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初めに： 

ハイアール社は中国最大の家電メーカーで、年平均約 80％の上昇率を継続している。現

在、アメリカにも工場進出させている。海外でもハイアール社の名が知られるようになっ

てきた。ハイアール社の成功は世界中で注目されている。その成功の原因は多方面にあり、

管理方式や販売戦略などである。その中でも、人的資源管理方式は企業発展の一番重要な

原因であると思う。日本の管理方式は 60、70 年代の時、進んでいた。ほかの国の見本であ

ったが、でも世界中の競争が激しい現状の中では、不況の日本の従来の管理方式にはさま

ざまな弱点が現われている。ハイアール社の成功経験はたぶん日本の企業のヒントになる

と思う。特に、中国における日本の多国籍企業に役立つだろう。これについて、検討して

みよう。 

 

第一章、 ハイアール社発展の概略 

 

 ハイアール社の正式名称は海爾集団公司で、本社は山東省青島市にある。資本金約 50

億円。売上高は 2000 年度で 406 億元（約 6090 億円）、従業員約 3 万人。現在までに、ハイ

アール社の製品はもう 160 以上の国と地区に輸出してきた。ハイアール社はテレビ、冷蔵
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庫、洗濯機はもちろん、コンピューター、食器洗い機、電子レンジ、真空掃除機、携帯電

話、温水器、扇風機にいたるまで、総計 69 の家電、電子製品部門で 10800 のモデルを生産

し、全世界 68 カ国に 38000 の販売店を持ち、アメリカをはじめ海外に 14 の生産工場を持

つ大企業となっている。1しかし、17 年前、ハイアールの前身――1984 年 12 月に創業され

た青島冷蔵庫総工場は破産寸前の苦境に立たされていた。この 17 年間、ハイアール社の成

果は、以下のデータに示されている。 

1984 年税引き前利益は赤字であり、99 年に 24 億元、2000 年に 30 億元、2001 年は 44

億元に達した。 

1984 年売上は 348 万元であり、98 年に 162 億元、99 年に 268 億元に達し、さらに 2000

年には 406 億元に、2001 年は 602 億元に達していた（図表 2-1 参照）。2 

図表2-1　売上高と利益額の推移
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 1997 年輸出高は 0.5 億ドル、98 年に 0.7 億ドル、99 年に 1.38 億ドル、2000 年に 2.8

億ドル、2001 年は 4.2 億ドルに達している（図表 2-2 参照）。 

図表2-2　　輸出高の推移
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1『やがて中国が世界を制覇する』 洪夏祥 廣済堂出
2『国際ビジネス形態と中国の経済発展』 杉田俊明 
単位：億ドル
版 P47 
中央経済社 P173 



 1984 年、当初 1 種類だけの冷蔵庫を生産していたが、今日のハイアール社は家電 69 種

の中の各々の機種を合わせると 10800 以上の家電製品を生産している。社員数も 1984 年

の 800 人から、99 年には 20601 人、2000 年には 30000 人に達している。 

2000 年のハイアールブランドの評価価値は 300 億元（約 4500 億円）、これは 1995 年に

初めて評価した価値の 7.8 倍。現在、ハイアールと言うブランドは中国の家電産業でＮＯ.1

である。3 

ハイアール社はこの 17 年の間、著しく発展してきた。現在、未だ日本とアメリカの家電

メーカーに追いついていないが、しかし、中国の独自の工業の中では、ハイアール社は一

番成功している。それでは、ハイアール社の成功の基である管理方式について述べてみる。 

 

第二章、ハイアール社の人的資源管理方式 

 

第1節、 SST 制度と定期定量淘汰制度の導入 

 ハイアール社は独自の「市場鏈」（マーケット・チェイン）制度を考案したが、その一環

として独自の SST 制度を導入している。SST は中国語の「索酬 suochou」「索賠 suopei」「跳

闸 tiaozha」の頭文字の略称である。やや複雑な概念で日本的には理解しにくい部分もあ

るが、ここでは意訳的にその概略を説明する。 

 市場経済においては、すべての者が（社内外を問わず）いわゆる「前工程」から引き継

いだ業務を、付加価値をつけて自分の次の「後工程」につないでいく義務がある。この際、

次の工程は自分の「市場」となるので、うまく義務を果たしていれば、「索酬」、つまり成

果をあげられた褒美として報酬を得ることができる。 

 努力はしたが次の肯定に対して自分の責務を果たすことができず、結果的に損失をもた

らした場合、「索賠」、つまり罰則を受けることになり、損失をもたらせた者には罰金や減

俸などの処分がなされる。 

同様に、前工程の担当者から「不良品」に類する責務を引き継いだ場合は、前工程の担

当者にクレームを請求できる。「跳闸」という中国語はもともと「ショート」や「ヒューズ

が飛ぶ」「飛ばす」などの意味がある。ここでは、「前工程」のミスを見過ごしたり、自分

の付加価値に問題を残したまま「次の工程」に引き渡したりしたとき、さらなる問題を引

き起こし、例えば生産ラインであればいったんラインを止めて整理整頓をしなければなら

ないので、こうしたこと、ならびにこれに対するしかるべき責任をとることを意味する。 

下記の「定期定量淘汰制」と合わせ、「みずからの責務を果たせないものは会社における

存在価値はない」という厳しい内容である。 

SST 制度の実施と関連して、「定期定量淘汰制度」がハイアール社において適用されてい

る。各生産現場や事務室には、「員工動態管理（表）」や「淘汰通告（書）」が壁に貼られて

いる。実名実例（ときには顔写真付き）で勤務評定が掲示され、淘汰される者の一覧が淘

汰された理由とともに掲示されたりしている。ちなみに、2000 年度における生産現場の淘

汰実績は約 1 割という厳しい対応ぶりであり、上級管理職においてもほぼ同様の制度が適

用されているというので、常に緊張感を持って業務に対応することが求められている。 

                                                  
3 参考： 『海尔的人力资源管理』 孙健 著    企业管理出版社  2002年第一版  P2 
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「労働者の権利」という主張や「厳しすぎる」という批判がないではないが、社員とし

ての素質がまだ一定の水準に達していない現段階では、このような厳しい対応がやはり必

要だとハイアール社は認識している。ただ、これらの意見への尊重、そして、社員資質の

段階的な向上に合わせて、現在のハイアール社は SST 制度や「定期定量淘汰制度」を前面

に出さずに、社員による自主管理をより強調した「OEC 管理法」などの制度を導入・適用

し、対外的にアピールしている。 

 

第 2 節、OEC 管理法 

“OEC”とは Overall Every Control and Clear の略で、意味は「毎日の仕事が毎日終わ

る、毎日の仕事をクリアして、きれいに仕上げをしたのち、毎日漸進的な成長を期する。」 

“OEC”管理法は以下の三つのシステムから成り立っている。 

目標システム      毎日クリアシステム        激励制度 

まず、目標を確立する；毎日クリアは目標を達成する基礎の仕事だ；毎日クリアの結果

によって、必ず正負激励制度を実施して、“OEC”管理法が果たされる。 

“OEC”管理法は分業の不明確による、責任のがれや仕事の誤りを招くことを防止してい

る。すべての部門、すべてのラインの前に、“OEC”の掲示板が立っている。どこに問題が

あるとか、誰の責任とか、どこで功績が上がっているとか、誰の功労などきちんと書いて

ある。ハイアール社はすべての仕事を基準によって分けて、担当者、責任者、協力者、監

督者、仕事のプロセス、証明の資料、仕事の頻度などを明確にしている。 

社内のすべてのことは、決められる担当者が責任を果たす。それは、目標の審査の証で

ある。社内のすべての製品や備品は決められた担当者が管理している。そのうえ、その物

のそばに担当者の名前が書いてあります。このようなシステムは、会社のすべての仕事、

すべての物が理路整然としていることを請け合っている。首席総裁から、一社員まで、毎

日何の仕事をするか、どの基準によってするか、どんな結果になるか、みんな自分で把握

しています。それで、浪費と損失を減少させて、仕事の効率と目標の達成を請け合ってい

る。 

“OEC”管理法はあらゆる子会社にも浸透している。例えば、冷蔵庫の自社ビルの各階に

置いてある“OEC”掲示板に、当階の部門の責任者が職員に対する月評価を貼ってある。月

評は表彰と批判二種類に分けてある。表彰されても、批判されても、翌月の給料に反映さ

れる。 

ハイアール社の社員は「“OEC”管理法は私達に対する励ましである。」と思っている。 

 

第 3 節、｢三段階転換｣制度 

ハイアール社は社員の能力別優秀社員、合格社員、試用社員 3 段階ランク分けをし、段

階が上がったり、下がったりすることができる。毎月各部門から人事管理部門に相当する

社員の書類を出し、それが審査されて、その結果が認定されれば、公示して、勤務評価の

ランク（3 段階）は変動される。 

勤務評価には勤務年数手当ても加味されるが業務成績が優先され、上格や降格また退職

させることも厳しく通告される。仕事をうっかりして、事故を起こした人や無断欠勤した

人や会社の規定を違反する人を降格する。分配された仕事をうまくできなく、連続二ヶ月
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指示どおり目標が達成できない人は会社の規定を違反したことがなくても降格される。試

用社員に降格させられると、部署を離れて三ヶ月の再教育を受けてから職場復帰する。も

う一方では、真面目に働いて、仕事の改善提案とか、小発明とか、仕事の効率に役立てる

ことや、製品品質あるいは設備の弊害を発見し、損を避けることなどができたら、試用社

員であれば、合格社員に上格できる。合格社員であれば、優秀社員に上格できる。 

「三段階転換」制度の一番目の特徴は平等、首席執行官であっても、プラントの現場工

員であっても、すべての人はこの制度によって、三つの段階に属している。二番目の特徴

は激励効果がある。三つの段階に分けると、不変的ではない。規定によって、上格または

降格させられると、給料にも影響する。そして、この制度は、試用社員と合格社員の積極

性を伸ばし、優秀社員の傲慢さを防ぎます。それで、この制度は激励と拘束二つの効果が

ある。「三段階同時に存在」と「動態的に転換」両方面は有効的に協力して最大限に人の潜

在的能力を引き出している。 

例えば、検査課の古株の社員は、うっかりして、不合格品に合格のハンコを押して、次

の工程に回してしまった。2000 元以上の損になったので、規定によって、合格社員から試

用社員に降格された。その社員の心を揺り動かした。それからの四ヶ月の間、彼は自分が

属している職場の手薄なところに対して、10 個以上の改善提案を提出し、前の工程から回

ってきた 7 個の不合格品を発見し、重大な品質事故も防いだし。だから、合格社員に復帰

した。彼は転換の通知書を貰ったとき、「私の努力は、報われた。」と言った。それから、

彼はもっと積極的に仕事をして、もっと貢献して、優秀社員になった。 

ハイアール社は、完全に業績によって、三つのランクを分けて、賞罰制度を公平的に実

施している。 

 

第 4 節、360 度の評価体系 

 伝統的な上司評価のデメリットはまず、上司一人の意見で、社員がその評価結果は不公

平だと思うかもしれない。次は、単一の上司評価は主観的で、一旦上司が社員に固定のイ

メージを形成すれば、評価はそのイメージに左右される。最後、社員が評価結果を納得で

きなくて、激励効果が失う。 

 ハイアール社の 360 度評価体系は直接上司、ほかの部門の上司、下級、同僚と顧客は社

員に対する多方面の評価。しかも、社員の自己評価も含めている。その体系は全面的、客

観的、公正的にすべての評価の意見を合わせて、綜合する。 

 

第三章、ハイアール社はほかの企業のヒントになれるところ 

 

第 1 節、“人は企業の元である”という管理思想を確立する 

科学的管理の起点と目標は人、主な任務は最大限に人の能力を開発、高水準に人的資源

を開発して、運用して、企業の業績を上げる。人は企業生存の第一資本で、人の知恵と内

在的能力と潜在的能力は企業発展の資源である。ハイアール社はそれが科学的管理の真義

だと思う。人は企業の生産力の中に、唯一の創造性がある主体要素である。管理制度も人

が運行している。だから、企業が発展するため、人を活用しなければならない。わが国の

ほかの企業もハイアール社のように、“人は企業の元である”という管理思想を確立すれば、
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企業の発展に役に立てると思う。 

 

第 2 節、積極的に革新する 

 ハイアール社はこの 17 年の発展経緯に、革新的に OEC 管理法、｢三段階転換｣制度、斜面

球体発展理論などの人的資源管理制度を取り上げて、人的資源活用の効率を高まったし、

社員を激励する効用も果たした。学習――参考――模倣――革新、続けて自己否定、自己

超越、長所を伸ばし、短所を直し、それはハイアール社成功の秘訣である。 

 ハイアール社の特徴は従業員の企業に対する信頼度が高く、絶えず新しいものを求め、

変化を求めるところである。従業員に自己革新を要求している。 

 特に技術者には「他人から安定を与えられる前に、自力で安定を求めよ」と要求してい

る。今日開発したものが市場から歓迎されたとしても、明日は他の者に圧倒されるかもし

れない。だから、「他人から否定される前に自らを否定せよ」と言うことである。 

 一般の企業では、業績が悪化すると様様な原因を強調する。例えば、「市場が混乱してい

る」「競争が激しい」「資金不足だ」と。そういう問題はいつでもあることだろう。問題を

早く解決したければまず自分を磨くことである。4 

ハイアール社が中国で起こした、いまひとつの革命的転換がある。製品品質への責任を

とるということとならび、企業の労務管理に徹底的な競争原理と、成果主義を持ち込んだ

ことだ。かつて国有企業などでいわれた「鉄飯碗」(壊れないお碗＝国家に保証された平等

主義的雇用制度)の在りようを一掃し、能力主義と機会均等の競争原理を大胆に導入した。 

たとえばハイアール社では、一般労働者として採用された者でも、改善アイデアの提出

や具体的業績などに応じ、管理者コースに移行することができる。すくなくとも、制度上

では、農民出身でも企業リーダーになり得るようになっている。これも、実は中国の企業

管理制度としては、かなり革新的なことだった。5 

 

第 3 節、企業文化の功能を重視し、発揮する 

 ハイアール社は、中国企業の中では相対的に企業文化が確立される企業である。だから

といって、抽象的、空洞的な理念を挙げているわけではない。ハイアール社の生産現場や

事務室、あるいは階段、通路の壁には、よくさまざまな漫画が掲げられている。 

 例えば「发现不了问题就是最大的问题」、つまり、「問題を発見できないこと自体が最大

の問題である」という漫画がある。急成長により、ハイアール社賞賛されることが多くな

ったが、絶えず自ら問題を発見するように努力し、問題を早期処理しておくことが経営者

のみならず、全幹部、社員にも求められている。この積極的な改革意識を絶えず持つよう

にと、漫画が社員の手によって作成され、多くの場において掲げられている。 

 「『凄いこと』『平凡でない』こととは何か？それは、平凡なことを何千回、何万回と、

うまくこなすことである」。日々の地味な仕事をどうこなしていくべきか、山のようなグラ

スをバーテンダーのような人がひたすら磨いているこの漫画は見事な表現でその答えをわ

れわれに示す。ハイアール社では、とりわけ厳格な品質管理を行うために、社員一人一人

                                                  
4『気がつけば中国が「世界の工場」』 日経ビジネス編  日経 BP 社 P78 
5 http://pcweb.mycom.co.jp/special/2002/haier/03.html 
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の意識改革を喚起し、全員による息の長い、地道な経営改革を求めている。 

 つまり、ハイアール社は明確な賞罰システムを持つが、それだけに頼っているわけでな

く、社員の意識改革にも力を注いでいる。さらに、ハイアール社は自ら「大学」まで設立

して、幹部社員に対する専門教育にも力を注いでいる。「ハイアール大学」では、社員たち

が順繰りで研修を受け、外部からの見学者や研修者も受け入れている。そしてなにより、

毎週土曜、ハイアール社のトップマネジメント層が集結し、最新の経営学やケース・スタ

ディを行いながら、自社の課題への対応に励む。6 

市場中心主義が企業文化として当初からあり、ハイアールの強みとなっていきました。 

「消費者は常に正しい。消費者が望むものなら何でも作る」「お客様はいつも正しいと考え

ろ」このような「顧客志向」の企業文化が存在している。7 

 例えば、「芋洗い兼用洗濯機」のヒットは、ハイアール社の「顧客志向」の具体的な典型

的な例と考えられます。1996 年、四川省のある農民から、ハイアールブランドの洗濯機の

配水ホースがよく詰まることを訴える一通の手紙がハイアール社のサービスセンターに届

きました。家宅訪問サービスに出向かうハイアール社の要員は、この農民が洗濯機で芋を

洗い、芋に付着した泥が配水ホースに詰まったという故障の原因をつきとめました。ハイ

アール社はこの農民の苦情からヒントを得て調査したところ、四川省は芋産地で、この地

域の農民たちが洗濯機で芋を洗うのは普通のことであることを知りました。洗濯機はイモ

を洗うとすぐに故障することから、四川省の小都市では洗濯機が売れないという状況でし

た。 

 ハイアール社の首席執行官張瑞敏氏は洗濯機の開発者にイモも洗える製品を作れと指示

しました。すると開発者は「農家に使い方を教育すべきだ。」と反論しました。張瑞敏氏は

ニーズに合う製品を開発するのが君の仕事だと一喝し、太いパイプを備え泥詰まりしない

洗濯機を開発させました。 

 1998 年に洗濯機の全機能に加え、芋、リンゴ、貝も洗える農民向けの新型洗濯機を発売

しました。市場に投入すると、1 万台が飛ぶように売り切れたということです。張瑞敏氏

は「全従業員が市場に向き合う意識を持たねばならない」と「顧客志向」の重要性を社内

に浸透させていったのです。 

ハイアール社は長年にわたり企業文化という無形資産を重視している。ハイアール社の

人的資源センターは続けて≪ハイアール人≫、≪ハイアール新聞≫、≪ハイアール企業文

化手帳≫など企業内部の刊行物を通じて、独特的なハイアール文化を社員に教育する。企

業と社員共同に成功と挫折を経験してきた。“運命共同体”の利益共同関係を形成しました。

その上、利益と目標の一致は仕事の成功の基礎である。 

 

第 4 節、激励制度のシステム化 

 ハイアール社の激励制度は多種多様である。その中に物質激励は基礎で、精神的激励は

根本である。両方結合の元でだんだん精神激励の方が主になる。 

工場のラインを発明した社員は、その名前をラインに付けられるという報奨制度もある。 

                                                  
6『国際ビジネス形態と中国の経済発展』 杉田俊明 中央経済社 P187-188 
7 http://www.bizmarketing.ne.jp/bcs/020803295.shtml 
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ハイアール社の社員の報酬も市場に連動した管理手法を用いている。各人の受け取る分

配利益は市場次第です。例えば、製品開発などに携わる技術者にはいわゆる固定給がない。

開発した製品が市場でどれだけ売れたかで給料は決まります。売れ行きが良ければ給料を

多くもらえるし、売れなければ給料はもらえない。開発できなかったら、収入なしだ。営

業スタッフも完全に受注量次第だ。売り上げが伸びなければ、給料も多く望めない。食べ

るのに困るようなことはしないが、同じ階層や年齢で収入が 10 倍離れても構わない。判断

基準はあくまでも市場への貢献度だからだ。8 

 優秀な人材が育たなければ業績は向上しない。人材の育成は企業のコストがかかる。苦

労して優秀な人材を育てても、他社に引き抜かれては元が取れない。適当な激励制度のシ

ステムが確立するのは人材の使用と育成を統一できる。 

ハイアール社は、実績を上げた社員に対してきちんと報えている。それによって、社員

の創造性と革新性を促進する。 

 

第四章、日本の伝統的な管理方式とハイアール社からの示唆 

 

 戦後日本の経済成長を促進させた大きな原動力は、日本が資源に乏しく、世界中で余剰

になった資源を使い、世界中で最も有利な生産方法をとることができたからであろう。こ

の時の必要とされた人材は決められたことを決められたとおりに行なう人材であり、高度

経済成長による求人難より人材の囲い込みが行われた。その結果「日本的経営の三種の神

器」とも呼ばれている“終身雇用”“年功序列”“企業内労働組合(企業別労働組合)”と、

広範な福利厚生施設及び費用の日本的労務慣行が成立したと考えられる。9 

  

第 1 節、終身雇用、年功序列の主なメリット 

終身雇用制度は、たとえ結果が出なくても、経験が役に立たなくても、その人の雇用を

保証してくれる。終身雇用制度は労働者の生涯賃金政策とも結び付いている。これは、若

いころに低賃金で働いた分を、ある年齢になったときの賃金に上乗せするようなシステム

であり、高年齢になったときの生活不安を取り除く意味もあった。10年功序列制度は、基

本的に賃金は毎年上昇することを前提にしていたため、人生設計がたてやすかった（例え

ば住宅ローンなど）。つまり、終身雇用と年功序列の最大の特徴は、一度身につけた技術を

使いつづけられ、将来に向けての安心と安全が会社によって保証されることにあった。そ

れに、コンセンサスの統一が図りやすい。 

 

第 2 節、終身雇用、年功序列の主なデメリット 

年功序列賃金という制度では、時間が経てば経つほど地位と給料が上がっていく。この

仕組みは、企業が高い水準で成長していなければ維持できなかったことにあった。次に、

人口構成の面からも条件が崩れてきている。年功序列が成り立ち得るには、上に行くほど

                                                  
8 『気がつけば中国が「世界の工場」』 日経ビジネス編  日経 BP 社 P79 
9  http://seminar.econ.keio.ac.jp/yanomakotosemi/5th/kyousou/kyousou03.htm 
10 http://www.atmarkit.co.jp/fengineer/special/jinzai/jinzai01.html 
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人が少なく、下のほうにはたくさん人がいる社員構造になっている必要があるのだ。日本

の人口構造はある時期までそうした形であったが、今では高齢化の時代となり、企業無い

に置いても中高齢者の比率が高くなり、人件費負担を高めている。11役に立たない年配の

社員を会社に残すことは企業の成長の阻害になった。それに、仕事をやろうがやるまいが

給料が一緒では、社員同士の競争が促進されず、がんばって仕事しようという意欲が低下

している。 

 

第 3 節、ハイアール社からの示唆12 

 変革の時代において、社員のモチベーションをどう高め、企業の成長に貢献する社員に

どう報いるのか、また、その企業の阻害要因となるものの摘出や排除にどう対応すべきか。

ハイアール社は欧米の経営システムを参考に、独自の経営システムを構築し、明確な戦略

目標を設定し、それぞれの実行状況を厳格にチェックし、明確な賞罰システムを導入した。 

「市場鏈」SST 制度の導入がまさにその一環である。「索酬（褒美）」成果を上げられた者

には高い評価と報酬を与え、「索賠（罰則）」損失をもたらせた者にはしかるべき罰則を、

「跳闸（飛ばし）」、役割を果たせない者は、企業における存在価値はない、という制度だ。

関連する制度として、「定期定量淘汰制度」があり、優秀な社員への高い褒賞と同時に、2000

年度においては約 1 割の社員は淘汰され、入れ替わっている。 

 幹部社員の能力を引き出し、その努力の成果に報いることがハイアール社の成長の活力

であり、また、厳しい競争のなかで淘汰や新陳代謝も活力を生む源泉である。これまでの

日本的な経営とは馴染まない点はあるにせよ、これらの事実を日本の経営者、日本企業は

直視しなければなるまい。ハイアール社はモチベーション・システムの必要性について、

改めて示唆している。 

 

終わりに： ハイアール社の人的資源管理からの考え 

 84 年時点では赤字企業だったハイアール社を急成長させ、今日の中国を代表する国際的

知名度も高い企業に築き上げたには、ハイアール社の人的資源管理方式が重要な役割を担

っていると思う。その人的資源管理方式の特徴は、従業員のモチベーション、能力、価値

観、潜在能力、自己開発などが反映されると考えられる。 

 「問題を発見できないことこそが、最大の問題である」第 3 章第 3 節にて紹介したハイ

アール社の社内標語の精神を遵守し、絶え間ない改革を進める限り、企業は活力化し、成

長し続ける。逆に、この精神から逸脱したとき、企業は退化する。 

 厳しい競争の環境で生き残るために、行動様式を変化に適応させていくよう組織を動機

づけることは非常に重要である。企業は自らの競争力を高め、優れた技術や品質を創出す

るためには、優秀な人材を必要とし、企業の各職種に適応できる人間を育てなければなら

ない。そのため、企業は、人間の積極性、内在的能力、潜在的能力および働く意欲の開発

を考慮しなければならない。13 

                                                  
11 http://sakura.akeihou-u.ac.jp/~kawamata/7t/sub5.suda.html 
12『国際ビジネス形態と中国の経済発展』 杉田俊明 中央経済社 P202 
13『中国における日系企業の人的資源管理について分析』 趙暁霞 白桃書房 P226 
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