
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

韓国鉄鋼業のキャッチアップ過程 : 日本のイノベー
ションとの関わりを中心に

安倍, 誠

https://doi.org/10.15017/4059979

出版情報：Kyushu University, 2019, 博士（経済学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：



 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国鉄鋼業のキャッチアップ過程 

－日本のイノベーションとの関わりを中心に－ 

安倍 誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

目次 

 

序章 課題と方法….…………………………………………………………………………..1 

はじめに－問題の所在 ………………..………………………………………………………1 

第 1 節 韓国鉄鋼業の発展に関する先行研究の検討……………………………………  2 

1．韓国の工業戦略と鉄鋼業………………………………………………………………..  2 

2．韓国鉄鋼業の技術発展と技術能力 ………………………..…………………………..  3 

3．学習を通じた技術能力の向上と政府の役割 ……………..…………………………..  4 

4．日本・韓国鉄鋼業のアメリカへのキャッチアップ……………………………………. 5 

5. 韓国鉄鋼業の日本へのキャッチアップ…………………….……………………………. 6 

第 2 節 本研究の課題と方法 ………………………………………………………………. 8 

第3節 本研究の構成 ……………………………………………………………………… 10 

 

第 1章 戦後日本鉄鋼業におけるイノベーション ……………………….……………...12 

第 1 節 工程イノベーション－臨海大型一貫製鉄所の建設－……………………..……12 

1．臨海一貫製鉄所の建設 …………………………………………………………………..12 

2．2 大プロセス技術の導入 ……………………………………………………………......14 

3．工程イノベーションの収束化.……………………………………………………………16 

第 2 節 製品イノベーション－高級鋼の開発・生産……….………...…………………..17 

1．工程イノベーションの成果……….………………………………………………………18 

2. ハイテン材 ………………………………………………………………………………..19 

3. 表面処理鋼板……………………………………………………………………………... 19 

4. 自動車メーカーとの共同開発…………………………………………………………... 20 

5．製品イノベーションの収束化…………..………………………………………………. 22 

小括 ……………………………………………………………………………………………23 

 

第 2 章 浦項製鉄所第 1 期建設における技術学習－1970 年代におけるキャッチアップ 

 (1) ……………………………………………………………………………………………26 

第 1 節 銑鋼一貫製鉄所建設計画の始動…………………………………………………..26 

1．開発途上国における一貫製鉄所の建設 ………………………………………………...26 



iii 
 

（1）資源を利用した輸入代替工業化戦略 ………………………………………………...26 

（2）先進国からの技術協力と公的借款 …………………………………………………...28 

2．韓国における一貫製鉄所建設計画 …………………………………………………….. 30 

（1）浦項製鉄所以前の建設計画 …………………………………………………………...30 

（2）KISAの浦項製鉄所建設計画と国営企業ポスコの設立 …………………………….32 

（3）KISA計画頓挫の原因 ………………………………………………………………….34 

第2節 浦項製鉄所第1期建設の始動 …………………………………………………….36 

1．日本への資金・技術協力先の転換 ……………………………………………………….36 

（1）請求権資金の活用 ……………………………………………………………………...36 

（2）KISA計画時の日本の技術協力 ……………………………………………………….36 

（3）新事業計画の作成と日韓交渉の成立 ………………………………………………...37 

2．浦項製鉄所第 1 期建設における契約と基本設計 ………………………………………39 

（1）PE レポートの作成プロセス ………………………………………………………….39 

（2）ポスコとJG・サプライヤーとの契約 …………………………………………………41 

3．浦項製鉄所第 1 期建設過程－熱延工場建設の事例 ……………………………………43 

（1）購入仕様書の作成から詳細設計まで ………………………………………...………43 

（2）建設現場の体制 ……………………………………………………………….………..46 

小括 ……………………………………………………………………………………………51 

 

 

第 3 章 浦項製鉄所第 2 期以降の建設における技術学習－1970 年代におけるキャッチ 

 アップ（2）…………………………………………………………………………………...53 

第1節 浦項製鉄所第2期建設 …………………………………………………………….53 

1．第 2期建設計画 ……………………………………………………………………...........53 

2．第1期建設計画との相違点 ……………………………………………………...……….54 

3．建設工事の進展 ……………………………………………………………………..........57 

第2節 浦項製鉄所第3期建設のスタートと遅延 ……………………………………….57 

1．第 3期建設計画 ……………………………………………………………………...........57 

2．第 3期建設のスタートと遅延 ……………………………………………………...........59 

第3節 浦項製鉄所第3期建設におけるJGの役割 ……………………………………...60 



iv 
 

1．建設・立ち上がり操業におけるJGによる技術協力 …………………………………...60 

（1）建設現場における技術指導 …………………………………………………………...60 

（2）立ち上がり操業の指導 ………………………………………………………………...61 

2．第4期建設以降に向けてのJGの提言 …………………………………………………..63 

（1）建設・工場の組織 .………………………………………….…………………………...63 

（2）工程管理 ………………………………………………………………………………...64 

（3）工事品質 ………………………………………………………………………………...65 

（4）設備詳細設計 …………………………………………………………………………...66 

第4節 浦項製鉄所第4期建設におけるポスコの改善 ………………………………….67 

1．第 4 期建設の進行 …………………………………………………………………………67 

2．第 3 期建設からの改善点 …………………………………………………………………68 

（1）建設・工場の組織 ……………………………………………………………………….68 

（2）工程管理 ………………………………………………………………………………...68 

（3）工事品質 ………………………………………………………………………………...69 

小括 ……………………………………………………………………………………………70 

 

第 4 章 光陽製鉄所の建設と高級鋼開発・生産の模索－1980 年代～90 年代中盤におけ 

 るキャッチアップ………………………………………………………………………….72 

第 1 節 光陽製鉄所の建設 …………………………………………………………………73 

1．第 2 製鉄所建設の推進過程 ………………………………………………………………73 

2．日本による技術協力 ……………………………………………………………………...74 

（1）立地の選定・造成と工場レイアウト ………………………………………………….75 

（2）設備計画 ………………………………………………………………………………...76 

3．低コスト・高効率な製鉄所の誕生 ……………………………………………………….79 

（1）低コスト建設の実現 …………………………………………………………………...79 

（2）工程イノベーションの収束と高効率生産のための学習…………………………….81 

4．徹底した少品種大量生産志向 …………………………………………………………...83 

第 2 節 高級鋼開発・生産に向けての体制構築 …………………………………………..85 

1．高級鋼開発の最初の試み ………………………………………………………………...85 

（1）浦項第1冷延工場での冷延鋼板生産 …………………………………….…………...85 



v 
 

（2）自動車鋼板開発のスタート ..………………………………………………………….86 

（3）キャッチアップの困難 ………………………………………………………..............87 

2．大学・研究機関の設立 …………………………………………………………………….89 

（1）浦項工科大学（POSTEC）の設立 ………………………………………….………….90 

（2）産業科学技術研究所（RIST）の設立 ………………………………………................91 

第3節 光陽製鉄所の川下展開と研究開発体制の試行錯誤 ………………...…............92 

1．光陽製鉄所－薄板主力の製鉄所へ …………………………………………….………..92 

2．新たな開発体制の挫折 ……………………………………………………....…………...94 

小括 ……………………………………………………………………………………..........96 

 

第 5 章 ポスコと現代自動車グループによる高級鋼の開発・生産の展開－1990 年代末

以降のキャッチアップ……………………………………………………....……...............99 

第１節 2000 年前後からの韓国鉄鋼業の変化 …………………………………………..99 

1．高級鋼開発をめぐるイノベーションの収束 …………………………………..............99 

2．政策転換による産業組織の変化 ………………………………………………............100 

（1）ポスコの民営化 ………………………………………………………………............100 

（2）参入規制の撤廃と現代自動車グループの鉄鋼事業拡大 ……………...…………..101 

第 2 節 現代自動車グループによる自動車鋼板の開発・生産 …………………………105 

1．自動車鋼板事業への進出 ……………………………………………………...............105 

（1）GA鋼板の開発・生産 ………………………………………………………………….105 

（2）鋼材加工分野への進出 ……………………………………………………...............107 

2．唐津製鉄所の竣工と自動車鋼板開発の加速…..……………………………………….108 

第 3 節 ポスコによる自動車鋼板の開発・生産 …………………………………………110 

1．研究開発体制の強化 …………………………………………………..………………...111 

2．高級鋼生産の拡大 ………………………………………………………..……………...114 

3．需要者との関係強化 ……………………………………………………………............115 

4．横断的プロジェクトチームの編成 ……………………………………………............117 

小括 ………………………………………………………………………………………….119 

 

終章 結論と今後の課題 ………………………………………………………………….121 



vi 
 

巻末附録……………………………………………………………………………………...125 

巻末表 1 本研究の主要事項年表…………………………………………………………125 

巻末図 1 鉄鋼業工程図……………………………………………………………………126 

鉄鋼関連用語集……………………………………………………………………………...128 

 

参考文献 ………………………………………………………………………………….....131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

図表一覧 

 

図 1－1 国別粗鋼生産の推移                                                17 

図 1－2 日本・韓国の鉄鋼材の輸出入                                        21 

図 1－3 戦後日本鉄鋼業のイノベーションの軌跡に関するイメージ図            24 

表 1－1 戦後日本鉄鋼業のイノベーションと韓国のキャッチアップ              25 

表 2－1 戦後の開発途上国における主な銑鋼一貫製鉄所                        27 

表 2－2 浦項製鉄所以前の一貫製鉄所建設計画                                31 

図 2－1 韓国の一貫製鉄所                                                 33 

表 2－3 浦項製鉄所第 1 期建設時のポスコの主な技術担当者                    38 

表 2－4 JG による PE レポート作成担当者と所属                             40 

表 2－5 浦項製鉄所第 1 期建設における工場・設備別サプライヤー・グループ    44 

図 2－1 浦項製鉄所第 1 期建設における日韓企業の協力体制                    50 

表 3－1 浦項製鉄所の主な設備とサプライヤー                                55 

表 4－1 光陽製鉄所の主な設備とサプライヤー                                78 

図 4－1 ポスコの販売量の推移                                              84 

表 4－2 ポスコの技術導入（1980－1995 年）                                 88 

図 4－2 日韓鉄鋼メーカーの売上高営業利益率の推移                          94 

表 5－1 ポスコと現代自動車グループの自動車鋼板関連の生産・投資 

（2001－2007 年）                                                         107 

図 5－1 ポスコの研究開発費（1989－2003 年）                              112 

表 5－2 ポスコ技術研究所の組織（2004 年 8 月）                             113 

図 5－2 『POSCO 研究論文』における論文掲載数                            114 

巻末表 1 本研究の主要事項年表                                            125 

巻末図 1 鉄鋼業工程図                                                    126 

 

 

 

 

 



viii 
 

略語一覧 

AHSS (Advanced High Strength Steel)  超ハイテン材 

AID (Agency for International Development)  アメリカ国際開発庁 

BH (Bake Hardening)  焼付硬化 

CGL (Continuous Galvanizing Line)  溶融亜鉛めっき設備 

EGL (Electro Galvanizing Line)  電気亜鉛めっき設備 

EVI (Early Vendor Involvement)  アーリーベンダーインボルブメント 

HCR (Hot Charging Rolling)  熱片装入圧延 

ICA (International Cooperation Agency)  アメリカ国際協力庁 

IECOE (International Economic Consultative Organization for Korea)  対韓国際経

済協議体 

IMF (International Monetary Fund) 国際通貨基金 

JCG (Japan Consulting Group)  ジャパンコンサルティンググループ  

JG (Japan Group)  ジャパングループ 

KDI (Korea Development Institute) 韓国開発研究院 

KISA (Korea International Steel Associate) 対韓国際製鉄借款団 

KIST (Korea Institute for Science and Technology)  韓国科学技術研究所・韓国科学

技術研究院 

MCG (Mitsubishi Corporation Group) 三菱コーポレーショングループ 

MEP (Master Engineering Plan)  設備基本技術計画 

MER (Master Engineering Report) 基本技術計画書 

PE (Preliminary Engineering)  予備エンジニアリング 

PI (Process Innovation)  プロセス・イノベーション 

POSTEC (Pohang University of Science and Technology)  浦項工科大学 

RIST (Research Institute of Industrial Science and Technology)  産業科学技術研究

所・浦項産業科学研究院 

SMEC (Steel Mill Engineering Consultant)  スティールミルエンジニアリングコンサ

ルタント 

TWB (Tailor Welded Blank)  テイラーウェルデドブランク 

ULSAB (Ultra Light Steel Autobody)  スチール製超軽量自動車ボディ 



1 
 

序章 課題と方法 

 

 

はじめに－問題の所在 

 

 戦後，世界の鉄鋼業は 1970 年代初めまで急速な拡大をみせ，世界全体の粗鋼生産量

は 1948 年の 1 億 5500 万トンから 25 年後の 1973 年には 4 倍以上の 6 億 9800 万トン

に達した。この拡大を主導したのは，アメリカ，ＥＵ，ソ連，そして日本など第二次世

界大戦以前から鉄鋼業の発展を開始していた鉄鋼生産先進諸国であった。そのなかでも

特に発展が著しかったのは日本であった。1955 年の粗鋼生産量は 940 万トンとアメリ

カの 10 分の 1 以下に過ぎなかったが，1973 年には 1 億 1900 万トンと 10 倍以上にま

で生産を急拡大させた。1970 年代半ばから世界の鉄鋼業は需要が落ち込んで低迷期に

入ったが，日本の鉄鋼業は自動車鋼板など付加価値の高い鋼板を生産することによって

生産を維持した。日本は 1980 年にはアメリカを抜いて粗鋼生産量で世界第 1 位となる

など，世界の鉄鋼業をリードする存在となった。 

 そうしたなかで，日本を追いかけるかたちで，後発国のなかでいち早く鉄鋼生産を拡

大させたのが韓国である。韓国の粗鋼生産量は 1969 年にはわずか年産 37 万トンに過

ぎなかったが，1993 年には 100 倍近い 3300 万トンに達した。韓国鉄鋼業はその後も

生産を拡大させ，2014 年の粗鋼生産量は 7200 万トンとなった。これは 1 億トン以上

の日本には及ばないものの，アメリカに迫る規模である。企業単位でみても，韓国の鉄

鋼メーカーの成長ぶりは顕著である。1969 年に設立された韓国のポスコは，1990 年代

後半に粗鋼生産量で日本の新日本製鉄（以下，新日鉄）に完全に追いつくことになり，

1997 年には粗鋼生産量で世界第 1 位となった。2000 年前後から世界の鉄鋼業は，国境

を越えた産業再編によるグローバル巨大メーカーの誕生，中国鉄鋼業の急激な膨張など

大きな変化を経験したが，それでもポスコは 2017 年の粗鋼生産ランキングで 5 位を占

め，住友金属と合併した新日本製鐵住金（2019 年に日本製鉄に改称）に迫っている。

ポスコだけでなく，2000 年代に急成長を遂げた現代製鉄もランキングの 13 位につけ

ている 1。 

                                                   
1 国別統計は International Iron and Steel Institute, Steel Statistical Yearbook, 企業別

統計は World Steel Association, Worldsteel's Steel Statistical Yearbook, 各年版を参照。 



2 
 

韓国鉄鋼業の成長ぶりは生産量だけにとどまらない。ポスコ，さらに現代製鉄は，鉄

鋼製品のなかでも最も付加価値が高い製品のひとつであり，日本の鉄鋼メーカーが世界

をリードしてきたとされる自動車鋼板についても生産を拡大し，ポスコは他の鉄鋼後発

企業に先駆けて，日本やアメリカをはじめ海外先進国の自動車メーカーにも出荷してい

る。またポスコは国際的な鉄鋼コンサルティング会社であるワールド・スチール・ダイ

ナミクスが選ぶ世界で最も競争力のある鉄鋼メーカーに，2019 年まで 10 年連続で選

ばれている。23 個の評価項目のなかで，高付加価値製品の構成比や技術革新の利用の

項目で満点を獲得しているという（POSCO 2019）。韓国鉄鋼メーカーは技術面でも日

本メーカーなど世界有数の企業と肩を並べていると言えよう。 

なぜ，韓国鉄鋼業は後発国のなかでいち早く，世界鉄鋼業をリードする日本にキャッ

チアップすることができたのであろうか。そのキャッチアップの契機は何であったので

あろうか。これが本研究の問題意識である。 

以下，第 1 節では韓国鉄鋼業の発展に関する先行研究を検討する。第 2 節では先行研

究を踏まえて本研究の研究課題と方法を提示する。第 3 節では本研究の構成を示す。 

 

 

第 1 節 韓国鉄鋼業の発展に関する先行研究の検討 

 

1．韓国の工業戦略と鉄鋼業 

 

これまで韓国鉄鋼業の発展については多くの研究が行われてきた。そのひとつの流れ

は，韓国の工業化戦略と他産業との関わりを重視している研究である。渡辺利夫は，韓

国鉄鋼業の発展は輸出志向工業化戦略によって促進されたと主張した（渡辺 1982）。渡

辺によれば，工業化初期に輸入代替工業化戦略を選択すると，国内市場が狭小であるた

めに需要が少なく，特に鉄鋼のような生産財の場合，それに応じた小規模の生産はしば

しば非効率に陥ってしまう。渡辺利夫は，韓国が鉄鋼生産をすばやく行えた理由として，

輸出に牽引された消費財や組立型製品の生産拡大が鉄鋼生産へと後方連関圧力をつく

り出したこと，ここで効率性の高い大規模な一貫製鉄所を建設したが，国内産業向けだ

けでなく鉄鋼製品の直接輸出も行うことにより，輸入代替と輸出増大を同時に実現した

と論じた。佐藤創も韓国鉄鋼業の発展を他産業の発展との相互作用から論じている（佐



3 
 

藤 2014）。佐藤は渡辺が指摘したような他産業の発展による鉄鋼業への後方連関圧力

だけでなく，鉄鋼業の発展に伴って鉄鋼材の広い範囲の輸入代替が展開した結果，鋼材

需要産業も発展するという，前方連関圧力も生じたと指摘した。こうした工業戦略が可

能になった背後には，韓国の鉄鋼業が輸入代替と輸出拡大を増大できるような効率性の

高い大規模一貫製鉄所を建設して運営することができたという，韓国鉄鋼業自身の技術

発展があったとみるべきであろう。しかし，これらの研究は発展の技術的な側面につい

ては触れていない 2。 

 

2．韓国鉄鋼業の技術発展と技術能力 

 

 韓国鉄鋼業の技術発展を最初に本格的に論じたのは朴宇熙である（朴 1989）。朴は開

発途上国の技術発展戦略を，技術輸入の必要性の判断，代替技術および技術供給候補者

の検討，技術と供給者の選定，応用技術の吸収，改良，拡散，研究開発の 7 段階に整理

している。その上で韓国鉄鋼業の技術発展を，ポスコによる浦項製鉄所の建設を中心に

論じた。具体的には，技術供給者の選択について紆余曲折があった末に日本に決定した

こと，すばやい技術吸収によって操業立ち上げ間もなく稼働率を大幅に引き上げること

に成功したこと，三度に渡る拡張工事の過程で外国人のエンジニアの助力なしに自力で

行える領域を広げていったことを指摘している 3。さらに朴は，ポスコが 1970 年代の

拡張の過程から工程技術の改良によって生産効率を引き上げ，1980 年代には研究開発

への支出を増大させて新製品および新たな工程の開発に乗り出す段階に達したとして，

韓国鉄鋼業が技術発展の 7 段階をすべてステップアップしたと結論づけている。 

 韓国鉄鋼業の技術発展について，より詳細かつ包括的に論じたのはソン･ソンスであ

る（ソン･ソンス 2002）。ソンは，1960 年代から 1990 年代のあいだのポスコの成長を，

1960 年代の事業計画段階，1970 年代の技術習得段階，1980 年代の技術追撃段階，そ

して 1990 年代の技術創出段階の 4 つの段階に区分し，それぞれの段階においてポスコ

が技術能力を着実に向上させたとして，その過程を社内資料やインタビューを駆使して

                                                   
2 韓国鉄鋼業に関する代表的な先行研究は，この他に韓国鉄鋼業及びその代表的企業であ

るポスコの発展を総体的に論じたものとして，林鍾沅編(1991)，Juhn(1991)，郭相瓊 外
(1992)がある。 
3 日本の経済協力の観点から浦項製鉄所の建設を論じた先行研究としては，姜(2001)，西

野(2005)，永野(2008)がある。 



4 
 

詳細に跡づけている。その上でソンは，ポスコが着実に技術能力を向上させた結果，そ

の技術水準は日本鉄鋼メーカーにかなり近づいたと結論づけている。 

 朴宇熙もソン･ソンスも，ポスコが当初は日本から技術を導入しつつも，それを短期

間のうちに吸収して技術的に自立し，製造技術の改良や製品開発まで行えるようになっ

たことを強調している。しかし，朴は鉄鋼業の技術発展の具体的な過程は明らかにせず，

なぜ急速な技術発展が可能になったのかについて，努力や忍耐力，技術能力の高さとい

う，韓国人のもともと有している資質にあると結論づけている。またソンは，技術能力

の向上過程を詳述しているものの，その方法論は「行為者の視点に即して（following the 

actors）」叙述しようとするもので，ポスコの技術能力が向上した要因を客観的に分析

していない。 

 

3．学習を通じた技術能力の向上と政府の役割 

 

 同じく韓国鉄鋼業の発展を技術能力の向上という観点から捉えつつ，その向上の要因

として学習の重要性を指摘したのがアムスデンである（Amsden 1989）。アムスデンは

19 世紀までの欧米先進国とは異なる 20 世紀後半の「後発工業化（ Late 

Industrialization）」の特徴として，先進国から借りてきた技術をもとに，学習を通じて

技術能力を向上させたことにあるとした。その上でアムスデンは，韓国鉄鋼業の発展に

ついて，ポスコの浦項製鉄所が第 1 期建設の操業当初から高い操業率と歩留率の達成に

成功したこと，第 2 期以降の工期において独力で建設可能な技術領域を広げていったこ

とを強調している。アムスデンはその理由として，第 1 期建設の過程においてエンジニ

アや作業員の日本での研修に加えて，ポスコのエンジニアが日本側エンジニアのカウン

ターパートとなって身近で働くことによって学習の機会を得て，技術を吸収したことを

あげている。 

 韓国鉄鋼業が発展したもうひとつの要因として，アムスデンが強調しているのは政府

の役割である。アムスデンによれば，20 世紀後半の後発国工業国はそれまでと比べて

後発性の度合いが大きいために，先進国に追いつくために政府の大きなサポートが必要

となる。韓国鉄鋼業の発展においても，韓国政府は国営企業であるポスコを設立し，日

本政府から無償・有償の資金協力を受け，さらに日本企業から全面的な技術協力を得て

浦項製鉄所を建設した。加えて，道路・港湾・電力などインフラへの投資，長期低利金
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融の供与，鉄道・ガス・水道など公共サービスの低料金での提供などを通じて，政府が

浦項製鉄所の建設及び運営を全面的にサポートしたことをアムスデンは指摘した。 

 アムスデンが韓国鉄鋼業の発展の要因として，日本からの学習を通じた技術能力の向

上に着目した点は重要である。しかし，アムスデンが学習過程を具体的に論じているの

は，浦項製鉄所の建設のなかでも初期の一部のみで，その後の韓国鉄鋼業のキャッチア

ップ過程全体における技術能力向上のプロセスは十分に明らかにしていない。 

 

4．日本・韓国鉄鋼業のアメリカへのキャッチアップ 

 

 キャッチアップという視点から韓国鉄鋼業の発展を最初に論じたのはシン･ジャンソ

プである（Shin 1996）。シンは後発工業国のキャッチアップ研究の嚆矢ともいえるガー

シェンクロンの議論を世界の鉄鋼業に援用している 4。シンによれば，戦後鉄鋼業にお

ける先進国はアメリカであった。これに後発国である日本，さらに遅れた後後発国であ

る韓国が急速なキャッチアップを図った。日本と韓国のキャッチアップを可能にしたの

は，新たな技術トレンドである LD 転炉と連続鋳造設備という大量生産技術をいちはや

く採用したことにあった。日韓のキャッチアップを促進したのは制度であり，日本の鉄

鋼業の場合は，戦後は寡占的競争を行う「系列」，すなわち旧財閥系などの企業グルー

プがその役割を担った。これに対して韓国鉄鋼業の場合は政府が，国営企業を設立する

などキャッチアップを促進する制度となった 5。 

                                                   
4 ガーシェンクロンによれば，後発国には先進国で開発された「技術の備蓄」を利用でき

る，いわゆる後発性の利益がある。それと同時に，後発国の急速な成長は，特有の制度的

道具を応用した結果でもある。ガーシェンクロンは 19 世紀のヨーロッパのなかでのキャ

ッチアップ過程を分析対象とした。具体的には，19 世紀にはイギリスが先進国であった

が，後発国としてドイツが，さらに後後発国としてロシアが急速な工業化を果たした。そ

こでは，イギリスに対して後発であるドイツは資本の動員と生産財産業への配分の制度的

道具として投資銀行を，さらに後発であるロシアは国家，つまり政府を活用したとガーシ

ェンクロンは論じた（Gerschenkron1962）。ガーシェンクロンは国レベルでのキャッチア

ップを論じているが，同様に国レベルでのキャッチアップを論じた日本での先駆的な研究

として末廣(2000)がある。末廣はガーシェンクロンのいう，後発性の利益を実現するため

に必要な「工業化の社会的能力」に焦点を当てて分析している。 
5 シンは 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけての世界鉄鋼業のキャッチアップ過程も分析

している（Shin1996: Chapter 6）。そこでは先進国はイギリスであり，後進国はドイツ，

そして後後進国は日本である。ドイツのキャッチアップを可能にした新たな技術トレンド

は，19 世紀半ばに開発されたベッセマー転炉やトーマス転炉の導入による新たな製鋼法で

あり，制度としての投資銀行が企業への長期資金の供給に大きな役割を果たした。他方，



6 
 

デコスタも，シンと同様に 20 世紀後半の世界鉄鋼業における後発国のキャッチアッ

プとそこでの新たな技術の役割を論じた（D’costa 1999）。デコスタが第二次世界大戦

後の鉄鋼業の「グローバル・リストラクチャリング」，即ち世界的な鉄鋼業の再配置と

して指摘したのがアメリカの衰退，そして日本と韓国の浮上である。背景にあるのは LD

転炉を中心とした大規模生産技術への技術パラダイムの転換である。その転換には特に

新たな技術の採用と設備拡張のための資本動員が必要となるが，ここで日韓とも国家が

大きな役割を果たした。ただし，日本は民間企業が寡占的競争を行ったのに対して，韓

国は国営企業であるポスコの独占が続いたことなどの違いがあったとする 6。 

シンとデコスタは，戦後日本の鉄鋼業が大きなイノベーションを生んだこと，そして

このことが，日本が急速なキャッチアップを果たして世界の鉄鋼業を主導する大きな契

機になったことを明らかにしている。しかし二人は，韓国も日本と同じ新たな技術トレ

ンドに乗ってキャッチアップを果たしたとして，日本と韓国の鉄鋼業の発展を同一のキ

ャッチアップ過程と捉えている 7。そのため，韓国鉄鋼業が日本に対してどのようにキ

ャッチアップを果たしたのかには注意を払っていない。 

 

5. 韓国鉄鋼業の日本へのキャッチアップ 

 

韓国鉄鋼業の発展を，日本へのキャッチアップ過程と明確に捉えたのが 李
イ

根
グ ン

とギ･

ジフンである（Lee and Ki 2017）。李とギによれば，戦後の世界鉄鋼業においてはまず

アメリカから日本への産業リーダーシップ 8への交代があった。ここでその大きな契機

                                                   
後後発国である日本では 1901 年の官営八幡製鉄所の設立など政府が制度として大きな役

割を果たしたとしている。 
6 デコスタはさらに，韓国だけでなくインドとブラジルも 1970 年代に国家主導による鉄

鋼業の発展を試みながら，韓国だけが成功してインドとブラジルが失敗した原因を分析

し，インドとブラジルの制度的基盤の弱さを指摘している。すなわち，韓国では国家の社

会からの自律性が高いために，国営企業であるポスコも新たな技術を追求して積極的な投

資を行うことができた。これに対してブラジルとインドの国営企業は，大衆迎合的な政策

など外部の影響を大きく受けて，労働費用の拡大や低価格での製品販売を受け入れざるを

得なかった。そのために自ら資金を創出できず，積極的な投資は行えなかったとデコスタ

は主張している。 
7 川端(2008)と田中(2008)も同様に，日本と韓国，さらに台湾の鉄鋼業が同一の技術トレ

ンドに乗って成長したことを指摘している。 
8 ここでいう産業リーダーシップとは，製品・製造技術やマーケティングの実践・戦略に

おいて，ある国が競争国よりも秀でている結果，世界市場において優位性を備えている状

態を指す（Lee and Malerba 2017）。 
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となったのが，シンやデコスタが指摘したように，1960-70 年代の劇的なイノベーショ

ン，すなわち LD 転炉と連続鋳造設備といった新技術の登場であった。1970 年代に世

界鉄鋼業における日本の産業リーダーシップが確立したなかで，韓国のキャッチアップ

が始まった。特にキャッチアップが急速に進んだのは 1984 年以降であったが，李とギ

がその重要な契機となったと主張しているのが世界的な需要の変化である。1980 年代

前半に鉄鋼業は世界的な不況に陥り，日本の鉄鋼業は設備投資を行えなかった。これに

対して韓国では，ポスコが不況期ゆえに安価に最新鋭の設備を購入することによって第

2 製鉄所の光陽製鉄所を建設して，生産を飛躍的に拡大することに成功した。その後，

日本鉄鋼業が高付加価値製品を生み出すなかで，ポスコも積極的な研究開発投資などに

よって製品の高付加価値化を進めた。しかし，韓国鉄鋼業が日本を追い越すような新た

な鉄鋼の技術パラダイムは生まれず，韓国は先行する日本によるイノベーションに追随

するかたちで発展したため，技術は大きなキャッチアップの契機とはならなかったとし

ている 9。 

しかし，韓国鉄鋼業のキャッチアップが技術発展を伴っている以上，需要の変化のみ

で説明することには限界があり，その技術的契機についても検討する必要がある。特に，

李根らが論じたように韓国鉄鋼業が日本によるイノベーションに追随するかたちで発

展したならば，その発展は日本のイノベーションのあり方に大きな影響を受けたはずで

ある。これまで述べたように，日本の鉄鋼業は生産量を飛躍的に拡大させるのみならず

新たな高付加価値製品を生み出すなど，そのイノベーションは一定のプロセスを経て進

行したとみることができる。韓国鉄鋼業のキャッチアップ過程を明らかにするためには，

それが先行する日本のイノベーションのプロセスにどのように影響を受けながら進行

したのかを検討することが不可欠である。 

 

                                                   
9 彼らの議論は李根とマラーバによるキャッチアップサイクルの議論に依拠している

（Lee and Malerba 2107）。李根とマラーバは，産業リーダーシップの変化をキャッチア

ップサイクルと呼んで，その過程の分析を試みた。キャッチアップの過程は，参入期，漸

進的キャッチアップ期を経て，急進・追い越し期に至る。急進・追い越し期においては，

｢機会の窓｣に対する先発国と後発国の反応が重要な要素となる。機会の窓とは，後発国が

先発国を一気に追い越すことが可能になるような大きな機会を指す。機会の窓となるの

は，新技術の登場ないし劇的なイノベーション，需要の急激な変化，そして政策その他の

制度変化の 3 つである。この機会の窓を後発国がうまく活用し，これに先発国がうまく対

応できなければ産業リーダーシップの交代が起こると李とマラーバは主張している。 
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第 2 節 本研究の課題と方法 

 

以上の先行研究の検討を踏まえて，本研究は韓国鉄鋼業が，先行する日本鉄鋼業のイ

ノベーションのプロセスに影響を受けながら，どのようにキャッチアップを図ったのか

を明らかにすることを研究課題とする。 

 本研究の前提となるのは，先行する日本鉄鋼業のイノベーションのあり方である。ア

バナシーとアッターバックによれば，一般にイノベーションは一定の軌跡を描いて進行

する。当初は，まったく新たな製品の機能や製法をめぐって活発なイノベーションが展

開される。しかし，やがてイノベーションはラディカルなものから漸進的なものへと移

り，製品のコンセプトや基本的な製法は固まっていき，製品の多様性や新たな製法を競

う段階に入っていく。さらにイノベーションは品質やコストをめぐって累積的な改善を

競う段階に入って収束していくことになる（Abernathy and Utterback 1978）10。 

 このような先進国におけるイノベーションの軌跡を前提に後発国がキャッチアップ

を図る場合，イノベーションが活発に展開していて製品コンセプトや製法が確立してい

ない段階では，後発国の企業は先進国企業から定形化したかたちで技術を導入すること

は難しい。みずから製品・製造技術をみつけようとしても，探索目標を絞りきれないた

めにその試みは容易ではないだろう。よって金仁秀が論じたように，後発国のキャッチ

アップは先進国におけるイノベーションが収束していった段階に入ってから進行する

と考えられる（Kim1997）11。 

                                                   
10 アバナシーらによれば，イノベーションはまだ市場が不確実ななかで，新たな機能を持

つ製品を競うかたちで活発なイノベーションが展開される「流動期」から始まる。しか

し，やがてイノベーションはラディカルなものから漸進的なものへと移り，製品のコンセ

プト自体は固まっていき，製造プロセスや製品の多様性などを競う「移行期」に入ってい

く。さらにイノベーションは品質やコストをめぐって累積的な改善を競う「固定期」へと

収束していくとアバナシーらは論じた。 
11 金仁秀は後発国企業・産業のキャッチアップを，学習を通じて技術能力を向上させてい

く過程と捉え，それを「模倣から革新へ」（from imitation to innovation）と表現した。

金によれば，まず後発国は先進国において，アバナシーらのいう固定期にある技術からキ

ャッチアップをスタートさせる。ここで海外から技術を獲得し，吸収し，改善することを

目指す。この過程を経て技術能力が向上すると，次に移行期にある技術の移転へと進む。

ここでも獲得，吸収，改善とステップを踏み，うまくいけばキャッチアップは先進国のイ

ノベーションの流動期にある技術へと到達し，先進国に挑戦する存在となる。ペレツとソ

エテも，技術のライフサイクルが成熟期に入るにつれて製品・工程ともに標準化されて，

必要となる科学技術の知識や熟練・経験が少なくなるという意味で，後発国が参入しやす

くなるとした。ただしペレツらは，技術パラダイムが大きく変化した場合，それは後発国
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 ここで後進国のキャッチアップの動力となると考えられるのが，前節でみたアムスデ

ンが主張したように，学習を通じた技術能力の向上である。その主なアクターは企業と

なる 12。具体的に学習とは，後発国企業が先進国企業のベスト・プラクティスに追いつ

くための活動を指す（Stiglitz and Greenwald 2015）。それは直接，先進国企業から直

接，技術指導を受けることもあれば，そうした機会がないために様々な情報を収集して

試行錯誤を重ねながら製品・製造技術をみつけだしていくかたちもありうる（Lall 2000: 

16）。 

以上を踏まえて，本研究では，先行する日本鉄鋼業のイノベーションが収束する段階

において，韓国鉄鋼メーカーが学習を進めて技術能力を向上させ，その結果，韓国鉄鋼

業のキャッチアップが加速したと捉え，その過程を実証的に明らかにしていく。 

 

本研究は，まず議論の前提となる日本鉄鋼業のイノベーションの軌跡を整理し，その

活発度に応じて時期を区分する。その上で，その時期ごとに韓国の鉄鋼メーカーがどの

ように技術学習を行っていたのか，そしてどの程度の成果をあげたのかを，企業の技術

に関わる事業活動について各種資料をもとに分析するかたちで議論を進めていく。 

本研究が主に依拠する資料は，先行研究に加えて，韓国鉄鋼業に関する一次資料や各

種報道である。主な一次資料としては，第 1 に企業の社史である。本研究が主なアクタ

ーとして取り上げる韓国の鉄鋼メーカー，具体的にはポスコ，それに現代自動車グルー

プの現代製鉄と現代ハイスコは，傘下の研究機関を含めて社史を刊行している。これら

をすべて企業の正式な記録として積極的に利用した。第 2 に，企業人による回顧録であ

る。近年，正式な社史ではないが，企業の在籍者や在籍経験者による回顧録が多く出版

                                                   
が大きく飛躍する「機会の窓」になるとして，その重要性をむしろ強調している（Perez 
and Soete 1988）。注 9 でみた Lee and Malerba(2017)の「機会の窓」の議論は，このペ

レツらの議論から着想されている。 
12 先進国のイノベーションシステムと後進国のキャッチアップシステムを比較したマラー

バとネルソンも，キャッチアップにおける学習による能力形成の重要性を指摘している。

彼らによれば，後発国のキャッチアップは先進国のクローンをつくることを意味しない。

後発国の地域特殊な状況やその時代に合わせて修正が求められるからである。特に生産活

動の組織的，経営的，制度的側面はもっとも複製が難しく，固有の条件，規範，価値への

適用が必要となる。マラーバらは，そのためにキャッチアップの主要なアクターである企

業の学習とそれによる能力の形成を，キャッチアップの動力と捉えている（Malerba and 
Nelson 2011, 2012）。先進国のイノベーションシステムについて詳しくは，

Malerba(2005)を参照。 
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されている。これらについても，本研究では企業内部の様子を伝える一次資料として活

用した。第 3 に，浦項製鉄所建設時に技術協力を行った日本の技術者の回顧録や，日本

人技術者が作成した当時の資料である。 

もうひとつの主な資料となっているのが，日韓の鉄鋼関係者へのインタビュー調査で

ある。海外からの技術指導によって技術を学習した場合，指導した側からの視点も重要

である。本研究では，浦項製鉄所の建設に直接参加した日本商社の駐在員及び日本人技

術者に対して，長時間のインタビューを行った。これは製鉄所建設工事の具体的な進め

方を知る貴重な証言であり，本研究の論証に積極的に活用した。また韓国側の証言とし

てポスコの退職者に対してもインタビューを実施した。またポスコ及び現代自動車グル

ープの製造・開発担当者やユーザーである日本自動車メーカーの工場製造担当者にも，

企業訪問の際にインタビューを実施して，文献資料では不足している情報を補った。 

 また本研究が比較的長い期間の事象を対象としていること，論述に鉄鋼に関わる技術

用語が頻出していることを鑑み，本研究の最後に年表，鉄鋼業の技術用語集および工程

図を掲載した。 

 

 

第 3 節 本研究の構成 

 

 前節で述べた研究課題と方法に基づき，本研究の第 1 章では，まず議論の前提として

戦後日本鉄鋼業のイノベーションについて，工程イノベーションである臨海型大型一貫

製鉄所の建設と，それに続く製品イノベーションである自動車鋼板など高級鋼の開発・

生産という 2 つのイノベーションがあったことを確認し，その軌跡に合わせて時期を区

分する。 

 第 2 章以下では，その時期区分毎に韓国鉄鋼業のキャッチアップ過程を論じていく。

まず第 2 章では，1970 年代のキャッチアップについて，ポスコの設立と，浦項製鉄所

の第 1 期建設について論じる。韓国における一貫製鉄所建設計画は 1950 年代から存在

したが，当初は日本以外から技術を導入して，途上国型の一貫製鉄所を建設することを

構想していた。本章ではそれが頓挫して，当時，臨海大型一貫製鉄所の建設という工程

イノベーションを活発に展開していた日本から，技術と資金を経済協力というかたちで

受け入れるようになった経緯をみていく。さらに，建設過程を明らかにすることを通じ
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て，国営企業として設立されたポスコが，計画から設計，建設，操業に至るまで，日本

から全面的に学習する機会を得たことを論じる。 

 第 3 章では同じく 1970 年代の韓国鉄鋼業のキャッチアップについて，浦項製鉄所の

第 2 期から第 4 期建設におけるポスコの技術学習について論じる。特に，規模を大型化

した第 3 期建設の際に，ポスコがほぼ独力で建設を行おうとしたが成功せず，日本鉄鋼

メーカーからポスコに対して，プロジェクト全体の管理に関わる指導が行われたこと，

第 1 期建設から続いたこうした建設の機会を通じてポスコは銑鋼一貫製鉄所の建設に

関わる技術を段階的に学習し，第 4 期建設はほぼ独力で行ったことを論じる。 

 第 4 章では，1980 年代から 1990 年代中盤にかけての韓国のキャッチアップについ

て論じる。まず，浦項製鉄所の建設での学習によって培った技術能力に加えて，工程イ

ノベーションが収束に向かっていたために，ポスコは光陽製鉄所を世界有数の低コスト

高効率生産が可能な製鉄所として建設し，少品種大量生産体制を確立して生産面でのキ

ャッチアップを実現したことを指摘する。その一方で，ポスコは同時期に自動車鋼板を

中心とした高級鋼の開発・生産を開始したが，製品イノベーションがまだ日本を中心に

活発に展開していたこと，海外から技術を導入できず，国内にも協力できる大学や研究

機関がなかったために，技術学習に試行錯誤を繰り返さざるを得なかったことを論じる。 

 第 5 章では，1990 年代末からの韓国鉄鋼業のキャッチアップについて論じる。この

時期は日本鉄鋼業における高級鋼の開発・生産をめぐる製品イノベーションも収束に向

かっていった。そうしたなかで参入規制の撤廃によって有力財閥である現代自動車グル

ープが新たに自動車鋼板の開発･生産に参入するとともに，国営企業の民営化政策によ

ってポスコが完全民営化された。これによってポスコと現代自動車グループが競争的に

それぞれのかたちで技術学習を行い，その結果，高付加価値製品についても韓国鉄鋼業

が急速にキャッチアップすることになったことをみていく。 

 最後に，終章において本研究全体を要約してまとめるとともに，本研究の結論と残さ

れた研究課題を示す。 
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第 1 章 戦後日本鉄鋼業におけるイノベーション 

 

 

 本章は，次章以降の議論の前提として，戦後日本鉄鋼業のイノベーションの軌跡につ

いて先行研究をもとに整理する。序論で述べたように，戦後の世界鉄鋼業においては，

日本がイノベーションを主導することによって急成長を遂げ，産業リーダーシップを握

るに至った。戦後日本鉄鋼業のイノベーションは 2 つに分けてみることができる。ひと

つは 1950 年代後半からの臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベーションであり，

もうひとつは 1970 年代後半からの高級鋼の開発・生産という製品イノベーションであ

る。そして韓国鉄鋼業のキャッチアップは，日本のイノベーションの軌跡に大きく規定

されていた。よって本研究を進める上ではまず，日本鉄鋼業の成長とそこでのイノベー

ションのあり方を理解しておく必要がある。以下，第 1 節では臨海大型一貫製鉄所の建

設という工程イノベーションについて，第 2 節は 1970 年代後半からの高級鋼の開発・

生産という製品イノベーションについて，それぞれの展開過程をみていく。 

 

 

第 1 節 工程イノベーション－臨海大型一貫製鉄所の建設－ 

 

 1950 年代半ばから日本の鉄鋼業に急速な成長をもたらした大きな要因は，日本鉄鋼

メーカーが生み出したイノベーションの進行であった。イノベーションの第一段階は，

1950 年代後半から 1970 年代にかけての臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベ

ーションであった。このイノベーションは，臨海一貫製鉄所の建設，及び２大プロセス

技術の導入の二つに分けて捉えることができる。 

 

1．臨海一貫製鉄所の建設 

 

 戦後日本における本格的な銑鋼一貫製鉄所建設の先駆けとなったのが川崎製鉄の千

葉製鉄所である。千葉製鉄所は 1952 年に着工し，1958 年の第 2 期工事の竣工により
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高炉－平炉―ストリップ･ミル（熱延－冷延）を備えた一貫製鉄所となった 13。千葉製鉄

所は，世界をリードする日本における製鉄所のモデルとなる以下の 2 点の特徴を備えて

いた。第 1 に，コンパクトで合理的なレイアウトを持った一貫製鉄所であった。川崎製

鉄は，建設にあたって土地取得コストを節約するとともに，工場内の運搬コストを削減

するために，コンパクトな工場レイアウトを追求した。個々の工場を一貫工程の流れに

沿って組み合わせて配置し，さらに鉄道･道路と，ガス管・蒸気管・高圧管・水道排水・

電線等をそれぞれ集約して網状に分布させた（浅輪 1954: 34-39）。こうした合理的な

レイアウトによって，八幡製鉄所の鉄道レール総延長が 500 キロを超えていたのに対

して，千葉製鉄所は 60 キロと輸送距離が大幅に短縮された。その結果，八幡製鉄所が

370 万坪で年産 100 万トン規模であったのに対して，千葉製鉄所は 75 万坪で年産 200

万トンと敷地当たりの高い生産性を実現した（橋本 2001: 126-128）。 

 第 2 に，原料輸入と製品輸出に適した臨海地区に建設した。ここで特に重要であった

のは原料の輸入である。戦後の日本鉄鋼業は，主要原料である鉄鉱石と石炭の国内供給

は限界に直面しており，成長のためには原料の輸入が不可欠であった。折しも，鉄鋼業

の原料調達では大きな変化が生じていた。ひとつはオーストラリアなど新たな原料供給

地が世界で発見されたことであり，もうひとつは原料を大量に輸送することができる，

鉄鉱石・石炭専用の大型ばら積み貨物船が開発されたことである。これにより鉄鋼業は

原料供給地から離れた場所でも，原料を海上輸送によって港湾に運ぶことを通じて，低

コストで生産することが可能になった 14。川崎製鉄は，こうした変化に対応すべく千葉

の臨海埋立地を工場予定地に選定するとともに，千葉県及び千葉市に対して，大型船が

直接，接岸できるように水深 9.5 メートル以上の広い水路をつくるように求めた（橋本

2001: 121-126）。合理的でコンパクトなレイアウト，臨海立地という 2 点を兼ね備えた

川崎製鉄千葉製鉄所は，その後の製鉄所の原型となった 15。 

                                                   
13 高炉，平炉，ストリップミル，熱延，冷延については巻末の鉄鋼関連用語を参照。また

工程全体の流れについては巻末の鉄鋼業工程図を参照。 
14 これにより「鉄鋼業は輸送産業」と認識されるまでになった（Tiffany 1991: 258, 橋本

2001: 115，122）。 
15 千葉製鉄所の建設から間もなく，川崎製鉄と同じく平炉メーカーであった住友金属工業

と神戸製鋼所も一貫製鉄所の建設に乗り出すとともに，既存の八幡製鉄，富士製鉄，日本

鋼管も新たな一貫製鉄所を設立した。その結果，1950 年代から 1970 年代半ばにかけて建

設された臨海一貫製鉄所は千葉製鉄所を含め 11 カ所に達した（伊丹・伊丹研究室 1997: 
54）。 
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2．2 大プロセス技術の導入 

 

 臨海一貫製鉄所の新たな建設に加えて，既存の製鉄所も設備の増強を続けた結果，

1950 年代末から 1970 年代半ばまでの日本の鉄鋼業の設備投資は膨大な規模に達した。

これらは単なる設備拡張ではなく，生産工程において当時の最新鋭の技術を導入したこ

とによるものだった。特に重要になった技術は，2 大技術革新とも呼ばれるふたつのプ

ロセス技術，すなわち LD 転炉と連続鋳造設備である。 

 LD 転炉（純酸素上吹き転炉）は 1952 年にオーストリアで開発された製鋼法 16で，

炉内での急速な冶金反応が可能であるため精錬時間が短く生産性が極めて高いこと 17，

空気の代わりに酸素を使用するために窒素分が少ない良質の鋼を生産することが可能

なこと，鉄くずの使用が少なくて済むこと，建設コストが低いことなど，それまで主流

であった平炉と比べて優位性を持つ技術であった。特に日本には平炉で使用する鉄くず

発生量が少なかったことに加え，LD 転炉の処理能力の高さが高炉の大型化にも適合し

たことから，1960 年頃から建設された大半の一貫製鉄所において LD 転炉が採用され

ることになった。その結果，1970 年の LD 転炉による粗鋼生産比率はアメリカが 48.2％

であったのに対して，日本は 79.1％まで達することとなった（リン 1986: 22）。 

 もうひとつの技術革新は連続鋳造（連鋳）設備である。従来，精錬した溶鋼は一度ポ

ットに入れて冷却して造塊し，その後再び均熱のうえ分塊圧延してスラブにするという

工程を経る必要があった 18。これに対して連鋳設備は溶鋼を直接流し込んでスラブを製

造することが可能であり，従来よりも時間とエネルギーを大幅に節約できる上に，製品

の歩留まりを大幅に向上させることができた。世界で連鋳技術が実用化されたのは

                                                   
16 19 世紀半ばにベッセマー転炉，トーマス転炉といった転炉が普及していたが，炉の下

から空気を吹き込んでいたために不純物を取り除けない難点があった。その後に登場した

平炉（蓄熱炉）は空気で燃料を燃焼させ，その熱で加熱しながら不純物を酸化させて溶鋼

をつくる方法であった。LD 転炉は純酸素を炉の上から吹き込むことによってさらに純度

の高い鋼を作ることに成功した。この製法の構想はベッセマー転炉開発時から存在した

が，大量の酸素を製造する方法が 1930 年頃まで開発されていなかったこと，炉内の複雑

な物理的・化学的解明がされていなかったために酸素の吹込方法が確立できなかったこと

から，長く実用化に至っていなかった（新日本製鉄編 2004:67, リン 1986:14-15）。 
17 平炉の一回の製鋼時間が 5 時間程度かかるのに対し，LD 転炉の場合は約 40 分程度で

あった。しかも，運転に必要な人員も LD 転炉は平炉の 4 分の 1 程度で済んだという。そ

のため，当初，LD 転炉の容積は平炉よりも小さかったが，それを勘案しても LD 転炉の

生産性はかなり高かったという（伊丹・伊丹研究室 1997:110）。 
18 分塊工程については巻末の鉄鋼関連用語を参照。 
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1950 年頃であったが，日本では住友金属がスイスのコンキャスト社から技術を導入し

て 1955 年に 1 号実験機を設置した。その後，1960 年代半ばから国内各社とも導入を

開始し，1970 年代になって急速な普及をみせた。1980 年時点でのアメリカの連鋳設備

普及率は 20.3％であったのに対し，日本は 59.5％に達した（米倉 1986: 177）19。  

LD 転炉にせよ，連続鋳造設備にせよ，日本で独自に開発された技術ではなく，海外

から導入したものであったが，日本の鉄鋼業は単にこれらの技術を受け入れだけでなく，

それを吸収する過程で改良を重ねた。LD 転炉と連続鋳造設備はいずれもコアの技術は

開発されていたが，実用化技術は確立されていなかった。例えば LD 転炉は粉塵の回収

設備に欠陥を抱えたまま導入されたが，八幡製鉄，富士製鉄，横山工業の 3 社が共同で

OG 法という排ガス回収集塵装置を開発した（中岡 2002: 13-14）。その後，OG 法はア

メリカなど先進諸国に広く技術輸出されることになった。また酸素を効率的かつ大量に

挿入する方法として，八幡製鉄は酸素を吹き込むランスを単孔ノズルから多孔ノズルと

する技術を開発し，製鋼能率の向上を実現するとともに転炉の大型化の途を開いた（中

村 2007: 195-198）。 

連続鋳造設備も，導入当初はまだ製造できる製品の品質が限定され，維持・管理費が

高い上にスラブの形状変更が困難であるために，生産できる品種が限られていた。加え

て，鋳造時間が長く生産性も高いとは言えない状態であった。これを日本企業は改良の

積み重ねで克服していった。例えば新日鉄は 1972 年に第 1 期建設が竣工した大分製鉄

所において，従来困難とされてきた広幅鋼板も連鋳によって生産し，世界で初めてすべ

ての鋳造プロセスに連鋳を導入する全連鋳方式に成功した（新日本製鉄大分製鉄所

1982: 39-43）。さらに制御技術の発展により，転炉の取り鍋から切れ目なく溶鋼が供給

されて連鋳の稼働率が 100％となる「連連鋳」も実用化された（伊丹・伊丹研究室 1997: 

115-116）。これに加えて大きな意味をもったのがコンピュータシステムの導入である。

                                                   
19 日本において連鋳設備がいち早く普及した背景には，1960 年代までに確立した製銑・

製鋼工程での大量生産体制との技術的な「相性の良さ」があった。先に見たように 1960
年代には従来の平炉に比べて生産性が 10 倍ともされる LD 転炉が相次いで導入され，そ

れと平行して高炉の大型化が進行した。そのもとで溶鋼が大量生産されることになった

が，従来の造塊・分塊工程ではこれを効率的に処理することができなかった。他方で，川

下の圧延部門では 1950 年代から導入を進めていたストリップミルが 1970 年代までには広

く普及し，やはり生産性が飛躍的に向上していた。板材類を大量生産するにあたって，製

銑・製鋼工程と圧延工程の間の造塊・分塊工程がボトルネックとなっており，それを解消

する技術として，連鋳設備が積極的に導入されたとみることができる（伊丹・伊丹研究室

1997: 115）。 
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前工程の高炉，後工程のストリップミルを含め，生産工程全体をコンピュータによって

一貫管理するシステムを構築した。これによって生産効率が飛躍的に向上するとともに，

鋼の成分の制御が可能になり，後でみる高級鋼の開発・生産に途を開くことになった（井

上 1994，夏目 2005）20。 

相次ぐ臨海大型一貫製鉄所の建設と 2 大プロセス技術の導入により，日本鉄鋼業の生

産は飛躍的に増加した。1970 年代には粗鋼生産高が 1 億トンを超え，アメリカとほぼ

同水準に達することとなった（図 1－1）。 

 

3．工程イノベーションの収束化 

 

しかし，1980 年代に入ると臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベーションは

収束に向かった。LD 転炉と連続鋳造設備に続く，インパクトの大きい新たな製造技術

は出現しなかった。他方でこれら設備は他国でも急速に普及し，西ドイツやアメリカも，

転炉の生産比率では 1970 年代半ば，連続鋳造の生産比率では 1980 年代末には日本と

同等あるいは近接していった（伊丹・伊丹研究室 1997: 111, 114）。これら設備と大型高

炉，熱延設備などを組み合わせてコンピュータで工程を制御する生産システムは，1980 

                                                   
20 イノベーションを促進した制度的要因としてあげることができるのは，系列融資と政府

の役割である。臨海大型一貫製鉄所を建設するには，莫大な投資資金を必要とする。先に

みたように，戦後間もなくの段階ですでに一貫製鉄所を有していた 3 社に，平炉メーカー

であった 3 社を加えた計 6 社が臨海大型一貫製鉄所を建設した。6 社の建設が可能であっ

たのは，いずれの企業も戦後の 6 大企業集団に属しているか，もしくはそれに近い関係に

あり ，企業集団内の金融機関から系列融資を受けることができたからである。戦後の日

本経済においては各企業集団が当時の新興産業にそれぞれ系列融資を通じて積極的に投資

を行ったことが指摘されているが（宮崎 1966:222；岡崎 1992: 320-329），戦後鉄鋼業に

おける一貫製鉄所の建設においても系列融資の下で各企業の活発な参入と増設がみられ，

このことがイノベーションを大きく後押ししたと考えられる。6 社は系列融資をもとに設

備投資競争を繰り広げる一方で，技術導入及び技術開発においては各社の間で協力も行わ

れた。LD 転炉の技術導入の際は，日本鋼管が特許のジェネラル・ライセンシーとなり，

その技術のサブライセンスを他の企業に与えた。このスキームを主導したのは，「外資

法」をもとに技術導入の許認可権を持っていた通商産業省であった（伊丹・伊丹研究室 
1997: 112）。その特許事務を行うために LD 委員会が設立されたが，LD 委員会が窓口と

なって企業間の操業経験と研究をめぐる企業間交流が活発に行われた。例えば当初，LD
転炉は低酸素鋼をつくるには適しているが炭素成分の制御は難しい設備とされたが，操業

法を工夫して LD 転炉で作れる鋼種を拡大する研究が精力的に行われた。ここで LD 委員

会が企業間の情報交換に大きな役割を果たし，LD 転炉は急速に普及することとなった。

その他にも，戦前からの学術団体である日本鉄鋼協会が，学会及び企業による共同研究と

技術交流の場となり，技術の吸収と改良に貢献した（中岡 2002: 14）。 
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図 1－1 国別粗鋼生産の推移 

 
出所）International Iron and Steel Institute, Steel Statistical Yearbook, various years. 

 

年代には先進国の製鉄所の標準となった。また設備の大型化も，1970 年代に高炉は 1

基あたり年産 300 万トン，LD 転炉は 1 チャージあたり 300 トンに達してほぼ頭打ち

となっていた。これ以降，臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベーションは，各

設備の生産効率の向上や付加設備の導入など高性能化，操業技術の向上といった部分的

なものにとどまり，大きなイノベーションは生じずに収束することになったのである。 

 

 

第 2 節 製品イノベーション－高級鋼の開発・生産 

 

オイルショック以降，世界の鉄鋼需要は量的に頭打ちになり，日本の粗鋼生産量も

1970 年代半ばから完全に横ばいないし減少に転じることになった。これにより日本の
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鉄鋼メーカー各社は一部老朽施設の閉鎖など生産能力の削減をせざるを得なくなった。

他方で製品の高付加価値化に積極的に取り組んだ結果，日本の鉄鋼業では，従来は相反

するとされる鋼材特性を併せ持つような，高級鋼の開発・生産という製品イノベーショ

ンが進行することとなった。 

 

1．工程イノベーションの成果 

 

 高級鋼の開発・生産を可能にした大きな要因が，さきにみた工程イノベーションによ

って生まれた新たな製法であった。LD 転炉で製造した鋼鉄は平炉よりも鋼中炭素量が

低く，溶存する窒素や介在物も少なかった，そのため成形性に優れ，自動車用冷延鋼板

に適していた。この他にも溶銑の予備処理による硫黄や燐の除去，真空脱ガス技術を使

った炉外精錬による溶鋼の清浄化など，望み通りの成分を持った鋼をつくりだす技術が

1970 年代に入ってから確立することになった（中岡・臼田 2002: 209）。また連続鋳造

設備を導入する以前は，溶鋼をインゴットにするためのプロセスである鋳型内での自然

放冷凝固が原因で，鋼板にはしばしば成分偏折が生じていた。しかし連鋳の採用によっ

て，成分偏折による鋼材強度のばらつきや内部欠陥の発生は激減することになった。工

程イノベーションにより，鋼の品質が飛躍的に向上することになったのである。 

 さらに，工程イノベーションの大きなプロセス技術のひとつである連続鋳造設備をも

とに，連続焼鈍設備が開発された 21（米倉 1987: 65-68）。連続焼鈍設備によって，焼鈍

に関わる温度と時間を自由にコントロールできるようになった。これは，品質にばらつ

きのない冷延鋼板の製造を可能にするとともに，細かい鋼組織の形成にも途を開くもの

だった（中岡・臼田 2002: 213-214）。鉄鋼業の工学的な解明の進展を踏まえ，先行した

工程イノベーションを土台に，高級鋼の開発・生産という製品イノベーションが生まれ

ることになったのである 22。 

                                                   
21 焼鈍工程については，巻末の鉄鋼関連用語を参照。 
22 製品イノベーションをもたらしたもうひとつの要因として指摘できるのは，1960 年代

から官民共同で進められていたプレス加工と製鋼の金属工学的な解明であった。日本で冷

間圧延機が本格的に稼働を開始したのは，アメリカから技術指導を受けた戦後になってか

らのことである。1950 年代半ばから鉄鋼メーカー各社は，自動車用薄板を生産するのに適

した広幅冷間圧延機を相次いで導入した。他方，国内の自動車メーカーでは，1955 年にト

ヨタが初めてプレスラインを設置して 1957 年に国産冷延薄板の使用を開始した。しか

し，当初はプレスラインから出てきたボディ部品の相当数は板金工によって手直ししなけ
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2．ハイテン材 

 

 1970 年代に開発された新たな鋼板のひとつが薄くて強度の高い鋼板，いわゆるハイ

テン材である 23。車体の成形性がよい，即ち鋼材が軟らかいことと，高強度であること

は本来，両立しがたい性質であるが，鉄鋼メーカーは，二次精錬での炭素及び不純物の

除去，さらに製鋼段階での添加元素の成分調整や焼鈍での温度調整によって，新たな性

質を持つ鋼板を開発していった。例えば 1970 年代後半に生まれた DP（Dual Phase）

鋼は結晶組織を軟らかいフェライト（ferrite）と固いマルテンサイト（martensite）な

どの混合組織にすることによって，高い強度とプレスによる変形を実現した鋼材である。

さらに 1980 年代に新日本製鉄が開発した TRIP（Transformation Induced Plasticity）

鋼は，フェライト，オーステナイト（austenite），マルテンサイトなどの混合組織だが，

力を加えたときにオーステナイトの結晶格子が伸びて一瞬変形し，その変形部分がマル

テンサイトに変わってすぐに固くなるという性質を持っている。1980 年代以降，多様

なハイテン材が開発されて乗用車への採用が進んだ。日本の乗用車における強度

340MPa 以上のハイテン材の使用比率は，1990 年代には 30％台，2000 年代には 50％

台に達した（新日本製鉄編 2004: 132; 中岡・臼田 2002: 215-221）。 

 

3．表面処理鋼板 

 

 1970 年代以降，開発・生産が急速に進んだもうひとつの自動車用の高級鋼として，

表面処理鋼板があげられる。自動車外板用鋼板は防錆のために十分めっきをする必要が

                                                   
れば使えない状況であった。特に，絞り加工によって発生する皺と割れは深刻な状況であ

った。そこで 1960 年に理化学研究所の塑性加工研究室が中心となって，すべての自動車

メーカーと薄板メーカーが参加した「薄鋼板成形技術研究会」が組織された。この研究会

では，従来は大幅に経験的技能に依存していたプレス成形の工学的解明が試みられた。同

研究会の場等を通じて，薄鋼板の成形性を高めるためには，製鋼，圧延，焼鈍の各工程に

おいて，何をどのようにコントロールすればよいかの科学的な理解が進むことになったの

である。先進諸国でも経験に依拠する部分が大きかった鉄鋼業を，工学のレベルまで高め

ることに成功したといえる（中岡・臼田 2002: 200-202）。 
23 1960 年代にアメリカでは高速道路での交通事故死の増加が社会問題になったことか

ら，車体強度をあげる必要性が認識されるようになっていた。決定的な契機となったのが

1973 年のオイルショックである。自動車市場において低燃費が至上命題となり，車体の軽

量化のためにもハイテン材が求められるようになった（新日本製鉄編 2004: 132）。 
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あるが，鋼板には表面にめっきを密着させるとプレス成形性が足りなくなる特性がある。

そのため従来，防錆性とプレス成形性の両立は難しいとみられてきた。1970 年代後半

に凍結防止剤による自動車の車体腐食が問題化して，カナダでは自動車には「表面錆１

年，孔あき 3 年」を性能要件とするカナダコードなどの防錆目標が設定された。これを

契機に日本の鉄鋼メーカーは防錆性とプレス成形性を両立させる表面処理鋼板の開発

を加速させ，まず外板の内面だけを防錆処理した片面溶融亜鉛めっき鋼板を開発した。

1983 年には北欧 5 カ国で，性能要件を「表面錆 3 年，孔あき 6 年」とするノルディッ

クコードが出されるなど，防錆目標がさらに高く設定された。日本の鉄鋼メーカーは両

面めっき鋼板の開発に乗り出し，二重電気亜鉛めっき鋼板，及び電気亜鉛・溶融亜鉛の

二重めっき鋼板を生むことになった。さらに防錆性と成形性を向上させた二層の合金化

溶融亜鉛めっき（GA）鋼板へと，日本の鉄鋼メーカーは次々に新たな防錆鋼板を開発

していった（新日本製鉄編 2004: 148-149，川端 2006: 40）。 

 

4．自動車メーカーとの共同開発 

 

 日本の鉄鋼メーカーは，高級鋼板の開発・生産を進める際には需要者，具体的には自

動車鋼板の開発においては国内自動車メーカーと緊密な協力関係を構築した。すでに

1960 年代には，自動車メーカーと鉄鋼メーカーのあいだでは冷延鋼板のプレス成形を

めぐっての業界間での技術協力体制が構築されていた（中岡・臼田 2002: 200-207）。

1970 年代からこの自動車メーカーと鉄鋼メーカーの技術協力が，取引に基づく 2 社間

関係へと変容を遂げた。自動車メーカーは鉄鋼メーカーと継続的な取引関係をしつつ，

個別の取引では複社発注を行うことによって，鉄鋼メーカーに開発競争を促した（川端

1995:129-132）24。自動車メーカーと鉄鋼メーカーが緊密に情報を交換して開発を進め 

                                                   
24さらに日本独特の発注方法が，鋼材の技術開発を促進することになった。例えばアメリ

カにおいては，ユーザーである自動車メーカーが自ら加工条件を解析した上で，使用する

鋼材の厚み，化学成分，機械特性などの規格と許容範囲を指定し，鉄鋼メーカーは指定さ

れた通りの鋼材を製造する。これに対して日本では，自動車メーカーは製造・加工の条件

や仕上がりに必要な条件，あるいは問題の所在を鉄鋼メーカーに提示する。ここで鉄鋼メ

ーカーと自動車メーカーは密接な情報交換を行うことになる。しかし，その技術的解決は

鉄鋼メーカーに任せている。その要求特性は自動車メーカー，さらにはモデル毎にもこと

なっている。自動車メーカーから求められる鋼材スペック（機能設計）は細かく規定され

ている一方，成分など構造設計については明確な規格ではなく曖昧な条件であるがゆえ

に，鉄鋼メーカーは不断の技術開発を進めることになった（清 1990: 217-220）。 
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図 1－2 日本・韓国の鉄鋼材の輸出入 

 

（出所）図 1－1 と同じ。 

 

た結果，自動車鋼板は車種ごとに異なるオーダーメード的な色彩を強めることになった

（中岡・臼田 2002: 225）。その後，さらに鉄鋼メーカーと自動車メーカーの共同開発体

制は深化し，鉄鋼メーカーの研究所の中堅技術者が，一定期間，自動車メーカーに派遣

されて，情報交換だけでなく，自動車メーカー側の問題解決や新たな事案に対する提案

活動を行うようになった（青木 2010: 121）。 

 以上のように，日本の鉄鋼業は高級鋼の開発というイノベーションを主導して製品の

高付加価値化を進めた。その結果，国内需要が沈滞するなかでも，1970 年代から 80 年

代にかけて輸出を大幅に増やすことに成功した（図 1－2）。 
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5．製品イノベーションの収束化 

 

1990 年代後半には高級鋼の開発・生産という製品イノベーションも収束へと向かう

動きが出てきた。すでに 1990 年代前半には，鉄鋼メーカーでは高級鋼の開発に莫大な

コストがかかるにもかかわらず，必ずしも十分な収益をあげられていないことが指摘さ

れるようになっていた（川端 1995）。他方，自動車メーカーの側でも販売低迷を受けて，

原材料コストの削減に迫られていた。 

そこでまず行われたのがメーカーごと，車種ごとにことなっていた鋼種の絞り込みで

ある。さらに，これまで鉄鋼メーカーと自動車メーカーの 2 社以外には公開されていな

かった規格を業界共通のものへとする動きが進み，1996 年には新たに鉄鋼連盟規格が

発効した。これによりそれまで 600 ほどあった自動車鋼板の鋼種が，100 程度までに削

減されたという。このことは，鉄鋼メーカーと自動車メーカーの関係が，それまでの共

同開発の体制は維持しつつも，二社間のオーダーメード的な取引から，より市場性を生

かした関係へと変化したことを意味していた（中岡・臼田 2002: 225）。 

 鋼種の絞り込みは，「過剰品質」とまで言われたコストを度外視した高級鋼開発・生

産の見直しへと進んだ。表面処理鋼板の場合，技術的にはピークに達しつつあり，コス

ト面で電気亜鉛めっき系よりも優位な溶融亜鉛めっき系，特に GA 鋼板に収斂していっ

た。しかもトヨタ自動車は 1990 年代半ばにそれまで主に使用していた二層 GA 鋼板を，

単層 GA 鋼板に切り替えた。その代わりに鉄鋼メーカーは，単層 GA 鋼板の加工性を補

うために，鋼板の表面に潤滑皮膜をコーティングする技術（L 処理）を開発して自動車

メーカーに提供した（新日本製鉄編 2004: 148-149，川端 2006: 38-40）25。 

ハイテン材の場合，環境規制への対応のために車体の軽量化をさらに進める必要性が

あり，さらに衝突安全性能でも国際的規制が強化されるなかで，新たな鋼板をめぐる研

究・開発は続けられた。それでも DP 鋼や TRIP 鋼に代わる新たな鋼材が台頭すること

はなく，これらの強度や加工性をいかに改善するかが開発の焦点となった。また自動車

                                                   
25 さらにトヨタ自動車はサーボプレスを導入することにより，潤滑皮膜なしでの単層 GA
鋼板のプレス加工を可能にして，さらなる使用鋼材の簡素化を進めた。日産自動車の場

合，従来はトヨタなどとはことなる，薄膜有機被覆亜鉛ニッケル合金めっき（デュラ）鋼

板を使用していた。しかし，2000 年頃にはトヨタ自動車と同じ GA 鋼板に切り替えること

により，鋼板調達コストの削減を図った（日産自動車追浜工場訪問時の車体プレス技術担

当者からのインタビュー（2009 年 5 月 21 日））。 
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メーカーのなかではコスト削減の努力が同時に進められた。小型車や新興国市場向けの

車種の場合，ハイテン材のなかでも比較的強度の低い鋼種を使っても問題がないように

設計の変更を図っていった。さらにヨーロッパを中心に，テイラーウェルデドブランク

（Tailor Welded Blank: TWB）やハイドロフォーミングといった新たな加工技術を利

用することにより，コストを下げながら車体全体の軽量化や強度向上を図る動きが進ん

だ。 TWB は強度，厚さ，材質が異なる鋼板を切断後にレーザー溶接によって一体化さ

せる技術で，使用される場所に応じて必要な鋼種を選択できるためにコスト削減を図れ

るメリットがある。またハイドロフォーミングは鋼管に液体を注入し，その圧力により

膨らませて一体成型を行う技術で，溶接部がないために軽い鋼材を使用しなくても軽量

化が可能になる 26。このように高級鋼の開発・生産というイノベーションも収束の方向

に向かうことになったのである。 

 

 

小括 

 

本章の議論から，戦後日本の鉄鋼業のイノベーションは，1950 年代後半から活発化

して 1980 年代に収束していった工程イノベーションと，1970 年代後半に活発化して

1990 年代末から収束に向かった製品イノベーションという，2 つの軌跡として描くこ

とができる。そのイメージを図示すると，図 1－3 のようになる 27。 

                                                   
26ハイドロフォーミングは，成型精度を高めるとともに，部品点数の削減や工程の省略に

もつながるメリットがある（『Nippon Steel Monthly』2000 年 8 月号）。ハイドロフォー

ミングと TWB は共に国際的な車体軽量化事業である「スチール製超軽量自動車ボディ

（Ultra Light Steel Autobody: ULSAB）」プロジェクトにおいてコア技術に位置づけられ

た。ULSAB プロジェクトは，省エネルギーのための自動車車体の軽量化技術の開発を目

的として，1994 年から 1998 年にかけて世界の鉄鋼メーカー35 社とポルシェ・エンジニ

アリング・サービス社が参加して共同で進められた。続く 1999 年から 2001 年の

ULSAB-AVC (Advanced Vehicle Concepts)プロジェクトでは，ハイテン材を使った TWB
とハイドロフォーミングの技術が開発され，自動車メーカーから使用を望む声が強まった

（小野・吉武・大村 2002: 65, 阿部 2002: 50）。 
27 イノベーションのパターンを製品イノベーションと工程イノベーションの 2 つの波とし

て示したのはアバナシーとアッターバックである。ただし，アバナシーらは，まず製品イ

ノベーションが生じ，製品コンセプトが固まっていくと続いて工程イノベーションが生じ

ると論じた（Abernathy and Utterback 1978）。しかし，鉄鋼業の場合，19 世紀後半から

20 世紀前半において，ベッセマー炉や平炉の導入など大きな工程イノベーションが，産業

リーダーシップの交代をもたらすような極めて大きなインパクトをもたらした。戦後の日
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図 1－3 戦後日本鉄鋼業のイノベーションの軌跡に関するイメージ図 

 

（出所）筆者作成。 

 

 ここから戦後日本鉄鋼業のイノベーションの軌跡を，工程イノベーションが活発であ

った 1970 年代まで，工程イノベーションが収束する一方で製品イノベーションが活発

化した 1980 年代から 1990 年代中盤まで，そして製品イノベーションも収束に向かっ

た 2000 年前後以降という 3 つの時期に区分することができる。以下の章においては，

それぞれの時期区分において韓国の鉄鋼業が日本のイノベーションのあり方に影響を

受けながらどのようにキャッチアップしていったのかを論じていく（表 1－1）。 

 

 

 

 

                                                   
本鉄鋼業でも，本章で論じたように，まず大きな工程イノベーションが生じ，その成果を

もとに製品イノベーションが生じたと捉えることができる。米倉誠一郎は，戦後日本鉄鋼

業では大きな工程イノベーションの極限追求によって，ニッチ・イノベーションとしてハ

イテン材などの新製品開発が生まれたとしている（米倉 1987: 68）。 

1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

工程イノベーション
(臨海大型一貫製鉄所の建設)

製品イノベーション
(高級鋼の開発・生産)

主
要
な
イ
ノ
ベ―

シ
ョ
ン
の
発
生
率
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表 1－1 戦後日本鉄鋼業のイノベーションとキャッチアップ 

 

（出所）筆者作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950年代後半－70年代 1980－90年代中盤 1990年代末以降
戦後日本鉄鋼業の工程イ
ノベーション：臨海大型
一貫製鉄所の建設

活発 収束化 収束

　韓国のキャッチアップ
浦項製鉄所：日本の全
面的技術協力を受けつ
つ段階的に進展

光陽製鉄所：低コスト
高効率製鉄所での少品
種大量生産体制の確立
により急速に進展

＿

戦後日本鉄鋼業の製品イ
ノベーション：高級鋼の
開発・生産

70年代後半から活発 活発 収束化

　韓国のキャッチアップ －
ポスコが着手するも十
分に進展せず

ポスコと現代自動車グ
ループによる競争的な
開発･生産の進展により
急速に進展
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第 2 章 浦項製鉄所第 1 期建設における技術学習－1970 年代におけるキャッチアップ

(1) 

 

 

 本章は，1970 年代における韓国鉄鋼業のキャッチアップについて，特に浦項製鉄所

第 1 期建設における技術学習をとりあげて論じる。第 1 章で論じたように，戦後鉄鋼業

のイノベーションにおける最初の軌跡は，臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベ

ーションである。浦項製鉄所は韓国最初の銑鋼一貫製鉄所であり，その建設は韓国鉄鋼

業がキャッチアップしていく大きな第一歩となった。そのキャッチアップを可能にした

ものこそ，日本による資金・技術全般にわたる包括的な協力であった。その協力によっ

てポスコは技術学習の機会を得て，技術能力を形成していくことになった。本章では浦

項製鉄所建設までの経緯と，第 1 期建設における日本の技術協力とそれによるポスコの

学習について論じる。 

第１節では，第二次世界大戦後に開発途上国において銑鋼一貫製鉄所が相次いで建設

された背景を探るとともに，韓国においても浦項製鉄所建設当初の KISA 計画までは他

の開発途上国と同様に，途上国型銑鋼一貫製鉄所の建設を推進していた事実を確認する。

第 2節では，KISA計画が頓挫して資金及び技術の供与先が日本に変更されるとともに，

建設計画も途上国型から臨海大型一貫製鉄所へと転換したことを明らかにする。第 3 節

では，具体的な建設過程とそこにおける日韓各参加企業の役割，及びそこでのポスコの

技術学習について，第 1 期熱延工場の建設を例に論じる。 

 

 

第 1 節 銑鋼一貫製鉄所建設計画の始動 

 

1．開発途上国における一貫製鉄所の建設 

 

（1）資源を利用した輸入代替工業化戦略 

 韓国に先立って，1950 年代から 60 年代にかけて，多くの開発途上国において一貫製

鉄所の建設が始まっていた。第二次世界大戦後，世界の多くの植民地が独立を果たした 
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表 2－1 戦後の開発途上国における主な一貫製鉄所 

 
 

が，これら諸国は旧宗主国の軛を脱して経済的にも独立を果たすべく，輸入代替工業化

を推し進めることになった。そこで特に育成対象となった産業が，基礎的な工業資材を

生産する鉄鋼業であった。第二次世界大戦期から 1950 年代後半まで，戦争およびその

後の復興需要によって，世界の鉄鋼製品の価格は高騰していた。開発途上国，特にアジ

アや中東，ラテンアメリカ諸国の多くは，鉄鋼の主原料である鉄鉱石と石炭を天然資源

として有していた。そのため開発途上国では鉄鋼生産が大きく促されることになったの

である。開発途上国の鉄鋼生産量は粗鋼換算で 1950 年の 283 万 6000 トンから 1965

年には 1697 万 7000 トンまで拡大し，世界全体の鉄鋼生産に占める比率も 1.5％から

3.8％へと上昇した（UNIDO 1969: 7, 33）。 

 開発途上国のなかでは，鉄鋼需要の拡大に対応すべく，銑鉄生産を行う高炉から製鋼

設備，そして圧延設備まで備えた一貫製鉄所も建設されるようになった。1940 年代か

ら 60 年代にかけて，特に建設に積極的であったブラジル，インド，トルコについて，

主な一貫製鉄所を示したのが表 2－1 である。各国とも 20 世紀初頭から近代的鉄鋼業

会社・製鉄所 資本 稼働開始
規模（百
万トン）

外貨資金 建設主体 技術協力

ブラジル CSN 国営 1947 0.27 US Expport-Import Bank 自社 米国技術者

COSIPA 国・地方・外資合弁 1965 0.50 不明 自社 Kaiser (米)

USIMINAS 国・地方・外資(1)合弁 1962 0.50 日本輸出入銀行 自社 日本鉄鋼メーカー３社 (1)

インド TISCO 民営 1959-60 2.00 不明 自社 Kaiser (米)

IISCO 民営 1960 1.00 不明 不明 不明

ROURKELA 国営 1959 1.80 西ドイツ公共借款 IGKD（独）(2) 不明

BHILAI 国営 1959 2.50 ソ連公共借款 ソ連・自社分担 ソ連政府

DURGAPUR 国営 1959 1.60 イギリス公共・商業借款 ISCON（英） (3) ICC（英）(4)

BOKARO 国営 1970 1.00 ソ連公共借款 HSCL (印)　(5) ソ連政府

トルコ KARABUK 国営 1939 0.65 イギリス公共借款  H. A. Brassert （英）

ERDEMIR 民間・国・外資合弁 1965 0.44 AID （米） 自社 Koppers (米）

ISDEMIR 国営 1975 1.10 ソ連公共借款 ソ連 ソ連政府

(注)(1) 八幡製鉄、富士製鉄、日本鋼管。

        (2) Indien Gemeinschaft Krupp und Demag GmbH: ドイツのFried　Krupp社とDemag社が主体となっている機械製造業者

           連合財団。
        (3) Indian Steel-Works Construction Co., Ltd.: イギリス企業14社による共同出資会社。

        (4) International Consruction Company Ltd. : イギリス建設コンサルタント会社。

        (5) Hindustan Steelworks Construction Ltd.
（出所）ウジミナス回想録編集グループ (1997:15-52); 戸田 (1967:103-150) ; Baer (1969:81-83); D'Costa (1999:88-116);
                Moorthy (1987); Szyliowicz (1991).
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をスタートさせていたが，第二次世界大戦の終結と前後して相次いで一貫製鉄所を建設

した。これらの国はいずれも自国内で石炭と鉄鉱石を産出しており，特にブラジルとイ

ンドは主要輸出産品となるほど鉄鉱石が豊富であった 28。 

 

（2）先進国からの技術協力と公的借款 

 これら開発途上国における製鉄所建設の第一の特徴は，その多くが国営企業によって

建設されていることである。製鉄所建設が輸入代替工業化政策の一環として政府主導の

プロジェクトであり，また国内には十分な資本を持つ民間企業が成長していないことに

よるものであった。第二の特徴は，これら国営企業は先進国の企業から技術協力を得る

だけでなく，海外の公的借款を得ていることである。製鉄所の建設プロジェクトは巨額

の資金を必要とし，先進国の民間企業も開発途上国に対してそれだけのリスクを負担す

ることは難しかった。そのため先進国の政府は，設備を輸出しようとする自国メーカー

を後押しするために，そして途上国の経済開発を支援するために，自国企業が主導する

プロジェクトに対して，援助機関を通じた公的借款あるいは輸出入銀行を通じた商業借

款の供与を積極的に行ったのである。 

1940 年代末から 60 年代の国際情勢がそれを後押しした。東西対立が激しくなるな

かで，アメリカを中心とした西側先進国とソ連は，当時第三世界と呼ばれた開発途上国

を自らの陣営に引き入れるべく競って対外援助を積極化させた。トルコの場合，戦後ま

もなくはマーシャル・プランの対象国となってアメリカからの開発援助を多く受け入れ

た。1950 年代末には当時のメンデレス首相主導の下でエルデミア（ERDEMIR）製鉄

所の建設計画を推進し，トルコ政府はアメリカのエンジンアリング会社であるコッパー

ズ（Koppers）社に建設計画の立案を依頼した。合わせて 1959 年に首相自らが訪米し

た際には米国の援助当局と接触して資金協力を依頼し，アメリカ国際開発庁（United 

States Agency for International Development : USAID）から融資を受けることになっ

た。エルデミア製鉄所は，メンデレス政権がクーデタで倒れるなど政治不安によって紆

余曲折を経たものの，1964 年に完成して稼働を開始した。ところがその後，新たに首

                                                   
28 この他に比較的早期に輸入代替工業化を開始したアルゼンチン，コロンビア，チリ，メ

キシコ，ペルー，ベネズエラといったラテンアメリカ諸国も，この時期に一貫製鉄所を相

次いで建設した。アルゼンチンの一部の製鉄所を除くといずれも自国で産出する鉄鉱石を

原料として使用していた。詳しくは戸田 (1970)を参照。 
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相に就任したデミレルはソ連に接近して，1967 年に経済技術援助協定を締結した。デ

ミレル政権はソ連の技術・資金協力の下でイズデミル（ISDEMIR）製鉄所の建設を推

進し，1975 年から稼働を始めている（Szyliowicz 1991）。同様にインドも東西冷戦に乗

じるかたちで，西側，東側双方から資金・技術援助を受けて一貫製鉄所を相次いで建設

した（Moorthy 1987; 秋田 2017: 86-90）。 

 1962 年に稼働を開始したブラジルのウジミナス（USIMINAS）製鉄所は，1955 年

にブラジル側から日本の外務省に協力要請があったことが建設の発端である。日本政府

と日本鉄鋼連盟，経済人団体連合会（経団連）が協議の末，海外経済協力基金と鉄鋼メ

ーカー及び機械メーカーなど民間 15 社からなる合弁投資会社である日本ウジミナスが

結成された。その上で，日本ウジミナスと国営のブラジル経済開発銀行，現地のミナス・

ジェイラス州等の合弁によりウジミナス製鉄所株式会社が設立された。日本側が製鉄所

建設に協力するに至った理由は，南米最大の国家であるブラジルとの関係強化，それに

日本から多額のプラント輸出が見込まれることであった。製鉄所設備は熱延・冷延の本

体設備，高炉のガス清浄，LD 転炉を除いて日本からの調達となり，総額は約 1 億ドル

に達した（ウジミナス回想録編集グループ 1997: 15-44）29。 

 これら開発途上国における一貫製鉄所は，前章で述べた臨海大型一貫製鉄所と比べる

と，国内原料を使うために原料生産地の近くに立地するという大きな違いがあった。そ

の他の違いとしては，第一に，生産規模が大きくなかった。1950-60 年代はまだ高炉の

大型化が現在進行形であったことに加え，国内市場が大きくなかった。そのため，年産

100 万トン規模に満たない製鉄所も存在した。第二に，国内産の原料の使用を最優先と

したため，多様な産地の鉄鉱石をブレンドするのに必要な焼結炉を持たず，その結果，

生産される銑鉄は品質面で限界があった。第三に，途上国の国内市場では質の高い鋼材

の需要が当面は多くなかったためにストリップミルをもたず，簡易的な圧延設備のみ保

有することも少なくなかった。このような生産システムを途上国型一貫製鉄所と呼んで

おきたい。 
                                                   
29 日本ウジミナスに対する政府出資分の取り扱いについて政府の見解がまとまった 1957
年 4 月 12 日の閣議了解では，製鉄所建設計画の実施を政府が援助する理由として，第一

に「我が国のプラント輸出を伸長する」ことをあげている。当時はいわゆる「神武景気」

が終わって輸出優先，外貨確保第一主義の時代であり，新たに 1 億ドル以上の市場が生ま

れることは大きな魅力であった。事実，ウジミナス向けのプラント輸出が始まった 1960
年の日本の機械輸出の総額は 1 億 2180 万ドルに過ぎなかった（ウジミナス回想録編集グ

ループ 1997: 18,22） 
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2．韓国における一貫製鉄所建設計画 

 

（1）浦項製鉄所以前の建設計画 

 韓国においても他の開発途上国と同様に，1950 年代末から政府主導により一貫製鉄

所の建設が計画された。戦後まもなくの韓国には植民地時代の小型高炉や平炉，電気炉

がいくつか残されていた程度で，それも 1950 年の朝鮮戦争によって大きな打撃をこう

むっていた。朝鮮戦争の復興過程で既存施設の復旧および設備の拡張が行われるととも

に，戦時の鉄スクラップを利用した単圧メーカーが新たに生産を開始した。しかし，そ

の生産規模は微々たるものであった。間もなく鉄スクラップも枯渇したため，鉄鋼材需

要の大部分は輸入せざるを得なかった（韓國鉄鋼協會 2005: 96-99）。経済が拡大するに

つれて鉄鋼材輸入も急増したが，外貨事情が逼迫しているなかで，政府内では国内の鉄

鉱石を利用した一貫製鉄所の建設が検討されることになった。それが 1958 年 8 月に発

表された「総合製鉄工場建設 5 カ年計画」である（表 2－2）。事業主体となったのは，

植民地期に設立された朝鮮理研金属仁川工場が接収されて公営企業となった大韓重工

業公社である。同社が 1961 年から 65 年の間に，アメリカ国際協力庁（International 

Cooperation Agency: ICA）資金 3000 万ドルと民間資本 150 億ファン 30を導入して，

鉄鉱山の近くにある江原道襄陽に年間銑鉄 20 万トンと海綿鉄 3120 万トンを生産でき

る製鉄工場をつくる計画であった。しかし，実際は現地調査もなされない「机上の空論」

レベルのものであった（キムフンギ編 1999: 154）。資金交渉も進まないなかで 1960 年

に李承晩政権が倒れたことにより計画は頓挫してしまった（韓國鉄鋼協會 2005: 104）。 

続く第二共和国の下で改めて 1961 年 3 月に「銑鋼総合開発計画」が作成された。こ

の計画は，日本海沿岸で鉄鉱山開発と製鉄所を一緒に進めようとしたことに特色がある。

年産 25 万トン規模の一貫製鉄所については，西ドイツからの借款 3200 万ドルと内資

300 億ファンを投入する計画を策定して，西ドイツ政府との交渉を模索したが，同年 5

月の軍事クーデタによってまたも立ち消えとなった（韓國鉄鋼協會 2005: 104-105）。 

軍事クーデタによって成立した朴正熙政権は，発足間もなく作成した第一次経済開発 

                                                   
30 1953 年 2 月から使用された韓国の通貨。1962 年 6 月に通貨改革により新たにウォンが

導入され，1 ウォンは 10 ファンと交換された。 
31 鉄鉱石を溶解せずに，比較的低温で還元して得る多孔質の海綿状の鉄をいう。古くから

製造されてきたが，砂鉄などから簡便な製造法で鉄源を得ることができるため，現在も開

発途上国の一部で製造されている。 
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表 2－2 浦項製鉄所以前の一貫製鉄所建設計画 

 

 

五カ年計画（1962－66 年）に，前政権の一貫製鉄所建設計画をそのまま組み入れた。 

1962 年に入るとすぐに計画を実行に移し，前政権期における不正蓄財の容疑で摘発

した経済人から事実上強制的に出資を募り，同年 4 月に実施主体として韓国綜合製鉄を

設立した。韓国政府は西ドイツの鉄鋼メーカーと製鉄機械メーカーによる連合体と，ア

メリカの製鉄機械メーカーの連合体とそれぞれ予備技術用役契約を締結した。その上で

両連合体から提出された技術調査報告をもとに，有利な条件を提示した相手と最終契約

を結ぶこととした。検討の結果，アメリカの企業連合体の案が圧延施設に最新のストリ

ップミルを採用していること，将来的に需要が見込まれる薄板類を中心にしていること

から西ドイツ案よりも優れていると判断し，同年 11 月に基本契約を締結した。しかし，

外貨資金としてあてにしていた USAID からの公的借款が，USAID の消極的態度によ

り暗礁に乗り上げてしまった。年間 30 万トンを生産するには国内での鉄鉱石とコーク

スの生産量は十分でなく，当時の韓国の外貨事情では原料を輸入で調達することも難し

く，国内市場の小ささも勘案すると生産よりも日本などからの輸入の方が望ましいとい

うのが USAID の考えであった。結局，計画は進まずに 1963 年 6 月に韓国綜合製鉄は

年度 概要 計画規模(年産) 結果
1958 「綜合製鉄工場建設５カ年計画」

主体：大韓重工業公社
立地：江原道襄陽（鉄鉱石資源を利用）
直接還元製鉄法, 高炉法を部分的に採用
　＋転炉
資金：ICA資金3000万ドル＋内資150億ﾌｧﾝ

1961 「鉄鉱総合開発計画」
主体：大韓重工業公社 銑鉄25万トン
立地：日本海沿岸 鋼材17万トン
鉱山開発と一貫製鉄所建設
資金：西独借款3200万ドル＋内資300億ﾌｧﾝ

1962 「第一次経済開発五カ年計画」内
主体：韓国綜合製鉄（不正蓄財者で構成） 31万ﾄﾝ
立地：蔚山
高炉・転炉＋連続圧延機
資金：米AIDからの借款等
　（総建設費1億4422万ﾄﾞﾙ）
米Blau Knox社連合（製鉄機械を製造）

（出所）韓國鉄鋼協會(2005:104-109), ソンソンス(2002:29-42)より作成。

銑鉄20万トン，
海綿鉄20万トン
（鋼塊20万トン）

資金調達
難，政治
混乱によ
り頓挫。

軍事クー
デタにより
頓挫。

AIDの借
款供与忌
避により
五カ年計
画から除
外。
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解散し，翌 1964 年 2 月に発表された第一次経済開発五カ年計画の修正補完計画から総

合製鉄所建設計画は除外されてしまった（韓国鉄鋼協会 2005: 107-109, ソンソンス

2002: 32-34）。 

 

（2）KISA の浦項製鉄所建設計画と国営企業ポスコの設立 

 しかし，韓国政府は一貫製鉄所の建設を諦めたわけではなかった。1964 年 12 月に新

たに「鉄鋼工業育成総合計画」が作成された。そこでは 1967 年から 71 年までの第二

次経済五カ年計画の期間中に一貫製鉄所を建設することとし，そのための基本戦略が樹

立された（韓国鉄鋼協会 2005: 109）。 

 この戦略に沿って，1965 年に韓国政府はアメリカの製鉄エンジニアリング会社であ

るコッパーズ（Koppers）社と一貫製鉄所建設に関する協議を開始した。協議の中でコ

ッパーズ社からは，国際借款団による製鉄所建設が提案された。具体的には，先進国の

製鉄機械メーカーと鉄鋼メーカーがシンジケートをつくり，各メーカーの機械を輸入す

る際に必要な資金は各国の公的借款から調達しようとするものであった。最終的に

1966 年 12 月に 4 カ国 7 社による対韓国際製鉄借款団（Korea International Steel 

Associate: KISA）が正式に発足した。翌 1967 年 10 月に韓国政府と KISA のあいだで

締結された基本契約では，粗鋼生産規模 60 万トン（将来的に 100 万トン以上に拡張す

ることを想定），機械および資材の輸入に必要な外資 9570 万ドル，内資 3500 万ドルを

調達することが定められた（浦項綜合製鐵 1971: 24-30）。 

KISA の交渉と平行して韓国政府は建設地および実施主体の選定を行った。建設地は

慶尚北道の浦項に決定し，1967 年 10 月に製鉄工業団地の造成を開始した（図 2－1）。

実施主体については，ゼロから設立するのではなく，すでに経営ノウハウを有し財務的

にも余力のある既存の国営企業が担うこととなった。結局，タングステン採掘・精錬企

業である大韓重石が選定され，翌 1968 年 4 月に韓国政府及び大韓重石を株主とする浦

項綜合製鉄株式会社（以下，ポスコ）32が正式に発足した。代表理事（取締役）には大

韓重石社長である朴泰俊が就任した（浦項綜合製鐵 1971: 45-46, 123-130）。順調に進

んでいるかにみえた一貫製鉄所の建設計画だったが，1969 年に入ると 5 カ国のうちア

メリカと西ドイツの借款供与機関が，資金協力に消極的な姿勢をみせはじめた（浦項製 

                                                   
32 浦項綜合製鐵株式会社は 2002 年 5 月にポスコ株式会社に改称した。本論文では煩雑さ

を防ぐため，改称以前の時期も「ポスコ」で統一することとする。 
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図 2－1 韓国の一貫製鉄所 

 

 

 

 

 

 
（注）数字は粗鋼生産能力。 
（出所）筆者作成。 
 

現代製鉄唐津製鉄所 

2010．4 竣工（800 万 t/y） 

2013. 9 拡張工事竣工（400 万 t/y） 

ポスコ光陽製鉄所 

1987.5 第 1 期竣工（270 万 t/y） 

1988.7 第 2 期竣工（270 万 t/y） 

1990.12 第 3 期竣工（270 万 t/y） 

1992.5 第 4 期竣工（270 万 t/y） 

  

ポスコ浦項製鉄所 

1973. 7 第 1 期竣工（103 万 t/y） 

1976. 5 第 2 期竣工（157 万 t/y） 

1978.12 第 3 期竣工（290 万 t/y） 

1981. 2 第 4 期竣工（300 万 t/y） 
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鐵十年史編纂委員會 1979: 160-161）。世界銀行も 1969 年 3 月に発表した韓国経済に関

する報告書において，KISA による浦項製鉄所の建設計画では製品価格が国際価格水準

よりもかなり高くなることは避けられないとして，建設の延期が望ましいと勧告した 33。

対韓公的援助に関する先進国の協議体である対韓国際経済協議体（International 

Economic Consultative Organization for Korea: IECOK）の年次総会が 1969 年 4 月

にパリで開催される機会を捉えて，韓国政府は事態の打開を図ろうとした。しかし，逆

に当時の韓国の対外債務の大きさが提起されて不調に終わった（ソン･ソンス 2002: 59）。

これにより KISA による一貫製鉄所建設計画は事実上頓挫してしまった。 

 

（3）KISA 計画頓挫の原因 

 なぜ KISA による借款導入は成功しなかったのだろうか。第一に考えられるのは，そ

れまでの開発途上国の製鉄所建設のように，ひとつの先進国政府が全面的にサポートす

る体制ではなく，多くの国の企業がそれぞれの国から公的借款を取り付ける体制をとっ

ていたことである。先に見たように先進国一国の企業が関わる体制ならば，プラント輸

出の規模も巨額になって当該先進国が得られる利益も大きくなり，それだけ先進国政府

としても推進しやすい。特に国家間の関係を強化するために当該国との経済協力を推進

しようとしている場合，プロジェクトの実現可能性は上がることになる。例えば前節で

みたトルコのエルデミル製鉄所の場合，トルコ政府は KISA の計画と同様にアメリカの

コッパーズ社と技術コンサルタント契約を結んでプロジェクトを進めたが，当初，アメ

リカの USAID の専門家は，狭小な国内市場等を理由に公的借款の供与には慎重であっ

た。しかし当時のアメリカのアイゼンハワー政権は，大型プロジェクトを軸としたトル

コ政府の経済開発路線を支持するとともに，トルコとの同盟関係を維持・強化する立場

から建設への協力に積極的な姿勢をみせた。結局，コッパーズ社主導で計画されたエル

デミル製鉄所は，米国の借款供与の下で建設されることになった（Szyliowicz 1991: 

103-104）。多国間の協力に基づく KISA では政治的な考慮を含めた政府の強力なサポ

ートは望めず，事業の推進力に欠けていたと言える。また事業を進めるにあたって当事

者間の調整という面で問題が生じていたことも指摘されている（浦項製鐵七年史編纂委

員會 1975: 127）。 

                                                   
33 この世界銀行の報告書は海外経済協力基金によって日本語抄訳が刊行されている（海外

経済協力基金調査部 1969）。 
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 KISA による借款導入が失敗したもうひとつの理由として考えられるのは，KISA の

計画自体が基本的に途上国型一貫製鉄所を踏襲したものとなっていて，1960 年代末の

時代には適合しなくなっていたことである。第 1 章で論じたように，1960 年代後半に

世界の鉄鋼業では日本の臨海大型一貫製鉄所のように，事前処理された良質な原料をも

とに大型設備を稼働させることによって，高品質の鋼材を高い効率で大量生産すること

が主流となりつつあった。1960 年代後半の世界の鉄鋼業において，高炉は少なくとも

1 基あたり年産 100 万トン以上の規模があり，200 万トン以上の高炉も多く登場してい

た。それに比べると KISA 計画の年産 60 万トンは，規模が小さいことは否めなかった。 

 さらに設備自体にも問題があった。KISA の計画は低品位の国内鉄鉱石を 30％使用

することにしていたが，焼結設備はなく，国内鉄鉱石をそのまま利用可能なように特別

に設計された高炉を設置することになっていた（海外経済協力基金調査部 1969: 208）。

またコークス炉がないためにコークスを全量輸入する必要があり，コークス炉の副産物

であるガスを利用したエネルギーの自給も期待できなかった。これらのことは生産コス

トを大きく押し上げ，国際価格水準よりかなり高い製品しか生産できない可能性が高か

った。 

圧延設備についても，すでに先進国では主流となっていたストリップミルではなく，

KISA は分塊圧延，および厚板とコイルの圧延がすべて可能なステッケルミルの導入を

計画していた。しかし，ステッケルミルで製造できるコイルは，スケールと呼ばれる酸

化皮膜が厚く，かつ粒の粗い鋼組織になってしまう（有賀 1997: 20）。1960 年代末の時

点で韓国は機械工業が発展する芽もみえはじめていたが，これでは機械製造に必要な素

材を提供するという役割が果たせなくなってしまう恐れがあった。 

KISA で主導的役割を果たしていたコッパーズ社は，先に見たトルコのエルデミア製

鉄所建設の請負先でもあった。結局，KISA はそれまでのビジネスモデルを踏襲し，途

上国型一貫製鉄所の建設を指向していたと言える。しかし，1960 年代後半になると世

界的に大型一貫製鉄所が台頭して，そこで生産した鉄鋼材が世界で流通するようになっ

ていた。これにエルデミア製鉄所をはじめ多くの開発途上国の製鉄所は対抗できず，経

営的に苦境に陥るケースが多く生じていた。KISA 計画の頓挫は，こうした時代状況を

反映したものだったのである。 
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第 2 節 浦項製鉄所第 1 期建設の始動 

 

1．日本への資金・技術協力先の転換 

 

（1）請求権資金の活用 

 KISA を通じた借款導入が困難になったことを受けて，韓国政府は借款と技術の供与

相手について再検討することとなった。ここで新たに浮上したのが日本であった。日本

政府とは 1965 年の国交回復に伴う請求権協定において，10 年間にわたって無償資金 3

億ドル，有償資金（公的借款）2 億ドル，商業借款（日本輸出入銀行による延べ払い融

資枠）3 億ドルを供与することで合意し，毎年の資金計画に基づき分割して支払いが行

われていた。一貫製鉄所の建設には約 10 億ドルの外資が必要となるが，請求権資金の

一部を前倒しして一括支給してもらえれば，資金問題は解決されると韓国政府は考えた

のである。韓国政府の打診に対して，当初，日本政府内には，請求権資金の当初計画を

変更して前倒しで供与することはもちろん，製鉄所建設事業の妥当性そのものにも慎重

な意見もあったという（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 174）。これに対して韓国政

府は，一貫製鉄所の建設は「自主国防」の観点からも重要であり，韓国の安全保障強化

は日本の安全保障にも資するとして日本政府に協力を求めた。結局，1969 年 8 月の日

韓閣僚級による経済委員会において，日本政府は製鉄所建設に原則的に協力する方針を

明らかにした。これは，日本が政界，経済界を問わず，韓国への製鉄所建設の協力を事

業としてだけで判断せずに，国交正常化に伴う経済協力という「政治ベース」（西野2005: 

38）で考えていたことによるものと言える 34。 

   

（2）KISA 計画時の日本の技術協力 

日本の鉄鋼メーカーはすでに浦項での一貫製鉄所建設計画に一定の関与をしており，

韓国側は日本からの技術吸収を始めていた。韓国政府は KISA と基本契約を締結するに

あたって，KISA が作成した計画書の技術的妥当性を検討するために，日本鉄鋼連盟の

                                                   
34 後で見るように設備のサプライヤーとなる三菱商事の当時の社長は，担当者に対して浦

項製鉄所の案件は単なるビジネスではなく経済協力であることを留意するよう繰り返し述

べていたという（小西正秀（元三菱商事浦項製鉄所建設派遣者）へのインタビュー（2016
年 8 月 1 日）に基づく）。 
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推薦を受けて八幡製鉄，日本鋼管，富士製鉄の 3 社によるジャパンコンサルティンググ

ループ (JCG)と 1968 年 2 月に技術諮問契約を締結した。JCG は計画書の検討だけで

なく，同年 5 月にポスコがアメリカ・ピッツバーグの KISA 本部での設備仕様の打ち合

わせの際には技術者を派遣した。さらに同年 11 月に韓国政府と KISA とのあいだで製

鉄所の基本設計となる一般技術計画で合意するにあたって，JCG は技術検討作業を行

い，日本メーカーの見地から多くの問題点を指摘した（有賀 1997: 19-20; 西野 2005: 

32-33）。 

JCG による協力は，ポスコ幹部研修生の受け入れにも及んでいた。1968 年 11 月か

ら 1969 年 4 月まで，設立間もないポスコは，富士製鉄広畑製鉄所に人事・労務管理担

当，製鉄所管理担当，品質管理・試験担当各 1 名と圧延担当 2 名を，同じく富士製鉄室

蘭製鉄所に原料購買・管理担当と原料処理設備担当各 1 名の計 8 名を派遣した。韓国で

はそれまで一貫製鉄所が建設されたことはなく，ポスコの創立メンバーの中に実際に一

貫製鉄所をみたことがある者は一人もいなかった。圧延担当として研修に参加した

白徳鉉
ペクドクヒョン

によれば，とりあえず担当は決めたものの，研修の最大の目的は実際の製鉄所

に慣れるとともに，製鉄所の運営・管理システム全体を 8 名全員が把握することにあっ

た。まだ若い研修生が大半だったが，富士製鉄側は彼らをポスコの幹部として待遇した。

製鉄所では工場長の横に席を用意するとともに，毎朝の幹部会議にも出席させて日常業

務を観察できるようにした。この「生きた教育」はもちろん，このときに培った人間関

係がその後の建設工事や操業訓練時の日韓の意思疎通に大きく寄与したという（白徳鉉

2007：273-276）。この第 1 次研修生と入れ替わるかたちで，1969 年 4 月からは第 2 次

幹部研修生 14 名の派遣も行われた。 

KISA 計画を補完するかたちで進められた日本の協力は，結果的に当時の日本の臨海

大型一貫製鉄所の技術や設備の存在を知る重要な機会となった（有賀 1997: 21）。技術

面でも協力先を日本に転換する素地が韓国側に形成されていたといえよう。 

 

（3）新事業計画の作成と日韓交渉の成立 

日本との本格的な交渉に先立って，韓国政府は 1969 年 6 月 3 日に経済企画院内に総

合製鉄建設事業計画研究委員会を組織して，KISA 計画の全面的な再検討と新たな事業

計画の作成を行った。同委員会は政府関係者，政府系金融機関，ポスコ，韓国科学技術

研究所（Korea Institute for Science and Technology: KIST）からの 15 名によって構 
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表 2－3 浦項製鉄所第 1 期建設時の主な技術担当者 

 

 

成され，ポスコからは 4 名が参加した。同委員会のなかで新事業計画の技術部門は，ポ

スコの 金鶴起
キ ム ハ ッ キ

調査役が総括責任者となって，KIST の 金
キ ム

在官
ジェグァン

金属加工研究室長とポ

スコの 趙
チ ョ

容
ヨ ン

善
ソ ン

技術管理担当とともに作成作業を行った 35（白徳鉉 2007: 204）。同委

員会は翌 7 月 26 日に新事業計画を盛り込んだ「総合製鉄工場建設を中心とする韓国鉄

鋼工業開発に関する研究報告書」を作成した。新たな計画は全体の粗鋼生産規模を年産

60 万トンから 103 万トンに引き上げ，コークス炉や焼結炉といった原料の事前処理工

場やストリップミルを備えるなど，世界銀行や JCG が指摘した KISA 計画の問題点を

全面的に改善し，日本の一貫製鉄所に近づけたものだった（浦項製鐵七年史編纂委員會 

1975: 207-209）。その上でポスコは技術部において新事業計画を具体化させる設備計

画書の作成に入った。作成メンバー8 名のうち，総括役を務めた白徳鉉を含め 4 名は，

日本での幹部研修の参加者であった（白徳鉉 2007: 205）（表 2－3）。 

韓国政府とポスコは，日本鉄鋼連盟及び JCG の 3 社に対して，研究報告書をもとに

建設への技術協力と事業計画に対する評価を要請した。これに対して日本の鉄鋼メーカ

                                                   
35 ソン･ソンスは，新事業計画の作成においては KIST が主導的な役割を果たしたと論じ

ている。特に当時，KIST に委嘱責任研究員として籍を置いていた金鐵
キムチョル

佑
ウ

の役割は大きか

ったとする（ソン･ソンス 2002: 63-67）。金鐵佑は在日朝鮮人出身で東京大学金属工学科

を卒業後，同大生産技術研究所を経て 1968 年同大教授に就任していた。その後ポスコ顧

問を経て常務となるが，1973 年に北朝鮮への渡航歴によりスパイ容疑で逮捕されて服役を

余儀なくされた（2011 年に再審で無罪確定）。1980 年にポスコに復帰するものの，ポスコ

の公式の記録に登場することは少なく，建設時の役割についてはわからないことが多い。 

氏名 担当
日本
幹部
研修

設備
購買
担当

浦項1期俊工時担当 その後の経歴

ノ･チュンヨル(盧仲烈) 鉄鋼業動向 東京連絡所長 常務
キム･ハッキ(金鶴起) 工場施設計画 ○ ○ 製銑部長 （不明）
チェ･ジュソン(崔周善) 生産工程計画 ○ 外国契約室長 副社長
チョ･ヨンソン(趙容善) 生産技術計画 ○ ○ 製銑工場長 浦項製鉄所長
ペク･ドクヒョン(白徳鉉) 分塊圧延・全体総括 ○ ○ 技術部長 浦項製鉄所長，副社長
パク･チュミン 製銑 ○ 総合企画課長 設備本部副本部長
シン･グァンシク 製鋼 ○ 製鋼工場長 （不明）
キム･ジョンジン(金鍾振) 熱延 ○ 熱延工場長 （不明）
クォン･テヒョプ 原料 ○ 原料担当 技術研究所副社長
アン･トクジュ 全体レイアウト 原料処理設備建設班長 設備技術副本部長，業務理事
イ･ゴンベ 一般設備 （不明） （不明）

その他 チョン･ミョンシク（丁明植） 建設 建設担当副所長 建設本部長，副社長

（出所）白徳鉉(2007: 202-205, 235-238, 282-285), イ･デファン(2006:46-130), 浦項製鐵七年史編纂委員會(1975:910-914)より
 　　　　作成。

新事業計画
設備計画書
作成及びPE
ポスコ側カ
ウンター
パート

綜合製鐵事
業計画研究
委員会ポス
コメンバー
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ーは，技術評価委員会を組織して新事業計画について検討を行った。1969 年 8 月 29 日

に，日韓閣僚会談に参加するために訪日していた金鶴烈副総理兼経済企画院長官が，

JCG の 3 社の社長と面談した。この場で 3 社の社長は事業計画の問題点をいくつか指

摘しつつも経済性はあると評価し，技術協力に前向きな姿勢を示した。翌 9 月 17 日か

ら 26 日まで日本政府と鉄鋼業界は合同で調査団を韓国に派遣し，浦項での現地調査を

含めて事業の妥当性を調査した。その調査結果をもとに日韓両政府は協議を続けた結果，

建設計画について正式な合意に至り，12 月 3 日に浦項総合製鉄建設資金の調達に関す

る基本協約を締結した。 

 

2．浦項製鉄所第 1 期建設における契約と基本設計 

 

（1）PE レポートの作成プロセス 

日韓両国政府間の協定締結を受けて，1969 年 12 月 15 日に，JCG に参加していた八

幡製鉄，日本鋼管，富士製鉄からなるジャパングループ（以下，JG）とポスコは，製鉄

所の基本設計となる予備エンジニアリングに関する用役契約を締結した（浦項製鐵十年

史編纂委員會 1979: 170-190）。JG はこの契約に基づき，予備エンジニアリング報告書

（Preliminary Engineering Report: PE レポート）の作成に入った。「予備」としてい

るが実際は製鉄所の基本設計にあたるものであった。JG はまず 12 月中に 17 名の調査

団を約 2 週間派遣して，現地の実情の把握と基礎調査を行った。派遣団は八幡製鉄建設

本部が中心となり，分野別に 3 社の本社セクション・製鉄所から担当者が参加した（表

2－4）。ここで訪問団の目的は現地を視察するとともに，ポスコ側の具体的な要望事項

を確認することだった。ポスコ側は，新事業計画に基づく設備計画書を作成していた技

術部のメンバーがそのまま設備別の担当者となって，日本側の担当者と一対一で討議し

ながら協議を進めた（白徳鉉 2007: 205, 235-237）。 

訪問団の帰国後，JG ではその担当製鉄所・セクションがそのまま PE レポートの具

体的な作成作業の担当となり，八幡製鉄所建設本部に集まって作業を進めた。PE レポ

ートは翌 1970 年 3 月 17 日にポスコに提出され，JG は再度訪韓団を派遣してポスコ側

の担当者と討議の上，大綱が決まった（小西 1997: 83; 深川 2015: 386）。PE レポート

は浦項製鉄所の生産・原料計画から製鉄所のレイアウト，建設の工程表，主要設備・付

帯設備の規模･仕様，工場内配置と物的収支，操業時に必要な消耗品，さらに建設所要 
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表 2－4 JG による PE レポート作成担当者と所属 

 
 

予算の推計まで網羅していた。 

ポスコが作成した事業計画と比べて，JG による PE レポートの内容は，いくつか顕

著な変更がなされていた。第一に，工程バランスを配慮して設備容量の調整がなされた。

特に工程の川中にある製鋼工場では，2 基ある転炉の 1 基あたりの容量が日産 110 トン

から 90 トンに縮小された。また川下工程の熱延工場の均熱炉が 2 基から 1 基に縮小さ

れた。第二に，製鋼工場と熱延工場の中間について，事業計画では造塊と連続鋳造の併

用ないし全量連続鋳造となっていたが，PE 報告書では全量造塊に改めた。 

当初，ポスコが川中の設備容量を大型なものとしたのは，将来的に川上の設備を増設

することに備えたものだった。KISA 計画の粗鋼年産 60 万トンから 103 万トンに引き

上げたとはいえ，先進国の標準的な製鉄所と比べると小規模であり，ポスコは将来的な

大型化を見据えていた。当時，設備は大型ほど最新鋭であり，少しでも最新鋭の設備を

そろえたいという意向も働いていた。連続鋳造も，前章でみたように生産効率を高める

設備として最新鋭のものであり，その導入をポスコは望んでいた。しかし，JG は計画

にあたって将来的な拡大に配慮しつつも，当面の借款資金の制約もあることから，第 1

期工事分のみで川上と川中の設備のバランスが取れる計画に改めた。また最新鋭でかつ

大型の設備にいきなり習熟するのは難しいことも，従来型の設備とした大きな理由の一

氏名 担当 所属 備考

富山英太郎 総責任者 八幡製鉄常任顧問
途中から総責任者は有賀敏彦（富
士製鉄海外プラント部長）

永嶋治久 原料処理・焼結 八幡製鉄建設本部
小西　敞 熱延 富士製鉄海外プラント部 合併後熱延担当は室蘭製鉄所
荒木四郎 受配電 八幡製鉄建設本部
親見吉和 土木・用水 八幡製鉄建設本部 合併後土木担当は君津製鉄所
森永義雄 輸送・埠頭設備 八幡製鉄建設本部
吉武英吉 八幡製鉄総括 八幡製鉄海外技術協力部
池田成次郎 富士製鉄総括 富士製鉄海外プラント部
関谷九郎 コークス 富士製鉄広畑製鉄所化工部
平塚義雄 製銑 八幡製鉄建設本部 合併後製銑担当は釜石製鉄所
小林達一 製鋼 日本鋼管技術部 担当製鉄所は京浜製鉄所
大頭友三 分塊 富士製鉄名古屋製鉄所熱延部
湯浅承位 動力・酸素 八幡製鉄建設本部 合併後動力担当は広畑製鉄所
田中辰夫 建築 八幡製鉄建設本部 合併後建築担当は君津製鉄所
梅本訓康 整備 八幡製鉄八幡製鉄所整備部
中村　全 試験分析 八幡製鉄建設本部
鈴木祥司 日本鋼管総括 日本鋼管海外開発部

`
（注）1969年12月設計調査訪韓団参加者。

（出所）白徳鉉（2007: 243-244）; 浦項綜合製鐵（1971: 226）より作成。
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つであった。連続鋳造の場合，当時，日本の製鉄所は導入を進めていたが，段取り替え

などの問題のために多品種少量生産への対応技術はまだ確立していなかった。浦項製鉄

所では当面，ひとつのラインで多くの製品を製造する計画となっていたことから，連続

鋳造ではなく従来技術である造塊設備を導入することにした。 

当時，臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベーションはまだ活発に展開してい

て日本においても試行錯誤が続いており，定形化した製造プロセスが確立していない，

あるいは製造ノウハウが蓄積されていないことが多かった。そうしたなかで，それまで

の技術の経験も持たない韓国がそのまま学習することは難しかった。JG はやみくもに

大型の最新設備を導入するのではなく，ある程度，小規模な従来型の技術も導入するよ

うに指導することによって，ポスコによる技術の効果的な学習を促そうとしたと言える。 

ポスコに技術学習を促す意味でもうひとつ重要であったのは，PE レポートが応用も

可能な実用的なものであったことである。PE レポートでは，単にエンジニアリングの

結果だけでなく，設備の主な仕様についてはその前提条件と算定手順・方法などの根拠

まで細かく明示していた。このことは，のちにポスコが建設所を拡張する際に独自に設

計する能力を蓄積するのに大いに役立った。さらに将来の拡張や技術進歩による改造・

補完も念頭においた計画となっていたため，その後の拡張建設の際に既存の設備を更新

あるいは撤去する必要がほとんどなかったという（白徳鉉 2007: 238-240）。 

  

（2）ポスコと JG・サプライヤーとの契約 

PE レポートの完成と前後して，ポスコと JG は本技術用役契約（The Engineering 

and Consulting Agreement）の交渉作業に入った 36。本技術契約の範囲は設備・資材

の購入から操業に至るまでの業務だが，購買契約を結ぶ前の段階ですべての内容を確定

するのは難しいことから，本技術契約は 2 段階に分けられた。第 1 段階契約は①工場の

全体配置図，②設計等のための基本計画，③資金計画に関するもので，1969 年 7 月 15

                                                   
36 建設に向けた具体的な協力に関する協議に先だって，JG には大きな体制の変更があっ

た。1969 年 4 月 1 日に八幡製鉄と富士製鉄が合併して新日本製鐵が誕生した。これに伴

い，それまでの富士製鉄海外プラント部が新日本製鉄浦項製鉄協力部に改編されて JG に

よる建設協力において中心的な役割を担うことになり，旧 JCG の実行責任者であった有

賀敏彦が部長となった（有賀 1997:25）。合わせて浦項製鉄所建設における部門別担当製鉄

所・部署にも一部変更があった（白徳鉉 2007: 243-244, 詳しくは表 2－4 参照）。これは

合併に伴う社内組織改編の影響に加えて，後でみる室蘭製鉄所の例のように，浦項製鉄所

建設のモデルとなる工場のある製鉄所に移管する意味もあったとみられる。 
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日に締結された。第 2 段階契約は①建設工事に関する用役，②操業要員に対する訓練，

③試験及び稼働に対する指導，④稼働後の操業指導に関わるもので，締結は翌 1971 年

5 月 14 日になった（浦項綜合製鐵 1971: 35-37, 浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 149-

151）。 

 ここで重要であるのは，JG の役割はあくまでも技術用役の提供であり，実際の設備

の購入および工場の建設は，あくまでもポスコが主体となって行うとしていたことであ

る。つまり，しばしば途上国のプラント建設においてみられる，設計から設備供給，建

設，さらには操業指導までをセットにしたターンキー契約 37ではなかった。その理由は，

設備・資材の導入に利用される請求権資金の条件と関係があった。請求権資金は日本政

府から韓国政府に供与される公的援助であり，その使用方法には公正さが求められてい

た。具体的には，無償資金や有償資金を利用して機資材を導入する場合，ポスコではな

く韓国の政府機関である調達庁が競争入札を行うことが定められていた（経済企画院

1976: 17-23）。そのため JG は設備の調達まで一括して請け負うことができなかったの

である。 

 とはいえ，設備の選定にあたっては，ポスコの朴泰俊社長は少しでも性能のよい設備

をポスコが選択できるように，競争入札ではなく随意契約が可能になるよう政府に働き

かけた（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 212-214）。その結果，主要設備については，

JG が複数のメーカーの推薦を行い，そこから見積合わせを行った上で決定するかたち

になった。一部の設備については JG が選定の最終段階まで調整を行ったとされる 38。

結果として，多くの日本の有力設備メーカーが満遍なく浦項製鉄所建設に参加すること

になった。 

しかし，設備を購入して実際に建設に入ろうとしても，ポスコ自身は工場を建設する

能力を持っているわけではない。そのためポスコは設備サプライヤーとの契約の際には，

単なる設備購入契約ではなく，各設備工場の建設をすべて含めた契約を行った。ただし，

ここでも完全なターンキー契約ではなく，「修正ターンキー」（Modified Turn Key）の

                                                   
37 プラント輸出等において，設計から機器・資材・役務の調達，建設及び試運転までの全

業務を単一のコントラクターが一括して定額で，納期や性能保証の責任を負って請け負う

契約のことで，プラントのキー（かぎ）を回しさえすれば稼働できる状態でオーナーに引

き渡すことからこの名前が生まれた（日本貿易保険株式会社『用語集』

https://www.nexi.go.jp/glossary/detail/002876.html，2020 年 1 月 2 日閲覧）。 
38 百瀬格（元トーメン浦項製鉄所建派遣者）へのインタビュー（2016 年 3 月 10 日，

2017 年 3 月 17 日）に基づく。 
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考えに基づく「工場供給建設契約」を結んだ。具体的には，ポスコが工事を国内の建設

会社に発注するなど建設・工事全体の管理を行う一方，設備のサプライヤーは工場の具

体的な工事監督及び工程管理に責任を負い，設備の性能を保証するというものだった 39

（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 338-339）。 

日本の機械輸出が総合商社を通じて行われていたことを反映して，ポスコは日本の総

合商社をサプライヤーとする工場供給建設契約を締結した。総合商社は工場建設に必要

な設備メーカー，資材メーカー，さらに土建設計を行う設計会社や建設指導を行う建設

会社と契約を結んでサプライヤー・グループを組織した，主な工場・設備の建設におけ

るサプライヤー・グループを示したのが表 2－5 である。 

 

3．浦項製鉄所第 1 期建設過程－熱延工場建設の事例 

 

（1）購入仕様書の作成から詳細設計まで 

では具体的にどのように建設工事は進められたのであろうか。ここでは熱延工場を例

に建設の過程をみていきたい 40。川下工程である熱延工場は，母材のビレットを輸入す

れば，川上工程の完成を待たずにすぐに生産・販売を開始して資金を回収することがで

きる。そのため，ポスコは JG の勧めもあって熱延工場の建設を他の工場に先駆けて進

めることになった（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 246）。JG も熱延設備について

は，ポスコとの本技術用役契約の締結を待たずに，PE レポートの提出直後から，設備

の基本設計となる購入仕様書の作成をスタートさせた。1970 年 4 月 1 日の新日本製鉄

の誕生にともない，JG における熱延工場の担当は八幡製鉄所建設本部から室蘭製鉄所

に変更され，室蘭製鉄所内に浦項製鉄所協力班が新設された。しかし，設立間もなかっ 

                                                   
39 ポスコが修正ターンキー方式を選択した理由は明らかでないが，KISA との交渉の経緯

が影響していると考えられる。当初，ポスコはターンキー方式を望んだが，韓国政府と

KISA のあいだで締結された基本協定にはターンキー方式の規定はなかった。ポスコが再

交渉した結果，追加協定では修正ターンキー方式が明文化されることになった。KISA が

ターンキー方式を望まなかったのは，借款のとりまとめから設備の供給，建設，試運転ま

で主幹社であるコッパーズ社がすべて行うのは荷が重かったからだとされる。ポスコは

KISA との協定が解約された後，改めて自社内で工事の管理体制の整備に力を注いで，将

来的な修正ターンキー方式の採用に備えたという（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 124-
127, 338）。 
40 熱延工場以外を含めた第 1 期建設工事全体における JG による協力については深川

(2015)も参照。 
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表 2－5 浦項製鉄所第 1 期建設における工場・設備別サプライヤー・グループ 

 
（注）空欄は不明。社名は 1973 年時点。特に断らない限り施工業者は韓国企業，その他は日本

企業。汽車製造は 1972 年に川崎重工業に吸収合併。 
（出所）浦項綜合製鐵 (1975: 219-336, 340).より作成。 

 

たため，購入仕様書の作成は PE レポート作成など以前から協力業務に関与していた本

社浦項製鉄協力部所属の技術者 2 名が，室蘭製鉄所の関係者にヒアリングをしながら進

めることとなった（日高 1997: 54）。 

他方，熱延工場の建設を急いでいたポスコは，JG からの購入仕様書の提出を待たず

に，PE レポートをもとに熱延設備メーカーの選定に入った。ポスコにおいて熱延設備

の購買は，安秉
アンビョン

華
フ ァ

業務部長と，設備計画書の作成統括者であり PE 報告書作成時にポ

スコ側カウンターパートになっていた白徳鉉技術部次長が担当した。JG からの推薦に

基づいて参加を募った結果，見積り仕様書と見積価格を提出した企業は三菱重工業，石

川島播磨重工業，日立製鉄所の 3社であった。3社とも技術的に大きな差はなかったが，

最終的には価格面で好条件を提示した三菱重工業が選定され，1970 年 5 月 19 日にポ

サプライヤー 設備機械メーカー 土建設計 土建指導
港湾荷役設備 丸紅，三井物産 住友重機，日立製作所
原料処理設備 三井物産 三井三池製作所，日本コンベア， 日本コンベア

三菱重工業，久保田鉄工，
神戸製鋼，大塚鉄工，ダイア機械

焼結工場 三菱商事 三菱重工業，三菱電機 中電技術コンサルタント
ｺｰｸｽ･化成工場 トーメン 日本オットー，日本コンベア 東電設計 オットー
製銑工場 三井物産 石川島播磨重工業 鹿島建設 鹿島建設
製鋼工場 伊藤忠商事 川崎重工業 日建設計 鹿島建設
石灰焼成工場 伊藤忠商事 川崎重工業 日建設計 鹿島建設
酸素工場 三井物産 日本酸素，石川島播磨重工業， 鹿島建設 鹿島建設

日本製鋼，荏原インフィルコ
分塊工場 三菱商事 三菱重工業，三菱電機，中外炉， 大建設計 大成建設

栗田工業，ダイヤ機械
鋼片工場 三菱商事 神戸製鋼，三恵重機，神鋼電機， 大建設計

広築，ダイキン工業
熱延工場 三菱商事 三菱重工業，三菱電機，中外炉， 大建設計 大成建設

栗田工業
厚板工場 フェスト（墺） フェスト，OFAG(独) フェスト，東京コンサルタント， フェスト

SMEC
構内輸送設備 三菱商事
鉄道設備 丸紅 日本軌道
受配電設備 トーメン 富士電機，古河電工
発電送風設備 トーメン 富士電機，汽車製造，三井造船， 東電設計

オルガノ
蒸気設備 トーメン 汽車製造，日本揮発油
ガス重油設備 トーメン 日本揮発油，三菱重工業，

石井鉄工，荏原製作所
給排水設備 三井物産 荏原インフィルコ 鹿島建設
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スコは同社設備のサプライヤーとなる三菱商事と覚書を締結した（白徳鉉 2007: 250-

255，浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 214）。 

 当時，日本の熱延設備製造の歴史はそれほど古いものではなかった。第 1 章でみたよ

うに，1941 年に八幡製鉄所戸畑が日本で初めて熱間圧延設備を導入し，1950 年代に入

るとその他の製鉄所も相次いで同設備を導入した。しかし，1950 年代前半のいわゆる

第一次合理化の時期までは輸入に依存していた 41（上岡 2005: 107）。このとき三菱商

事も熱間圧延設備の輸入に従事していたが，国産化を進めるべく，1963 年にアメリカ

のメスタ社の技術ライセンスを購入し，同じ三菱グループの三菱重工業にサブライセン

スのかたちで供与した。これをもとに三菱重工業は技術を吸収し，日本鋼管福山製鉄所，

新日本製鐵君津製鉄所，神戸製鋼所加古川製鉄所などに納入して実績を積んでいた 42

（三菱重工業社史編さん委員会編 1990: 643）。しかし，当時はまだ輸出の実績はなく

43，三菱商事や三菱重工業にとって，浦項製鉄所は海外市場を開拓する絶好の機会とな

った。 

 三菱商事は熱延工場のサプライヤーとしてポスコと契約を結ぶと，設備業者など全部

で 30 社ほどに注文書を出して，MCG と呼ばれるグループを組織した。MCG では圧延

設備の製造は三菱重工業広島製作所，設備の電機関連は三菱電機神戸及び広島製作所，

設備の入り口部分の加熱炉は中外炉工業，水処理設備は栗田工業，建屋の鉄骨加工は新

日鉄グループの日本鉄鋼や奥村組など 3 社がそれぞれ担当した。ポスコの工事を機に結

成された MCG は，その後ブラジルのウジミナスや中国の宝山など開発途上国におい

て，熱間圧延設備の事業を積極的に展開することになる 44。 

 覚書締結後，ポスコは契約上の技術仕様の確定や一般事項の交渉のために担当者を日

本に派遣し，また MCG 側も二度に渡って現地調査団を浦項に派遣した。1969 年 8 月

中旬になると JG から購買仕様書が提出された。これをもとに，MCG が提出した見積

仕様書を修正するかたちで，MCG の主に三菱重工業の熱延設備担当者と JG が中心と

                                                   
41 日本初の国産機は 1956 年に浦項製鉄所の熱延工場のモデルとなった室蘭製鉄所に導入

された（新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭製鐵所 100 年史編纂事務局 2009: 42-43）。 
42 ただし，メスタ社との技術導入契約は 1981 年まで続いており，三菱重工業が技術的に

完全に自立化したのはこれ以降ということになる（三菱重工業社史編さん委員会編 1990: 
215）。 
43 小西正秀（元三菱商事浦項製鉄所建設派遣者）へのインタビュー（2016 年 8 月 1 日）

に基づく。 
44 同上。 



46 
 

なり，これにポスコの担当者も加わって設備の詳細設計となる契約仕様書の作成が行わ

れた。ここでは室蘭製鉄所の設備をモデルとしつつ，さらに JG から出された改善点を

反映するかたちで作業は進んだという（萩原 1997:145；佐竹 1997: 218）。工場の測定

装置や制御装置など計装の設計は，JG から新日鉄の八幡建設本部のエネルギー担当と

室蘭製鉄所の担当者，さらに設備メーカーとポスコの担当者のあいだで協議しながら進

められた 45。その上で 1970 年 9 月 19 日にポスコと三菱商事のあいだでの正式な契約

書の署名が行われた 46。 

 

（2）建設現場の体制 

それから間もない 1970 年 10 月 1 日に熱延工場の工事は着工された。製鉄所全体の

総合建設工程表だけでなく，設備別の工程表も JG が作成した（浦項製鐵七年史編纂委

員會 1975: 349）。最初に行われたのは工場の土木基礎工事であった。工事には，韓国

からはポスコと，ポスコが契約した建設会社である大林産業と三扶土建によるジョイン

トベンチャーが参加した。日本からは MCG として三菱商事，三菱商事が契約した日本

の建設会社である大成建設，そして土木設計を担当した三菱商事グループの大建設計が

参加し，これにポスコの諮問役として JG の現場担当者が加わる構成であった 47。 

実際の土木作業は大林産業と三扶土建によるジョイントベンチャーが行い，大成建設

のスーパーバイザー４名が建設現場に常駐して具体的な指導を行った。設計会社の大建

設計の技術者は建設途中から参加したが，これは建設中に生じる設計変更を逐次設計図

に反映させるとともに，最終的な納品図を作成する作業を行うためだった 48。三菱商事

                                                   
45ただし，すべての当事者の日程調整が難しく，全体の工程上やむを得ず JG 内部だけで打ち

合わせ会議を行うことも多くなったという（日高 1997:56-57）。 
46 ポスコはまだ設計についてのノウハウがなかったため，設計は JG と MCG 主導で進められ

たが，ポスコの意向がまったく反映されていないわけではなかった。ポスコの独自性として先

行研究でも指摘されているのが，熱延設備の仕上げ圧延機のスタンド数である。KIST の重工

業研究室がポスコの技術諮問団の役割を行って PE レポートの検討を行った。ここでレポート

は費用圧縮のために熱延設備に 4 スタンドの仕上げ圧延機を採用していたが，ポスコ側は

KIST の諮問をもとに最新鋭の 6 スタンドとすることを求めた（ソン･ソンス 2002: 86-89）。
そもそもモデルとなっている室蘭製鉄所も 6 スタンドであり（新日本製鐵(株)棒線事業部室蘭

製鐵所 100 年史編纂事務局 2009: 43），JG 内部からも 6 スタンドとすべきとの意見が出され

ていた（小西 1997: 82-83）。結局，メーカー3 社から見積をとる段階で仕上げ圧延機は 6 スタ

ンドとすることになった（白徳鉉 2007: 254）。 
47 ポスコ側の記録では，熱延工場の土木建設にはポスコ 15 名，JG3 名，設備供給者

（MCG）10 名が監督要員として参加した（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975:251）。 
48 大建設計の現地駐在が必要となったのは日韓の建設慣行の違いによるものだった。日本の建
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の駐在員の役割は，主に MCG 駐在員全体の連絡調整であった。特に，第１期工事にお

いては機械・設備だけでなく，くい打ちの後に埋め込むアンカーボルト，その後に組ま

れる建屋の鋼材といった資材も日本から搬入していたが，その手続きが円滑に進まない

ことがしばしば生じた。こうしたトラブルを解決することも三菱商事の駐在員の役割で

あった 49。 

JG からは熱延工場担当である新日鉄室蘭製鉄所から土建技術者が派遣され，建設に

伴って生じる大小様々な問題に対して助言する役割を担った。例えば工事中にコンクリ

ートパイルをくい打ちした際に，支持層に到達する前の砂礫層で杭が止まったり，折れ

てしまうトラブルが発生した。コンクリートの養生が十分でなく強度が出る前に現場に

運んでしまったことが原因とみられた。このときは現地の JG 技術者だけでは問題を解

決できず，室蘭製鉄所の建設班長が建設現場に派遣された。そこで建設班長は，水道鋼

管の先端をノズルに加工し，地中にある杭の先端に向けて高圧水を噴出させ，砂礫層の

砂利を排除しながら杭を打ち込むという施工要領を現地の JG 担当者に指示した。さら

に，打った後も支持層の高さの違いによって杭の頭部に高低ができてしまう問題が生じ

たが，このときは大建設計の技術者が継ぎ杭の施工方法を図面化して解決に当たった 50。 

ポスコの担当者は JG 担当者のカウンターパートの役割を担うとともに，現場担当者

は施工の責任者として工事全体を監督して工程を管理する役割を担った。先に見たよう

なトラブルのために土建工事は大幅に遅れることになったが，この遅れにはポスコがイ

ニシアチブを発揮して挽回を図った。JG や MCG は 3 カ月程度の遅れはやむを得ない

と主張したが，ポスコにとっては工期の遅れはそれだけ工事費用の増大につながってし

まう。しかも，ポスコはオーストラリアの原料業者との契約の際に工期の遵守を約束し

ていた。そのためポスコの朴泰俊社長自ら陣頭指揮をとるとともに，管理部門を含むポ

スコの部長・次長職が毎日交代で責任者となって一日 800 ㎥のコンクリートを打つこ

                                                   
設会社はいわば請負方式で，上物の機械重量がだいたい決まった時点で基礎工事をすぐに始め

て建設中の変更には柔軟に対処する。これに対して韓国の建設会社はすべての設計が確定して

必要資材の量も決まってから契約するのが通常であるため，現場で変更があるたびに修正した

設計図を求めた。そのため設計担当者の現地駐在が必要になったという（小西正秀との前掲イ

ンタビューに基づく）。 
49 小西正秀への前掲インタビューに基づく。 
50 萩原（1997; 145-148），及び小西正秀への前掲インタビューに基づく。 
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とがノルマとして課された。この「熱延非常」と呼ばれる突貫工事によって，土木建設

の大幅な遅れを相当程度取り戻すことができたという 51。 

 1972 年 1 月頃に土木工事が終わると，機電工事と呼ばれる機械の据え付けおよび電

気配線等の工事に移った。実際の作業を行ったのは大林・三扶の下請け企業で電気・機

械を扱う業者の作業員であり，MCG の三菱重工業，三菱電機，中外炉工業，栗田工業

といった機械メーカーのスーパーバイザーが指導を行った 52 。MCG から最盛期には

150 人程度が建設現場に派遣された。ここで MCG の中心となったのは三菱重工の部長

クラスの技術者であった。この技術者は設備の詳細設計の際に三菱重工業の代表として

参加しており（白徳鉉 2007: 256），難易度が高い機械と電気，あるいは圧延機と加熱

炉をつなぐいわゆる取り合い部分などを担うとともに，技術関係のとりまとめを行った

53。 

また JG からも新たに新日鉄室蘭製鉄所から機械設備据付の指導員が派遣され，工場

内での重量物の設置方法など技術的な指導を行うとともに，工程管理全体について助言

を行った。ポスコの担当者は，機電工事になるとそれまでの土木部所属から設備部署所

属に変更になった。具体的には竣工後の工場長予定者である 金鍾振
キムジョンジン

が建設班長となっ

た。金鍾振は熱延設備購買担当であった白徳鉉と同様に，1969 年 11 月に JCG による

日本研修を受けたメンバーの一人であり，新事業計画の具体化作業において熱延設備を

担当していた。熱延工場の設備据付工事において，金鍾振は JG のカウンターパートと

なりながら，工事の監督及び進捗の管理はもちろん，現場の機械メーカー派遣者とも密

にコミュニケーションを図って操業に備えた（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 271, 

白徳鉉 2007: 299）54。 

 建設中には月に一回，建設会議が開かれた。会議にはポスコの役員と課長以上の担当

職員，JG と MCG の工事参加者，それに施工業者である韓国の建設会社の現場責任者

                                                   
51 浦項製鐵十年史編纂委員會（1979: 277-278），及び小西正秀への前掲インタビューに基

づく。 
52 ポスコ側の記録によれば，電気工事については室蘭製鉄所と三菱電機で 5 カ月間の研修

を受けた監督員 8 名が MCG のスーパーバイザーとコンビを組んで工事の監督に臨んだと

いう（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 307）。 
53 小西正秀への前掲インタビューに基づく。 
54 この他に原料処理，厚板工場，パイロンヤードの建設工事には，ポスコと日本の東京コ

ンサルタンツの合弁による設計会社である SMEC（Steel Mill Engineering Consultant）
が，土建や機電工事の一部の実施設計や施工図作成を担った（浦項製鐵七年史編纂委員會

1975: 390-396）。SMEC について詳しくは第 3 章を参照。 
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が参加した。会議ではそれぞれが問題点を出し合った。ポスコの会議参加者によれば，

当初，会議では辛辣な追及が行われるなど厳しい雰囲気であったが，回を重ねるなかで

参加者の間では協力体制を築く雰囲気が醸成されていったという（沈仁輔 1979: 257-

259）55。 

 熱延工場の建設と平行して，新日鉄室蘭工場での操業研修も行われた。圧延部門の研

修生の総数は，他の製鉄所で行われた分塊・鋼片研修も合わせて 152 名に達した。操業

研修は 2 回に分けて行われ，第 2 回派遣では熱延工場長予定者である金鍾振が操業研

修生の団長となって室蘭に派遣された（山本 1997: 166-167；白徳鉉 2007: 276-278）。

派遣研修終了時には室蘭を訪問したポスコの朴泰俊社長の目の前で，ポスコの研修生だ

けで圧延操業を行ってみせたという（荻原 1997: 145）56。ポスコの熱延工場がほぼ完

工した時点で室蘭製鉄所の熱延操業班が現地入りして最終的な操業を指導し，1972 年

10 月 3 日に正式な竣工・操業開始を迎えることになった 57。 

浦項製鉄所第 1 期建設における日韓企業の協力体制をまとめると図 2－2 のようにな

る。熱延工場の場合，基本設計から設備明細書および設備詳細設計の作成は，JG が主

導して行った。また三菱商事を中心とする設備のサプライヤー・グループである MGC

は，設備・土建の詳細設計から土木工事・機電工事の技術指導までを包括して担った。

JG の技術者も土木工事・機電工事の現場において助言を行った。さらに JG は，日本

の製鉄所での操業研修に多数のポスコの要員を受け入れるとともに，立ち上がり操業時

には現地で指導を行った。設計から設備供給，建設，操業まで一括して責任を負ってプ 

                                                   
55 建設当時，建設工事部次長兼工程管理室長の職にあった沈

シム

仁
イン

輔
ポ

によれば，1971 年 6 月に開

催された工程会議での参加者からの発言は以下のようなものであった。まず MCG から「（設備

別の遅延日数を示した上で）何度も助言しているにもかからず現場作業員の人数が足りず 600
名程度増員が必要である，言語の壁で現場の意思疎通が不十分である，設計と工事が並行して

進んでいるために工事量を正確に計ることができない」との問題提起があり，これに対して韓

国の建設会社からは「資金が足りず支援が必要である，ポンプカーに故障が多い，工事量の概

略と単価を示してほしい，測量班を現場に常駐させてほしい，夜間も作業すれば能率が上が

る」との反論・弁明があった。JG から「MCG と施工業者，ポスコ間の意思疎通が不足してお

り，決定した事項は必ず守る必要がある」とのコメントがあった上で，最終的にポスコから

「MCG は責任者を迅速に配置して指導体制を構築してほしい，施工業者は約束を履行してお

らず作業員を 600 人増員せよ」との指示があったという（沈仁輔 1979: 258-259）。なお，会

議はすべて日本語で行われ，議事録は MCG の三菱商事派遣員によって作成され，最終的に

JG 担当者の捺印によって正式な議事録として保管されたという（小西正秀への前掲インタビ

ューに基づく）。 
56 第 1 期建設時の日本での研修全体の規模等については深川（2015: 389-394）を参照。 
57 浦項製鉄所第 1 期建設全体の総合竣工式が行われたのは翌 1973 年 7 月 3 日である。 
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図 2－2 浦項製鉄所第 1 期建設における日韓企業の協力体制 

 

 

ロジェクトを進めたという意味では，浦項製鉄所は JG とサプライヤー・グループが事

実上のターンキー・ベースで建設したといってよいだろう。 

 しかし，形式的には JG はあくまでもポスコの技術サービスの提供者であり，ポスコ

は基本設計の段階では JG と綿密に協議するとともに，JG の協力を得つつも最終的な

設備のサプライヤーの選定は自ら行った。また設備の詳細設計から建設工事まで JG が

関与するすべての局面において，ポスコの担当者が同席する体制をとった。他方で，

MGC とのあいだの供給建設契約は修正ターンキー・ベースであったため，ポスコは JG

担当者と共に設備の詳細設計の場に同席するとともに，建設現場では建設会社に技術指

導を行う MCG 担当者とも常に行動を共にしつつ，工期など工事全体の管理ではイニシ

アチブを発揮した。これによってポスコは製鉄所建設を JG やサプライヤーに丸投げす

詳細設計への関与(実際はJG)

契約

技術用役契約に基づく基本設計，購入仕様書の作成 契約

設備メーカー推薦，設備詳細設計・建設工事での助言

・指導

契約

工事供給建設契約に基づく設備・資材提供

工事監督・工程管理・性能保証

設計子会社

工事管理・JGから指導

据付指導

（注）本文注16及び第3章を参照。
（出所）筆者作成。
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ポスコ

日本設備メーカー

日本建設会社

日本土木設計会社

SMEC(注）

韓国建設会社

サプライヤー（日本
設計会社）

詳細設計提供 土木建設指導
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ることなく，操業だけでなく設計から建設に至る多くのプロセスにわたる学習機会を得

ることになったのである。 

 

 

小括 

 

 1950 年代から韓国では一貫製鉄所の建設計画が進められた。そこでは他の開発途上

国と同様に，韓国政府は先進国から技術と資金を導入しつつ，比較的小規模かつ簡素な

設備で国内原料を最大限利用する製鉄所の建設を目指していた。何度も計画の頓挫を繰

り返した後に，韓国は他の開発途上国のように国営企業であるポスコを事業主体としつ

つ，資金と技術は当時，世界の鉄鋼業のリーダー的存在となって，臨海大型一貫製鉄所

の建設という工程イノベーションを主導していた日本に協力を求めることとした 58。日

本も政治ベースの判断によりこれに応じることになった。 

 浦項製鉄所第 1 期建設は，日本の鉄鋼メーカーのグループである JG と設備のサプラ

イヤーである日本の総合商社を中心としたサプライヤー･グループが，設計から設備供

給，建設，操業まで一括して責任を負ってプロジェクトを進めた。しかし，形式的には

JG はあくまでもポスコの技術サービスの提供者であり，またサプライヤー・グループ

との契約は修正ターンキー・ベースであったことから，ポスコの担当者は，建設に関わ

るすべての過程に参加して製鉄所建設のプロセスを見届けた。このことによってポスコ

は製鉄所建設に関わる技術学習の機会を得て，浦項製鉄所は予定通り竣工し，操業を開

始することになったのである。 

 先行研究では，ポスコの第 1 期建設における操業面での学習の重要性が強調されてい

る（ソン･ソンス 2002: 136-145）。しかし，トルコにおける製鉄所の事例では，ワーカ

ーレベルでの操業技術の移転は比較的スムーズに行われるものの，設計や建設などエン

ジニアレベルでの技術移転が十分に行われず，そのために製鉄所を建設するたびに海外

                                                   
58 1970 年代の浦項製鉄所の建設に関する世界銀行での討論において，比較優位に順応的

な産業政策を主張するジャスティン・リンは，20 世紀後半における鉄鋼業は 19 世紀とは

異なってすでに成熟産業であったために，比較的所得が低いレベルであった当時の韓国も

成功できたと主張した。これに対して張
チャン

夏
ハ

準
ジュン

は，最新鋭かつ最も資本集約的な技術を導

入し，当時の韓国にとってはあまりに資本集約的であったことを強調している（Lin 2012: 
134-139）。本研究は張夏準と同じ見方に立っている。 
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からの技術導入を繰り返したことが指摘されている（Szyliowicz: 1991）。その意味で，

ポスコの製鉄所建設全般にわたる技術学習の意味は極めて大きかったと言えるだろう。 

 ただし，第 1 期の建設・操業がスムーズに進んだのは，あくまでもすべての過程を JG

やサプライヤー・グループが主導し，さらに，需要や技術能力を考慮して，設備は先進

国に比べて小型で従来型の設備・技術も多く採用したからであった。そのため，浦項製

鉄所第 1 期建設を終えてポスコが持続的に成長するには，設備の規模や技術を最新鋭に

するとともに，外国からの技術協力に頼らずに自ら建設できるように，ポスコがさらに

技術能力を高めるという課題が残されていた。そのためには何が必要であったのか，ど

のようにそれを行ったのかを明らかにすることが次章の課題である。 
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第 3 章 浦項製鉄所第 2 期以降の建設における技術学習－1970 年代におけるキャッチ

アップ（2） 

 

 

 浦項製鉄所の第 1 期建設が竣工してわずか 4 カ月後の 1973 年 12 月 1 日にポスコは

第 2 期建設工事に着工した。浦項製鉄所の建設工事は最終的には第 4 期まで行い，粗鋼

生産能力は第 1 期竣工時の 1973 年の 103 万トンから第 4 期工事が竣工した 1981 年に

は 850 万トンまで拡大した。本章では第 2 期から第 4 期までの建設工事とそこでの技

術学習について論じる。前章でみたように，第 1 期の建設では計画から設計，土木工事

から設備据付け，そして操業に至るまで JG やサプライヤーなど日本企業の全面的な指

導・協力の下に行われた。本章では第 2 期から第 4 期に至るまでの浦項製鉄所の拡張建

設におけるポスコの学習を通じた技術能力の向上と，そこで日本企業が果たした役割に

ついて論じる。 

序論でみたように，先行研究ではポスコが独自に行える領域を段階的に広げていった

ことを示し，ポスコの技術能力の高さを強調している。しかし，ポスコが拡張建設を進

めるなかで技術能力を向上させていった具体的な過程は明らかになっていない。本章で

は拡張建設の過程を分析し，ポスコの高い技術能力は日本企業からの継続的な学習を通

じて構築されていたものであることを示す。特に設備規模を世界の最新鋭の水準にまで

引き上げた第 3 期建設を重点的に取り上げ，日本企業が建設・操業指導だけでなくプロ

ジェクト管理について広範囲な提言を行っていたこと，ポスコがそれを踏まえて同規模

の第 4 期建設において管理の改善を行い，ほぼ独自に建設を行えるようになったことを

指摘する。 

 

 

第 1 節 浦項製鉄所第 2 期建設 

 

1．第 2 期建設計画 

 

 浦項製鉄所の建設計画は当初から高炉 1 基のみでなく，さらに高炉を複数設置すると

ともに，生産設備の規模も拡大することを想定していた。日本の JG による技術協力に
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先立つ KISA による計画においても第 1 段階は年産 60 万トンであったが，第 2 段階で

100 万トンとする構想であった。さらに技術協力先が JG に移った後は，設備を 4 段階

に分けて拡張して最終的に年産 500 万トン以上の生産能力を持つことを前提に製鉄所

のレイアウトを設計していた 59（浦項綜合製鐵 1971: 77）。 

高い経済成長を続けるなかで国内の鋼材需要は拡大を続けており，韓国政府は第 1 期

建設途中の 1971 年 10 月から第 2 期建設計画の策定に入った。策定の進め方は基本的

に第 1 期と同様の手順を踏んでいった。すなわち，1971 年 10 月に政府部署である経

済企画院，商工部，建設部，さらに政府傘下機関である韓国産業銀行と韓国科学技術研

究所（KIST），そしてポスコのメンバーからなる「第 2 期設備計画審議委員会」が組織

され，翌 1972 年 2 月に同委員会は第 2 期事業基本計画を政府に提出した。 

同計画は第 1 期と比べて高炉などを大型化して粗鋼年産規模も約 1.5 倍の規模を追

加することになっていた。さらに当時の最新鋭設備であった連続鋳造設備も導入するこ

ととしていた（表 3-1）。政府は基本計画の検討を JG に依頼し，同年 7 月に JG は計画

の基本的な妥当性を認める検討結果を示した。これを受けて同年 9 月の第 6 次日韓閣

僚会談の場において，両政府は第 2 期建設工事の設備計画に関する協力で合意した。続

いてポスコは同年 12 月に第 1 期の PE レポートに相当する，製鉄所の基本設計である

基本技術計画書（Master Engineering Report: MER）の作成を JG に依頼した。JG は

同月に調査団を韓国に派遣した上で，翌 1973 年 4 月にポスコと MER のための技術用

役契約を締結した。これを受けて JG は同年 5 月に MER の中間報告書を，7 月には最

終報告書をポスコに提出した（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 293-297）。その上で

JG が設備別に購買仕様書を作成し，これをもとにポスコは購買交渉を行って設備サプ

ライヤーと契約を行った。 

 

2．第 1 期建設計画との相違点 

 

このように基本計画から基本設計，そして設備購買に至るまでの過程とそこでの JG

の協力は第 1 期建設と同じであった。ただし，いくつかの変更があった。ひとつは計画 

                                                   
59 第 1 期建設工事においても日本側の技術協力者はその後の拡張を念頭に置いてスペース

を確保するよう建設指導を行っていたという。百瀬格（元トーメン浦項製鉄所建派遣者）

へのインタビュー（2016 年 3 月 10 日，2017 年 3 月 17 日）に基づく。 
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表３－１ 浦項製鉄所の主な設備とサプライヤー

第1期 第2期 第3期 第4期
粗鋼生産規
模

103万t/y体制 157万t増の総260万t/y体制 290万t増の総550万t/y体制 300万t増の総850万t/y体制

焼結
第1焼結工場（DL式1基,
3650t/d)

第2焼結工場(DL式1,6020T/
D)新設

第3焼結工場（DL式1基,
11,760t/d)新設

第4焼結工場（ 13,070t/d)新
設

三菱商事（三菱重工業） フェスト〈墺〉（BBC) フェスト〈墺〉 フェスト〈墺〉

コークス
第1コークス工場（68室 1600
t/d）

第2コークス工場(1600t/d106
室)新設

第3コークス工場（4250t/d
146室）新設

第4コークス工場(4250t/d 146
室)新設

オットー（Delattre) オットー〈独〉（Delattre) オットー〈独〉 オットー〈独〉

高炉
第1高炉 (内容積1660㎥,
2600t/d)

第2高炉(内容積2254
㎥,3880t/d)新設

第3高炉(内容積3795㎥,
7450t/d)新設

第4高炉(内容積3795㎥,
7450t/d)新設

三井物産（石川島播磨） 三井物産（石川島播磨） 三井物産（石川島播磨） 三井物産（石川島播磨）

転炉
第1製鋼工場（転炉100t/Ch 2
基）

転炉100t/Ch 1基追加
第2製鋼工場 (転炉300t/Ch 2
基) 新設

第2製鋼工場に 転炉1基
(300t/Ch)増設

伊藤忠商事（川崎重工業） 伊藤忠商事（川崎重工業） 伊藤忠商事（川崎重工業） 伊藤忠商事（川崎重工業）

連続鋳造 なし
スラブ連鋳機1基, ブルーム連
鋳機1基

なし スラブ連鋳機1機

フェスト〈墺〉 フェスト〈墺〉
酸素 4500Nm3×2基 29000Nm3/h×1基 25000Nm3/h×2基 30000Nm3/h×1基等

三井物産（日本酸素） 三菱商事（日本酸素） Air Product〈英〉 Air Product〈英〉

石灰焼成 Rotary Kiln2基
Shaft Kiln1基追加，
165,000t/y

Shaft Kiln2基追加，
198,000t/y

Shaft Kilin2基追加等

伊藤忠商事（川崎重工業） フェスト〈墺〉 フェスト〈墺〉 伊藤忠商事（宇部興産）

分塊
第1分塊工場 (均熱炉 4Hole 3
基, 分塊圧延機1基101万t/y)
新設

均熱炉等一部増設, 生産能力
185万t/yに。

第2分塊工場 (均熱炉27Hole,
分塊圧延機2基で2800t/y?) 新
設

なし

三菱商事（三菱重工業） 三菱商事（三菱重工業） SECIM〈仏〉 SECIM〈仏〉

鋼片
加熱炉1基,2重式鋼片圧延機1
基で101万t/y。

なし
加熱炉1基, 圧延機4基で 70万
トン増設?

試験検査設備のみ増設

三菱商事（神戸製鋼） 伊藤忠商事（神戸製鋼） Ashlow〈英〉

熱延

第一熱延工場（加熱炉150t/h
1基, 粗圧延機1基, 仕上げ圧延
機1基等により生産能力60万5
千5百t/y）新設

加熱炉150t/h 1基増設、その
他補強等により生産能力138
万2千t/yに増加

加熱炉150t/h 1基増設, その他
補強等により生産能力200万
t/yに増加

第二熱延工場（加熱炉250t/h
3基, 粗圧延機Mill 5基, 仕上げ
圧延機l 7基により生産能力
470万t/y）新設

三菱商事（三菱重工業） 三菱商事（三菱重工業）
SECIM〈仏〉（一部は三菱重
工業）

三菱商事（三菱重工業）

厚板
加熱炉100t/h 1基、厚板圧延
機 1基

なし
第2厚板工場 (加熱炉235t/h,
圧延機1基, 140万t/h) 新設。

試験検査設備のみ増設

フェスト〈墺〉（加熱炉OFAG
〈独〉）

三菱商事(三菱重工業)･三井物
産（石川島播磨）

三菱・三井・フェスト〈墺〉

冷延 なし
酸洗ライン56万2千t/y,冷間圧
延機52万2千t/y

なし
連続焼鈍設備増設、処理能力
を80万1千t/yに引き上げ

フェスト(墺)，W-United,
シーメンス(独)

フェスト〈墺〉

発電設備 20000kw 2基 30000kw 2基増設
発電設備75mw 2基, 11mw 1
基増設

75000kw 2基増設

トーメン（富士電機） トーメン（富士電機）
トーメン（東芝，石川島播
磨）

トーメン（東芝）

受配電設備 25kV変圧器2セット 154kV変圧器2セット
125MVA×2, 60MVA×2,
50MVA×2

154kV変圧器2セット

トーメン（富士電機） トーメン（富士電機） トーメン（富士電機） 暁星重工業〈韓〉

蒸気設備 ボイラー25t/h×2基 ボイラー50t/h×2基
ボイラー100t/h×1基，50t/h
×1基

ボイラー100t/h×2基

トーメン（汽車製造等） 三菱商事（三菱重工業） トーメン（JGC) 三星重工業〈韓〉

線材 なし なし
加熱炉100t/h 1基, 圧延機2基
で46万5千t/y

試験検査設備のみ増設

Ashlow〈英〉 Ashlow〈英〉
電磁鋼板 なし なし 冷間圧延機10万t/y新設 なし

Aetena Standard〈米〉等ｺﾝ
ｿｰｼｱﾑ

（注）サプライヤーの（）内は設備製造者，〈〉内は日本企業以外の場合の本社所在国。
（出所）浦項製鐵十年史編纂委員會 （1979:  204-205, 247-267, 300, 304, 331, 365）; 浦項製鐵社史編纂委員會 （1981: 109-110）。
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や設計へのポスコの参加拡大である。ポスコが製鉄所の基本設計である MER の作成を

依頼する際に JG に提出した基本計画は，第 1 期のように設備構成を簡単に示すだけで

なく，より具体的で明確な設備の要求条件を自ら作成して盛り込んだ（白徳鉉 2007：

378-383）。第 1 期での学習を踏まえ，また将来的に MER を自ら作成することを見据え

て，基本計画の作成範囲の拡大を試みたとみられる。さらに詳細設計への参加も本格化

させた。ポスコは韓国内に建設の設計専門会社が存在しない状況を打開するために，第

1 期建設の際に，日本の建設コンサルタント会社である東京コンサルタンツと合弁で

SMEC（Steel Mill Engineering Consultant）を設立した。SMEC は第 1 期建設では

原料処理，厚板工場，パイロンヤードなどについて，土建や機電工事の実施設計や施工

図作成を担った（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 390-396）。ポスコは第 2 期建設で

はさらに進め，用役費で第 1 期の約 4 倍に相当する設計を国内で担えるようになった

（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 313）。 

もうひとつは設備購買先の一部変更である。韓国政府は 1972 年 9 月の第 6 次日韓閣

僚会談において，第 2 期建設のために請求権資金による有償資金と延べ払い輸出信用を

合わせて 1 億 3500 万ドルの資金協力を日本政府に要請し，日本政府も当初は肯定的な

反応をみせていた。しかし，1973 年 8 月の金大中事件に伴う日韓関係の緊張によって

日本側は消極的な姿勢に転じた。具体的には円借款の供与に難色を示し，延べ払い輸出

信用も 4500 万ドル程度に抑えたい意向を示した。 

このためポスコは日本からの設備導入が難しくなり，新たに欧米企業から設備を購入

する方向で交渉を進めることになった。その結果，第 2 期で新たに導入することになっ

た連続鋳造設備と冷延設備をはじめ，分塊・酸素や焼結，石灰焼成設備についても日本

製以外のものが採用された。ただし，日本政府がその後再び有償資金を含む協力容認の

姿勢に転じたため，第 1 期設備と関連が強い主要設備については第 1 期と同じ日本企

業の設備を購入することになった（表 3－1）。具体的には高炉，転炉，分塊，それに熱

延設備などついては日本輸出入銀行による延べ払い輸出信用 1 億 200 万ドル，蒸気設

備やガス重油，給排水，港湾荷役や構内輸送設備などには海外経済協力基金を通じて円

借款約 4200 万ドルが供与された。 

また第 1 期建設では設備はもちろん，建設資材に至るまで輸入に依存していたが，第

2 期ではある程度国内での調達が可能になった。工事用鋼管パイルや鉄筋，鉄骨，カラ

ーシート等はポスコ自らが生産した鉄鋼材を原材料として，これを賃加工に出すことに
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よって調達した。また設備についても高炉集塵機など一部は国産化が可能になり，7600

億ドルの外貨を節約することに成功したという（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 

313）。 

 

3．建設工事の進展 

 

建設工事段階における JG と協力体制は基本的に第 1 期と同様であった。ただし，第

1 期建設を経験したことから，第 2 期建設工事における JG の要員は，ポスコから第 1

期とは異なる設備・工事を中心に派遣するように要請されたため，人数は大幅に減少す

ることになった（白徳鉉 2007：300）。サプライヤーからも，日本のゼネコンからの土

建工事のスーパーバイザーは建設現場に常駐することはせず，定期的に現場を訪れて工

事の進行状況を確認し，アドバイスを行うかたちとなった（インタビュー1）。また設備

メーカーのスーパーバイザーも第 1 期に比べると減少した。その結果，第 1 期建設にお

ける外国人技術指導員の延べ人数（1 日あたりの人数を工期全体で合計したもの）は

119,007 名であったのに対し，2 期では 64,200 名とほぼ半数にまで減少した（浦項製

鐵十年史編纂委員會 1979: 313）。 

1973 年 12 月 1 日に設備工事に着工した第 2 期建設は，30 カ月後の 1976 年 5 月 31

日に高炉の火入れを行って総合竣工を迎えた。JG から引き続き協力を得ながら第 1 期

建設の経験を生かすことにより，ポスコは第 2 期建設において独自で行う領域を広げつ

つ，工期を短縮することに成功した。 

 

 

第 2 節 浦項製鉄所第 3 期建設のスタートと遅延 

 

1．第 3 期建設計画 

 

 浦項製鉄所は第 2 期建設の竣工によって粗鋼年産 260 万トン体制を構築することに

なった。第 2 期の計画時点では，最終的な製鉄所の生産能力を第 1 期計画時の 500 万

トンからさらに拡大して 700 万トンとすることを想定していた（浦項製鐵十年史編纂

委員會 1979: 328）。しかし，第 2 期の建設途中である 1974 年 3 月に第 3 期計画が立



58 
 

ち上がった際には，第 3 期の第 1 段階で 550 万トン，第 2 段階で 850 万トンにまで生

産能力を大幅に引き上げることとなった。最大の要因は，当時，韓国が重化学工業化を

強力に進めるなかで鉄鋼需要が拡大を続け，将来的にもその趨勢が続くと見込まれてい

たことである 60。政府系研究機関である韓国開発研究院（KDI）が発表した長期需要展

望では，韓国の鉄鋼材需要は粗鋼基準で 1979 年には 800 万トン，1981 年には 1000 万

トンを上回るとしていた。しかしその他鉄鋼メーカーの生産能力は 200 万トン程度で

あり，国内唯一の銑鋼一貫製鉄所である浦項製鉄所の拡張への期待は大きかった（浦項

製鐵十年史編纂委員會 1979: 327）。 

この期待を受けてポスコの朴泰俊社長は野心的な計画を打ち出した。1970 年代前半

の時点で世界最先端の高炉の容量は 3000－4000 ㎥で年産 300 万トン近くに達してい

たが，第 3 期ではこの規模の高炉を第 1 段階と第 2 段階でそれぞれ 1 基ずつ建設する

こととした。転炉もやはり当時としては大容量の 1 回 300 トンの LD 転炉を導入する

など，最新鋭設備を揃えた製鉄所へと拡張を図ろうとしたと言える。ポスコは 1974 年

9 月までに事業計画を作成したが，その後，オイルショック後の世界不況の影響等を考

慮して修正・補完した上で，第 1 段階を第 3 期事業計画，第 2 段階を第 4 期事業計画

と改称して翌 1975 年 5 月に政府から承認を得た。さらに同年 9 月には JG から事業計

画の妥当性について認定を受けた。続く製鉄所の基本設計となる設備基本技術計画

（Master Engineering Plan: MEP）の作成は，第 2 期建設とはことなってポスコ自ら

が行った。ただし，1975 年 6 月にポスコが作成した MEP の原案を JG がチェックし

た。JG と数回のミーティングを行った上で，10 月に MEP は完成をみた（JG 派遣団 

1978: 35）。 

 JG による協力はここまでであり，第 2 期建設においてポスコが行っていた設備発注

書の作成やサプライヤーとの契約後の詳細設計はもちろん，建設における技術指導も，

JG は当初行わなかった。その理由はポスコの技術自立化への自信というよりも，JG 側

の技術協力に対する姿勢の変化が大きかったと考えられる。第 2 期の建設計画の頃か

ら，JG のなかで主導的な役割を果たしていた新日鉄の内部では，韓国がそれまで新日

                                                   
60 朴正煕大統領は 1973 年の年頭会見において，重化学工業の育成を国家目標の最優先課

題とすることを宣言した。これを受けて同年 6 月末には大統領直属の重化学工業推進委員

会企画団が「重化学工業育成計画」を発表した。そこでは鉄鋼，非鉄金属，化学の他に，

鉄鋼需要産業である造船，自動車を含む機械，それに電子が戦略産業に指定された。重化

学工業政策について詳しくは，石崎（1996），安倍（1997: 6-28）などを参照。 
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鉄が技術協力を行ってきた中南米や東南アジアの国々とはまったく異なってレベルが

高く，将来強力な競争相手になるかもしれないという認識が広まっていた（高田 1997: 

46）。第 3 期になると，新日鉄の販売部門から競争相手をつくることになるとして技術

協力に反対する声が強まった 61。その結果，ポスコからの全面的な協力の要請を断るこ

とになったのである。 

  

2．第 3 期建設のスタートと遅延 

 

 1976 年 8 月に第 3 期建設工事は着工された。第 3 期建設工事において，建設本部長

は第 1 期建設において土建部長であった 丁明植
チョンミョンシク

が務めていた。また設備購入や設計

全般は第 1 期竣工時に技術部長であった白徳鉉が技術担当常務として担った。同じく第

1 期の熱延工場長であった金鍾振は熱延一部長，同製銑部長であった 金鶴起
キ ム ハ ッ キ

は浦項製

鉄所長として全体を統括していた（鈴木 1997: 106）。第 1 期建設において技術学習を

経験した人材がそのまま第 3 期建設時のポスコにおいて活用されていたと言える。 

当初，完工は 1979 年 4 月末を予定し，さらに途中で工期を短縮して 1978 年 12 月

に完工することを決定した。しかし，建設の当初から工事は大幅に遅れる事態となった。

大幅な遅れの要因は，第一には第 3 期建設の規模の大きさにポスコ，そして実際に建設

工事を担う建設業者が対応できなかったことである。第 3 期の各工場・設備において土

木建設を担った企業は第 1 期，第 2 期とほぼ同一であった。その意味で，ポスコも建設

業者もそれまでの工事の経験を持っていたはずである。しかし，第 3 期増設分は世界最

新鋭の製鉄所とほぼ同等の設備規模であり，その結果，設備工事の物量は第 2 期建設の

2.5 倍にも達した。「建国以来最大」とも称せられるほどの工事規模に対して，ポスコも

建設業者も実際に必要となる資材の量や作業量をイメージできていなかった 62。しか

も，建設業者では人員が不足していた。当時，中東諸国はオイルショック後のオイルマ

ネーの還流によって空前の建設ブームに沸いており，韓国の建設業者は中東での建設プ

ロジェクトを受注して多くの人員を派遣していた。そのため浦項製鉄所の建設現場は，

技術者や技能工が絶対的に不足するなかで工事を進めざるを得なかった（浦項製鐵十年

                                                   
61 鈴木規夫（元新日本製鉄，第 6 次 JG 派遣団長）へのインタビュー（2015 年 9 月 4
日）に基づく。 
62 同上。 
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史編纂委員會 1979: 332-333; 鈴木 1997: 104）。 

 遅れの第二の原因は，資材や設備の供給の遅延である。先に見たように，第 1 期建設

では主要設備はもちろん，ボルトやナットなどを含め多くの建設資材に至るまで日本か

ら輸入していた。しかし，第 3 期においては日本からの請求権資金の供与はすでに終了

しており，できる限り外貨を節約して低コストで建設する必要があった。そのため，政

府はポスコに対して機資材の国産化をできるだけ進めるように求めた。最終的に第 3 期

建設における機資材の国産化率は金額ベースで 22.5％に達した。これは第1期の 12.5％，

第 2 期の 15.5％に比べると顕著に高くなっていた（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 

359）。しかし，国内の機資材メーカーは建設計画に対応できるだけの設計および工場管

理能力が不足しており，しばしば納期が守られなかった。さらにポスコ自身が製造する

鉄骨材にしても，納入が据付工程に合わずに建屋の建設が遅れてしまった（JG 派遣団 

1978: 6, 42）。これが製鉄所全体の建設にも遅れを生じさせることになったのである。 

 

 

第 3 節 浦項製鉄所第 3 期建設における JG の役割 

 

1．建設・立ち上がり操業における JG による技術協力 

 

（1）建設現場における技術指導 

 ポスコは工事の大幅な遅れを挽回するべく，JG に対して改めて協力を要請した。し

かし，先に見たように JG の主力である新日鉄の内部ではポスコへの協力に対して否定

的な意見も根強かった。そこで 1977 年 10 月に，まず第三期建設とほぼ同規模である

新日鉄大分製鉄所の建設経験がある技術者を浦項に派遣して，協力の可能性を探った 63。

その上で最小限の人数で建設と立ち上げ操業の協力を行うこととし，同年 12 月より正

式に JG 派遣団を送ることになった。長期派遣者は団長と総務 2 名の他，副団長のエネ

ルギー担当者，機械工事担当者，電気工事担当者の計 6 名であり，この他に日本鋼管か

                                                   
63 ポスコから新日鉄への打診は，ポスコの朴泰俊社長が直接，JG の初代団長であり当時

新日鉄の国際室長であった有賀敏彦氏に対して行われた。有賀氏と，ポスコに派遣された

鈴木規夫氏とは，鈴木氏が有賀氏の部下であった女性と結婚したという縁があった（深川

2015:403，鈴木規夫への前掲インタビュー）。 
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らの製鋼担当者などが工程の進捗状況に合わせて 3～6 カ月，常時 10 名程度の JG の

派遣団員が建設現場に常駐することになった（鈴木 1997: 104; 深川 2015: 403）。 

 建設現場における JG の役割は，設備別の各担当者が工事の進捗状況を確認するとと

もに，工事が早く進むようにその場で段取りを指導することであった。本来，1977 年

末までに終えるはずであった土木工事が，1978 年に入ってからも続いていた。そのた

め工期を間に合わせるべく機電工事も平行して進めざるを得なかった。製鉄所建設にお

いて難易度が高い部分は，設備と設備の間をつなぐ，いわゆる取り合いの部分であるが，

JG の担当者は場合によっては細部の設計変更も行って工事を進めた。JG の団長は現

場を回って JG の各担当者に個別に指示するとともに，工事全体の進捗状況をチェック

した。さらに工事全般について，朴泰俊社長と建設責任者である建設本部長に助言する

役割も担った。朴泰俊社長からは，製鉄所内で稼働中の第 1 期，第 2 期設備の操業につ

いて相談を受けることもあったという 64。 

 完工予定日が近づくにつれて，建設現場ではそれに間に合わせるべく非常態勢が敷か

れた。1978 年 6 月には，第 1 期建設の際の「熱延非常」と同様に「建設非常」を宣布

し，設備ごとに担当役員を任命してその責任の下で作業を進める体制を敷いた。さらに

同年 9 月から，平日に隔日で開催していた役員会議を建設非常会議に改称して休日も返

上して毎日朝晩に開催した。建設非常会議では毎日の工事の管理目標の設定と事後の点

検を行った（浦項製鐵十年史編纂委員會 1979: 348-350）。これに伴って，JG も残工数

の確認を行って遅れている部分を建設本部に報告するとともに，現場で対応策を指導す

るなどその役割も大きなものとなった。特に遅れが大きかった高炉については，11 月

初めから JG 高炉班の 5 名が高炉鋳床下に詰所をつくってそこに常駐し，夕食も建設現

場の仮設食堂で済ませて夜遅くまで現場に残ったという（熊澤 1997: 75-76）。 

 

（2）立ち上がり操業の指導 

 JG のもうひとつの大きな役割が，立ち上がり操業の指導であった。先にも述べたよ

うに，浦項製鉄所第 3 期に導入された高炉，転炉などの設備は，当時としては最新鋭の

ものであった。高炉は炉容積 3795 立方メートルと世界最大級の IHI 型高炉であり，新

日鉄小倉第 1，2 高炉，同大分第 1 高炉，同君津第 3 高炉，住友金属和歌山第 1～5 高

                                                   
64 鈴木規夫への前掲インタビューに基づく。 
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炉，同鹿島第 1～3 高炉と同じ製品シリーズで改良を重ねた設備であった。第 1 期，第

2 期と比べて大型化していることもあり，建設指導とは別に JG の技術者 3 名が現場で

操業の指導を行った（JG 派遣団 1978: 10, 33）。操業開始後 1 カ月程度で JG はすべて

撤収することになったが，高炉は立ち上がりから正常な操業まで数カ月を要する。その

ため JG の高炉操業担当者は，送風量や送風温度の引き上げ，炉調圧の引き上げのペー

ス，それを踏まえての重油の吹き込みや酸素富化のタイミングなどの具体的な指示を書

き残した（JG 派遣団 1978: 31-34）。 

 さらに，最新技術の操作については追加的な指導も行った。第 3 期の高炉にはムーバ

ブル・アーマー（Movable Armour）と熱風炉における並列送風方式（Staggered Parallel 

Mode）という最新鋭の技術が導入されていた。ム－バブル・アーマーとは高炉の炉頂

部にあるベルと呼ばれる挿入口の弁に装着されるもので，鉄鉱石やコークスなど炉頂装

入物の分布を制御して炉況を安定させる効果がある。また並列送風方式とは 1 基のみで

は風量と温度に波が生じてしまう外燃式熱風炉を 4 基設置して，それを交互に運転する

ことによって高温でかつ安定した送風を可能にするものである。JG は，導入のために

はその前の運転状況をベース条件として十分に把握しておく必要があるとして，立ち上

げから 2～3 カ月後に操業が安定したときにそれぞれテストを行うこととし，その際に

改めて新日鉄が技術者を派遣することになった（JG 派遣団 1978: 24-35）。 

 製鋼工場も 1 回 300 トン規模と当時としては最大級の転炉を 2 基導入していた。さ

らに，吹錬終了時に所定の溶鋼温度とカーボン量を得る自動吹錬を可能にするプロセ

ス・コンピュータ，その温度と成分の測定を同時に可能にするサブランス装置の導入な

ど，随所に最新鋭の技術が導入されていた。そのため，転炉においても日本鋼管扇島製

鉄所の 3 人の技術者が立ち上がり操業の指導にあたった（長谷川 1997: 228）。ただし，

製鋼の場合，プロセス・コンピュータを初めて導入したこともあって，ポスコの技術者・

作業者に対しては日本鋼管福山製鉄所において事前に 1 カ月間の研修が実施された。そ

の上で実際の操業に望んだが，建設工事の遅れが大きな負担となった。特に重大であっ

たのは試運転の短縮と模擬訓練の不足であり，1 号転炉では総合模擬訓練は実施できず，

2 号転炉でも操業開始直前の 2 日間のみとなった。造塊ヤードでも，試運転や訓練を日

本鋼管の福山製鉄所と比べて 20－30％しか実施できなかった。最初の稼働は順調であ

ったが，溶銑と溶鋼の自動サンプリング装置など測定機器が動かないなどのトラブルが

あった。稼働後の休止は炉体煉瓦に悪影響を与えるので望ましくないが，試運転に入っ
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てからも残工事の補完のために休止日が時々生じることになったという（JG 派遣団 

1978: 46-47）。 

それでも JG の指導が功を奏し，1978 年 12 月 8 日にポスコは浦項製鉄所第 3 高炉の

火入れ式を行い，第 3 期建設は予定通り竣工した。立ち上がりの操業も順調に推移して

生産を軌道に乗せることができた。 

 

2．第 4 期建設以降に向けての JG の提言 

 

 しかし，JG の技術者からみて，第 3 期建設におけるポスコの工事の進め方，さらに

できあがった製鉄所の設計には多くの問題点があった。そこで JG の技術者は，そうし

た問題点と改善に向けての提言をレポートとしてまとめてポスコに提出した。それが

JG 派遣団『浦項綜合製鐵(株)第三期建設の反省と今後への提言』である 65。この報告書

がポスコに提出されると，ポスコはさっそくこれを韓国語に翻訳して社内に回覧し，内

容の共有化を図った 66。その内容の一部要約はポスコの社史にも掲載されている（浦項

製鐵十年史編纂委員會 1979: 356-360）。以下ではこの報告書を通じて，浦項製鉄所第

3 期建設において何が問題であったのかを具体的にみてみたい。 

 

（1）建設・工場の組織 

 大きな問題として指摘されているのが土建工事と機電工事の断絶である。組織的にも

施工部署が土建部，機電 1 部，機電 2 部に完全に分かれており，その間の連携がなされ

ていなかった。本来，土建部は機電部からの要求に沿った施工計画をたてる必要があっ

たが，両者のあいだでの連絡調整が不十分であった。特に，土建の作業員が電気工事の

基本的な事項を知らない，もしくは知っていても守らないまま工事を進めたことが，土

建工事が機電工事の期間にずれ込んだ大きな原因となった（JG 派遣団 1978: 41）。 

                                                   
65 報告書は総 58 ページで，Ⅰ総括編，Ⅱ高炉編，Ⅲ製鋼編，Ⅳ動力編からなっている。

高炉については問題点の指摘だけでなく操業の細かいマニュアルも含んでいる。この報告

書については，深川が一部記述の抜粋とともに概要を紹介している（深川 2015: 404-
407）。 
66 ポスコ内で同報告書は JG 派遣団長で報告書のとりまとめを行った鈴木規夫氏の名前を

取って，鈴木レポートと呼ばれた。ポスコ設備技術本部副部長などを歴任したキムギホン

は，朴泰俊社長が様々な会議の度にこの報告書を持参して問題点を指摘しながら出席者を

叱責したため，鈴木氏を恨めしく感じるほどであったという（キム･ギホン 1998: 270）。 
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 同様の問題は立ち上がり操業においてもみられた。操業した際の高炉内の状況は，原

燃料の品質や設備の整備などにも大きく影響される。にもかかわらず，これらは高炉工

場長の権限外であるため，何か問題があったとしても迅速なアクションがとられなかっ

たという。操業及び品質の高位安定は各工程が一体にならないと確保できない。また各

工程がそれぞれコスト・ミニマムをはかればトータル・コストがミニマムになるとは限

らず，ある一部の工程を犠牲にした方が全体のコストを下げられる場合もある。JG は，

高炉の操業における情報の共有を図るため，原料，コークス，焼結，高炉，設備（整備）

の上級幹部による日々の技術検討会の設置を提案している（JG 派遣団 1978: 28）。JG

は全体の講評でも，自らの目的のみ達成しようとする各部署のセクショナリズムに対し

て強く警告している（JG 派遣団 1978: 9）。 

 

（2）工程管理 

 JG が報告書のなかで工程管理上の問題点として何度も指摘しているのが個々の工程

におけるイベント中心の管理方式である。浦項製鉄所の建設工事では，第 1 期から

PERT (Program Evaluation and Review Technique)と呼ばれるプロジェクト・マネジ

メントの手法によって，総合工程ネットワークをマスター･テーブルとして，設備ごと

にさらに詳細な工程表を作成していた（浦項製鐵七年史編纂委員會 1975: 337）。これ

は日本における建設工事の工程管理の手法とほぼ同じであったが，実際の工程管理では，

設備テストの実施など主要なイベント日程を厳守することに「異常なほどの」努力が払

われた。しかし，イベントにこだわる余り，前提工事や関連工事を残したまま次の工程

に移ってしまうケースが頻発した。そのため全体の工程バランスが崩れて工事品質の面

でも問題が生じてしまった（JG 派遣団 1978: 7, 18, 38, 41）。部門間を調整して全体の

工程のバランスを図る役割を担うべく，建設工程室が設置されていたが，同室は人材難

で工程調整機能はゼロに等しかったという。JG は調整機能の重要性を強調し，建設工

程室に各設備工場における建設班の担当者を一人ずつ配置して，工程調整と予算管理，

及び人力や資材，重機の調整業務を行わせるなど，その機能を強化することを提言して

いる（JG 派遣団 1978: 7, 40）。 

さらに進行状況を確認して部門間の調整を図るべき工程会議の運営についても，JG

は問題点を指摘した。第 3 期建設の過程では月・週・日ごとに工程会議が開催された。

月ごとの工程会議は朴泰俊社長が主宰していたため運営に問題はなかった。しかし，各
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現場で行われる週別及び日別の会議は，役割が不明確で，正確な状況が報告されない，

工程が遅れてもその原因の追求と対策が議論されない，実現不可能な約束をする，欠席

者が多いなど，実際にはほとんど機能していなかった。JG は会議ごとの主催と出席者，

役割，そして結果の連絡系統を明確にすることを求めている（JG 派遣団 1978: 7, 19）。 

この他の建設管理上の問題点として，工事の進行が工数ではなくコンクリート打設重

量や機器据え付け重量，ケーブル布設総延長など，物量単位で管理されることがあった

ことを JG は指摘した。こうした管理は工事末期には実態に適さなくなり，工事が進行

しているようにみせるために重量物を優先して小物の設置が遅れた結果，工事効率が低

下することになった（JG 派遣団 1978: 7, 20）。工期遵守を絶対目標とする余り，安全

管理が粗忽になっていたことも JG からみると大きな問題であった 67。特に工期の遅れ

によって終盤になってから上下同時に作業することが多く，墜落，および落下飛来物に

よる災害が頻発した。その結果，第 3 期建設全体で 48 名の死亡者を出してしまった 68。

そもそも工事用仮足場が固定されておらず，命綱や保護具の未着用者が多いなど，安全

対策がほとんどなされていなかった。このことを JG は管理以前の状態であると厳しく

批判した上で，安全のために原則を徹底させることの重要性を強調している（JG 派遣

団 1978: 8, 23, 45）。 

 

（3）工事品質 

 第三期建設は突貫工事となって品質が二の次になってしまい，結局は多くの箇所で手

直し工事を迫られることになった（JG 派遣団 1978: 24）。ここで JG が課題として指

摘したのが，技能の高い建設工や信頼しうる国内資材・メーカーの選定・管理である。

高炉の建設では，溶接部分の厚みの不足，開先と呼ばれる溝を部材に取らないこと，溶

接棒の湿分管理の不十分など，溶接不良が多くみられたが，その主な原因は建設工の技

能不足であった。特に「棒心」と呼ばれる現場の統率者クラスに経験者がいないため，

建設工の人数がいても指揮が取られておらず，稼働率が低く品質も悪かった。ただし，

                                                   
67 JG 派遣団長は，当初からこの点を問題視し，指導前に現地を視察した際に，工期を間

に合わせることは可能だが，作業員の安全面で問題が生じる可能性があると朴泰俊社長に

伝えていたという（深川 2015: 403）。 
68 高炉については，第 1 期，第 2 期の建設では死亡者はゼロであったのに対し，第 3 期で

は 6 名の犠牲者を出してしまった。これは高炉本体，ガス清浄設備，熱風炉において上下

同時の作業が多かったためであるという（JG 派遣団 1978: 8, 23）。 
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すべての建設工に問題があったわけでなく，鳶工や煉瓦工などの技能は比較的高いと

JG は評価している。建設工の技能不足への対策として，高炉本体や熱風炉など重要な

設備の溶接などについては，技能テストを行って建設工を選考することを JG は提言し

ている（JG 派遣団 1978: 21）。 

 他方，先に見たように，第 3 期建設では資材・機械の国産化比率を第 2 期の 15.5％

を上回る 22.5％に設定したが，国内メーカーがこれに応える十分な能力を備えていな

かったために，建設現場は劣悪な品質と納期の遅延に苦労することになった。それをカ

バーすべく，ポスコは管理要員をメーカーに送り込んで品質と工程の監視にあたったと

いう。ポスコはすでに事業を進めていた第 4 期建設では国産化比率を 35％，さらに計

画が浮上していた第 2 製鉄所では 40％を目標としていた。JG はさらなる国産化の推進

のためには，競争入札にこだわらずメーカーの能力を勘案して適材適所に発注を行うこ

と，メーカーが準備期間をとれるよう早めに契約するとともに，建設工程に合わせた納

期管理を行うことが必要だとしている（JG 派遣団 1978: 5, 18, 42）。 

 

（4）設備詳細設計 

 JG は建設工事の進行や品質だけでなく，設備機器などの設計にも大きな問題がある

とみていた。先にみたように，第 3 期において JG が関与したのは設備基本技術計画

（MEP）の作成までであり，その後の具体的な工場の構内設計や設備の設計及び細か

い仕様についてはポスコと設備メーカーによって決定された。しかし，建設の過程では

多くの問題箇所が明らかになった。一部については JG の指示もあって建設途中で設計

変更が行われたが，設備機器の多くは途中での設計変更は難しく，そのため多くの問題

箇所そのまま残されることになった。JG は報告書において製銑（高炉）については 19

カ所，製鋼（転炉・造塊）については 17 カ所，動力については 14 カ所の問題点と対策

を示した（JG 派遣団 1978:13-15, 42-45, 55-57）。 

 問題が生じた最大の原因は，機器の詳細設計を設備メーカー任せにしてしまって，ユ

ーザーであるポスコ自身の意見を反映させていなかったことにあった。第 2 章でみたよ

うに，第 1 期建設において設備の詳細設計を決める際には JG がメーカーと協議して自

らの意見を反映させていた。製鉄所の設備は完全に規格化されているわけでなく，製鉄

所ごとに条件がことなる。また当然のことながら，設備メーカーには実際の操業や整備

の経験がないために，製鉄所とは考え方に相違が出てきてしまう。JG は，操業・整備
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の考えを十分に反映したかたちで詳細設計が行われるように，設備メーカーと十分に調

整を図るべきだとアドバイスしている（JG 派遣団 1978: 5, 24, 36, 39）。 

 以上のように，JG が指摘したのは，工程管理方法から工事品質を保つための建設人

員や資材・設備メーカーの管理，さらに意思疎通を円滑にするための組織の整備や調整

機能の重要性にまで及んでいた。JG は細かい技術的問題を取り上げつつも，それを超

えた製鉄所の建設・運営というプロジェクト全体の管理能力を課題として指摘したと言

える。 

 

 

第 4 節 浦項製鉄所第 4 期建設におけるポスコの改善 

 

1．第 4 期建設の進行 

 

浦項製鉄所第 4 期建設工事は，前節でみたように第 3 期建設の第 2 段階として計画さ

れたものであった。ポスコの設備技術本部は，1976 年 10 月に基本設計にあたる MEP

案を完成させ，第 3 期と同様に JG に対してその検討を依頼した。翌 1977 年 1 月に JG

から同計画に対する検討助言書を受け取り，説明会を経て MEP が確定した。続いてポ

スコは購買仕様書を作成したが，JG の検討作業を受けることはなかった。同年 7 月か

ら設備別にメーカーに見積を要請して契約者の選定作業に入り，11 月までに契約を完

了させた（白徳鉉 2007: 384; 浦項製鐵社史編纂委員會 1981: 102-104）。 

設備の多くは第 3 期とほぼ同規模であったが，新たに連続鋳造工場と第 2 熱延工場を

設置することとした。いずれも当時としては世界最大級の規模であった。設備のサプラ

イヤーは基本的にそれまでの企業を踏襲したが，第 4 期建設では先に見たように国産化

比率を第 3 期の 22.5％から 35％に引き上げることになっていた。そのため，受配電設

備や蒸気設備については，海外メーカーから国内メーカーに変更になった（表 3-1）。 

第 3 期建設が竣工してからわずか 2 カ月後の 1979 年 2 月 1 日に第 4 期建設工事は

正式に着工した 69。第 4 期では着工から操業立ち上がりに至るまで，ポスコは JG の指

導を受けずに最後まで建設を進めた。ただし，実際には様々なかたちで JG ないし日本

                                                   
69 これに先だって前年の 1978 年 4 月から熱延工場，厚板工場，線材鋼片工場，脱ガス設

備などが順次着工していた（浦項製鐵社史編纂委員會 1981: 109）。 
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企業の技術協力は残っていた。設備の売買契約はインナー・コンサルティングとして鉄

鋼メーカーによる操業指導が含まれていた（三菱総合研究所 1981: 72）。また，ちょう

ど熱延工場の機電工事が始まった 1979 年の初夏頃からポスコの幹部が頻繁に新日鉄大

分製鉄所を訪問していた。これは第 4 期設備の中心となる第二熱延工場と連続鋳造設備

の生産プロセスが，大分製鉄所に極めて近いものであったからだという（中川 1997: 

114）。 

 

2．第 3 期建設からの改善点 

 

ポスコは第 3 期建設時における JG の提言を受けて，第 4 期建設においてプロジェク

トの進め方を大きく改善することになった。 

 

（1）建設・工場の組織 

 まず組織の面では建設管理組織の強化を行った。従来，建設の総合管理を担っていた

建設工程室を建設管理部に格上げし，傘下の課も 2 課（工程計画課，工事行政課）から

5 課（建設管理課，工事管理 1～3 課，工事行政課）に拡大した。また問題となってい

た土建工事と機電工事の断絶を解消するために，従来，工程段階別に土建部，機電 1・

2 部となっていた施工部署を，製銑工事 1・2 部，製鋼工事部，圧延工事部，動力工事

部と，設備群別に再編した。さらに施工部署への工事面での技術支援を行う部署として

施設部を新設した。施設部の要員は，例えば建設の最終段階において，第 3 期建設時に

JG が特に注意を払った既存設備とのつなぎ部分の問題について早めの措置を講じる役

割などを担った（浦項製鐵社史編纂委員會 1981: 135）。 

（2）工程管理 

工程管理については，トン数やケーブル敷設総延長など，物量単位でかつ現場によっ

てばらばらであった工事進捗の基準を工数に統一させ，それをもとに全体の進捗度を正

確かつ綿密に分析し，遅延している工事を挽回する対策を即座に行えるようにした。JG

が問題として指摘したイベントを中心とした工程管理はそのまま維持されることにな

ったが，各工事別のイベントを建設本部全体で管理し，それを遵守する体制を整えた。

第 3 期建設においてほとんど行うことができなかった最終段階の試運転についても，十

分にその期間を確保するようにスケジュール管理を行った。そのために工事の最後に問
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題となる，設備間の共同工事の管理と完了時の総合点検も綿密に行った（浦項製鐵社史

編纂委員會 1981: 114）。 

 定例工程会議については，第 3 期建設工事において非効率な運営になっていた原因

を，不十分な事前準備と会議出席者の階層が多様になっていたためと分析し，全体を 5

層に区分して各層ごとに会議を行うかたちに改めた。具体的には主監督や施工課長が主

管する日々の工程会議，各施工部長が主管する週間会議，建設本部長が主管して建設本

部内のすべての部長が出席する旬間会議（月 3 回），同じく建設本部長が出席して主監

督以上の要員と施工業者の現場責任者が参加する建設本部運営会議（月 1 回），そして

社長が主管して役員及び部長，施工者及び供給業者の代表が出席する建設会議（月 1 回）

に再編した（浦項製鐵社史編纂委員會 1981: 114）。 

  

（3）工事品質 

 工事品質の面では，JG の提言に沿うかたちで，溶接・配管・製缶・電工・塗装・鳶

工など技能工を技能別に 3 等級に分けて資格検定試験を実施した。その上で，技能工を

それぞれの等級に合った工事に投入し，それ以外の者には作業を禁止することとした。

また特に建設過程で難工事が多い土建工事と機電工事が重なる時期には，延べ 1,960 名

のポスコの建設要員と建設業者の技術者を対象に，集中技術教育を実施した。さらに第

3 期建設において JG の技術者が大きな役割を果たした工事の仕上がりの確認作業につ

いては，第 4 期建設では土木・建築・機械・電気・築炉の 5 つの工種別に，課長クラス

以上の専門要員，該当箇所の操業部署長と整備部署長，及び設備計画部署関係者によっ

て検閲班が編成された。この検閲班が，建設・操業・整備・及び設備計画の各側面から

完了した工事を検査して修正を求め，さらに修正の確認作業も行った（浦項製鐵社史編

纂委員會 1981: 115-116）。 

 また国産資材・設備の調達については，それを専門に担当する国内設備部を建設本部

内に新設した。国内設備部は建設全体で共通して使用頻度が高い鉄筋，パイル，カラー

シート，鉄板類などの資材については，事前に一括して備蓄するなど管理する体制を取

った。国産設備については，発注から製作，納品，品質まですべての過程に国内設備部

が関与することとした。さらに品質の確保のために設備の約 55％については，建設資

材の品質試験・認証を行う企業である韓国検定株式会社の検定を受けることとした（浦

項製鐵社史編纂委員會 1981: 139）。 
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当初，第 4 期建設工事は第 3 期建設よりも余裕を持って，2 年 10 カ月程度の工事期間

を予定していた。しかし，全体としては既存の設備に一部の施設を追加して設置する部

分が多かったため，工事量は第 3 期建設よりも少なかった（浦項製鐵社史編纂委員會

1981: 108）。結局，第 3 期までと同様に 5 回にわたって工期の短縮を図った結果，着

工から約 2 年後の 1981 年 2 月 18 日に総合竣工を迎えるに至った。ポスコは指摘され

たプロジェクト管理及び組織上の問題点を克服しようと努め，第 4 期建設を完工させた

のである 70。 

 

 

小括 

 

以上でみてきたように，ポスコは浦項製鉄所第 1 期建設における日本企業からの技術

学習をもとに，第 2 期建設以降，技術協力なしに独自に行える領域を広げていった。し

かし，第 3 期において基本計画を除いて日本からの協力なしに単独で建設を行おうとし

たが，当時としては最大級の設備規模ゆえに増大した工事量に対応できずに，工事途中

から日本企業の協力を仰ぐことになった。 

ここで明らかになったのは，ポスコはそれまでの技術学習によって計画・設計や施工

に関わる技術能力はある程度蓄積していたものの，工事総量の変化などに適切に対応で

きるような，工程管理や工程間の調整，人員・外部業者の管理など，建設プロジェクト

全体を管理する能力が不足していたということである。ポスコは日本企業からこの問題

について詳細な指摘を受けて，第 4 期建設においては組織体制及び工程管理の大幅な改

善を図った。その結果ポスコは，基本設計の確認や最新鋭設備の操業指導等を除くと，

第 4 期建設を独力で予定工期内に終了させることができた。 

このように，ポスコは浦項製鉄所の第 1 期建設から，当時，臨海大型一貫製鉄所の建

設という工程イノベーションを活発に展開していた日本から，製鉄所の設計，施工，運

転に至る個々の技術を段階的に学習してきた。第 3 期建設ではそれに加えて，建設プロ

ジェクトを遂行する管理全般について指導を受け，ポスコはそれを学習することによっ

                                                   
70 浦項製鉄所は最後に，1983 年 5 月に第 4 期 2 次建設を完工させて粗鋼生産 910 万トン

体制となる。しかし，既存工場・設備の拡張のみの限定的なものであったので，本論文で

は扱わない。 
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てさらに技術能力を向上させることに成功したのである。 

ここで構築した技術能力を生かして，ポスコは日本へのキャッチアップを加速させる

べく，1980 年代に一部を除いて日本から技術協力を受けずに第二製鉄所の建設を進め，

それは光陽製鉄所となって結実した。他方，それとほぼ同時期に，ポスコは，製品の高

付加価値化を図るべく高級鋼の開発にも乗り出すことになる。その経緯を明らかにする

ことが次章の課題である。 
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第 4 章 光陽製鉄所の建設と高級鋼開発・生産の模索－1980 年代～90 年代中盤におけ

るキャッチアップ 

 

 

 本章は，1980 年代から 90 年代中盤にかけての韓国鉄鋼業のキャッチアップについ

て，ポスコの技術能力の向上のための試みを中心に論じる。第 2 章と第 3 章でみてきた

ように，ポスコは日本の鉄鋼メーカーからの全面的な技術協力を得て，1970 年代に韓

国最初の銑鋼一貫製鉄所である浦項製鉄所を建設した。浦項製鉄所の順調な操業に成功

した韓国にとって，1980 年代に入ってからの新たな試みは 2 つあった。ひとつは持続

的な高成長によって増え続ける鉄鋼需要に対応するために，第 2 製鉄所を建設すること

であった。さらにもうひとつは，需要の高度化にも対応すべく高級鋼の開発・生産に乗

り出すことであった。本章ではそれぞれの試みにはどのような課題があったのか，それ

を担うことになったポスコはどのように克服しようとしたのかについて論じる。序論で

みたように，臨海大型銑鋼一貫製鉄所の建設も，高級鋼の開発生産も，それぞれ日本の

鉄鋼業が主導した工程イノベーションと製品イノベーションであり，1980 年代から 90

年代半ばにかけては，工程イノベーションが収束していく反面，製品イノベーションは

活発に展開する｢移行期｣にあった。本稿では鉄鋼業のこれらのイノベーションのあり方

がキャッチアップにどのような影響を与えたのかを踏まえながら，ポスコの技術能力向

上のための学習過程をみていく。 

第 1 節では，1980 年代初めからの第 2 製鉄所である光陽製鉄所の建設について，日

本の技術協力は限定的であったが，浦項製鉄所建設の経験で培った技術能力を生かし，

すでに工程イノベーション収束しているなかで，標準化された安価でかつ性能の高い設

備を導入し，高効率の生産プロセス確立に学習を集中させて少品種大量生産体制を確立

した過程を明らかにする。第 2 節では，ポスコが 1980 年代から高級鋼の開発・生産に

本格的に乗り出して一定の成果を得たものの，製品イノベーションが活発ななかで日本

など先進国企業との技術格差は大きかったこと，国内に協力を得られるような大学・研

究機関が存在しないために，自ら大学と研究機関を設立した経緯を論じる。第 3 節で

は，1990 年代に入ってからの光陽製鉄所と高級鋼の開発・生産について，旺盛な国内

需要に対応するために光陽製鉄所が川下工程を含めた薄板専門の製鉄所へと展開した

こと，他方で高級鋼開発のための大学・研究機関を含めた開発体制の構築には困難が生



73 
 

じたことを論じる。 

 

 

第 1 節 光陽製鉄所の建設 

 

1．第 2 製鉄所建設の推進過程 

 

 韓国における第 2 製鉄所の建設計画は，浦項製鉄所第 1 期建設がまだ進行中の 1973

年から始まっていた。1973 年 1 月 12 日の年頭記者会見において朴正熙大統領は，重

化学工業の育成を国家目標の最優先課題とする，いわゆる「重化学工業化宣言」を行っ

た。ここで朴大統領は，1980 年までに鉄鋼の生産能力を年産 1000 万トン規模にまで

増加させると述べた。重化学工業宣言を受けて国務総理の下に組織された重化学工業推

進委員会は，同年 5 月 24 日に重化学工業建設計画を発表した。同計画では浦項製鉄所

は 1980 年 12 月までに年産 700 万トン規模まで拡張することとし，さらに 1980 年ま

でに粗鋼生産 500 万トン，最終的には 1000 万トン規模の第 2 製鉄所を新たに建設する

とした（國務總理企劃調整室 1973: 23，191）。 

政府はすぐに第 2 製鉄所の建設に向けて動き出した。浦項製鉄所のときと同様に海外

から技術及び資金協力を得るために，日米の政府および業界と予備接触を行った。1973

年 10 月 2 日はアメリカの US スチールの子会社である UEC (US Steel Engineers and 

Consultants)とのあいだで，建設妥当性の調査と予備技術用役に関する協定を締結した。

同年 11 月 9 日には推進母体として第二綜合製鉄（1974 年 9 月 24 日に韓国綜合製鉄に

改称）を設立した。これにより同社と US スチールとのあいだで出資比率 80:20 での合

弁会社を設立し，年産 700 万トン規模の製鉄所建設を進めようとした。しかし，US ス

チール側が自らの投資に対して 20％の利益保証を要求し，さらに第二綜合製鉄と競合

するという理由で浦項製鉄所第 2 厚板工場の建設を中止するように求めたため，交渉は

難航した。結局，オイルショックによって重化学工業建設計画自体が大幅な修正を余儀

なくされ，政府は 1975 年 3 月に第 2 製鉄所計画を無期限延期して韓国綜合製鉄をポス

コに吸収合併させた。代わりに浦項製鉄所を 1982 年までに年産 850 万トン規模に拡張

する修正計画を発表した（浦項綜合製鐵 1993a: 385-388）。 

 1977 年になると景気が本格的に回復して鉄鋼需要も急増したことから，韓国政府は
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再度，第 2 製鉄所建設計画の推進に乗り出した。具体的には商工部が 1978 年初めに実

務作業チームを組織し，最終的な粗鋼生産量を 1000 万トン，第 1 期は 1983 年の稼働

を目標に年産 200 万トンとする建設方針を定めた。政府内では浦項製鉄所と同様に建

設主体を政府が行うか，民間企業に委ねるかについて議論されるなかで，現代グループ，

現代洋行，サムスングループ，大宇重工業といった民間企業・グループ，それにポスコ

が相次いで建設の意向を示した。結局，1978 年 3 月に政府に予備事業計画書を提出し

たのは現代グループとポスコの 2 つであった。どちらを選定するかをめぐって，マスコ

ミも巻き込んで激しい論争が巻き起こった。（浦項綜合製鐵 1993a: 388-390）。 

 現代グループおよびその支持者は，（1）他の産業と同様に鉄鋼業も参入障壁は撤廃し

て競争を通じた効率性の向上を図るべきである，（2）政府の財政支援なしに全額自己資

本によって早期の製鉄所建設が可能である，（3）現代グループ内の建設，重工業などの

企業を活用すれば製鉄所を低コストで建設することができ，設備の国産化も図ることが

できる，（4）グループ海外支社を通じて原料の輸入や製品の輸出を効率的に行うことが

できる，といった現代グループによる製鉄所建設の利点を強調した。これに対してポス

コおよびその支持者は，（1）一貫製鉄所を建設・運営するには高度の経験と技術が求め

られるために，これまでの経験と蓄積された能力が重要である，（2）既存の浦項製鉄所

と相互補完性及び経営合理化を図ることができる，（3）世界の鉄鋼業の趨勢は企業の大

型化であり，ポスコが第 2 製鉄所事業も行って規模を拡大することが国際競争上，有利

である，（4）鉄鋼業を民間企業が行う場合，私的利潤動機や技術人材の流出による弊害

が生じる恐れがある，といった理由からポスコが第 2 製鉄所の事業者として望ましいと

主張した（韓国鐵鋼協會 2005. 201-202）。 

結局，朴正熙大統領の裁可により，1978 年 10 月にポスコが第 2 製鉄所の事業者に選

定された。民間企業の新規参入による競争を通じた競争力の強化を目指すか，それとも

浦項製鉄所建設の経験を生かすとともに規模拡大を通じた競争力向上を図るべきかと

いう問いに対し，韓国政府は後者の途を選んだのである。 

 

2．日本による技術協力 

 

 第 2 章と第 3 章で論じたように，ポスコによる浦項製鉄所の建設は，計画から工事，

操業，さらにプロジェクト管理に至るまで，日本の全面的な技術協力のもとで行われた。
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浦項製鉄所は全部で 4 期に分けて建設されたが，ポスコは工期が進むにつれて技術を学

習して自ら行える領域を広げていき，最後の第 4 期では基本計画の確認等を除くとほぼ

すべて独力で建設を行えるようになっていた。 

 浦項製鉄所の建設での学習経験を土台に，ポスコは第 2 製鉄所を自ら計画し，建設を

推進した。とは言え，臨海大型銑鋼一貫製鉄所の建設は戦後日本の鉄鋼業における大き

な工程イノベーションであり，日本の鉄鋼業は多くの建設経験を有していた。そのため

ポスコは第 2 製鉄所の建設においても日本からの技術協力が必須と考えていた。 

 

（1）立地の選定と造成 

 特に日本の協力が必要であったのは，ポスコにとって初めての経験となる立地選定や

埋め立て地の造成であり，ポスコはここで日本企業のノウハウや日本の技術者を積極的

に活用することになった。 

 まず第 2 製鉄所の立地については，1980 年 7 月までに政府の建設部の主導によって

港湾・地域開発を含めて忠清北道の牙山に決まりつつあった。しかしポスコは，牙山は

地盤が軟弱な上に，干満差が激しく閘門を建設する必要があるなど製鉄所建設には必ず

しも適切でないこと，建設部が構想した港湾開発や用水・道路整備，鉄道建設などの政

府事業は当時の厳しい経済状況から着手される見込みが立たなかったことから，以前か

ら構想していた全羅北道光陽での建設計画を本格化させた。光陽湾もやはり地盤が軟弱

で敷地が狭く，大規模な埋め立てを行う必要があった。しかし，港湾建設では牙山より

適しているために，総じて費用を抑えられるとポスコは判断していた（浦項綜合製鐵

1989: 306-309）。しかも，1960 年代から 70 年代にかけての日本では，日本鋼管の福山

製鉄所，川崎製鉄の水島製鉄所，新日鉄の大分製鉄所など，軟弱な地盤の上に最新工法

により大幅に埋め立てを行い，その上に生産効率が高いレイアウトの工場を設計するこ

とが一貫製鉄所の主流となっていた。まさにポスコはこうした最新の建設トレンドに沿

うかたちで製鉄所の建設を目指したのである。 

 そのためにポスコは，浦項製鉄所の建設に設備サプライヤーとして参加したトーメン

から紹介を受けて，日本の地質専門家に光陽湾の調査を依頼した。その専門家からは，

製鉄所建設は可能との検討結果を得た 71。さらに永野重雄新日鉄元会長の紹介により，

                                                   
71 百瀬格（元トーメン浦項製鉄所建派遣者）へのインタビュー（2016 年 3 月 10 日，

2017 年 3 月 17 日）に基づく。 
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福山製鉄所の敷地造成時に軟弱地盤の改良を担当した五洋建設の社長を招聘して，改め

て調査を依頼した。ここでも，光陽は日本の福山や水島よりも建設には有利で造成には

理想的との回答を得た（浦項綜合製鐵 1989: 310）。その結果をもとにポスコは政府に対

して光陽建設案を報告した。その結果，1981 年 11 月に全斗煥大統領が第 2 製鉄所の立

地を光陽とする決定を下した（第 2 章 33 ページ，図 2－1）。 

 1982 年 7 月にポスコは敷地造成工事を開始したが，工事全体の基本設計はすべて日

本の海洋コンサルタント社が請け負った。工事は護岸築造，浚渫埋め立て，軟弱地盤の

改良の順に進められたが，護岸築造と浚渫埋め立ての詳細設計はポスコの子会社である

製鉄エンジニアリング（現在のポスコ建設）が，施工は韓国内の建設会社がそれぞれ担

当した。軟弱地盤の改良については，これだけの大規模な工事は韓国では例がなかった

ため，詳細設計も海洋コンサルタントが担当した。また，大規模地盤改良の現地見学と

土質試験方法の習得のために，ポスコは職員 8 名を日本に派遣した。施工は国内の建設

会社 2 社が行ったが，途中でポスコは効率的な工事管理のためにリアルタイム施工管理

システムの導入が必要と判断した。そこで日本の計測リサーチ社からシステムを導入す

ることになり，同社の副社長が現地に常駐して計測器の設置及び解析方法を指導した

（浦項綜合製鐵 1989: 324-328）。 

 

（2）設備計画 

 ポスコは設備計画においても，浦項製鉄所のときと同様に日本企業から協力を得よう

とした。1981 年頃から敷地選定や造成作業と並行して，新日鉄，日本鋼管，住友金属

の 3 社に包括的な技術協力を打診した。しかし，3 社からはいずれもよい回答を得られ

なかった。第 2 次オイルショックの発生による世界的不況によって鉄鋼市場は供給過剰

に陥っており，新規製鉄所の建設には日本をはじめ世界の鉄鋼メーカーが強く反対して

いた。特に，不況に伴う国内鉄鋼販売の縮小を埋めるべく，後述するようにポスコは日

本の鉄鋼メーカーが市場を支配していた東南アジア，さらには日本国内にまで販売攻勢

を強めていた。当時，日本の経済界では，日本企業から技術協力を受けた韓国企業が強

力な競争者として立ち現れてしまう「ブーメラン効果」に対する憂慮が強まっていた。

ポスコはまさにブーメラン効果を体現した存在と受けとめられていたのである。 

ポスコは 1982 年に入ると光陽製鉄所第 1 期設備の基本技術計画（MEP）の作成に着

手し，6 月までに草案を作成した。浦項製鉄所の第 3 期，第 4 期建設の際にポスコは自
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ら作成した MEP 草案の検討を JG から受けており，ポスコは光陽製鉄所についても草

案の検討を新日鉄に依頼した。しかし，これに対しても新日鉄は難色を示した。同年 10

月にポスコは 崔
チ ェ

周
ジ ュ

善
ソ ン

副社長を団長とする技術交渉団を日本に派遣し，新日鉄の斉藤英

四郎会長と武田豊副会長に改めて技術協力を要請した。ここでも新日鉄は，建設に協力

する余裕がないとしてこれを断った。結局，ポスコは翌 1983 年 1 月に西ドイツのティ

ッセンと MEP 草案の検討に関する技術用役契約を締結した。ティッセンによる検討作

業を経て，同年 7 月に MEP は確定をみた（浦項綜合製鐵 1989: 331-332）。 

 ポスコは設備購入の段階でも日本企業に対して改めて協力を求めた。浦項製鉄所は主

要設備を日本から導入しており，設備の部品等も日本の JIS 規格でほぼ統一されてい

た 72。操業を行う作業員も日本製の機械に習熟しており，高炉の場合，操業条件も指導

を行った新日鉄の方式に類似したものになっていた（JG 派遣団 1978: 29）。こうした

浦項製鉄所の経験を最大限に生かすために，ポスコは光陽製鉄所においても主要設備に

ついては日本製の導入を望んでいた。 

1983 年 4 月に稲山嘉寛新日鉄名誉会長は，経団連会長として日韓・韓日民間合同経

済委員会への出席のためにソウルを訪れた。稲山会長と面会した韓国の全斗煥大統領は，

技術移転問題に対する日本の経済界の協力を求めた。これは光陽製鉄所の建設に対する

協力を念頭に置いての発言と受け止められた。不況のただ中にあった日本の鉄鋼設備メ

ーカーにとっても絶好の販売機会であり協力に積極的であった。しかし，日本の鉄鋼メ

ーカーの消極的な姿勢は変わらなかった（日経ビジネス 1983）。 

 ところが同年 8 月になると鉄鋼メーカーは協力の姿勢に転じ，光陽製鉄所の建設に対

して間接的に協力することとした。この方針転換の背後には，稲山名誉会長の意向があ

ったとされる 73。具体的には日本の鉄鋼メーカーは鉄鋼設備サプライヤーのインナー・

コンサルティング，つまりポスコと設備サプライヤーとの契約の範囲内で設備の設計や

製作，操業面で協力するかたちで参加することになった。 

 

 

                                                   
72 劉常夫（元ポスコ会長）へのインタビュー（2017 年 3 月 17 日）に基づく。 
73 稲山名誉会長は 1983 年夏に軽井沢にポスコの東京駐在責任者を招いて技術協力を行う

旨伝えた（浦項総合製鐵 1993a: 416-417, 日経ビジネス 1983: 59）。ポスコの朴泰俊社長

は後に稲山名誉会長の追悼録に「（稲山名誉会長は）日本の鉄鋼業界が光陽製鉄所の建設

に協力するよう説得して下さった」と記している（朴 1997: 39）。 



78 
 

表 4－1 光陽製鉄所の主な設備とサプライヤー 

 
 

 結局，光陽製鉄所の主要設備の競争入札に，日本からは商社－設備メーカー－鉄鋼メ

ーカーのグループが，具体的には高炉には三井物産－石川島播磨重工業－新日鉄，転炉

は伊藤忠商事－川崎重工業－日本鋼管，熱延設備には三菱商事－三菱重工業－川崎製鉄

のグループがそれぞれ応札した。熱延設備の川崎製鉄を除くと，いずれも浦項製鉄所に

おけるサプライヤーと JG の工場別指導企業と同じである。しかし，結局落札したのは

熱延設備のみであり，高炉はイギリスのデイビー・マッキー社，転炉はオーストリアの

フェスト・アルピネ社が落札した（表 4－1）74。 

                                                   
74 光陽製鉄所は，それまでの JIS 中心からドイツの DIN など世界の様々な工業規格の技

術を導入することになった。規格が異なると部品も違ってくるので，輸入する必要がある

第1期 第2期 第3期 第4期
1987.5総合竣工 1988.7総合竣工 1990.12総合竣工 1992.5総合竣工

高炉 工場 第1高炉 第2高炉 第3高炉 第4高炉
設備容量 3800㎥ 3800㎥ 3800㎥ 3800㎥
サプライヤー Davy-Mackee 同左 同左 同左

転炉 工場 第1製鋼 第1に設備追加 第2製鋼 第2に設備追加
設備能力 250t/d×2 250t/d×3に 250t/d×2 250t/d×3に
サプライヤー Voest-Alpine 同左 同左 同左

連続鋳造 工場 第1連鋳 第1に設備追加 第2連鋳 第2に設備追加
設備容量 2M/C×2STR 3M/C×2STRに 2M/C×2STR 4M/C×2STRに
サプライヤー Mannesmann-Demag 同左 同左 同左

熱延 工場 第1熱延 第1を拡張 第2熱延 第3熱延
設備能力 270万t/y 450万t/yに 295万t/y 350万t/y
サプライヤー 三菱商事(三菱重工業) 同左 同左 同左

冷延 工場 光陽第1冷延(第3) 光陽第2冷延(第4) 光陽第3冷延(第5)
設備能力 122.5万t/y 128.5万t/y 122.5万t/y
サプライヤー 酸洗･圧延:伊藤忠商事 酸洗:三菱商事 酸洗:三菱商事

連続焼鈍:三菱商事 圧延:伊藤忠商事 圧延:伊藤忠商事
連続焼鈍:三菱商事 連続焼鈍:三菱商事

(1989.1竣工） (1992.1竣工） (1992.9竣工）
工場 光陽第1CGL 光陽第2CGL
設備能力 36万t/y 36万t/y
サプライヤー Clecim 不明

(1988.12竣工) (1991.6竣工)
工場 光陽EGL
設備能力 40万t/y
サプライヤー 不明

(1990.8竣工)

（注）サプライヤーはすべて韓国メーカーとコンソーシアムを形成。

（出所）浦項綜合製鐵 (1993a: 412-486).

電気亜鉛
めっき設
備(EGL)

溶融亜鉛
めっき設
備(CGL)
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 日本のグループがすべて落札できなかった要因は，後で述べるようにポスコは光陽製

鉄所の建設をできるだけ低コストに押さえる必要があったこと，そうしたなかでヨーロ

ッパの鉄鋼メーカーが低価格で応札してきたことにあった。世界的な鉄鋼不況のなかで

ポスコに対して販売攻勢を強めていたのは，日本以外の鉄鋼設備メーカーも同じであっ

た。これに各国政府も低利の公的金融をつけることにより販売を積極的に後押ししてい

た 75。日本政府も，1981 年 1 月の中曽根首相訪韓時に日本輸出銀行による 21.5 億ドル

の融資を約束して支援した。しかし，落札できたのは最も金額が大きい設備とは言え，

熱延設備ひとつにとどまった。結果として，光陽製鉄所の設備における日本企業の技術

協力は限定的であったと言える。 

 光陽製鉄所第 1 期建設は 1985 年 3 月 5 日に着工し，1987 年 5 月 7 日に総合竣工を

迎えた。さらに第 2 期建設も第 1 期建設途中の 1986 年 9 月 30 日に着工し，1988 年 7

月 12 日には総合竣工となった。 

 

3．低コスト・高効率な製鉄所の誕生 

 

（1）低コスト建設の実現 

 光陽製鉄所は，世界的にみても低いコストで建設された製鉄所であった。1980 年代

当時，製鉄所の建設コストが年間粗鋼生産量 1 トンあたり 1500 ドル程度であったのに

対して，光陽製鉄所の場合，工期や計算範囲によって異なるものの，約 400-700 ドルと

その半分以下に抑えられていた（D’Costa 1999: 47, 67）。 

 ポスコが徹底した低コストで建設することを志向した理由として，計画時点の厳しい

経済状況があげられる。ポスコが具体的に光陽製鉄所の建設計画を策定した時期は

1980 年代初頭であったが，当時，韓国経済は危機を迎えていた。1979 年の第 2 次オイ

ルショックと朴正熙大統領の暗殺に伴う政治混乱，それに農作物の凶作もあって 1980

年の国内総生産（GDP）は朝鮮戦争時以来のマイナス成長となった。韓国は増大する対

外債務に対処するために国際通貨基金（International Monetary Fund: IMF）からス

                                                   
部品の種類が多くなり，在庫が増えて費用がかさんだ。結局，ポスコは部品の国産化を図

ることにしたが，それがポスコの技術能力を向上させることになったと，当時設備計画本

部長であった劉常夫元会長は評価している（劉常夫（元ポスコ会長）へのインタビュー

（2017 年 3 月 17 日）に基づく）。 
75 劉常夫への上記インタビューに基づく。 
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タンド・バイ取極に基づいた融資を受けるとともに，国内では過剰設備に陥っていた重

化学工業の構造調整を余儀なくされた。そのため，経済政策の司令塔的な役割を担って

いた経済企画院は，第 5 次経済開発五カ年計画（1982-86 年）から光陽製鉄所の建設を

除外して，第 6 次計画時以降に延期する試案まで出していた（劉常夫 1998: 91-92; 浦

項綜合製鐵 1989: 308）。早期の建設を実行するためには建設コストの削減がポスコに

とって至上命題であったのである。 

そのためポスコは，先に見たように，主要設備においても競争入札を導入した。それ

だけでなく低価格で外貨の節約にもなる国産設備の導入も積極的に行った。浦項製鉄所

建設の時からポスコは設備の国産化率の引き上げに努めた結果，浦項製鉄所第 4 期建設

においては設備の国産化率を 35％に達していた。光陽製鉄所第 1 期建設ではこれをさ

らに上げて 45％とする目標を定めた 76。そのために，光陽製鉄所においては構内輸送

や発電，受配電，蒸気などの設備はすべて国内メーカーから購入した。さらに海外から

購入する設備についても，海外メーカーはすべて国内メーカーとコンソーシアムを組む

ことを条件とした（浦項綜合製鐵 1989: 343）。これによって海外から輸入する主要設備

についても副次的な部分の国産化を進めるとともに，将来的な全面的な国産化に向けて

技術移転を促進することを狙っていた。 

さらに第 2 期以降の設備については，海外・国産に限らず，第 1 期と同じ設備メーカ

ーからほぼ同型の設備を購入した。これによって設備メーカーから割引購入することが

可能になった。加えて，同型設備であることにより導入後の整備や補修部品などの面で

もコストを引き下げることができた（ソン･ソンス 2002: 285）。 

光陽製鉄所の建設コストを相対的に低く抑えることができたのは設備購入のあり方

だけではない。浦項製鉄所の経験によって，ポスコが製鉄所建設に関する技術能力を蓄

積していたことも大きな要因のひとつにあげることができるだろう。先に見たように，

                                                   
76 結果的に光陽製鉄所第 1 期建設の設備国産化率は 49.4％を達成した。その後も第 2 期

は 55.4％，第 3 期は 61.3％とポスコは着実に設備国産化率を上昇させていった（浦項綜合

製鐵 1989: 345）。しかし，これは点数ベースの数字であって周辺設備，あるいは主要設備

に附帯する機器が中心である。2010 年代になっても高炉や転炉，熱延・冷延設備など，鉄

鋼の主要設備の国産化は果たしておらず，2000 年代末に新たに建設された現代製鉄唐津製

鉄所においても。主要設備はすべて海外から輸入することになった。その理由について，

日本の設備サプライヤーである総合商社の元担当者は，さらに後発国でありながら設備メ

ーカーが成長している中国と比較して，韓国は国内市場が小さいことを指摘している（小

西正秀への前掲インタビューに基づく）。プラントメーカーの問題は改めて検討していき

たい。 
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光陽製鉄所の建設においては土地造成などの面では日本企業の協力を得たものの，それ

以外の公式的な技術協力はティッセン社による基本技術計画（MEP）の検討や，三菱グ

ループによる熱延設備の供給に川崎製鉄がインナー・コンサルタントとしての協力があ

った程度であった。しかも MEP の検討は第 1 期建設のみであり，第 2 期以降の建設に

おいては MEP の外部検討なしにポスコ単独で建設を行った。さらに，光陽製鉄所の各

期の建設は年産 270 万トン規模と，年産 300 万トンであった浦項製鉄所第 4 期建設と

ほぼ同じであったが，工期は浦項第 4 期が 2 年 10 カ月弱であったのに対し，光陽 1 期

が 2 年 2 カ月，同 2 期が 1 年 10 カ月弱とさらに短縮することに成功した。浦項製鉄所

建設の経験で培った技術能力によって，海外に技術用役料をほとんど払うこともなく，

短い工期を実現することによって建設コストを大幅に抑えることができたのである。 

 

（2）工程イノベーションの収束と高効率生産のための学習 

 ポスコが光陽製鉄所を低コストで建設することができた技術的背景としてあげるこ

とができるのは，臨海大型銑鋼一貫製鉄所の建設という工程イノベーションの収束化で

ある。これによって，ポスコは光陽製鉄所の設立にあたって新たな技術を追い求める必

要はなく，浦項製鉄所での建設・操業の経験をそのまま光陽製鉄所に生かすことができ

た。さらに各工程の技術が成熟化することによって設備の標準化が進んだ。その結果，

高炉や転炉，熱延設備など主要設備についても，先にみたように競争入札によってメー

カー間で価格を競わせることが可能になったと言える。 

 さらに，新たな技術が生まれないというイノベーションの収束化のもとで，ポスコは

生産効率を最大化するような生産体制の確立に技術学習を集中させた。そのひとつは，

効率的なレイアウトの作成である（浦項綜合製鐵 1989: 322）。立地が光陽に決定する

と，ポスコは敷地の造成のために具体的な敷地造成の検討とレイアウトづくりに取りか

かった。すでに日本において製鉄所の新設は終了しており，ポスコはそれらを参考にし

て，生産性が高くかつ光陽の地形に適したレイアウトを作成することが可能であった。

日本など世界各地の製鉄所のレイアウトを参考に 60 余りの案を作成した末にレイアウ

トを決定した。特に参考にしたのは日本鋼管の扇島製鉄所と新日鉄の大分製鉄所であっ

た 77。ともに 1970 年代になって竣工した最新の製鉄所であり，扇島製鉄所は軟弱地盤

                                                   
77 劉常夫への前掲インタビューに基づく。 
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の入り江を埋め立てて敷地を造成している点で，光陽と共通点があった。大分製鉄所は

生産効率を上げるために各工場を直線的に配置するレイアウトを採用していた。浦項製

鉄所第 3 期建設時に JG 派遣団長であった鈴木規夫氏は，大分製鉄所に建設時から勤務

し，自宅も大分にあった。ポスコの朴泰俊社長は，光陽製鉄所建設に先立って，鈴木氏

の自宅を何度か訪れて建設の助言を求めたという 78。 

 もうひとつの技術学習は，工程間の効率化，具体的には仕掛品を持たない一貫生産シ

ステムの導入である。そのためにポスコは光陽製鉄所において，全連鋳と熱片装入圧延

（Hot Charging Rolling: HCR）を採用した。全連鋳は分塊工場を置かず，製鋼工程で

は転炉からすべて連続鋳造設備につなぐ方法であり，日本では新日鉄大分製鉄所が初め

て採用していた。HCR は連鋳設備で生まれた鋳片を途中で手入れすることなく，直接，

熱延設備の加熱炉に装入する方法である。その上で，光陽製鉄所は，高炉から全連鋳，

さらに HCR から熱延設備に至る生産工程をすべてコンピュータで制御し，さらにそれ

を受注・出荷を管理するビジネスコンピュータを繋ぐ，いわゆる AOL (All On Line) シ

ステムを導入した 79。 

コンピュータの導入については，浦項製鉄所において第 2 期に熱延工場，さらに第 3

期に製鋼工場においてそれぞれ JG の技術指導を受けてプロセス・コンピュータを導入

していた（稲崎 1997; JG 派遣団 1978）。第 4 期には既存の 6 つの工場と第 4 期の 7 つ

の工場をオンラインでつなぐシステムを構築した。1981 年からは新日鉄大分製鉄所の

技術指導を受けて，生産管理だけでなくビジネスコンピュータも導入して AOL システ

ムの構築を進めていた。光陽製鉄所においては最初から AOL システムを前提に建設が

行われた。全連鋳と HCR によって AOL は変数が何倍にも増えてはるかに難易度が高

く，当初は途中で製品をリジェクトしてしまう不具合が発生してしばらくオフラインで

の操業を余儀なくされた。その後，試行錯誤を重ねて，半年程度で正常操業を達成した

という 80。 

 以上のように，効率的な製鉄所レイアウトおよび工程システムを学習することにより，

                                                   
78 鈴木規夫（元新日本製鐵，第 6 次 JG 派遣団長）とのインタビュー（2015 年 9 月 4
日）に基づく。 
79 日本では 1960 年代末に新日鉄（当時は八幡製鉄）君津製鉄所が AOL システムを世界

で初めて導入していた（夏目 2005: 121-135）。 
80 劉常夫への前掲インタビューに基づく。 
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光陽製鉄所は極めて高い生産効率を達成することになった 81。出銑から熱延コイルの生

産まで，当時の世界の標準的な製鉄所では 4，5 日，浦項製鉄所でも 12 時間かかって

いたところを，光陽製鉄所では 8 時間 30 分にまで短縮することに成功した（浦項綜合

製鐵 1993a: 418-420, 447）。 

  

4．徹底した少品種大量生産志向 

 

光陽製鉄所の高い生産効率を最大限に生かすかたちで，ポスコは光陽製鉄所での生産

品目を熱延コイルのみとする，極端な少品種大量生産体制をとった。熱延コイルの輸出

増大を念頭に置いたものだったが，その背景には製鉄所建設計画段階での韓国の厳しい

経済状況があった。経済企画院が計画の延期を主張したのに対して，製造業を主管する

商工部，それにポスコは，国全体の輸出目標を達成するためには鉄鋼業の本格的な輸出

産業化が不可避であり，ポスコはそれをなし得る競争力を持っていると反論して建設推

進を訴えた（浦項綜合製鐵 1989: 308）。事実，ポスコは輸出を大幅に増やしていた。図

4－1 はポスコの販売量の推移をみたものである。1979 年から 1982 年にかけて，浦項

製鉄所の拡張によって生産量が急速に増加したものの内需がそれに追いつかず，それを

埋め合わせるかたちで輸出が増えていることがわかる。主な輸出先は日本と東南アジア

であり，1979 年の場合，輸出 155 万 4 千トンのうち 35 万 2000 トンが日本向けであっ

た。東南アジアでは鉄鋼材輸入市場の 7％をポスコ材が占めた（浦項綜合製鐵 1993a: 

343）。主な輸出製品は熱延コイルであった。これは 1970 年代の国内の鉄鋼需要が建設

などに使われる条鋼類や厚板が中心であったのに対して，自動車や電子製品など機械類

に使用される薄板の需要が想定ほどは伸びず，その母材である熱延コイルが韓国内では

過剰供給になってしまったためである。1980 年と 1982 年のポスコの輸出比率はそれ 

                                                   
81 工程イノベーションが収束化するなかでも個々の設備の高性能化は進行しており，光陽

製鉄所はそうした設備を積極的に採用した。例えば，熱延設備におけるスケジュールフリ

ー圧延である。これは，板幅に関係なく圧延順序を自由化できる技術である。1982 年に新

日鉄八幡製鉄所の熱延工場が 6 重圧延機やクラウン・形状計算モデルといった新たな技術

を確立したが（新日本製鉄編 2004: 104），光陽製鉄所の熱延設備もさっそくこの新技術を

導入した。さらに，1984 年に新日鉄と三菱重工業は，ワークロールの変形を防いで｢クラ

ウン｣と呼ばれる板厚差を減少させる，ペアクロスミルという圧延機を開発した（新日本

製鉄編 2004: 97-98）。続けて三菱重工業は，ロール摩耗を分散させるオンラインロールグ

ラインダーと呼ばれる機能を組み込んだペアクロスミルを開発したが，光陽製鉄所はこれ

を日本の製鉄所よりも早く世界で初めて導入した（芳村 2005: 3）。 
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図 4－1 ポスコの販売量の推移 

 

（出所）ポスコ 35 年史編纂委員會(2004b: 96)より作成。 

 

ぞれ 47％，41％にまで上昇し，総輸出量も 1984 年には 800 万トンを突破した。当初

は日本製品よりも 5％程度安い価格で販売して輸出を拡大したという 82。ポスコは光陽

製鉄所の建設計画において輸出による外貨獲得能力の高さを全面に打ち出した。そのた

めに，少品種大量生産によってコスト競争力をさらに高めるべく，生産品目は熱延コイ

ルのみとしたのである。光陽製鉄所建設自体，設備購入のために多くの海外借款を導入

することになり，その返済のために外貨を稼ぐ必要があったことも輸出市場を強く意識

した理由の一つであったという 83。ただし，第 3 期建設以降はそのときの需要趨勢をみ

て，必要ならば厚板や形鋼などの生産が可能なように工場の配置計画をたてることとし

た（白徳鉉 2007: 490）。 

                                                   
82 その後は収益を高めるため，製品の品質を高めて納期を遵守することなどに努め，ポス

コはホットコイルをトンあたり日本企業よりも 2－3 ドル安価か，ほぼ同等な程度で販売

するようになった（浦項綜合製鐵 1993a: 343）。 
83 劉常夫への前掲インタビューに基づく。 
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 このように，ポスコは浦項製鉄所の建設による学習経験に加えて，臨海大型一貫製鉄

所の建設という工程イノベーションが収束する機会を捉えて，光陽製鉄所を低コスト・

高効率の製鉄所として建設した。その上で当初は中間財である熱延コイルのみの少品種

大量生産体制を築いたのである。 

 

 

第 2 節 高級鋼開発・生産に向けての体制構築 

 

 他方で，1980 年代のポスコにおいては高級鋼の開発・生産に向けた動きも始まって

いた。以下では，自動車鋼板を含む薄板を中心に，ポスコによる高級鋼の開発の試みに

ついてみていく。 

 

1．高級鋼開発の最初の試み 

 

（1）浦項第 1 冷延工場での冷延鋼板生産 

 浦項製鉄所の完工時点で，薄板の川下工程である冷延工場の規模はそれほど大きくな

かった。川中工程に位置する熱延工場は，第 1 熱延工場，第 2 熱延工場の生産能力を合

わせて年産 600 万トンに達していた。これに対して，1977 年 2 月に量産体制に入った

浦項第 1 冷延工場の生産能力は 53 万トンに過ぎなかった。冷延工場の規模を拡大しな

かった理由としては，第一に，韓国内には浦項製鉄所の建設以前から，主に建設資材向

けの冷延鋼板を製造する単圧メーカーが存在したことがあげられる。ポスコは国内唯一

の熱延コイル製造業者であり，単圧メーカー向けに母材の熱延コイルを生産・出荷する

役割を主に担っていた。第二にあげられるのは，高品質な冷延鋼板に対する需要の不足

である。単圧メーカーが存在するなかで，ポスコが生産しようとした冷延鋼板は電子製

品や自動車，産業用機械などに使用されるグレードの高い製品であったが，前節でも触

れたように，これら産業の需要が十分な規模には達していなかった。最後に，第 1 冷延

工場の稼働が当初安定しなかったことも，冷延工場を拡張しなかった理由の一つと考え

られる。第 1 冷延工場の設備供給者はフェスト，W-United，シーメンスのコンソーシ

アムであり，ポスコは設備供給先での研修を行うなど事前の技術習得に努めた。しかし，

薄板に求められる厚さや形状，表面の清浄性など品質管理面で問題があり，実収率は低
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いままであった（浦項綜合製鐵 1993b: 121）。そのため，ポスコは改めて新日鉄に技術

協力を要請し，同社から技術指導と日本での研修を受けることを通じて操業の安定化を

図らざるを得なかった（中嶋 1997: 126; 浦項綜合製鐵 1993b: 121）。 

 

（2）自動車鋼板開発のスタート 

 浦項第 1 冷延工場の操業を安定化させた後，ポスコは高級鋼開発に向けて動き始め

た。特に開発の重点課題となったのが自動車鋼板である。先進国において自動車産業は

鉄鋼業の最大の需要産業であり，韓国政府も 1970 年代から自動車産業を重点産業のひ

とつとして育成に力を注いでいた。ポスコは 1978 年にオーストリアのフェスト・アル

フィネ社から自動車車体用冷延鋼板の製造技術（深絞り加工用アルミキルド鋼）を導入・

発展させて，1979 年から国内自動車メーカーに供給を始めた（浦項綜合製鐵 1989: 783）。

さらに同年に自動車用鋼板開発推進チームを発足するとともに，1982 年には自動車鋼

板を戦略鋼種に選定した（浦項綜合製鐵 1993b: 121）。 

しかし，本格的に自動車鋼板の開発・生産に向けて動き出したのは，浦項第 2 冷延工

場の建設計画が立ち上がった 1984 年からである。1984 年 8 月にポスコは浦項製鉄所

の元熱延工場長である金鍾振理事を委員長とする「薄物開発委員会」を発足させた。同

委員会の最初の 1 年間の課題は，先進国における冷延関連の技術資料を収集して，開発

対象となる薄板とその製造技術，及び第 2 冷延工場の設備を検討することであった（浦

項綜合製鐵 1989: 909-910）。ここで開発すべき薄板として選定されたのが電気亜鉛め

っき（Electro-galvanized: EG）鋼板であった。そのために第 2 冷延工場には電気めっ

き設備（Electro Galvanizing Line: EGL）を導入するとともに，冷間圧延後に板を柔ら

かくする焼鈍工程を，第 1 冷延工場で採用された箱焼鈍ではなく，当時主流になりつつ

あった連続焼鈍とすることとした。第 1 章で述べたように連続鋳造工程の応用によって

開発された連続焼鈍は，箱焼鈍と比べて熱処理の時間を大幅に短縮できると同時に，板

表面の欠陥を減らすことができ，EG 鋼板の製造には不可欠であった 84。 

 第 2 冷延工場の設備決定に続いて薄物開発委員会は，まず極低炭素鋼の開発に着手し

た。連続焼鈍方式を採用した場合，熱処理時間が短いために材質の劣化が生じやすく，

それを防止するためには川上の製鋼工程において極低炭素鋼を製造する必要があった

                                                   
84 薄板及び表面処理鋼板の製造工程については，巻末の鉄鋼業工程図を参照。 
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からである。1985 年 7 月にポスコは薄物開発委員会内に新たにシステム分科委員会及

び素材開発分科委員会を組織し，極低炭素鋼の開発とその製造のための生産システム開

発に取り組んだ。 

続いて 1986 年 1 月に薄物開発委員会に薄板製品開発分科委員会と生産操業分科委員

会を追加するとともに，技術研究所（後述）にシミュレーターを導入して，これを利用

した連続焼鈍技術と電気めっき技術の開発に注力した。その結果，1987 年 2 月の第 2

冷延工場の竣工までに電気めっき鋼板と炭素含有量 30ppm 以下の極低炭素鋼，および

それを使用した高加工用自動車鋼板を開発することに成功した（浦項綜合製鐵 1989: 

910-912）。 

自動車鋼板の開発にあたっては，自動車メーカーと鋼材開発委員会を組織して 1 カ月

に 1 回協議を行うとともに，実物大のプレス加工実験を行って，問題点の導出と改善を

繰り返した（浦項綜合製鐵 1993b: 167）。その成果として，1987 年中に EG 鋼板のな

かでも自動車鋼板として広く使われている Zn-Ni 電気亜鉛めっき鋼板の製造を開始し，

起亜自動車への出荷を果たした（浦項産業科学研究院 10 年史編纂委員會 1997: 412）。

1980 年にはわずか 4,400 トンであったポスコの自動車メーカー向け鋼板供給量は，

1988 年には 419,000 トンにまで達した。これにより 1980 年代後半に自動車生産が急

増するなかでも，ポスコは自動車産業での鉄鋼材所要量の半分以上を供給することがで

きたのである（浦項綜合製鐵 1989: 784）。 

 

（3）キャッチアップの困難 

しかし，依然として日本メーカーなどとの技術格差は大きかった。それは第 1 章でみ

たように，日本が主導した戦後鉄鋼業のイノベーションにおいて，高級鋼の開発・生産

という製品イノベーションが，まさにこの時期に活発に展開していたからである。表面

処理鋼板の場合，1980 年代後半には穴あき腐食 10 年保証が北米自動車メーカーでの

目標値とされ，日本国内ではこれに対応できかつ加工性に優れた厚目付け合金化溶融亜

鉛めっき鋼板（GA 鋼板）がすでに開発，採用されていた。ポスコにおいても薄物開発

研究委員会が 1988 年 6 月に作成した｢薄物製品中長期技術発展計画｣において，防錆 10

年保証のための表面処理技術及び塗装鋼板製造技術の高度化を重点課題と設定した（浦

項綜合製鐵 1989: 910）。とは言え，実際には 1988 年時点は自動車メーカーと 6 年保証

の鋼板を共同開発するにとどまり，GA鋼板についてはまだ試験生産の段階であった（浦
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項綜合製鐵 1993b: 170）。極低炭素鋼による高加工用自動車鋼板についても，日本メー

カーは 1980 年代に高強度でかつ加工に適した柔らさも併せ持つ Dual Phase 鋼（DP

鋼）を開発して自動車メーカーへの提供を始めていた。しかし，ポスコでは 1980 年代

末時点ではまだ開発にすら至っていなかった。日本の鉄鋼メーカーが高級鋼の開発をめ

ぐるイノベーションを活発に展開して多様な機能をもった鋼種を次々に生んでいくな

かで，後発者であるポスコが同じペースで開発を進めるのは極めて難しかったと考えら

れる。 

ポスコにとって高級鋼の開発が難しかったもうひとつの理由として，日本鉄鋼メーカ 

 

表 4－2 ポスコの技術導入（1980－1995 年） 

 

技術提供者 認可･申告日(注) 導入技術
住友金属工業(日) 1980.6.08 無繋目鋼管
Japan Group(日) 1981.3.14 操業安定化のための技術導入
新日本製鐵(日) 1981.3.14 生産管理体制確立
新日本製鐵(日) 1981.4.28 第2高炉改修
USS Engineers & Consultants(米) 1981.10.7 RIBAND鋼
東洋コンサルタンツ(日） 1982.1.30 第2製鉄所敷地造成
川崎製鉄(日) 1982.3.19 技術研究所,製鋼･連鋳工場操業技術
Le Havre港湾庁(仏) 1982.5.8 光陽製鉄所海上水理模型実験
日本海洋コンサルタント(日) 1982.11.18 光陽製鉄所管理
日本海洋コンサルタント(日) 1983.4.11 光陽製鉄所敷地造成
Thyssen Stahl(西独) 1983.8.13 亜鉛めっき鋼板
川崎製鉄(日) 1984.6.13 高清浄鋼連鋳･冷延工場油圧技術
Armco Inc.(米) 1984.8.13 微粉炭吹込技術
SMP研究所(日) 1984.7.24 高級鋼開発
新日本製鐵(日) 1986.2.10 高炉炉壁補修技術
ST Laboratories Inc.(日) 1987.10.28 高級方向性電磁鋼板製造
Krupp Indusrie Terchnik(西独) 1988.5.13 ステンレス熱延コイル製造
Krupp Indusrie Terchnik(西独) 1988.5.13 ステンレス製鋼工場P/Cシステム技術
Melx Corp.(日) 1988.10.7 ステンレス焼鈍酸洗設備P/Cシステム
慎研工業(日) 1990.12.5 光陽1･2冷延CGL･PGL
新日本製鐵(日) 1992.11.20 自動車用有機被覆鋼板製造
Voest-Alpine (墺) 1993.2.3 COREX導入

（注）1984年7月に技術導入は認可制から申告制に転換。

（出所）韓國産業技術振興協會附設技術経営研究院 (1995)より作成。
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ーをはじめ先進国企業が，ポスコに対して技術協力に消極的であったことがあげられる。

先にみたように，短期間に急速な成長を遂げて国際市場に参入してきたポスコに対して，

先進国の鉄鋼メーカーは警戒心を持つようになっていた。浦項製鉄所の建設において技

術協力を行った日本の鉄鋼メーカーの場合，その警戒心は特に強かった。表 4－2 は

1980 年から 1995 年までのポスコの技術導入を示したものだが，自動車鋼板など高級

鋼開発に直結するとみられる技術導入は少なかった。特に，それまで技術導入で中心的

役割を果たしていた日本の大手鉄鋼メーカーからの技術導入は限定的であったことが

わかる 85。ポスコはそのために公開された技術情報をもとに自ら試行錯誤することを通

じて開発を進めざるを得なかったのである。 

 

2．大学・研究機関の設立 

 

 海外からの技術導入による学習が難しければ，自国内でのネットワークを駆使しつつ，

自ら開発体制を整えることを通じて学習する他はない。日本の鉄鋼メーカーの場合，

1960 年代から大学や研究機関と共同で薄板の研究開発を行い，これが高級鋼の開発に

おけるイノベーションの基盤となっていた。しかし，1980 年代の韓国にはポスコと共

同で研究開発を行えるような大学や研究機関は存在していなかった。韓国の大学では早

くから理工系学科が多く設置され，1970 年代の重化学工業政策の過程で定員も大幅に

拡充されていた。しかし，当時の韓国における大学の主な機能は企業のエンジニアとな

る学部生の教育であって研究機能は極めて限定的であった。大学院も当時は未来の教員

養成に重点が置かれており，1980 年代は研究機能の強化にようやく手をつけ始めた段

階であった（安倍 2010: 38-40）。政府系研究機関では，韓国科学技術研究院（KIST）

が鉄鋼開発のセクションを有していた。しかし，KIST は浦項製鉄所の建設において日

                                                   
85 高級鋼に関して海外から技術を導入しようとするポスコの大きな試みであったと考えら

れるのが，アメリカの US スチール社との協力である。ポスコと US スチールは 1985 年 1
1 月に幅広い提携関係を結ぶことで合意した。合弁会社 UPI(US Steel-POSCO Industrie
s)を設立してピッツバーグにある US スチールの冷延工場を共同経営し，ポスコが母材で

ある熱延コイルを供給するとともに，US スチールがシームレスパイプなど高付加価値製

品の技術を供与することを骨子としていた。しかし，労使紛争や設備の老朽化などにより

UPI の正常化に時間がかかり，また US スチールの技術開発の遅れから両社の技術協力は

大きな成果は得られなかったとみられる（浦項綜合製鐵 1989: 414-428；『日本経済新聞』

1985 年 7 月 15 日）。 
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本など先進国からの技術導入に一定の役割を果たしたものの，鋼材の開発等では目立っ

た成果をあげていたとはいえなかった。国内に研究開発面で頼るべき大学や研究機関が

存在しないなかで，ポスコが選択したのはみずから大学と研究機関を設立することであ

った。 

 

（1）浦項工科大学（POSTEC）の設立 

 当初，ポスコによる大学設置構想は，浦項地域の住民からの強い要請を受けて始まっ

た。人口 20 万人以上の市で 4 年制大学を持たない市は浦項市だけだとして，1982 年

に市民団体である浦項地域開発促進委員会が大学誘致運動に乗り出し，ポスコに対して

大学設立の主体となることを要請した。これを受けてポスコの朴泰俊会長は，日本の亜

細亜大学を運営している東急電鉄と共同で大学を設立することを構想した。1983 年 3

月にポスコは，国際関係学科，法学科，機械工学科の 3 学科からなる｢韓国亜細亜大学｣

設立案を文教部に提出した。しかし，浦項地域での 4 年制大学の設立は時期尚早だとい

う理由で却下されてしまった（イ･グァンス 201586: 26-28）。 

 却下を受けて，朴泰俊会長はポスコ傘下の学校法人である製鉄学園に対して，改めて

大学設立計画の作成を指示した。1985 年 1 月に製鉄学園は，名門工科大学へと発展さ

せることを目標とした，工学系学科のみからなる｢浦項工科大学｣設立計画を文教部に提

出した。その上で朴泰俊会長は，実施主体を製鉄学園からポスコ本体に移した上で，大

学設立推進本部を組織して具体的な設立計画案を作成するよう求めた（イグァンス

2015: 28-29）。同年 4 月に同本部は建学理念，設立基本方向及び段階的発展計画，大学

組織等からなる「学事基本計画」を作成した。同計画の特徴は，質的に秀でた工科大学

を設立すること，そして大学とポスコの連関性を強調したことにあった。モデルとした

のはドイツのアーヘン工科大学，イギリスのシェフィールド大学，日本の東北大学など，

産業と密着した金属工学科を設置している大学であった。創立第一段階での設立学科は，

金属工学，材料工学，機械工学，電気電子工学，計測制御工学，産業工学，化学工学，

電子計算学といった，ポスコの技術開発と連関性の高い分野の学科を選んだ。また学部

と合わせて大学院を同時に設立して，製鉄所の研究プロジェクトを遂行することとした。

教育面では生産現場での実習を重視して正規課程に組み込むとともに，大学院の金属工

                                                   
86 著者のイ･グァンスは POSTEC の学事課長やポスコ教育財団常務等を歴任しており，同

書は事実上，POSTEC の大学史と位置づけることができる。 
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学科は二元化し，研究人材を養成する研究課程と，ポスコの現場高級技術者を養成する

現場技術課程を同時に運営することとした（イ･グァンス 2015: 39-41）。ポスコのもと

での｢鉄鋼特性化大学｣としての性格が極めて強い計画であったことがわかる。浦項工科

大学設立計画は同年 7 月に文教部によって承認された。 

 しかし，1985 年 8 月に量子物理学の権威で在米経験の長い金浩吉が初代学長に内定

して以降，大学の方向性は大きく変わることになった。すなわち，鉄鋼特性化大学から

研究中心大学への転換である。学部よりも大学院の定員が多いカリフォルニア工科大学

など，アメリカの大学院中心大学が新たなモデルとなった。分野も｢鉄鋼はいまや斜陽

産業だ｣とする金浩吉の意見を取り入れ，当初の設置学科案にあった金属工学科と材料

工学科は金属材料工学科に統合されるともに，数学科，物理学科，化学科といった理学

系学科が追加された 87。朴泰俊創立理事長と金浩吉学長のもとで 1987 年 12 月 3 日に

浦項工科大学（Pohang University of Science and Technology: POSTEC）は開校式を

迎えるに至った。 

 

（2）産業科学技術研究所（RIST）の設立 

 他方で，大学設立に合わせてポスコの研究機能を拡張することも大きな課題となった。

ポスコは 1977 年には社内に技術研究所を設立していた。しかし，1984 年末の時点で 4

研究室・1 研究班に 126 人の研究員（研究所全体で 266 人）を擁していたものの，博士

号取得者が 11 名に過ぎないなど，十分な体制を構築できていなかった（浦項綜合製鐵

1989: 476; 浦項産業科学研究院 10 年史編纂委員會 1997: 97）。 

朴泰俊会長は，技術研究所を新たな大学の研究所としての機能も持たせて大学構内に

移すことを構想し，技術研究所に対してマスタープランの作成を指示した。これを受け

て技術研究所は，1985 年 8 月に｢総合研究所（仮称）基本計画｣を策定してポスコ役員

会に報告した（浦項産業科学研究院 10 年史編纂委員會 1997: 111-114）。新研究所は，

現場で当面の生産性向上や改善に取り組む製鉄所と，長期的な基礎研究を行う大学の中

間に位置して，新製品・新用途や要素技術，工程の開発を行う存在と位置づけられた。

                                                   
87 ポスコの朴泰俊会長はもともと，ポスコに資するにとどまらず広く韓国全体の科学水準

の向上のために，世界的な工科大学を設立したいという志向も持っていたとされ（イ･グ

ァンス 2015: 55），金浩吉初代学長内定者の登場でその方向に一気に旋回したことにな

る。 
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研究開発の方向性は，多角化のために鉄鋼以外の分野の基礎・応用研究も行うとしたが，

重点は鉄鋼関連で占められていた。 

 しかし，大学が鉄鋼特性化大学から理工系全般の研究中心大学へと設立趣旨が変化し

たことに伴い，新研究所の計画も企業傘下の鉄鋼関連研究所としての構想から離れて，

広く社会に開かれた科学技術研究所を志向するようになった。その結果，新研究所の正

式名称は｢産業科学技術研究所（Research Institute of Industrial Science and 

Technology: RIST）｣とした。組織形態も優秀な人材確保や浦項工科大学及び関連産業

との協力の上で有利であるという理由で，ポスコ付属研究所ではなく財団として独立法

人化することとした。1986 年 6 月に確定した｢産業科学技術研究所設立計画｣でも，そ

の目的に鉄鋼業だけでなく，｢経営多角化に必要な技術を供給し，さらに 21 世紀の産業

社会の環境に長期的に対応するために基礎科学と先端技術の研究体制をもつようにす

る｣ことをうたった。鉄鋼分野は，鉄鋼周辺技術及び素材関連分野，産業の基礎科学分

野，先端科学技術分野と並ぶ研究分野のひとつという位置づけになった（浦項産業科学

研究院 10 年史編纂委員會 1997: 111-114）。1987 年 3 月 27 日に RIST は正式に発足す

ることになった。 

 

 

第 3 節 光陽製鉄所の川下展開と研究開発体制の試行錯誤 

 

1．光陽製鉄所－薄板主力の製鉄所へ 

 

 第 1 節でみたように，建設当初，光陽製鉄所は建設当初は川下工程の工場・設備は設

けずに製品は主に輸出向けの熱延コイルのみとし，川下のどのような製品に展開してい

くかは，需要動向をみて判断することになっていた。最終的にポスコが選択したのは，

光陽製鉄所を熱延コイルから冷延鋼板を製造し，さらに一部は表面処理鋼板などへと加

工していく薄板を主力とする製鉄所へと展開していくことであった。その最大の理由は，

1980 年代後半からの韓国経済の輸出主導の高成長である。1970 年代の急速な重化学工

業化の反動のために，1980 年代前半の韓国経済は調整期に入っていた。ところが 1985

年のプラザ合意に伴う円高によって通貨ウォンが相対的に安価となり，韓国の輸出は急

速に伸びることになった。特に，電子製品や自動車の輸出増は顕著であり，その結果，
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材料である冷延鋼板や表面処理鋼板の需要が大幅に拡大した。旺盛な需要に対応すべく，

ポスコは光陽製鉄所において薄板の生産体制の強化に乗り出したのである。 

 光陽製鉄所第 2 期建設の設備基本計画（MEP）が確定したのは 1985 年 9 月であり，

このときの製品生産計画には冷延鋼板や表面処理鋼板は含まれていなかった（浦項綜合

製鐵 1989: 365-367）。しかし，需要の増加を受けてポスコは新たに冷延工場を建設する

ことを決定し，光陽第1冷延工場は光陽第2期建設工事の総合竣工から半年遅れて1989

年 1 月に竣工した。 

続く第 3 期建設では，1987 年 12 月に確定した MEP の当初設備案には冷延工場や表

面処理設備を含めなかったものの，指針では「製品の高付加価値化のためのプロダクト

ミックスを計画」し，その「拡張のために設備の配置及び機能上事前計画を考慮する」

こととした（浦項綜合製鐵 1989: 379）。その上で第 3 期建設の着工間もなく，光陽第 2

冷延工場，さらには冷延鋼板から表面処理鋼板を製造する溶融亜鉛めっき設備（CGL），

電気亜鉛めっき設備（EGL）の工事にも乗り出した。これら工場・設備はそれぞれ 1990

年 12 月の第 3 期建設の総合竣工に前後して完成を迎えることになった（表 4−1）。さら

に第 4 期建設においても，高炉－転炉－連鋳－熱延の基本的な生産フローの工場だけで

なく，光陽第 3 冷延工場が合わせて建設されて，1992 年に竣工した。その結果，冷延

製品生産量の熱延コイル生産量に対する比率をあらわす冷延比が，光陽製鉄所では

32.7％に達した。当時の日本の高炉メーカー5 社における冷延比は平均 33％であり（浦

項綜合製鐵 1993a: 486），光陽製鉄所は鉄鋼先進国である日本の製鉄所と同程度の，薄

板を主力とする製鉄所になった。 

冷延鋼板や表面処理鋼板についても，ポスコは当初の計画と同様に，汎用鋼板の少品

種大量生産に注力した。それは前節まで論じたように，光陽製鉄所の低コスト高効率な

性格を生かしたものであったが，それと同時に，高級鋼の開発が進んでいないことの反

映でもあった。それでも，1990 年代には東アジア諸国の高成長によって汎用鋼板の輸

出は堅調に増加した。さらに 1989 年からウォン高等によって低迷した韓国全体の輸出

も，1993 年頃からの円高によって再び急増した。そのために電子産業や自動車産業向

けの生産が大きく拡大し，ポスコの収益率は顕著に上昇した。他方で日本の鉄鋼メーカ

ーは 1980 年代に高級鋼の開発を活発に行ったにもかかわらず，1990 年代に入るとバ

ブル崩壊による国内需要の低迷に苦しんだ。輸出市場は汎用鋼中心であり，ポスコとの

競争もあって十分な収益をあげることができなかった。その結果，日韓鉄鋼メーカーの 
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図 4－2 日韓鉄鋼メーカーの売上高営業利益率の推移 

 

（注）売上高営業利益率＝営業利益／売上高 
   単体ベース，ポスコは 1-12 月期，新日鉄は 4-3 月期。 
（出所）ポスコ 35 年史編纂委員会（2004b:50），各社事業報告書，有価証券報告書より作成。 

 

あいだでは収益率の格差が顕著に拡大することになった（図 4－2）。 

 生産面においても，ポスコは 1990 年代後半に粗鋼生産量で新日鉄に完全に追いつき，

1997 年には世界第 1 位となった。韓国は生産面での日本へのキャッチアップは果たし

たといってよいだろう。 

 

2．新たな開発体制の挫折 

 

他方，1980 年代後半に新たに確立した高級鋼開発のための開発体制は，1990 年代に
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入って早くも改編を余儀なくされた。前節でみたように，技術開発面で協力しうる大学

や研究機関が国内に存在しないなかで，ポスコは 1980 年代後半に自ら大学と研究機関

を設立した。この研究開発の垂直統合戦略により，浦項工科大学（POSTEC）では長期

的かつ基礎的な研究を，産業科学技術研究所（RIST）は中期的な応用分野となる開発

を，そしてポスコでは現場のトラブルシューティングを行う体制を整備した。 

 ところが，この体制には問題があることがほどなく明らかになった。最大の問題点は，

製品の開発部門をほとんど RIST に移したことにあった。製品開発のためには生産現場

を持つポスコと RIST は緊密に協力する必要がある。しかし，それぞれ独立組織である

ため，構成員のあいだで見方の違いがしばしば生じてしまい，RIST で生産現場と密接

に情報交換を行いながら開発を進めることには明らかに限界があった（ポスコ 35 年史

編纂委員會 2004a: 709）。そこで研究開発組織の再検討が行われ，生産現場の課題に機

動性をもって対処してポスコの成長に直接貢献させるために，改めてポスコ社内に研究

機能をもたせることとした。具体的には 1994 年 7 月に研究開発部門第 1 次構造調整と

して，RIST の鉄鋼部門から現場と密着した研究機能を分離して，新たにポスコ内に技

術研究所を設立した。これにともなって RIST の人員 320 名（研究職 183 名，うち博

士 52 名）が技術研究所に移籍した（浦項産業科学研究院 10 年史編纂委員會 1997: 238）。 

 しかし，新体制では鉄鋼部門の開発が RIST とポスコ技術研究所で分散することにな

り，効率的な運営が難しくなるという新たな問題が生じることになった（ポスコ 35 年

史編纂委員會 2004a: 709）。そこで，1996 年 6 月に研究開発部門第 2 次構造調整を行

い，研究課題を長・短期別に区分する方式から，研究分野によって組織を区分する方式

に改めた。具体的には鉄鋼製品をはじめ鉄鋼部門の研究開発はすべてポスコの技術研究

所が行うことになった。これに対して RIST では，従来の新素材，環境・エネルギー部

門という非鉄鋼部門はそのままとし，鉄鋼部門については新たに鉄鋼エンジニアリング

センターを設け，ここでストリップキャスティングや溶融還元法など新たなプロセス開

発及び鋼材利用技術の研究開発のみ行うこととした（浦項産業科学研究院 10 年史編纂

委員會 1997: 276-280）。結局，高級鋼開発など鉄鋼製品の開発は，1980 年代後半の体

制に戻ったことになる 88。 

以上のように，1980 年代半ばにポスコは大学（POSTEC）－研究機関（RIST）―ポ

                                                   
88 このときに，RIST は正式機関名を産業科学技術研究所から浦項産業科学研究院に改名

した。 
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スコという 3 者による鉄鋼研究開発体制を確立したものの，RIST は 1990 年代半ばに

なって一部を除いて鉄鋼研究部門を大幅に縮小した。また，POSTEC についても設立

段階で学科構成は通常の理工系大学とほぼ同じとなっていた。RIST との関係が深かっ

た POSTEC 内の鉄鋼関係部門は，RIST の鉄鋼研究部門縮小にともなってポスコとの

関係も限定的なものとなった 89。ポスコは社内に技術研究所を復活させることにより，

3 者研究開発体制の試みは事実上挫折したといってよいだろう。 

この組織上の試行錯誤の過程で，研究人員の面でも足踏みが続いた。1986 年末時点

の技術研究所の総人員は 359 名であった（浦項綜合製鐵 1989: 511）。これに対して 1994

年 4 月に復活した技術研究所の総人員は 317 名であり（浦項綜合製鐵 1993a: 711），

1996 年 7 月に鉄鋼研究部門をすべて RIST から移管した際にポスコに異動した人員は

44 名であった（浦項産業科学研究院 10 年史編纂委員会 1997: 282）。人員面で見ると，

ポスコの鉄鋼の研究開発部門の規模は 10 年間ほぼ変化がなかったことになる 90。この

ことは研究開発の成果にも大きな影響を与えたとみることができる。高級鋼の開発にお

ける大きな成果は，第 5 章で詳述するように，2000 年代まで待たなければならなかっ

た。 

 

 

小括 

  

 以上でみてきたように，1980 年代に入ると戦後鉄鋼業のイノベーションにおける臨

海大型銑鋼一貫製鉄所の建設という工程イノベーションは収束に向かい，すでに新たな

重要な技術は生まれなくなっていた。そのなかで韓国では国営独占企業であるポスコが

浦項製鉄所に続いて第 2 製鉄所である光陽製鉄所を建設した。敷地の埋め立て造成など

                                                   
89 当初，POSTEC 鉄鋼部門の教授陣は，RIST の研究員を兼職することを通じてポスコが

委託した研究課題を遂行していた。しかし，995 年からはポスコが浦項工大の教授と委託

契約を結ぶようになった。もっとも，その規模は大きくなかったとみられ，2003 年から

POSTEC は，鉄鋼研究支援事業を行う国内 7 大学のうちのひとつという位置づけになった

（浦項綜合製鐵 1993a: 723, 726）。 
90 もっとも，1986 年時点での技術研究所には，その後 RIST に移管されてそのまま 1996
年にも RIST にあった新素材部門，さらに同じく RIST に移管された後 1994 年 6 月にポ

スコ経営研究所として独立した経営科学部門も含まれていた（浦項綜合製鐵 1989: 511）。
よって，鉄鋼部門の研究開発規模という面では若干増えていたとみることはできる。 
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では日本企業からの技術協力を受けつつ，それ以外については浦項製鉄所建設での学習

によって培った技術能力をもとに，ほぼ独力で建設することに成功した。ポスコは鉄鋼

不況期ゆえに安価で設備を購入することに成功するとともに，工程イノベーションの収

束により新たな技術が出現しないなかで，生産効率を最大化するような生産体制の確立

に技術学習を集中させた。その結果，ポスコは光陽製鉄所に低コスト・高効率生産体制

を構築し，ポスコは熱延コイルの少品種大量生産を行って輸出を増大させた。1980 年

代後半からは薄板の川下工程を拡充し，薄板専門の製鉄所へと事業を展開した。ここで

もポスコは汎用鋼板の少品種大量生産を貫徹することにより，高収益をあげることに成

功して，粗鋼生産量において新日鉄を追い抜くまでに成長を遂げた。 

 他方，1980 年代のポスコでは高級鋼の開発がもうひとつの大きな課題となったが，

先進国からの技術協力はほとんど得ることができなかった。そのためにポスコは技術資

料の収集などによる学習を通じて製品開発を進め，1987 年の浦項製鉄所第 2 冷延工場

の稼働に合わせて自動車鋼板の生産を拡大させた。しかし，戦後鉄鋼業のイノベーショ

ンにおける高級鋼の開発という製品イノベーションは活発に進行中であるなかで，技術

学習は十分には進まなかった。研究開発を進めるためにネットワークを駆使しようとし

ても国内には協力できる大学や研究機関は存在しなかった。そこで，ポスコはみずから

大学と研究機関を設立して，企業－研究機関－大学による共同開発体制を社内に構築し

た。しかし，研究機関に鋼板開発が移管されたことにより，生産現場との十分な情報交

換が行われないという問題が生じてしまった。結局，1990 年代中盤に鋼板開発の機能

を再びポスコ本体に戻すことになった。開発体制をめぐって試行錯誤を繰り返したこと

も，ポスコの高級鋼の開発に遅れを招いてしまったと言える。 

 序論でみたように，1980 年代から 90 年代中盤にかけて，戦後日本鉄鋼業のイノベー

ションは，先行した工程イノベーションである臨海大型銑鋼一貫製鉄所の建設は収束し

ていった一方，製品イノベーションである高級鋼の開発・生産は活発に展開していた。

そうしたなかで韓国は国営企業であるポスコが浦項製鉄所の経験を生かしつつ高効率

の光陽製鉄所を建設して少品種大量生産体制を確立することにより，生産面では日本に

急速なキャッチアップを遂げた。他方，自動車鋼板など高級鋼の開発・生産でのキャッ

チアップは十分には進まなかったのである。 

 1990 年代後半から高級鋼の開発という製品イノベーションも収束化をみせるように

なる。これが韓国鉄鋼業のキャッチアップにどのような影響を与えるのかを明らかにす
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ることが次章の課題である。 
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第 5 章 ポスコと現代自動車グループによる高級鋼の開発・生産の展開－1990 年代末

以降のキャッチアップ 

 

 

 本章では 1990 年代末以降の韓国鉄鋼業のキャッチアップについて論じる。第 4 章で

論じたように，1990 年代半ばまでの韓国鉄鋼業では，ポスコが高級鋼の開発・生産を

進めていたものの，日本鉄鋼メーカーなどとの技術格差が大きかった。しかし，1990 年

代末から製品イノベーションが収束に向かうなかで，新たに現代自動車グループが自動

車鋼板事業に参入するとともに，ポスコも自動車鋼板の開発・生産を加速させた。本章

では，ポスコと現代自動車グループが競ってそれぞれの方法で技術学習を進めた結果，

高級鋼の開発・生産についてキャッチアップが進展した過程を論じる。 

 第 1 節では 2000 年前後から韓国において高級鋼の開発・生産が進むことになった前

提条件として産業をとりまく環境変化，具体的には高級鋼の開発という製品イノベーシ

ョンの一部収束と，政策の転換による産業組織の変化，具体的にはポスコの民営化と現

代自動車グループによる自動車鋼板事業への参入，及び銑鋼一貫製鉄所の建設について

述べる。第 2 節では現代自動車グループの自動車鋼板事業への進出について，外国企業

からの技術協力とグループ横断的な開発体制を通じて学習を進めたことを論じる。第 3

節ではポスコの技術学習の加速化について，研究開発体制の再編と海外企業を含む自動

車メーカーとの関係構築，および日本の開発生産システムの導入に注目しながら，その

経緯を跡づける。 

 

 

第１節 2000 年前後からの韓国鉄鋼業の変化 

 

1．高級鋼開発をめぐるイノベーションの収束 

 

 2000 年前後からの韓国鉄鋼業をめぐる変化のひとつは，第 1 章で論じたように，日

本が主導した戦後鉄鋼業のイノベーションにおいて，製品イノベーションである高級鋼

の開発・生産が収束に向かったことである。日本ではコスト削減のために，車種ごとに

異なっていた自動車鋼板の鋼種の絞り込みと規格化が進んだ。自動車鋼板のなかでも表
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面処理鋼板は，電気亜鉛めっき系や溶融亜鉛めっき系，更に二層めっき鋼板など多様な

自動車めっき鋼板が開発されてきたが，もっとも高級とされる外板鋼板でも単層 GA 鋼

板に収斂することになった。ハイテン材では，車体軽量化のためにさらなる開発が続け

られた。それでも衝突安全性とプレス成形性に優れた DP 鋼や TRIP 鋼が主流となり，

これらの強度や成形性をいかに改善するかが開発の焦点となった。また自動車メーカー

の側ではコスト削減の努力が進められた。小型車や新興国市場向けの車種の場合，ハイ

テン材のなかでも比較的強度の低い鋼種を使っても問題がないように設計の変更を図

っていった。さらにヨーロッパを中心に，テイラーウェルデドブランク（Tailor Welded 

Blank: TWB）やハイドロフォーミングなど新たな加工技術が登場し，強度の高い鋼板

の使用を節約して車体全体の軽量化や強度向上を図る動きが進んだ。 

以上のような動きは，後発者である韓国鉄鋼業にとって有利に働いたと考えられる。

鋼種の規格化は新規参入の途を開くことになる。また使われる鋼種が限定されれば，後

発国企業は資源をその鋼種の開発に集中させることによって学習のスピードを上げる

ことができる。ハイテン材の場合，新たな加工技術の登場によって最先端ではない強度

の鋼種の需要が増えることになった。さらに自動車メーカーとの鉄鋼メーカーの関係も

より開放的なものへと変化した。こうしたことにより，後発国の企業でも参入する余地

が拡大することになったのである。 

 

2．政策転換による産業組織の変化 

 

（1）ポスコの民営化 

 2000 年前後までの韓国鉄鋼業をめぐる変化としてもうひとつ指摘できるのが，政策

転換による産業組織の変化である。そのひとつがポスコの民営化である。完全民営化に

先立って，ポスコは 1980 年代後半から株式の公開を進めていた。第 2 章でみたように

ポスコは 100％政府及び政府関係機関が株式を保有する国営企業として設立され，1980

年代途中までその体制が維持されてきた。しかし，韓国政府は 1980 年代後半に資本市

場の拡大を目的として国営企業の株式公開政策を実施した。株式の公開にあたって韓国

政府は，財閥への経済集中問題に配慮し，株式を公開する国営企業を新たに「公共的法

人」に指定して，特定の株主が 1％以上を保有できないこととした。さらに，国営企業

に蓄積された富を広く庶民に還元するため，売却する株式の一定部分を「国民株」とし
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て中下位所得層に低価格で配分することとした（浦項綜合製鐵 1993a: 563-564）。1988

年 6 月にポスコ株は国民株第 1 号として証券取引所に上場された。この公開により，ポ

スコの株主構成は政府 20.0％，韓国産業銀行 15.0％，一般株主 27.3％，従業員持ち株

10.0％，市中銀行及び大韓重石 27.7％となった（浦項綜合製鐵 1989: 456-458）。その

後，1990 年代に入って段階的に株式を売却したものの，政府と政府関係機関である韓

国産業銀行の持ち株比率は，合わせて 30％近くを維持し続けた。 

 1997 年に韓国は外貨の急激な流出に直面し，国際通貨基金（IMF）に対して緊急融

資を申請する事態に陥った。この通貨危機を受けて，1998 年に韓国政府は，IMF や同

じく緊急融資を行った世界銀行からの融資条件でもあった経済の構造改革を実施した。

そのひとつが国営企業の完全な民営化であった。民営化によって経営効率を改善して生

産性を向上させ，韓国経済全体の信認度を回復させることによって海外資金を誘致する

ことを目的としていた。最初の完全民営化の対象となった国営企業がポスコであり，

1998 年 12 月から 1 年をかけて，政府及び韓国産業銀行が保有していた株式 26.7％す

べてを売却，もしくはポスコに自社株として購入・償却させた。これによりポスコは完

全な民営企業となった。 

 

（2）参入規制の撤廃と現代自動車グループの鉄鋼事業拡大 

①参入規制の撤廃と現代鋼管の参入 

 もうひとつの政策転換は，参入規制の撤廃である。韓国では 1970 年に｢鉄鋼工業育

成法｣が制定され，一定規模以上の一貫製鉄所，製鋼・圧延施設について，新規参入お

よび設備増設を許可制とした。この参入規制の下で，銑鋼一貫生産をおこなうポスコを

中心に，ポスコから熱延コイルの供給を受けて主に建築用の冷延鋼板やめっき鋼板を製

造する単圧メーカーと，電気炉を使用してスクラップから棒鋼や形鋼など条鋼類を製造

する電炉メーカーの 3 者による分業体制が構築されることになった。 

 1980 年代半ばになると，さらなる成長のためには市場機能を最大限に活用し，経済

は企業の自由な活動に委ねることが必要との考え方が強まった。その結果，1985 年末

に鉄鋼を含む 7 つの産業別振興法・育成法がすべて廃止となり，代わって 1986 年から

はすべての産業を対象とする｢工業発展法｣が施行された。これにより新規参入や設備投

資は原則として自由化された。ただし，同法には｢合理化業種指定制度｣があり，合理化

業種に指定されれば，合理化計画の規定次第では新規参入と設備増設を規制することは
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可能であった。合理化業種への指定は，政府関係者および有識者で構成された「工業発

展審議会」による承認が条件となっていた。 

 参入規制の撤廃と設備増設の自由化によって最初に動いたのは，豊富な資金力を持つ

ポスコであった。1980 年代後半から 90 年代前半にかけて，第 4 章でみたように冷延

工場や表面処理設備など川下工程を積極的に増設するとともに，新たに子会社を設立し

て，従来は単圧メーカーが担っていた二次加工部門に相次いで進出した。1990 年代に

入ると住宅建設ブームによって好景気を謳歌した電炉メーカーや単圧メーカーが，設備

増設とともに新たに川上部門への展開を図った。そのなかのひとつが，現代ハイスコに

よる冷延鋼板製造事業への進出であった。 

1975 年創業の現代鋼管は韓国最大手の鋼管メーカーであり，電炉メーカーである仁

川製鉄とともに，韓国最大の財閥である現代グループの傘下にあった。1990 年代初頭

の住宅建設ブームが一段落して鋼管需要も沈滞局面に入ると，同社は鋼管製造に代わる

新たな成長分野への進出を模索した。ここで現代鋼管が注目したのは，鋼管の材料であ

って国内需要が拡大を続けていた冷延鋼板であった。特に重要な意味を持ったのは，現

代グループが冷延鋼板の最大消費先である自動車製造部門をグループ内にもっていた

ことである。現代自動車は国内最大の自動車メーカーであり，同社の 1993 年の冷延鋼

板使用量は 80 万トンに達していた。当時，現代自動車は冷延鋼板を国内ではポスコか

らのみ購入していた。しかし，ポスコは輸出向け乗用車の外板用鋼板など高い品質が求

められる鋼板は生産しておらず，そのために現代自動車は 10 万トン以上を輸入してい

た。将来的に自動車生産が伸びることを勘案すると，グループ内での冷延鋼板の需要は

さらに拡大することが見込まれた。このことから，現代鋼管は冷延鋼板製造事業への進

出には十分妥当性があると判断したのである（現代ハイスコ 2005: 139）。現代鋼管は

1997 年 4 月に全羅南道順天に年産 180 万トン規模の冷延工場を起工し，2 年後の 1999

年 4 月に商業生産を開始した。 

 

②銑鋼一貫製鉄所の建設 

 冷延工場の建設計画と平行して，現代グループは一貫製鉄所の建設計画を進めようと

した。第 4 章でみたように，現代グループは第 2 製鉄所の事業者選定でポスコと争って

敗れていた。それでも現代グループは，製鉄事業を諦めずに参入の機会をうかがってい

たが，投資自由化を受けて本格的に一貫製鉄所建設事業に着手した。具体的には 1991
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年 12 月に，グループ傘下の電炉メーカーである仁川製鉄内に製鉄事業のための新規事

業部を設置した。1992 年の鄭周永会長の大統領選挙への出馬とその後の混乱から作業

は一時ストップしたが，1994 年に鄭会長が経営の一線に復帰すると計画は一気に具体

化に向けて進んだ。同年 7 月に現代グループは正式に一貫製鉄所建設計画を明らかにし

た（INI スチール 2003: 443）。これに対して韓国政府は，将来的な過剰供給や財閥への

経済力集中に対する憂慮から，現代グループの計画に消極的な態度を示した。結局，工

業発展審議会が新たな一貫製鉄所の建設不可という結論を出したことを理由に，1996

年 11 月に通商産業部は，現代グループの申請を受け付けない方針を明らかにした。政

府は残された参入規制の手段を利用して，一貫製鉄所の建設を阻止したのである。 

 2000 年代に入ると，現代自動車グループが再び一貫製鉄所建設計画に乗り出した。

現代自動車グループは，2000 年に現代グループ創業者の次男である 鄭夢
チョンモン

九
グ

が，自動

車および鉄鋼関連のグループ系列企業を分離させて新たに設立したグループである。現

代自動車グループは旧現代グループの系列企業であった現代鋼管と仁川製鉄の他に，通

貨危機によって経営破綻した電炉メーカーの江原産業と特殊鋼メーカーの三美特殊鋼

を傘下に収めた。さらに同じく経営破綻した韓宝鉄鋼の唐津製鉄所も買収して，通貨危

機後に鉄鋼グループとして急浮上していた。2004 年 10 月に現代自動車グループは，忠

清北道唐津での一貫製鉄所の建設を正式に宣言した（第 2 章 33 ページ，図 2－1）。1999

年に工業発展法の廃止によって合理化業種指定制度は撤廃されていて建設計画を阻む

ものはなく，計画はそのまま実行に移された。 

現代自動車グループは，一貫製鉄所の建設にあたってドイツのティッセン・クルップ

社から技術を導入した 91。2005 年から技術協力をスタートさせ，まず一貫製鉄所事業

のフィージブル・スタディと敷地レイアウトの作成において技術諮問を受けた。次に設

備の選定を含め，製鉄所建設の細部実行計画の作成においても協力を仰いだ 92（現代製

                                                   
91 当初，現代製鉄は日本の JFE スチール（旧川崎製鉄）に技術協力を打診した。次節で

みるように，JFE スチールの前身の一つである川崎製鉄は現代ハイスコの冷延鋼板の生産

開始にあたって，その製造技術を供与するとともに母材である熱延コイルを供給するな

ど，現代自動車グループとは協力関係にあった。しかし，JFE にとっては現代製鉄が高炉

を建設すれば熱延コイルの供給先を失ってむしろ競争者を迎えることになる。そこで JFE
は，現代製鉄に対して一定程度出資することを技術協力の条件とした。これに対して現代

製鉄は現代自動車グループ全体の資本構造において JFE スチールが一定のプレゼンスを持

ってしまうことを警戒してこれを拒否したという。結局，両社は合意に達しなかった（現

代製鉄唐津工場訪問（2007 年 12 月 5 日）時の企画担当者へのインタビューに基づく）。 
92 現代製鉄唐津工場訪問時の企画担当者への前掲インタビューに基づく。 
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鉄 2013: 381）。 

 現代製鉄（仁川製鉄から改称）は，年産 400 万トン規模の高炉 2 基を中心に，同 150

万トンの厚板工場，同 350 万トンの C 熱延工場を含む一貫製鉄所建設計画を確定させ

て 2006 年 10 月に起工式をおこなった。同月には設備メーカー向けに各設備に関する

使用説明会を開催し，2008 年 4 月までに選定・契約を完了させた（現代製鉄 2013: 401-

402）。建設は順調に進み，2010 年 1 月に第 1 高炉に火入れをおこなうとともに，同年

4 月に一貫製鉄所竣工式を挙行した。同年 11 月には第 2 高炉の火入れもおこない，年

産 800 万トンの銑鋼一貫生産体制を確立した。 

建設と平行して，現代製鉄は操業のための準備を進めた。2007 年 12 月にティッセ

ン・クルップと｢製鉄操業技術協力契約｣を締結し，原料前処理工程である焼結，コーク

ス工程から高炉，製鋼，連続鋳造，熱延，厚板，化成まで，8 工程全般の操業に関わる

技術諮問を受けることになった（現代製鉄 2013: 399）。この一環として，現代製鉄は

2008 年 3 月から 2010 年 5 月にかけて 250 名余りの技術者をティッセン・クルップに

派遣して操業研修を実施した 93。さらに 20 年以上の職歴を持つ 400 名以上の技術者・

技能者を確保することを目標に掲げて経験者の採用に力を注いだ 94（現代製鉄 2013: 

406-407）。その結果，現代製鉄は竣工間もなくスムーズに操業を立ち上げることに成功

した。 

続けて現代製鉄は，総合竣工から 1 年後の 2011 年 4 月に唐津製鉄所拡張工事に着手

した。拡張工事は年産 400 万トンの第 3 高炉や年産 150 万トン規模の第 2 厚板工場の

新設，第 1 熱延工場と C 熱延工場のそれぞれ年産 200 万トン，同 550 万トンへの生産

能力拡大などを骨子とし，2013 年 9 月に完工を見た。現代製鉄は唐津製鉄所だけで粗

鋼生産能力年産 1200 万トン，電炉等も合わせると年産 2400 万トンの生産体制を構築

することになった。これにより，韓国鉄鋼業の産業組織はポスコを中心とした事実上の

独占体制から，ポスコと現代自動車グループの 2 社による競争体制へと完全に移行する

ことになったのである。 

 

                                                   
93 この他に主要設備メーカーにも 530 名余りの技術者を派遣して設備の特性と運営方法を

踏まえた操業研修を実施した（現代製鉄 2013: 406-407）。 
94 特にポスコからは高炉操業の責任者を含め，多くの在職・退職者をリクルートした。ポ

スコは人材の流出を少しでも食い止めるため，定年の延長などの措置をとったとされる。 
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第 2 節 現代自動車グループによる自動車鋼板の開発・生産 

 

高級鋼の開発・生産をめぐるイノベーションが収束化をみせるなかで，2000 年前後

から高付加価値製品についても韓国の日本へのキャッチアップを進むことになった。そ

れは，ポスコと現代自動車の 2 社が競争しながらそれぞれの方法で開発・生産を進めた

ことにより，大きく促進された。以下ではまず，現代自動車グループが自動車鋼板製造

事業に参入し，さらに垂直統合による開発体制を整備することにより自動車鋼板の開

発・生産を拡大していった過程をみていく。 

 

1．自動車鋼板事業への進出 

 

（1）GA 鋼板の開発・生産 

先に見たように，現代鋼管の冷延工場は当初から同じ現代自動車グループ内の自動車

メーカーに自動車鋼板を供給することを最大の目的にしていた。特に起亜自動車も傘下

に入ったことにより，現代自動車グループは国内自動車市場の 70％前後を掌握するこ

とになり，自動車鋼板をグループ内で内製する意味はさらに大きくなった。商業生産の

開始からわずか 3 カ月後の 1999 年 7 月には，現代鋼管は前年に旧現代グループが買収

した起亜自動車向けに冷延鋼板の出荷を開始した 95。さらに同社は高級鋼の開発・生産

に向けた動きを急ピッチに進めた。まず開発のターゲットとなったのが表面処理鋼板，

そのなかの中心的な存在である GA 鋼板であった。すでに冷延工場では，計画段階から

溶融亜鉛めっき設備（CGL）に良質な合金層を形成させる熱処理のための高周波誘導加

熱炉システムを用意するなど，年産 44 万トン規模の CGL を GA 鋼板専用ラインとす

るための準備を進めていた（現代ハイスコ 2005: 164,167）。現代グループから現代自動

車グループとして独立した後の 2001 年 10 月には，現代ハイスコ（同年 2 月に現代鋼

管から改称）はグループ傘下の現代自動車と起亜自動車と共同で，産業資源部による部

品素材技術開発事業における GA 鋼板開発の事業者に選定された（現代ハイスコ 2005: 

                                                   
95 現代鋼管が商業生産開始から間もなく起亜自動車向けに自動車鋼板を出荷できたのは，

同じグループの傘下となった起亜自動車が通貨危機直後の財務悪化と販売不振から立ち直

っておらず，鋼材供給者の確保ができていない状況にあったことへの緊急的な措置だった

という（現代ハイスコ 2005: 174）。 
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190）。政府の支援も受けて，現代ハイスコの GA 鋼板開発は本格的にスタートすること

になった。 

しかし，現代ハイスコは冷延鋼板事業を始めたばかりであり，政府から開発資金等の

支援を受けたとしても，単独で GA 鋼板を開発するだけの技術能力を有していなかっ

た。そこで現代ハイスコは，母材輸入で関係を深めていた日本企業から技術を導入する

ことによって学習を進めることとした。冷延鋼板の母材である熱延コイルについて，現

代ハイスコは当初，ポスコから購入しようとしたが，ポスコは供給余力がないことを理

由に拒否した。そこで現代ハイスコは，主に日本の鉄鋼メーカーから母材を調達してい

た 96。2000 年 11 月にはその最大の供給者である川崎製鉄とのあいだで，熱延コイル取

引の拡大と技術協力を含む包括的な提携協定を締結した。2002 年 1 月に改めて川崎製

鉄と，自動車外板用 GA 鋼板の量産体制構築のための技術導入契約を締結した（現代ハ

イスコ 2005: 212）。 

川崎製鉄が現代ハイスコへの技術協力に応じた要因としては，以下の 2 つが考えられ

る。第一に，川崎製鉄としては GA 鋼板の技術を提供することによって，GA 鋼板製造

用の熱延コイルを新たに供給できるというメリットがあった。当時の日本の鉄鋼メーカ

ーはバブル崩壊後の長い不況による設備過剰に苦しんでおり，新たな販売先の確保は喫

緊の課題であった。第二に，これまでみてきたように高級鋼の開発・生産のイノベーシ

ョンが収束しつつあり，GA 鋼板など表面処理鋼板自体がすでに守るべき先端技術とは

捉えられていなかった。そのため川崎製鉄としては技術供与にそれほど抵抗感は感じず，

むしろ供与によって収益を得ることのメリットは大きかったとみられる。 

現代ハイスコは川崎製鉄から操業要員の現場研修を依頼するとともに，研究員を受け

入れて技術交流をおこなうなど技術学習に努めた。現代ハイスコはさらに設備面では

CGL に，先に触れた高周波誘導加熱炉システムに加えて，めっき量の精密制御機能や

工程間の精密検査機能を付加して，数十回の調整とテストを繰り返した。その結果，

2003 年 2 月に自動車外板用 GA 鋼板の量産に成功した（表 5－1）。これにより，現代

ハイスコは輸入品よりも 5－10％低廉な自動車外板用 GA 鋼板を，顧客が望む納期に供 

                                                   
96 現代ハイスコによる日本からの熱延コイルの輸入に対してポスコはダンピングだと主張

し，両社の紛争は深刻化した。2001 年 1 月に産業資源部が仲裁を試みたが失敗し，公正

取引委員会がポスコの行為を経済力の濫用だとして是正命令を出す事態に発展した。結

局，2003 年 7 月になってポスコが熱延コイルを一部供給することで両社は和解した（安

倍 2008: 71-73）。 
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表 5－1 ポスコと現代自動車グループの自動車鋼板関連の生産・投資（2001-2007 年） 

 

（出所）本文を参照。 

 

給する体制を整え，約 25 万トン分を輸入から国産に転換した。現代ハイスコは，これ

が韓国初めての自動車外板用 GA 鋼板の量産であったとしている（現代ハイスコ 2005: 

212）。 

 

（2）鋼材加工分野への進出 

 現代ハイスコは，鋼材の加工によって高級鋼の使用を一部省略しつつ軽量化を図る技

術の登場を受けて，自社が生産した鋼板を加工した部材として自動車メーカーに供給す

べく，鋼材加工分野にも積極的に進出した。技術開発にあたっては，海外から技術を一

部導入しつつ，需要者である傘下自動車メーカーと緊密な協力体制を築いた。TWB に

ついては，1999 年 4 月に現代自動車と「自動車軽量化共同研究タスクフォースチーム」

を組織して TWB の技術開発を開始した。鋼管メーカーである現代ハイスコは，溶接に

関しては豊富な経験に基づいた技術を確保していたが，レーザー使用技術については新

たな研究開発が必要であった。共同研究による試行錯誤の末に，2001 年 11 月に生産ラ

インを完工させ，翌 2002 年から本格生産に入った（現代ハイスコ 2005: 198-199）。 

 ハイドロフォーミングについては，まず 2000 年頃に自動車メーカーと協議して共同

時期 両社の主な生産･投資事項
2001.11 現代ハイスコ，TWB生産ライン完工，翌年から生産開始
2003.1 ポスコ，自動車鋼材加工研究センターを設立
2003.2 現代ハイスコ，年産44万トン規模CGLにて自動車外板用GA鋼板生産開始

2003年中 ポスコ，光陽第4CGL（年産45万トン）にて自動車用鋼板の生産を本格的に開始
2003.4 ポスコ，年産170万個規模のTWB工場竣工

2003年末 現代ハイスコ，ハイドロフォーミング量産体制構築
2004.4 ポスコ，年産190万個規模の第2TWB工場竣工
2005.5 ポスコ，年産100万個規模のハイドロフォーミング工場竣工

2005年中 ポスコ，光陽第5CGL（年産45万トン）竣工
2006年中 ポスコ，光陽第6CGL(年産40万トン）竣工

2005-06年 ポスコ第1～3CGLを自動車用GA鋼板生産可能に改造，年産200万トン体制に
2006年中 現代ハイスコ，唐津に年産35万トン規模CGL竣工

2007.2 現代自動車グループ，グループ横断的な現代製鉄研究所を竣工
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開発をスタートさせ，自動車メーカーに車両の組立性と性能の評価を委ねた（現代ハイ

スコ 2005: 201）97。しかし，それだけでは限界があり，ドイツのエンジニアリング会

社であるベルトランドと技術提携契約を締結して，同社と素材および専用鋼板を共同開

発するとともに，部品の設計とコンピュータによる成形解析をおこなった。専用鋼板の

開発にあたっては，2001 年に協力企業である加工業者の大州重工業及び釜山大学とコ

ンソーシアムを組織した。このコンソーシアムは 2001 年の産業資源部「自動車用 2 次

部品・素材開発事業者」に選定され，8 億ウォンの研究開発費支援を受けた 98。2003 年

には同グループの現代自動車や起亜自動車と「車両軽量化タスクフォースチーム」を再

び組織し，ハイドロフォーミングを適用する部品を開発する作業を進めた。同チームの

もとで設計・分析とサンプル出荷・テストを繰り返し，2003 年末に量産体制を整える

に至った（現代ハイスコ 2005: 200-201）。 

 第 1 章で論じたように，日本の鉄鋼業は，高級鋼の開発・生産というイノベーション

を生むにあたって，鉄鋼メーカーと需要者である自動車メーカーが緊密な協力関係を構

築した。韓国の現代ハイスコは，海外から技術を導入して学習することに加えて，財閥

の強みを生かして同じグループ傘下の自動車メーカーと共同開発体制を築くことによ

り，GA 鋼板の開発・生産と加工技術の導入を迅速に進めることができたのである。 

 

2．唐津製鉄所の竣工と自動車鋼板開発の加速 

 

 2010 年の唐津製鉄所の竣工によって，現代自動車グループは，現代製鉄（銑鉄から

熱延コイル）－現代ハイスコ（自動車鋼板）－現代自動車・起亜自動車（自動車製造）

の垂直統合を完成させた。それまで現代ハイスコは，熱延コイルをポスコや日本企業な

ど複数の鉄鋼メーカーから調達していた。そのため，現代ハイスコはメーカーによって

異なる熱延コイルの条件と，自社の冷間圧延・表面処理工程のあいだのコーディネーシ

ョンに苦労していた 99。新たな垂直統合によって，それまでの冷延鋼板－自動車製造に

                                                   
97 ここでの自動車メーカーが同じグループの企業のみなのか，他の自動車メーカーも含む

のかは明らかでない。 
98 ハイドロフォーミングの適用にあたっては素材の物性も変更する必要があったが，その

開発は，当時，熱延コイルの供給を受けていたポスコと川崎製鉄に依頼したという（現代

ハイスコ 2005: 200）。 
99 現代ハイスコ本社（2007 年 9 月 12 日）企画担当者及び唐津工場（2010 年 11 月 25
日）技術担当者へのインタビューに基づく。 
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加えてその川上の製鋼－熱延を含めた一貫した開発体制をとることが可能になった。こ

れを受けて現代自動車グループは，鉄鋼部門と自動車部門の緊密な協力による自動車鋼

板の開発・生産をさらに大きく進めることになった。 

 その具体的な一歩となったのが，鉄鋼と自動車を統合させた研究所の設立である。現

代製鉄は一貫製鉄所竣工に先立つ 2007 年 2 月に，唐津製鉄所の隣接地に現代製鉄研究

所を竣工させた。この研究所は 2008 年までに現代製鉄の 100 名に加え，現代ハイスコ

から 200 名，現代自動車と起亜自動車から 100 名の，修士･博士クラスの技術者計 400

名が常駐し，4 社が自動車鋼板を共同開発することを最大のミッションとしていた 100。

現代製鉄研究所が最初に取り組むべき課題は，ひとつは現代ハイスコが川崎製鉄など日

本メーカーやポスコに依存していた自動車鋼板用熱延コイルを現代製鉄内で生産する

ことであった。そしてもうひとつは，自グループの自動車メーカーがやはり日本メーカ

ーやポスコから購入していた，ハイテン材の開発・生産に乗り出すことであった。 

ハイテン材については現代ハイスコが 2000 年代初めから開発に向けた取り組みを始

め（現代ハイスコ 2002: 200-201），政府の開発支援事業も進めていたものの 101，ポス

コには大きく後れていた。そこで現代製鉄は，必要となる技術について，一貫製鉄所建

設と同様にドイツのティッセン・クルップ社に協力を求めた。2007 年 12 月に現代製鉄

とティッセン・クルップが製鉄操業技術協力契約を締結した際に，両社はハイテン材開

発など多様な分野で相互協力をおこなうことで合意した。さらに現代製鉄と現代自動車，

ティッセン・クルップの 3 社は，自動車分野での協力を前提とした包括的な協力に関す

る覚書を締結した（現代製鉄 2013: 399-400）。 

 技術協力を受けて，現代製鉄は研究開発を加速させた。自動車鋼板用熱延コイルにつ

いては 2010 年に 49 種を開発した。さらに，現代製鉄研究所は 4 社共同による自動車

鋼板の開発に乗り出し，2011 年には現代自動車と起亜自動車が使用する自動車外板用

の 500Mps 程度の鋼種 13 種をすべて開発することに成功した（現代製鉄 2013: 457）。

                                                   
100 現代製鉄（2013: 398）及び現代製鉄唐津工場（2007 年 12 月 5 日）訪問時の担当者と

のインタビューに基づく。 
101 現代ハイスコは，産業資源部による 2003 年から 5 年間の「高成形性高マンガン鋼自動

車鋼板製造技術開発」事業のなかで，ハイテン材である TRIP 鋼の溶融亜鉛めっき鋼板の

開発事業を主管することにより政府から支援を受けた。同事業の 2 段階目の 3 年間におい

ては，現代ハイスコの他に現代自動車や INI STEEL（現代製鉄）といったグループ企業

をはじめ，韓国機械研究院，漢陽大学，韓国海洋大学，順天大学も参加した（『ジェリョ

マダン』（材料広場）2006 年 4 月号）。 
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ここで改めてティッセン・クルップの技術協力を得つつ，現代製鉄研究所において鋼鉄

—熱延という川上部門も含めた開発を強化することになった。その結果，2012 年には

500Mps 級のハイテン材を超えて，1180Mps 級の AHSS（Advanced High Strength 

Steel），いわゆる超ハイテン材 10 種の開発を果たした。同年中には自動車に使用して

いるすべての鋼種の開発を完了したという（現代製鉄 2013: 457，『Economy Chosun』

No.142, 2016.3.23）。2010 年末時点で現代自動車と起亜自動車が使用する鋼材のなか

で 50-60％が現代ハイスコ材になっていた 102。2016 年にはさらに上昇して 71.9％に達

し，ポスコからの購入は 15.7％に止まった。2016 年における国内自動車鋼板市場全体

でも，ポスコの販売量が 250 万トンであるのに対して，現代製鉄は 350 万トンとポス

コを上回るに至っている（ユ･ジェヒョク 2017: 8）103。 

 現代自動車グループは，熱延コイルやハイテン材の開発・生産においても，海外企業

から技術を学習しつつ，財閥ゆえの鉄鋼部門と自動車部門の緊密な協力によって急速に

技術能力を向上させ，キャッチアップを果たしたと言える。 

 

 

第 3 節 ポスコによる自動車鋼板の開発・生産 

 

 第 4 章で論じたように，ポスコでは 1980 年代から高級鋼，特に自動車鋼板の開発を

進め，生産を拡大していった。しかし，日本においてイノベーションが活発に進行する

なかで，ポスコは技術的な距離を縮めることができていなかった。しかし，2000 年前

後から自動車鋼板の開発・生産をめぐる環境が大きく変化した。ひとつは第 1 節で論じ

たように自動車鋼板の開発をめぐるイノベーションが収束に向かったことである。そし

てもうひとつは第 2 節で論じたように，現代自動車グループがみずから自動車鋼板の開

発・製造をおこなう動きをみせたことである。ポスコにとって現代自動車グループが自

                                                   
102 現代ハイスコ唐津工場訪問（2010 年 11 月 25 日）時の技術担当者へのインタビューに

基づく。 
103 現代ハイスコは開発したすべての鋼種を生産しようとはせず，ポスコや日本メーカー

からの輸入を続けている。それはひとつにはリスク分散の意味もあるが，すべての多様な

鋼材を製造しようとすると圧延機のローラーの取り替えや熱処理，めっきの段取りなどで

多くのコストがかかってしまうことがある。それよりもロットが大きい鋼材に特化して生

産することによる高生産性を優先しているという（現代ハイスコ唐津工場訪問時の技術担

当者への前掲インタビューに基づく）。 



111 
 

動車鋼板事業を開始して生産を拡大することは，最大の国内顧客を失っていくことを意

味した。そのため，ポスコも自動車鋼板の開発・生産を加速させることになったのであ

る。 

 

1．研究開発体制の拡大・再編 

 

 ポスコはまず研究開発体制の拡大・再編に乗り出した。規模の面で世界有数の鉄鋼メ

ーカーにまで成長を遂げたポスコは，海外の企業から技術を導入することは困難であっ

た。ポスコと新日鉄は，通貨危機直後の 1998 年 11 月に，株式の相互持ち合いととも

に，技術交流や高炉休止時の銑鉄の相互融通，原料購買面での協力など，包括的な協力

をおこなうことで合意した。危機後の経営強化と共に，ミッタルなどが主導する世界的

な鉄鋼業再編の動きに共同で対抗することを目的としていた。その後も両社は関係を強

化していったが，2002 年にポスコは新日鉄に GA 鋼板の生産技術について技術支援を

依頼したのに対して，新日鉄はこれを拒否したとされる（カン･ヘソン他 2008: 9-10, 

『毎経 Economy』2006 年 10 月 18 日号）。ポスコは自らの研究開発体制の強化を通じ

て学習を推し進める他なかったのである 104。 

第 4 章で論じたように 1980 年代後半から 1990 年代にかけて研究開発の体制づくり

で試行錯誤を繰り返したポスコであったが，1990 年代後半になって，ようやく社内の

技術研究所を中心とした開発体制を整えた。しかし，1997 年の通貨危機とその前後の

業績低迷により，ポスコは研究開発費を削減せざるを得なくなった。図 5－1 はポスコ

の研究開発費の推移をみたものである。1995 年の大幅な増加は，第 4 章でみた RIST

鉄鋼部門のポスコへの移管によるところが大きいとみられるが，通貨危機とその後の

1997 年，1998 年に研究開発費が大幅に減少したことがわかる。 

1999 年以降，韓国経済が再び上向いてくると，ポスコは研究開発への投資を増やす

とともに，技術研究所における研究開発体制を拡大・再編していった。技術研究所の人 
                                                   
104 海外からの技術導入がまったくなかったわけではなく，ポスコは 2003 年にドイツのザ

ルツギッター社と BH（Bake Hardening: 焼付硬化）鋼の共同開発について技術提携契約

を締結している（ポスコ 2004a: 838, カン･ヘソン他 2008: 9-10）。それ以外にも，日本鉄

鋼メーカーの退職技術者などを通じて，非公式に技術を導入していた可能性は残されてい

る。日韓鉄鋼業における非公式な技術移転の存在は，新日鉄住金からポスコへの方向性電

磁鋼板に関する技術漏洩事件によって一部明らかになっている。同事件について詳しく

は，渋谷(2015)を参照。 
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図 5－1 ポスコの研究開発費（1989-2003 年） 

 

（出所）ポスコ(2004b: 97)。 

 

員は，2000 年 12 月には研究員 207 名，研究支援・事務職 229 名で計 436 名となり（ポ

スコ 2004a: 711），1996 年の約 360 名と比べて 4 年間で大幅に増加した。技術研究所

が特に重点を置いた開発課題のひとつが自動車鋼板の開発であった。ポスコは 2003 年

に研究開発の 3 大戦略，6 大戦略課題，6 大重点課題を発表したが，自動車鋼板の開発

を 6 大戦略課題の最初にあげていた 105。そのために技術研究所の組織も自動車鋼板の

開発を強く意識したものとなった。表 5―2 は 2004 年 8 月時点の技術研究所の組織を

示したものである。自動車素材研究グループと自動車加工研究グループという 2 つの自

動車関連専門のグループを置いている。薄板研究グループや表面処理研究グループなど

も自動車鋼板に関わる開発をおこなっていることを考えると，研究人員のかなりの部分

が自動車鋼板に関連した研究開発をおこなっていたとみることができる。 

                                                   
105 この他の 6 大戦略課題は，石油送油管（API）用鋼材，フェライト系ステンレス鋼材，

高級電磁鋼板製造技術，ファイネックス技術商用化，ストリップキャスティング商用化で

あった（ポスコ 2004a: 715-716）。 
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表 5－2 ポスコ技術研究所の組織（2004 年 8 月） 

 
（出所）ポスコ（2004b: 68）。 

 

技術研究所において自動車鋼板の研究開発が活発であったことは，発表された研究成

果からもうかがい知ることができる。図 5－2 は技術研究所の機関誌『POSCO 研究論

文』に掲載された研究論文のうち，自動車鋼板に関連する論文数を示している。鉄鋼に

関連する技術には原料処理から製銑，製鋼，圧延，更には川下の様々な製品まで多様な

分野が存在する。そのなかで，年によって論文数には変動があるものの，1999 年から

2000 年代後半まで，掲載論文の 15－20％が自動車鋼板に関する論文であった。2000

年代前半までは表面処理鋼板に関する論文が，特に GA 鋼板を中心に多く掲載された。

2000 年代後半にはハイテン材に関する論文が，特に TRIP 鋼などを中心に多くなって

いる。技術研究所において，製品イノベーションの収束によって収斂した自動車鋼板の

鋼種を中心に，研究開発が活発におこなわれたことがわかる。 

 

 

 

技術研究所
研究企画グループ
製銑研究グループ
製鋼研究グループ
厚板研究グループ
薄板研究グループ
電磁鋼板研究グループ
ステンレス研究グループ
接合研究グループ
工程制御研究グループ
計測研究グループ
線材研究グループ
自動車素材研究グループ
自動車加工研究グループ
表面処理研究グループ
光陽研究支援グループ
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図 5－2 『POSCO 研究論文』における論文掲載数 

 

（出所）ポスコ『POSCO 研究論文』各号より作成。 

 

2．高級鋼生産の拡大 

 

 研究開発の強化を土台に，ポスコは 2000 年代に入って高級鋼の生産を拡大させた。

それまでにも GA 鋼板の生産を一部始めていたが，2000 年の時点で生産量は累計 10 万

トン程度にとどまっていた（『韓国鉄鋼新聞』2000 年 5 月 2 日）。同年にポスコは年産

45 万トン規模の光陽第 4 溶融亜鉛めっき設備（CGL）を稼働させ，ここで集中的に GA

鋼板を生産するとしたが，その後も生産は大きく伸びていなかった。 

 大きな転機となったのは 2003 年の現代ハイスコによる自動車外板用 GA 鋼板の生産

開始である。これを受けてポスコも同年中に同鋼板の生産を拡大させた。翌 2004 年に

は新たに品質最適化技術を開発したことにより，同年の GA 鋼板生産量は 7 万トンに

達した（『韓国鉄鋼新聞』2004 年 11 月 25 日）。その後も現代ハイスコが年産 44 万ト

ン規模の CGL を本格稼働させて生産を拡大していったことを受け（現代ハイスコ

2005:145），ポスコは 2005 年から 2006 年にかけて光陽第 5CGL（年産 45 万トン），

同第 6CGL（同 40 万トン）を完工させて操業を開始した。いずれも自動車用 GA 鋼板
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の生産が可能であった。さらに光陽第 1～第 3CGL についても改造をおこない，総計

200 万トンの光陽 CGL すべてで自動車用 GA 鋼板を生産できる体制を整えた（表 5－

1）106。 

 鋼材加工の分野でも，ポスコは現代ハイスコに対抗するように設備を導入し，生産を

開始した。TWB については 2002 年に現代ハイスコが量産を開始すると，ポスコは同

年 10 月にオーストリアのフィストアルフィネ社から技術を導入し，2003 年 4 月に年

間 170 万枚の加工が可能な TWB 工場を竣工させた。同年中には中国の哈飛汽車および

国内の GM 大宇に TWB 鋼板の供給を開始した（ポスコ 2004a: 838）。ポスコは続けて

2004 年 4 月に年産 190 万枚規模の第 2TWB 工場を完成させた。ここでは 4 枚の鋼板

を一度の溶接だけで複雑なデザインに加工することが可能な複合溶接機や，加工性の高

い縦型裁断機を導入するなど，最新鋭設備を揃えて現代ハイスコに対抗した（『ポスコ

ニュース』2004 年 4 月 8 日）。 

ハイドロフォーミングについても，先に見たように現代ハイスコは 2000 年頃から開

発を始めて 2003 年中に量産体制を整えていた。ポスコはこれを追いかけるかたちで

2003 年 12 月に技術研究所でパイロット生産をスタートさせた。2005 年 5 月には年産

100 万個規模のハイドロフォーミング工場を竣工させ，本格生産に入った。ポスコと現

代ハイスコは競い合って自動車加工分野に進出していったことがわかる。 

 

3．需要者との関係強化 

 

前節でもみたように，高級鋼，特に自動車鋼板の開発・生産において重要な役割を果

たしているのが，需要者との緊密な情報交換である。従来，ポスコは国営の独占企業と

して民間企業に鋼材をいわば配給する，需要者に対していわば上位の立場にあった。そ

うした上下関係にあって，ポスコと需要者とのあいだでは，日本における鉄鋼メーカー

と自動車メーカーのように，開発についての緊密な情報交換は困難であった。このこと

は，ポスコが自動車鋼板を開発する上では大きなマイナスとなっていたと考えられる。

                                                   
106 こうしたポスコの CGL 増設の動きのなかで，現代ハイスコも 2006 年に唐津に新たな

CGL（年産 35 万トン）を完工させた。さらに，一貫製鉄所が完工して冷延設備も大幅に

増設された 2010 年代に入ると，2011 年に唐津に年産 25 万トン規模，順天に年産 30 万ト

ン規模の CGL をそれぞれ増設した（『スチール・デイリー』2012 年 7 月 7 日）。 



116 
 

自身の完全民営化，さらに競争者の出現という新たな状況のなかで，ポスコは需要者と

の関係強化に乗り出した。 

ポスコはまず，1998 年末から完全民営化を進めるなかで，業務プロセスおよび情報

システムの全面的な見直しとインターネット技術の導入を核とする， PI（Process 

Innovation）と呼ばれる全社的な活動をおこなった。さらに新たな社内システムと顧客

および供給者のあいだをスチール N ドットコムというシステムで連結して，社外取引

先との情報を共有し，さらには電子商取引を可能にした。これによって，販売生産計画

のスパンを 60 日から 15 日に，熱延コイルの引き渡し納期を従来の 30 日から 14 

日にすることに成功した。またこれにより顧客との製品の共同開発が容易になったこと

から，新製品の選定から，開発，生産，販売までの期間を，従来の 4 年から 1 年 6 カ月

に短縮することができたという（ポスコ 2004a: 429-435）107。 

その上でポスコは，日本の鉄鋼メーカーに倣い，自動車メーカーとの共同開発のため

の体制づくりに乗り出した。とは言え，国内における自動車鋼板の最大の需要者である

現代自動車グループは，すでに自ら自動車鋼板の開発・生産に乗り出しており，同グル

ープと緊密な開発体制をつくることは難しかった 108。そのためポスコは，国内外を問

わず，現代自動車グループ以外の多くの自動車メーカーと幅広く協力関係を構築しよう

とした。具体的には，ポスコは多くの自動車メーカーと鋼材の共同開発をおこなう場所

として，2003 年 1 月に ｢自動車鋼材加工研究センター｣ を設立した。表面処理鋼板や

ハイテン材などの自動車鋼板や TWB，ハイドロフォーミングなどの鋼材加工について，

自動車メーカーの製品開発と同時並行で鋼材の開発をおこなおうとする，いわゆる EVI

（Early Vendor Involvement）をおこなうための組織である。センター内には自動車メ

ーカーと共同で製品開発をおこなうための研究室や各種試作ラインが設けられるなど，

自動車メーカーと協同開発をおこなうための場が整備された。同センターは設立から 4

                                                   
107 ポスコが社内の PI の取り組みを記録したものとしてポスコ PI プロジェクト推進チー

ム (2001)，PI について日本に紹介した文献として大塚(2004)がある。 
108 もちろん，ポスコと現代自動車グループのあいだで取引関係は継続しており，鋼材開

発における協力も一定程度行われていた。例えば，第 5 章で触れたように，2003 年 4 月

に両社は自動車鋼板の開発に関する共同セミナーを開催し，またポスコが責任者となった

TWIP 鋼開発に関わる政府の開発支援事業に現代自動車も参加している。しかし，結局，

自動車鋼材加工研究センターでの EVI に現代自動車は参加していない。この後，現代自動

車グループが鋼板の自グループ内調達比率を高めるにつれ，両社の関係はますます疎遠に

なったとみられる。 
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年後の 2007 年 9 月の時点で，韓国メーカー5 社（部品 1 次ベンダーを含む），日本メー

カー1 社，中国メーカー1 社と EVI を実施していた。韓国メーカーや中国メーカーに対

してはポスコが用途ごとの鋼材を提案していたのに対し，日本メーカーとの取引では日

本メーカー側が様々なスペック上の要求を出し，それにポスコ側が対応するケースが多

かったという 109。自動車メーカー側の技術水準に応じた多様な共同開発のスキームを

整備したことがわかる。 

 

4．横断的プロジェクトチームの編成 

 

 2000 年代後半になると，ポスコは高級鋼，特に自動車鋼板の開発・生産をさらに加

速させた。この時期には，現代自動車グループが一貫製鉄所の建設によって，鋼鉄から

自動車の部材に至る自動車鋼板生産の垂直統合を進め，生産を飛躍的に拡大させようと

していた。さらに，中国の鉄鋼業が爆発的な拡大を見せており，世界の汎用鋼市場が将

来的に中国鉄鋼メーカーに侵食されるとの見方が強まっていた。こうした状況のなかで，

ポスコは自動車鋼板の開発・生産を強化しつつ，海外の有力自動車メーカーへの販売を

進める方向にシフトした。2006 年 7 月にポスコの光陽製鉄所は，2008 年までに光陽製

鉄所を世界 1 位の自動車鋼板専門製鉄所として完成させると宣言した。ここで具体的な

目標として，2008 年までに最も要求条件が厳しいとされるトヨタ自動車の日本国内工

場への鋼板納入することを掲げた（許南釋とポスコ人 2009110: 44, 58-59）。 

そのためにポスコは，改めて開発体制の改編をおこなった。ここでモデルとなったの

が，日本の新日鉄であった。最初におこなった試みは，プロジェクトチームの結成と，

そこでの研究開発部門と生産部門，さらに生産部門内での各工程間を横断したメンバー

の編成である。光陽製鉄所はまず製鉄所の目標を実現するために，重要かつ緊急性のあ

る技術開発上のテーマを「挑戦課題」に選定した。その上で課題ごとに技術研究所の研

究者と現場のエンジニアがプロジェクトチームを組織して，情報交換を密にすることに

よって理論と現場知識の融合による開発を進めた。さらに製鋼，熱延，冷延，表面処理

                                                   
109 この時点では主に TRIP 鋼や DP 鋼などハイテン材をめぐる共同開発を行っていた。

ポスコ自動車鋼材加工研究センター訪問（2007 年 9 月 6 日）時の開発担当者とのインタ

ビューに基づく。 
110 同書の主著者である許南釋は光陽製鉄所長兼副社長として，このときの開発生産体制

の改編におけるリーダー役を果たしていた。 
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の各生産工程のエンジニアがすべて 1 カ所に集まって共同で問題の解決策を探ってい

く体制を整えた。開発促進のために，プロジェクトチームに参加するエンジニアの 30％

は現場の仕事から一時的に離れてチーム専属とした（許南釋とポスコ人 2009: 130-134, 

188-190）。プロジェクトチームの開発の場として，2008 年 1 月に新たに光陽製鉄所内

に「自動車鋼板技術センター」を設立した（許南釋とポスコ人 2009: 133,『京郷新聞』

2008 年 1 月 30 日）。 

 工程横断的なプロジェクトチームを組織したひとつの契機は，日本の経営学者である

藤本隆宏によるポスコに対する批判であった。藤本はポスコが日本の鉄鋼メーカーのよ

うに自動車用の防錆鋼板を生産できていない事実を指摘して，その理由を工程間のすり

合わせをおこなう開発・生産体制を整備していない点に求めた（藤本 2004: 161-168, 

Fujimoto et al. 2006）111。ポスコは高級鋼の開発・生産のために足りない点はなにか

を検討するなかで，藤本のこの指摘を実際に読んで，新日鉄の実践事例を参考にプロセ

スの抜本的な改善を図ったという（許南釋とポスコ人 2009: 225-227）。その他にもポス

コは品質改善のために，操業部門における運転部署と整備部署の統合，運転交代組間の

横断した常駐主任の設置といった，生産現場での情報共有のための改善を図った（許南

釋とポスコ人 2009: 65-69，93-98）112。ポスコは，改めて先行する新日鉄の開発・生産

                                                   
111 藤本はポスコが工程間でのすり合わせを十分に行えていない理由を，1970 年代の浦項

製鉄所第 2 期建設の時点で，設備を日本からだけでなく多くの国の企業から導入した結

果，JG が工程横断的な指導を行えなかったからであるとしている（藤本 2009）。しか

し，第 3 章でも論じたように，ポスコは高炉や転炉，熱延など主要設備については日本メ

ーカー製を続けて購入しており，説得力に欠けている。浦項第 1 冷延工場の設備はフェス

ト社などだが，稼働後に JG の指導を受けている。2000 年代に入っても工程間のすり合わ

せが十分でなかった理由としては，（1）すり合わせが必要になるのは一定のグレード以上

の鋼板だが，JG を始め日本鉄鋼メーカーは高級鋼に関する技術協力に一貫して消極的で

あったためにポスコは学習する機会がなかったこと，（2）特に薄板専門製鉄所となった光

陽製鉄所の場合，汎用品の少品種大量生産からスタートしており工程間のすり合わせを当

初は必要としていなかったこと，（3）JG が浦項製鉄所第 3 期建設時に指摘していたよう

に，ポスコは設立当初から部署間のセクショナリズムが非常に強くそれがすり合わせを阻

害した可能性があること，等が考えられる。この点については，今後，更に研究を深めて

いきたい。 
112 こうした取り組みは，ポスコが PI に続いて 2002 年から展開したシックスシグマ活動

の延長線上にある。シックスシグマとは 1980 年代にアメリカのモトローラ社が開発した

品質管理手法であり，統計分析手法や品質管理手法を用いて製造プロセスの分析を行い，

不良品率の引き下げ等の改善を図っていくものである。アメリカの GE 社が導入して成功

したことが知られている。POSCO はシックスシグマの手法にトヨタ式の現場改善活動を

組み合わせた QSS（Quick Six Sigma）という手法を開発して製造現場で展開した（許南

釋とポスコ人 2009，大塚 2004）。 
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体制を学習して，みずからの体制の改善を図ったのである。 

 ポスコは 2000 年代半ばまでに DP 鋼，TRIP 鋼といったハイテン材の開発を進めて

生産も開始した（キム･ドンジン･パク･スンチョル･パク･ソンホ 2004）。さらに開発生

産体制の改編などを通じて自動車鋼板の開発に努めた結果，ポスコは 2000 年代末まで

に 1180Mps 級の超ハイテン材を開発して本格的に生産をおこなうとともに，ハイテン

材による自動車外板用 GA 鋼板の開発などにも成功した（許南釋とポスコ人 2009: 188-

189）。この頃になると円高ウォン安の進行により，日本の自動車メーカーのなかでもポ

スコ材を採用する動きが広がった。ポスコは 2008 年 9 月に念願だったトヨタ自動車日

本国内工場への GA 鋼板の一部納入に成功した（許南釋とポスコ人 2009: 225-227）。

日産自動車に対してはトヨタよりも多くの鋼板を納入しており，2009 年 5 月時点で，

追浜工場で生産される小型車マーチのプレス点数ベースで約 30％，重量ベースで 15％

の鋼材にポスコ材が採用されていた。そのなかには一部の自動車外板用 GA 鋼板も含ま

れていた 113。さらに 2010 年にマーチはフルモデルチェンジされるとともに日本国内

市場向けを含めたすべての生産がタイに移管されたが，これを契機にポスコがマーチの

メイン鋼材サプライヤーとなった（『日本経済新聞』2011 年 8 月 9 日）114。 

 

 

小括 

 

 2000 年前後から高級鋼の開発という製品イノベーションが収束化に向かい，コスト

削減の要求もあって鋼種の絞り込みと規格化も進んだ。これによって，後発国企業が自

動車鋼板を開発し販売する余地が広がることになった。さらに政策転換によって参入規

制が撤廃され，現代自動車グループが冷延鋼板事業を開始するとともに 2000 年代末に

                                                   
113 日産自動車追浜工場訪問（2009 年 5 月 21 日）時のプレス加工技術担当者へのインタ

ビューに基づく。特に 2009 年時点は円高が急速に進行して，本社調達部から比較的低価

格なポスコ材を使用するよう工場への要求が強くなっていたという。追浜工場では 2000
年頃からポスコ材の調達を始めて，スペックの要求とテストを繰り返しながら調達比率を

徐々に上げてきた。担当者は，ポスコ材は品質のばらつきが日本メーカーよりも大きいが

許容範囲内，と評価していた。同インタビュー時点で，最も難易度が高い部分の一つとさ

れる，サイドピラー部分のポスコ材採用に向けたテストを行っていた。 
114 2016 年時点でポスコの自動車鋼板の販売は国内向けが 250 万トンであったのに対し，

海外向けは 650 万トンと大きく上回っている（ユ･ジェヒョク 2017: 8）。 
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は一貫製鉄所も建設した。さらに国営企業であったポスコが民営化された。これにより

現代自動車グループとポスコは，競って自動車鋼板の開発・生産を進めることになった。 

現代自動車グループはポスコ独占のなかで国内での自動車鋼板の開発・生産が進まない

状況を打開すべく，日本企業の技術協力によって学習の機会を得て，短期間で自動車外

板用 GA 鋼板の開発・生産に成功した。また高級鋼の使用を一部省略して自動車の部材

を生産できる加工技術も積極的に採用した。これらの開発・生産にあたっては，財閥の

強みを生かして，同じグループ内の自動車メーカーと緊密な協力をおこなった。 

さらに同グループは一貫製鉄所の建設によって製鋼から自動車部材に至る垂直統合

を完成させたことにより，高級鋼の開発・生産を加速させた。ドイツ企業からハイテン

材の開発に関して技術協力を得るとともに，グループ内自動車メーカーとの協力体制を

さらに強化して，グループ内の自動車及び鉄鋼各社の研究員が常駐する研究所を設立し

た。これによって現代自動車グループは超ハイテン材の開発・生産にも成功するに至っ

た。 

 ポスコは 1980 年代から自動車鋼板の開発・生産を進めてきていたが，一部を除いて

海外から技術協力は得られないなかで，自らの研究開発体制の強化を図った。研究開発

予算を増やすとともに，研究所の組織も自動車鋼板の開発を重視する体制に拡充・再編

した。こここで技術的に収斂した鋼種の開発を集中的に進めるとともに，新たな加工技

術も積極的に採用した。特に，完全民営化を契機に，自動車メーカーとも密接な情報交

換をおこなえるような体制を整備し，そのための開発センターも新設した。さらに日本

の鉄鋼メーカーの体制を学習して，生産部門と開発部門が一体となって工程横断的に開

発を進めるプロジェクトチームを中心とした開発体制に再編した。 

 このように製品イノベーションが収束するなかで，現代自動車グループとポスコは競

って，それぞれが独自の方法で技術の導入あるいは開発をおこない，また自動車メーカ

ーとの協力関係を構築することによって学習を進めた。これによって韓国鉄鋼業は自動

車鋼板という付加価値の高い製品についても，日本へのキャッチアップを急速に進める

ことになったのである。 
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終章 結論と今後の課題 

 

  

本研究は，韓国鉄鋼業が戦後日本鉄鋼業によるイノベーションのプロセスに影響を受

けながら，どのようにキャッチアップを図ったのかを明らかにすることを研究課題とし

た。本章は，本研究全体の議論を要約するとともに，本研究の結論と残された課題を示

す。 

 

 1950 年代後半から日本では臨海大型一貫製鉄所の建設という工程イノベーションが

活発に展開していた。そうしたなかで韓国でも政府主導による一貫製鉄所の建設計画が

進められていたが，それは比較的小規模かつ簡素な設備で国内原料を最大限利用する，

途上国型一貫製鉄所の建設計画であった。しかし，準備不足で計画が次々に頓挫するな

かで，次第に途上国型一貫製鉄所計画では競争力を持たないことが明らかになっていっ

た。1969 年になって韓国政府は，工程イノベーションを活発に展開していた日本から，

国交正常化に伴う経済協力として技術と資金を導入することに成功して浦項製鉄所を

建設した。 

 浦項製鉄所第 1 期は，日本の鉄鋼大手 3 社共同による JG と，日本の総合商社を中心

とした工場・設備ごとのサプライヤー･グループが，設計から設備供給，建設，操業ま

で一括して責任を負ってプロジェクトを進めたという意味で，日本企業が事実上のター

ンキー・ベースによって建設したといえるものだった。しかし，事実上はターンキー・

ベースであっても，形式的には事業主体はあくまでもポスコであり，ポスコは JG が関

与するすべての局面に関与するとともに，工期の管理などではイニシアチブを発揮した。

その結果，ポスコは浦項製鉄所第 1 期建設を通じて，製鉄所建設に関する大きな技術学

習の機会を得ることになった。 

浦項製鉄所の第 2 期建設において，ポスコは引き続き日本企業から技術指導を受けつ

つ，第 1 期建設における技術学習をもとに、設計の一部や工事のかなりの部分において

独自におこなえる領域を広げた。第 3 期では設備規模を最先端の設備並みに拡張しつ

つ，基本設計を除いて日本からの協力なしに単独で建設を行おうとした。しかし，ポス

コは設備規模の拡大に伴う工事総量の変化に対応できるような、建設プロジェクト全体

を管理する能力が不足していた。そのため再び JG から現場での建設指導を受けるとと
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もに，プロジェクト管理に関する詳細な提言を受けた。ポスコは第 4 期建設において組

織体制及び工程管理に大幅な改善を図った結果，ほぼ独力で建設を終了させることに成

功した。ポスコは臨海大型一貫製鉄所をめぐるイノベーションを活発に展開していた日

本企業から，製鉄所の設計，施工、運転にいたる個々の技術、さらに建設プロジェクト

を遂行する管理全般について指導を受け、それを段階的に学習することによって，技術

能力を向上させることに成功したと言える。 

1980 年代に入ると、臨海大型一貫製鉄所という工程イノベーションが収束に向かう

なかで，ポスコは浦項製鉄所に続いて第 2 製鉄所である光陽製鉄所を建設した。敷地の

埋め立て造成などでは日本企業からの技術協力を受けつつ，それ以外については浦項製

鉄所建設での学習によって培った技術能力をもとに，ほぼ独力で建設した。ポスコは鉄

鋼不況期ゆえに安価で設備を購入することに成功するとともに，工程イノベーションの

収束により新たな技術が出現しないなかで，生産効率を最大化するような生産体制の確

立に技術学習を集中させた。その結果，ポスコは光陽製鉄所において低コスト・高効率

生産体制を構築した。ポスコはその生産体制のもとで輸出向けに熱延コイルの少品種大

量生産をおこなうとともに，1980 年代後半からは国内での冷延鋼板と表面処理鋼板の

需要急増を受けて薄板の川下工程を拡充し，薄板専門の製鉄所へと事業を展開した。こ

こでもポスコは汎用鋼板の少品種大量生産を貫徹することにより，高収益をあげること

に成功した。 

 他方，1970 年代後半から日本の鉄鋼業では自動車鋼板など高級鋼の開発・生産とい

う製品イノベーションが活発に展開した。韓国鉄鋼業においてもポスコが 1980 年代初

めから本格的に自動車鋼板の開発・生産に乗り出そうとしたが，日本企業など海外から

技術協力を得ることはできなかった。ポスコは，先進国における技術資料を収集し，そ

れを分析することを通じて高級鋼開発・生産の学習を進め，自動車鋼板の開発・生産に

踏み出した。しかし，日本企業は製品イノベーションを活発に展開しており，技術的格

差は大きいままであった。そこでポスコは，みずから大学と研究所を設立して産研学協

力体制を構築したが，研究所と生産現場のあいだに十分な情報交換がおこなわれないと

いった問題が生じてしまい，十分な成果をあげることはできなかった。 

 1990 年代末から高級鋼の開発・生産という製品イノベーションが収束に向かった。

これにより使われる鋼種が限定され，あまり高品質でない鋼種の市場も広がったため，

後発国企業は限られた資源をそれら鋼種の開発に集中させて学習のスピードを上げる
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ことができるようになった。さらに，国営企業の民営化政策によってポスコが民営化さ

れるとともに，参入規制が撤廃されて新たに現代自動車グループが自動車鋼板製造事業

に参入した。現代自動車グループは，製品イノベーションの収束によって技術移転に積

極的になった海外企業から技術を導入し，同グループ内の自動車メーカーと共同開発体

制を構築して技術学習を進めた。他方，すでに自動車鋼板の開発・生産を進めていたポ

スコは，研究開発体制を再編・強化して，特に自動車鋼板に焦点を絞って学習を加速化

させた。自動車メーカーと密接に情報交換をおこなえるように開発センターを新設する

とともに，日本メーカーに倣って生産部門と開発部門が一体となって工程横断的に開発

を進めるプロジェクトチームを組織した。このように製品イノベーションが収束するな

かで，現代自動車グループとポスコは競って，それぞれが独自の方法で技術の導入ある

いは開発をおこなうとともに，自動車鋼板の開発・生産において重要な自動車メーカー

との協力関係を構築することによって学習を進めた。これによって韓国鉄鋼業は自動車

鋼板という付加価値の高い製品についても，日本へのキャッチアップを急速に進めるこ

とになった。 

 

 以上の考察を踏まえて，本研究の結論を述べておきたい。韓国鉄鋼業が戦後日本鉄鋼

業によるイノベーションの軌跡に影響を受けながら，どのようにキャッチアップを図っ

たのかを明らかにすることが本研究の課題であった。 

第一に，本研究は韓国鉄鋼業が生産量の面で日本鉄鋼業にキャッチアップを遂げた過

程を明らかにした。戦後日本鉄鋼業では最初に大型臨海一貫製鉄所の建設という工程イ

ノベーションが生じた。本研究は，韓国の鉄鋼業がこのイノベーションが収束した 1980

年代に低コスト・高効率の生産体制を築くことに学習を集中し，少品種大量生産体制を

構築することによって，日本への急速なキャッチアップを果たしたことを明らかにした。 

第二に，本研究は，韓国鉄鋼業が高付加価値製品の生産の面でも日本鉄鋼業にキャッ

チアップする過程を明らかにした。戦後日本鉄鋼業では工程イノベーションに続いて高

級鋼の開発・生産という製品イノベーションが生じた。本研究は，韓国鉄鋼業がこのイ

ノベーションが収束に向かった 1990 年代末以降，2 社が競ってそれぞれの方法で学習

を進めた結果，高級鋼の開発・生産が進展し，日本へのキャッチアップが急速に進んだ

ことを明らかにした。 

このように本研究は，戦後日本鉄鋼業の 2 つのイノベーションがそれぞれ収束した段
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階において，韓国メーカーが一段と学習を進めて技術能力を向上させた結果，韓国鉄鋼

業のキャッチアップが急速に進展したことを明らかにした。 

 しかしながら，本研究にはいくつかの課題が残されている。 

第一の課題は，韓国鉄鋼メーカーの技術開発についての具体的なプロセスの解明であ

る。本研究では高級鋼の開発・生産におけるキャッチアップの動因となった企業の技術

学習について、主に韓国鉄鋼メーカーにおける開発組織・体制の構築を中心に論じた。

しかし，その組織・体制のもとで具体的にどのようなプロセスで開発を進めたことによ

って成果を生んだのか，それはイノベーションを生んだ日本企業とどのような違いがあ

るのかについて十分に解明できていない。この点は更に検討していく必要がある。 

第二の課題は，キャッチアップ後の韓国鉄鋼業の技術発展である。本研究が対象とし

た時期は 2010 年前後までである。その後，韓国鉄鋼メーカーがどのような技術開発を

おこなっているのか，その結果，韓国鉄鋼業がキャッチアップ段階を完全に終了して，

先行していた日本鉄鋼業を追い越そうとしているのかについては議論できていない。現

在の韓国鉄鋼メーカーの技術水準と技術戦略について，更に考察を深めることを今後の

研究課題としたい。 
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巻末附録 

 

巻末表 1 本研究の主要事項年表 

 
 

 

年 月 主要事項
1966 10 韓国政府，対韓国際製鉄借款団（KISA）と製鉄所建設に関する基本契約締結
1968 4 浦項綜合製鉄（ポスコ）発足
1969 6 韓国政府，KISA計画の頓挫を受けて製鉄所建設に関する新事業計画を策定

12 日韓政府，浦項綜合製鉄建設資金の調達に関する基本協約締結
12 ポスコとジャパングループ（JG），予備エンジニアリングに関する用役契約締結

1970 10 ポスコ浦項製鉄所第1期熱延工場着工
1972 10 ポスコ浦項製鉄所第1期熱延工場竣工（第1期建設総合竣工は1973年7月）
1976 5 ポスコ浦項製鉄所第2期建設竣工
1978 10 韓国政府，ポスコを第二製鉄所事業者に選定

12 ポスコ浦項製鉄所第3期建設竣工
1981 2 ポスコ浦項製鉄所第4期建設竣工
1983 3 ポスコ，西ドイツのティッセン社と基本技術契約の検討に関する技術用役契約締結
1984 8 ポスコ，薄物開発委員会を発足，自動車鋼板の開発をスタート
1985 12 鉄鋼産業育成法が廃止，鉄鋼業の設備新増設が条件付き自由化
1987 2 ポスコ第2冷延工場竣工，自動車鋼板の生産を本格的に開始
1987 3 産業科学技術研究所（RIST)発足
1987 5 ポスコ光陽製鉄所第1期建設竣工

12 浦項工科大学（POSTEC)開校式
1988 6 ポスコ，証券取引所に上場
1988 7 ポスコ光陽製鉄所第2期建設竣工
1990 12 ポスコ光陽製鉄所第3期建設竣工
1992 5 ポスコ光陽製鉄所第4期建設竣工
1996 7 ポスコ，RISTの鉄鋼研究部門をポスコに移管

11 工業発展審議会，現代グループの一貫製鉄所建設不可の決定
1997 4 現代鋼管（現代ハイスコ）冷延工場竣工
1999 12 ポスコ完全民営化
2003 1 現代ハイスコ，自動車外板用GA鋼板の量産開始

1 ポスコ，自動車鋼材加工研究センターを設立
2007 2 現代自動車グループ，現代製鉄研究所を設立
2008 9 ポスコ，初めてトヨタ自動車日本国内工場にGA鋼板納入
2011 4 現代製鉄唐津製鉄所竣工
2013 9 現代製鉄唐津製鉄所拡張建設竣工

（出所）筆者作成。
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巻末図 1 鉄鋼業工程図 
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（続き） 

 

（出所）新日本製鉄編（2004:24-27），川端（2005：25）をもとに筆者作成。 
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鉄鋼関連用語集 

 

製銑工程：鉄鉱石から酸素を除き，銑鉄を製造する方法。 

 

高炉法：還元剤としておもにコークスを用い，鉄鉱石を一酸化炭素ガスによって還元し

（間接還元），かつコークスの炭素と接触させて還元して（直接還元）銑鉄を製造する

製鉄法。そのための設備を高炉という。 

 

製鋼工程：銑鉄あるいは鉄スクラップを溶解し，成分を調整して（精錬）目的に沿った

製品加工をできるよう鋼を製造する工程。 

 

転炉：精錬後に炉を傾け溶鋼を取り出せるよう回転のできるとっくり型の製鋼炉。原料

には溶融状態の銑鉄（溶銑）を用いる。炭素分の多い銑鉄は固くて脆いため，溶銑に酸

化性ガスを吹き込んで炭素および不純物を除去し，鋼を製造する。現在は炉の上部から

高圧の酸素を吹き込む純酸素上吹き転炉，いわゆる LD 転炉が主流である。 

 

電炉（電気炉）：電極を差し込んで原料とのあいだに電弧熱を生じさせ，原料を熔解，

精錬する製鋼炉。原料には，主に鉄スクラップが用いられる。 

 

平炉：蓄熱室の上に平たい船底型の溶解室がある製鋼炉。原料には銑鉄と鉄スクラップ

を用いる。蓄熱室で主に重油を燃焼させ，蓄熱室からの排気ガスによって熔解室で原料

を溶解し，炭素を燃焼して不純物を除去する。平炉と比べて酸素を使用するために純度

の高い鉄を生産でき，生産効率も高い LD 転炉の登場によって戦後に完全に淘汰され

た。 

 

鋳造・分塊工程：製鋼工程で製造された溶鋼を，鋳型に流し固めて半製品（鋼片）を製

造する工程。鋼片には形状によってビレット，ブルーム，スラブの区別がある。 

 

分塊：溶鋼を鋳型に流し，冷えて固まった鋼塊（インゴット）を一度製造した後に，こ

れを再び加熱して分塊圧延機により鋼片を製造する方法。 
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連続鋳造：溶鋼を鋳型に流し込み，表面が凝固したものを鋳型の底から引き出していく

ことにより，溶鋼から直接，鋼片をつくる方法。 

 

圧延工程：素材に圧力を加えて伸ばし，目的に応じて形状を整えて鋼材を製造する工程。 

 

熱間圧延（熱延）：鋼片を高温で加熱しておこなう圧延工程。加工が容易であるものの，

表面状況や寸法の精度などは様々になる。熱延の結果，板として成形したものを熱延鋼

板，コイル状に巻いたものを熱延コイルと言う。 

 

冷間圧延（冷延）：熱延された鋼材を，さらに常温に近い温度で圧延する工程。表面が

清浄で薄く，寸法精度も高くなる。 

 

ストリップミル：圧延機数台を並べることにより，連続して圧延することを可能にした

機械。量産性，精度，歩留まりに優れている。 

 

焼鈍工程：鋼板を適当な温度に加熱して、その温度に一定時間保持した後に除冷してい

く処理のこと。内部応力の除去、硬さの低下、加工性の向上などの効果がある。 

 

表面処理工程：鋼板の表面に防錆，外観の向上など目的に応じて表面処理をほどこし，

表面処理鋼板を製造する工程。主に錫や亜鉛によるめっき処理を指す。自動車用に広く

使われている表面処理鋼板として，電気亜鉛めっき（EG）鋼板，合金溶融亜鉛めっき

（GA）鋼板などがある。自動車鋼板などの溶融亜鉛めっきのために使われる設備が連

続亜鉛溶融めっきライン（CGL）である。 

 

ハイテン材（高張力鋼）：500Mpa 程度の硬度がありながら成形性にも優れた鋼のこと。

自動車鋼板として広く使用されている。DP 鋼，TRIP 鋼などの種類がある。強度が

1000Mps 程度以上のものを一般に超ハイテン材（AHSS）という。 

 

テイラーウェルデドブランク（Tailor Welded Blank: TWB）：自動車用の鋼材などを加

工する技術で，強度，厚さ，材質が異なる鋼板を切断後にレーザー溶接によって一体化
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させる。鋼材の場所に応じて必要な鋼種を選択できるためにコスト削減を図れるメリッ

トがある。 

 

ハイドロフォーミング：ハイドロフォーミングは鋼管に液体を注入し，その圧力により

膨らませて一体成型をおこなう技術で，溶接部がないために軽い鋼材を使用しなくても

軽量化が可能になる。 

 

銑鋼一貫製鉄所・銑鋼一貫メーカー：高炉により銑鉄をつくり，主に転炉にて製鋼し，

さらに圧延をおこなって様々な鋼材を製造する工程をすべて備えた製鉄所，およびそれ

を持つ企業。 

 

電炉メーカー：電炉によって製鋼し，さらに圧延をおこなって様々な鋼材を製造する企

業。品質上の限界から，板材類ではなく主に形鋼や棒鋼，線材など条鋼類を生産する。 

 

単圧メーカー：製銑および製鋼工程をもたずに圧延工程のみを持ち，半製品を購入して

圧延し，鋼材を製造する企業。 

 

 

（出所）鉄鋼新聞社編（1999），新日本製鉄編著（2004），佐藤編（2008）より作成。 
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