第（3）・（4）式および第3図からも明らか

なように，4グループ全体は十分有意に判別されう

るが，それは企業群の差異によるものではなく，職

制の差つまり管理者グループと労働者グループの間

の意識差に主に起因している（第3図のF値参照）

ことが知られよう14｝．とりわけ変数IIFやmL・

HIMなどに因るところが大きく，また個々の変数

の回答内容をチェックすれば容易に判明するように

（例えば第3表参照），管理者の方が労働者よりも高

いコミットメントを有していることが知られる．

　もとよりこうしたコミットメントは，職務満足度

にも関連していることは確かであるが15），それ以上

に職務に対する責任感や自覚あるいは誇りなどが，

その心理的な根底において基本となっていると想定

港れうるのである，その意味で制度的な企業改革は

まだ，企業B・D群の労働者の責任感や意欲などを

十分喚起するところまでには到っていないともいえ

るのである．

　なお我々は質問ISによって，共産党員であるか

否かを確認してあるゆえ，その情報をもとに「党員

はより積極的でよく働く」という風評の真偽を確か

めたいと考えた．そこで企業Cの場合，たまたまサ

ンプル45名のうち13コ口党員であることもあり16），

その全：体を党員と非党員に分け，彼ら相互の職務意

識全体の類似性を，第4・a図のような手法により確
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第3図　コミットメントに関する判別結果
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蓋3表　最も重要な生活（11F）

企業 職制

家　職　他生
?@場　の
ｶ　生　社

合

活　活　会活 計

AC
管理者

J働者

7　14　　0

S3　28　　4

21

V5

BD
管理者

J働者

4　14　　1

R9　22　12

19

V3

合　計 93　78　17 188η

（参考） 管理者 6　14　　3 23

EF 労働者 24　31　　2 57

注1）　3名の複数回答者含む．
　2）　　2ご2＝23．67＞！o．01（6）

認したところ，両者には著しく大きな開きがあるこ

とが判明した（他の企業の場合もほゴ同様）．

　そこで次に，標本全体に含まれる党員39名のう

ち17名の管理職にない党員の職務意識を，全管理

者（63名）のそれと比較したところ，かなり大きな類

似性が認められ，た．それゆえこの点をも勘案し，い

ま第4・b図に全党員（含む管理者）と非党員の管理者

全員の職務意識の相互類似性が図示されている．

　つまりこの図では，各質問の回答選択肢が横軸と

縦軸の各回答主体により，それぞれどのような比率

で選択されたのかということがプロットされている．

従って両者の回答パターンが類似していればいる程，

45．線に接近して来ることとなり，その程度は450

線からの距離の総和で示されよう．もとより多少厳

密性に欠ける点はあるが，全体的な類似度を2元で

相対的に捉えようとする場合，この図はきわめて有

効にして便利である17）．

　その結果第4・b図にも示されているように，党員
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の職務意識・態度は，管理職にあると否とを問わず，

管理者のそれにかなり酷似しているといってよい．

すなわちそのことは言い換えれば，党員は一般に職

務へのコミットメントが高く，且つ技術革新の導入

に対してもより積極的である（以下参照）ことなどが

含意されており，そめ意味では「より積極的でよく

働く」という巷間の通説は，あながち否定しえない

ものと思われる．

（i血）便宜手段的態度（G1）　やはり労働力の質を測る

1つの概念として，職務にどの程度本質的意義や価

値を認めるかという便宜手段的態度（Instrumental

Attitude）の問題がある．つまり仕事そのものにあ

るいはその仕事をすること自体に，大きな社会的意

義や個人的価値を見出すのか，それとも仕事や職務

は，他の世界（例えば家族や趣味あるいは他の社会

的活動など）でより大きな満足を得るための単なる

便宜的手段にすぎないのかという，これまで主に先

進工業化国で議論されてきた主題である．

　それはここでは，主に変数IIA・IIB・IIN。HI

O・mpなどによって捉えられるものと考えられて

いる．しかしそれをいま4群にあてはめたところ，

各グループ間にはほとんど有意な差がないこと［F

＝1．71＜Fo．oエ（15，489）］が判明した．すなわち企

業A・C群とB・D群雲でも，あるいは管理者グル

ープと労働者グループの間でも，便宜手段的態度に

はほとんど差異が認められないのである．それはま

た企業B・Cを入れかえ，A。B群とC・D群に再

編して捉えても，結果は同じである．

づまりいま個々の変数への回答内容をみれば直ち

に明らかになるように，中国の場合一般に労働者も

管理者もともに，賃金ないし金銭的報酬に対する選

好が著しく強いことが，その原因と思われる．これ

は中国の生活水準が，まだ働く喜びや仕事の意義，

あるいは達成感や昇進などを求める段階にまでは到

っていないためとも解され，るが，我々の他の調査を

も念頭におく時，そこには文化的な要因や計画経済

的社会環境などもが強く影響しているものと判断さ

れるのである18）．

　なおこの便宜手段的態度は，これまでの工業化国

の経験によれば，一般に女子労働力やパートタイマ

ーにおいてより強いといわれてきた．そこで我々の

場合にも，果たして中国の女子労働者にもそのこと

が妥当するのかどうか，あるいはもう少し広く，そ

もそも女子労働者（含む管理者）の職務意識や態度は
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第4・a図　党員の回答パターンの比較
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第4・b図党員の回答パターンの比較

　　（b）　党員vs非党員管理者
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男子のそれと異なるのか否かを，簡単に検証してお

きたい．

　このため我々は第4図と同様な手法により，我々

のサンプルに含まれる113名（うち管理者18名）の

女子従業員の職務意識を，男子（152名，うち管理者

45名）のそれと比較したものが，いま第5図に与え

られている．ここからも明瞭なように，女子のそれ

は便宜手段的態度に関するもの（△印）のみに限らず，

全項目にわたって男子のそれと著しく類似している

ことが読みとられよう．そしてここにもまた，1つ

の中国的特色を認めうると同時に，我々の分析に性

別に関する属性を導入しなかった理由が在るのであ

る．

　以上3つの側面から我々は，制度改革の進展度の

異なる2つの企業群の従業員について，日常の職務

活動に関する基本的な職務態度を確認してきた．そ

の結果制度的な企業改革は，少なくとも賃金水準な

ど労働条件一般の改善にはつながっているものと考．

えられ，それが企業B・D群の職務満足度を，A・C

群のそれに比べ相対的に大きく引きあげる結果にな．

っていたと想定されうる．しかしそれはまだ，B・

D群の労働者のコミットメント等を十分に引きあげ
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注1）企業A～Fの全サンプルを対象．

　2）　△印はGIに関する質問の回答比率．

　3）　対角線より乖離の総和：941．7．

るところまでは到っていないこともまた，他方で確

認されたのである．

　それゆえ総じていえば，制度的企業改革はまだ基

本的な職務態度に大きな影響を与える段階には到っ

ていないといえるが，それではそうした基本的職務

態度を所与とした時，1978年来実施されてきた経済

oo1



中国における企業改革の進展と職務意識の変化

改革に伴う企業や社会の変化に対してもまた，意識

面での変化は全く認められ，ないのだろうか，という

ことが次に問われなければならない課題である．

　（2）市場経済化の進展と職務意識の変化

　78年来の中国の経済改革が，対外経済開放と社会

主義的市場経済化を主要な柱としている以上，企業

改革もまたそうした線に沿ったものとならざるをえ

ないことは，理の当然といえよう．しかしそのよう

な方向で企業改革が成功しうるか否かは，初めにも

指摘したとおり，各企業での労働者ならびに経営

者・管理者の職務意識が，そうした市場経済化の方

向を単に受け入れるだけでなく，どの程度従来の計

画経済的発想から市場経済的な思考様式へと転換し

うるかに懸かっているといっても決して過言ではな

いのである．

　そして今その点を確認すべく，我々は3つの観点

からζの問題を考えてみたい．すなわち1つは，自

分の企業や職務の問題として，それらがどの程度ま

で従来の共同体志向的性格から脱し，利益追求を第

1義とする機能的な組織・職務として，身近かに想

定・受容しうるかといった観点である．また2つに

は，ごく具体的な問題が与えられた時，どこまでそ

れを市場メカニズム的な発想と態度で捉えうるかと

いう問題である．最後に3日目には，社会一般の問

題として市場経済化の進展を，どの程度まで肯定的

に捉えているのかという観点に他ならない．

（iv）機能主義的職務観（G。）　ここで我々は，企業と

は本来，効率性や利益の追求を最優先する機能的な

組織体であるということが，どめ程度まで管理者や

労働者に徹底しているのかを知りたいと考えた．そ

こで能率に応じた給与体系の問題や職務規律に対す

る考え方，あるいは企業組織の在り方や人事評価の

基準などに関する意識を確認すべく，変数II　M・II

O・IIQ；IIJ・mG・mS；IIG・IIK・mE；
mF・mT・IVBを用いて判別分析を行った．
　しかしその結果は，F＝1．20く凡ρ、（36，494）とな

り，各グループ間に有意な差は認められなかった．

その点は，企業群を再編しA・B群対C・D群で比

較しても，また企業群の枠をとり払い管理者群と労

働者群の2群で比較しても，結果は変わらない．

　それゆえ各変数に対する回答内容を個別に検討す

れば，お＼よそ次のような結論が得られよう．すな

わち，企業が効率性（利益）の追求を第1義とする機

第6図　技術革新に対する態度の判別結果
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能的な集団組織であることは，ほf全員に了解され

ていると判断してよいと思われる．従って組織内で

も，能力主義が貫徹すべきであり，また相互の競争

も必要であると認識されている．しかしその競争は，

個人間や個人の出来高給制のような形ではなく，現

在実行に移されつ＼あるグループ間ないし職場単位

のもの＼方が賦しいと考えられている，

　それゆえ能力主義を反映しない現在の平均主義的

賃金体系は好しくないと考えられる一方，昇進や人

事評価あるいは管理者や経営者の能力にも，教育水

準はほとんど関連性をもたない，すなわち教育水準

は能力の良き指標たりえないと考えられているとこ

ろにも，我々は1つの中国的特色をみよう．

　以上のような企業観・職務観は，各企業の属性を

越えまた管理者・労働者の職制とも無関係に，ほゴ

共通して見られるといってよい．確かに職務規律に

関する見方には，職制上の相違から若干の差はある

もの㌧，この問題全体に対する管理者達のきわめて

現実主義的状況把握が，労働者との職務意識の差を

著しく狭めていると判断されよう．いずれにせよ，

グループ間の差異は認められないものL，全般的に

は機能主義的企業観・職務観が，かなりよく浸透し

つ、あると判断してよいように思われる．，

（v）技術革新に対する態度・品質意識（G。）次にご

く具体的な問題を通して，生産性の意義や価格のシ

グナル機能などについて実際的な認識の程度を確認

しておきたいと考える．そこで80年代中頃来の企

業改革のなかで，最も主要にして且つ緊要な課題た

る技術革新の導入ならびに品質改善の問題に対して，
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第4表　設備廃棄と技術導入（IVD）

経　　済　　研　　究

導　導で　将
入　入な　来 合

企業 職制 す　　すい　　の

べ　べ　　導 計
き　　き　　　入

管理者 20　　0　　1 21
AC

労働者 57　　16　　1 74
．　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　幽

管理者 18　　1　　0 19
BD

労働者 55　　11　　5 71

合　計 150　　28　　7 185

（参考）
管理者 20　　3　　0 23

EF
労働者 44　　10　　3 57

注1）　κ2＝11．60＜κ2軌〇三（6）は，期待頻度数5以下

　　のセルが多く，近似が悪い二とにも留意．

どのような認識をもっているのかを検討することと

した．従って今変数IVC・IVD・IVE・IV　P・IV

Q；WH。IVI。IVJ・IVK・IVL・nrSを用いて
判別分析を行い，次のような結果をえた．

GT（λ1）＝一1．153－0．7141VC十〇．235WD十〇．327rVE

　　　　　十〇．1901vH－o．536r71十〇．040wJ十〇．2921vK

　　　　　＋0．426WL＋1。278WP＋0．0151VQ＋0．5341VS

　　　　　　　　（λ1＝0．221　　η1＝0．425）・・・・・・…　（5）

OT（λ2）冨一〇．373十〇．8601VC十〇．5391VD－0．056】VE

　　　　　十〇．5421VH十〇．4861VI十〇．1641VJ十〇．1361VK

　　　　　－0．356WL＋0．6201VP＋0．111WQ－0．805WS

　　　　　　　　（λ2＝0．126　　η2＝0．334）。・・・・・…　（6）

　　　　　　　　　　　　17＝1．88＞E｝．01（33，501）

　　　　　　　正分類率51．6％　累積寄与率0．933

　この第（5）式・（6）式ならびにその判別結果を図示

した第6図などからも明らかなように，4つのグル

ープは全体として有意に識別され，制度改革基準に

基づく企業誌の差よりも，職制に基づく管理者・労

働者の差の方がより大きいことが知られよう．また

群間F値をも考慮する時，B・D群の労働者のみと

りわけ大きく遊離していること19》，ならびに企業群

をA・B群対C。D群に再編しても，やはり職制の

差がより鮮明に捉えられる結果となることなどが，

併せて指摘されよう．

　こうした差異は主に変数IVC・IVD・IV　P・IV

H・IVSに起因するところが大であると考えられる

が，管理者の場合第4表にも示されているごとく，

その責任感や立場上から技術革新の導入や製品品質

の改善に対して，より積極的であることが知られよ

う．

　なお我々は，このような意識面や態度の問題だけ

でなく，実際の技術知識の的確さについても知りた

いと考え，工業規格に関する具体的な質問IV　F・IV

Gを付け加えておいた．それらへの回答からも直ち

に分かるように，中国の規格は強制規格であるにも

か、わらず20），33，6％の人々（その大部分は労働者で

あるが）が国や機械工業部の規格（「標準」）について，

皆目知識を持ち合わせていないことが知られる．従

ってさらにその実物を見たことのない人や，実際に

それを使ったことのない（少なくともその自覚をも

って）人は，全体のほf半数（49．4％）にも達する．

　しかし中国の場合，機械工業製品のほとんどは，

原則的に国家（含む部）規格に則っており，膨大な数

に昇るその工業規格は至るところで実際には使用さ

れているがゆえ，上記のような労働者の事実認識な

いし技術知識は，工場側の技術管理体制ないしは技

術指導に大きな問題があることを窺わせる．なお付

言しておけば，合弁企業E・Fの場合，規格を知ら

ない人の比率は有意に低く，また規格が個人でも大

書店にて容易に入手可能であることを知る人の比率

も，有意に高くなっているということの含意も，併

せて我々は考えてみる必要があるかもしれない21｝．

　いずれにせよ先の技術革新に対する態度や品質改

善への意欲・意識などは，やはりそれなりの技術知

識に裏付けられていることが，問題の重要性を真に

理解してゆくうえでも必要不可欠なことと思われる．

しかし今工業規格の問題でも簡単に確認されたよう

に，とくに労働者の場合，その技術知識にや＼問題

を残していることが指摘されよう．そしてそのこと

がまた，労働者の技術革新や品質改善に対するや＼

消極的な態度，あるいは問題の重要性に対する認識

の不足を招いていたとも考えられ，るのである．従っ

て今後の市場経済化の進展とともに，技術情報をも

含めた情報の拡大深化は，企業改革をす㌧めてゆく

うえでの重要な1つの必要条件となってくることは，

ほとんど疑いのないところといえよう．

（vi）市場経済志向性（GM）最後に我々は，当然市

場経済化がもたらすであろう実質的倒産や解雇等々，

の社会的摩擦が，あるいはまた当然市場経済原理と

抵触して来ざるをえない平均主義的分配や「引替」，

さらには労働移動の制限等々の社会的制約や慣行が，

どのように受けとめられているのかを知りたいと考

える．それゆえ今変数IIH・III・mB・mc・m

D・mH・mJ・mQ・mRによる判別分析を行い，
次のような結果を得た．
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第7図　市場経済志向性に関する判別結果　　　　　　　　　　　　　第5－a表　解雇の妥当性（IIIB）
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G〃（λ1）＝一〇，495－0．05311H十〇．277111十〇．812111B

　　　　十1．002111C－0．200111D－0．082111H－0．302111J

　　　　－0．260111Q＋0．492111R
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　　　　＋0．358111Q＋0．286111R

　　　　　　　　　（λ2翼0．180　　η2＝0．391）・・・・・・…　（8）

　　　　　　　　　　　　　F＝2．75＞Em1（27，485）

　　　　　　　正分類率50．0％　累積寄与率0．956

　そしてこの両論ならびにその結果を図示した第7

図からも明瞭なように，4つのグルニプ全体は十分

有意に判別されうる．特に企業E・F群の位置をも

勘案する時，全体的には企業群の間の差異よりも，

職制に基づく管理者と労働者の差の方が大きいと考

えた方がよいことが示唆されている．

　しかし他方，一間のF値をもチェックする時，

B・D群の労働老グループの位置は，その管理者グ

ループのそれにかなり近いことが知られる．つまり

市場経済化への志向性に関する職務意識は，これま

で管理者と労働者の間で大きく異なっていたものが，

企業B・Dのごとく制度的企業改革がともかくも端

緒についたことにより，その労働者の意識がかなり

市場経済化を受け入れる方向へ，あるいはまたそれ

がほとんど不可避的なものであるという認識に変わ

りつ」ある過渡的局面を表わしていると解されるの

である．

　そうした変化ないし差異は，二二（7）式および（8）

式の係数より，判別力の大きい変数mB・mc・HI

解 解 教
雇 雇 育 合

企業 職制 す は す

ぺ 困 べ 計
き 難 き

管理者 5 10 6 21
AC

@BD ﾇ理者

18

W@　　　9

37

Q @19
労働者 33 18 20 71

合　計 64 56 65 185

i参考）
ﾇ理者 10@　　　8 5 @23

EF
労働者 25 16 16 ．57

注1）　　！＝20．34＞ノ。．o旦（6）

第5－b表　非生産部門の是非（IIIH）

切 や 便
り む 利 合

企業 職制 離す をえ で
ぺ な 良 計
き い い

管理者 8 4 9 21
AC

労働者 8 4 62 74
一　　一　　一　　一　　一　　一　　噛　　一　　一

管理者 4 　．U 9 19
BD

労働者 7 6 58 71

合　計 27 20 138 185

F　　F　　一　　一　　一　　F　　一　　一　　　一　　一

（参考）
管理者 13 4 6 23

EF
労働者 11 5 41 57

注1）ノ＝27．61＞！o．o旦（6）
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H・mJなどによって主に把握されていることが知

られよう．しかし個々の変数に対する回答内容を個

別に検討する時，更にいくつかの特徴が指摘されよ

う．すなわち例えば，過度に平等主義的な賃金分配

や効率性から切り離された完全雇用主義的雇用慣行

（HID），更には職務の世襲制ともいうべき「頂替」

（III）等々が好しくないと考えられ，ていることは確

かであるが，それらも更に一歩踏み込むと，管理者

と労働者ではかなりその受けとめ方に相違が在るこ

とが明らかとなる．

　つまり労働者はやはり，「按労分配」（mJ）といっ

ても，雇用の確保がまず優先されるべきであり，仮

りに解雇（mB，第5－a表参照）や倒産（mQ）が避け

られない場合でも，それなりに生活権は保障さるべ

きであると，強く感じていることが知られよう．そ

して一般には，非生産部門の付設（mH）はきわめて

便利であること，また転職の自由（IIH）があるより

は終身雇用の方が好ましいこと，さらには昇進等に
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築6表　職業の社会的評価（IIIK）

　　　（a）管理者の評価

　　［社会的に重要な職業］

経　　済　　研　　究

A　B　C　D　E　F　G　H
（　　　（　　　（　　　（　　　（　　　（　　　（　　　（

医　技　大　小　解　経　政　公 合
者　術　学　学　放　営　府　安
）　者　教　校　軍　者　役　委

◎
△

）授　教　兵　）　人　員
@）　師　士　　　）　）
@　）　　　　）

計

一　A 0　0　0　1　0　0　0　0 1人
あ

ま　B 0　0　1　0　0　0　0　0
1

り　C

蛯c
0　0　0　0　0　0　0　0
P　0　0　0　0　0　0　0 0

1
で
　
E
な

2　　　1　　　0　　　2　　　0　　　0　　　2　　　1 8

い　　F 0．1　1　1　0　0　1　0 4

職　G

ﾗH
6　　　5　　　2　　　4　　　0　　　5　　　0　　　2

O　2　0　0　0　2　0　0

24

S

人

計 9　　　9　　　4　　　8　　　0　　　7　　　3　　　3 43

（b）労働者の評価

［社会的に重要な職業］

◎
△ A　B　C　D　E　F　G　H 計

一　A 0　　　2　　　0　　　1　　　2　　　1　．　2　　　1 9人

影B 5　　　0　　　3　　　1　　　2　　　1　　　2　　　2 16

り　C

蛛E
2　0　0　3　　1　1　0　0
Q　　　3　　　0　　　0　　　2　　　4　　　3　　　0

7
1
4

で
　
E
な

5　　　2　　　0　　　2　　　0　　　3　　　0　　　0 12

い　F 7　　　2　　　0　　　7　　　1　　　0　　　2　　　1 20

職　G

ﾒH
19　　　1　　　4　　20　　　5　　　3　　　0　　　1

S　　　1　　　4　　　5　　　2　　　1　　　0　　　0

53

P7

人

計 44　　11　　11　　39　　15　　14　　　9　　　5 148

注　1）重要と考える職業（◎）のうち第1順位のものの

　　　みを採録．順位を付せなかった者また「重要で

　　　ない職業（△）はない」とした者は除外．

　2）数字は選択該当者数を示す．

　3）　対象は全サンプル，

は，今の中国では「コネ」（mR）が必要なのもやむを

えないと考えるなど，管理者をも含め，未だかなり

市場経済化とは逆行する現状肯定的社会認識が支配

的である点にも留意しておく必要があろう．

　しかし他方でまた，「工場長責任制」（HIC）などに

対する期待は，それがすでに実施に移されている

B・D群では，A・C群に比べはるかに高いこと（93．

3％対65．3％）や，第5－b表にも示されているごと

く，合弁企業（E・F）群では，より強く企業は本来の

利潤追求活動に立ち戻るべきであると考えられてい

ることなどからも知られ，るように，具体的な変革の

実施過程において，人々の意識もまた変容してゆく

ものであるという側面が指摘されなければならない

のである．つまり人々の新しい意識や意欲が改革を

支えると同時に，改革の実施がまた逆に人々の意識

をも変えてゆくという側面を認めないわけにはゆか

ないのである．

　最後にこうした社会観を更に一歩探る意味で，

人々の社会的職業観（mK）を簡単に確認しておき

たい．二二6表に管理者と労働者別に，それぞれ社

会的に重要と考える職業ならびにそれ程重要視しな

い職業が，マッチング集計されている．

　ここから容易に明らかになることは，まず1つに，

管理者と労働者の社会的職業観にはかなり大きな隔

たりが存在することである鋤．例えば労働者の場合，

社会的に重要と考えられる職業は医者と小学校教師

で過半を占めるのに対し23》，管理者にあってはより

広く分散している．そして逆に，社会的にあまり重

要と見なされない職業に関しては，管理老の場合政

府の役人に集中しているのに対し，労働者の場合に

は，より多くの職業に拡散していることである．

　また2つには，我々の当面の関心事たる経営者と

技術者に対する社会的評価であるが，管理者群が両

者を重要と考えているのに比し，労働者達はむしろ

逆に重要ではないと考えていることは，彼らの市場

経済化への志向性の問題とも考え併せ，はなはだ興

味深いといえよう．しかし確かにこうした対照性は

存在するもの、，労働者の場合にも，その解放軍兵

士や政府役人に対する評価を念頭におく時，彼らの

社会意識もまた次第に変わりつ、あるものと判断さ

れうるのである．

　以上我々は，市場経済化の進展に伴って生起し

つ＼ある解雇や倒産，あるいは「頂替」の禁止や非，

生産部門の切り捨て等々の様々な社会経済現象を，

人々は市場経済原理との関連でどのように受けとめ

ているのかといった問題を確認してきた．その結果

一般には，まだかなり従来の社会経済観が支配的で

はあるもの」（特に労働者の場合その経営者や技術

者に対する評価等々の問題をも含め），企業改革の

進展とともにまずは直接生産効率に関連する問題へ

の見方から，徐々に変わりつ＼ある様相が明白に読

みとられるといってよいのである．

4．結論と含意

　これまで我々は，真の企業改革の成否の鍵を握る

と考えられる管理者および労働者の職務意識の構造

ならびにその変容について，議論を重ねてきた．す

なわち市場経済化の進展に伴う職務意識の変化，な
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いしはそれを積極的に支える適合的な職務意識の形

成こそが，中国の企業改革を最も根底から支える基

本的な要因であるとここでは考えられているからに

他ならない．そしてその問題は，職務意識の内容を

2つの側面から捉えると同時に，それ’を規定する要

因ないしは属性を措定すべく，サンプルの要因配置

を通じその把握が試みられた．但し所有制の形態は，

職務意識にあまり影響を与えていないがゆえ，ここ

では制度的企業改革の程度と職制の差の2つが，基

本的な属性として検討されている．以下ごく簡単に，

全体的な結論をまとめておこう．

　まず第1に，市場経済化の進展とともに，一応機

能主義的な企業観ならびに職務観が浸透しつ㌧ある

と判断されるが，一度従来の共同体的企業社会の根

底と抵触する問題になると，やはり市場化とは逆行

する現状肯定的な社会観が支配的になるといってよ

い．特にそれは労働者について顕著であり，そのこ

とが同時に他方で，技術革新や品質改善に対する彼

らの消極的態度をも形成していたといえよう．

　つまりその意味で制度的な企業改革は，未だ職制

の枠を越えるには到っていないともいえるのである．

しかし観点を変え，実質的制度改革は80年代後半

になりようやく端緒についたと解するならば，全体

的にはかなり急速に市場経済化を受け入れる職務意

識が形成されつ＼あるとも判断されうるのである．

　第2に，そうした市場経済化進展の現実のなかで，

職務意識は着実に変わりつ＼あるもの＼，それは未

だ基本的な職務態度を変えるにまでは到っていない．

すなわち制度的な企業改革は，通常業績や労働条件

の改善につながり，それが職務満足度を高める結果

になっていることは否定出来ない．しかしそれ，はま

だコミットメントを高め，便宜手段的職務態度を改

めるところまでには到っていないのである．それゆ

えこの意味で，制度的な改革は真の企業改革の十分

条件とは限らず，市場経済化を支えるより本質的な

意識の変革こそが侯たれるのである．

　また第3には，この調査によりこれまで漠然と指

摘されてきた事実の具体的な検証や，新たな角度か

ら光が当てられたいくつかの新事実などが存在する．

例えば我々のサンプルでもまた，1企業内の賃金格

差は著しく小さく，且つ管理者と労働者の間にはほ

とんど賃金格差が存在しないことなどが，やはり検

出され，ている．

　他方，男女間の賃金格差もまたきわめて小さいだ

けでなく，両者の職務意識にはほとんど差がないこ
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と，更に党員の労働者は一般に意識が高く意欲的で

あるという見解は，概ねにおいて正しいことなどが

確認されたのであった．

　なお企業の所有形態の差は，通常職務意識にあま

り大きな差異をもたらしていなかったもの、，た穿

合弁企業の場合，その管理者の職務意識は十分に先

進的であったのに対し，労働者のそれはかなり非合

弁4企業のそれに近かったことなどが知られている．

また労働者一般の社会的職業観は，次第に変わり

つLはあるもの＼，依然として文化大国予期の残塁

をひきずっていることなどが確認されたのである．

　最後に我々は，上記の分析によって含意され’てい

る職制上の問題点に関する改善提言をもって，本稿

を終えることとしたい．確かに管理者は労働者に比

べ，コ1 ~ットメントが高く技術知識も豊かであり，

また市場経済に対する理解も深いといってよい．し

かしその便宜手段的態度や技術指導（1周期）の不足，

あるいは労働者との接触（IVN）の不十分性などに

も見られるごとく，決して問題がないわけではない．

　これは主に，すでに指摘してきた職制上の特色か

ら逆に派生していると考えられるのである．言い換

えれば，管理者をより真に管理者らしく遇すること

により，上記の問題点はかなりの程度改善が図られ

うると想定されるのである．即ち1つには，管理者

の賃金を大幅に引き上げ，賃金格差をより明確化す

ることである．そのことにより，管理者にはより一

層目責任感と自覚を促し，労働者との交流拡大をも

含め，より本格的な技術指導体制を敷くことである．

　また2つには，管理職への昇進の条件の1つとし

て，明確に教育水準の重要性を打ち出すことである．

これは今日でも，実態としてはある程度満たされて

いるにも拘らず鋤，十分に自覚されておらず，それ

を認めることにより長期的な教育水準向上へのイン

センチィヴを与える必要があるからである．つまり

こうした職制の確立こそが，延いては労働者の意欲

や意識をも高めることにつながっているからに他な

らないのである．

　なお以上のような本稿の分析にも，まだ数多くの

問題点が残されているが，それらは紙幅の制約もあ

り，今後の解決課題としたい．た穿その一部は，今

後こうした同じような分析が積み重ねられてゆくな

かで，少しずつ改善が図られてゆく部分も決して少

なくないと思われるのである．

　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）．
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　注
　＊　この調査は，一橋大学および日本大学商学部・

中国管理科学研究院（天津分院）による共同研究の1部

をなすものである．調査の設計・実施に当たっては，

同「東アジア研究会」のメンバ「より多大な協力と助

言を受けた．また天津での調査に際しては，とりわけ

劉牧町教授（中国管理科学研究院）と関権君（一橋大学

大学院）の協力に負うところが大である．さらにまた

調査票の整理・統計分析には，当研究所の統計室（北

原誠太郎氏ほか）ならびに日本経済奨励財団からの助

力をも得た．併せて深謝の意を表したい．

　1）　1985年置は一連の賃金改革が実施され，従来の

平均主義的等級制賃金から，各職場・職種や能力・熟

練度などの多様性を反映した複合的な賃金制度に移行

されつ＼ある．それは（1）基本給と（2）職務・職位（嵩

位）による職能給ならびに（3）年功給と（4）奨励金や

諸手当などを含む営業成績や貢献度に直結された変動

給より構成され，第2の部分を中心にしょうとするも

のである．

　2）企業レベルの調査は数多く存在するが，その従

業員レベルまで下りた調査は著しく限られる．例えば

張活仕（日干大中民国菅企並凝聚力的凋査分析〉，〈社

会学研究》忌第35期（1991年9月）や中山大学と吉備

国際大学の共同研究「現代中国工場における経営と労

働に関する調査研究」（中間報告1991年目などがある．

なお工場長に関しては，天津市城市社会経済界査臥
（「長精神状恋凋査研究振告〉《城市社会山相凋査研究

資料江編・1989～1990》（同1991年）所収（305～328
頁）などが挙げられよう．

　3）　1986年のく全民所有制工並企並1一長工作条例〉

で初めて，企業党委員会の権限を越えた工場長の中心

的地位が確認された．それは同年の（中国共序党全民

所有制工並企平皿展組戸只工作条例〉やく全民所有制工」k

企並取粉代表大会条例〉などを通じても，具体化され

ている

　4）　標本数の配分は，限られた調査能力の範囲内で

各企業の各層への配分数が，統計分析に必要な最：小限

の数（10）を確保しうるよう設計されたため，最適配分

や比例配分の特性は備えていない．従ってまた抽出率

も異なるため，企業により標本誤差の大きさも異なっ

ている点に留意されたい．なお一部の標本が最小規模

に達していないのは，管理部門の名簿には管理者以外
．の者も含まれ，面接後でなければそれが判明しないこ

との理由による．

　5）　より詳しい調査の準備過程や具体的実施状況に

ついては，稿を改めディスカッション・ペーパーの形

で公表を予定しているので，それを参照せられたい．

なお面接調査の実施に当たっては，前記の劉・関両氏

のほか即戦坤・崔国清・潜旭（以上中国管理科学研．究

院），真船洋之助（日本大学）・折敷瀬興（一橋大学）。

高木誠一郎（埼玉大学）・川井伸一（愛知大学）・池上隆

介（日中投資促進機構）などの諸氏からも，様々な形の

協力が与えられ，深く感謝したい．

　6）　国営企業すなわち「全民所有制工業企業」は，

近年の所有と経営の分離に関する改革後は国有企業と

称されるべきかもしれない．しかしここでは慣例と実

態に従い国営企業（ここでは地方国営）のま、とする．

なお本稿では以下，企業と工場の概念を相互に入れ換

え可能なほf同じ意味に用いる．

　7）　集団所有制企業は，その出資。経営単位（集団）

の相違により，いくつかに分類される．ここでは旧人

民公社系の農村の行政単位（郷や鎮など）が経営するい

わゆる郷鎮企業ではなく，都市の集団所有制企業を指

している．後者はさらに，①都市住民の共同出資・経

営によるものや②都市の行政単位・町（「街道」）が経営

するもの，③市や区，県直属の事業単位，あるいは④

国営企業が出資・経営するものなどに分類される．

我々の企業C・Dはともに①の形態であるが，実態は

企業党委員会による経営（少なくとも86年までは）と
の印象をうけた．

　8）例えば中国企並概況編輯委員会（編）仲鷺山並

概況第7冊》（企並管理出版社1989年）などでは，．はっ

きりと導入された旨（第7巻382頁）が記されているが，

我々の聞き取り調査では，まだ全く導入されていなか

ったことが知られる．

　9）　この場合には標本の規模が十分大きいので，簡

便法（標準正規分布の偏差を利用）によるメディアンの

差の検定を行っ拳．なお平均値を計算し，t検定によ

っても結果は同じである．

　10）　たゴし個人データで比較可能な場合を検討す

ると，管理者（特に女性の）については，わずかに存在

しているようにも思われる．なおここでいう賃金（給

与）には，調査票（II）からも知られるように，奨励金や

諸手当などが含まれている．また基本給部分の低下や

諸手当や実費補助等の内容については，前掲《城市社

会史済澗査研究資料江綿♪70～82頁などを参照のこと．

　11）113名（42．6％）の女子が含まれている．そのう

ち管理者は18名（28，6％）である．なおこの賃金格差

の問題を除けば，後述するように意識面での男女間格

差は小さいがゆえ，この分析では基本的に，性別の属

性は不要と考えられている．

　12）計算にはBMDP収録のプログラムが用いら
れている．なお誤分類率の算定にJack・knife法は採

用されていないが，一応十分なrobustnessがあるも
のと想定され，特に正規性や分散同一性の仮定に関す

るテストは行われていない．

　13）　たビしこの工業労働力形成の問題は，基本的

には労働者自身の質よりは，むしろ経営管理能力の問

題に帰着すると我々は考えている．しかし後者はここ

では一応所与として，分析がす＼められている．我々

の視点については，大野昭彦・清川雪彦「インドにお

ける工場労働者の定着をめぐって（D（II）」『アジア経

済』第31巻第3号・第4号（1990年3月・4月）およ
び清川雪彦「製糸業における広義の熟練労働力育成と

労務管理の意義」『経済研究』第40巻第4号（1989年

10月）などを参照せられたい．なお通常管理者は，コ

ミットメントの高い，規律ある意欲的な労働力と想定

されている．

　14）企業群の相違に依存していないということは，

当然企業B－Cを入れ替え，A・B群とC。D群で捉え
ても結果は変わらないことが含意されている．

　15）　た穿し職務上の不満が強くても，コミットメ
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ントが高いことは十分にありうるといわれる．つまり

両者の関係は，線型でないことがF．Herzberg以来指

摘されているが，それらに関する参考文献等も含め，

清川雪彦「インド工業女子労働力の質をめぐって」『経

済研究』第44巻第1号（1993年1月）をさしあたりは

参照せられたい．

　16）　一般に天津の工場では，党員比率は8～12％位

といわれており，企業Cの聞き取り調査でも10～12
％程度と聞いた．従ってこの28．9％という輩出率は，

1％水準（2項テスト）で有意であり，抽出外用として

我々が手渡された手書き在籍者名簿に問題が在ったも

のと思われる．それというのもこの質問ISに関し
ては，全サンプルにつき簡単なランダム．・チェックを

行っており，回答はほf信頼して良いと考えられるか

らである．

　17）例えば林知己夫（編）『比較日本人論』（中央公

論社昭和48年）の第1章（西平重喜執筆）などで用いら

れている．たゴし①各質問の回答比率のうち1つは独

立でないことや，②その比率の背後にあるサンプル数

が異なるため，信頼度の異なるものが直接組み合わさ

れ比較されるといった問題点もないわけではない．な

おこの場合のように，企業の属性があまり問題となら

ない時は，企業E・Fのサンプルもつけ加えられてい
る（第5図。第6表の場合も同じ）．

　18）　インドなどと比較しても，それは妥当しよう．

詳しくは清川前掲論文「インド工業女子労働力」を参

照のこと．なおこの便宜手段的態度の問題に関しては，

Judith　Buber　Agassi，　Co〃ψσ万ηg魏6　Wb娩ノ1，，露％4㏄

げi砺〃zθη砺4ル勧（Lexington，　Ma．：Lexington

Books，1982）などが詳しい．

　19）A・C群の労働者グループの職務意識が，管理
者群のそれと比較的近いことを確認すべく，上記の判
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別関数に含まれる11変数について個別のチェックを

行ったが，その主たる要因の発見は必ずしもそれ程容

易なことではなかった．逆にいえば判別分析は，各変

数を相互に関連づけて（分散共分散行列を通じて）同時

に捉えるところがら，一見顕著ではない特質も累積的

に引きだしうる点に，その有効性があるともいえよう．

　20）　工業規格の意義や性格，あるいは中国の現状

等については，Y．　Kiyokawa　and　S．lshikawa，“The

Signi負cance　of　Standardization　in　the　Development

of　the　Machine・tool　Industry，”（1）（II）田ホ。醜伽砺

ノbπ辮σ」（ゾEσo％o彿ゴ6s　VoL　28，　No．2and　Vol．29，

No．1（D㏄．1987　and　June　1988）を参照せられたい．

　21）　企業E・Fの規格を知らない人の比率18．8％
は，他の4企業の場合の40．0％に対し，‘1％水準で有意

に低い．また質問IVGの正答率18．8％も，後者の場

合の10．8％に対して，5％水準で有意に高い．各z検

定と2項テストによる．

　22）両者の差をパターンとして捉えようとするな

らば，1つの試みとして我々は正方行列の対称性テス

ト（Bowker　test）を類推。拡張することが，可能かも

しれない（規模を揃えたうえで）．κ2＝143．83＞κ2。』1

（49）．

　23）　しかし現実には，小学校教師の給与はかなり

低く，医師の労働条件も過酷で，決して社会的には大
切にされているとは言えないのである．例えば天津市

統艶々（綿）｛天津市城市居民生活和物俳凋査分析扱告．

逃編》（天津市1985年）33－36頁などを参照のこと．

　24）・先にも指摘したように，教育水準は両者によ

り，重要な要件と考えられていない．しかし我々の調

査結果（IG）に対する傾向検定は，管理者の教育水準は

有意（1％）に高いことを示している．

付　録

工場名

面接日時

　　：面接乙名

日　　時　　　分；

中国機械工業における労務管理と労働者の職務意識に関する調査

　この調査は，純粋に学問的な目的のみに基づくもの

です．従って個人の秘密は固く守られ，また情報はす

べて集計されたうえで利用されますので，個人の考え

や意見が直接問題にされることはありません．名前も

告げる必要はありません．ですから本当のこと・本当

に思っていることを答えてください．ただし答えたく

ないときは，答えなくてもかまいません．

1

　質問に入る前に，まずあなた自身に関することを少

し教えて下さい．

A．この工場で，あなたは現在どんな仕事について

　　いますか？

　　　a．（分）工場名

　　　b．職能科（室）名

　　　c．車間名

　　　d。工段（職能組）名

　　　e．生産小組（軸組）名

B．あなたに職位はありますか？
　　　a．車間主任　　b．工長　　　c．小組（班）長

　　　d．特になし　　e．工程師　　£技術員

　　　g．科（室）長　　h．その他
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C．あなたは何年に生まれましたか？　現在二才で

　　すか？

　　　a。年月生まれb．才
　　　c．性別（1．男，2．女）

D．あなたの出身地はどこにですか？

　　　a．　　省（直轄市，自治区）　b．　　市（県）

E　あなたは，この工場で，いっから働いています

　　か？　勤続年数は何年になりますか？

　　　a．年からb。勤続年
　　もしこの工場へ来る前に勤務したことがあれば，

　　その工場名と勤務期間は？

　　　c1．工場名　　　　．　　d1．　　　　年間

　　　c2．工場名　　　　　　　d2．　　　年間
F．あなたのこの工場での職歴（これまでに働いた

　　ことのある職場と配転時期や昇進）を教えてく

　　ださい．

　　　a1．職場名　　　　　　b1．勤続年数

　　　c1．本人の意思による（1．はい，2．いいえ）

　　　a2．職場名　　　　　　b2．勤続年数

　　　c2．本人の意思による（1．はい，2．いいえ）

G．あなたの最終学歴は？

　　　a．初級小学未卒　　b．初級小学卒

　　　c．高級小学卒　　　d．初級中学卒
　　　e．高級中学卒．．

　　　五専科学校（中専）卒（専門名　　　　）

　　　g．専門学院（大目）卒（専門名　　　　）

　　　h．大学卒（専門名　　　　）

　　　．L業余初等学校卒　　j．業余初等中学卒

　　　k．業余高級中学卒’1．その他
H．’あなたの賃金等級は何級ですか？

　　　a．　　　級

1．　あなたの給料はいくらですか？　（前回の例で

　　答えて下さい．）

　　　a．基本給　　元　　b．諸津貼　　元
　　　c．月奨金　　　元　　d．補貼　　　　元

　　　e．資格給　　　元　　f．出来高給　　元

　　　騒その他　　元　　h．合計　　　元
J．　あなたは，いつ現在の賃金水準に昇級しました

　　か？

　　　a．　　　年前　　b．昇給額　　　元

K．あなたは結婚していますか？
　　　a。はい（既婚）　　b．いいえ（未婚）

　　　c．はい，前に結婚していました（離婚，死別）

L　子供は何人いますか？

　　　a．0人　　b．1人　　c．2人

　　　d．3人　　e．4人以上

M．あなたと一緒に住んでいる家族は自分を含めて

　　何人ですか？

　　　a．　　　人

N．そのうち，自分を含めて何人が働いています
　　か？

　　　a．　　　人
0．そのなかで誰が主たる所得稼得者ですか？

　　　a．わたし　　b。父親　　c，配偶者

　　　d．兄弟　　　e．その他

P．家族全体の総収入は，1ヶ月いくらになります

　　か？

　　　a．　　　　元
Q．あなたの住宅は次のどれですか？

　　　a．この工場の社宅

　　　b．父親など家族が働く工場の社宅

　　　cこの工場の独身寮　　d．・自分の持家

　　　e．貸家・アパート　　五その他

R．あなたの技術（あるいは行政の）級は何級です

　　か？

　　　a．　　　　級
S．あなたは中国共産党の党員ですか？

　　　a．はい　　b．いいえ　　c．答えたくない

T．あなたが購読（あるいはいつも読む）している新

　　聞と雑誌（含む専門誌）の名を教えて下さい．

　　　3．新聞紙名①　　　と　②
　　　b．雑誌名①　　　　　と　②

II　（職務満足・競争・公平などについて）

　　　　　　　　　　　　［答を1つ選んで下さい］

　A．あなたに，もし昇給か昇進（ただし昇給はなし）

　　　いずれかの機会が与えられたら，どちらを選び

　　　ますか？

　　　　a．昇給　　b。昇進　　c．どちらでもよい

　B．あなたは，いま企業に次のどれを実現してほし

　　　いと思いますか？

　　　　a。昇給　　b．昇進

　　　c．それ以外の労働条件の改善

　C．あなたは，いまの賃金水準に満足しています
　　　か？

　　　a．満足している　　b．低すぎる

　　　c．低いと思うが，やむをえない

　D．あなたは，現在の職場の人間関係に満足してい

　　　ますか？

　　　a．満足している

　　　b．上司（部下）との関係に問題がある

　　　c．同僚との関係に問題がある

E．あなたは，現在の仕事に満足していますか？

　　　a．満足している

　　　b．仕事がきっすぎる，難しすぎる

　　　c．仕事がやさしすぎ物足りない

　　　d．忙しすぎる

F．あなたにとって最も重要と考えられる生活はど

　　れですか？
　　　a．家庭生活　　b．職場の生活・人間関係

　　　c．そのいずれでもない社会生活

G．あなたは，工場のなかで色々異なった職場への

　　配置変えがあった方がよいと思いますか？

　　　a．同じ仕事のままの方がよい

　　　b．色々な職種を経験したい

　H．あなたは，一般に転職や他の企業に移る機会が

　　あった方がよいと思いますか？

　　　a．他の企業に移れる自由があるべきだ

　　　b．同じ企業で終身雇用の方がのぞましい

　　　c．他の企業や同じ企業のなかでも，職種を変

　　　える自由があるべきだ

1．　退職者のあとに，その人の息子や家族が就職で
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　　きる制度を，あなたはどう思いますか？

　　　a．良い制度である　　b．良くない

　　　c．現在の中国ではやむをえない

J．ある人が欠勤した時，その仕事は誰がそれを補

　　充すべきだと考えますか？

　　　a．その人が後日やればよい

　　　b．同じ職場の人がやればよい

　　　c．欠勤者専用の代替要人を準備しておくぺ

　　　きだ

K．仕事にはお互いの競争が持ち込まれるべきだと

　　考えますか？

　　　a．競争は必要である

　　　b．競争よりも職場の人間関係の協調の方が

　　　必要だ

　　　c．競争よりも少しでも多くの人に仕事を与

　　　える方が重要だ

L　もし職場にどうしても競争が必要な場合，次の

　　いずれが良いですか？

　　　a．・個人間の競争

　　　b．グループをつくり，グループ間の競争

M．企業は出来高給を採用すべきだという意見をど

　　う思いますか？

　　　a．出来高給は必要だ

　　　b．教育や人間性なども反映した総合的職能

　　　給がよい

　　　c．賃金はなるべく平等な時間給（日給や月

　　　給）がよい

N．あなたの場合，出来高給と時間給のどちらがよ

　　いですか？

　　　a．仕事が少しきつくなっても能力の生かせ

　　　る出来高給が良い

　　　b．仕事の遅い速いに左右されない時間給が

　　　良い

　　　c．出来高給は仕事の性質上採用困難である

0．賃金は，主に勤続年数とともに上っていくべき

　　だという意見をどう思いますか？

　　　a．年功賃金は重要である

　　　b．賃金は年功賃金でなく，平等な方がよい

　　　c．賃金は能力給（含む出来高給）がよい

P．あなたの現在の賃金には，次のどのような性質

　　が反映されていると考えていますか？　（いく

　　つでもかまいません）

　　　a．学歴　　b．勤務態度　　c．出勤状況

　　　d．能力　　e．思想品徳

　　　£生産への貢献度　　g．その他

Q．あなたは，この工場の賃金体系全体をどう思い

　　ますか？

　　　a．平等過ぎてよくない　　b．適切である

　　　c．格差が大きすぎて不平等である

R．あなたは，この工揚の住宅政策に満足していま

　　すか？

　　　a．満足である　　b．不満足である

　　　c．満足ではないがやむをえない

S．あなたは現在のボーナスの水準をどう思います

　　か？

　　　a．満足である　　b．不満である
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　　　c．満足ではないがやむをえない

T．あなたは，現在の休日制度や労働時間をどう思

　　いますか？

　　　a。満足である　　b．不満である

　　　c．満足ではないが不満でもない

U．あなたの最も親しい友人は，職場の人ですか，

　　それとも工場外の人ですか？

　　　a．同じ工場の人である

　　　b．親しい友人は工場の外にいる

V．もし職場で何か困った問題がおきた時，あなた

　　は誰に相談しますか？

　　　a．職場の上司　　b．職場の友人

　　　c．労働組合　　　d．家族親戚

W．あなたはこの工場の福利厚生施設についてどう

　　思いますか？

　　　a．満足である

　　　b．不満である（具体的に改善してほしい施設

　　　は？　　　　　　　　．　）
　　　c．満足ではないが，現在の中国ではこの程度

　　　でやむをえない

III　（近代性意識や職務規律について）

　A．あなたの工場や周囲の社会では，男性と女性は，

　　　能力が等しい場合，平等に扱われていると思い

　　　ますか？

　　　　a．概ね平等である

　　　b．平等に扱われていない

　　　c．男性優先にすべきで，必ずしも常に平等で

　　　　ある必要はない

　B．怠惰な労働者は解雇すべきであるという意見が

　　　ありますが，どう思いますか？

　　　　a．断然解雇すべきだ

　　　b．本来なら解雇すべきだが，中国の実状では

　　　．むずかしい

　　　c．解雇せず教育してゆくべきである
　C．最近「工場長責任制」や「経営請負責任制」な

　　　ど新しい制度が導入され始めていますが，あな

　　　たはどう思いますか？

　　　a．大いに期待できる

　　　b．悪いことではない

　　　c．あまり効果はないであろう

　　　d．むしろ弊害がある

D．「鉄飯碗」とが「大鍋飯」とかいわれますが，あ

　　　なたはどう思いますか？

　　　a．改めるべきである

　　　b．現在の中国では仕方ないと思う

　　　c．労働者には責任がなく，党や役人，経営者

　　　　に問題がある

　E．賃金や昇進，地位などは，原則として教育水準

　　　に応じて決められるべきだという意見がありま

　　　すが，あなたはどう思いますか？

　　　a．原則としては賛成だ

　　　め．教育以外にも考慮すべき重要な要因はた

　　　　くさんある

　　　c．教育水準は有効な判定基準ではない

F．企業の中で人物を評価する場合，どのような基
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準が最も重要だと思いますか？

　a．思想やイデオロギー　　b．職務能力

　c．人間的な魅力

いまここに遅刻や欠勤など職務規律に非常に厳

しい管理者がいたとします．あなたはその人の

態度をどう考えますか？

　a．歓迎すべきことである

　b．中国の現状では，あまり厳しくしても意味

　がないと思う

　C．良いことではなく，もっと寛容であるべき

　だ

H．企業は生産部門のほかに，幼稚園や学校，病院

　　などたくさんの非生産部門をもっています．そ

　　のことをあなたはどう思いますか？

　　　a．非生産部門は企業から切り離し，独自に運

　　　翻すべきだ

　　　b．好ましいことではないが，現在の中国では

　　　やむをえないことだ

　　　c．労働者にとって便利であり，大変良いこと

　　　だ

1．　あなたの仕事が非常に忙しい時、家族に病人が

　　出たとします．その時あなたはどうしますか？

　　　a．欠勤して，家族を病院につれていく

　　　b．仕事を優先して，家族のことは他人に任せ

　　　る

J．「労働に応じた分配」ということがいわれます

　　が，それはどのようなことを意味すべきだと思

　　いますか？

　　　a．たとえ不平等になっても，能力に応じた分

　　　配をすべきこと

　　　b．一人でも多くの人に職を与え，働く人はす

　　　べて報酬をうるべきこと

　　　c．すべての人に平等に分配すべきこと

K．次の職業のうち，社会的に最も重要だと思われ
　　るものを，順序をつけ2つ（◎），また最も重要

　　でないと考えられるものを1つ（△）選んで下さ

　　い．

　　　a．（）医者　　　　　b．（）技術者

　　　c．（）大学教授　　　d．（）小学校教師

　　　e．（）解放軍兵士　　f（）経営者

　　　g．（）政府役人　　　h．（）公安委員

L．あなたが現在，職場に誇りを持っているとすれ

　　ば，それはこの工場に対してですか，それとも

　　仕事に対してですか？

　　　a．工場に対して　　b．仕事に対して

　　　c．どちらにも誇りをもっていない

M．あなたは，この工場で定年まで働くつもりです

　　か？

　　　a．定年まで働く

　　　b．他にもっとよい職場があれば変りたい

　　　c．まだ決めでいない

N．もしあなたの今の仕事と同じ仕事が，あなたの

　　息子や娘にも提供されるとしたら，あなたはど

　　う考えますか？

　　　a．是非息子（娘）にも，すすめたい

　　　b．彼らは自分の意思で選択したらよい

　　　c．彼らには自分よりももっとよい仕事につ

　　　いて欲しい

0．あなたにとって，《よい仕事》とは，次のどれを

　　意味しますか？

　　　a．賃金が高いこと

　　　b．働きがい（仕事に価値）があること

　　　c．職場の人間関係がよいこと

　　　d。長く働けること

　　　e．仕事が楽なこと

P．もしあなたに転職する機会が与えられるとすれ

　　ば，どんな仕事を選びますか？

　　　a．もっと賃金の高い仕事

　　　b．もっと能力の生かせる仕事

　　　c．もっと楽な仕事

　　　d．もっと挑戦的で面白い仕事

Q．企業は互いに競争すべきだという意見がありま

　　すが，競争の結果たとえ倒産するにしても，そ

　　の企業は競争すべきだと思いますか？

　　　a，倒産する企業を出してまで競争する必要

　　　はない

　　　b．たとえ倒産しても競争は続けられなけれ

　　　ばならない

　　　c．現在の中国では本当に倒産することはあ

　　　りえない
R，一般に昇進に際しては，「関係」が必要だといわ

　　れますが，あなたはどう思いますか？

　　　a．そんなことはない．能力や経験に応じて

　　　公平に昇進が行われている

　　　b．好ましいことではないが，現在の中国では

　　　やむをえないと思う

S．あなたはこの工場の様々な規則をどう思います

　　か？

　　　a．厳しすぎる　b。適切である

　　　c．もっと厳しくすべきである

　　　d．厳しいが，守られていない

T．あなたは，秀れた工場経営者には次のどんな資

　　質が最も重要だと思いますか？

　　　a．大きな利潤をあげる能力

　　　b．従業員の世話をよくすること

　　　c．思想やイデオロギーをも含めた人間的品

　　　格

IV　（熟練・技術・品質意識について）

　A．熟練の形成には，次のうちどの要因が最も重要

　　　だと思いますか，重要な順に2つ選んで下さい

　　　　a．経験　　　　b．基礎教育
　　　　c．管理老の指導．　d．健康的な体力

　　　　e．カンなど個人の天性

　B．管理者の能力としては，何が最も重要だと思い

　　　ますか，1つ選んで下さい
　　　　a．経験　　b．教育　　c．人格

　C．新しい設備が導入されたり，技術革新があった

　　　とき，その対応には何が最も必要だと思います

　　　か1つ選んで下さい
　　　　a．経験　　b．技術教育　　c．OJT

　D．いまある機械設備に技術革新があった場合，そ
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　　の導入が可能な時，古い機械は廃棄しても導入

　　すべきだと思いますか？

　　　a．その技術革新が画期的ならば，廃棄しても

　　　導入すべき

　　　b，古い設備がまだ使えるのならば，導入すべ

　　　きではない

　　　c．古い設備の性能が落ちてきてから，導入す

　　　ればよい

E．あなたの工場に新しい機械設備が導入された時，

　　あなたはどうしますか？（賃金の上昇はないも

　　のとする）

　　　a．正式の教育訓練をうけて，そこに配置され

　　　たい

　　　b．現在の職場で満足しているので，このまま

　　　でよい

　　　c．OJT程度なら受けて，新しい機械の操作

　　　をしたい

F．あなたは国家標準（GB）・機械工業部標準（JB）

　　というのがあることを知っていますか？

　　　a．知っている　b．知らない

　　あなたはそれを実際に見たことがありますか？

　　　a．見たことがある　　b．見たことがない

　　あなたはそれを実際に使って仕事をしたことが

　　ありますか？

　　　a．ある　　b．ない

G．あなたは，国家標準や機械工業部標準は，誰で

　　も簡単に買えると思いますか？

　　　a．個人でも簡単に買える

　　　b．機密なので簡単には手には入らない

　　　c．工場など公的機関は入手可能である

　　もしそれが手に入るのならば，どこで手に入れ

　　られますか？

　　　d．

H．いまあなたの工場の製品に品質の差がある（他

　　の工場のものに比べて劣っている時）場合，品

　　質の差に応じて価格にも差をつけるべきだと思

　　いますか？

　　　a．品質に差はあっても，価格は同一にすべき

　　　だ

　　　b．品質に差があれば，当然価格差があっても

　　　仕方がない

　　　c．価格にあわせた品質に改善すべきだ

　　　d．品質にはあまりこだわらず，生産量を増加

　　　させるべきだ

1．　いまあなたの工場で，生産量を増加させるか，

　　品質を改善するかどちらか一方のみが可能とし

　　ます．あなたはどちらが重要だと思いますか？

　　　a．生産量の増加　　b．品質の改善

J．あなたの工場の製品検査・品質検査をどう思い

　　ますか？

　　　a．よく知らない　b．現状のままでよい
　　　c．もっと厳しくした方がよい

K．あなたは，QCサークルとはどういう目的をも
　　つものか知っていますか？
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　　　a．よく知っている

　　　b．詳しくは知らないが一応知っている

　　　c．知らない

L．あなたは，全面品質管理活動をどう思います
　　か？

　　　a．あまり有効だとは思わない

　　　b。現在はあまり機能していないが，将来は重

　　　要になろう

　　　c．非常に重要だと思う

　　　d．品質管理よりも，もっと重要な問題がたく

　　　さんある

M．あなたは，上司から直接技術の指導を受けるこ

　　とがよくありますか？

　　　a．よくある　　b，たまにある

　　　c．ほとんどない

N．あなたは，上司とよく話したり，一緒に食事を

　　したりする機会がありますか？

　　　a．よくある　　b．たまにある

　　　c．ほとんどない

0．あなたの職場で，もしあなたが生産性を改善す

　　るための提案をしたならば，受け容れられると

　　思いますか？

　　　a，受け容れられるだろう

　　　b．受け容れられないと思う

P．いまあなたの熟練や技能の水準をひきあげるた

　　めには，何が最も必要だと思いますか？

　　　a．上司の技術指導

　　　b．工場外での技術教育

　　　c．労働意欲をかきたてる職場の環境改善

Q．生産性をあげるためにあなたの工場に，外国の

　　機械を導入することは有効だと思いますか？

　　　a．載れた機械があれば生産性はあがると思

　　　う

　　　b．機械が入っても，他のところに問題が多い

　　　ので有効ではないと思う

R．あなたは労働組合の生産性向上に対する取り組

　　みをどう思いますか？

　　　a．労働組合ももっと積極的に生産性向上の

　　　問題にとりくむべきだ

　　　b．労働組合は，労働者の権利を守ってさえい

　　　ればそれでよい

　　　c．労働組合も，よくやっていると思う
S．こあ工場の経営内容を改善するためには，生産

　　量の拡大と品質の改善のどちらが，より重要だ

　　と思いますか？

　　　a．生産量の増大　　b．品質の向上

　　　c．もっと別のところに問題がある

T．品質を改善するためには，どういうことが最も

　　有効だと考えますか？

　　　a。新しい機械設備を導入すること

　　　b．労働者の品質に対する態度を改善するこ

　　　と

　　　c．管理者・技術者の能力向上を図ること


