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一、 题目来源背景（现状、前景） 

众所周知，日本汽车以其节能、舒适、外观简约等特点，成为了人们追捧的对

象，创造了世界汽车产业的一个又一个奇迹。无论是企业规模、业绩、知名度等等，

都可谓是世界汽车行业的典范，在世界范围内享有很高的声誉。透过企业的成功，

我们不难发现其内在文化因素。不可否认文化给汽车行业带来的巨大推动力，但同

时汽车行业的飞速发展也加速形成了日本独具特色的汽车文化。 

通过对日本文化的学习，带着浓厚的兴趣查阅《丰田制造业真经》《中外最新

管理模式全集》等相关资料。发现，将汽车文化与企业发展，日本汽车文化对中国

本土汽车业的借鉴作用放在一起研究的并不多。因此本研究以分析日本汽车行业飞

速发展原因，探求其背后的文化因素为切入点展开。结合中国汽车企业发展相对滞

后的现状，阐述自主技术创新对一个企业发展的重要性。探讨中国汽车如何能在借

鉴日本企业的成功经验的基础上，健康持续快速发展。 

日本的汽车产品为什么受欢迎？为什么能挤进世界前列？其内在的文化因素是

什么？究竟什么是值得我们中国企业学习的？希望通过该论文，能找出一些答案。 

二、  主要研究内容、应用价值、改进及创新 

主要研究内容 

1.日本汽车产业的发展现状 

2.日本汽车产业发展的原因 

2.1日本汽车行业的企业制度 

a)5S制度 

b)工资制度 

c)看板制度 

2.2日本汽车行业的企业文化 

a)日本汽车折射的文化意识 

b)团体协作精神 

 c)企业创新精神 

3.日本汽车文化对中国的启示 

3.1关于模仿与创新 

3.2中国汽车突围之路 



a)各企业加强优势互补，走强强联合之路 

b)选择目标市场,调整产品结构 

c)合理利用人力资源 

d)建立国际化的销售,服务体系 

应用价值 

本研究成果可以对中国汽车业的未来发展提供一个文化上的参照系统，对客观

了解日本汽车文化以及日本文化提供借鉴作用。 

改进及创新 

通过大量查阅资料发现国内外对日本汽车文化的研究，多局限于单纯的论述日

本产业的发展和日本企业文化，没有人将二者之间不可割断的关联性加以研究，从

中日汽车文化比较这一角度来探讨日本汽车文化的研究也不多。本课题将以中日汽

车文化对比研究的形式展开，弄清汽车产业发展与文化的相互影响作用。 

三、  拟采用的研究方法、手段及实验准备情况 

本文将在总结先行研究成果的基础上，通过对比分析和实证分析相结合；运用

文献分析法，数据比较法等方法进行对比论证，目前对收集的相关资料进行整理和

总结。 

四、  进度安排 

第 1周至第 3周 选题 

     第 4 周 开题报告初稿 

     第 5 周 开题报告 

     第 9 周 提交第一稿 

     第 12周 提交第二稿 

     第 15周 提交第三稿 

     第 16周 论文答辩 
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 摘要 

              

  众所周知，日本汽车以其节能、舒适、外观简约等特点，成为了人们追捧的对象，创造

了世界汽车产业的一个又一个奇迹。无论是企业规模、业绩、知名度等，都可谓是世界汽车

行业的典范，在世界范围内享有很高的声誉。透过企业的成功，我们不难发现其内在文化因

素。不可否认文化给汽车行业带来的巨大推动力，但同时汽车行业的飞速发展也加速形成了

日本独具特色的汽车文化。 

   

  本研究以分析日本汽车行业飞速发展原因，探求其背后的文化因素为切入点展开。结合

日本汽车生产厂家的发展现状，探讨中国汽车如何能在借鉴日本企业的成功经验的基础上，

健康持续快速发展。 

              

 

关键词： 汽车 产业 文化 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 要旨 

  

 周知のように、日本の自動車はそのエネルギーを節約し、心地良く、外観が簡明だなど

の特徴を持って、人々ささげ持つ対象になって、世界の自動車産業の一つ又一つの奇跡を

創造した。企業の規模、業績、知名度などなのに関わらず、すべて世界の自動車業界の手

本なことと言えて、世界の範囲の内で非常に名声が高い。企業の成功を通して、私達は容

易にその内在する文化の要素を発見する。否認できない文化は自動車の業界に巨大な動力

をおして、しかし同時に自動車の業界の急激な発展も急速に日本の独特な自動車の文化を

形成した。 

  



 本論は日本の自動車業界の急激に発展する原因を分析した、文化の要素を探求して突入

地点のために展開する。また、日本の自動車の生産メーカーの発展の現状を結び付けて、

どのように日本企業の成功の経験の基礎を参考する上に中国の自動車産業を健康で持続

的に急速に発展する方法を探究しようと思う。 
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日本の自動車産業から見る日本の自動車文化 

はじめに 

 

自動車産業は日本全国に対して一番重要な工業であり、日本の自動車産業は

戦後かつて数十年ほどの間に、世界第一の車の製造国になった。日本の車は自

分独特なことを持ち、たとえば、すぐ先進技術を利用し、車の外形が小さいだ

けど実用が強い。つまり、日本の自動車文化と言うと、実際に日本人の国民性

からみえたことができる。自動車が交通の便利さを提供するために誕生した、

どうなると、自分の基本的な効用を忘れなかったほうがいい。本論は日本の自

動車産業の探求から、日本の自動車文化を発見しようと思う。 

 

第一章 日本の自動車産業の歴史 

１．１日本自動車産業の歴史 

明治時代、日本の自動車産業は生まれた。当初は輸入のみで、日本で自動車

は生産できなかった。その後、個人ベースでは山羽虎夫、内山駒之助が純国産

車を作成する。昭和時代になると企業による国産車の生産も始まるが、技術水

準は高いとは言い難かった。 大正 7年に軍用自動車補助法が制定されると国の

補助を受けて自動車が購入されるようになり、日本の自動車需要は急速に伸び

た、しかし、国産自動車の販売は伸びず、アメリカの自動車ばかりが売れ、国

産自動車も部品の多くをアメリカからの輸入に頼った半国産ばかりであった。

このような状況からアメリカからの輸入車が増え、対米貿易赤字が膨らんでい

く状況に、日本陸軍の強い圧力により政府は自動車製造事業法（1936年）を制

定し、日本国内企業のみに自動車生産を許可した。この法律によってフォード

や GMなどのアメリカメーカーは日本から撤退した。さらには海外からの技術導

入が困難になり、日本の自動車はこれ以降、純国産化することになったが、技

術水準の低さから故障が多く、稼働率の低い自動車ばかりとなった。根本的な

解決には敗戦を待たなければならなかった。この際に自動車生産企業と部品企

業とが密接な繋がりを持ったことが、戦後のケイレツに繋がっていくことにな

る。 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BB%8D%E7%94%A8%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%B3%95&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%A3%BD%E9%80%A0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%BE%8C
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%84&action=edit&redlink=1


１．２自動車産業の発展 

1970 年代以降、各国に日本製の自動車が輸出されるようになった。1980年

代には、プラザ合意による円高などにより、自動車で日米貿易摩擦が発生する。

この時期に多くの自動車企業が貿易摩擦解消のために米国など海外に工場を

建設し、産業空洞化が議論された。1990年代には、ケイレツの解消が指摘さ

れるようになった。2000年代後半から今まで、自動車産業は日本国内販売台

数が横ばい、減少または海外販売台数が増加だといった状況にある。全体とし

ては業績は好調である。 

ただし、全体としては好調なものの、グループ内では製造企業と販売企業と

で格差がある。海外向け販売で収益を確保できる製造企業に対し、販売企業は

日本国内向け販売しか収益を得る場所がない。そのため、利益は減少し、倒産

は増加している。販売会社は「売上増」を前提とした経営から「売上横ばい」

を前提とした経営に転換を図ろうとする動きがあるが、転換を図る、あるいは

転換を検討する体力が企業にあるかも危む見方がある。日本国内販売台数が横

ばい、減少 。若年層の車離れ（車の魅力の低下、収入の減少）、労働者の減少

による国内総所得の減少などが指摘されている。  

第二章  日本の自動車メーカーの発展 

２．１日本自動車メーカー創業の背景  

1898 年 1月、一人のフランス人が「パナール・ルヴァッソール」を日本に持

ち込んだことより日本の自動車史はスタートした。そう、以外にも早くに日本

自動車が上陸しているのである。しかし、当時の日本では人力車や鉄道の方が

便利だと思われていたため、車の登場は大衆には大きな驚きではなく、新聞記

事の扱いも極々小さいものだったという。それでもその後、1904年には山羽

虎夫氏が日本製初の蒸気自動車を製作に成功し、1907年には内山駒之助等に

よってガソリン自動車が誕生している。このように自動車の試作も早かったが、

自動車産業の基盤が現れるのはずっと遅れている。理由は色々あるが、基本的

には鋳造、機械加工、プレスなどの技術水準等が低かったことが挙げられる。

そのため、自動車の製作に挑戦した人は多かったが、本格的な国産化は遅れる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E5%87%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E5%90%88%E6%84%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%91%A9%E6%93%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%A4%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B4%9E%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%92%E7%94%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%92%E7%94%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E8%BB%8A%E9%9B%A2%E3%82%8C


こととなった。このような日本において自動車に対する興味を沸かせることと

なった 2つの出来事があった。くしくもそれは戦争と災害によるものだったの

だから歴史とは分からないものである。1917年のシベリア出兵時、政府は運

送手段としてトラックを活用する欧米軍への遅れを痛感したという。急きょア

メリカからトラックを輸入し、また国産化を意図した「軍用自動車補助法」を

制定した。そして、1923年に起きたあの関東大震災で東京の市電や鉄道が壊

滅したため、フォード T型トラック 1000台あまり輸入しそれを改造した「円

太郎バス」が東京の一つのシンボルとなって活躍した。この 2つの出来事より、

日本での自動車に集まる関心は急速に高まっていった。 

この「円太郎バス」を皮切りにフォード、GMが日本進出を果たし、後にク

ライスラーも現地生産を始め、当時の世界差高品質の大衆乗用車を日本で組み

立てたことは、日本の自動車事情に大きな影響を与えた。これに対し国産車は

値段、品質、信頼ともに輸入車の足元にも及ばず、政府の補助金を差し引いて

も相手にならないものだった。この頃に現れた新興企業トヨタ、日産、五十鈴

も乗用車の開発に力を入れたが、戦時体制化のため政府指名のトラックの生産

が主だった。しかし、政府の意向で外資との競争から保護され、戦時体制下の

需要急増に支えられた自動車メーカーは、トラック、バスを中心に生産を伸ば

し 1938 年には 3万 5千台余りと世界第六位の生産国となり、順調にその生産

台数を伸ばしていった。一方、日本に自動車産業をもたらしたビッグスリーは

関税などの諸問題で翌年を最後に日本での生産を中止した。しかし、戦時体制

のもとでトラック中心の国産化体制を整え、生産台数を増やした日本自動車産

業だが、乗用車生産技術や精密部品の技術でまだまだ遅れたまま来る戦後を迎

えることになる。 

2.2「国民車構想」が提唱される 

1952 年に実施した通産省の外資制限に対し、欧米諸国はいったいどのよう

な対応を取ったのだろうか。まず、欧米自動車メーカーが日本の自動車市場が

それほど伸びるとは思っていなかったことは事実である。アメリカ車はその国

土の広さゆえに大型車中心になって、とても日本の当時の道路事情には合わず、

比較的小型車が多いヨーロッパの自動車メーカーも、遠い日本への完成車輸出



はリスクが大きく、製造ライセンスの供与で満足していた。アメリカビッグス

リーも日本への輸出を全然考えなかったわけではないが、その資金力でもって

いつでも買収できると思っていた節があり、1960年をすぎる頃から資本自由

化の圧力はかけたが、輸出を自前でやるのは販売網の展開に金がかかりすぎる

と判断したのである。 

さて日本における戦後の自動車産業政策が本格的に始まるのは、「国民車構

想」が提唱される 1955年以降のことである。しかしこの国民車構想なかなか

苦しい構想であった。乗員 4 または 2人、100キロ以上の積載が可能で、最高

時速 100 キロ以上、時速 60キロで燃費がリッターあたり 30 キロ、エンジン排

気量 350 から 500CC、重量 400 キロ以下、月産 2000台で生産コストは 15万円

以下というものであった。これを受けて自動車業界では様々な検討を加えたが

結局実現できるメーカーは現れなかった。しかしこの構想により自動車メーカ

ーにとって一つの大きな目標ができ、真の大衆の足となる小型自動車の開発が

促進されたことは特筆すべき点である。事実これによって往年の名車スバル３

６０を始めスズキのスズライト、トヨタのパブリカなどがこぞって登場してい

る。そんなわけで通産省の政策と欧米メーカーの日本市場軽視が結果的に絡み

合って、発展期に入るまでの日本の自動車産業は、外資や外国車の脅威に直接

さらされることなく推移してきたのである。完全な保護貿易の壁に守られて、

倒産寸前までいったトヨタ、日産など着実に日本メーカーは力を蓄えていった。

もし恐い外国車が入ってくれば、たちまちトヨタ、日産といえども消し飛んで

しまった時代である。この頃から通産省は“自動車のパパ”といわれるように

なった。 

 

第三章 日本の自動車産業の概況 

３．1 自動車メーカの文化特徴  

3.1.1 マーケティングのトヨタ 



トヨタは 1950年に起こったトヨタ争議に見舞われ、いったん倒産寸前にま

で追いやられた時代があった。給料が払えず、創業者の豊田喜一郎は追放。代

わって石田退三が社長として登場する。この窮地に吹いた神風あった。またも

や戦争を契機としたもの、そう、朝鮮動乱である。いまだに世界に軍需産業が

存在する所以はこのようなところにあるのだろう。朝鮮特需によるトラック生

産の増大に支えられ、他方で乗用車の生産拡大を図り、タクシーなど法人需要

を開拓して、それを足がかりにクラウン、コロナ、そしてパブリカの投入によ

って大衆需要の拡大を目指していった。トヨタの場合特に目覚しかったのは、

全国的なディーラー網の設定とマーケティングの本格的な展開である。トヨタ

はトヨタ自工とトヨタ自販の 2 社に分離し、後者がマーケティング推進の担い

手となった。ローカルな資本と結んで、可能な限りローカルな資本を活用しな

がら、必要な場合若干の資本投資も行って各県一店舗を原則とするディーラー

網を完成させていった。GMのディーラー経営法を学び、スローンの下で実施

されたものを取り入れ、それを日本的土壌に合うように創造的に適用したのだ。

この地元資本と結んだトヨタ自販のディーラーネットワークがやがて、トヨタ

の国内販売における優位を決定付ける大きな要因になるのである。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 



对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600元即可买断现成论文的版权（6000字内的 500元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3.1.2 正攻法日産 

他方、戦後日産本体の解体による企業グループとしての支援が断絶し、工場

の分散的配置などの悪条件も重なり、戦後のスタートで多くの困難を抱えてい

た日産の場合も、日産争議（1953 年）という試練を乗り越えつつ、乗用車技

術の発展に努め、技術の日産のキャッチフレーズが示すように、優れた技術グ

ループの終結に本格的に乗り出していた。特に乗用車の生産に関しては、量産

技術のためにイギリスのオースチン社と提携し、これを足がかりにしつつも、

吉原工場を主体に独自設計の新型ブルーバードを 1959 年はデビューの成功と、

これにつぐ 60年のセドリックの発売で、乗用車の量産メーカーとしてトップ

の座にのぼりつめたのだ。このブルーバードの大成功でオースチンと提携は 6

年で解消し、乗用車の量産技術に関しては新しい段階に入った。日産がこの時

点でとった戦略は、他メーカーのように国民車構想に対応する廉価な大衆車よ

りも、ブルーバード、セドリックという当時の市場の中堅部分に焦点を当てた



正攻法で対応するもので、50 年～60年前半にはこれが成功を収めた。ただ、

日産とトヨタには決定的に違う点があった。販売戦略である。全国的販売拠点

を地元資本ディーラーの組織化で作り、販売力で勝負し、且つ底辺の需要の掘

り起こしをも狙ったトヨタの戦略とは対照的な戦略を打ち出すのである。無論

日産も全国販売網の形成には力を入れ、地域によっては地元資本の終結に成功

しているが、ほとんどがメーカー主導の直営ディーラーなのである。この違い

が現在のトヨタと日産を大きく分けたといっても過言ではない。しかし、販売

のトヨタと技術の日産、両者の戦略は違えども日本の自動車業界をリードして

いったことに変わりはない。そして 1960年代半ばを境目に王国アメリカの目

にも有望市場と映るようになったのだ。 

 

3.1.3 カンバン方式の確立 

そして、もう一つトヨタの躍進を支えてきたのが有名なカンバン方式である。

カンバン方式は大量生産にありがちな見込み生産によるつくりだめを避け、必

要なものを必要なだけ作るために、生産指示と在庫の引き取りを二種類のカン

バンを使って、工程における仕掛品の流れに関する情報を、それぞれの作業工

程で確認しながら生産を進める生産システムのことである。必要なときにジャ

ストインタイムで供給することよりジャストインタイム方式ともいわれる。こ

の考え方は他のメーカー、例えば日産では日産生産システムとしてライン同期

化を進めた経験があるし、ホンダでも生産ラインのスピードを工程作業の変化

に柔軟に適応させるローラインという形で存在した。トヨタでは 1955年頃か

らカンバン方式を定着させ、関連部品会社にもその考えを浸透させていたのだ。 

一般にカンバン方式とかジャストインタイム方式というと、生産工程での在

庫を最小限にストックコントロールという側面が強調されがちである。もちろ

んこのことが利益追求にとって大きなことに間違いない。しかし、それと同時

に材料の消費や欠陥作業によってできた加工対象や不適切な機械動作を、内部

的に摘発するという役割をも担っているのである。つまり、在庫を最小限にす

るためには、一切の無駄な原材料の使用、手抜き作業、無駄な作業時間の排除

に努めるという労働者一人一人の創意工夫また連携が必要になってくる。この



システムのもとでは、一人一人の意識が高まり無言の圧力を生む。この圧力が

優れた機械メンテナンスと結びつくとともに、部品メーカーとの関係や生産ラ

インの作業慣行にも反映し、部品メーカーも高品質維持に努めるし、ライン自

動停止装置をもつ現場の作業員は、徹底した無駄の排除と欠陥の発見の努める

このにならざるを得ない。ここで前章のフォードシステムを思い出してほしい。

フォードシステムは大量生産の効用に目を奪われ、作業とラインの同期化とい

う原点を忘れてしまっている。少々のつくりだめは当然というとなり、作業が

細分化されすぎた結果、労働者の意識は下がり、欠陥作業に対する注意も少な

かった。これに対し、カンバン方式は在庫を最小限に抑えるとともに、労働者

の意識という点でもフォードシステムに優位性を持っていたと考えられる。さ

らにもう一つ重要な点は、この合理的なシステムが石油危機以降の時期に、全

ての日本自動車メーカー、さらには部品メーカーに浸透したことによって、少

ない限られた規模の設備を最も有効に稼動させるやり方が実現したことであ

る。そして、この方式が日本的経営の合理化の繋がるのだ。この日本的合理化

は生産工程に柔軟化を持ち込み、技術革新の進行に伴う設計変更や、ロボット

化に対して、工程のレイアウトなどの変更によって敏速に対応する条件を作り

出したのである。要するに、このことによって硬直化しがちな大量生産方式に、

多品種少量生産の原則と設計開発のサイクルのスピードアップに対応できる

柔軟性が持ち込まれたのである。 

3.2 細かくて豪華な日本自動車 

日本の自動車制造業は国外の先進技術と経験を学んだと同時に、また自身の

つきあった環境と制限を忘れない。発達した欧米の車のモデル競争を免れるた

め直接と、日本の自動車業はだんだん安いエネルギーを開発しての家庭車を使

う。戦後の日本経済のテークオフに従って、日本の自動車の制造業は 1973年

の石油危機の中で転機を迎えた。 

発展の中の日本の自動車工業は決して小型の車の市場にある業績に満足し

なくて、次から次へと前世紀 80 年代に所属の豪華な自動車のブランドを創建

することを始めた。 



豊田所属の豪華なブランドのレクサスは日本の豪華な自動車のがスポット

ライトを濃縮するのである。レクサスは精致で心地良いで有名で、それは通る

ことに努めて材質の巧みな応用に対して 1種の簡明な境界が成立して、人にす

っきりした感じをあげる。富んだ人間化の豪華な内装の設計もずっと日本の工

業設計のスポットライトである。心地良くて、省エネルギー、なめらかな設計、

このように本土と欧米の自動車の美学の観念の理念に集まって、レクサスの設

計に 1種の動態の平衡の米を達成させた。ある人は日が車の省エネルギーと科

学技術を結ぶことを褒めて、同時にある人はその小国の島の人民のが曇って柔

らかくてと見かけはりっぱだが内容がないことをも批判して、日は車を結んで

まさにこの種類の矛盾した性格と環境の中で成長して国際性の自動車の制造

業になる。これで容易にその中のいっぱいしみこんだ日本の文化の 2重性を理

解し：上品で横暴で、型通りにまた適応性に富み、素直に従いましたり,満足

しませんでしたりして人に飾り付けられた。 

前の欧米の車は日本市場の現象にあふれてもうなくて、取って代わり大量の

日本の自動車の欧米市場に対する占領する。日本の小型の乗用車は大いに行っ

て、輸出量は急増して、豊田、日産、富士の重工業、鈴木などの会社は迅速に

世界レベルな自動車になって工場を生産して、豊田会社は 1972 年〜1976年に

4年間 1000万台の自動車を生産した。1980年、日本の自動車の総生産量は 1104

万台まで達して、米国を上回って世界最大の自動車になって国を生産してと国

を輸出する。 

３．３伝統を守る日本の車 

ある人は日本の車の設計にも罪をなすりつけて不足して価値を観賞する。 

自動車は国の独特な文化を生産して、しかし一方も絶えず転換する人民の生活

の情況甚だしきに至っては国家の経済を代表する。ドイツ最も初めて自動車は

上流社会の高い品物に決めて、設計と装飾は自然と非常に重んじて、日本は自

動車一件の製品で、本当の価格を使い値は至上で、このはっきり異なった意義

と背景に基づいて、そこでこのような開きをもたらす。 私達はまた見ること

ができて、豊田が経済の最も盛んな時期に出すレクサス、目的は欧洲豪華な車

に挑戦して、しかしレクサスはどのように努力していって建てるのに関わらず 



つくるのは豪華形象、ドイツの BMWを平定して治めることおよびと比較し始め

て、いつも何に借りがあって、まさに両者のようでもイギリスに取って代わる

ことができませんローズライスは賓利の地位と同じに、見たところこれは全く

決して意識の形態の影響を受けるのではない。  

別の一つ重さところは血縁の程度を跡継ぎし、私達は簡単にヨーロッパの車

のごとに中からすべて関係と発展変化の過程を探し当てることができて、 し

かし反対する日本の車を見て少しこのような血管の相連なる関係が現れて、そ

の上車の工場は更に市場の動向に応じてことができたため、部分の個性化をの

車 種は性格の改造を行って、「二年の一をさらに加えて小さく変わって、四年

の一大は」のに変わって式の下を決めて、全部に対して減らさせられた型番の

帰ることに属する。ヨーロッパの車もしかすると潮流の指標ですとは限らなく

て、しかしよく科学技術の上で大胆な革新を行うことを願い、日本の車を見て

ずっと比較的守ることに反対し守って、気軽に大胆な試みを行うことはできな

く、日本製品の発展史の中で、私達は多く他の人で固有ですかをかを見ること

ができて改良が経って、新鮮に第全身の開発者とすることに会う。でも、これ

は日本の車の弊害で、ある程度の上でこの態度と絶えず改善することを守って、

間接的にその製品の信頼できることおよび丈夫さ性を強めた。比較的に温和な

設計のをえこひいきするのとなる外形、日本の車が人の親切な原因を与えるの

で、この気さくな自動車の文化、まさに日本の車ますます世界の市場を受ける

の原因の 1つは日本の自動車文化のである。 

第四章 日本の自動車文化からの啓発 

中国政府は1994年7月「自動車工業産業政策」を公布した。この政策では、

2010年までに自動車産業を支柱産業にするという目標を掲げた。今後の自動車

の発展が、経済の成長、道路事情、税制や市場の成熟と緊密な関係を持ち、競

争も年々厳しくなっている。だから、中国の自動車メーカに対する、模倣と創

造も同じ重要である。それに加え技術開発が進み、消費者の希望に向かう車の

品質が向上する。国内市場の売値を正常化すると同時に海外市場への輸出も増

加する良いことである。また、来るべき新時代の動力源である燃料電池の開発

など、これからの時代に対応しようとしているのだ。 



長々とこれまでの自動車産業の遍歴や現在の自動車産業について見てきた

が、今まさに 21世紀を迎えようとする時代に、この業界はどのような方向性

を持って進んでいくべきなのか。まずいえることは自動車がこれから先、少な

くとも我々が生きている時代になくなることも衰退していくこともないだろ

う。点と点とを結ぶ交通手段として、馬車や自転車を経てたどり着いた自動車

は、我々にとってもはや必要不可欠のものであり、衰退していくことは考えに

くく、おそらくこれから先も自動車は増えていくだろう。そこで問題となるの

はやはり、エネルギーの有効利用と環境保全が自動車業界また我々ユーザーに

課せられた問題ではないだろうか。確かにガソリンエンジンを遥かに上回る環

境にやさしいエンジンになることは間違いないだろう。しかし、「メタノール

改質型」については排気ガスを少量だが排出するし、「水素貯蔵型」について

も水素という資源を必要とするのである。いかにクリーンなエンジンといえど

も自動車という機械を動かすのだから、何らかのエネルギーを必要とし、地球

を傷つけているのである。これほどまでに自動車が普及し自動車があふれてい

る時代、メーカーだけでなく我々ユーザーのレベルアップも必要なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

終わりに 

今自動車はその誕生からおよそ 100年になる。自動車は生誕 100年を迎え今

新たな転換期にさしかかっている。人類が始めて車輪つきの乗り物を造ったの

が紀元前 4000年頃のメソポタミアの戦車が最も古いものだとされている。当

初、人に力で動かした車は、やがてより強力な動力を得て馬車となる。20世

紀にはいって自動車が世界の人々の足となり、新しい文化を形成して、今同じ

ようなことが起こっているのだと思う。自動車が発明されその便利さや速さが

受け入れられたことが、自動車社会の今日のような繁栄を裏付けている。しか

し、発明から 100年経った今、過去人々が馬車に清潔さや安全性を求めたよう

に、現在の自動車にもエネルギーの有効利用、安全面が求められているのだ。

モータリゼーションとは 20世紀の車文化によって形成されたものだが、移動

手段という点では馬車時代にも共通するものがあった。 

そして、馬車から自動車への 100年間を見通し、さらにこれからの 100年間、

つまり 21世紀の自動車社会を考えたとき、今まさに大きな転換期を迎えてい

る。これからの時代が成熟した産業としてメーカー、ユーザーの真価が問われ

るので時代なのではないだろうか。 
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