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経済学研究 35-3
北海道大学 1986.1 

鉄鋼合弁企業における技術移転 (11)

米山喜久治

第1章研究の目的と方法

第2章 日本鉄鋼業の技術導入と技術協力

(第30巻第3号)

第3章戦後日本鉄鋼業と国際環境(第31巻第 1号)

第4章八幡製鉄とマラヤワタ・プロジェクト

4-1マレーシアの経済開発(第31巻第4号)

4-2八幡製鉄と経営者稲山嘉寛(第31巻第5号)

4-3合弁企業マラヤワタ製鉄の設立

(第32巻第2号)

第5章 マラヤワタ・プロジェクトにおける適正技術

の開発

5~1 10万トン製鉄所計画(第32巻第3号)

5-2ゴム材木炭高炉技術の開発

5-2-1 rゴム材木炭高炉」の着想と展開

(第33巻第2号)

5-2-2マラヤワ夕方式製炭技術の開発

(第33巻第4号)

第6章 マラヤワタにおける技術移転

6-1技師，技師補佐の採用と教育訓練

6-1-1技師，技師補佐の採用

6-1-2技師，技師補佐の教育訓練(第34巻第4号〉

6-2八幡製鉄派遣技術者の教育訓練

(第35巻第 1号)

6-3 マラヤワタ一貫製鉄所の建設

6-3-1 工場計画

1961年10月15日以来，八幡製鉄では，マラヤ

ワタ製鉄の建設計画に対応し総務部に「マラヤ

ワタ製鉄班」を設置してきたが65年 4月1日に

は， これが廃止され，新たに「マラヤワタ臨時

建設本部」が設置された。

これは製鉄所建設推進の本格化に対処し，基

本計画およびその推進についての連絡調整に関

する業務を実施するためであった1)。酒井薫夫

を本部長に八幡製鉄の優秀な若手の技術者16名

がこれに配属された。

岡本部を中心に全体的な工場計画の検討が開

始された。工場建設に必要な土木工事の事前調

査のためまず大谷技師が現地に派遣され，建設

予定地プライの実地調査，マレーシア園内の建

設会社の技術力調査を実施した。

すでに述べたようにゴム材木炭高炉の適正技

術の開発により年産10万t規模の一貫製鉄所の

建設が計画されたが， この一貫製鉄所の生産系

統は，最終的に第 6-8図に示すようなものと

して確定された。

マラヤワタの工場設計にあたって解決すべき

最重要課題の 1つは，棒鋼生産10万 tの規模の

デメリットをどう克服するかという点であっ

た。これにはまず工場レイアウトを運搬管理，

エネルギー管理の観点から連続性を確保しなが

ら出来るだけコンパクトにまとめる事， さらに

は高性能設備を投入して高生産性を実現し，生

産原価の低減につとめ，製品の市場競争力を強

化することであった。

設備条件としては，

(1) マレーシア人の技術レベルで操業できる設

備であること。技術力の低い者にとって使いや

すい設備であるためには， 日本国内で建設操業

されているコンピュータ・コントロールによる

高度に自動化された設備は不適当で、あること。

(2) さらに低価格であること。

しかしこのために既存の設備のレベル以下に

1) W炎とともに一八幡製鉄株式会社史~ (1981) p. 
750. 
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第 6-8図生産系統概要(高炉1基時)
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〔出所J W鉄鋼界』昭和42年11月号

なってはならない。

(3) 全体の設計には，将来の拡張の余裕を含む

ものであること。特に圧延機の生産能力，製品

の種類(棒鋼，山形鋼，平鍋)と BSによる範

囲(サイズ)は慎重に検討すること。圧延工場

レイアウトに関して12の代替案が作成され，検

討の結果第6-9図に見るようなレイアウトに

決定された。

この工場計画の重要な特徴の 1つは，高炉と

LD転炉が 1つの建家に配置されている事であ

る。これは生産工程の連続性，運搬管理，建設

コストの低減等を考慮した結果で、ある。そして

全体的な運搬管理については「焼結炉，高炉へ

の原料輸送はベルトコンベアとし，高炉への装

入方式もベルトコンベア方式を採用した。熔鉄

は転炉工場に設置した貯銑鍋に高炉出銑樋から

直接流入することとし，貯銑鍋の側に鋳銑機が

配置されている。鋼塊の輸送は機動性の高いト

ラックとし，石灰焼成炉の成品生石灰はベルト

コンベアで直接転炉の炉上のパンカーに移送さ

れる方式としたJ2)。

各設備の設備基準は，原則として JIS規格

に従って設計され， 最終的には BS(British 

Standards)規格を満足するものとし，特にボ

イラー，圧力容器，電気関係には BS規格が適

用された。特に安全係数には意を用いて過負荷

に対応できるよう配慮された。

5月に設備予算の検討開始 6月には設備予

算の令達が行われ，高炉工場，圧延工場の主要

設備について， 日本国内の主要プラントメーカ

ーに照会が行われた。またこれと時を同じくし

てマレーシアの現地プライでは，ボーリング，

測量，伐採等の事前工事が開始されたのであ

る。

7月には，機械，電気関係のマレーシア・コ

ンサルタントと設備内容について打合せが行わ

れた。そして第6-15表に示すような設備概要

について，まず焼結設備は，永田製作所，高炉

関係は，高炉本体，熱風炉，木炭破砕設備，同

輸送設備を含めて今村製作所が担当。

八幡製鉄工作本部では， 80 t貯銑なベ，スト

y バーの乾燥炉2基， LD転炉炉体2基，転炉

ガス冷却装置 1基，石灰焼成炉2基，プッシャ

一式加熱炉1基，粗圧延機 1基，溶銑なベ，溶

鋼なべを製作した。 LD転炉は鉄皮内容積

41 m3， 1回当りの出鋼量12tの能力を持つも

のであるが， これには八幡製鉄で新たに技術開

発がなされた炉体交換方式が採用されたわ。 こ

の方式は，台車の上に 2基の転炉を設置し，炉

修理の場合に移動，交換して操業を行なうもの

であり，炉修理の平行した実施によって 1基分

の設備で効率的な操業が可能となるものであ

る。また LD転炉には，八幡製鉄の開発にな

る OG方式の廃ガス処理設備が設置された。

このように八幡製鉄は，小規模転炉工場の建

設に対して自らが独自に開発した技術を付加し

2)御手洗良博 (1967)Iマラヤワタ製鉄の現状につ
いてJ，W鉄鋼界~ 1967年11月号， p.38-44. 

3) IくろがねJ1967年3月15日号， NO.1549. 
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第 6-9図 Malayawata製鉄工場配置
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【出所) Ii鉄鋼界』昭和42年11月号

て技術援助協定の遂行を計ったのであるめ。

その他圧延設備は，東芝機械，三菱重工業，

富士電機，石川島重工等が担当した。

さらに LD転炉に必要とされる酸素発生機

は，日立製作所が担当し 1時間当り 500m3の

発生能力を持つものであった。この設備は日本

国内では小規模であったが，当時のマレーシア

では， この設備能力の 120分の 1あるいは30分

の lの能力で， りっぱに独立会社としてヨーロ

ッパ人技師が常駐して運営している酸素会社が

2社も存在」していた九 このように転炉工場

の補助設備にすぎない酸素発生機もマレーシア

では最大規模の水準を持つものであり総合装置

型工場としての一貫製鉄所建設は，マレーシア

産業化に大きなインパクトを与えたのである。

プラントメーカーとの交渉が開始されたこの

年は，前年の日本特殊鋼の倒産に続き山陽特殊

製鋼の倒産がおこり鉄鋼業界は深刻な不況の中

にあった6)。 また山一証券への日銀の無期限の

特別融資が行われたように信用不況といういわ

4) 八幡製鉄『営業旬報~ 1966年8月11日号， r八幡

製鉄でわが国初の炉体交換式転炉火入れ」

前原繁他 (1969) rOG法の開発と発展J，Ii'製鉄

研究~ No. 266， p. 112~136. 
前原繁他 rOG装置とその後の発展J，Ii'製鉄研

究~ No. 291， p. 89-10仏
『炎とともに一八幡製鉄株式会社史~ p. 432-433. 

5)大岩泰 (1985)Ii'マラヤワタ製鉄建設日誌~ p. 

12渇ー127，新潮社。
6) 日本鉄鋼連盟 (1969)Ii'鉄鋼十年史~， p. 101-102. 

第6-15表 Malayawata設備概要

令HコT・ー

高
I基 木炭 高炉 145m3

3基

1式 20，000Nm3/H
炉

1式 60T/H

機 I1基 臼m3260T/D主習 課w
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圧
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中間圧延機 4基 二重ローノレ Ac1000kW 

仕上圧延機 6基 二重ローノレ Ac 1200kW 
Ac 500kW 延

付
酸素発生機 2基 500m3/H

ボ イラー 2基 1.5T/H

受配電 1式 11/3.3k V 4500k x 2V 
帯

他

〔出所) Ii'鉄鋼界』昭和42年11月号

ゆる40年不況であったが，その本質は「設備投

資の調整作用を中心とした不況一設備投資循環

がもたらした不況」であったり。

このような園内の深刻な経済状況を背景と

し，基幹産業鉄鋼業における最有力企業として

の八幡製鉄の影響力が行使され 1つ 1つの設

7)内野達郎(1978) Ii'戦後日本経済史~， p. 197，講

談社。
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備の価格交渉が各メーカーとの聞に行われたの

である。

当時日本からのマレーシアへの大型機械設備

の輸出はまだ皆無に等しく，商社がビ、ル用エレ

ベーターの売り込みに苦労する状況であった。

こうした産業界の状況をふまえて，八幡製鉄の

担当者は，メーカー側を「マレーシアに貴社の

手になる設備を輸出しうるまたとない機会であ

り，成功すれば貴社のマレーシアでの知名度は

高まり，今後の新しいビジネス・チャンスに結

びっく」と説得し，設備価格の値引き交渉を行

ったのであるめ。各プラント・メーカーは， こ

の八幡製鉄の説得に応じ必ずしも利益をもた

らさない水準の価格による納入に応じたので、あ

る。

さらに設備代金の支払い条件については年利

5.5%の10年間の延べ払い契約が結ばれた。そ

してこの契約は日本政府の海外経済協力基金の

融資をうけて 2年すえおき15年利子こみの均等

払いに条件緩和された。それで、も第1期工期分

の購入設備費用は， 3，215万$(約 115億7千

4百万円)現地工事費約55億円，プロジェク

ト全体費用は約 235億円の巨額にのぼった。

(第6-16表参照)

各設備は仕様に従って各メーカーで製作さ

Project Costはマラヤワタが IFCに提出した

資料(予定を含む)

第 1期銅塊6万500トγ，鏑材5万6，100ト

ン， 第 2期鋼塊 12万1，000トン，鋼材11万
2，200トγを目標としている

〔出所〕 鉄鋼海外市場調査委員会 (1968.3) ~東南ア

ジア諸国の鉄鋼生産の現状と将来計画]p.59.

8)松井大三郎氏面接記録 (1978.8)。

れ，輸出の運送業務は商社が担当した。

メーカーによるプラントの製作と並行してマ

ラヤワタ臨時建設本部では 3ヶ月がかりで設

備関係のリストアップを行った。設備本体，予

備部品，工具，消耗品等のリストアップが八幡

製鉄の永年の経験とノウハウに基づき行われ，

その数は 5000件以上にも及んだ。合金鉄， 鋳

型(半年分)， ロール(1年分);耐火物 (4ヶ

月分)， 整備関係の機械， 電気部品はいうにお

よばず，手袋やボロキレ等も全て日本から搬入

しなければならなかったのである。部内で作成

されたリストと購入費用をみて「このように多

くの予備部品を持っていく必要があるのか」と

いう意見も出たが，補供する予備品がないと工

場が安定的に操業が出来ないので予備品には特

別の配慮が行われた。

6-3-2 工場建設

日本国内の新鋭製鉄所建設における経験即ち

運転要員，整備要員の作業者を出来るだけ早い

時期に工場建設現場に配置した。自らが操業を

担当する設備について据付から試運転にいたる

過程を全て担当させる事による技術力の向上と

なによりも設備への関心と愛着心の醸成を計る

方式がマラヤワタ建設においても適用された。

建設工事は， 日本人派遣技術者の指導監督の

下に現地の建設会社が業務を進め，設備機械の

据付に間にあう形で，運転担当要員，整備担当

要員の採用と現場配置が行われたのである。

八幡製鉄の派遣技師の派遣期聞は，原則とし

て

建設要員 2年

操業要員 1年(但し工場長及び工場長補佐は

2~2.5 年)

経営管理要員 2.5年

短期派遣要員 6ヶ月以内

木炭関係嘱託 2年

の要領で行われることになった。マレーシア研

修生の帰国を追し、かけるようにして1967年 2月

から八幡製鉄技術者は，工場建設現場プライへ



事上の技術的及び進捗上の指導を行なうものと

する。

(2) メーカー技師の主たる業務

各メーカー技師は，各々が製作した機器設備

の保証性能が設置後において充分発揮できるよ

うに，工事がメーカーの意図した通りに行われ

るか否かを工事の進捗に従って監視，監督を行

なうものとする。

(3) 据付指導員の主たる業務

(i)機械供給者の供給した機械の据付要

領図面等の説明

(ii) 機械供給者の行なう据付工事に関す

る指導助言

(iii)マラヤワタ製鉄の行なう試運転立会

が確定された。

さらに技師の責任限界としては，指導又は助

言の範囲に限るものとし，据付結果については，

それが派遣技師の指導又は助言の誤りに直接原

因する場合を除き，機械供給者および派遣技師

には責任を問わないものとされた。

以上のように製鉄所建設に伴う業務分担が

「担当j， I確認j， I援助」とし、ぅ形をとり，

「メーカー技師j，I山九グループj，Iマラヤワ

タクゃループ」の聞に確立されたのである 9)。

いよいよ建設工事に着手したが， 1965年 8月

からジャングルの樹木の伐採作業を開始し，こ

れと並行して現地測量が行われた。ついで建設

用地 11， 000 m'の埋立整地，障害物の撤去移設

を行ない同年末にはほぼ埋立て工事を完了し

た。

またボーリング載荷試験が行われ， これら各

種設計資料と機器メーカーからの設計データに

基づいてクイ打ち施工図は1966年 1月末現地に

送付された。さらに各工場基礎図面も送られ

た。一方機器メーカーの設計製作も平行的に進

められた10)。

製鉄所建設用敷地の半分以上は湿地帯だった

ので， 15 km離れたところから土を運搬し，約

35-3 究研学済

八幡製鉄派遣技師および各メーカー技師
の関連業務
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9)同上。
10) 1"マラヤワタ製鉄の現状について」。

派遣された。(第6-17表参照)

現地の建設組織図は，第6-10図に示す通り

であるが，八幡製鉄から出向した経営者，管理

者，技術者を中心に組織されたマラヤワタ製鉄

株式会社の主導の下に建設工事は進められたの

である。

組織内の業務分担，

った。

(1) 八幡製鉄技師の主たる業務

八幡製鉄が製作，供給した設備に関しては，

メーカー技師としての職責を果すと同時にマラ

ヤワタのスタッフとしての立場で工事の計画，

管理，調整についての業務を行ないエージェン

ト山九運輸機工およびメーカー技師に対して工

責任権限は次の通りであ
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第6ー11図 Malayawata建設工事

工場名
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伐採、埋立、パイリング工事、昭和40年8月1日~昭和41年7月31日 一一一一ーー一司基礎工事

e------e--e 建機築械工、電事気

〔出所J W鉄鋼界』昭和42年11月号

1 m 厚さに埋立てた。

埋立て作業は現地の請負業者が実施したが約

16万 7千 m3の埋立量であり 8t積くらいのト

ラックで約4万台分を運搬した。この建設用地

は， 岩盤がなく軟弱な土質であり 15mぐら

いまでは泥土状，その下に軟質の砂層があって，

さらにその下部はいくらか固い砂層，その下は

また軟弱の砂層というぐあいに土砂がつもって

できあがった若い地層から形成されている。

このように建設用地は軟弱地盤であるが，設

備の規模が八幡などに比較してずっと小型かっ

軽量のため基礎にかかる重量は軽く，またあま

り高度の精密性を要求される工場設備でないた

め，別段支障はない。この基礎工事もそれに見

合うように設計施工されている。

こうした地盤に対応するため長さ約30m の

パイル1800本を打込み，主な基礎は， このクイ

に支持させ，その上に立つ工場設備は， これで

充分保持しえたのである 11)0 (第6-11図参照)

11)細田正夫「マラヤワタだよりJ，~くろがねJl， 1967
年 2月5日号， No. 1544. 

、計装工事

1966年3月下旬から着手された建設工事は，

上記の1800本のクイ打ちが 8月初めに完成し

この間クイ打ちの完了した部分から第 6-11図

にみるように圧延，高炉，転炉，焼結，酸素

工場の順に基礎工事が進められた。月産

9，350 tの生産能力を持つ圧延工場は建家の長

さ約300m，主要部の幅は約20m で基礎は66

年6月に完成した。その後建家の鉄骨組立て，

屋根ふきも年末までに終り，圧延用クレーンの

取付けは予定通り66年12月1日から行われ， さ

らに67年 1月からは圧延機本体の据付工事が行

われ，建家の壁面も 1月には完成した。

高炉工場は，ゴム材木炭を使用する日産

170 t高炉1基は，本体および操業床の基礎工

事を66年11月に完了。高炉付帯部分の基礎工事

も67年 2月には完了した。高炉本体を支える四

本柱と炉体の鉄皮の組立を 2月に完了，熱風炉

も66年12月中に外側部分，つまり鉄皮の組立て

を終了した。また熱風炉のレンガ積みは67年 1

月から開始され工事は順調に進んだ。

転炉工場は 1回出銑能力12tの LD転炉



154 (520) 経済学 研究 35-2 

2基の基礎工事は67年 1月までに完了，建家の

鉄骨部分も 1月末までに完成 3月1日から溶

銑グレーンも取付がすみ，計画通り工事が進め

られた。

さらに付帯設備である焼結，酸素，石灰焼成

炉関係の工事もまったく当初のスケジュール通

り進められた12)。

だがこのように建設の日程計画が完全に守ら

れたのは，マレーシアの建設会社の技術水準の

低さ，作業者の労働観と勤労意欲のちがい， 日

本とマレ)シアの作業慣行のちがい等を派遣技

術者の情熱と技術力とリーダーシ γ プが克服し

た事が重要な意味を持っている。

まず現地の建設会社の技術力については，

「主要設備はマラヤで一流と L、ぅ会社が，入札

の結果選定されて工事を担当している。普通日

本なら 5， 6人の技術者が現場にあって工事を

みてL、く規模の設備だが，マラヤでは一流とい

われるその会社でも，技術者は 1人だけ。現場

で働く人たものうち設計図面が読み取れるの

は，前記の技術者のほかにアシスタント・エン

ジニアぐらし、。あとは大工や鉄筋組み労務関係

など，各職人の親方が，自分の仕事の範聞， 自

分の職種についての図面なら，なんとか読める

程度」であった問。

日本圏内では設備に関しては，仕様書に基づ

き図面が書かれ， この図面により直接的に建設

が進められるのが通常である。日本の電気工事

の熟練工は，入口と出口さえ明確であれば，図

面を見ないで、も工事を行なうだけの技術力を持

っており，企画者と工事者の聞に信頼関係があ

り，細部にわたる指示と監督がなくても工事は

ヌムースに進んだのである。しかしこの方式は

マレーシアでは通用しなかったのである。

まず図面だけでは現地の建設業者は仕事を進

めることが出来ず， 日本人技術者が，施行計画

書，施行図を現地で書きあげ，さらには図解的

な説明も加えることによってやっと作業が開始

12) rマラヤワタ製鉄の現状について」。
13)細田正夫「マラヤだより」。

されるというのが実情であった。

「彼らの仕事については， クイ打ち量を 1本

1本検査し，埋立用赤土を運搬したトラックに

ついては積載量を 1台1台チェックして工事が

進められた」のである。又「工場建設要員とし

て雇用した者は，作業が指示された通り行われ

ているかを監督したのであるJ14)。

第1号高炉のレンガ積みの場合，マレーシア

には錫炉(キューポラ)があり，この窯炉の職

人でレンガ積みの経験を持つ者もいたが日本人

技術者がまず率先垂範をやってそれに従ってマ

レーシア人作業者が作業を行なう方式を採用し

たのである。特に耐火レンガの取扱いについて

は，耐火物モルタル， レンガの積み方，熱膨張

のとり方等初歩的なところから指導しなければ

ならなかった。

一方型枠については大工の経験者がいたので

仕事は比較的スムースに進んだのである 15)。

さらに電気配線工事に関しては，マレーシア

人は工事の腕はあってもシーケンスを判読する

ことが出来なかった。操作回路が複雑であり，

初歩的な知識しか持たぬ者にはむずかしすぎた

のである。専門的技術については，設備の悪い

ところを発見出来，対策の指示をするのが技師

(Engineer) であり， それによって修理する

のが熟練工 (Technician) であると主張する

ため， 日本人技術者は彼らのために図面を持っ

てきて現物設備と一対ーに対応させながら説明

をしないといけない状況であった16)。

このように図面と作業指示書による細部にわ

たる指示に加えて建設現場における直接的な指

導，厳重な監督，管理によってのみ工程は進捗

し，達成されたのである。

だが最初はマレーシア人の技術力や仕事の段

取り，受け渡し慣行等を日本人技術者が把握し

ていなかったため訴訟にまで発展するトラブル

も発生したのである。

14)向上。
15)前田広氏面接記録 (1978.8)。
16)吉本博光氏面接記録 (1978.8)。
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この建設現場における技術指導と工程進捗に

おいて来日研修生の担った役割は大きなものが

あった。不十分な英語能力しかない日本人技術

者とマレ一語しか話せないマレーシア人の聞に

立って通訳の役割をはたすと同時に自らも作業

に従事し，実地の技術を習得していったのであ

る。

日本人とマレーシア人のコミュニケーション

については， rマラヤワタのエンジニアと

T. A と日本人技術者の聞の人間関係が出来上

ってからマレーシアに渡った。このためある動

作をするとその意味がわかるレベルになってい

た。日本人技術者が英語を十分話せなくても専

門の技術用語とカタコトの英語それに手と体の

動作で，意味を通じさせた」のである川。

「こちらからの派遣者と現地人の聞はうまく

いっている。しかし私も英語に弱く， ことばに

は不自由する。それでも作業上は技術用語と図

面で，意志がお互い通じるし，なんとかやって

いける。」レベルからスタートして具体的動作

と技術用語で何を意味しているかが理解される

レベルまで到達したのである問。

海外技術協力の草創期にあって技術移転に関

するシステム化したノウハウを持たなかったマ

ラヤワタ・プロジェクトは，確かな技術力を基

礎に高い目標達成意欲さらには異文化適応能力

を持つ日本人技術者の個人的力量に支えられて

推進されたのである。

日本圏内ではあまり問題にならない職場規律

についても特別の注意を払う必要があった。

工事用の工具類(ドライバー，ペンチ， ニッ

レンチ)がよく紛失した。最もひどい場合

は，工具袋に入れて組立て式用に準備されてし、

たきれいなドライパーが紛失したのである。あ

まり頻頻と起るので，その対策として， r使用

している工具類の紛失は，使用者の責任におい

て弁償，調達，整備すべきであるJと警告を出

したところ，ほとんどの紛失品が出てきたので

17)金川清氏面接記録 (1978.8)。
18)細田正夫「マラヤだより」。

ある。作業者が自分の家に持ち踊っていたのが

主たる原因であった19)。

日本人技術者は，建設工事の日程計画，工程

を守り，計画通りの完成を最重点目標にして仕

事に取り組んだが，マレ一系の人々の気質は，

「今日終らなければ明日があるよ」という考え

方であり，工程管理の意味が理解されず， 日本

人技術者との聞に大きな意識のギャップが存在

した。しかしマレ一人の働きぶりは「一見ス

ローモーというかのんびり作業をやっているよ

うに見える。だがあの暑い中でゆっくりではあ

るが，間断なく働く持続力がある。日本人のよ

うにパッパッと仕事を片づけるものではなかっ

たj20l。

このマレ一人の持続力に加えて中国系マレー

シア人作業者が工程の進捗に大いに貢献したの

である。彼らは，割増賃金の支払いによる残業

に応じ，夜間マッチの明りで出勤簿にサインを

して帰宅するという事もあまり気にせず，収入

を目的に勤勉に働いたのである。

日本国内の建設工事日程に比較して多くの余

裕を見込んだ日程計画であったが，マレーシア

国内では例をみない作業の進捗であった。

本格的な建設工事の未経験な作業者は， 日本

人の仕事のスピードに始めから乗ってしまった

が，経験者は，スピードが速すぎると文句を云

う事もあった。しかし結果的にはマレーシア人

作業者は全員完全に日本人の仕事のベースにま

き込まれてしまい， これが工事を計画通り進ま

せる要因となったのである。

計画通りの工事の進展の現場を見るために他

の建設会社のイギリス人技師がクアラルンプー

ルからわざわざ見学に来るというほどのみごと

さであった向。

このマレーシア人の仕事ぶりに関して特に安

全については日本人技術者を驚かせた。工事用

機械も工事内容に適したものが少なく，圧倒的

19)河野清一氏面接記録 (1978.8)。
20)細田正夫「マラヤだより」。
21)松井大三郎氏面接記録。
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多数の未熟練工が作業に従事する中にあって無

事故が達成されたので、ある。「自分の身は自分

で守ると L、う基本的認識が徹底していて，工事

用の足場をきちんと組んで段取りをしないと，

マレーシア人はけっして作業にかかろうとしな

かった。一方日本人技術者は，得意の器用さを

発揮してこれらの事にはこだわらず，男気を出

して仕事を出来るだけ早く終らせようとすると

ころがあったJ22)。

だが「ケガ人を出すと指導している日本人の

信用もガタ落ちになる。言葉は満足に通じない

が，安全には徹底して気を配った。」ため， 日

本人とマレーシア人の仕事に対する基本的姿勢

のちがいを克服して，無事故で工事を達成する

事に成功したので、ある 23)。

しかしたえず先頭に立って仕事を急ぐ日本人

は，彼らに強烈な印象を与えたのも事実であっ

た。

イギリスの長期にわたる植民地支配の影響

22)河野清一氏面接記録。

23)石丸泰「マラヤワタから帰ってJWくろがね』
1968年9月15日号。

は，独立直後のマレーシアに色こく残っており，

イギリス人の技術者に代表される専門職の権威

が確立していたので、ある。一般の現地マレーシ

ア人には標準を定めて単純作業を担当させると

いう分業関係が確立しており，一般作業者は専

門家や管理者の指示に従つてのみ作業を行なう

とし寸慣行が支配していた。人々はルールを守

って仕事をすると L、う行動様式を身につけてい

たのである。これが電気関係のブールブルーフ

システム及び「立入禁止J，r安全運転」の警告

標示板もマラヤ語，中国語，英語， タミーノレ語

で書かれるなど，安全に関しては徹底した指導

体制がとられたことも大きな効果を上げ得た要

因であった向。

以上のように現場工事関係者が多くの困難を

克服し早期に建設工事を完成させ得たため，建

設費も予算内でおさまり，全体として少ない投

資額で稼動にまでこぎつける事が出来たのであ

る25)。

24)河野清一氏面接記録。

25)鉄鋼海外調査委員会 (1968.3) W東南アジア諸国

の鉄鋼生産の現状と将来計画~ p. 59-60. 




