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1 はじ め に

韓国は日本による35年間の支配から解放された後，さらに朝鮮戦争で焦土と化し，東西冷戦

の最前線となった。日本よりもさらに劣悪な条件の中から復興を始めた韓国は，周知のとおり，

めざましい経済発展をとげて今日に至っている。

本稿では，そうした韓国の工業発展を下支えしてきた資本財の代表として金属切削工作機械

を取り上げて，その技術形成の過程について考察する。

韓国の工作機械生産額は2006年現在，世界第7位で. 82年から世界最大の生産シェアを維持

している日本の 1/4に達していない。また貿易面でも久しく輸入超過が続いており ，その最

大輸入先は日本である。しかし技術水準に注目すると 韓国製品は工作機械が輸出産業化して
(1) 

久しい台湾を上回っており 日本に肉薄しているという評価がされている。工作機械貿易でも
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技術と文明 16巻2号（54)

2007年に初めて輸出が輸入を上回った。

後発工作機械工業の発展パターンは，東アジア諸国・地域に限ってみても，それぞれ違いが

見られる。たとえば中小工作機械メーカーが主として先進国製品を模倣しながら海外市場を開

拓していった台湾，外国直接投資を積極的に誘致することで外資系工作機械メーカーが定着し

かっそこからのスピンアウ トでローカル企業が生まれたシンガポール 長年にわたる社会主義

体制下で独自の工作機械工業を育てた中固など，複線的発展経路が観察されている。

これらに対し，韓国工作機械工業にみられる発展路線の特色は，財関系大企業による技術導
( 3) 

入を通じた技術形成であることが，豊富な先行研究によって解明されている。

本稿では，財関が工作機械工業に参入する以前の中小メーカーによる技術形成を検証した上

で！財閥系企業による技術導入を再検討し韓国に典型的に見られる技術導入依存型技術形成

の実態を明らかにする。

2 先発中小企業の技術形成

2-1 工作機械製造の始まり

韓国における近代的工作機械生産の鳴矢は，日本によって統治されていた1927年，鉄道局京
(4) 

城工場で内製された 2台の研削盤だと言われている。鉄道工場はその後も工作機械を作るが限

定的であった。44年頃には三成鉄工所や弘中工業が旋盤や形削り盤等を製造したが，その後，
( 5) 

工作機械メーカーに発展することはなかった。

一方，朝鮮戦争以後，工作機械の生産を開始するいくつかの企業の起源は日本統治末期に求

められるが，これらの企業が当時？工作機械を製作することはなかった。解放後，工作機械の

(1) 水野順子 ー伊東誼 「東アジアの工作機械産業にみられる特徴的様相と我が国の生存圏」斉藤栄司
編 『支援型産業の実力と再編j阿昨社， 2005年

( 2) 拙稿 「日本と台湾にみる発展途上期工作機械工業」 中岡哲郎編 『技術形成の国際比較j筑摩書房，
1990年，向「シンガポール日系工作機械メーカーの展開と現地への波及効果」 『経営史学』第36巻第3
号， 2C~l年。同「中国工作機械工業の発展と技術J r技術と文明』15巻2号， 2007年

( 3) 例えば，水野順子「韓国工作機械工業の発展要因」 『アジア経済J第31巻第4号， 1990年，同 「韓
国工作機械企業における技術移転と技能形成 X社の事例 」尾高燈之助編 『アジアの熟練ー開発と
人材育成』アジア経済研究所＇ 1989年，同「韓国工作機械工業の生産分業体制」北村かよ子編 ［N!Es
機械産業の現状と部品調達』同所， 1991年，向「工作機械産業の国産化と企業問分業構造」水野）｜｜買子 ・
八幡成美 『韓国機械産業の企業問分業構造と技術移転J同所， 1992年，水野順子編 『アジアの金型 ・
工作機械産業』同所， 2003年，問編 Iアジアの自動車・部品，金型，工作機械産業』同所 2003年，
水聖子順子 ・佐々木啓輔編 『アジアの工作機械 ・金型産業の海外委託調査結果』同所，2003年，Kong
Rae Le巴， η-zeSources of C吋italGood.1 I削 1.ovation: The role of userβrms in japan and Korea, 

Harwood Academic Publishers守 1998,Abigail Anne Bai row, Acquiring Technological Capabilities: The 

CNC Mac11ine Tool lndz:st1y in Industrialising Countr』es,With 5/;ecial Rりをrenceto South Korea, Ph.D 
dissertation. University of Edinburgh, 1989, Hwansuk Kim, Dete門ninantsof Technological Change in 

the Korean Machine Tool Industry: A Com戸arisonof Large and Small Fi門ns,Ph.D dissertation, The 
University of London, 1988, Chaisung Lim, Sectoral Systems of Innovation the case of the Korean 

machine tool indust1y, thesis, Science Policy Resear℃h Unit, University of Sussex. 1997 
( 4) 韓国工作機械工業発達史編纂委員会編 『韓国工作機械工業発達史j韓国工作機械工業協会，1991

年＇ 115頁
( 5) 『韓国経済年鑑 1969年版』全国経済人聯合会 1969年＇ 474頁
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韓国工作機械工業の技術形成 （瞭回）

製造を始める企業は，戦時の技術的遺産を継承しているとはいえるが，工作機械製造技術を受

け継いではいない。

60年代に一時，優れた工作機械を製作した大韓造船公社 （現 ・韓進重工業）の前身は， 37年に

設立された朝鮮重工業側であるが，本業は造船である。86年に起亜グループに統合される大韓

重機工業は， 70年代半ばに日立精工や山崎鉄工所（現・ヤマザキマザック）から技術導入して工

作機械を生産していたが，前身は（株）関東機械製作所である。77年に大字機械に吸収されて大

字重工業となる韓国機械工業は， 37年発足の（株）朝鮮機械製作所を源としている。関東機械も

朝鮮機械も鉱山機械メーカーであって，後年，工作機械製造に従事することになるこれらの大

手企業は機械製造技術を蓄積してはいたが工作機械メーカーではなかった。

解放後，最初に工作機械の製造に取り組むのは，技能工によって創業された中小企業である。

47年に光州南鮮旋盤工場を創業する朴南述は 中学を 2年で中退して八谷機械製作所にはいっ

た。彼は日本人社長の好意で，終業後，工場を利用させてもらい， 3年かけて旋盤を自作して
( 6) 

いる。その経験が旋盤工場の創業に結びついた。

独立系としては韓国随一の工作機械メーカーを育て上げることになる権昇官は，釜や撃を

作っていた日本人経営の全州鋳物工場に32年，見習い工として入り，鋳造の仕事を覚えた。40

年，彼は繁j甫貞次郎が光州で経営していた巴鉄工所にスカウトされ，農業用鉄製水門の製作に

従事した。やがて彼は繁浦の信頼を得て，工場の管理や営業，集金を任されるようになる。終

戦により帰国する繁浦から後事を託された権は，道庁から管理人に選任され， 50年に工場の払

い下げを受け， 52年，合名会社貨泉機工社を設立した。水門や鉄骨から旋盤へと事業転換する
( 7) 

のは59年のことである。

このように韓国人による工作機械生産は，外貨不足とウォン安の下での内需に応じて， 日本

人が営んで、いた工場での就業経験を持つ技能工自らの発意で始められた。 60年代，工作機械を

製造していたのは，ソウルの京城鋳物製作所，大郎の勝利機械製作所，大郎重工業，釜山の義

信工作所，大田の南鮮機工，光州の貨泉機工，馬山の第一機械，馬山韓国金属，永登浦の精工
( 8) 

社などである。こうした中小企業はどのようにして工作機械製造技術を修得していったのであ

ろうか。

貨泉機工は水門などの公共工事に携わりながら，仕事がなくなると農機具，発動機，練炭製

造機械，水車などを製造していた。しかし受注に伴う賄賂の横行に嫌気が差した権は，民需品

への転換を図る。そこで選定された新製品が国産化の進んでいなかった旋盤である。

権昇官は日本の工業学校を卒業した設計技師にスケッチさせて 59年にベルト掛け旋盤3台

を製作し，まず社内で用いた。鋳造工出身の権が手掛けた旋盤は鋳物の品質が良く，ソウルの工

( 6) 前掲 『発達史』 138～40頁
( 7) 司会社 『7］対1 虫干す刈 ミ~0-j会主J召』ぎI・忍ユ吾＇ 2802 （；機昇官 『機械と共に歩んできた一本道』
貨泉グループ） 45～109, 141～3頁

( 8) 康明順「♀司斗叫金属工作機械立l製造技術発展斗展望』大1毒民国学術院 1990年， 41頁
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技術と文明 16巻2号（56)

具商街元暁路で販売したところ，好評を博し事業の比重は水門から旋盤へと移されていつ（定。

64年に貨泉は他社から図面を購入して，歯車駆動式旋盤を製作した。ベルト掛けに比べ．動

力損失が少なく，強力切削が可能な歯車駆動式旋盤は高価ではあったが，作業能率が高く，以

後，普及していくことになる。

44年に鉱山機械と織機のメーカーとして設立された大郎重工業は， 60年代初めにベルト掛け

の工作機械を製作したが，図面はなく，見て聞いて，頭の中で思い描いて作るというやり方で

あった。

一方， 60年代に工作機械を製造した唯一の大企業として大韓造船公社があった。50年に発

足した造船公社は釜山で船舶の建造と修理をしていた。50年代後半 ICA （アメリカ国務省国際

協力局）援助資金と韓国産業銀行からの融資で，工作機械が新増設されたが，設備能力に余剰

があったため，舶用機械の製作と修理を担当していた機械事業部が工作機械生産に乗り出す。

西独マーチン社から輸入した歯車変速電動機直結旋盤を分解して，図面にしそれに基づい

て， 62年に旋盤の製造が始ま った。外観は原品と似ていたが 同じ熱処理がほどこせなかった

ため 負荷される応力や衝撃を考慮して，部材のサイズを大きくするしかなかっ（足。

公社製旋盤の品質は，韓国工業規格 （KS) 1級および日本工業規格の普通旋盤規格による検

査に合格する水準であった。64年には韓国製工作機械として初めて，アメリカ等へ輸出された。

旋盤を中心に，形削り盤や平削り盤も作られたが， 68年に民営化されると同時に，累計生産台

数200余台で工作機械の生産は打ち切られる。65年の日韓国交正常化に伴って，韓国に供与さ

れた対日請求権資金が日本からの工作機械輸入に充当できるようになると，国産品に対する内

需が低迷したためである。

2-2 60年代の技術水準

65年に公刊された 『機械工業技術実態調査1には工作機械を製造していた10社の企業概要と

技術上の欠陥，その原因，対策が記載されている。この資料に基づき 当時の技術水準を瞥見

しよう。

貨泉の歯車駆動式旋盤については，①歯車用鋼材の成分が不均ーな上，熱処理温度が不適切

なため，歯車の磨耗が進み，振動と騒音が発生している， ②主軸軸受のはめあい精度が不良な

ため摩擦熱が生じている， ③塗装不良，と指摘されている。対策としては，成分の確かな鋼材

の使用，高温温度計を用いた熱処理温度の管理，仕上がり寸法の精密測定，吹付け塗装と赤外

線式焼付け炉の採用，そして技術者。技術工の強化を勧めている。

1920年に創業し， 54年に朝鮮戦争から復旧して鉱山機械，揚水機その他の機械製作を再開

( 9) 古，前掲書， 141～3頁

(10) 前掲 『発達史.I141～2頁
(11) 同上書， 148～50頁
(12) 『機械工業技術実態調査 業体別報告書j韓国産業技術開発本部，1965年， 634～ 1076頁
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隣国工作機械工業の技術形成（成田）

表－1 旋盤の仕様と静的精度検査結果

メーカー名
京j成鋳物 京城鋳物

貨泉機工 造船公社 勝利機械 東一機工 南鮮機工
Kulenkarnpff 

( 1 ) ( 2) （西独）

製作年月 1966.6 1963.12 1968.5 1968.8 1968.7 1968.6 1968.8 

振り （mm) 400 480 360 360 500 520 560 420 

,C.、問 ~12縦 （mm) 8CD 600 900 480 850 1250 700 860 

ベッド長さ （mm) 1800 1600 1400 1820 1200 1640 1930 1800 

最高回転数（rpm) 695 690 640 6CO 2000 

駆動馬力（PS) 3 3 2 2 3 3 3 

4段段車 4段段司王
全歯車 全歯車

段車歯車変迷
4段 Vベルト

王制l台形式 パックギア パ γクギア
直結 直結

段r11式 主主↑巴併用
パァクギア直結

会歯率直結

直結 直結 Vベル ト直結

KS 2級合格割合（%） 15.4 27.0 27.0 38.5 50.0 38.5 53.8 962 

ti:¥所康明順編『国産工作機械品質嘆精密度｜向上告為電研究』科学技術処 1968 

注検査合格割合は特定の l 台の静的精密度を検査して 26~買日中 規格に適合していた項目数の割合を示す

した京城鋳物製作所は， 61年に旋盤やボール盤の製作を始めた。63年にアメリカ鋳物協会の招

きで技師を派遣したこともある企業であったが，旋盤の鋳物に対する評価は低かった。

硫黄分の多い無煙塊炭を用いているため，溶解温度が低く， f荷物中の硫黄含有量が多くなっ

ている。また材料の古鉄が不均質で、ある。鋳物砂の処理装置がなく，砂処理が不適切で、ある。

結果として，鋳物の品質は良くない。その上，鋳物は十分な応力除去がなされないまま，機械

加工されるので，力［｜工後に歪みが生じている，という評価であった。

歯車は，材質が不詳である上， 加工に歯切り盤が用いられていないため，精度が低く，焼入

れ後，査みが除去されていないため，耐久性も低かった。

工場内の照明が暗く ，中間製品の精度検査が行われていない，という指摘もあり ，これらの

要因が重なって，製品の性能は KS規格が定める水準の 7～ 8割にとどまり，耐久性にも乏し

かった。

造船公社や貨泉はまだ良い方で， 当H寺の平均的な韓国製工作機械は，材質不明の素材と低い

精度の加工設備を用いて，満足な検査器具もないまま，形だけ似せて作られていたと言えよう 。

次に漢陽大学校工科大学が科学技術処の事業として国産旋盤を調査した結果に基づく研究論

文を紹介することで， 当時の技術水準を検証しよう。対象となった京城鋳物製作所，南鮮機工

社，東一鉄鋼工業，勝利機械製作所，大韓造船公社， 貨泉機工社の製品仕様と静的精度検査項

目の合格割合をまとめたのが表一lである。

旋盤のベッドはキューポラを用いて鋳造された灰鋳鉄でできているが， 化学的成分と機械的

性質が不均一で、，引張り強さと硬度が共に不足している。シーズニングは全くしていないか，

(13) 康明順編 『国産工作機械品質安精密度向上金為を研究J 科学JHI~処， 1968年
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技術と文明 16巻 2号（58)

していても不十分なので＼鋳造応力除去のための焼鈍方法が提示されている。ベッド摺動面の

硬化処理もされていないのでE 火炎および高周波硬化処理を試して，その方法を記している。

ベッド摺動面の真直度と平行度を検査した結果，測定箇所の約半数がKS規格 2級の許容値

から外れていることが判明したので，機械加工法の改良で精度向上が可能であることを指摘し

きさげ仕上げのフライスおよ び研削加工による代替を勧め，『池貝技報』に依拠してベッドの

中高加工法を紹介している。

主軸には岡lj性の高い材料がほとんど使用されておらず，軟鋼の使用例も見られた。軸受部は

熱処理硬化されておらず，磨耗しやすいため，精度の維持に問題があった。 主軸の真円度は不

良で，穴と外径の同心性が欠如しており，主軸外径と主軸穴の振れはほとんど規格外であった。

ねじ切りの規範となる親ねじは，ピッチ誤差が大きく ，すべて規格外であるため，加工され

たねじも精度不良であった。

静的精度の測定結果は， KS規格に示された全26項目中， 2級合格率で最高54%，最低15%で

あった。

機械工学を学んだ技術者が絶対的に不足していた工作機械企業にとって大学の機械工学者

が精密な測定機器を用いて検査した結果と学界では知られていた新しい知識が紹介されたこと

には大きな意義があったと考えられる。

しかしながら，この論文で紹介されたベッド摺動面の焼入れは。 韓国工作機械製造業界に速

やかに普及したわけではなかった。貨泉機工において ベッ ド摺動面に焼入れが実施されるよ

うになった過程を次節で紹介しよ う。

2 3 貨泉の対外技術交流

歯車駆動式旋盤の生産を始めた頃から貨泉は成長路線に乗り， 66年には工場を移転拡張して。

従業員も40余名から150名へと増えた。68年貨泉はソウルで開催された世界産業博覧会に製

品を出品したが，この展示を見た山崎鉄工所の社長から技術提携ないし合作について意向の打

診があった。権昇官社長は山崎鉄工所を訪問することを希望し その年。初めて日本の土を踏

んだ。

まず東京で折よ く開催されていた日本国際工作機械見本市を見学した。この時，権社長の頭

には「それらの機械の水準はあま りにも高くみえて，われわれの技術では永遠に追いつくこと

ができないのかもしれないという考えさえ生じた。」彼はこのような日本の成功の秘訣に強い

関心を抱いた。

山崎鉄工所を見学して「工場内の機械設備やその配置，製品管理等がとても合理的で、体系的

になされている」と感じた権社長は，貨泉をどのように運営せねばならないか，何を開発しな

(14) 迫，前掲書， 157頁
(15) 向上書， 158頁
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韓国工作機械工業の技術形成 （股田）

ければならないか，と考えた。とりわけ山崎では旋盤のベッ ド摺動面に焼入れして耐久性を高

めていることに驚いた彼は，熱処理装置の価格を尋ね，ラフなスケッチをした。

技術提携や合作については，先方の説明を熱心に聞いたが，即断することは避けて，帰国後，

山崎の提示した条件を検討した。合作から5年間は，素材である鋳物を含め，あらゆる部品を

山崎から支給され，その後も重要部品の支給を受けねばならないという条件に対して，自信の

ある鋳物程度は最初から自社生産したいと考えていた貨泉は，実力を過小評価されたと感じた。

権社長は「多分彼らは合作自体より我 を々前面に押し立てて，韓国市場を広げてみようという
(16) 

計算がより大きかったようだ。」と書いている。

結局，貨泉と山崎の聞に協力関係は築かれなかったが，貨泉が世ー界の工作機械業界の中での

自らの位置を確認し，急成長を遂げつつあった山崎鉄工所の工場を見学できたことの意義は大

きかったといえよう。

権社長が最も注目したベッ ド摺動面の焼入れであるが， 山崎でもそれほど以前からなされて

いたわけではなかった。62年に山崎製旋盤を対米初輸出する商談があった時， アメリカ機械商

社から突きつけられた条件が 当時の日本では行われていなかったベッド摺動面の焼入れ研削

加工だったのである。ベッド摺動面に焼入れすると歪みが生じて反り，表面にへアー ・クラッ

クが生じた。焼入れ面を研削して平面に仕上げよっとすると，硬化部分が削り取られてなく
(17) 

なってしまった。こうした問題の解決に苦労しながら技術修得したのがベッ ド摺動面の焼入れ

研削加工であった。

貨泉は70年にベッドの火炎焼入れ技術を自社開発する ことに成功する。71.72年は経営不振

であったが. 73年に重化学工業化宣言が出されると，工業系高校の実習教育が強化され，貨泉

は学校向け工作機械で伸びていく 。

74年には製品の耐久性と精度を高めるために，貨泉は政府の外貨支援を受けて， 日本から平

削り盤や各種研削盤などを導入した。外貨節減のために中古機械が購入されたが，それでもこ

のことが貨泉の品質を画期的に向上させる契機となった。

他方で貨泉は日本からの技術導入を試みるが， このことは次の章で述べる こと にして， この

章の最後に，工業振興庁が74年から実施した工作機械の技術指導について見てみよう 。

2-4 工業振興庁の技術指導

工業振興庁は韓国精密機器センター （FIC）と共同で74年5月から翌年2月にかけて， 4社の

歯車駆動式旋盤の精度を KS規格に基づいて検査した。 比較的優良な製品は72の検査項目中，

3/4の項目でKS1級に合格しているがそれでも 8項目が規格から外れていた。メーカーに

よっては，半分近くの項目が規格外の製品もあった。

(16) 同上書，160頁

(17) 久芳靖典 『匠育ちのハイテク集団jヤマザキマザック， 1989年，77～82頁
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技術と文明 16巻 2号（60)

74年秋に実施された 8社のフライス態とボール盤の検査結果はさらに悲惨で＂， 10項目程度の

検査結果がすべて規格を外れている製品も見られた。

こうした実態調査を踏まえて， 75年に韓国工作機械，南鮮機工社，大郎重工業，貨泉機工杜

の旋盤製造4社，精工社，南一機械製作所，起輿鉄工所， 南鮮機工社，達秀鉄工所，第一機械

工業社，韓国工作機械のフライス盤 ボール盤製造7社に対し，鋳造，熱処理，設計， 加工，

さらに精密測定，品質管理の技術指導を実施した。指導には大学教員や FICないし韓国規格協

会の経験者が当たった。旋盤では，製造－設計技術の指導が3次にわたり計40日間 精密測定

と品質管理の指導はそれぞれ10日間 25日間，行われた。

こうした技術指導の内容と結果は報告書として刊行され，それは同業他社にも参考となる技
(18) 

術書になっている。韓国工作機械工業の概要と技術庁指導の目的および方法をしるした総論の後，

技術者の確保と技能工の再教育，設備の増強，重要部品 工具の輸入促進，生産性向上のため

の工具管理－機械配置の再検討などの必要性が論じられている。設計については軸と穴のはめ

あいj 旋盤主軸の駆動力算出方法，主軸変速装置の設計方法が解説された。加工法に関しては，

ジグの利用，親ねじゃベッド，主車Ill，主制｜台など重要部材の加工あるいは組立ての要点が述べ

られた。鋳物の応力除去のための焼鈍とベッド摺動面や歯車の焼入れなど熱処理も扱われてい

る。鋳造部門では炭素や珪素の含有量や溶湯の温度を管理せずに鋳込みがされている現状が記

されている。 測定については，精度に対する認識不足f 測定室の欠如， i~IJ定機器の不適切な取

扱いが指摘された。

こうした技術指導の結果， 75年末時点での旋盤の検査結果は，表－2のようになってお り，成

果が現れているといえよう。一方で，軸受や歯車などの部品の精度向上，鋳物の均質化，専

用 ・精密 ・NC工作機械生産に向けた外国技術の導入 生産設備のメンテナンス・代替および

測定器の拡充，設備投資資金の支援 ・輸入部品の関税減免 ・直接税の減免といった，工作機械

メーカーだけでなく，支援産業や政府の謀題が認識されている。

表－2 旋盤検査成績（1975年12月31日まで分）

メーカー名 貨泉機工社 韓国工作機械 商鮮機工社 大郎重工業 南鮮旋盤工場

l級合格 101 (15.7) 1 ( 1.4) 

2級合格 533(82 8) 61 (871) 4(444) 25(694) 

3級合格 2(22.2) 3( 8.3) 

不合格 10 ( 1.6) 8(11.4) 3 (33 3) 8(22.2) 

合計 644(788) 70( 8.6) 9( 11) 36( 44) 

出所 『工作機械技術指導報告書（普通旋盤）』工業振興庁、1975年、 231頁

(18) 『工作機械技術指導報告書（普通旋盤）J工業振興庁＇ 1975年
(19) 同上書， 26～ 8頁
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1 ( 1.8) 

15(27 3) 

55( 6.7) 

単位台（%）

第一機械 よc"コ 計

102(12.5) 

1(333) 663 (81.2) 

2(66 6) 8( 1.0) 

44( 54) 

3( 0.4) 817(100) 



鞠図工作機械工業の技術形成 （際問）

特に工作機械の本体をなすf荷物に関しては，次のような所見が示された。熱処理して所期の

ベy ド硬度を得るには 2 ベッドの材質が熱処理に適合していなければならない。この目的にか

なう材質はミーハナイト鋳鉄と球状黒鉛鋳鉄であるが，これらの製造技術は難しく，囲内の技
(20) 

術水準で、は対応できず，コストも高価になる。

この技術を貨泉は77年に英国ミーハナイト社から導入する。

3 後発財閥系企業の技術形成

3 1 韓国工作機械技術導入の概観

解放後，中小企業を中心とする韓国の工作機械メーカーは，自助努力による技術形成を図っ

てきた。しかし顧客の求めが高まるにつれ3 それに応じて技術水準を向上させることは容易

ではなかった。輸入品を模造することはできても，設計技術が不足しているため，独自製品の

開発には長い時間と多くの費用が必要であるのみならず＼成功の保証がなかった。そこで，資

金力のできた企業が海外から技術導入に踏み切るようになる。技術提携製品は顧客の性能と品
(21) 

質に対する保証要求にも応えるものであった。

1962年から95年までの金属切削工作機械に関する技術導入状況を示したのが表－3である。

この間の技術導入契約総数はlOlftlニで、 67年 韓国工作機械が大日金属工業と旋盤に関する契

約を締結したのが最初である。

時期別に契約件数の推移を見ると， 70年代後半と 80年代後半以降に増えている。70年代後

半は大字，起亜，現代が工作機械事業に進出した時期で それに伴い非 NC工作機械の技術導

入が多い。

80年代以降では特に88年と90年の導入件数が多い。88年の契約件数は13件で最多であるが，

契約当事者は日韓とも非大手が多く，円高が進行する中でコストダウンのために生産を韓国に

移管したい日本側中小企業の意図が強かったと見られる。

導入機種は非 NC工作機械では，フライス盤，研削盤，それに旋盤が多いが，むしろ幅広い

機種を網羅していることが特徴である。

82年までは非 NC工作機械に関する導入がほとんどであったが， 79年，大字重工業が三井精

機からマシニングセンタに関して技術導入したのを皮切りに， 83年以降， NC工作機械が技術

導入の中心となっていく 。工作機械は NC化が進むとともに， マシニングセンタと NC旋盤の

2機種に集約されていく傾向があるが，NC工作機械の導入件数は前者が30件以上，後者が10

数件で，両機種で大半を占めている。

技術を導入する韓国側の企業別契約件数を見ると，大字重工業が最多の15件，続く現代グ

ループが13件，大韓重機を含む起亜機工が11件である。これらの企業は財閥系で＼いずれもグ

(20) 向上書j lll頁
(21) 『牒国旦｜産業1984.l鞠国産業銀行調査部， 1984年， 37頁
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表 3 韓国の工作機械技術提携

認可年 技術導入者 技術提供者 国名 導入技術

1967 緯図工作機械 大日金属 日本 各種工作機械

1969 東洋機械工業（のちの統一） 大限鉄工所 日本 各種工作機械

1974 貨泉機械 滝I畢産業 日本 高速旋盤

1975 大韓重機工業（起亜機工に吸収） 日立精工 日本 フライス量産

iti鮮機工社 静岡鉄工所 日本 フライス盤

東洋機械工業 大限鉄工所 日本 高速旋盤

1976 現代洋行（のちの韓国重工業） 大阪機工 日本 フライス般、旋盤、プレス

起亜機工 日立精機 日本 工作機械

起亜機工 豊凹工機 日本 fiJf両lj盤
第一機械工業 日本機械製作所 日本 歯車切削機械

大字重工業 池貝鉄工 日本 普通旋盤

三千里機械工業 北川｜鉄工所 日本 精密卓上ボール盤

大斡重機工業 山崎鉄工所 日本 旋盤

大韓重機工業 東芝機械 日本 中ぐり絵、フライス盤

1977 精工社（吸収されて斗山機械） 小川鉄工 日本 ラジアルポール盤

大宇重工業 池貝鉄工 日本 中ぐりフライス盤

韓国重工業 Cincinati Milacron 米国 円筒研削盤

1978 大宇重工業 r兵井産業 日本 生産フライス盤

大字重工業 牧釘・フライス製作所 日本 万能工具研削盤

貨泉機械 滝j畢産業 日本 工作機械

}!f泉機械 岡本工作機械製作所 日本 精密平面研削盤

大字重工業 Kearney & Trecker 米国 ひざ形フライス盤

韓国ベア リング 日平産業 日本 町f削悠

現代自動車 三菱重工業 日本 専用機、ホブ盤、ギヤシェーパー

起亜機工 富士機械製造 日本 自動旋量産

1979 精工社 豊和産業 日本 ひざ形フライス盤

大字重工業 三井精機工業 日本 マシニングセンタ

統一産業 Pittler Maschinenfabrik 西独 自動旋盤

統一 安田工業 日本 マシニングセンタ

1980 真友機械工業 遠州製作 日本 フライス盤

1982 大字重工業 MIT 米国 数値制御旋盤

大字重工業 Izumi Engineering Institute 日本 工作機械に関する技術諮問用役

1983 起i]［機工 目立精機 日本 CNC旋盤、マシニ ングセ ンタ

大字重工業 Chiron Werke 西独 立形マシニング七ンタ

1984 統一産業 Wanderer Maschinen 西~1: マシニングセンタ

現代自動車 新日本工機 日本 マシニングセンタ

1985 三千里機械工業 北川鉄工所 日本 旋盤自動盤用油圧チャyク同関連シリンダ

貨泉機械工業 遠州製作 日本 立形マシニングセ ンタ

大字重工業 東芝機械 日本 横形マシニングセン夕、同 NCコントローラ

大字重工業 ソデイック 日本 NC放'11£加工機（ワイヤカット含む）

斗山機械 大限盛和機械 日本 CNC工作機械

1986 統一 Wandere1 Maschinen 西独 CNCマシニングセンタ

現代自動車 Cincinati Milacron 米国 数値制御旋盤

統一 Heyligenstaedr 西独 強力高速 NC工作機械

万都機械 lくosoku通商 日本 単能盤

起亜機工 目立精機 日本 マシニングセンタ
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1cr,t図工作機械工業の技術形成（成田）

1987 貨泉機械工業 大阪機工 日本 HliJ~マシニングセンタ

世中エンジニアリング 杉山鉄工所 日本 工作機械金型 。ジグ

国際ダイアモンド工業 不二越 日本 ブローチ披

1988 翰園精機 本IUJ金属工業 日本 金属工作機械

翰園精機 酋凹機械工作所 日本 FMS構成町lNC加工機 。周辺機器

韓国工作機械 :A福鉄工所 日本 平削り盤

現代エンジン工業 新日本工機 日本 プラノミラ

現代自動車 カシ7ジ 日本 NC歯車加工機

韓国ファナック ファナック 日本 放電加工機

韓国豊成機械 北条機械工業所 日本 専用工作機械

韓国農成機械 UNI Engineering 日本 専用工作機械

大栄機械工業 安永鉄工所 日本 金属専用!Ju工機械

有一機械工業 ti沢製作所 日本 万能工具ji)f削盤

統一 Geb1 uclerトIonsberg 西独 FMS用 NC工作機械

三星重工業 大阪機工 日本 マシニングセンタ

緯国7ァナック ファナック 日本 Fanuc Tape Drill Mate Series 

1989 韓国総合機械 1屯r畢鉄工所 日本 工作機械

現代エンジン工業 AMCA International 米国 大型自動 NC旋盤

国際機工 ｛刻酋鉄工所 日本 ガンドリルマシン

貨泉機工 大阪機工 日本 マシニングセンタ

万都機械 1也員 日本 CNC旋盤、マシニングセンタ

統一 Heyligenstaedt 西独 CNCプラノミラ

起亜機工 目立精機 日本 CNC旋盤

1990 へドック機械 Symab フランス NCj広量産

ウチャン機械 オーテ 7ク 日本 ブローチ盟主

JJl代精工 ヤマザキマザック 日本 CNC}jff.盟主、マシニングセンタ

スサン精密 Show Shin Iく1ko 日本 横形マシニングセンタ

三星重工業 大阪機工 日本 縦形マシニングセンタ

貨泉機械工業 P1awema ドイツ CNC研削量産

韓国火薬 津上 日本 CNC自動旋盤

起亙機工 日平 トヤマ 日本 NCラインセンタ

サンウォン産業 野村製作所 日本 横形中ぐりフライス盤

1991 国際ダイアモンド工業 中部工機 日本 CNC大型旋盤

三星重工業 森将j機製作所 日本 NC旋盤、マシニングセンタ

ハンミ超音波 Lapmaster International 英国 超精密研削盤

ハンミ超音波 ラップマスター 日本 超中i'i'ii','fiJf削撚

1992 大栄機械工業 シギヤ精機製作所 日本 円筒fiJf削披

現代精工 ヤマザキマザック 日本 機形マシニングセンタ

貨泉機工 大阪機工 日本 検）~？シニングセンタ

起亜機工 目立精機 日本 横形マシニングセンタ

大字重工業 東芝機械 日本 横形マシニングセンタ

南鮮機械工業 静岡鉄工所 日本 NCフライス盤

南北 大島機工 日本 CNCベッド型フライス盤

1993 大字重工業 ソデイッ ク 日本 NC 放~！）＇.加工機 （ワイヤカット含む）

南北 エンシュウ 日本 ドリルタ ッ7＂センタ

現代自動車 セイコー精機 日本 CNCグラインデイングマシニングセンタ

ノ、ンブア i＊上 日本 CNC自動旋盤

1994 三星重工業 大阪機工 日本 マシニングセンタ

現代精工 エンンユウ 日本 ラインタイプ才黄)f；？シニングセンタ

斗山機械 大｜波盛和機械 日本 CNC旋盤、マシニングセンタ

現代重工業 倉敷機械 日本 NC 1¥'I！中ぐり盤、マシニングセンタ

11 



技術と文明 16巻2号（64)

現代精工 Chiron-Werke ドイツ 立Jf~？シニングセンタ

大字重工業 新日本工機 日本 5而加工機
大字重工業 オークマ 日本 横形マシニングセンタ

1995 I三星重工業 豊平日工業 日本 立形マシニングセンタ

出所 白草主主主編『技術導入契約状況(1962～88)J（緯国産業技術振興協会、 1989年）と『62～・95 技術導入契約現況J(韓国産
業技術援興協会、 1995年） を中心に、林I！~載編『昌原基地十五年史J(畠原機械工業公団、 1990年） 、 『韓国近世科学技術100

年史調査研究一機械分野－J（韓国科学財団、 1989年）、水野順子「韓国工作機械工業の発展要因J（『アジア経済』第31巻第
4号、 1990年）、『月刊生産財マーケティングjで補完

jレープ内で自動車生産に従事していることが大きな特徴である。これらに続くのが統一 （現
(22) 

S&T重工業） と貨泉で，それぞれ9件と 8件の導入をしている。

韓国に技術供与した企業の国籍は日本が延べ85件で曾 ドイツの 9件，アメリカの 5件を大き

く引き離している。このように日本からの技術導入が多い理由として.70年代後半に韓国側が

指摘しているのは， ① 日本の技術水準は比較的低いので、吸収しやすい， ②地理的に近く， 日本

製部品の利用，技術 －経営指導の受入れ，技術者の提携先での研修が容易である，③言語面で

意思疎通がしやすい，④日本の企業体質に慣れている，といった点である。

日本企業の中で契約件数が多いのは，大阪機工の 7件 1 目立精機の 5件，遠州製作 （現 ・エン

シュウ）の 4件であるが，50社以上が技術供与しており，供給元は分散している。

韓国企業と外国企業とのつながりについてみると，起亜機工は11件の契約のうち， 5件が日

立精機からの導入であり， 目立精機は起亜以外の韓国工作機械メーカーには技術供与していな

い。統一はドイツからの技術導入が9件中 6件を占めており，日本への依存度が低い。貨泉は

70年代に二度，滝j峯産業から旋盤の技術導入をし， 87年からの 6年間に三度，大阪機工からマ

シニングセンタの技術を導入している。

契約内容をみると，技術情報 －資料．加えて技術用役がほぼすべての案件において提供され

ており，代価の支払いは一時金と ロイヤルテイ の組合せが大部分で， 大半のロイヤルテイは売

上額の 3%である。契約期間は 5年が最も多く ，もしくは 3年である。

3 2 非財閥系企業の技術導入

70年代にはいって活発になる日本から韓国への工作機械技術の移転は。主として技術提携で

行われ，合弁企業設立の事例は少ない。 しかし日韓工作機械技術協力の魁となったのは， 69

年の韓国工作機械の設立であった。同社は日本の中堅工作機械メーカ一大日金属工業から49%

の出資を受けて発足した。同年 3月から6月にかけて12名の技術者が大白金属で加工方法に関

する研修を受け， 3月から9月まで旋盤とボール盤の設計について大白金属から指導を受けて

(22) 統一重工業は1998年に会社更生法の適用を受け， 2003年，熱交換器メーカーから出発したサムヨ

ン・グルーフ．の傘下に入り。2005年に S&T重工業と改称した。
(23) 『韓国旦1機械工業育成斗展望吋lIlk！を調査研究ー工作機械、電気機械安吾辺！豆製造業含中心主豆一j
韓国機械工業振興会 1978年， 62頁 『工作機械製造業体実態調査書j稼国工作機械工業協会， 1979年，

33頁
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韓国工作機械工業の技術形成 (I資回）

いる。それにより韓国工作機械の設計方法は改善され，製品精度が高くなったという。しかし

前掲表 2によると，韓国工作機械製旋盤の検査成績は，貨泉機工に劣っていた。

当時の韓国では部品供給が可能な中小機械工場の集積が希薄であったため，韓国工作機械は

主軸素材の鍛造から制御箱やオイルパンの板金加工まで社内で実施しており，軸受，チャック，

センタ，それに親ねじ及び歯車の素材はi愉入していた。生産設備はほとんど大日金属からの現
(24) 

物出資であった。

韓国工作機械に続く事例として 貨泉機工と日本の中堅工作機械メーカーである滝淳鉄工所
(25) 

の技術提携が重要で、ある。74年に経営が好IJiiした貨泉は技術導入に目を向け， 日本の機械商社

である山善および滝淳鉄工所との共同出資による合作会社の設立を推進した。総投資額20万ド

ル中，貨泉が10万ドル相当の工場と人員を提供し，山善は 5万ドルの現金，滝j皐は 5万ドル相

当の機械設備を現物出資する計画であった。

75年，貨泉は光州、｜ に新工場を建て，別会社として貨泉機械工業を設立した。滝津からはベッ

ド研削盤など当時の韓国工作機械業界では目新しい機械が送られてきた。貨泉は中古品である

ことを承知の上で受け入れたのであったが，継続使用には耐えられないほど老朽化しており，

しかも 日本で市場調査したところ，半額程度で買える機械であると判明した。そこで貨泉から

の申し入れにより合作は解消された。

しかし滝湾側が謝罪したため 技術提携は継続され滝浮から提供された機械設備も再生修

理の上，生産に投入されて貨泉の既存製品の性能向上と品種の多様化に少なからず寄与した。

貨泉は合作会社設立への取り組みの過程で，工作機械生産にはどのような設備が必要不可欠で，

工場の配置と運営はいかにあるべきか等の先進的な工場経営方法を多く学ぶこともできた。

貨泉は75年に NC旋盤の独自開発に挑戦したが，期待通りに作動しなかった。そこで翌年，

科学技術研究院 （KJST）との共同研究を開始し 初歩的な NC旋態羽刷CL-420を開発した。し

かし実用化には程遠かったので，この経験を生かしながら，提携先の滝浮鉄工所や NC装置供

給元である富士通ファナック（現・ファナック）から技術情報を得て，改めて76年12月から設計

を始めて， 77年 5月に NC旋盤羽巾CL300を完成した。こうして韓国初の NC旋盤が登場した。

貨泉は77. 8年当時，普通旋盤囲内市場の半分を占有し，旋盤を月200台，フライス盤を月30
(26) 

台生産する韓国随一の工作機械メーカーとなっていた。ミーハナイト鋳物の鋳造からベッドの

焼入れ研削，歯車の切削 ・研削を含めて，自社およびグループ内で一貫加工し普通旋盤では

親ねじ用素材と軸受のみを輸入していた。品質面では製品の97%がFICによる検査を l級で合

格していた。

(24) 小林茂小田弘治 「5社の生産現場みてある記」 『月干lj.生産財マーケテイングJ1978年9月号
(25) 前掲 『工作機械技術指導報告書』 215頁によると， 73年12月から74年5月にかけて貨泉の技術者が
組立ておよび治工具管理に関する研修を滝様鉄工所で受けている。

(26) 前掲「5社の生産現場みてある記」
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技術と文明 16巻 2号（66)

3-3 財閥系企業の技術形成

韓国工作機械工業が本格的な発展を始め，韓国独自の特徴を示し始めるのは70年代後半から

である。73年に第3次経済開発計画の基本方針として重化学工業化を打ち出して以来，韓国政

府は鉄鋼，非鉄金属，造船，機械，電子，化学を中心とする重化学工業を振興した。重化学工

業化に伴い，工作機械需要が発生しとりわけ70年代後半から80年代初めにかけては自動車工

業が量産体制を構築するための工作機械を需要した。さらに80年代後半からは輸出産業として

成長していく電子産業からの工作機械需要が急激に伸びる。

こうして韓国の工作機械内需は73年の91億ウォンから90年の 1兆843億ウォンへと約120倍と

なり， 80年代最初の 3年間を除いて，急激な増加傾向を持続したのである。この間，囲内生産

は内需の増加を上回る勢いで拡大し同じ時期に工作機械生産額は20億ウォンから6783億ウォ

ンへと340倍になっている。このため韓国の工作機械自給率は75年の9.5%を最低値として次第

に上昇傾向をたどり， 90年に58.1%となった。

70年代後半以降に見られる韓国の工作機械生産の拡大は主として財閥の工作機械工業への新

規参入によってもたらされた。代表的事例として大字重工業は76年，起亜機工は77年，現代

自動車は78年に工作機械生産を始めている。起亜と現代はこの時期に本格的な自動車生産をめ

ざしており，一部生産設備の内製による輸入代替を志向したのである。それは76年の起亜機工

と日立精機の技術提携にタレット旋盤や専用工作機械＇ 78年の現代自動車と三菱重工業との技

術提携に専用工作機械，ホブ盤．歯車形削 り盤といった自動車部品加工用機種が含まれていた

ことでもわかる。

財閥の工作機械工業への参入は政策上からも促進された。工場立地に有利な昌原機械工業団

地の造成が74年から始まると共に， 77年に機械工業振興法に基づく金属工作機械製造業基本育

成計画が実施され，財閥系工作機械メーカーもその育成の対象となった。

しかし新規参入した財閥系工作機械メーカーはそれ以前に工作機械を製造したことがなかっ

た。そこで70年代後半以降に新規参入した大企業は日本を中心とする先進諸国から活発に技術

導入をする。それまで韓国工作機械工業の担い手であった中小メーカーの中で技術導入可能な

資金的余裕を持つ企業は限られていたが，財関系企業は潤沢な資金を持っていたのである。韓

国工作機械工業は70年代後半に非 NC工作機械技術を導入し 80年代半ばから NC工作機械関

連技術を導入していくことになる。

(1）起亜の事例

1962年に日本の東洋工業 （現マツダ）と技術提携してオー ト三輪の生産に着手した起亜産業

は， 74年，さらに同社からファミリアの技術を導入して乗用車生産に進出する。その際，起亜

産業は自動車国産化率の向上をめざして 曲射砲等の兵器生産とともに工作機械や自動車部品
(27) 

の製造を目的とする側三原製作所を76年に設立し昌原工場を建設した。同時に日立精機との
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韓国工作機械工業の技術形成（庚回）

聞でタレット旋盤およびひざ形フライス挫の製造に｜刻する技術提機契約が締結され，特許権や

技術資料の提供，そして技術者の交流が始まることになる。

直ちに技術提携に踏み切ったことについて，「会社設立当時，わが国は機械工業不毛の地も

同然であった。そこで短時日内に技術力を確保するためには， j毎外先進企業との技術提携が必

然的であった。このため起亜重工業 （三原製作所1 起亜機工の後身一一筆者）は日本の工作機械企
(28) 

業との技術提携を通じて，海外先進技術を修得するのに注力した。Jと社史に書かれている。

一方， 目立精機で提携業務を担当した椎名敏夫は 「当時， 日本は汎用機から NC機への転換

点で， しかも韓国はその汎用機の大きな市場であった。日本のメーカーは汎用機の図面やノウ

ハウを抵抗感なく提供しそのKD（ノックダウン一一筆者） パーツを大量に輸出した。」と日本

側の事情について記している。

三原製作所は翌77年，起亜機工に商号変更され， タレッ ト旋盤の生産を開始する。これは自

動車部品等，同一部品の反復加工に適した機種であ り， 目立精機は日本随一のタレ ット旋盤

メーカーであった。

続いて77年に起亜は豊田工機と研削盤の製造に関する技術提携を結んだ。この提携に基づき，

韓国初の円筒研削盤が80年に発売される。加工精度を左右する砥石軸には豊田工機が特許を保

有するスタ ット （油静圧）軸受が用いられていた。当初は豊田から，簡単なカバーなどを除く，

主要部品が支給されたが 81年までに部品の60%が国産化され， 87年にはホイールヘッドも製

造して95%の国産化を達成した。

79年には東洋工業からの技術導入によりシリンダブロック中ぐり用専用機を 4台生産し，起

亜産業に納入している。これは韓国で最初に生産された専用工作機械であった。またこの年，

起亜は富士機械製造と技術提携して，自動車部品加工に適した油圧単能自動旋盤の開発に着手

した。 技術者3名を日本に派遣して技術研修を受け 翌年から製品を出荷している。

70年代は以上のように主として自動車部品の加工に用いられる，比較的生産性の高い非 NC

工作機械の技術が立て続けに導入された。80年代に入ると起亜も NC工作機械の技術導入に進

むことになる。

82年，起亜は自社技術でNCフライス盤を開発し，さらに横形マシニングセンタの開発を始

める。 科学技術院の協力を得て， 82年12月から84年6月にかけて横形マシニングセンタ国産l

号機が開発された。設計図面に基づいて組立てられた製品には，無数の問題点が生じ，それら
(30) 

の原因解明と解決には多くの時間がかかった。

例えば，油圧配管の中に空気が入ったことによるテーブルの作動不良，油圧ホースの内径が

カタログの仕様より小さかったこ とによる主軸の工具アンク ランプ動作の遅れ，治工具を用い

(27) 『起亜50年史j起亜自動車， 1994年，220～ l頁
(28) 『起亜重工業二十年史』起並重工業。1996年 364頁
(29) 椎名敏夫 「工作機械技術輸出の軌跡 （勝国編）」『機械技術j第47巻第13号， 1999年12月
(30) 朴鐙祥「水平型叶人］ 'cJ -<j] E~曇開発計坦ぺJ r工作機械J10号， 1985年6月
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なかったことによる自動工具交換装置の精度不良，メンテナンス性の考慮不足などである。こ

れらの原因はわかってしまえば些細なことであるが．こうした数限りない失敗の蓄積がそれを

経験した企業の技術力となっていく 。

このように起亜は NC工作機械の自社開発に取り組んだが，その一方で83年に目立精機との

間で NC旋盤と立形マシニングセンタの製造に関して技術提携する。同年から出荷が始まる前

者は，起亜を代表する中型旋盤として10年以上にわたって生産され，後者の生産は85年に始まる。

さらに86年，起亜は日立精機とマシニングセンタ 3機種に関する技術提携を結ぶ。こうした

提携の効果も寄与して，起亜製 NC旋盤とマシニングセンタの圏内シェアは87年に 4位から 3

位に浮上した。

起亜は同じ86年，豊田工機との「技術提携を通じて修得した技術を基礎に」 NC研削盤の開

発に着手し 91年に独自技術による CNC研削盤を開発している。

この年，起亜は大韓重機工業を買収し生産規模も拡大する。大韓重機は75年に日立精工と

フライス盤， 76年に山崎鉄工所と旋盤，東芝機械と中ぐり盤およびフライス盤の技術提携をし

ており ，こ うした技術も起亜に流れ込むことになる。

起亜は87年に立形マシニングセンタ KV40A.88年に CNC旋盤KηOSを開発しているが，「特

に技術提携を通じて生産した立形マシニングセンタ KV40Aの生産と CNC旋盤KT20Sは起亜機

工がCNC工作機械分野で独自的な技術を確保することができた足場になった。」と社史では述
(32) 

べられている。

89年，起亜は日本で3000余台も売れた NR（倍速）旋盤の製造に関する技術提携を 目立精機と

締結し開発に着手した。起亜製 NR旋盤は韓国でも好評で，模倣品も出回るなど，囲内業界

への影響が大きかった。起亜は NR旋盤の 「生産過程で修得した設計 ・生産 ・検査 品質水準
(33) 

などを技術標準として設定する等，その後，NC旋盤の技術標準とした。J

91年，起亜は純粋独自設計により 。普及型の CNC旋盤KIT30Aを開発した。この機種は以後

5年間の販売が国内向け752台。輸出350台，合計1100台を突破して起亜最大のヒ ットモデルと

なか韓国圏内市場において最多販売記録を作った。「KIT30A旋盤の開発は圏内業界で NC旋

盤を大衆化する機会となり，独創性技術性－経済性など起亜機工の技術水準を一段階高める
(34) 

契機となった。J80年代を通じて NC工作機械の技術導入を繰り返し 社内に技術力が蓄えられ

た結果として，起亜の工作機械生産は表 4のように増加した。

専用工作機械は78年以降，起亜産業，アジア自動車向けを中心に自動車部品加工用専用機の

生産が継続されている。特に89年には シリンダヘッドトランスフアライン 8台，変速機ケー

ス・クラッチハウジングトランスフ アライン 7台が起亜産業に納入された。

(31) 前掲 『起亜重工業二十年史J167頁
(32) 向上書，165頁
(33) 向上書， 166頁
(34) 同上書，167頁
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勝国工作機械工業の技術形成 （成田）

表 4 i包更機工の工作機械生産推移 単位台

年 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

旋 盤 10 5 18 85 63 74 76 173 237 238 456 790 915 

マシニングセンタ 5 25 25 64 100 114 86 116 80 90 119 148 216 

中ぐり盤 11 37 58 51 56 57 20 32 56 65 

町f削量産 12 12 20 22 40 64 79 84 77 76 30 41 59 50 
その他汎用工作機械 156 157 135 90 226 105 136 83 33 4 

専用工作機械 7 16 21 95 26 74 73 67 27 57 31 19 18 27 

ぷ口〉 言｜ 175 2C8 206 250 452 443 534 447 482 511 4J9 667 1071 1273 

出所 f起亜重工業二十年史j起亜重工業、 1996年、 322頁

この時，起亜は目立精機から技術援助を受けてはいたが，目立精機でも I年かかる32ステー

ション全長90メートル余りの加工ラインの組立てを 9ヶ月で完了している。この工事を担当し
(35) 

た組立課長は77年，目立精機に派遣された最初の研修生であった。

( 2）現代の事例

1967年に設立され，韓国最大の自動車メーカーとなった現代自動車も，自動車生産の本格化

とともに工作機械の内製と子会社での生産を展開していく 。現代はフォードとの技術提携によ

り， 68年から乗用車， トラックのノックダウン生産を始めるが， 同社が国内小型車市場を席巻

していくのは，韓国初の国産車ポニーが生産開始された75年以降である。

ポニーは73年に三菱自動車から導入された技術に基づいて開発されたが，生産ラインの構築
(36) 

に当たっては，高精度部品を量産可能な専用機が日本やイギリスから輸入された。

78年，工場を年産30万台規模に拡張する計画の中で， トランスファマシンを中心とする専用

工作機械の安価で、迅速な調達に迫られた現代自動車は，工作機械部を新設して，三菱重工業と

専用機および歯車を加工するホブ盤の製作に関する技術提携に踏み切った。

専用機の技術導入に政府の理解が得られず，承認に 1年半以上かかったが， 80年に工作機械

製造工場が竣工し製造部門では81年6月から半年間， トランスフアマシンの組立てに備えて

遊休設備を用いた組立ての社内研修を実施した。

設計部門では， 81年9月， 2～ 3年の設計経験を有する技師4名がトランスフアマシンの技

術研修のため，三菱重工業京都精機製作所に派遣された。しかし三菱との聞には大きな技術格

差があり，現代の技術者が3ヶ月足らずの研修で設計技術を修得するには無理があった。また

トランスファマシンの取扱説明書の閲覧が社内に限定されるなど，「研修対象がトランスフア
(37) 

マシンという理由で自に見えない冷遇を受けた。Jとの印象も社史につづられている。

出子余曲折の末，三菱からベアリングキャップおよびデイファレンシャルケース加工用トラン

(35) 椎名敏夫 「工作機械技術輸出の軌跡 （韓国編）」『機械技術』第47巻第 8号， 1999年 8月
(36) 『現代自動車二十年史』現代自動車， 1987年， 470頁
(37) 向上書， 473頁
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技術と文明 16巻2サ（70)

スファマシンの図面が提供された。三菱重工業が53年頃，設計したベアリングキャップトラン

スファマシンは，当時も三菱自動車で稼働していた。

問機の図面は半年かけて修正の上．出国されてE 現代自動車で製作にかかった。続いて各種

自動車部品を加工するトランスファマシンの設計が始められた。

設計図に基づく部品加工を経て，組立てにかかると，部品の「加工水準も低く，全体組立て
(38) 

時には組立てしながら，部品を手直しする場合も多く J，また，設計の際，電気配線や油圧配管，

j閏滑系統までの配慮が行き届かなかったため，組立てに大きく手間どった。

設計者も組立て現場に張り付いて手助けしたが，納期に間に合わすのが難しかったため，三

菱重工業の組立て技術者 3-4名を招l侍して，組立てを急ぎ 83年6月から稼働に入った。こ

の最初に完成したベアリングキャ ップ トランスファマシンは，素材投入から加工，検査，洗浄

までの27工程を l名の監視者の下で自動的に行う設備であった。続けて83年中に計11基，総額

23億ウォンの各種トランスファマシンが製作された。

以上のように「自社技術を最大限利用 したおかげで 8億100万ウォン （ベアリングキャ ップ加

工用ライン分一一筆者）の装備価格中． 三菱の一部技術指導と，国内で生産されていない部品輸。9)
入に10%を支出しただけであった。J社内に工作機械の生産能力を持つことが，内製化による

直接的なコストダウンをもたらすだけでなく，他社から購入する際の価格交渉力にもなると現

代は評価している。

専用機と共に技術提携されたホブ般については，組立工が三菱で研修を受けたがT ノウハウ

が必要な作業はお手上げで，日本人スーパーパイザー l名を招いて，長年の経験と感覚による

方法を修得する必要があった。特にベッドとコラムの直角度を出す作業や主軸の組立て，傘歯

車のパックラッシ調整などが難しかった。

現代自動車はこのように自動車部品加工設備を内製したが （表 5に生産の推移を示す），一方

で関連会社でも工作機械生産がなされる。

77年，現代自動車サービス附を母体に発足した現代精工は，当初，変速機などの自動車部品，

鋳造 ・パルフ＼コンテナの生産を主力としていた。現代の自動車生産規模が拡大を遂げていた

87年，現代精工は国産化によ る輸入代替，さらには輸出をめざして 工作機械事業への進出を

計画する。

まず工作機械輸出のための海外市場調査と技術提携先の探索が始められるとともに，工作機

械生産の手始めとして，現代精工は日平 トヤマ製立形タレットマシニングセンタをサンプル輸

入して，リパースエンジニアリ ングにより昌原工場で国産化した。これは88年に現代自動車の

マニホールド量産ラインに投入された。

(38) 向上書， 473頁
(39) 向上書. 475頁
(40) 金潤泰「Hobbingmachine含開発司王」 『工作機械j10号，1985年 6月

(41) 『現代五十年史 上j現代ユ吾文化室，1997年 561～5頁
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線図工作機械工業の技術形成 (I資回）

表－5 現代自動車の工作機械生産推移 単位 台

年 1979-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 合計

単体専用機 54 70 70 156 155 94 133 77 32 841 

トランスファマシン 6 7 10 8 12 8 12 63 

マシニングセンタ 6 32 34 47 42 58 31 30 280 

ターニングセンタ 6 18 10 20 26 80 

NCホプ盤 4 8 13 25 

その他工作機械 5 14 13 2 3 4 4 45 

出所 『現代自動車史』現代自動車、1992年、811頁

その後， 90年に日本のヤマザキマザックとの間で CNC旋盤と立形マシニングセンタに関す

る技術提携が成立した。注目すべきは，ヤマザキマザックの生産性および原価と同一水準にな
(42) 

るように技術指導することが契約に盛り込まれたことである。

90年，現代精工は技術研修のため，技術者6名をマザックに派遣し自社の変速機部品加工

用に CNC旋盤21台がセ ミノックダウ ン生産された。

92年にはさらに横形マシニングセンタについてもマザックと技術提携し同年の製品販売額

は CNC旋盤138億2500万ウ ォン， 立形マシニングセンタ70億3200万ウ ォン，横形マシニングセ

ンタ 15億4000万ウォン，計223億9700万ウォンとなり ，一躍 囲内トップシェアとなった。

マザックとの提携以降，現代精工の工作機械事業は急進展し， CNC旋盤，マシニングセンタ

の対米輸出を開始した例年の販売額は874倍、4900万ウォン，翌年は1337億8000万ウォンへと急

増し 96年には輸出が内需を上回っている。

( 3）大字の事例

大字の自動車産業への進出に先立つ76年，大字機械工業が韓国機械工業を吸収合併して，大

字重工業が成立する。同時に池員鉄工と普通旋盤に関する技術提携を結んで，大字は工作機械

生産に着手する。続いて池貝と中 ぐりフライス盤，浜井産業と生産フライス盤，牧野フライス

製作所と万能工具研削盤，米カーネイ・アンド ・トレッカーとひざ形フライス盤の技術提携を

して （表－ 3参照），大字は非 NC工作機械の品揃えをしていった。

しかし当時の技術提携品は高コストであった。例えば，大字製工具研削盤は牧野製の 5割高
(43) 

であった。このような韓国製工作機械の高コスト要因を．日本の業界誌は次のように説明して

いる。 韓国の賃金は日本の 5～ 6割であるが，生産技術が立ち遅れており，例えば，中型普通

旋盤 1台あたりの所要工数は，日本では300350時間であるが，韓国では2000時間以上かかっ

ている。さらに技術導入経費が必要である上，軸受や歯車を割高な輸入に依存していた。こう

(42) 『現代精工20年史』電叫想ミ子 1997年 484～91頁
(43) 小林茂－小田弘治「新 ー純国事情工作機械工業における “思春期”の構図」『月刊 生産財マー
ケティングJ1978年8月号

(44) 前掲 「5社の生産現場みてある記」
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技術と文明 16巻 2号（72)

(45) 

した高コスト体質のために，大字の工作機械事業は当初から赤字続きであったという。一方で

国産化された機種の輸入は禁止されて市場競争を免れ．国際価格との乗離が生じていた。

79年に大字は三井精機とマシニングセンタの技術提携を結び：・.NC工作機械に進出する。一方

でNC旋盤も日本やドイツから技術導入しようと試みたが失敗し 79年に自らの手で普通旋盤に

C装置を装着することを試み 80年代初頭には日本製品を模倣して NC旋盤の生産を始ぷた
(47) 

80年代後半から大字は技術提携依存体質を脱皮し始めたと言われているが 80年代の大字は

C旋盤の対米輸出を中心とする工作機械輸出最大手として囲内生産シェアを上げていく 。

90年には大字製マシニングセンタと NC旋盤がそれぞれ5台ずつ。 日産自動車に納入され，

エンジン製造などの主要ラインに投入された。バブル経済による日本製品の長納期化と貿易不

均衡是正によるもので＼大字製品は日産の工機工場で、改造の上，現場に設置されたとは言え，

過酷な使用条件に耐えうる自動車生産設備として採用された。

90年代の大字重工業は現代精工とともに韓国工作機械メーカーの双壁と称され， 90年代末に

は海外向けを中心に生産して （輸出比率9割），NC旋猿の囲内生産シェアは46%に達した。大字

における NC旋盤の技術形成過程は筆者の知るところではないがー技術提携できなかったため，

自社開発を余儀なくされた NC旋盤で国際的にも圏内的にも強い競争力を持つに至ったという

事実は，自ら試行錯誤する経験の重要性を物語っているように思える。

4 韓日技術交流の意義と限界

韓国工作機械工業の発展過程を振り返ってみると，戦後の技術革新を通じて，工作機械工業

が急速に発展しつつあった隣国日本の存在は大きかったと言わざるをえない。

解放前に日本の工作機械技術が朝鮮半島に移植されることはほとんどなかったが，その種は

期せずして蒔かれていた。日本の機械製造技術を実地で修得した技能工が解放後，最初期の韓

国における工作機械製造の担い手となったのである。

70年代の技術導入以前にも 貨泉と山崎の係わりのような日韓工作機械メ ーカーの交流が見

られた。 また対日請求権資金による60年代後半の日本製工作機械の鶴田への普及も韓国工作機

械メーカーに強い刺激を与えたと考えられる。こうして目標とすべき製品の技術水準が明らか

になっていった。

輸出拡大を通じて日本企業にとっての韓国市場の比重が高まる中で，いよいよ韓国は重化学

(45) 小林茂「韓国企業の現況」 『月刊 生産財マーケテイングJ1996年 7月号
(46) Barrow. ditto, p217 
(47) 大字重工業工作機械事業本部金雄範常務のことば （『7］対1'<1三 （機械ジャーナル）JVol.40No.12. 

叶lを7］対l守司 （大韓機械学会）• 2000.12）。
(48) 小林茂 「大字重工業（線国）が日産自動車へ最新NC工作機械を一括納入」『月刊 生産財マーケ
テイングJ1990年 8月号

(49) 服部徳衛「韓国業界を牽引する大字重工輸出急増，この時期フル生産」 『月干lj・生産財マーケティ
ングJ1998年 7月号
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斡国工作機械工業の技術形成（成田）

工業化に舵を切り，工作機械工業に新しく参入した財閥は，日本企業に技術提携を要請してい

く。ブーメラン効果を危倶しながらも，この申し入れを拒絶すると，欧米企業の参入を招いて，

日本企業は大切な韓国市場を失う恐れがあった。

一方でちょうどこのタイミングは，日本の工作機械メーカーが非 NC工作機械から NC工作

機械へと主力製品を転換して行く時期であって韓国側とすれば従来技術を供与してもらうに

はもってこいであった。しかも NC工作機械技術は発展途上にあって？次々と陳腐化していっ

たため. NC工作機械の技術提携にも日本企業は応じていくことになる。

NC工作機械の数値制御装置はファナックを筆頭とする電機メーカーによって開発，提供さ

れてきた。これまで制御盤を内製していた工作機械メーカーではなく，専門メーカーが中枢部

分を担ったことによって， NC技術の波及は促進された。NC装置メーカーは自らの製品を購入

してもらうために NC技術を内外の工作機械メーカーに広めていったのである。もし NC装置

が各工作機械メーカーで内製されていたのであれば，技術は囲い込まれ，コストも下がらず，

NC工作機械は現実のように普及しなかったであろう。

このようにして韓国工作機械工業は，後発性の利益を顕在化させながら，技術水準を向上さ

せることができたのである。しかしながら 韓国工作機械メーカーが先行する日本企業を視界

に捉え始めると，日本側は韓国企業を競合相手と認識して，技術流出を警戒し始める。

しかしそうした中でも，日本の技術は韓国へ伝わりうる。例えば，個人を通じた技術移転で、

ある。ひとつの事例として， 1970年から95年まで牧野フライス製作所で工作機械設計に従事し

ていた大平研五氏は47歳で退職して，貨泉の技術顧問を 7年間務めた。

彼によると何年当時の貨泉は，特許技術を持たず？製品の大半は日本製のコピーで，設計陣

は基本的な知識すら乏しく，設計プロセスを理解していなかった。製造部門では機械加工と組

立ての作業場が仕切られておらず，室杭管理も行われず 精密組立て場で喫煙が見られた。納
(50) 

期にもコストにも関心が薄かった。

貨泉は前述したとおり 70年代から技術導入を始め，その後も遠州製作や大阪機工と提携して，

日本企業から技術修得を続けていた。しかし日本企業から図面を供与された場合，それに基づ

いて日本製と同じ製品を製造することは可能でも，その設計手法を学ぶことはきわめて難しい。

断片的な設計ノウハウは図面から読み取ることができるが 設計者が最終設計にたどり着くま

での試行錯誤や失敗の経験，製品に採用されていない，どのような選択肢が検討されて，どう

いう理由で不採択となったのか を知ることはできない。自にすることができるのは最終図面

だけである。

大平氏は「新しい機械を設計する時，基本体形や構成を決める基本設計過程が一番大切で、あ

(50) 大平研五「韓国ものっくり産業の現状と課題」 『日本機械学会 〔No.02-93〕講習会教材〔’03-2-7,
東京，世界をリードし続けられるか，日本の工作機械最新動向〕』一方で技術陣は教育水準が高く。知
識欲が旺盛であり，現場にはきさげ技能が息づいており！鋳造技術も高かった，という。
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る！と考えてきた。良い機械になるか否かは基本設計で決まる！と思っている。日本工作機械

のレベルを目標に新機種開発を進める立場にあった韓国－貨泉機工時代の新機種開発では，基
(51) 

本設計に長い時間を割色基本体形や構成を熟慮し決定した。」と述べている。彼は定年後の

社会貢献として技術指導をするのではなく，働き盛りの時に貨泉の技術開発の先頭に立った。

「バランス良い機械設計，切削音良否の判断，問題の迅速な特定などの“暗黙知”の知識は，身
(52) 

を持って体験させ，教えていかなければ習得できない。」そういったことを教えながら過ごし

た7年間の成果として剛性が高く熱変位特性の優れた高速主軸や 高速 ・高精度制御技術が
(53) 

確立され，金型加工用立形マシニングセンタや多機能型 NC旋盤などが商品化された。

大平氏は，韓国の工作機械は「日本に追いつけ」から「『追い越せ』を目指すステップに入ろ
(54) 

うとしていると思える。しかし本当にそれが実現できるか？は疑問である。」と述べている。

韓国工作機械はいかなる課題を抱えているのであろうか。大平氏が最も危倶しているのは，

創造力に富む人材の確保と育成であるが，ここでは別の角度から考えてみる。

第一に，ファナック等 NC装置専門メーカーによる技術支配は，後発工業国の NC工作機械

への参入当初は参入障壁を下げる方向に働いた。しかし国を単位として技術力を考えるならば，

中枢部分を外国企業に握られたままでは，技術依存状態から逃れられず，またコスト削減が進

まないことになる。完成品の生産が増えるほど構成部品の輸入を誘発する構造からの脱却も

できない。

二つ目の弱点は，つとに指摘されている産業集積の薄さである。競合する台湾と比較すると，

製品の技術水準で、は韓国が優位で、あると評価されているが，産業集積とそれに基づく製造コス

トでは台湾が有利で、ある。

第三に，韓国では国内自動車産業が工作機械工業を育てた側面が強いが，昨今の世界的な自

動車産業の斜陽化の中で，どこに需要を見出していくかも，これからの大きな課題である。

海外市場において，機械商社は韓国製工作機械を日本製品のワンランク下の商品として，品

揃えしていた。技術水準が接近して くると日本製品との棲み分けが難しくなる。

最後に98年の起亜自動車， 2000年の大字自動車の破綻などをきっかけとして，工作機械製造
(55) 

業界の再編が激しい中1 長期的展望の下で着実な技術開発が継続され，蓄積された経験が確実

(51) 大平研五 「海外転出技術者の独り言③中国での工作機械商売（下）」『月刊－ 生産財マーケテイン
グ.J2005年12月号

(52) 大平研五「海外転出技術者の独り言⑥中国 「株式会社」の営み」 f月'FIJ.生産財マーケテイング1
2005年 9月号

(53) 前掲 「韓国ものっくり産業の現状と課題」
(54) 同上論文

(55) 起亜機工の後身起亜重工業は97年に経営破綻し その工作機械事業部は現代グループに入り，
WIAとして再発足する。2000年，現代精工の工作機械生産は現代自動車に統合され，さらに現代自動
車は05年に専用機部門のみを社内に残して 工作機械部門の生産設備と人員を羽司Aに移管した。大
字重工業の工作機械事業は2000年に大字綜合機械として分離し 05年，斗山財閥の傘下にはいって斗
山インフラコアとして再発足した。
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に次世代に継承されていく かという点も気がかりと言える。

以上のような課題を抱えながらも，韓国の事例は後発工業国が工作機械技術を修得し，産業

として育て上げる一つの有効な経路を示したことはまちがいないのである。

Technological Capability Building of the Machine 

Tool Industry in Korea 

by 

Yoshito HIROTA 

(Osaka Institute of Technology) 

It was in the 1920s that the production of modern machine tools began in Korea. 

Nevertheless, in Korea under Japanese rule, machine tools were scarcely built. 

After the Korean independence、sometechnicians, who had served in iron works owned by 

the Japanes巴，startedup their own firms to build machine tools. However, the products built 

by them turned out to be inferior in quality according to a fact-finding survey of the Korean 

machine industry conducted in the mid-1960s. 

The Ministry of Commerce and Industry inspected the Korean-made machine tools and 

gave technical guidance to some small and medium-size builders in the mid-1970s, when 

Korea started to promote the heavy industries. On the other hand, at that time, the technical 

cooperation with Japan began to increase. 

Above all, Kia and Hyundai, which made great e丘ortsto produce passenger cars, 

introduced technological know-how and entered the machine tool industry to substitute the 

import of car manufacturing equipment. Then, Japanese machine tool builders were eager to 

develop numerically controlled (NC) machine tools and did not h巴sitateto export the 

technology of ordinary ones. Furthermore, if Japan had not met the needs of Korea, any 

oth巴rcount1 ies would have teamed up with Korean builders. Thereafter, as Japan advanced 

rapidly in NC machine tools, the old巴rNC technologies were also exported at Korea’s 

request. It was easy to receive technical assistance and import key parts from neighboring 

Japan. However, as the technological gap between Japan and Korea grows narrower, it has 

become more difficult for Korea to introduce the more sophisticated technology. Nowadays, it 

is essential for Korea to become independent of imported NC components and differentiate 

from Japan-made machine tools 

In spite of these problems, the developing process of the Korean machine tool industry is 

showing an efficient path for technological capability building of the capital goods industry in 

underdeveloped countries 
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