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経済学研究 37-3
北海道大学 1987.12 

鉄鋼合弁企業における技術移転(13)

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・プロジェグト

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 1"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

6-3-1工場計画

6-3-2工場建設

6-3-3操業準備

6-3-4 操業と技術移転

〈火入れ式〉

(第35巻第 1号)

(第35巻第3号)

(第37巻第 1号)

1967年 5月20日圧延工場は試運転に入り， 27 

日には一貫連続圧延に成功し3/4インチ (19凹)

棒鋼の生産を開始した。高炉，転炉の操業開始

までの圧延には八幡製鉄所から断面が 155阻ま

たは113皿，長さ 1m340皿のピレヅトが供給さ

れた。この間の生産体制は 1交替であった九

またかねてより中園地方の木炭製鉄会社であ

る帝国製鉄から派遣された平賀，矢吹らの技術

者の献身的努力によって建設・操業が準備され

ていた MalayawataCharcoal (木炭)のキノレ

ン・センターが，木炭の生産を始め 6月には

製鉄所に対してその供給を開始した。生産量，

品質，価格，供給安定性等が心配された木炭の

供給が，確保され， これによって高炉操業の準

備は，完了したむ。

続いて 7月20日には，まず製銑の原料部門の

焼結工場が生産を開始して，高炉工場操業開始

の準備体制に入り， 8月 1日にはついに念願の

東南アジア最初の銑鋼一貫製鉄所のシンボルで

ある高炉の火入れが，行われたのであるの。

1 )八幡製鉄『くろがねJl1967年6月5日号。
2)大岩 泰 (1985) 11マラヤワタ製鉄建設日誌Jlp. 

172新潮社。
平賀久生氏面接記録 (Malayawataにて1985年

11月3日〉。
「帝国製鉄t丸国内での小形高炉から将来撤退す
る計画であり Malayawataに本格的に投資し

てここに生産拠点を作る考えであった。ちょうど
Malayawata Charcoal建設中に帝国製鉄が倒産

してしまった。帝国製鉄の野島社長から電報が届

き社長の命令として「日本の帝国製鉄は，潰れて
無くなっても， Malaysiaの帝国製鉄を作れ」と
いう考えが伝えられた。
海外技術協力で Malaysiaに出張している聞に，
帰るべき会社が無くなってしまい1"我々は， 独
立ぐれん隊だ」といって，やりたいことはやるの
だという心構えで MalayawataCharcoalの建
設に取り組んだ。」

3)木炭高炉システム推進の中心人物であった大岩泰
は，この日の感激をつぎのような和歌に表現して
いる。
「長き道われはきにけり 今ここに
プライ高炉に初火燃えたつ」
『マラヤワタ製鉄建設日誌Jlp. 156. 
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この火入れ式には，地方政府長官である Mr.

Khaw Kai Bohも出席して，マレーシア政府

の並々ならぬ関心を示していた4)。

その後8月14日には，同じく東南アジア最初

の LD転炉 (12t)の操業が開始され，これによ

って原料木炭生産のキルン・センターから圧延

工場にいたる一貫製鉄所の生産体制が，確立さ

れたのである。

〈開所式::> (Opening Ceremony) 

一貫製鉄所としての完全な生産体制の確立を

まって1967年9月9日次のような日程で，製鉄

所正面広場で開所披露式が，開催された。八幡

製鉄からは，稲山社長，斎藤，武田両常務，山

田，今井両取締役，マレーシア側からは， ラー

マン(Rahaman)首相， リム(Lim)商工大

臣，コッグ (Kuok) 会長，酒井副会長などの

ほか IFC (国際金融公社)西原代表，小島マ

レーシア大使，来賓関係者約600名が，出席し，

マレーシア音楽隊の演奏が，華を添えた九

9 :00 a.m. 

9 :20 

9 : 30 

Penangにて乗船開始

ノミスヵ~， フェリ-1'こt土L、る

フェリーは， Raja Tun U da 

岬を出発

招待客は，乗船の際に招待状の

提示が求められる。

自分の交通手段で来る客の車の

駐車は，ステッカーにより表示

される。フ守ルー :VIPs，白:駐

屯地の客，赤:スタ γ フ

10: 30 a.m. 開所式の式典に参加する招待客

は，着席

10: 50 担当大臣の到着

10分遅れて Tengku Abdul 

Rahman首相の到着

スピーチ

Robert Kuok (Malayawata 

Steel会長)

4) The Straits Times 1967. Sep. 9. 
5)八幡製鉄『くろがね111967年10月15日号。

稲山(八幡製鉄社長)

Lim Swee Aun商工大臣

Tengku Abdul Rahman 

首相は，記念の飾り額の除幕を

行った後工場見学を行い出発の

2時まで製鉄所で昼食

7 : 30 -9 : 00 p.m.カクテル・パーティ

8 : 30-9 : 00 花火大会

スピーチはすべて英語で行われたが，コッグ

会長， リム商工大臣，稲山社長の 3氏のものが

記録に残されている。

まずコ γ グ会長は， r若い独立国マレーシア

の経済発展と工業化における Malayawata設

立の意義」とそれに対するマレーシア・日本の

友好関係を基礎にした「八幡製鉄の貢献jを高

く評価したので、ある。

工業開発の責任担当大臣であるリム商工大臣

は， I銑鋼一貫製鉄所の創設は， 10年前の創始産

業計画の発足以来最も偉大な工業開発の成果を

代表するものであるj，合弁企業 Malayawata

が「外国企業家のマレーシアへの直接投資の望

ましい傾向を示すものである」と高い評価を与

えた。

これに続いて八幡製鉄稲山社長は， Malaya-

wataは， r国際協調の事業であり j，Iこの合弁

事業は，友好の精神の例証であるj，r八幡製

鉄が，マレーシアとアジアの経済的発展に貢献

しうることを光栄に思う」と重厚な演説を英語

で行い，会場の参列者全員に大きな感銘を与え

たのである。

また KhawKaiBoh地方政府長官は， I製

鉄所の建設が，マレーシアの政治的，経済的安

定に貢献するj，IMalayawataは，マレーシア

の工業史における最も優れかつまた画期的出来

事である」とコメントを述べ，高い評価を与え

たの。

6) The Straits Times 1976. Sep. 9. p. ll-p. 16. 
コック会長， リム商工大医，稲山社長のスピーチ
内容の全文が掲載されている。また同紙は，
“T巴ngkuto open $70 mil. steel mi1l at 



1987. 12 鉄鋼合弁企業における技術移転帥米山 15 (353) 

以上のようなスピーチとコメントは， Mala嶋

yawataの創業が，マレーシアの政界，官界，

財界のいかに大きな期待を担うものであったか

を，明らかに示すものである。

く管理組織〉

Malayawataの第1期工事 (Phase1; '67-

'68会計年度)は， NO.1-7木炭キノレンセンター

(5， 350t/M)，焼結プラント (LD，260t/D)，

第1高炉 (145m3，170 t /D)， LD転炉 (12t/ch

x 1/2)，圧延機 (60，000t/Y) 第 1酸素プラン

ト，補助設備(電力，工業用水，保全，分析，

検査，運輸)を，持つ一貫製鉄所建設，操業さ

せることに経営目標がおかれた。

この製鉄所の管理組織は，第6-14図の基本

型をもってスタートした。八幡製鉄から Mala-

yawataへの技術移転の基本方針『出来るだけ

短期間に完全に現地化する』を実現するために

日本国内で立案された組織計画は，現場での制

約条件(設備の初期故障，補助部品， 日本人技

術者の指導能力，現地従業員の資質，意欲，技

術，技能の習熟度等)を慎重に検討し， (1)間接

管理部門(2)生産工場部門のそれぞれに対して，

技術移転の進展に対応した管理組織の編成原理

が，決定された。(第6-21表)

以後この組織編成方針に従い，経営管理活動が

展開された。

その特徴は，生産工場の立ち上がり初期には

く工場長一工場長補佐一 3交替技師〉のライン

系列は，すべて学卒日本人技術者が，担当する

こととした。作業班の TA(技師補佐)には，

来日研修生が配置され， ライン上司の指揮命令

に従うこととした。将来日本人が帰国した時に

は TAが作業班のリーダーとして作業を率先

して行い得るよう編成されたのである。

また日本人の工長(現場作業班の長であり，

熟練工)は， JAE技師補として位置付けられ

ラインの 3交替技師を補佐することとした。彼

らは，技師が非番の際には，交替要員として勤

務することになったが，あくまで作業班の職務

遂行を，初期には率先垂範で自ら作業を行うこ

とにより技術指導を行ったのである。彼らの立

場は，厳密にマレーシア人への技術指導のアド

パイザーに留どまることが出来ず，むしろライ

ンの最先端として作業の遂行に専念せざるを得

なかったのである。

さらにマレーシア人学卒技師の研修生は，帰

第 6-14図

|製鉄所長ト-1tt ~i!i * I 

Prai today"と特集記事を組んで Malayawata
の開会式を大々的に報道した。これには八幡製
鉄， 日鉄鉱業，三井物産，三菱商事，入丸産業，
今村製作所，神戸製鋼，宇部興産の日本企業を始

「一焼結掛

高炉工場(工場長

(工場長補佐)ー」一高炉掛

転炉工場(工場長)

(工場長補佐)ーー一転炉掛転炉掛

圧延工場(工場長)

(工場長補佐)

動力工場(工場長)

整備工場(工場長)一一一一ァー電気掛

ト 機 械掛

」 分 析掛

め，現地マレーシアの製鉄所建設に関係したコン
トラクター会社が，大きなスペースを割いて祝賀
の広告を掲載した。
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第6-21~受 Ma1ayawata技術移転と経営鎧織

(1) 間接管透部門

事専務

6ヶjヲ…1年

1冬-1.5年

2年後

坊 主主燦:広場部門

初期

6ヶ月…1王子

1年 一1，5年

2若手以後

Supt-Asst・Supt→ー，---JAE-AE-TA

LStaff (常昼〕

Supt-Asst・急lpt…γ-JAE-TA

¥-AE 

LStaff 

Supt-As量t・SUIメーァ-AE-TA

!-St昌fま

Supt…γ-AE-TA'-TA 

I-Staff 

Supt-A串st・Supt…Sift・
(JAE) 

(LAE) 

Supt-Asst・Supt-Shift・E-iSr，T A-，-T A 

(JAE) I-TA 

(LAE) '-Sr， TA… ァ-TA

I-TA 

Supt-Asst • Supt-Shift • EーァSr修 TA-，....TA 

Stafま I-TA

(JAE) '-Sr. てrA-，--TA

(LAE)-TA  

Sup士一一一一一一一Shift• E--1-Sr. T Aーで…TA

i !…TA 

-Sr. てrAーァ TA

'-TA 

C主主) Supt.=エ場長， Assis. Supt口工場長補佐， JAE=日本人技護軍鶏， AE謂技師布告，
TA盟主主邸主君佐 〈ヱ主義)， LAE出雲還ま患主主露官補， Shift. E=3炎事委技師， てrA'=熟練

技師矯後， Sr. TA=J二級技師争議後。
〔出所〕 入縫製鉄所 田中1&主義氏 葎接記録 (1978.8.) 

3~ル3
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滋後現場では， LAT (現地技師補)として位置

づけられ， ラインには入らず日本人の 3交替技

師を補佐した。彼らは婦僅譲渡ちにラインに寵

寵され Engineer(設鰐〉として腕をふるうこ

とな期待していたが，補佐役になりブライドさと

傷付けられたこと， 日本人の高卒熟練工G玉長〉

と鈎じ資格となったことに大きな失望さと義き，

ある表は，退職してしまうというコンブザグト

が，発生したことはずでに述べたとおりである。

設備の初期放障と技術者，作諜者の翠熟など

の不確定要素を多数かかえながら， r出来るだ

け速やかに立ち上げるJという最重磯目標を達

成するには，ライン，スタ y フの組織上の分業

爵係，さらに技術的専門性，技術指導，被指導

の関係を厳筏に規主主していたのでは，

ことは出来ず臼本人の得意技である『突貫工事:

1う;， されたのである。

現場管理組織としては， アメヲフむのブォアマ

ン制度をそデノレとして1958年3月から八幡製鉄

に導入が計画され， 64年に全社に導入さ

「作業長制度」以認の『監督技術員Jを中心と

する缶較的な方式になっている。

つゴまりく掛長…監督技術員一組長…伍長一作

業員〉のライン欝揮命令系統であり，剖alaya帽

wataにおける Shift・E (3交努技師) は，

この監警技術員に対占ちするものである。戦後日

本鉄鋳業の第2次合理化計画による技術革新の

推潜には現場智緩組織の近代化が不可欠となり

第1毅現場管理者として泣霊堂づけられる F作業

長』を生み出した。この作業長は，単なる永年

勤続の年功的熟練苦言の長，職場のまとめ役で、は

なく，実害事作業の全資任を負い，労務管理，

原価管理等騒広い権限と賞授が与えら

れた九

ドイツからプラント輸入と技術指導合受けて

1901年に掛業を鍔姶した官営八幡製鉄所の訳統

を踏まえ，自記革新能力の発揮により生み出し

7)米山(1978) ~技術落選奇と戦場管理~ p. 213-218 
*鐸社， ~炎とともに~ (八幡製鉄株式会社史)p. 
55-56. 

たH'f'F議長制度』のシステムとしての移転抗

意隠されたが，それは?レーシア鰯の従業員の

技術能力と託会告u震の制約を受けて実現が不可

能であったわ。

日本では大卒技術者と高卒熟練工の揮に能力

的・社会的にそんなに大きなギャッブが，存在

せず，技翁清報とノウハウは工場内全員に共

有化されている O

しかしマレ…シアでは，イギザス植民地の影

く残しており大卒技術者にはよ払ワート

として高い社会的威告と待通(高給，大きな職

務権限，事務所における個墜と事長書)が与えら

れ，高卒以下の作業者との潟には，大き

能力格差と社会的身分務差が存在すること，

術やノウハウは専門家たる技術者髄人が独占し

て工場内共有化を進めようとしないという社会

風ごとがあった。

このようなマレ…シアの社会風土にはなしろ

戦前日本の議員，ヱ閣の身分制喪主ど引きずった

く提督技術員一組長〉システムのガが，親和力

をもっていると判断されたので、ある。

それゆえ速やかな立ち上がりのためにはまず

マレ…シア人 TA ~， 日本の託統的な鉱長レ

ベルの熟練工に詑よけ三 しかる後職場の運替を

しうる管理龍カをど身につけさせること， ま

た来日学卒研修生を，監禁技術員のレベルまで

引き上げることが匡標とされた。

LAEとして設鐙づけられた学卒喪修生には，

『監替技術員』として個々のプラントの操業管

潔だけでなく工場組織会運営する方法が， QJT 

して習得されなければならなかったのであ

る。

立ち上がり後6ヶ月を経て，現場従業員の翠

熟を待、研修生 TAの罷秀な殺を Sr.すA(上

級技師補佐〉として位置付け，現地で新規に探

期された TAの指導にあたらせる方式が採用

された。

3交替技師は， 日本人技術者が， し，日

ATとしてまた?レーシア人来B

8)八幡製鉄所中川…氏面接記録 (1978年草月〉。
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研修生が，同じく AT としてこれを補佐する

方式を続行した。

その後の 1年一1.5年には，それまで補佐

として位置づけられていた JAE及び LAEを

3交替技師をとおして現場に助言と技術的支援

を行うスタッフとして位置づけ， より技術指導

の立場を明確にした。もちろん LAEは， 日本

人技師の帰国に備えて， 3交替技師として配置

される者もいた。

2年後には，生産現場からの日本人の撤退に

より，マレーシア人によってのみ操業が行われ

る体制となった。

一方「間接管理部門」では，生産工場部門の

立ち上がり，操業安定に対応した体制がとら

れ，初期には AEと TAのみが，マレーシア

人であった。日本人技師補(工長)の率先垂範

の OJTが行われ，これを同じく日本人の常昼

のスタッフが支援した。

習熟につれて学卒研修生の AEは， ライン

の直接の指揮命令系統から外れ， 日本人工場長

補佐とマレーシア人 TAをつなぎ，英語力の

不十分な日本人技師補を支援する役割が与えら

れた。

1年以上を経て， 日本人技師補の撤退した後

のポジションを，マレーシア人 AEが，埋め

ることになったのである。

さらに日本人工場長補佐の撤退に対応して，

このポジションは廃止され，工場長にマレーシ

ア人 AEが，直属し，熟練した TAが，現場

作業に責任を持つ体制がとられたのである。

「八幡製鉄と Malayawataの聞に締結され

た技術援助協定には，パフォーマンス保証，生

産保証は含まれていなかった。J9)

しかLMalayawataは，合弁企業であるこ

と， 日本からのプラント輸出については，八幡

製鉄が，全責任をもって設計，機器調達，建設

試運転までおこなうターン・キー (TurnKey) 

方式を採用していたこと，完全な技術移転達成

の目標，全設備・装置の最大能力を発揮させた

9)向上記録。

いとする日本人技術者の意気込み等が結合して

結果としてパフォーマンス保証と生産保証を行

なうことになったのである。

全設備・装置の最大能力を発揮せしめるに

は，まず日本人技術者が，操業に習熟しなけれ

ばならず，それと時を同じくしてマレーシア人

への技術指導がおこなわれなければならない。

この難聞を解決する道は，派遣技術者が， 自己

の持ち場を完全に守りかっ関連工程との連係プ

レーを行うことであるが，野武士型人聞を中心

に編成された八幡製鉄技術陣は， よくこの任務

に耐えたのである。

〈高炉工場〉

Malayawataの高炉の設計には， 明治以来

の八幡製鉄所における高炉操業技術とノウハウ

の総てが，投入された。

研修生の実習時期 (1966.4-1967. 1)には，八

幡製鉄所東田には3号 4号 5号 6号の 4

基の高炉が稼働しており，ここで O.J. T. の

実習が行われた。しかしこの東田の高炉は，コ

ークス高炉であり， なおかつ Malayawataの

ゴム材木炭高炉に比較して大型であったI九

そこですでに検討したように Malayawata

の実機に出来るだけ近い小型木炭高炉が，操業

している岩手木炭製鉄での66年3月の調査と 8

月29日から 9月27日の約1ヶ月聞にわたる実習

が行われたのである。岩手木炭製鉄は，日産

50t (内容積 40m3) の小型木炭高炉であり要員

39名総 員130名により操業されていた。

この岩手木炭製鉄における調査・研究と実習

により小型木炭高炉の操業と作業に関して次の

ような結論が得られた。すなわち

10) 11炎とともにJl(八幡製鉄株式会社史)p .332-333. 

『八幡製鉄所八十年史Jlp. 112. 東田高炉の日産
能力は第3高炉 (600t)，第4高炉 (500t )，第
5高炉 (700t )，高6高炉 (600t )である。 1960

年代には高炉の大型化，高圧操業の技術革新が進
展していた。これらの高炉は，すべて戦前に建
設，操業が開始されたものであり，戦後巻き替え
られたが小型旧式で、あった。ちなみに洞岡第3高
炉は， 日産 1，300tであった。
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第6-22表 Malayawata人員配置計画

|職位[人員[ 作 業 内 容

技術員 1 x 3 + 1 
高 炉 前 8 x 3 出銑，出津作業，熱風炉作業，サンプル採取，試料送

付，記録(工長 lx3を含む)

機械運転 8 x 3 原料装入，秤量車運転，送風清浄機運転，貯鉱槽管理，

トP."パ運転，原料受入(工長を含む)

炉
常 昼 1 マッド混錬

計 53 

技術員 1 x 3 

焼 鉱石処理 4 x 3 Cr， Sc， BC運転，ふるい分け監視，ヤード監視(工

長を含む)

3 x 3 石灰焼成炉機械運転，計器監視，設備点検見回り

焼 結 3 x 3 機械運転，焼結作業，成品払出(工長を含む)

5 x 3 原料受払， ミキサー，配分貯鉱，在庫管理

結 常 昼 1 焼結，高炉，石灰原料，成品の受払，石灰焼成作業管理

計 49 

〔注*サンプル採取は総て現場で行う。

原料は海送，陸送(貨車)共トラックに積み替え及び木炭置場に降ろされ貯鉱する。

これらは Vaベノレカーにより各受け入れホッパーに入れられる。この工程までの作

業は総て下請作業で行いこれより以下の工程は総て直営による。

取扱銘柄，鉱石，ふるい下粉鉱，イポー鉱石，木炭。

〔出所〕 入幡製鉄 資料『小形高炉及び焼結工場調査報告~ (1966. 4. 7) 
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a) コークス炉と木炭炉と比較した場合，基本

的な考えは同じでよし、。

c)機械運転関係の作業員は，中卒以上の学歴

が望ましい。炉前その他は，小学卒または中

卒で差し支えない。

b)木炭の水分管理が必要である。また品質も

ある程度の管理が必要である。

c)焼結燃料としての木炭を使用した場合，焼

結性に問題がある。配合水分の管理強化と加

圧挿入等を考える必要あり。

d)マレー鉱石は， A1203 が高く， 造浮量が

多くなるので，木炭比は臼本に比べて高くな

る。

〔作業]

a)大形炉に比較して作業量が非常に少ない。

機械化されていないので手作業が多L、。

b)設備の点検保全は工場側で、行っているの

で，作業員は広い範囲の経験を持つ必要があ

る。羽口破損取り替え，鍋の補修は工場側で

行っている。

d)事故発生(ガス爆発，鍋溶損等)の可能性

が考えられるが，小形高炉ではいまだない。

e)安全管理は充分行われねばならないが，ガ

ス中毒には注意す{j必要あり。

f)作業員の教育は少なくとも 3ヶ月程度必要

であり教材はある程度日本で準備しなければ

ならない11)。

このような木炭高炉の技術的特質と木炭銑が

コークス銑に比較して不純物がすくない特徴す

11)八幡製鉄 Malayawata班(馬場，藤原，吉本)

レポート『小型高炉及び焼結工場調査報告Jl(1966 
年4月7日)本報告書のコピーは， 1985年12月
Malayawata Charcoal， Superintendent. Mr. 
Lim Seng Chaiから与えられたものである。岩

手木炭製鉄に関しては，本稿末の参考資料参照の

こと。
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なわち銑鉱石の中に含有されるイオウ， ヒ素な

どの不純物が，還元剤として使用される木炭の

性質の良好さによって低位とされること，さら

に鉱浮の性質の流度が低く，凝固しやすいため

作業上注意を要することなど問題点が把握され

た。

これは研修生の実地現場教育に直接的な意味

を持ったばかりでなく， コークス高炉の操業に

熟達した八幡製鉄の技術者にとっても Mala-

yawata操業に備えるための貴重な経験となっ

たのである。

岩手木炭製鉄の小型木炭高炉から具体的なヒ

ントを得て，技術標準，作業標準と技術指導に

関する方針が，検討され， Malayawata では

第6-22表に示すように日産170t 高炉(内容

積 145m3) は， 53名，焼結は49名による操業が

計画された。(これは後に 1部分修正された。)

技師補佐の 5名については，すでに検討した

ように派遣に先立ち八幡製鉄所で初歩の職務の

復習，緊急時の対処方法，応用動作のシミf-
レーションと徹底した訓練が，実施された。 5

名のチームワークで小型高炉の総ての作業を，

研修生と未熟練工を指揮して行い，工場長と工

場長補佐の操業指導により，日産 170tの高品

質の銑鉄の生産を，達成することが， 目標であ

った。高炉の建設，立ち上げのために派遣され

た8名の技術者達は，工場長が，最年長で、製鉄

所勤務36年であったのを始めとして，最年少の

若手の高炉技術者吉本にいたるまで平均勤続年

数18年，平均年令32.1歳の大ベテランの技術者

集団であった。

67年 1月13日の第 1陣に続き総ての研修生と

派遣技術者が，プライの製鉄所建設現場にそろ

い，工場建設，機械据え付け，試運転に従事し

た。

高炉担当の Engineer を予定されていた研

修生4名のうち 3名が，華人であったことと

Hoong Fan Weng， Lai Chin Waiはともに

大学工学部機械工学科卒業後セメント工場の

Engineerの経験を持っていたことが，技術研

修と技術移転にプラスの効果を生み出した。

この高炉の技術指導は若き気鋭の技術者たる

吉本が担当したが，研修生の評価によれば「彼

は，ベストの英語を話した」のであり，コミュ

ニケーション・ギャップの第1関門は，突破さ

れた。さらに「技術指導用に準備されたテキス

トの英語が，必ずしも万全で、なかった面があっ

たが，吉本の口頭説明と日本文のテキストによ

りその意味を確認したのである。J12)華人である

研修生は， 日本文の漢字の意味を理解しえたか

らである。

さ らに新聞 広告 (TheStraits Times， 

1965)により技術者募集を知り，応募した多数

の希望者のなかから技術の類似性と現場経験度

に注目し，セメント工場の現場経験者を採用し

たことは卓見であった。

「入社試験の試験官をつとめた御手洗，大岩

らは，鉄鋼に関する一般常識に加えてセメント

の生産の専門的技術について詳しく質問をし

た」のである 13)。

研修生にとって「セメント生産のキノレンも銑

鉄生産の高炉も大型炉であることは，同じであ

る。さらに原料も類似しておりただその構成比

率がJ違っているにすぎなかった。だから高炉

にびっくりするということはなかった。」ので

ある 14)。

熟知するセメント生産技術は，彼らの高炉技

術習得を，初学者よりも容易たらしめたのであ

る。

研修生は八幡東田高炉で出銑，出津，操業の

基本について学び，岩手木炭製鉄では，木炭高

炉について一応の知識を得た。

日本での研修と工場建設の経験それに熱心な日

本人技師の指導が，あったため高炉工場の操業

に関して自分に与えられた職務には，不安はな

12) Malayawata， Mr. Lai Chin Wai面接記録(""<
レーシア1985年11月〉。

13)大岩泰氏面接記録 (1982年11月〉。
14) Mr. Lai面接記録。
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かった。」のである 15)。

操業準備段階で，工場建設の下請け会社(コ

ントラクター)の作業員の中から勤務成績の優

秀な者が，直接社員として採用された。建設終

了後も同じくコントラクタ一作業員であった者

の中から優秀な者が採用され，従業員の確保が

行われた。

高炉の機械装置については， まず日本人技師

と技師補佐からマレーシア人 AEとTAに説

明がなされた。高炉工場担当の AE は4名全

員研修生であったが， TA は9名のうち 4名

が，研修生であった。「出銑，出津などの基本的

作業について新規採用の TAは，全く知識が

なく， 日本人技師補佐の説明を，マレーシア人

ATが，英語，中国語とマレ一語で解りやすく

補足の説明をした。J16)

また一般作業者に対しては，同じく日本人技

師補佐の説明と実演が行われたが， これだけで

は理解が不十分で、あったため， マレーシア人

TAが，準備作業，開口機，マッド・ガン，酸

素の取り扱い方，出銑，出浮作業，片付け作業

について説明を繰り返した 17)。

高炉操業の技術的問題としては，炉の内容積

と使用還元剤(コークスまたは木炭)が，熔銑

(銑鉄)とスラグ(鉱浮)の物理化学的特性と

品質に影響を与えることが重要であった。

「まず Malayawataの高炉 (145m3) は，八

幡製鉄所の東田高炉 (800m3) に比較して炉容

も小さく生産量も少なかった。

熔銑温度は，大型高炉(コークス)に比較し

て100"C低い特徴を持っていた。」

またコークス使用の場合，スラグが塩基性に

なるのに対して木炭使用の場合には酸性になっ

た。スラグ中の CaOjSi02は，0.77%とコーク

ス使用の約1.2 %iこ比較して小さい。木炭には

灰分が少なしそれだけ銑鉄中の S(イオウ)

15) Mr. Lai面接記録。

16) Mr. Lai面接記録及び Malayawata，Mr. Zainal 
Bin Md. Yasin面接記録 (1985年11月〉。

17) Malayawata， Mr. Tan Atai面接記録 (1985年
11月〉。

が， 0.017%とコークス使用の0.05%に比較し

て少ない18)0 I極めて上質の銑鉄が，得られこ

れは単に棒鋼の素材とするには，おしい品質で

あった。JI酸性のスラグは，徐冷すると『アメ

ジスト→緑→黒緑→黒』と変色する。コークス

大型高炉の操業は八幡で慣れていたが，木炭高

炉の操業は，岩手木炭製鉄での調査・実習以外

経験がなく Malayawataの高炉それ自体でぶ

つけ本番でしかなかった。」コークスの場合と違

ってスラグの流れ，色，破面等の違いに注意す

る必要があったので、ある 19)。

内外の大きな期待を担いながら，着々と操業

の準備が進められ，高炉工場の管理組織は，第

6 -15図，第6-16図に示すような形に整備さ

れた。

日本からの派遣技術者については，木炭高炉

操業の専門家として岩手木炭製鉄から川原が立

ち上がり当初の 1ヶ月，他に嘱託の内平，技術

員の松倉も派遣され，万全なる準備体制の下に

待ちに待った東南アジア最初の高炉の火入れの

日を迎えたのである。

1967年 8月1日からの高炉の火入れと操業開始

に際しては，馬場工場長以下吉本らの12名の日

本人技術者は， 1日8:30-2日23:00までの長

時間勤務体制をとった。その内 1名が完全48時

間勤務を行い，操業開始立ち上がりの完壁が期

された。来日研修生の Engineerである Choo，

Hoong， Lai， Zainalの4名は， 日本人技術者

と同じく一斉に 1日8:30に作業に入り 2日

12: 00から23:00の聞にその後の勤務時間に対

応して休みに入り 2日23:00を始めとしてそ

れぞれA番(昼)， B番(午後)， C番(夜勤)に各

18)日本鉄鋼協会編 (1979)W第3版鉄鋼便覧 (n)~ 

p. 315-321. 丸善吾妻潔他編 (1960)W生銑・製
鋼~ p. 190-191. 
「木炭銑はコークス銑に比べて P(燐)， S(硫黄〉

などの不純物が少なく優秀な銑鉄で、チノレド・ロー
ル原料，特殊鋼原料などの特殊の用途に向けられ
る」
鳥取友治郎 (1955)r木炭銑と高炉銑についてJ，
『富士製鉄技報研究特集号 1955~ p. 59-68. 

19)八幡製鉄所吉本博光氏面接記録(1985年8月〉。
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第 6-15図
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高炉工場管理組織 (1867年 8月)

工場長馬場)

ト一一一一一一工場長補佐(吉本)

高炉(田中) 送風(荒木)

(木村) 清浄

(耕

TA(lX3) Jぐ)
前 録 風

炉

8 2 

(12X3) 

第6-16図焼結管理組織

高炉エ場長

工場長補佐(藤原

石灰(早)11) 焼結(中野) 鉱石(金川)

」(l×3)J(l×3)

装へ
入 量

1 2 

(4X3) 

4 

(5X3) 

7 

(8X3) 

1名が，配置された。

3日以降日本人技術者は，交替勤務に付くと

同時に交替時のトラフ守ルを複数の人間で、支える

よう前番，後番にまたがって12時間勤務する体

制をとった。

こうした努力の結果，高炉は順調な立ち上が

りを見せ 1日の火入れに続いて 2日午後1時

40分， 15tの初出銑に成功したのである。その後

1日100t を生産し， 鋳銑機で、型銑を作った。

石灰焼成炉も製鋼用石灰の生産を始め14日か

4 作業者

(4X3) 

no ×
 

唱

i

理

一

M

処

U

木炭

受入

TL(l×3) 

ヤード

(常昼)

3 

(4X3) 

7作業者3 

(4X3) 

らは， 12t LD転炉，酸素工場が，操業を開始

した20)。

「普通の高炉もまず立ち上がりは失敗しない

のであるが， Malayawata の場合も実に順調

にいった。」と高炉操業の責任者吉本自らが語

るように，事前の周到な準備と派遣技術者の責

任意識，得意技の突貫工事スタイルそれに引っ

張られて懸命に努力した来日研修生の忍耐力と

パイオニア精神に支えられ， Malayawata の

20) 同上記録。
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立ち上がりは 8月， 9月に予想を越える好成績

を上げることが出来たのである。(第6-23表，

第6-24表，第 6-17図，第 6-18図参照)

これは光製鉄所の1959年操業を開始したlOt

電気炉，第1連続鋳造設備の立ち上がり(約 1

年聞は，生産能力の10%程度の生産性しか発揮

できず)に比較しでも発展途上国の立地にあり

ながら，すばらしいものであった。

さらに東海製鉄(株)の64年9月5日に完成し

た粗鋼生産170万 t銑鋼一貫体制の初年度生産

性(約78.5%) よりも好成績を収めるものであ

った21)。

第 6-24表の10月分は，実行計画であり，第

6 -17図には，実績値が示されている。両者の

数値の相異と10月の実績の落ち込みの原因は，

10月2日から11日まで続いた『高炉冷え込み事

故』によるものであった。

この事故の概要は，再び吉本によれば，次の

ような情況であった。すなわち 11967年10月2

日頃から 4日にかけて豪雨が降り続き，木炭倉

第6-23表高炉操業実績 (1967年9月〉

送風

銑鉄

3315 T/M 

764 kg/T 

2. 17 

風量:154 Nm3/Min 

風圧:319 9/cm3 

温度 :612 'C 

C Si MN P S 
4.44 1. 13 0.84 0.178 0.017 

一例

( ω N i  Cr As Sn ) 
0.030.0090.010.0270.01) 

CaO Si02 A12ρ2 CaO/Si02 

33.3 42.8 15.7 0.77 

CO CO2 H2 CH4 温度
24.3 13.7 4.7 1.8 174'C 

〔出所J W鉄鋼界~ 1967年11月号 P.430 

21)中川一氏面接記録

『炎とともにJl(八幡製鉄株式会社史)p.35. 
『炎とともにJl(富士製鉄株犬会社史.)p. 127. 

第6-24表生産予定と実績(単位:トン〉

Z~更l~zP l 焼結|転炉|圧延[鋳銑
予定A 。

開性竺~I一二i一二l一二I~I--=
達成率言!

予

1967. 61 実

率(%)

-1 200 

-1 423 

1 217 

1三一|竺…!竺1~1~0

予 12，6801 3，6401 2， 0101 970 

1967. 91 実 3，3151 5，8611 2，4921 2，421 

率(%)1 1231 1611 1241 250 

予 13，1401 4，3401 3，10011，5301 

1967.101 実 3， 6001 6， 4251 3， 1401 2， 7701 一

率 (%)1 1141 1481 叫 181

イ 瓦反 ふ面 ム山，一示360

合計|実績 19，558117，8221 6， 7871 7，3421 (1， 142) 

達成率'1"1 ~1 "f Aol 1nnl l"II"1ol 1161 1481 1091 2181 (%)1 J.J.UI .1.'*01 J.V"I "'.1.01 

(注) 1) 9月分は実績見込.10月分は実行計画。
2)生産予定は日本で当初計画されたもの。

〔出所J W鉄鋼界~ 1967年11月号 P.44。

庫掃除のためヤードに貯蔵していた木炭が水分

を吸収して，通常7%前後の水分が，一挙に25%

以上にも上昇した。異常を察知して水分分析を

行ったが，その結果は 8 %と出た， しかし実質

は28%にもなっていたのである。肉眼での観察

では，木炭は雨水でピショピショにぬれていた

のである。これには運悪く木炭水分分析工程

が，ちょうど 2日にスタートしたばかりであ

り，水分の分析方法と分析値の適用方について
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第6-17図

l;OOOMT 

7.0 

高炉，

経 2寄

LD転V"，圧延の生産量

高炉

6.0 一一一-LD転炉

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

。

圧延 ，'7 

〆
ぷ〆

zダノ

/ 

'67 '68 
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

〔出所JMalayawata Ste巴1: Annual Report 1968. 

システムが，未確立であったことが影響した。

また当初製鉄所への電力供給が，マレーシア

全土のネットワーク不備と運用不適切のためス

コールと落雷の度ごとに毎日のごとく停電し

た。 4日にもいつものように停電事故があり，

やむなく夜間に25分間に臨時休風を行ってし、

た。このため高炉の炉熱が，低下しつつあった

のである。

一方9月27日には焼結工場定期修理のためヤ

ード焼結鉱が直送焼結鉱に切り替わっていた。

高炉の炉温が，上昇したため [S口調整のため

投入鉱石量を増加したところ，木炭水分上昇と

重なって高炉が急激に冷え込んだのである。以

上のような情況で高炉の冷え込み事故が発生し

たが，夜11時ごろ交替勤務についていた日本人

技師補佐は， 日本人宿舎 CCompanyHouse) 

に電話連絡をし，その後高炉担当の技術者全員

が，工場現場に張り付く緊急態勢がとられた。

10月5日から 7日にかけて延26時間30分の休

炉を行い 7日朝から送風開始その後炉調回復

"" 寸日 研 究 37-3 

第 6-18図 木炭と焼結鉱の生産量

1，000MT 
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〔出所JMalayawata Steel : Annual Report 1968. 

のためのあらゆる技術的処置を施し，やっと11

日になって正常に復帰したのである。

8月1日火入れ以来極めて順調に操業を続け

てきたが，木炭高炉操業経験は 2ヶ月のみで

今回のような急激な炉況変化に適切な処置が，

迅速にとれなかったのはやはり経験不足としか

言いようがなかったJ22)

工業化のインフラストラクチュアである電力

供給は，マレーシアの社会歴史的特質が大きく

影響していた。すなわちマレーシアは， ゴムと

スズのモノカルチャー経済であり「送電ネット

ワーグは，ほぽ完全にスズ鉱業地域に限定され

ていた。」その後1960年代末に，マレ一半島西部

22)吉本博光氏面接記録。
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の送電体系が完成されたのである2%

製鉄所の立地に関する企業化調査(フィージ

ピリティー・スタディ)でも特に電力供給が，

決定的に重要なため1962年の第2次調査団は，

Malayawataは，操業当初，ペナンからの海底

ケーフ守ルによる電力供給を受け，その後は建設

計画中のプライ新火力発電所から受ける見通し

を立てて製鉄所建設に着手したのである。

連続操業を行う製鉄所に対する電力の安定供

給に不備があったことが，今回の事故の潜在要

因であった。

さらに日本国内では，集中豪雨に匹敵するマ

レ一半島のモンスーン(雨期)が，野外に貯蔵

された原料の木炭の水分を異常に高めたこと，

木炭の水分分析の技術とシステムの未確立，最

後に日本人技術者が，高熱多湿の熱帯雨森地帯

の高炉操業に習熟していなかったことなどが重

なり合って事故を誘発したのであった。

8月 9月の高炉炉前作業は 5名の日本人

技師補佐(工長)の指導の下に来日研修生 (T.

A.) 4名が，中心になり行われた。一方操業

は日本人技師が，懸命にこれを遂行するなかで

研修生 (Engineer)が補佐する形での O.J.T.

が行われていた。すなわち操業担当者には 3

交替要員として日本人技師補佐 1x 3，マレー

シア人(Engineer) 1 x 3が，配置され，一応

の作業標準に従い操業を行う体制にまでなって

いたので、あるが， この事故は， このシステムの

予測し，カバーしていなかった原因によって惹

起されたのである。

このため「今回の高炉冷え込みの経験と 2ヶ

月の操業実績を基礎にして新しい作業標準が，

作成され，操業担当者の教育訓棟が強化され

た。また毎日の高炉操業方針は， より確実に現

場に徹底させるため工場長，工場長補佐，技師

補佐，マレーシア人 (Engineer) が， 集まっ

て検討会を聞くよう改善された」のである。24)

23)平戸幹夫 (1976)Wマラヤの地域構造Jlp. 67. 拓

殖大学海外事情研究所。
24)吉本博光氏面接記録。

高炉操業 3ヶ月目のこの冷え込み事故に際し

て， 日本人技術者集団がとった行動は，現地マ

レーシア人従業員に大きな影響を与えた。

10月3日から11日にいたる間，高炉技術者は，

寝食を忘れて工場現場に張り付いて復旧作業に

集中したが，他部門の LD転炉，圧延の技術

者も彼らの技術力を以て支援できる事について

は，即座に行動できる体制で臨んだのである。

高炉の操業に失敗すれば， Malayawata計画

比挫折の危機に見舞われるところになり，こ

れだけは日本と八幡製鉄の名誉に賭けて回避し

なければならなかった。「製鉄所の中にピーン

と張り詰めた雰囲気が漂よい，我々は， 日本人

の動きに注目していた。」と TAが，語るよ

うに日本人技術者の『高炉を守る』と L、う最大

目標のために問題解決に専念する気迫と行動

は，一貫製鉄所操業を遂行するためには技術者

はいかにあるべきかを具体例を以て教えること

になったのである向。

「最初の試練の克服の成功の後には，マレー

ジア人の日本人を見る目が，違ってきた。」ので

あり，禍転じて福となす結果を得ることが出来

たので、ある向。

作業標準の再設計と管理システムの確立，教

育訓練の強化によりその後の操業と技術移転

は，順調に進展することとなったが， 日本人技

術者が， 自ら作業に従事しながら，率先垂範に

よる技術指導を行うことは変わりがなかった。

「木炭高炉の鉱津(ノロ)は，酸性でガラス状

になりやすく，金棒でっついて流れを良くして

やらないと出銑口が詰まってしまう。高炉が冷

え込んだら酸素で処理できる人がおらず，必死

で処置をしながら減風をしたが， これがダメで

次に増風したらうまくいったときはホットし

た。J27)

25) Malayawata， Mr. Teh Thean Lai面接記録
(マレーシア1985年11月〉。

26)八幡製鉄所 田中博文氏面接記録 (1978年8月〉。
27)八幡製鉄所原正夫氏面接記録 (1978年8月〉。
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このように立ち上げ、時期は， 日本人技術者も

初めて経験する事も多かったが， コークス高炉

の技術を応用しながらピンチを切り抜けた。

「日本では操業中心の職場経験しかなかった

が，現地では保全・修繕も自分でやらざるをえ

ず，夢中で、これをこなした」と言われるように，

日本人は全力投球でこれにあたったのであ

る28)。

さらに率先垂範の効果については，高炉班と

同様に「口先の説明だけでなく実際にやってみ

て，説明した通りの結果を得て初めて彼らの信

頼を得る事ができた。その後は，彼らは我々日

本人技術者の力量を信用して，指示するところ

によく従ってくれた。」のである向。

しかし日本においては室町期以来培われてき

た『職人気質』を基礎に約1世紀をかけて陶冶

されてきた日本人の持つ近代的産業人の職業倫

理をマレーシアの現場で理解させるには，越え

がたい大きな壁が存在したのである。

「原料運搬用のローリーのふたが，ベルト・

コンベヤーのベルトを裂いてしまう事故が，発

生した。日本人はその復旧作業に懸命になった

が，マレーシア人の TAや作業者は，退社時

聞がきたから!帰宅させてほしいといってきた。

彼は『時聞から時間まで』という意識で勤務し

ていたので、あり，さらには一貫製鉄所の連続操

業体制維持のためには，事故は早急に復旧させ

なければならないという意味が理解出来ていな

かっTこ。」

また「事故の復旧作業のために超過勤務手当

を支払うから残るように説得したが，彼らには

受け入れられなかった。このため日本人だけで

復旧作業を行う」とし寸問題が発生したS九こ

の例に見られるように性急に日本式の仕事の進

めかたを押し付けると反発を受けるため， まず

日本人が率先垂範で懸命に作業をするところを

見せて時聞をかけて製鉄所の連続操業の意味を

28)八幡製鉄所中野甚吉氏面接記録 (1978年8月〉。

29)向上記録。
30)八幡製鉄所藤原利之氏面接記録 (1978年8月〉。

理解させるよう地道な努力を積み上げていく方

法が取られたのである。歴史・社会・文化的ギ

ャップを埋めるための特効薬はなく，現場の小

さな問題解決の累積こそが，そのための正攻法

であったのである。

さらに日本人技術者が直面しなければならな

かったのは，イギリス植民地政策の結果生み出

されたマレーシアの多民族社会の特質であっ

た。

スズ鉱山労働者および商人としての移民であ

った華人は仏教・道教教徒であり，多くが鉱山

町から発展した都市と港町に住み，インド・タ

ミールからゴム園労働者として移住してきたイ

ンド人は， ヒンドヮー教徒であり多くがプラン

テーションに住み，土着のマレ一人は，イスラ

ム教徒であり農民，漁民としてカンポンに住ん

でいた。このように人種，宗教，職業，居住地

域において異質な各民族の都市型近代的産業に

対する姿勢と適応能力に違いがあり，さらに

これに学歴の違いが加わり個人の能力格差は日

本人には理解が困難なぐらい大きかったのであ

る。

例えば「仕事に熱心な作業者を，石灰炉の

TA (責任者)に昇進させようとしたが， この

華人は職場の集団を統率する実力がない」とい

って辞退した。昇進を喜ぶだろうと思って，配

置を計画したのであるが，本人は「人に命令ま

でする力がなL、」と考えていたのである 31)。

しばしば指摘するように，現場のコミュニケ

ーションにおける言葉の問題も機械・設備につ

いては，実物との一対一対応で説明し，作業内

容については実際にやってみせて後，不十分な

がら英語で説明し，それを来日研修生の技術や

TAが補足説明する方法がとられた。

現場には英語教育を受けた華人が多くこれは

大いに助けになったのである。例えば焼結担当

の金川は， 1専門用語は，そのまま英語で表現

すれば通じた。ただ焼結機 (SinteringMach-

31)向上記録c
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ine)は，正確に発音しないとダメだった。華人

には WaterSlagを水津と漢字で書いても通

じたのには助かった」と述べている。

また機械・設備と率先垂範的作業，言葉の関

係については，焼結班でも「貯鉱槽への原料の

入れかた，切り出しは，まずマレーシア人 TAや

作業者の前で作業をやって見せてそれから説明

をした。特に原料の配合計算は，文字(数字)と

言葉だけで理解してもらうのが難しいが，作業

を通じて説明すると自分の不十分な英語力でも

理解してもらえた。Jという経験をしている向。

高炉の機械運転では，技師の指示に従

い，高炉への挿入原料の秤量とベルト・コンベ

アの遠隔操作によるその投入を遠隔操作による

計器監視により管理し直接高炉の操業に関与す

る作業であり，迅速な判断力と操作能力が必要

とされる。このため日本でもこの職位には高卒

の優秀な者が配置されてきた。高炉研修生(T.

A.) 4名はすべて華人であり，この TA の

リードする作業班の内の配置を決める場合， 1 

名で機械操作の責任を持たせて， よくこの職務

32)八幡製鉄所金川清氏面接記録 (1978年8月〉。

に耐えられる者は，華人であった。ベアで仕事

を組む場合，マレ一人とインド人の組み合わせ

が実施された。個性の強い華人は，小集団で

は，あまり問題がないが，ペアでマ ν一人，イ

ンド人と組むとしっくりいかないのである。こ

のように現場の作業者の配置についても，個人

の資質や能力だけでなく集団としてのその組み

合わせについても考慮にいれながら慎重な職場

管理が，行われなければならなかった。

純粋に技術的要因ではなく民族・社会的要因

すなわち多民族国家マレーシアの人種問題が，

OJTを通して技術移転を行う職場に複雑な影

を落としていたのである。

ともあれ操業3ヶ月自にして発生した『高炉

の冷え込み』事故の苦い経験を糧として，操業

開始時の技術的問題を 1つ1つ着実に解決しな

がら， さらには多民族社会に関連する職場の人

事問題にも決定的な誤りを持ち込まぬよう細心

の注意を払いながら，東南アジア最初の高炉操

業と技術移転は強力に推進されたのである。
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参 考 資料

岩手木炭製鉄 (1966.3) 

|職 位|人 員 作 業 内 同廿』

技 術 員 1x3 

高 炉 前 4x3 出銑作業，出浮作業，鋳銑機作業，鍋補修

原 料 3x3 巻揚運転，秤量，貯鉱，貯炭管理

4x3 木炭破砕，乾燥，開俵

炉
1X3 熱風，送風，清浄作業

言十 39 

技 術 員 1 

原 料 1X3 焼結原料の受入，輸送，配合作業，給油，保全，運転作業
焼

焼 結 機 1X3 焼保結全状作業況， 点火状況の管理， 焼入状況の管理運転， 給油，

破 砕! 1x3 焼転，結鉱保全の破砕，焼結鉱の輸送，ふるい分け作業管理， 運

排風機 1x3 排風機の運転管理，給油，保全

結 常 昼 。
計 13 

そ の 他

検 定 分 析

常昼

工作課(常昼)

変電所

1x3i __ 6J試料採取運搬を含む

6 

1x3 

ポ ン プ 1x3

事 務 技 術 職 30名

作 業 職 130名(請負を含む)平均給与20，000円/月，経験年数5-16年

原料は殆ど貨車で受け入れられるが，一部はトラックによる場合もある。これらは木炭倉

庫，ヤードコークス置場に下ろす。これまでの作業は丸通運輸でおこなっている。ヤードか

らの作業は直営で行っている。

取 扱 銘 柄 釜石粉鉱石，木炭，コークス

当社では諸般の事情により木炭銑の吹製は 3~4 ヶ月に 1 ヶ月程度である。 Fe-Si は，出銑

樋に添加しているが，歩留は悪い。 (50%)

木炭については水分管理を重視しており，木炭倉庫乾燥塔を備えている。ただし品質管理に

ついては，八幡のコークスほど厳密に行っていない。

出 銑 量 50T/D，コークス比535kg/T，送風量65Nm3，送風温度8000C

37-3 


