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本稿では改革・開放前の中国の国営企業単位における組織・個人関係を検討する。中
国独特な組織形態である「単位」と企業の政治組織化が国営企業の大きな特徴をなして
いるが、特に企業における組織・個人関係を分析するにあたって、企業内権威構造の中
心に位置する党組織の考察が欠かせない。本稿では、「単位」の機能や特徴を概観し、
企業内党組織の権限強化の過程を明らかにしたうえで、国営企業単位における「組織圧
力」と圧力の解消方法について検討を加えている。
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ならず、社会保障も受けることができなくな

１．中国独特の組織形態――「単位」

り、生活の場を失うことを意味する。そのた

「単位」（Danwei）とは、都市に住む中国

めに、いかに立派な単位に入り、そこから社

人の職場または勤務先（work unit）のこと

会的地位を手に入れるかは、中国人にとって

であり、それぞれが所属している組織のこと

人生の一大事であった。こうした単位におけ

である。しかし、中国の単位は一般の職場や

る組織・個人関係の本質は、組織が個人のす

勤務先にない、さまざまな機能をもっている

べてを保障する代わりに、個人を単位に縛り

ユニークなものである。₁₉₇₀年代末からの改

付け、単位組織に対する全面的な依存・従属

革・開放前までは、（都市在住の）中国人は

関係に基づいてコントロールすることである。

学校を卒業すると単位に分配され、単位から

個人と企業の契約関係に基づき、労働力を

賃金を受け取るだけでなく、住宅、医療、教

売って労働の対価としての賃金を獲得すると

育などにおいてさまざまな公的サービス・社

いう経済学の原理を考えれば、中国の単位組

会福祉を享受することができた。言い換える

織はきわめて独特なものといえる。

と、単位から離れれば、収入が絶たれるのみ
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ず、全国にある無数の単位がすべて各級の行

理者と従業員との関係は企業対工会（労働組

政機関（ならびに共産党組織）を通して国家

合）の関係であるとの考え方が支配的であり、

にコントロールされ、国家の社会に対する行

工会は労働者の代表として、企業や党組織と

政管理の末端組織にもなっている。すなわち、

は異なった立場に立ち、相対的独立性を持っ

単位は経済的機能だけでなく、政治的、社会

て、賃金、福祉厚生などの労働条件について

的機能をも併せ持ち、中国社会における生産

企業と交渉する主体であった2）。当時の中華

管理、社会管理、政治統治システムの運営に

全国総工会の責任者は、党組織の存在がこう

欠かせない基本組織となっており、この視点

した「企業対工会」の構図を崩す要因となる

から「単位社会」、「単位制度」、「単位体制」、

と考え、上級党組織が企業へ党幹部を派遣し、

1）

「単位現象」などの概念が用いられている 。
こうした雇用、住宅、医療、年金保障など

企業内に党組織を設置することに反対してい
た（李捷生 ₂₀₀₀：₉₈）。

を提供する単位は、組織成員にとって生活基

また、この時期の企業管理委員会には大き

盤であり、生きていくために必要不可欠な存

な権限が与えられており、同委員会が企業の

在となっている。したがって、当時の中国社

最高管理機構となっていた。例えば、華北人

会における資源の希少性、資源に対する単位

民政府が₁₉₄₉年８月₁₀日に発布した「国営・

の一方的な分配権の保有は、契約関係を前提

公営企業における工場管理委員会および職工

としない個人に対する単位の優位性を確実な

代表会議の設立に関する実施条例」の中で、

ものにし、単位における組織と個人の支配・

次のように述べている。「あらゆる国営・公

従属関係を根本的に決定づけたのである。

営企業、工場の行政管理者、党関係者、工会
関係者は、下記事項を明確に認識しなければ

２．企業単位党組織の権限強化の過程

ならない。すなわち、企業長をはじめとする

中国の国有・国営企業の重要な特徴の一つ

企業管理委員会が、企業内の統一的指導機構

は、政治組織である共産党の下部機構が企業

である。この新しい管理組織と管理制度を以

の中でネットワークを張り巡らせ、あらゆる

て古い組織・古い制度にとって代わり、企業

重要事項の意思決定に関して強い権限を持っ

内の重要問題はすべて管理委員会で討議しな

ていることである。ここでは、企業単位党組

ければならない」（中国社会科学院・中央档

織の権限強化の背景と過程を考察し、企業に

案館編 ₁₉₉₃：₁₉₃）。さらに、₁₉₅₀年２月末に、

おける党幹部の権力行使の手段や個人と党組

中財委（中央人民政府政務院財政経済委員

織との関係を分析する。

会）は、まだ管理委員会を設立していない国
営・公営企業に対して、上述華北人民政府の

２ １

建国初期の企業指導体制（1949〜50

「実施条例」に従って、直ちに管理委員会を

年）

設置し、その実施結果を随時報告することを

新中国建国初期の企業（工場）管理は企業

指示した（中国社会科学院・中央档案館編

長（工場長）を中心とする管理委員会によっ

₁₉₉₃：₁₉₄）。すなわち、₁₉₄₉～₅₀年は戦争が

て行われ、職工（従業員）代表会議は管理委

終わって間もない時期に当たり、混乱の中で

員会に協力する立場にあった。また、経営管

戦後復興を図り、生産を回復し、工場管理の
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民主化を実現するためには、差し当たり旧経

題について、華東都市工作会議の参加者やそ

営陣を利用しながら、工場管理委員会および

の他数多くの関係者が、工場で党委員会を設

職工代表会議を通して管理する方法をとって

立し、党による統一的指導を実現することを

いたのである。少なくともこの時期において

切望している。その理由は、我々にとって、

は、企業内の党委員会指導体制は存在してお

現在企業管理者として経済や技術に精通し、

らず、企業管理の権限は企業長を中心とする

そのうえ党と大衆に関連する仕事も熟知する

管理委員会にあったと考えられる。

幹部が余りにも少ないか、ほとんどいないこ
とにある。したがって、『一長制』による企

２ ２ 「一長制」と「党委員会指導制」の併

業管理は大変難しい。しかし、党委員会の形

存（1951〜56年）

で集団的指導体制をとっていれば、企業長の

₁₉₅₀年代前半では、地域によって国営企業

欠点を補うことができるし、また党、行政、

の指導体制が異なり、「一長制」（企業長単独

工会、青年団など各団体に対する統一的指導

責任制）と「党委員会指導下の工場長責任

もできる。言い換えれば、緊急事項の場合の

制」が併存し、党内の意見の対立による混乱

み工場長によって先に処理してもよいが、こ

が見られた。まず、旧ソ連の影響が強い東北

れ以外の場合は企業のあらゆる重要問題に関

地区において、中共中央東北局は中央の同意

して、すべて事前に党委員会の討議に付し、

を得て、₅₁年５月から「一長制」を導入した。

多数決で可決したうえで実行すべきである。

この制度の主な特徴は、①企業長が生産経営

…かつて我々は軍隊の中で党委員会制を実施

の指揮を行う、②生産方針、管理制度、人事

し、軍隊が党組織に助けられた経験がある。

任免および給与・福祉といった重大な問題に

当面の企業管理についても党委員会制が最善

関しては、工場管理委員会は企業長に協力し

の策と考える」。

て意思決定を行う、③企業党委員会が政治思

この考えに基づいて、中共中央華北局は₅₁

想工作の指導を行い、生産と行政について

年６月より「党委員会指導下の工場長責任

「保証・監督」の役割を果たすというもので

制」を実施することを決定した。これによれ

あった（唐亮 ₁₉₉₇：₂₂₇）
。

ば、企業の重要問題に関してはすべて党委員

しかし、同じ時期に、華北、華東などの地

会が決定権を持ち、工場長が党委員会に責任

域では、国営・公営企業内に党委員会を設置

を負い、党組織の決定事項を実行する立場に

し、党組織のもとで統一的指導体制を実施し

あるとした。その結果、当時、多くの地域が

ようとする機運が高まっていた。₅₁年５月₁₆

華北局に追随し、党委員会指導下の工場長責

日、当時の中央人民政府副主席である劉少奇

任制を取り入れたのである。

は、高崗（当時の中央人民政府副主席、東北

しかし、この時期には、企業内党員幹部の

行政委員会主席）に書簡を送り、国営企業の

考え方の違いや党組織自身の問題点が存在し

管理体制、党委員会の指導的役割について次

ていた。例えば、中共山西省党委員会が₅₂年

のように強調し、「党委員会指導制」を提起

７月₂₄日付で中共中央に提出した「全体報告

した。

書」では、次のように述べている。民主的改

「国営工場で統一的指導体制を実現する問

革の結果、「国営・公営企業における党の指
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導的役割が強化されてきたが、しかし、党委

について、毛沢東は建国初期から、党を中心

員会制は健全とは言えず、党と行政との関係

とする集団指導体制を主張し、党書記、工場

も協調性に欠けている。その原因は以下の３

長、工会主席の３人、あるいはそれに技術者、

点にあると考える。第１に、行政担当の一部

労働者を加えた５人指導体制を取るべきだと

の党員幹部は、思想的・情緒的に『一長制』

説き、「工場長責任制」に反対していた。₅₆

を以て党委員会制に対抗しようとしている。

年春、毛は中央₃₄の部・委員会の報告を聞い

彼らは仕事に関しては行政上の縦割りを強調

た際に、「工場長責任制」に賛成している部

し、横割りの同級党委員会の指導を尊重しな

長（閣僚に相当）らを厳しく非難し、彼らを

い。第２に、党委員会の責任者の多くは生産

「一長制主義者」と決めつけて一蹴した。ま

や行政（管理）業務を熟知しておらず、党の

た、その後のある政治局拡大会議の席上で、

指導とその他の組織との関係を理解していな

毛は国務院総理の周恩来に「『一長制』を進

い。第３に、党委員会が党の基層組織の建設

めたのは、いったいどこの党中央の命令によ

を軽視し、全党員を動員して工会と青年団に

るものか？北京の党中央なのか？それともモ

おいて積極的に活動し、それを通じて党の指

スクワの党中央なのか？」と詰問したという

導的役割を発揮することを怠っている」（中

（薄一波 ₁₉₉₇：₉₉₅-₉₉₆）。中共八大（中国

国社会科学院・中央档案館編 ₁₉₉₃：₂₀₄）。

共産党第八期全国代表大会）における「一長

そして、党委員会の指導を強く主張した中共

制」への否定と全国範囲での企業内党指導体

中央華北局も、党委員会の集団指導体制の下

制の導入は、こうした毛沢東の考え方と大き

では責任の所在が不明確であり、企業管理が

く関連している。

混乱に陥ったため、₅₄年４月、再び「工場長

こうして、₅₀年代半ばから企業体制改革が

責任制」への移行を決定した。翌５月、中共

始動した₈₀年代初頭までは、企業における党

中央は華北局の決定を批准し、党内での反対

委員会の地位・権限の強弱は政治情勢によっ

意見を押し切り、各地域に対して「工場長責

て変化したものの、全体的に言えば、企業党

任 制 」 の 実 施 を 通 達 し た の で あ る（ 唐 亮

組織はかなり強い権限を握り、企業に対する

₁₉₉₇：₂₂₇-₂₂₈）。

支配的地位を不動のものにしていた時期であ
る。特に文化大革命運動が盛んだった₆₀年代

２ ３

党委員会指導体制の全面的導入（1956

末より、「党委員会の一元化指導体制」が強

〜80年代初）

調され、党書記が企業のすべての事項に対し

ところが、₅₆年９月に開かれた中国共産党

て決定権を持つに至ったのである。

第八期全国代表大会において、旧ソ連から導
入された「工場長責任制」は労働者の民主的

３．個人に対して絶対的優位に立つ企業党組織

権利を形骸化させたものとして批判され、

長い間、企業において指導的立場に立ち、

「党委員会指導下の工場長責任制」の導入が

最高経営責任者として実権を握ってきた党委

決定された。こうした党組織の指導を前提と

書記、および党書記を中心とする党幹部らは、

する企業管理体制は、企業体制改革が始まる

組織成員にとって、入党（共産党への加入）、

₈₀年代初頭まで存続し続けた。企業指導体制

提幹（幹部への昇進）、住宅分配など福祉上
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の優遇、およびこれらに伴うさまざまな利益

志願者は「入党申請書」と「思想

獲得の決定に当って最も重要な存在であり、

想・認識の変化に関する報告書）を書いて所

3）

報」（思

また「档案」 の中身を利用して個人の将来

属部署・作業場の党支部に提出しなければな

を左右する恐るべき存在でもあった。こうし

らない。提出回数が多いほど入党を切望して

た単位内党組織の強い権限と支配手段として

いると見なされるが、幾度提出しても入党を

の入党審査、
「政治表現」評価、档案制度な

認められない者も少なくない。入党できない

どは、単位の組織的特徴をなしている。

申 請 者 の ほ と ん ど は、 政 治 的「 表 現 」

単位制度下の中国人はしばしば「入党」と
「提幹」をセットで考え、「入党」が「提幹」

（Biaoxian）に関するマイナス評価が原因
であった。

の前提であり、「入党」できない者が「提幹」

「表現」がどう評価されるかは個人にとっ

も望めないことを心得ている。出世コースは

て実に重要なことである。特に入党、昇進を

何よりもまず入党を果たし、それから一歩ず

強く期待している者は、「表現」の評価次第

つ昇進していくのが不文律であり、党員でな

でその前途が大きく影響される。また、入党、

ければ幹部の候補者になる可能性はきわめて

出世を期待しない組織成員にとっても、昇給、

低かった。このような党組織がトップに位置

奨励金や住宅の分配、理想の職種への配置

するヒエラルキーのもとで、政治組織化され

（作業場からオフィスへの異動など）で有

た企業は個人に対して絶対的優位に立ってい

利・不利に「表現」評価が直結されるので、

るため、党委員会が決定権を握る企業単位で

評価の結果は無視できない。

の昇給・昇進、奨励金の分配、住宅分配など

ところで、「表現」とは何か。アメリカ人

におけるアドバンテージを望むのであれば、

社 会 学 者 の ア ン ド リ ュ ー・ ワ ル ダ ー

党組織（その象徴としての党委幹部）に忠誠

（Andrew G. Walder） に よ れ ば、「 表 現 」

を誓い、その意向に服従し、積極的に党を支

には個人行為のさまざまな面が含まれている。

持する態度と行動を示さなければならない。

例えば、勤務態度、思想的傾向、個人の品

ところが、党員になるためにはいくつかの

性・資質、道徳、信頼度、政治態度（共産党

高いハードルを乗り越えなくてはならない。

の政策を理解し、党の指導を積極的に支持し

まず入党申請者は自らの「出身階級」、「出身

ているかどうか、愛国心があるかどうか、政

家庭」の状況をさらけ出し、党組織の審査を

治運動に積極的に参加しているかどうか）、

受けることになるが、資本家、地主、富農、

ほかの従業員と助け合うこと（「団結互助」）

特務（スパイ）、反革命分子などの家庭に

ができるかどうか、組織のリーダーに従い、

育った人間は決定的に不利である。こうした

協力することができるかどうかなどが審査の

いわば先天的な要件に対する本人の対応を

内容とされる。要するに、仕事に関係するこ

チェックするために、その人の言行が日々監

とだけでなく、成員によるすべての行為が

視・考査されるが、親、親戚、ひいては配偶

「 表 現 」 の 中 に 収 め ら れ て い る（Walder

者との間で政治的な立場に一線を画し、家族

₁₉₈₆：₁₃₂-₁₃₄, ₁₆₀、および谷川真一 ₁₉₉₇：

に批判的な態度を示せば、入党するチャンス

₁₉-₂₀）
。こうした内容から見れば、「表現」

が与えられる可能性がある。つづいて、入党

に関する評価は業務能力や実績との関連が小
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さく、その中心はむしろ共産党・政府に対す

ために自らの貢献を惜しまず、同時に国家の

る日常の態度や考え方などイデオロギー的な

イデオロギーを自己の道徳観に内在させる人、

ものであり、そのため数多くの政治キャン

などである。彼らは党幹部への忠誠・支持と

ペーンでの行動が重要になってくる。また、

引き換えに、入党・昇進のチャンスや福祉上

「表現」は実績に基づく評定ではないので、

の利益を手に入れ、両者の関係は互恵・交換

タテマエ・ホンネを使い分け、「表現よく」

の関係である。この場合は「積極分子」が党

振る舞う人が得をすることになる。この場合

組織・党のイデオロギーに対する忠誠と、党

の「表現」はパフォーマンスと等しい。いず

幹部個人に対する忠誠を混同させているのが

れにしても、すべての物質や社会サービスが

特徴である。そして、こうした党幹部・企業

単位経由で分配され、分配権が単位の党委書

幹部と「積極分子」とのネットワークの存在

記、職場幹部の手中に握られる時代では、

が従業員の分裂をもたらし、「積極分子」で

4）

「表現」に対する評価は重要な意味を持つ 。

はない大多数の組織成員は、企業党幹部への

このように、「『表現』という評価基準の導入

敵意や不満を「積極分子」に向かわせ、その

によって、二つの面から評価結果を変えるこ

結果、従業員の中で孤立している「積極分

と と な っ た。 一 方 で は、『 政 治 的 表 現 』

子」がますます党組織に近寄ることとなった

（political showing）において優位に立つが、

のである（Walder ₁₉₈₆：₇, ₂₆, ₁₄₈, ₁₆₆-₁₇₅）
。

そのほかでは平凡な人が昇進・昇給が保障さ
れる。他方では、発言が一線を越え、あえて
権威に挑戦し、あるいはそれ以外の事項につ

４．企業単位における組織と個人の関係
４ １

ワルダーの三つの従属論

ワルダーは₁₉₇₉～₈₀年に、中国国営企業に

いても『表現の悪い』人が昇進の対象から排

勤めていた企業長、技術者、および労働者へ

除された」（Walder ₁₉₈₆：₁₃₆）
。
企業党幹部・職場幹部は指導・管理の優位

のインタビューに基づいて研究を進め、優れ

を確保し、維持するために、党に好意的で政

た成果を残している。同氏は産業組織論の観

治活動にも熱心であり、党の指示・命令に積

点から、主に毛沢東時代の中国国営企業5）の

極的に従う「積極分子」（loyal clients）と

権力構造、組織内の権威関係の解明を試みた。

呼ばれる少数の組織成員との間に、安定的で

彼の研究がきっかけとなって、単位を一つの

制度化された上下の互恵関係のネットワーク

組織制度として分析する理論的フレームワー

（network of patron-client relations）を作

クが形作られたのである。ワルダーは企業に

り上げた。ワルダーによれば、
「積極分子」

対して、中国の労働者がきわめて高い従属

を次のようにいくつかのタイプに分類するこ

（dependence）関係にあると主張し、この

とができる。すなわち、野心家で口のうまさ

従属関係を次の三つの側面から見ることがで

で出世のエスカレーターに登ろうとする人、

きると指摘した。すなわち、第一に、従業員

思想的に幼稚で、ただ皆のために役に立ちた

の企業に対する社会的・経済的依存である。

いと思っている若者、忠誠心があり努力もし

もっとも、労働者の企業への従属関係は世界

ているが、政治にはあまり関心を示さない

のすべての工場に存在し、企業内権威関係の

「模範的労働者」、人間的に成熟し、企業の

基礎となっている。こうした従属関係の程度
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は、組織成員の満足度（または潜在的満足

いて「権力の個人化」が見られた。単位の車

度）と企業の外部での選択機会の有無によっ

間 主 任（ 現 場 主 任、workshop leaders） な

て決まる。言い換えれば、組織成員が（企業

どは、人事および賞罰制度について大きな権

に頼らず）ほかの方法を通して欲求を満足さ

限を有しているが、企業内党組織の存在に

せる機会が少なければ少ないほど、所属企業

よってその権限がさらに強化されている。党

への依存度が大きくなる。単位制度下の中国

の指導が基層に浸透し、各車間（作業場）に

では、国営企業が労働者に対して、給与だけ

党支部が設置されているため、支部書記と車

でなく、住宅、医療保険、年金などすべての

間主任に人事・行政権が集中している（例え

社会保障を提供することで（単位がこれらの

ば、住宅や物品の分配、研修の許可、休暇の

唯一の提供元である）、また、労働力市場の

許可、個人評価書の作成、上級党組織への情

未発達を背景とする雇用機会の少なさによっ

報の提供、規則違反者への懲罰など）。この

て、国営企業の労働者は単位組織に対して高

ような個人による強い権力の行使はアメリカ

6）

度な従属関係にあるのである 。

や日本の企業では全く存在しない（Walder

第二に、従業員の経営側への政治的依存で

₁₉₈₆：₁₅-₂₂, ₈₀）。
ワルダーによる国営企業労働者の広範な従

ある。国営企業の大きな特徴は企業の政治組
織化である。企業には党委・党支部・党小組、

属関係に関する研究は、単位制度下における

共青団、工会、婦女連合会、保安部（科）な

個人の自由・自立が確立しなかった社会的・

ど、さまざまな重なり合った政治組織が存在

政治的・組織的要因を明らかにし、単位の組

し、これらの組織は労働者の連帯や反対派の

織と個人の関係、およびその権威構造研究の

組織化を防ぐと同時に、従業員から「積極分

新境地を拓き、実証的にも理論的にも大きな

子」を発見し、政治組織のリーダーや支持者

貢献をしたと評価され、注目されている7）。

として彼らを育てる役割を果たしている。ま

しかし、その一方で、同氏の研究にはいくつ

た、政治組織は「積極分子」を通して一般労

かの問題点が存在している。以下、それらの

働者の思想的動向を探知することもできる。

問題点を指摘していく。

企業の政治組織に対して異論を唱える者は、

第１に、ワルダーは個人の単位組織への高

その言論の記録が「档案」に保存され、不利

度な従属関係、言い換えれば、組織の個人に

な資料として本人に一生付いて回ることにな

対する強い束縛・制約を強調するあまり、企

る。したがって、昇進・昇給や企業幹部に高

業単位内の権威構造や組織と個人の関係は党

く評価されることを期待し、集団の中で優位

委書記・車間主任――「積極分子」――労働

に立つことを望むのであれば、政治的、思想

者のように単純化・図式化されている印象が

的に党幹部らに従属し、「積極分子」になる

強い。確かに、この図式に示される関係が、

か、企業幹部と個人的な「関係（guanxi）」

国営企業の権威構造を象徴するものとして存

（コネ）を持つかのどちらかが出世の道具と

在していたことは否定できないが、しかし、

して必要である。

職場の人間関係がすべてこれに当てはまるか

第三に、従業員の上司への人格的依存であ

は疑問である。

る。中国の国営企業では、かなりの程度にお
― 23 ―
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（Brantly Womack）は「中国社会の現実に

を国営企業従業員のサブカルチャー

より適合している概念」として「単位社会主

（subculture）と定義し、著書の中でも頻繁

義」（work unit socialism）を打ち出してい

に触れてはいる（例えば、Walder ₁₉₈₆：₆,

る。この概念のポイントは、個人による対抗

₇, ₁₂, ₂₆）ものの、その実態や仕組みを解明

が不可能である国家権力と、単位成員の終身

してはいない。

雇用（就業の永久性）という二者間の張力

第２に、ワルダーは組織成員の企業（幹

（tension）を重視していることにある。単

部）への社会的・経済的・政治的・人格的な

位という永続的で固定された空間の中で、国

依存関係を強く説いたものの、成員の組織と

家および単位指導者の権力と対極に位置して

の消極的な関わり方、例えば、組織の一員と

いるのが、欠くことのできない単位成員の長

しての自覚の欠如、仕事に対する無責任、組

期的協力であり、この権力と協力の関係を前

織過程・協働への低い関与意識、さらに組織

提に、単位組織と個人の関係を考えなければ

への貢献意欲の欠乏などに関しては、掘り下

ならないと強調した。

げた検証がほとんどなされていない。資本主

具体的にみると、「単位社会主義」には三

義経済ではありえない「企業が破産しない」、

つの内容が含まれている。一つめの内容は、

「企業が労働者を解雇できない（鉄飯碗）」、

組織成員に対する評価において、忠誠心と庇

「企業（単位）に入れば生活のすべてが保障

護主義的原則に従いながらも、個人の技術力、

される」など、本人および家族の生存に必要

キャリア、家庭関係、性格などが考慮されて

な基本的環境や条件が満たされている国営企

いるというものである。また、縦割りの上下

業では、入党・昇進の可能性を持たずまた期

関係のほかにも、組織成員間にインフォーマ

待もしておらず、そして一生懸命に働くこと

ルな道具的・実用的互恵関係のネットワーク

にも無関心で、ただ「混日子」（いい加減に

が存在している。二つめの内容は、工場およ

働き、怠惰に暮らす）している労働者にとっ

びすべての生活空間の中で顔なじみの人々に

ては、国営企業はまさに楽園であろう（共産

よって小グループが作られ、彼らは互いによ

党や政府を公然と批判したり、重大な罪を犯

く知り合っているため、公の場での衝突をで

したりする人は「開除」＝職場から追放され

きるだけ避けようとしている、というもので

ることになるが）。これらの従業員の存在は

ある。三つめの内容は、強い人間関係の絆が

効率的な生産活動に悪影響を与えていると言

存在しているというものである。この人間関

わざるを得ない。要するに、同氏の記述では、

係には親疎の別があり、血縁関係が優先され

「服従における利益」（Max Weber）の「服

ている。そして、親疎の程度はその後の付き

従」が強調される一方で、組織成員が享受し

合う頻度に対する予測で決まる（Womack

ている「恩恵・利益」や果たすべき「義務」

₁₉₉₁：₃₁₃-₃₃₂）。ここで、ウーマックが言及

の側面には紙幅が割かれていないように思わ

している組織成員間の「インフォーマルな道

れる。

具的・実用的互恵関係のネットワーク」につ

第３に、ワルダーは１年余りの時間をかけ

いて、ワルダーは「党組織がコントロールで

て、₈₀人のインフォーマントに対し、₅₀₀時

きないさまざまな個人関係のネットワーク」

間以上にわたってインタビューを行ったが、
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訪問対象者はほぼ全員大陸から香港への移住

関係である。組織の圧力は、組織の型（組織

者である（内ニューヨーク在住者２人）。何

のタイプ・構造のあり方）によって異なり、

らかの背景や事情で移住した彼らが、かつて

例えば、欧米型の経営組織と日本型の経営組

勤めていた国営企業、職場の上司や同僚を色

織とでは、構成員が受ける「組織圧力」は異

眼鏡で見ていた可能性は否定しきれないだろ

なったものとなる。欧米型の組織にあっては、

う。単位を退職してからも中国（本土）で暮

明確に規定された職務内容と範囲、職務構成

らす人々や、₁₉₈₀年当時国営企業で働いてい

の中で「権力的志向の強い上下関係」が広く

た人々をも訪問対象に加えれば、あるいは異

見られ、「組織圧力」は、中間管理職のレベ

なった結論が下されたのかもしれない。

ルにまで委譲された解雇権と、それを背景と
した権力的な指揮・命令関係に集中的に現わ

４ ２

企業単位における「組織圧力」とそ

れる。こうした組織の中での緊張関係の処理

の解消方法

方法は、⑴組織との関わりを時間面・機能面

組織とは、「意識的に調整された人間の活

で極力限定し（契約した労働時間を厳格に守

動や諸力の体系」である（バーナード 和訳

り）、特定の集団に深く埋没することを避け

₁₉₆₈：₇₅）。いかなる組織にも、組織とその

ること、⑵常に組織・集団からの脱退の自由

中で働く「個人」との対立・葛藤から生じる

を確保すること、によって個人の組織からの

緊張関係が存在している。個人の立場から考

自立を堅く守ることにある。

えると、このような緊張関係は「組織圧力」

欧米型の経営組織に対して、日本の組織で

として重くのしかかってくるが、組織から脱

は権力的な指揮・命令関係は意識的に抑えら

退しない（脱退できない）以上、個人は何ら

れるが、反面、集団的圧力のもとで、範囲や

かの方法や手段によってこの圧力を解消し、

限界の不明確な協力要請が行われる。特別な

組織への依存関係を維持しようと考えるので

事情がない限り組織の要求が優先され、個人

ある。

の欲求が抑圧され、欲求不満の蓄積がもたら

以下において、中国の国営企業単位におけ

される。そのうえ、長期雇用慣行と労働市場

る「組織圧力」の内容とその独特性、そして

の縦断性のために、こうした状況からの退避

成員の不満解消手段の特徴を、岩田龍子によ

の機会が大きく限定されている（「退路が塞

る組織と個人との関係に関する理論的枠組み

がれる『高圧釜状況』」）。日本の経営組織の

を援用し、国際比較経営学の視点から検討す

下では、個性的な人間の受ける「組織圧力」

る。

は、欧米型組織に比べて強くなりがちである。
欧米型・日本型の「組織圧力」と

４ ２ １

以上のような「組織圧力」の下で、欧米社

解消方法

会と異なった緊張関係の日本的な処理方法が

岩田によれば、「組織圧力」とは、「構成員

取られた。すなわち、とりあえず組織の要求

にある行為を強制したり、志向・欲求を抑圧、

を受け入れ、その要求に対する不満を別の場

あるいは変更を強いるような組織の要求」の

で解消する（仲間うちの「ガス抜き」など）

ことであるが、その本質的な部分は、「組織

といった、タテマエとホンネの分離による処

の要求」と「個人の欲求」との間にある緊張

理方法である（岩田龍子 ₁₉₇₇：₄₅-₅₈, ₁₉₈₅：
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た経営組織である。企業内にはさまざまな政
治組織が存在し、それらに非協力的であった
り、組織の幹部に異論を唱えたりする者は、

中国型の「組織圧力」
中国の企業組織、特に改革開放前の国営企

仕事や生活面においてより強い圧力を受ける

業単位においては、強い組織圧力があった。

こととなる。また、政治についての考えを表

以下では、中国型の組織圧力の中で特に際

面に出さずに従順な態度をとる者も、「政治

立ったものについて検討してみよう。

学習」（週に数回、共産党の文章や新聞・雑

まず挙げなければならないのは、組織から

誌の「社論」を勉強すること）への参加が強

の脱退が許されない圧力である。本来は「人

要され、そこで「批判と自己批判」をしたり

材は必要とされるところに集まり、ふさわし

学習の感想を述べたりすることに恒常的に耐

い処遇を受けるところに留まる。それは人為

えなければならないが、これは彼らにとって

8）

的には操作できない。自然にそうなる」 の

まさに大きな精神的な苦痛である。国営企業

だが、改革開放前の中国の企業単位では、成

単位では、労働規律に違反しても解雇されな

員が組織から脱退する自由が大きく制約され、

いが、一線を超えた政治的発言は必ず問題視

自己実現やキャリア・アップを望む人ほどこ

され、懲罰または追放の対象になる。こうし

の圧力を強く受けていた。この状況は終身雇

た組織的抑圧のもとでは、普段から細心の注

用を強く打ち出していた日本の経営組織に類

意を払って発言し、周囲の情勢を見極めて行

似し、まさに「退路が塞がれる『高圧釜状

動しなくてはならないため、成員にとって組

況』」であった。これが「組織圧力」が発生

織圧力は強い心理的圧力となって伸し掛かっ

する最も根本的な原因となっている。

てくる。このほかに、個人の「表現」に対す

しかし、「脱退の自由への制約要因」に関

る党幹部の恣意的評価、組織内の党員と非党

しては、中国と日本は大きく異なっている。

員との身分・待遇における格差、「档案」の

中国の企業単位は生産組織のみならず、同時

利用による個人へのコントロールなど、個人

に政治組織、政府の末端行政組織および社会

としては到底、対応しきれない企業内の権威

福祉組織であり、本来の経営組織とは無関係

構造、評価システムも、組織圧力をさらに強

の機能をも兼ね備えている。この制度のもと

める結果をもたらした。

では資源分配、社会サービスのすべてが単位

第３に、実力が発揮できず、悪平等となっ

を通じて行われるため、企業単位からの脱退

ていることによる欲求不満の圧力（抑圧）で

は、生活への幅広い保障と（農民に比べた場

ある。企業組織とは、経営目的を達成するた

合の）社会における特権的身分を失うことを

めに、成員が十分に意思疎通を図りながら、

意味する。そして、たとえ保障や特権をすべ

貢献意欲をもって協働する体系である。とこ

て放棄する覚悟ができていても、戸籍制度が

ろが、国営企業単位には、貢献意欲を刺激し

立ちはだかっているため、地域間の移動がで

てモチベーションを高めるメカニズムや、実

きない。

績に基づいた評価システムが存在しないため、

次は、政治的・イデオロギー的圧力である。

特に能力の高い人材や技術力・専門知識を
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持っている人材にとっては、自己実現が抑圧

れる者（例えば「積極分子」）が昇進し、重

される圧迫感、悪平等による不平等感、企業

要なポストを占めてしまうケースは少なくな

内政治組織に翻弄される無力感が入り交じり、

かった。こうして、長い間続いた企業単位の

これらが組織圧力として構成員の心理に強く

悪平等は、特に職業能力が高く、また政治

作用している。岩田・沈はこれを「不充足感

的・イデオロギー的に単位組織に迎合しない

の圧力」と呼んでいる（岩田龍子・沈奇志

組織成員にとって不公平感が重なり、モチ

₁₉₉₇：₁₉₁）。

ベーションが低下し、大きな精神的・心理的

ア ブ ラ ハ ム・ マ ズ ロ ー（Abraham H.

圧力となった。

Maslow）は動機づけ研究において、有名な

ところで、組織成員の置かれた組織上の位

「欲求階層説」を提出した。同氏によれば、

置、身分の違い、個人と組織との関わり方の

人間の基本的欲求として「生理的欲求」、「安

違いなどによって、組織圧力の持つ意味や圧

全の欲求」、「所属と愛の欲求」、「承認の欲

力の受け止め方も異なってくる（岩田龍子

求」、「自己実現の欲求」の５段階があり、よ

₁₉₉₇：₁₆₆）ので、細分して検討する必要が

り低次の欲求が満たされると、直ちに順によ

ある。国営企業単位の場合は、例えば、熟練

り高次の欲求が現われてくるが、欲求の相対

古参労働者（「老師付」、「老工人」：veteran

的優勢さによってその階層を構成している

workers）は、勤務年数が長く、技術力があ

（マズロー 和訳 ₁₉₈₇：₅₆-₇₂）。マズローの

り、給与も相対的に高いうえ、過去に党幹

「欲求階層説」に照らして見れば、国営企業

部・職場幹部および「積極分子」の師匠で

単位の組織成員は、生理的欲求や所属の欲求

あった場合が多いため（Walder ₁₉₈₆：₁₇₇-

など低次のものが満たされているものの、承

₁₇₈）、彼らは職場で尊敬の対象であり、権威

認の欲求や自己実現の欲求などより高次のも

のある存在である。このグループのメンバー

のについては、明らかに欲求不満に陥ってい

はほとんど党員ではなく、政治にも無関心だ

ると言わざるを得ない。

が、批判されたり、政治運動への参加を強要

デビッド・シロタ（David Sirota）は、モ

されたりすることは稀であり、組織圧力を受

チベーションの３要素として公平感、達成感、

ける程度が軽いと考えられる。次に、党幹

連帯感を挙げ、この中では公平感が最も重要

部・職場幹部についてみると、上級党組織・

で、ほかの２要素より士気に与える影響が大

行政機関からの指示・命令による圧力が全く

き い と 指 摘 し て い る（ デ ビ ッ ド・ シ ロ タ

ないとは言えないが、企業組織の中では大き

₂₀₀₆：₄₃-₅₃）。すなわち、正当な評価と貢献

な権限を握っているため、むしろ組織成員に

度に応じた報酬が成員に公平感を与え、モチ

プレッシャーをかける側に位置していると

ベーションの向上に寄与するのである。しか

いってよい。また、入党や昇進を期待できず、

し、中国の単位組織では実績や貢献度が不問

業務上有能とは言えず、学歴や専門知識がな

にされ、仕事ができてもできなくても皆が一

く、組織活動・組織目標の達成を通しての自

人前の給料を受け取るシステムになっている。

己実現も望んでいない構成員にとっては、国

また、能力、知識、技術、経験などがなくて

営企業単位は「鉄飯碗」、「大鍋飯」（どんぶ

も、党組織に信頼され「政治表現」が評価さ

り勘定による平均主義）なので、彼らは、自
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分のイデオロギーさえ主張しなければ、それ

い「手段的志向性」（松本芳男 ₁₉₉₅）が、組

ほど圧力を感じることなく単位生活を送れる

織圧力を解消する方法の一つとなっている。

のである。

特に単位制度の全盛期、つまり「文革」（プ

組織圧力を最も強く受けているのは「積極

ロレタリア文化大革命）期に当たる₆₀年代半

分子」および悪平等に不満を持つ成員である。

ばから₇₀年代までは、個人は組織と「不即不

「積極分子」は党や職場幹部に忠誠心を示す

離」の関係を保ちながら、仕事に対して「混」

ために、常に積極的に「表現」しなければな

（いい加減に処理する）、「磨」（時間を引き

らないが、このこと自体が大きなストレスと

延ばす）、「偸懶」（サボタージュをする）な

なる。そして、「積極分子」相互間の競争や

どの態度で臨み、そういった方法を通して単

組織成員の中での孤立は、彼らに対する精神

位およびヒエラルキーの頂点にある党組織・

的・心理的圧力をより深刻化させていた。一

職場幹部への不満を発散していた。そして、

方、党組織に政治的に同調できないにもかか

一生懸命に働いてもそれだけでは評価されず、

わらず政治から離れることができず、仕事を

インセンティブやフィードバックは制度的に

通じて企業に貢献し、自己実現を図りたいが

存在しなかったため、「人より多く働いたら

それも満足にできず、さらに組織から脱退し

損する」と考える人が少なくなかった。その

たくても脱退が許されない状況にある成員に

結果、労働規律が乱れ、非効率と品質低下が

とっては、「組織圧力」が強く作用し、欲求

恒常化し、企業の物品・機材を私物化する行

不満によるストレスが日々蓄積し、簡単には

為が蔓延した。

解消できない状態に陥ってしまうのである。

以上をまとめると、次のようになる。すな

次に、中国型の「組織圧力」、すなわち個

わち、単位における不健全な企業制度、歪ん

人と組織との緊張関係の解消方法を、個人の

だ人事・評価システム、処遇における悪平等、

立場から検討してみよう。

さらに企業の政治組織化に起因する「組織圧

⑵ 「組織圧力」の解消方法

力」に対して、個人は組織制度の変革や法的

国営企業単位における組織・個人関係の最

手段による訴求、あるいは転職による離脱な

も大きな特徴は、企業組織に対する個人の強

どの不満の処理方法を持ち得なかったために、

い一体感、強い依存意識と低い帰属意識、低

消極的な勤務態度を示したり、企業からより

い忠誠心が併存していることである。組織成

多くの利益を得ようとしたり、不満を仕事に

員およびその家族の経済的・社会的生活の基

八つ当たりする方法によってストレスを解消

盤が単位にあり、自分たちにとって単位が必

し、心理的な平衡状態を保とうとしたのであ

要不可欠な存在であると思う反面、自己実現

る。

の欲求が満たされず、悪平等のため働く意欲

組織との緊張関係を解消するために、成員

も湧かず、さらに政治的「表現」が評価の基

はタテマエとホンネとの使い分けも多用した。

準とされている状況のもとでは、成員の多く

日本社会では、成員はひとまず組織の要求を

は組織過程への参加意識や組織への関心度が

受け入れ、それに対する不満を別の場で解消

低かった。こうした組織への消極的な関わり

するといった、タテマエとホンネの分離によ

方、言い換えれば、所属企業単位に対する強

る処理方法がとられているが、この点に関し

― 28 ―

中国の企業単位における組織と個人の関係－改革・開放前の企業単位を中心に－

ては中国社会も基本的には同じである。ただ

中しているが、実は組織内で自分を守るため

不満を「別の場で解消する」ことについては、

に、保護傘としての「関係」を作ることも人

日本では「無礼講、ガス抜き、赤提灯で一杯

びとにとって重要である。すなわち、多くの

やりながらの上役の品定め」（岩田龍子・沈

成員は単位組織の重要なポストにいる人物、

₁₉₉₇：₁₆₉）などによって処理されるのに対

または実権を握っているキー・パーソンとの

して、中国の単位では、不満が勤務時間中に

「個人的関係」を築くことによって、その人

処理され、幹部や上司の前では「忠誠」、「服

物の庇護を受け、組織における優位を確保す

従」を装いながら、裏では「消極抵抗」（消

ると同時に、自分に不利な要素を排除し、少

極的な態度を示し、仕事を拒む）などの手段

しでも組織圧力を解消しようとするのである。

9）

がとられがちである 。

単位組織のキー・パーソンとの個人的関係が

「組織圧力」を解消するもう一つの方法は、

後ろ盾になっていれば、万一発言や行動に問

成員が中国社会独特な「関係（グエンシ）主

題が起きても、「大事化小、小事化了」（大き

義」の原理に従って、企業党組織でさえコン

な問題を小さな事として済ませ、小さな問題

トロールできないさまざまな個人関係のネッ

は無かったことにして済ませること）で揉み

トワークを構築し、利用することである。李

消すことができる。

漢林によれば、「関係」とは、人々が自分を
中心に、他者との親疎によって、意図的に丹

結

語

念に構築した社会的ネットワークである（李

本稿では、改革開放前の中国の企業単位に

漢林 ₂₀₀₄：₂₈）。黄光国はこのような「関係」

おける組織・個人関係について分析を試みた。

を「感情型」、「道具型」、「混合型」に分類し

生産・経営組織としてだけでなく、同時に政

た。すなわち、感情型の関係とは、きわめて

治組織、政府の末端行政組織、さらに社会福

親密で深い感情のつながりに基づいて築かれ

祉組織としての機能を兼ね備えていたことが、

た関係であり、この関係には血縁関係（父母、

中国の企業単位の大きな特徴である。また、

兄弟、親戚）と非血縁関係（苦難を共にする

企業の政治組織化に起因する「政治表現」評

同僚、同じ戦場を戦い抜いた戦友、義侠の仲

価制度や「档案」制度も、企業単位の独特の

間集団など）が含まれている。道具型の関係

ものといえよう。こうした企業組織のもとで

とは、ある目的を達成するために、関係者の

は、組織の個人に対する優位性、組織に対す

間で長期的に維持されている、理性的で強い

る個人の従属関係が決定的となっていた。一

互恵関係の性質をもっている社会関係である。

方、日本に比べてより強い組織圧力を解消す

混合型の関係とは、上述の「感情型」と「道

るために、単位の組織成員の多くは組織に対

具型」の関係を兼ねてもち、人情と面子に

して消極的態度を示し、仕事の中で不満を処

よって「他者との関係が最も影響されやす

理するようになり、また個人的「関係」を築

₁₀）

い」ものと指摘されている 。

くことによって保身を図ろうとしたのである。

ところで、これまでの「関係」研究におい

このような企業単位における組織・個人関係

ては、就職、昇進、物資欠乏時代の資源分配

および権威構造が、改革開放後の国営企業に

などに「関係」が利用されることに論点が集

おいてどのように変化したのかについては、
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今後の考察の課題としたい。

第３号
るので、中国の状況とは大きく異なっていると
指摘している。Walder ₁₉₈₆：₁₇。
7）例えば Womack ₁₉₉₁：₃₂₃、Perry ₁₉₈₉：₅₇₉₅₉₁など。

注

8）デビッド・シロタ著、スカイライトコンサル

1）例 え ば、 周 翼 虎・ 楊 暁 民（₂₀₀₀）、 李 漢 林

ティング訳（₂₀₀₆）『熱狂する社員――企業競

（₁₉₉₆）「関于中国単位社会的一些議論」（同論

争力を決定するモチベーションの３要素』英治

文では初めて「単位社会」の概念を打ち出し

出版、₃₇頁。

た）、潘乃谷・馬戎編（₁₉₉₆）、路風（₁₉₈₉）、

9）タテマエとホンネを使い分け、仕事の内容や上

李路路・李漢林・王奮宇（₁₉₉₄）「中国的単位

司に対する不満を仕事の中で解消する事例は、

現象与体制改革」『中国社会科学季刊』（香港）

著者らが₂₀₁₁年に行った調査でも確認すること

第２期、等が挙げられる。

ができた。調査目的は組織における従業員の権

2）ただし、企業による労働者の解雇や工会の争議

威勾配の日中比較であったが、中国の生命保険

権を制度的に認めなかったので、現代資本主義

会社（有効サンプル₃₀）と地方裁判所（同₃₅）

社会の労使交渉とは大きく異なっている。李捷

の従業員に対するアンケート調査の結果、権威

生（₂₀₀₀）₁₂₁-₁₂₂頁。

者（上司）に対する行動（「面従腹背」）と、上

3）
「档案」
（Dangan）とは「人事档案」
（Personal

司のリーダーシップスタイル、上司への対応、

records）の略で、個人の人事記録（身上調書）

忠誠心、信頼感、権威勾配（支配性尺度）とは

である。中国では何らかの組織、団体に所属し

有意な相関が見られた。すなわち、権威勾配を

ていれば、すべての成員に対して档案が作成さ

急にする上司や独断的傾向の強い上司には、部

れる。このような档案制度は、単位組織の個人

下は「サボる」、「責任逃れ」をし、仕事を「裏

情報の掌握による人間管理、情報統制において

で引き延ばす」など、「面従腹背」的傾向を高

大きな役割を果たしたと同時に、組織成員が経

め、忠誠心を下げることが示されている。古澤
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