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1 は じめに

中国の工作機械工業は近年になって，顕著な成長を遂げて，後発工業国の中で最大規模とな

り， 2004年の生産額において，日本， ドイツに次ぐ世界第 3位を占めている（表ー 1）。しかし

その製品は主として非NC工作機械であり，2002年の生産台数23万台中，NC （数値制御）工作

機械は1割に過ぎなかった。

中国製工作機械は，その大部分が旺盛な内需に充当されると共に，アメ リカ，日本， ドイツ

等の先進工業国や，少なく とも97年の経済危機ま でインドネシア，マレーシアを中心とする東

南アジア諸国に盛んに輸出されてきた（表－2）。アメ リカについて見ると，例えば非NC旋盤

の輸入先は60年代の日本から70年代後半以降に台湾へと移行し，90年代に入ると中国から輸入

されるようになっている。

安価な中国製工作機械は，後発工業国では工作機械国産化を制約する側面を持ちながらも，

下からの工業化を支えており，先進諸国では部品加工の原価削減に寄与している。このように

* 2006年12月29日受理，中国，工作機械，技術導入生産管理，大限進
＊＊ 大阪工業大学
( 1) 2005年の工作機械輸出6億5,683万ドルに対して，輸入額は46低2,992万ドルに達し，その 8割

近く をNC工作機械が占めている。
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技術と文明 15巻2号（94)

表ー ｜ 工作機械生産，輸出，輸入上位国（2004年）

（単位 100万$）

Ji原イ立 生産国 生産額 輸出国 輸出額 輸入国 輸入額

1 日本 9,304.2 ドイツ 5,670.1 中国 5,916.0 

2 ドイツ 6, 540 .1 日本 5,168.6 アメリカ 3 153.9 

3 中国 3,141.6 イタリア 2,437.0 台湾 1,980.9 

4 アメリカ 2,536.7 台湾 2,247.5 ドイツ 1,822.1 

5 イタリア 2,458.8 スイス 2 005.1 韓国 1,658.9 

6 台湾 2,162.7 

7 スイス 1 959.8 

8 韓国 1 511.8 

9 スペイン 622.5 

10 イギリス 590.0 

番外 中国 540.0 

出典 r工作機械統計要覧2006』日本工作機械工業会， 2006年
注 生産額は切削型工作機械のみ，輸出額，輸入額には成形型工作機械を含む。

表－ 2 中国の工作機械の輸出先，輸入先上位国（1997年）

（単イ立 1000 $) 

順位 輸出先 輸出額 輸入先 輸入額

1 アメリカ 54,631 日本 321,814 

2 ドイツ 18,044 台湾 204,419 

3 インドネシア 14,558 ドイツ 142 903 

4 マレーシア 8,318 アメリカ 71,316 

5 オーストラリア 7,968 イタ リア 50,450 

出典 r工作機械統計要覧1998』日本工作機械工業会， 1998年

中国製工作機械が世界各国で需要されるのは， 中国が賃金水準の相対的に低い後発国でありな

がら，実用的品質の工作機械を生産できるからである。

しかしそうした独自色をもたらすことになる 中国工作機械工業の発展過程についてはこれま

であまり知られていない。本稿では中国工作機械工業の発祥から改革 ・開放が始まった80年く

らいまでを対象として，中国が現在，国際的競争力を持っている非NC工作機械の技術をいか

にして修得してきたのかを明らかにする。

( 2) 日本で出版された中国工作機械工業に関する主要な文献としては，尾崎庄太郎 「中国工作機械工
業の技術水準」 『中国研究月報』201号，1964年11月，小島鹿逸「中国の工作機械工業」石川滋編
『中国経済の長期展望 II』アジア経済研究所，1966年，倭周蔵 「中国工作機械工業の展望」『精密
機械』 40巻 5号， 1974年 5月，『中国の輸出産業（工作機械）』日本貿易援興会， 1976年， Yukihiko
Kiyokawa and Shigeru Ishikawa，“The Significance of Standardization in the Development 
of the Machine-Tool Industry: The Cases of Japan and China (Part II）”， Hitoおubashijournal 
of Economics 29, 1988，金子治「中国機械工業の発展と技術導入ー第 l次 5ヵ年計画期におけるソ
連技術の導入を中心としてー」『創価経営論集』第12巻第 2号， 1988年 1月，村上直樹「市場lljlJ度の
改革と工作機械工業の発展」大塚勝二郎，劉徳強，村上直樹『中国のミクロ経済改革』日本経済新聞
社， 1995年等がある。
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中国工作機械工業の発展と技術（府間）

2 旧中国における工作機械生産

洋務派の李鴻章によって設立された近代的兵器工場である江南製造局は，発足当初にあたる

1867年から78年の問に旋盤，ボール盤，平削り盤などの設備機械186台を内製した。アへン戦

争がもたらした西欧近代文明の衝撃に触発されて， 中国は兵器製造用設備としての近代的工作

機械を製造し始めたのである。

第一次世界大戦により工作機械が世界的に払底すると，中国でも工作機械の生産が促された。

1915年，上海の栄娼泰機器廠がイギリス製品を模倣して足踏み旋盤を生産し， 24年までに200

台以上の旋盤を市販した。これが中国における工作機械の商品生産の鳴矢とされる。上海では

当時すでに機械工業の社会的分業が存在し，木型，鋳物，平削り ，歯切りは近隣の工場に外注

された。当時の生産は内需向け中心であったが，上海の協大機器廠は旋盤50台余りをジャワな

とeへ輸出している。

1920年，上海のイギ リス資本瑞錯船廠に勤務していた王生岳は万能フライス盤を模倣製造し，

その後， フライス盤による歯切 り専門の王岳記機搭廠を創設する。 26年には上海の豊泰機器廠，

福昌祥機器廠も万能フライ ス盤を製造している。 32年から35年にかけては繊維機械メーカ一大

隆機器廠が門形平削り盤， プラノミラー，研削盤を製造し，30年代，上海中心に増えた工作機

械製造工場はベノレト掛け旋盤，形削り盤，門形平削り盤，立 ・横フライス盤，直立ボール盤，

ラジアルボール盤，自動ねじ製造機などに生産機種を広げていった。

日本の中国侵H協は工作機械分野において二つの全く性格の異なる，そして自生的な中小民族

資本とも異なる製造拠点を成立させた。「満州国」に設立された満洲工作機械株式会社と，国

民政府の資源委員会中央機器廠である。

満洲工作機械は日本の代表的工作機械メーカー池貝鉄工所の出資を受けて39年，奉天（現 ・
( 6) 

洛陽）に設立された。同社はアメリカ企業と技術提携し， 41年までアメ リカか ら技術者の派遣

を受けている。44年までに単軸自動旋盤を含む旋盤を中心に，ボール盤，フライス盤，平削り

盤，研削盤など2,455台を生産した。当時の中国では出色のこの工場は終戦を経て，その設備，
( 7) 

技術資料が新中国に継承されることはなかった。千人を超えていた工員が修得した技術と技能

をその後，どのように生かしたかも詳らかではない。

戦後暫時，日本人技術者が現地に残留していたが，その中に工作機械技術者がいたかどうか

( 3) 呉照敬主編「中国近現代技術史（上巻）』科学出版社， 2000年， 488-9頁。
( 4) 旧中国の工作機械工業については，張柏春「1j:i国近代機械筒一史』北京理工大学出版社， 1992年，
64,65, 121～ 5頁を参照した。

( 5) 大隆機器廠については，上海社会科学院経済研究所編 『大隆機株廠的産生，発展和改造」上海人
民出版社， 1958年第 1版， 1980年第2版を参照。

( 6) 同社の経営は42年に満洲重工業開発株式会社に継承される（満洲工作機械株式会社『第六回報告
書』）。

( 7) 終戦時に技術資料は日本人によって焼却され，生産設備はソ連軍が分解して持ち去った（張，前
掲書， 124頁）。
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技術と文明 15巻 2号（96)

は不明である。ただ戦時に東北地区て勤務していた日本人技術者が昆明機床議込長長岳議第二

機床廠で働いていた記録がある。中国工作機械技術の発達上，彼らを取り立てて評価する必要

はなさそうに思えるが，満洲工作機械を初め，奉天工廠，満扮｜三菱機器などいくつかの日系機

械工場が立地していた洛陽が新中国の工作機械工業の一大中心として発展した事実を考えると，

日系企業に勤務した中国人自身の手にいく らかの技術，技能が受け継がれたことは否定できな

し、。

一方の中央機器廠は国民政府資源委員会が日本の侵攻に抵抗するための重工業建設の一環と
(13) 

して設立した国営機械工場である。1936年に物理学者の王守競が主任となって設立準備委員会

が発足し，当初の計画では航空発動機の生産を最優先し，続いて原動機，工作機械，更に自動

車，紡績機械へと生産を広げる予定であった。この計画の下に王は渡米して航空発動機の提携

先や製造設備の選定を進めたが，日中戦争の勃発によって航空発動機の国産化計画を断念した。

また湖南省湘樟で建設が始まっていた工場は南京陥落を機に雲南省昆明郊外に移転された。39

年，昆明にて中央機器廠は正式に発足した。主な製品は原動機，工作機械・工具，兵器である。

原動機部門ではか、ス機関，ボイラ，水カタービン，発電機などが中心であ った。 工作機械 ・工

具部門は終戦までに旋盤，フライス盤，形削り盤，ボール盤，門形平削り盤など500台以上の

工作機械と，歯切りフライスやマイクロメータなど18,000個以上の精密工具，測定器などを製

造した。兵器は迫撃砲弾や榔棺弾などの信管であった。

ここにはアメリカ製工作機械が数多く設置され，アメリカ人の来訪も多かった。また中央機

器廠の技術者も技術修得のためにアメリカに派遣され，例えば雷天覚は42年に渡米してプラッ
(14) 

ト・アンド ・ホィ ットニー （Pratt& Whitney）などで精密加工技術を学んでいる。

人材は予備廠で養成すると共に，南京，上海，杭州，j莫口などで技能工，見習い工，大学卒

業生を募集した。当時北京大学，清華大学が昆明に疎開していたことも手伝って，優秀な人材

( 8) 53年から55年にかけて昆明機床廠には11人の日本人が勤務していた。う ち機械技術者が 3名，
電気技術者と通信技術者が各 l名で，具体的な業綴として判明しているのは天井走行クレーンの設計
である（昆明機床廠廠誌弁公室編 「昆明機床廠史話（統）一一従普通機床到精密機床」 『精密機械』
1989年増刊， 9頁）。なお中国語で工作機械は機床（簡体字では机床）と表記する。

( 9) 孫振英主編『斉斉日合爾第二機床廠誌、』黒龍江人民出版社， 1992年， 406頁。
(10) 満洲工作機械は付属の青年学校と技術員訓練所で 「日満工員」の養成をしていたが，「満洲に於
ける労働力の獲得は左程困難で、なし又之等工員の熟練目標を単一作業の修得に置いて居りますから，
短期養成を以て相当なる熟練度を与えることが出来るのでありまして」 （『第一固定時株主総会に於け
る根本社長演説要旨』満洲工作機械株式会社， 1940年）という記述から察すると，単能工が多かっ
たと思われる。

(11) 中央機器廠についての記述は，昆明機床廠廠誌弁公室編「昆明機床廠史認一 従中央機器廠到昆
明機床廠」『精密機床』 1989年増刊，および昆明機床廠 中国企業史研究中心 〈明珠濯毒薬〉編委会編
『明珠玉住環一一ー昆明機床廠発展史』企業管理出版社， 1992年に依拠した。

(12) 資源委員会については，田島俊雄 「中国 ・台湾 2つの開発体fljlJ」東京大学社会科学研究所編
『20世紀システム 4 開発主義』東京大学出版会， 1998年，鄭友撲，程鱗孫，張伝洪『旧中国的資源
委員会一一史実与評価』上海社会科学院出版社， 1991年を参照。

(13) 王守競については余少川『中国機械工業的拓荒者王守競』雲南大学出版社， 1999年を参照。
(14) 張，前掲書， 121頁胸l注。
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中国工作機械工業の発展と技術（成田）

が集まり ，中央機器廠は旧中国で最も先進的な総合機械工場てやあっ定； しかし戦後，多くの従

業員が接収工場の管理要員として転任したり ，郷里へ帰った。中央機様廠は規模を縮小 しなが

らも，新中国に移管され，中国随ーの精密工作機械メーカー昆明機床廠へと発展していく 。

満洲工作機械や中央機器廠に限らず，戦時に中国の工作機械製造能力は向上し，精密旋盤，

工具研削盤，検中ぐり盤も作られ？；；上海では複数の機械工場によ って中小型研削盤が製造さ

れ：峨，研削盤生産の中心となる基盤が形削れた。

戦後の一時期， 中国人によって日本製工作機械が模倣生産されたが，これは限られていたよ

うで，まもなくソ速から工作機械図面が供与される。中国の工作機械工業は欧米製品の模倣製

造や日系企業での経験を素地としながらも，新中国の成立以降，工作機械設計の面でも生産技

術の面でも圧倒的にソ速の影響を受けることになる。

3 計画経済下での工作機械生産とソ連からの技術移転

1949年10月，中華人民共和国が成立し，社会主義計画経済下での工業建設が始まる。中国は

ソビエト連邦の経験に倣って，工作機械工業を初めとする資本財産業の育成を消費財産業より

も先行させる方針を採った。 解放の早かった東北地方では東北人民政府工業部機械工業管理局

が優良機械工場を選定して，機種別の分業を指導し，工作機械製造工場として洛陽第一，第三，
(20) 

第五機器廠が成立した。機陽第一機恭廠は49年にベルト 掛け旋盤を106台，翌年，全歯車式旋

盤を149台製造している。50年に朝鮮戦争が勃発したため，戦地に近い洛陽から第一，第五機

器廠の一部の人員と設備が北方の斉斉H合爾に移転され，東北第11，第15機器廠が生まれた。東

北に続いて全国でも既存機械工場が工作機械工場へと転換した。この中には北京機器総廠，上

海虫L江機器廠，済南第四機器廠，昆明203廠といった後に全国有数の工作機械メーカーに発展す

(15) 中央機器廠は中国の機械工業分野における人M1育成で大きな役割を果たした。この点、については，
余少川 「既出産品 又出人才一一抗戦時期的中央機株廠」中国人民政治協商会議西南地区之史資料協
作会議『抗戦時期西南的科技』四川科学技術出版社，1995年を参照。

(16) 順昌機器廠ふ上海機器廠，新民機器廠が精密旋盤を，中国汽車製造公司華西分廠（後の重慶機床
廠）が精密旋盤と工期附lj盤を，新中工程公司が検中ぐり盤を製造した （張，前掲書， 124頁）。

(17) 泰利機器廠，新星機器廠が円筒研削盟主，上海車中鉄工廠（後の上海第三機床廠）が油圧式万能円
筒研削盤を製造した（前掲書，124頁）。

(18) 旧日本軍の兵器廠であった済南第二廠は篠原機械製品を模倣して月産数十台の規模で旋盤を製造
していた（東亜経済研究会 F新中国の機械工業』 1960年， 23頁）。

(19) 戦後の中国工作機細工業史についての記述は，音11力群，馬洪，武衡主編 『当代中国的機械工業
上』中国社会科学出版社， 1990年， 117～187頁，中華人民共和国国家経済貿易委員会編『中国工業
五十年第九部』中国経済出版社， 2000年， 734～748頁， 『金属切削機床専業史（1949～1983年）』
機械工業部北京機床研究所，1984年，前掲『中国近現代技術史』 487～505頁，李健，Z責開亮主編
『中国機械工業技術発展史』機械工業出版社，2001年， 667～753頁に依拠した。

(20) それぞれ後の洛陽第一，第三，第二機床廠である。機陽第一機器廠の前身は満洲三菱機器株式会
社で， 炭車等の鉱山機：~戒，電動機等の電気機械，車両用ばね等を生産していた。 44年に工作機械部品
も生産したが，完成品は生産しなかった。 41年末の規模は役員10名，正員86名，正員格l属託 7名，
准員185名，雇員29名，工員466名，工人l,117名であった（満洲三菱機器J株式会社 『第 9期報告書』）。
しかし新中国へ継ゑされた物的遺産は数台のばね製造設備と 8台のベルト掛け旋盤だけだった（前掲
『金属切削機床専業史』9頁）。

(21) それぞれ後の斉斉l冶爾第一，第二機床廠である。
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る工場が含まれていた。 51年にはソ速から工作機械の図面供与が始まり，議l場第一機器廠に旋

盤，洛陽第五機器廠に直立ボール盟主，北京機器総廠に万能フライス盤，南京機器廠に旋盤，昆

明203廠に横中くり盤の図面が供与された。以後これらの機種が各工場を代表する製品として

発展していく。 52年に政府重工業部は全国工作機械会議を開催し，そこで全国の国営工作機械

工場の機種別分業と第一次五か年計画中にソ速の工作機械84種を模倣生産することを決定した。

またこの年，第一機械工業部が成立し，その第二機器工業管理局（以下，一機部二局と略）が中

国の工作機械工業を統一的に指導，管理することになる。

1953年から第一次五か年計画が始まる。当時中国には国営企業のほかに，公私合営や私営の

企業が残存していたが， 一部の地方国営企業と，公私合営企業が一機部二局の直接管理の下に

置かれる一方，一部の小規模私営，公私合営企業は省市機械工業庁（または局）の管理下にはい

った。 こうして中央直属企業を基幹とし，地方企業を補助とする全国的な工作機械工業管理体

制lが成立した。中央直属企業は表－ 3のように第一次五か年計画中に18企業あり， 52年の決定

通り，工場別に生産機種の調整が行われた。

既存工場で改築，拡張と共に技術改造が展開されたが，この時期，中国の工作機械工業の技

術進歩にとって極めて大きな意義を持ったのは，j審陽第一機床廠の全面的改造工事と武漢重型

機床廠の新設工事に代表されるソ速からの技術援助であった。j審陽第一機床廠はモスクワにあ

るソ連を代表する旋盤専門量産工場クラスヌイ ・プロレタリ（KpaCHblHnpo』eT印刷工場の製造方

式を参照して，旋盤年産2,800台の工場となることをめざし 53年に着工された改造工事は55

年に完成している。大型工作機械年産380台の設計に基づいて55年に着工された武漢重型機床

廠は58年に完成した。

このうち中小型汎用旋盤を生産する洛陽第一機床廠での経験は全国の工作機械工業に対して

強い影響力を持った。漆陽第一機床廠はソ速の工作機械技術を修得する最大の拠点だったので

ある。ここで修得された工場の設計方法，製品の製造技術，管理手法は毛沢東が53年に発した

(22) それぞれ後の北京第一，上海，済南第一，昆明各機床廠であり，昆明203廠は中央機器廠の後身
である。

(23) 「各地に地方国営，公私合営，私営の多数の工作機械製造企業がある。ことに上海，南京に多数
の機械製造工場が存在しそれらの企業の多くが工作機械を生産しており， 1952年に国家が上海の
私営企業に注文した工作機械だけで1,300台であった。53年にはこれの 2倍近い数が発注された。従
来紡織機，製紙機などを製造していた上海の私営の多くの工場が国家の注文によって旋盤，平削り
盤，ボール盤などを生産するようになった。…これらの企業のうちには，私営の大隆，泰利，辛昌，
中華，良工などの機械製造工場がある」（尾崎庄太郎「中国における機械工業の現状」『中国資料月
報』 89号，1955年 7月）

(24) 例えば公私合営無錫｜菊源機器廠（後の無錫機床廠）。
(25) 例えば上海明精機器廠（後の上海第二機床廠），大同鉄工廠（後の上海第一機床廠）。
(26) 他に工作機械関連部門では，ソ連が日合爾浜量具 （測定器）刃具廠を，東ドイツが郷州砂輪（砥石
車）廠を技術援助した。

(27) 同工場の前身モスクワ機械製作工場は1858年にフランス人によって創立され，革命後，国営化
された。1925年に旋盤，平削り盤，立削り盤，ボール盤などの工作機械の生産を開始し， 30年代に
旋盤生産専門工場となった（山田亮三編 『日本産業のライバルたち』日本生産性本音II,1962年，l～49
頁，および五十嵐則夫 『ロシア工作機械工業ー研究開発と品質管理一』酒井書店，1998年を参照）。
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表－ 3 1957年一機部直属工作機械企業

工場名 従業貝数 生産機種 起 源

r高陽第一機床廠 5,562 横形旋総，専用旋盤 東北機械ー廠←日系機械工場

務陽第二機床廠（→中捷友誼廠） 2,797 ボール盤，中ぐり盤 東北機械五廠←日系機械工場

t帯陽第三機床廠 3, 137 タレット旋盤， 自動旋童書 来北機械三廠←日系機械工場

大連機床廠 2,209 横形旋盤，ユニ y ト工作機械 広和機械廠

斉斉日合爾第一機床廠 4,375 立て旋縦 東北機械ー廠

斉斉！喰爾第二機床廠 2,757 フライス鍛 東北機械五廠

北京第一機床廠 2,236 フライス撚 本文注42参照

北京第二機床廠 1,480 形向。り量生 修械所

天津第一機床廠 1,327 歯車形削り盤 天津市公私合営示a屯機若草廠
上海機床廠 3,985 円筒研向IJ蝶，平面相f削鰍 中国j品業機械公司札江機器廠

無錫機床廠 2, 108 内面初rn1J盤，心なしli)f削盤 関源機器＋廠

南京機床廠 2,175 タレ y 卜旋盤，自動旋盤 中国店業機械公司南京分公司南洋機滞廠

済南第一機床廠 1,969 横形旋盤 山束機器廠

済南第二機床廠 2,380 門形平削~鍛，機械プレス 44兵工廠

長沙機床廠 1,638 形削り量生，ブローチ盤 中国j品業機械公司長沙分公可湖南機械廠

武漢機床廠 1,389 工具研削終 抗fl[昌鉄工廠

重慶機床廠 2,303 ホプ盤 中国汽車製造公司撃西分廠

昆明機床廠 3,009 中ぐり終， フライス盤 資源委員会所属中央機総廠

出典到iカ群 ・馬r共・武衡主編 『当代中国的機械工業 上』中国社会科学出版社， 1990年 128頁より抜粋。
旺f忠告3「中国近現代機床発展史話」草11可謙 ・小沢康美 ・佐藤主主吉編 r機械技術史（2）一一第二属中日機械技術史
国際学術会議論文集』機械工業出版社， 2000年， 565頁。

「全力をあげてソ連に学べ」 という指示に従って，他の多くの工場によって学習された。 また

一方で、謀長陽第一機床廠を技術指導していたソ連人技術者は市内他工場や遠隔地の工作機械工場

にも出かけて直接技術指導をしている。

この熔陽第一機床廠に移転された工作機械製造技術には世界の工作機械工場と 比べて際立っ

た特徴があった。 モデルとなったクラスヌイ ・プロレ タ リ工場は専用機， トランスファ ・マシ

ン， 自動歯車生産ライン，組立用コンベア ・ラインを用いた汎用旋盤の量産工場で，60年頃 l

K62型普通旋盤を月千台生産していた。61年に池貝鉄工が同工場 製 lK62型高速精密工具旋盤

を購入して検査したところ，きさげ，やすり，ペーパー仕上げの箇所がなく，ソ速の量産技術
(29) 

の優秀性を示していたといっ 。工作機械メーカーが波立していた 日本を含め，西側先進諸国か

ら見ると工作機械の量産によるコ ス トダウンは理想的で、あっ たが，個別企業はそれだけの版路

を持っていなかった。

(28) 斉斉日合爾第二機床廠には， 53年から56年まで15人のソ述人専門家と 2人のチェコスロパキア人

専門家が，56年から59年まで14人のソ連人専門家が指導に来た。彼らは機械技術，組立，工具，熱

処迎，検査，設計の専門家で，首辞陽第二機床廠と 同様に技術指導した （孫，前掲書，402～ 3頁）。

昆明機床廠にも，53年にソ述人専門家 2名が訪れ，設やllD二例幾械の配置を機干重別四百リから工相｜原菌研リ

に変更することやジグ中ぐり盤への進出など多数の提案をしている （前掲「昆明機床廠史話（統）」 9,
10, 15頁） 。 また56年に二局はソ述人専門家を交えた綜合工作組を組織して，昆明， 重慶，~！思錫，溶
i場第三各機床廠の技術改造にあたらせている（前掲 『金属切削機床専業史』26～ 7頁，および第二機

器工業管理局「一年来的技術改造工作」『機械工業』1957年 6号，7～13頁。要約は尾崎庄太郎 「中

国重工業の技術的発展」「中国資料月報』第114号， 1957年， 27～32頁を参照）。

(29) 山田，前掲書，26～ 7頁。
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これに対しソ連，中固など計画経済の国では単一機種の集中生産が可能であった。格陽第一

機床廠にはそういう工作機械量産技術が導入されたのである。もっとも生産規模は当初，旋盤

と研削盤を合わせて年産4,000台として計画され，最終的には旋盤年産2,800台と設定される。

洛陽第一機床廠における技術導入の状況を直接知ることができる資料を持っていないので，

同廠の影響を強〈受けたと見られる溶陽第二機床廠の例で，当時の中国工作機械工場がどうい

う問題を抱えていて，その解決に向けてソ連の技術者たちがどのように寄与したのか見てみよ
(30) 

う。54年当時，祷陽第二機床廠は 2,3年前に着手した直立，ラジアル，卓上各ボール盤の生

産を継続しながら，これらの新製品および中ぐり盤の試作，生産を始めていた。ところが同年

7月，一機部二局がこの工場の製品を検査したとこ ろ，試作品および従来型の在庫品すべてが

不合格であった。 品質検査で明らかになった問題点は①部品精度が許容誤差から外れている，

②運転時の騒音が高い，③製品内部に鋳造時の砂が残っている，④外観の不良，⑤電気部品の

故障，⑥油漏れ等であった。これらの原因を含む工場の生産，管理上の問題として①新製品の

開発方法の誤り，即ちモデル試作→小ロ ット試作→大ロ ット生産という手｝I僚を踏んでいない，

②設計，生産技術の準備不足，③確認を終わっていない設計による生産，④図面の安易な変更，

技術文書の不備，⑤検査器具の精度不良，⑥幹部の品質意識の低さと責任者の不在が指摘され
(32) 

ている。事態を重〈見た二局は生産停止を命じ， 54年11月から翌年 6月まで格陽第二機床廠は

技術改造に専念する。これを支援するため二局は 2回にわたりソ連の専門家チームを派遣した。
ルピン

まず54年11月，機陽第一機床廠と恰爾浜量具刃具廠を指導していたソ達人専門家10数人が第二

機床廠に赴き，新製品2Al25直立ボール盤の試作から ロット生産に至る技術指導に着手する。

彼らはまず製作図を検討した。設計の基礎となったソ速の図面と照合して，技術的根拠を理

解せずに行われていた許容誤差の変更箇所を修正し，更に設計課，生産技術課を中心に，検査

課，車問技術係も交えて，生産技術面からも図面が検討された。同時に適正な図面で製作し，

設計変更を確実に現場に伝達するために，設計諜には図面の管理と修正の制度が導入された。

従来から不足し内容も不十分で、あった生産技術文書は補充，修正され，小ロ ットの試作を行っ

た際にその適否を検証した。治 ・工具は生産技術規程と治 ・工具設計任務蓄に よって目録を作

成し，これに基づいて整理し，検査した。これらの治 ・工具の精度を維持するための検査制度

も制定されている。また，製品検査に使用していた多くの検査器具が精度不良であったので，

計量室は基準となる精密測定装置によ って検査器具の定期的な検査 ・検定を実施し，その記録

を保管するようになった。検査課には検査器具保管室が設置され，生産用検査器具とは区別 し

て，検査員専用の検査器具が保管，管理されるようになった。加工用設備 も使用法および保守

(30) 洛陽第二機床廠についての記述は，機械工業雑誌編輯部 『絡陽第二機床廠技術改造工作的経験』
機械工業出版社， 1956年，前掲 r金属切削機床専業史』22～ 6頁に基づく 。

(31) 歯車の加工および組立精度が低いためである。加工方法の改善についてソ連人専門家の指導を受
けることになる。

(32) 前掲 『金属切削機床専業史』 23頁。
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が悪〈，破損と精度の劣化が進んでいた。ソ連人専門家はこれらのレベル調整，検査，修理を

指導し， 12名の仕上工がその方法を学んだ。設備の操作 ・保守手順書が集められて翻訳され，

保守制度が作られた。また仕上げ用と粗加工用の機械が区別きれ，仕上げ用機械が粗加工に用

いられて精度の劣化をきたすという旧弊を改めた。在庫部品と仕掛り品は検査済の測定器と修

正された図面に基づいて再検査され，不合格品は手直し，ないし再製作された。鋳造も問題が

多かったが，砂と粘結剤の改善による砂型の品質向上，キューポラの羽口 （送風口）の改造と

炉管理の強化，木型の改良とその管理制度の制定，中間検査の実施，各工程の分業化，生産技

術規程の制定などが進められたので，鋳物部品の品質も向上した。

ソ連人専門家は図面，治 ・工具，検査探具，設備機械，在庫部品，鋳造技術の手直しに協力

しただけでなく ，それらの質を維持するために，各部門の組織，管理制度を改善した。 55年 5

月に2Al25直立ボール盤の試作機が完成し，小ロット生産が始ま った。その品質は国家標準に

到達していた。

5月に第 l障が任務を終えて工場を離れ，入れ替わりに 7人のソ連人専門家が着任した。当

時，毎月の生産計画の完遂と2Al25直立ボール盤の量産に必要な生産技術文書と治 ・工具の補

充が差し迫った問題であった。 2Al25直立ボール盤の大ロ ット生産に対応するように主要部品

の生産技術が再編成された。例えは‘工作テーブルの加工は従来，形削り盤で一個ずつ加工する

ように規定されていたが，これを門形平削り盤で10数個同時加工するように改めている。生産

技術の変更によって治・工具も再設計された。専門家の指導を受けて生産課は月間の作業計画

を改善し，重要部品は毎日の，一般部品は毎週の生産進度を決めて，更に実際の進度を把握す

るための帳票制度を作った。部品倉庫では部品の出納管理を強化し，欠品の発生を予防した。

組立車問では作業工程を確定し，各工程の所要工数を把握した上で，月間生産計画を達成する

ために必要な平均日産量から，生産ロット数と生産周期を決定した。また各工程の所要部品明

細表を作成して，合せて部品の機械加工工程と標準加工時間を考慮して，組立用部品の必要在

庫量を算出した。組立車問ではこれまで部品組立の流れが錯綜していたが，専門家の提案によ

り製品系列別に二つの作業ラインを設置し，組立順に工程を配列した。このため工程聞の部品

移動時間が短縮きれた。また工程，生産量，人員，作業内容，作業場を確定（五定工作）した結

果，作業能率が向上した。

職能部門の業務遂行に関しても，例えば生産技術課では加工部品の図面審査からその加工用

治 ・工具の設計までの手順とその進行を管理するための各種書式が準備された。月間の作業計

画を立て，責任者を明確にして，生産技術業務の進度管理をするようになった。こうして量産

システムを円滑に稼動させるための綴密な｜帳票制度が張り巡らされた。ソ連人専門家第 21俸の

(33) レベル調整とは工作機械を正維に水平に設置する作業である。レベルが狂っていると工f同幾械本
来の力広日肯度が実現できない。

(34) 新製品の技術指導の他に，ソ連人専門家は旧製品2121直立ボール盤の在庫不良品の手直しも指
導しているが，これは55年 3月に終わっている。
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支援によ り， 生産の不均衡や技術的問題が解消され，2Al25直立ボール盤の生産量は増加し，

製品の品質も安定した。

機械の製造一般とその量産にあたって考慮すべき要諦を示した， 2度にわたるソ連人専門家

の技術指導によって，機陽第二機床廠の生産の混乱は収拾され，生産技術の向上と共に製品の

品質が改善された。この持基陽第二機床廠における技術改造の経験は二局の刊行していた 『機床

与工具』，『機械工業』誌上で逐次紹介きれ，更にまとめて単行本とな（06＇.全国の工作機械工場

への普及が図られた。ソ述人技術者が果たした役割と共に，一機部二局の調整 ・支援機能も高

〈評価する必要がある。

しかし洛陽第二機床廠によ って修得された生産技術は工作機械の量産技術て、あり ，多品種少

量生産に従事している工場には適していなかった。こうした量産技争fijを誤用 した例は残留日本

人技術者山本市朗氏の勤務していた機械工場や斉斉恰爾第一機床廠に見られた。後者は生産量

の多くない6Hl2型フライス盤の生産に際し，溶錫第一機床廠に倣って 1台の専用中ぐり盤と30

余りの治具を製作したが，これらが揃う前に製品が完成してしまった。生産量に応じて生産技

術は自ずと変えねばならないということを理解せずに，極めて広範囲の工場に量産技術が適用

されたことが，多大な間接労働とそれに相応しない結果を生みだした。この時期，現場労働者

に占める経験工の比率は大躍進時に比べ高かった。熟練工は作業方法を細かく指定されること

を嫌い，文書の読み書きにも強い心理的抵抗を覚えたであろっ 。また実務に疎い技術異が熟練

工の納得する作業手順書を作成することは難しかった。この苦い経験に よって醸成された現場

の不満が，大躍進の時にソ連技術への無批判な追従を形式主義として批判していく下地となっ

たと考えられる。生産量を追求する大躍進運動の中で，ソ連から導入された量産に対応した生

産管理システムが効果を発揮する条件が与えられようとした時，工業生産に不可欠でその本質

をないがしろにできない諸々の生産技術までもが打ち捨てられることになる。

第一次五か年計画期の末に，中央直属企業，地方企業合わせて204機種2.8万台の工作機械が

生産され，国家建設に必要とされる最も基本的な汎用工作機械の需要は充足された。

フルシチョフによるスター リン批判のあと 中ソ関係に亀裂が入り ，60年にソ連技術者の引 き

上げという事態に発展するまで，二大社会主義国聞の友好的協力関係は資本主義国間では考え

られない広汎な影響をもたらしたのであり，この時期の中国工作機械工業の発展もその成果で

あった。

(35) 洛陽第二機床廠はその後更にチェコスロパキアから技術導入して，それを記念して洛陽中徒人民
友誼廠と改名し，中ぐり主主メーカーとして発展する。

(36) 機械工業雑誌編輯音rs編，前掲書である。
(37) 山本市朗 『北京三十五年上』岩波新書，1980年，168～174頁。
(38) 前掲 「中国重工業の技術的発展」を参照。
(39) 前掲 『中国工業五十年』，737頁。

22 



中国工作機械工業の発展と技術 （股間）

4 工作機械生産の「大躍進」

1958年から大躍進が始まる。大躍進といえば大衆の動員による治水工事や土法 （在来手法によ

る）製鉄が有名であるが，工作機械工業でも量的拡大が志向されるとともに，一機部直属工場

が地方管理へと下放され，地方政府は小型工作機械工場の展開を促した。この結果，57年に

2.873台であった中国の工作機械生産は，大躍進の終息する60年に15万台へと急増した（表－

4）。 58年から60年までに生産された35万台の工作機械中28万台は地方で、土法生産された簡易工

作機械であった。表－ 5の例が示すように，これらは旧式のベルト掛け旋盤や欽木混成の旋盤

が大部分で，加工精度や性能が悪〈，工業生産には使えなかった。生産量優先の傾向は基幹工

場でも見られ，ソ速に倣った生産管理制度への批判によ って，職能科室のスタッフが持ってい

た権限が車借入下放 （委譲）されたため，生産管迎が混乱すると共に，検査制度も形骸化して

品質の重大な低下を招いた。

ここでは北京第一機床廠における工作機械生産の展開過程をたどって，大躍進期の工作機械

量産への志向がどのようにして粗製滋造といっ結末をもたらしたのか検討したい。

現在ても中国を代表する工作機械メーカーのひとつである北京第一機床廠の前身は国民党の

第6，第 8，第 1修械所，つまり銃器の修理 ・製造工場であったが，それぞれ外資系，ないし
(42) 

民族系機械工場としてかなり長い歴史を持っていた。49年に これらの工場を 中心に13工場を統

合して北京機器廠が成立した。同廠は工員約900名，設備機械113台を有して，機械修理から水

車， トロッコ，セメント ミキサー，更に形削り 盤の製造へと業務を拡大し，52年にソ連から供

与された図面に基づいて万能フライス盤の試作に成功している。翌年にはその小ロ ット生産を

始め，北京第一機床廠と改称して，これ以後フライス盤専門メーカーとして発展していくこと

になる。北京第一機床廠の第一次五か年計画期から大躍進期までのフライス盤生産台数の推移

を表－ 6に示す。この表によると第一次五か年計画中の生産は順調に増加 しているとは言え，

中少量生産の段階であった。58if三当時の生産は 2号， 3号サイズの万能，立形，横形フライス

接合計6種の標準品を中心としていた。

第一次五か年計画期に ソ速から北京第一機床廠へどのよっに技術移転が行われたかについて

は詳らかではないが，首都に立地する大規模なこの工場にも確実にソ連技術が移転されていた

(40) 中国の工場の組織は，廠昔日車問工段小組となっていた。
(41) ここでの記述は主に北京第一機床廠調査組 r北京第一機床廠調査』中国社会科学出版社。 1980
年に基づいている。

(42) 北京第一機床廠の前身である国民党修械所の存続期間は l年程度であるが，その前史はかなり長
い。第6修械所の起源は1921年に設立されたアメリカ系商社で機械の輸入 ・据え付け，繊維貿易を
業務としていた海京洋行である。同社は26年に海京鉄工廠として機械製造に進出し，日中戦争中に日
系の小糸重機株式会社となり鉱山機械，兵探を生産していた。第8修械所は1911年設立の民族資本
でウインチ，ポンプ，ティ ーゼルエンジン等を生産していた永増鉄工廠に始まるが，日中戦争末期に
は鐙淵鉄工所として銃，砲弥を生産していた。第1修械所は35年に襲来保安司令部修械所として銃の
生産を始めていた。

(43) 2号， 3号はフライス主主のサイ ズを示し，数字が大きいほど，機械も大きい。

23 



技術と文明 15巻2号(104)

表－ 4 中国工作機械の生産 ・輸入 ・輸出の推移

年度 金属切削工作機械（万生台産）(I) 中核企業工作機械（生台産）(2) 全国工作機械（輸台入）(2) 全国工作機械（輸台出）(2) 

1949 0.16 718 

1950 0.33 1,188 3,386 

1951 0.59 1,239 3,188 

1952 1.37 3,526 4,541 39 

1953 2.05 5,958 5,140 5 

1954 1.59 6,518 4,474 68 

1955 1.37 7 029 2,633 47 

1956 2.59 16 864 1,590 51 

1957 2.80 20 710 2,579 169 

1958 8.00 46,487 4 ,572 1,043 

1959 11.55 42,342 3,552 1,115 

1960 15.35 62 695 1,683 1,442 

1961 5.67 21,809 773 1,260 

1962 2.25 13,581 313 2,965 

1963 2.22 16,224 662 2,854 

1964 2.81 22,041 1,346 2 811 

1965 3.96 31 958 2,755 1,688 

1966 5.49 44,076 5 370 2 107 

1967 4.07 31,449 4, 149 1,695 

1968 4.64 31 979 3,335 1,828 

1969 8.56 57,415 3,831 2,034 

1970 13.89 80,107 5, 114 1,373 

1971 14.57 80 716 4 634 1,806 

1972 16.22 78,967 4,675 2,291 

1973 18.33 80 385 3 332 3,252 

1974 16.45 73 881 5,178 3,929 

1975 17.49 79 167 4 104 3,876 

1976 15.70 64,773 3,028 4,366 

1977 19.87 65,932 2,617 4,292 

1978 18.32 72 778 2,130 4,805 

1979 13.96 83,665 2,993 6,556 

1980 13.36 98,951 804 7,656 

1981 10.26 79,247 2,473 8,932 

1982 9.98 

1983 12.10 

1984 13.35 

1985 16.72 

1986 16.37 

1987 17.22 

1988 19.17 

1989 17.87 

1990 13.45 

1991 16.39 

1992 22.87 
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表 5 北京第一機床廠の生産の推移

2号万能フライス盤

年 フライス盤生産台（台数） 従業員（人数） 工作機械設（台備） 利潤（万総元額） 
生産台（台数） 単イ立コスト

（元）

1952 1,626 318 

1953 31 

1954 118 16,767 

1955 201 12,809 

1956 560 10' 813 

1957 615 2 236 385 426 563 9,819 

1958 1,151 1,139 1,098 6,919 

1959 1,440 1 321 1,034 7' 171 

1960 2, 131 658 2,414 1, 710 6,164 

1961 5,108 

出典 北京第一機床廠調査組 『北京第一機床廠調査』中国社会科学出版社， 1980年より作成。

表－6 天津地区の工作機械生産台数（1958年 7月下旬～10月中旬）

合計 ベルト掛旋盤 簡易旋盤 平削盤 形削盤 フライス盤 ボール盤 鉄木製旋盤 他

総計 4 163 2 371 538 87 44 18 124 940 41 

楊相｜晴鉄廠 440 400 30 5 4 1 

j念鋲鉄廠 185 132 44 8 1 

勝芳鉄廠 96 96 

楊柳青島是具廠 10 10 

1市28県 l鋲 3,432 1,733 494 49 43 13 120 940 40 

出典第一機械工業部第二局 河北省機械局合綱 r河北省機床製造経験交流現場会議資料陸編』機械工業出版社，1958
年.62頁。
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と思われ，生産台数が少なく生産設備の専用機化，ライン化が進んでいない割には量産対応の

生産管理システムが導入きれていた。53年に作業計画が推進され，諸帳票による工程や原価の

管理制度が導入された。材料供給が順調で、，製品の納期や生産の指標が合理性を持ち，責任の

所在も明確であったため，総じて第一次五か年計画期の作業計画は順調に達成され，生産，技

術，財務の連携がとれた計画的，組織的生産が実施されていた。しかし計画達成が絶対視され

る一方で、，労働者の主体性は尊重されず，計画遂行に必要な事務的手続きが煩墳なため，職能

スタッフが過剰であった。

大躍進期に入ると増産のため多数の見習工が入廠した。その結果，労働者の78%以上は56年

以降入廠の 1,2級工になった。彼らは図面の見方や金属加工について知識も経験も持ってい

なかった。 59年にフライス盤を量産イじする必要から部品製造部門に21の機械加工ラインが設置

され，一部専用機が使用されると共に，大部分の工作機械に専用ジグが配備された。こうした

設備の改善によって機械操作を単純化し，未熟練工でも作業を遂行できる増産体制が採用され

た。量産体制の構築は熟練工への依存度を軽減する一方，精綴な生産管理制度を必要とする。

設備の故障や材料の供給遅れ等によってラインのー箇所でも生産が遅れたり 止まったりすると

その工程以降のライン全体が停止を余儀なくされるからである。しかし量産化に伴って生産管

理がますます必要となったこの時期にそれが批判にさらされる。第一次五か年計画期に量産型

ラインの採用に先行して量産に対応した生産管理技術だけが導入されたため，それに対する不

満が穆積していたところへ，労働者の主体性を重視する大躍進が始まり，それまでの生産管理

体制が破壊された。

生産管理の中枢的機能を担っていた職能科室が簡素化され，生産計画，設計や検査といった

技術管理，設備 ・工具 ・材料などの資材管理，それに財務管理，これらの生産管理上きわめて

重要な権限が職能スタッフから車間以下の現場組織に下放された。計画権の下放によって，計

画全体の進行状況が見えなくなり，総合的な調整が困難になった。設計権の下放は車聞の生産

上の都合に基づく安易な設計変更を促し，頻繁な設計変更は納i見後のアフターサービスを困難

にした。検査権の下放は生産量優先の状況下で検査の形管室化を生んだ。設備管理権の下放は設

備の修理 ・保守と故障の原因分析の能力低下をもたらし，設備のマニュアル，修理記録，補修

部品図などの管理もなおざりになった。設備が増加し，増産に従って酷使される中で，メンテ

ナンス不良による故障が頻発した。工具管理機の下放は工具の在庫と精度の管理をあやふやに

した。これはまさしく第一次五か年計画期にソ連から導入された生産管理技術が解体されてい

く過程であった。一つの工程で発生したトラブルがライン全体を停止させるため，生産の停滞

は以前に比べ増幅された。

(44) 労働者の］俄階は 8級市IJを採っており，B級が最高位で、ある。
(45) 成批（大ロット）車問大件 （大物部品）工段の61年における手待ちの原因は，材料 －前工程待
ち49%，設備故障 ・修理待ち32%，クレーン待ち10%であった （前掲『北京第一機床廠調査』
174～ 6頁）。
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一方でまた「主体性の発現としての」生産目標の頻繁な引き上げは生産計画を混乱させると

共に材料，購入品の不足をもたらした。最適なサイズの材料が揃わず，加工代の大きい材料か

らの削り出しが余儀なくされ，材料と加工時間の浪費を招いた。モーターなとマ購入品の不足は

仕掛かり品を増やした。工具の供給も不足したが，これは増産による需要増加のほか，機械工

の技能低下により工具の破損が増え，更に工具管理が行き届かなくなったためでもある。生産

量の拡大と計画管理の弛緩により ，月初は材料と部品が揃わず手待ち状態になり，月末になる

と総動員で突貫工事をするという状況を生み出した。生産目標達成をめざして，部品は無検査

で組み立てられ，検査要員さえ生産の応援に動員されるというのが月末の状況であった。そう

しでもなお目標は達成されず，結果を見てからさかのは、って「計画」が修正され「目標達成」

とされたのである。つまり計画的な管理された生産ではなかった。

先に触れたように，増員された未熟練工が機械を操作できるよっに，専用治・工具の装着に

よる汎用工作機械の専用化が行われた。これにより低級工は比較的早期に作業に習熟した。し

かし彼らは入廠後十分な教育を受けなかったため，図面を見ず，また見てもわからず，寸法公

差，表面粗き，測定法，治・工具の使用法などの基本的知識も持たないまま，最初に教えられ

た操作手順のまま機械を操作した。フライス盤の本体を構成するコラムは従来 7, 8級の熟練

工が汎用工作機械を駆使して加工していたが，この仕事も低級工がジグを装備した専用機を用

いて行うようになった。設備面での対策が施されたにもかかわらず，60年におけるコラム主軸
(46) 

穴の精密中ぐり作業の検査結果は合格14.9%，材料不良による廃品12.1%，加工不良による廃

品3.6%，手直しして採用69.3%という惨慌たる状況であった。即ち図面通りに加工されたも
(47) 

のは15%に過ぎず， 7割は図面通り』こ仕上がっていなかったため，再加工を経て使用された。

揺監期にある工作機械工業において，熟練を排除できるほど完成されたラインを構築すること

はやはりできなかったのである。これに検査制度の弛緩が輸をかけた。検査員は特権思想、の持
(48) 

ち主と見なされたため，検査基準の堅持が困難であった。また検査員の不足と技能の低さによ

り不良箇所の発見が不十分で、あった。こ 7して加工水準そのものの低下と本来は強化すべき検

査体制の弱体化によって粗製滋造が生じたのである。

こうした大躍進に見られた典型的な状況の一方で、，工作機械工業ではこの時期に新たな取り

組みが始ま っている。即ち精密工作機械の試作と自動工作機械の開発への動きである。50年代

後半，機械工業と国防工業の発展に伴って精密工作機械の需要が高まった。 57年に持基陽第一機

(46) 材料不良とは主に鋳物の不良で、あった。鋳物材料である銑鉄の不純物含有量が多く，コークスも
不足していたため，巣が入りやすかった。また銑鉄の仕入先が頻繁に変わり，材質の変化への対応が
必要で、あった。造型も下手で芯ずれし，余肉も多かった。

(47) 誤作の手直しは本来当事者がすべきであるが，時間と熟練を要するため，例えば58,9年当時，
フライス盤の変速箱の生産ラインには手直し専門の熟練工が2名いた。

(48) 文化大革命中の検査制度に対する批判は，沈ー舟 「革命に力を入れ，生産を促す一一文化大革命
のさなかにある北京第二工作機械工場」 『人民中国』 168号， 1967年5月を参照。制度の複雑さに対
する批判は妥当である。
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床廠が親ねじ旋盤を， 58年に上海機床廠が工具，歯車，ねじ各研削盤を，昆明機床廠がジグ中

ぐり盤を，いずれもソ連製品の模倣によって作り上げた。これらの精密工作機械は生産設備や

測定 ・試験装置が限られ，枢要部品も入手困難な状況下で，熟練工によるきさげや組立 ・調整

技能に依存して製作された。従って品種，生産能力ともに少なし加工精度も不安定であった。

60年，ソ速からの製品輸入と技術導入が困難になると，政府は精密工作機械企画六人小組を結

成して「精密工作機械戦役」を始めることになる。自動工作機械分野でも59年，一機部二局は

電動機や軸受などの量産工場向け自動加工ラインの開発を決定している。これら精密工作機械

や自動工作機械はゆっくりではあるが，着実に国産化の歩みをたどることになる。

5 調整期から文化大革命へ

量的拡大を最優先し，大衆の主体性に過度の期待をかけ，企業の管理体系に巽を唱えた大躍

進は大量の不良品を生み出したため， 61年からの調整期に秩序ある生産への復帰がめざされる。

工作機械工業でも基幹工場は一機部直属に戻り ，地方工場の廃止，合併，転業，縮小が進めら

れた。その一方で一機部は地方の工作機械企業を調査し，優良工場に対しては基幹工場を通じ

て技術援助した。これにより地方工場の生産技術と管理体制は改善され，基幹工場の一部製品

の生産が移管された。地方工場の強化は64年から三線建設として進められ，文化大革命期に一

層の発展を遂げる。

ソ連からの技術導入が途絶する中で精密工作機械の国産化を進めるため， 60年に始められた

「精密工作機械戦役」はまず全国調査を実施して，それに基づいて61年から70年までの精密工

作機械発展計画を立案した。63年に外国製モデル機を各工場，研究所に据え付け，静的剛性，

振動，熱変形，精度，耐久性を試験，測定し，得られたデータを元に製品設計を改良した。60

年代前半には精密加工技術を修得するため，上海，昆明，武漢重型各機床廠と北京機床研究所

に恒温室が建てられ，そこに輸入された精密生産設備，試験 ・測定機器が設置された。これら

の設備を用いて高精度工作機械 ・測定機器が開発されると共に，技術者，技能者が養成された。

「精密工作機械戦役」は文化大革命によ って中断されるまでの間，精密工作機械の設計と製造

の技術進歩をもたらした。65年時点で中国の工作機械生産は537機種， 39,600台，工作機械メ

ーカーは76社であった。汎用工作機械は基本的に自給できるようになり，一部の精密，大型，

自動工作機械も生産可能になった。この時期に中国工作機械技術は一つの頂点に達する。

(49) 1960年代半ばから70年代にかけて米ソとの関係が緊張する中で，中国は敵襲されやすい沿海部
に偏在していた重工業の一部を内陸部に移す大規模な三線建設を行った。三線建設については丸川知
雄「中国の「三線建設」(I)(II）」『アジア経済』 第34巻第 2,3号， 1993年2,3月を参照。

(50) 中国における工作機械の研究開発はソ連に似ており，総合研究所と各機種を代表する企業に付設
された専門研究所によって行われる。北京機床研究所は56年，一機部によ って北京金属切削機床研究
所として設置された。この他の総合研究所には大連組合機床（ユニット工作機械）研究所，広州、｜機床
研究所，蘇ナト｜竜加工機床研究所などがある。

(51) 前掲『中国工業五十年』737頁。
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1966年に文化大革命が始まる。大躍進と同様，生産量拡大への強い志向， 上からの企業管理

の否定，それに伴う検査制度の弱体化によって，再ひw製品の品質は落ちた。文化大革命は76年

まで継続されたが，ちょうどこの時期，日本を中心とする西側先進国ではNC工作機械の開発

が精力的に進められ，その普及が始まっていた。中国は58年にNCフライス盤を開発するなど

日本と同時期にNC工作機械の開発に着手していたにもかかわらず，文革期の技術交流の途絶

によって決定的に遅れ，その結果現在まで中国製NC工作機械は競争力を欠いている。また学

校教育の否定や知識人の辺境への下放は企業における人材の断層を生み出し，技術の継承を困

難にした。文革が工作機械工業に与えた負の影響は大躍進よりはるかに大きし調整期に縮ま

った内外技術格差は再び広がったのである。

行政機構から見ると69年に一機部二局が廃止されて，翌年中央直属企業と総合研究所が地方

へ下放されたため，工作機械工業のマクロ的管理が弱められた。このため地方を中心に工作機

械 ・工具企業が増え，79年に1,400社以上に達した。その結果低級な汎用工作機械の生産が急

増し，77年の工作機械生産は20万台近くに及んだ。しかしすべての地方工場の技術水準が低か

ったわけではなし三線建設によって設立された企業は別格であった （表ー7）。 これらはいず

れも沿海部にある基幹工場の従業員と設備の一部を移転して新設された。各社とも高級機種を

分担して製造している点が特徴である。険西省，四川省，青海省などもともと工業基盤が全く

ない，交通も不便な内陸に数社まとまって建設され，付近には鋳物や部品の工場も新設さ れて

いる。立地上，不利な三線企業は一見発展性がなさそうだが，表－ 8のように最近のNC工作

機械販売で上位に入っている企業がある。三線建設の一方で，従来の基幹工場では設備投資が

停滞し，高級工作機械の開発と生産が低迷した。その結果，基幹工場の設備は表－ 9のように

老朽化して後に問題となる。

文革期のもう一つの技術的成果は「二汽戦役」による自動車生産設備の圏内生産であった。

二汽とは第二汽車廠（現 ・東風汽車）のことで，長春の一汽に続いて建設された中国第二の自動

車工場である。「二汽戦役」はこの二汽にジープ， トラ ックを年間10万台生産する設備を供給

しようという 計画であった。この計画実施に際して一機部二局が66年，二汽装備弁公（事務）

室を設置した。 ここは設備調達のための調査 ・研究と規格制定を行い，国内の科学技術力を総

動員すべ〈 ，設備の設計と製造を手配した。この事業には工作機械 ・工具企業，研究所， 地方

企業，高等教育機関など138機関が参加し，71年から75年にかけて7,664台の工作機械が二汽に

供給された。これらは二汽設備の98%以上に相当し，汎用工作機械364種，専用工作機械291種，

ユニット工作機械440種，大型工作機械15稜，ユニット構成自動ライン34，自動旋削ライン 6

を含んでいた。設置された国産設備の うち30%が稼動開始時に問題を生じ，修理，調整，改造

を要した。またスパイラル傘歯車加工機，多i紬自動立旋盤，大型工作機械，NC工作機械，専

用工作機械，自動生産ライン等の高級工作機械の構成比率も低かった。しかし50年代中期に建

(52) 前掲 r当代中国的機械工業』153～ 4真。
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表－ 7 中国工作機械製造・販売上位企業 （単位万元）

順位 1996年総生産額 1999年NC工作機械販売額

1 洛陽機床ll主紛有限公司 48,752 洛陽第一機床廠 9,305 

2 無錫機床股伶有限公司 30,861 北京第一機床廠 6,852 

3 大連機床集団公司 26,894 無錫関源機床集団公司 5,936 

4 南京第二機床廠 22,416 秦川機床集団有限公司 ＊ 5,449 

5 新郷機床廠 20, 114 済南第一機床廠 4,457 

6 北京第一機床廠 14 865 北京機床研究所 3,908 

7 雲南機床廠 13,343 常チト｜機床給廠 3,824 

8 南通機床j役f分有限公司 12,482 宝鶏機床廠＊ 3 698 

9 秦川機床集団有限公司＊ 12,186 j美川機床廠本 3,306 

10 済南第一機床廠 12,122 中長［友誼廠 3,235 

出典．盛伯浩，蘇天健 『数控機床市場』機械工業信怠研究院産業与市場研究所， 2000年
王恵方 r金属切削機床市場』機械部科技信息研究院産業与市場研究所，1999年

注 ＊印は三線企業。

表－ 8 三線建設によ って設立された工作機械企業

三線企業 所在地 母体企業 生産機種

秦川機床廠 険西省 上海機床廠 歯車研削盤

漢江機床廠 隙西省 上海機床廠 ねじ研削盤

i美川機床廠 侠西省 北京第二機床廠 ジグ中ぐり繋

寧江機床廠 四川省 南京機床廠 精密工作機械，ユニッ ト工作機械

長征機床廠 四川省 北京第一機床廠 フライス盟主

内江機床廠 四川省 上海第一機床廠 傘歯車Jf3削り盤

星火機床廠 甘粛省 語辞陽第一機床廠 旋皇室

険峰機床廠 貴州省 無錫機床廠 心なし研削態

東方機床廠 賞外｜省 済南第二機床廠 門形平削り盤

青海第一機床廠 青海省 斉斉H合爾第二機床廠 フライス盤

青海第二機床廠 青海省 済南第一機床廠 スプラインフライス盤，ホプ初1：削悠

青海重型機床廠 青海省 斉斉I治爾第二機床廠 大型工作機械，鉄道専用工作機械

長城機床廠 寧夏回族自治区 大連機床廠 旋盤，ユニ ッ ト工作機械

大河機床廠 寧夏回族自治区 中捷友誼廠 ボール盤，ユニ ッ ト工作機械

孫西機床廠 iffI南省 洛陽第三機床廠 タレ ッ ト旋盤

l呼和浩特機床廠 内君主古自治区 天津市機床廠 旋盤

長江機床廠 湖北省 天津第一機床廠 歯車形削り 盤

出典笥1，前掲書，128頁より抜粋。

表－ 9 上海機床廠の機械設備の経過年数別構成比(1983年）

経過年数 ｜ 5年以下｜ 6 -10年 I 11-15年 I 16剖年 I 21-30年 I 30年以上

構成比（%） 8.7 15.5 17.6 13.2 34.3 10.7 

出典蒋－~i;主編 『上海機床廠経営管理考察』 経済管理出版社， 1986年 174頁。
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設されたー汽の設備が主にソ連製であったことを考えると，「二汽戦役」は自力更生の大きな

成果をもたらした。

このように文革期の工作機械工業の技術進歩には見るべき点もあったが，本来文化大革命が

めざしたものは大きな負の結果をもたらしたことは否定しえない。

76年に文化大革命が終息した後，調整期を経て78年から中国は改革・開放路線を取り始める。

この時，工作機械工業部門において露見したのは，生産能力の過剰と生産機種構成の後進性，

それに技術の遅れであった。需給の質的な艦艇の解消と内外技術格差の補撲のために，以後，

西側先進国から製品輸入と技術導入が堰を切ったように始まる。

6 改革・開放直後の西側技術との接続

50年代にソ連の技術に依拠して基盤を築き， 65年にひとつの技術的頂点に達した中国工作機

械工業は，文革期に再び大躍進と相似の路線をたどりつつ，自力更生の道を歩んだ。三線建設

や二汽戦役の成果にもかかわらず，文革中の工作機械技術の発展は負の側面が強い。

ここでは文化大革命が終わり改革 ・開放が始ま った直後の 日中聞の技術提携の例を通じて，

当時の中国工作機械工業の水準と課題を捉えてみたい。ここで紹介する済南第一機床廠と 山崎

鉄工所（現 ・ヤマザキマザック）との技術提携は改革・開放後，最も初期の事例であり，かつ最
(53) 

も成功し，当時中国圏内でも広〈紹介された。済南第一機床廠は中国の代表的工作機械製造企

業であり （表 3），旋繋生産で30年の笑績を持っていた。山｜｜！奇鉄工所は76年に技術供与した大

韓重機工業（韓国）から普通旋盤の調達を試みていたが，品質的に満足のいく製品ができず，

別の調達先を探していた。中国機械設備進出口（輸出入）総公司は山崎と済南第一機床廠の聞

を取り持ち，済南第一機床廠は熟慮の末この話に乗った。

79年に両社の聞で普通旋盤に関する技術提携が成立した。その内容は山崎鉄工所が見本機，

製作図面，技術資料，電気・車ill受部品を供与し，済南第一機床廠は山崎の規格に基づいて生産

し，逆輸出すると いうものであった。提携品は済南第一機床廠が従来生産してきた製品に似て

いたが，性能，精度，外観品質の面でより優れていた。済南第一機床廠は 2品種 3規格の試作

品6台を納期内に完成した。これらは 日本側の検査に合格し，引き続き 1ロット 30台のロ ット

生産に移行する。第一ロ ットは納期通りに日本側に引き渡された。ところが日本で製品を改め

て検査した結果，30台中 5台が品質不良のため，返品されることになった。山崎鉄工所は14項

目の品質上の問題点を指摘した。済南第一機床廠はロ ット生産への移行と日本側の提出した問

題点克服のため，次のような対策を講じた。まず文革後の中国工作機械工場に普遍的に見られ

た設備の老朽化に対し，均質で高い精度の確保と生産性の観点から，専用加工ラインを設捜し

(53) r中国機械報」1984年3月2日， 7月13日。左勝，劉三白， 宗是魯，しまひろし抄訳「111崎鉄工
の技術を導入した中国の技術者たち」 『技術と人間』 13巻12号，1984年12月が7月13日号の邦訳。以
下の記述はこれらの文献に基づく。
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た。21台の専用設備を内製し，8台の設備を改造し， 990種4,000セット以上の治 ・工具を設計，

製造した。製品稼勤時の騒音を軽減するためには， 12台の歯車研削設備を購入して，歯車の加

工精度を改善した。人材育成面では日本人技術者にTQ Cの講義をしてもらうなど，千人以上

の従業員に研修を施した。こうした抜本的措置と共に， 品質管理体制も強化 して，機械加工か

ら組立まで，4,478の検査項目を規定した結果， 82年に品質上の問題点は解消し，検収回数も

半減した。83年末，提携機の累計生産台数は850台余に達した。

済南第一機床廠は山ii時鉄工所との提携によって修得した技術を基礎に，改めて独自設計した

高速精密旋盤を生産し，有数の輸出企業として発展する。改革 ・開放初期， 中固有数の工作機

械製造企業は西側先進企業と技術提携して，新技術を比較的速やかに消化し，更にそれを発展

させうる能力を持っていたといえよう 。

7 むす び

中国における近代的工作機械の生産は1860年代に始ま った。兵務工場の設備としての需要か

ら始ま った国産化， 族生する民間中小企業による工作機械生産とそれを支えた社会的分業，外

国製工作機械の模倣生産，多種多様な機種への取り組み，第一次世界大戦中の製品輸出など戦

前の中国工作機械工業の発展過程は，日本とかなり似ている。しかし度重なる戦争が工作機械

工業を成長させた日本ほどには中国の工作機械工業は発展しなかった。特に満州事変以後，侵

略国と被侵略国という立場の違いが大きかった。

戦後，中国の工作機械工業は 日本とは異なる社会経済制度の下で展開した。中国はソ速に倣

い，工場ごとに特定機種の工作機械を集中生産していく 。多数の工作機械メーカーが併存して

いるため，なんとかして生産集中度を上げよっとしていた日本の工作機械工業界にと って，計

画経済下で－の集中生産は理想的で内あった。

1950年代， ソ連が中国に供与した工作機械の生産技術は大量生産に適合した技術であった。

その生産技術を政府は生産量が少ない大多数の工場に全面的に普及させようとしたため，生産

現場に矛盾が生じた。

大躍進は量的拡大を志向したので，その点では量産型生産技術の適用にふさわしかったが，

大衆の主体性発揮とは相容れないソ連型管理技術は解体された。こうして生産管理技術と生産

規模との組散が，第一次五か年計画期と大躍進期を通じて，中国工作機械工業の順調な発展を

阻害した。

文化大革命は再び工作機械の粗製濫造を引き起こすと共に， NC工作機械が発展しつつあっ

た海外との技術交流の途絶は，中国工作機械工業にと って大きな痛手となった。

こうした試行錯誤を重ねながらも，改革 ・開放後，西側先進国から技術導入した中国は非N

C工作機械分野でコス トパフォーマンスの高い製品を供給することによって，第三世界随ーの

工作機械生産国となっていくのである。
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Development and Technology of the Machine Tool Industry in China 

by 
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China is the third largest machine-tool manufacturing country, after Japan and Ger-

many. Th巴developedcountries manufacture mainly numerically controlled (NC) machine 

tools. By contrast, China is currently manufacturing non-NC machine tools, which are 

cheap and of satisfactory quality. 

In the pre-Second World War era, local small and medium-sized factories imitated 

imported machine tools. Japanese Manchuria Machine Tools Co., Ltd. and Central 

Machine Works, which was supervised by the National Government, were established in 

1939. They had respectively built 2,400 and 500 machine tools or more by 1945. 

The USSR supplied China with various drawings of machine tools in 1951 and sent 

Russian engineers to Shenyang No.l Machine Tool Works in 1953. These Russian engi-

neers taught the Chinese various methods to manage the mass production of machine 

tools.乱fanyChinese engineers巴agerlylearned these methods and had applied it to the 

manufacturing in many other machine tools factories. They strictly adhered to the tech-

nology transferred from the USSR and even applied it to small-scale production. They 

wrote instruction manuals and devised various jigs in manufacturing of only one 

machine tool. Such a too strict production management was a misuse of the methods. It 

excited workers' suspicion about the introduc巴dRussian production management. 

The Great Leap Forward (GLF, 1958-60) inspir巴dworkers’autonomy and increased 

production in the machine tool industry as well. As a result, the administrative staff lost 

the control of the shop floor and larger quantities of lower～quality products were 

manufactured. 

Throughout the first Five-Year Plan (1953-57) and the GLF, the method used for pro-

duction management was not appropriat巴forth巴scaleof production 

During the Cultural Revolution (1966-76), the quality of machine tools deteriorated 

again, as it did during the GLF, and China b巴cameisolated from the progress that was 

being made in developed countries regarding NC machine tools. 

At the end of the 1970s, China b巴ganto introduc巴newtechnology from仕ledeveloped 

countries and increase its technological capabilities 
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