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輸出増大

輸出増大1←経済成長と

いう︑今までと違った点に注目しているからである︒
上述のような間題意識から出発して︑本研究を通じてとくに

能率的な生産活動への環境づくり

社という︑能率的な商社組織の出現←流通コストの節約及ぴ

1←経済成長というプロセスのみが強調されてきたが︑総合商

もっぱら能率的な生産活励1←国際競争力の強化

いうのは・従来まで韓国では経済成長と貿易との関係において︑

活動がどのような役割を果しうるかが解明される︒
このような研究は︑韓国では新しいアプローチといえる︒と

この研究により︑一国の貿易拡大戦略において能率的な商社

ることである︒

合商社への集咋化傾向に注目し︑その一連の関係を明らかにす

の海外流通組織の再綴成を意味する︑輸出活動のこのような総

に総合商杜への集中化傾向を見せてきた︒本研究の課魑は韓国

韓国に総合商社制度が発足して以来︑韓国の輸出活動は急速

ったのである︒．

鍾

︹博士論文要旨︺

韓国の貿易発展と総合商杜活動

一問題の提起
韓国経済は︑一九六〇年代初期政策基調が従来の輸入代替化

るまで輸出部門を中心に高度成長を達成した︒このように同期

政策から輸出主導成長型へ転換して以来︑一九七〇年代にいた
間中の急成長は︑主に輸出産業への政府の強力な挺入れによつ

て達成されたものである︒しかし︑この成長方式によつて経済
の量的増大はもたらされたけれども︑国民経済組織はなお非効

率的な側面が少なくなかつた︒その主なものの一つが海外流通
組織の非効率性である︒

韓国経済は︑工業化が一層進み一九七〇年代から重化学工業
化の進展をみることになるが︑内需市場の狭さ等によ︒て︑重
た︒こうなると︑従来の非能率的な流通活動方式では︑どうし

化挙工業化は始めから高度に輸出依存的にならざるをえなかウ

ても新しい要求に対応できなくなり︑ここから能率的な流通活

動組織として︑いわぱ﹁総合商社制度﹂が導入されることにな
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解明しようとする点は︑っぎの三点である︒

その一は総合商社が属する企業グループの形成・成長過程に
果した商社活鋤の役割を歴史的に遣跡することによって・韓国
の個別総合商社の総合商社化プロセス及ぴその性格を体系的に
把握する︒

かを明らかにする︒日本の総合商社を中心に総合商社が果して

その二は総合商社という流通組織のどのようなメリソトが韓
国の輸出活動の築中化︑ないしは輸出増大をもたらしているの

いる諾機能については︑既に研究がなされており︑また商社滴
動の能率化の貿易拡犬への影響についても︑研究されている︒

が韓国及ぴ日本の対外流通活動において圧倒的位置を占めてい

る能率的な商社細織としての総合商社のどのような特徴がより

早いスビ︑ドの貿易拡犬を可能にし︑さらにはそのよう喬置
を上﹈めるようにな︒たかについてはまだほとんど研究がなされ
ていない︒

その三は中小企業の輸出増犬戦略との係わりで輸出中小企業
と総合商社との機能的補完性が諭議される︒韓国で輸出中小企
業の輸崇振と関連して中小企業製品輸出の総△・商社一の代行

が表されている︑しかし裏らそれらの主張は単純代行の域
にとどまり︑輸出申小企業の流通実態に対する体系的な分析及

ぴそれをもとにした輸出中小企業を発展させる方向への総合商
しても光を当てている︒

社の活用については︑諭議されていない︒本研究はその面に対

本論文はつぎの八章から成っている︒
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総合商社の経済性考察

中進国における総合蘭社の経済性とその実証
総合蘭社の経済性に対する仮設の実証
輸出中小企業と総合商社との補完性
圓本の中小企業の成畏と政策展開

韓国経済における中小企業問題の位置づけ
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総合商社との補完性の強化
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第八章
二

第一軍︑第二章では本研究の分析の枠組みが明示される︒す

を通じて一総合商社の諸側面の中で本研究の関心の対象を明確

なわち︑総合商社に関する︑既存の諸研究をサーベイすること

化し・その線に沿一て総合商社の発生国である日本に淳る総
の分析の枠組みが提示される︒本研究の基本的な関心は既述し

合商社の在り方を簡単に体系化させて見る一︑とを通じて本研究

たように諸商社活動形態の中で総合商社酌活動方式の相対的能
率性の所在がどこにあるか︑さらには一国の国民経済のどのよ
るのか で あ る ︒

うな条件が総合商社的流通活動組織を最も有効に働くようにす

日本の経験を鑑みるに︑総合商社組織は専門商社の場合に比

ぺ︑つぎのようなメリソトを持つているように恩われる︒すな

わち流通活動における規模の経済の確保の容易︑人材のフル活

の超過の可能性︑個別商品に適した流通活動の困難性及ぴ貿易

用︑リスク分散等である︒その反面デメリツトは適正管理範囲

構造の高度化への対応の鈍さ等を指摘できる︒メリツトとデメ

リットの中でどちらの方がより大きいかについては︑その国氏

経済の賦存条件及ぴ発展段階等と緊密な関係を持つだろう︒
それではどういうような賦存条件ないし発展段階の国が世界

的なネヅトワークを整備し︑多商品取引の︑かつ多市場相手の

るといえる宅それは自然資源に恵まれない︑従つて加工貿易

貿易商社としての総合商社的流通活動に適した条件も備えてい

世界的な流通活動を展開できる取引量を持つ︑あるいは製品の

型経済発展方式を追求せざるをえない︑しかも単一品目のみで

技術集約性ゆえに高度の専門商社的流通活動が要請される先進

国的状況ではない︑いウて見れば︑ある程度発展段階が進んで︑

多様な産業を抱える中進国的段階にある国といえる︒この段階

のまま工業化を急ぐという関係で︑相対的に経営資源を豊窟に

の国において・一つの特徴的な現象は︑経営資源が不足な状態

持っている企業は相次いで新しい産業に取り込み︑それによ︒

る傾向がある︒このような状況こそ総合商社的流通活動に適し

て多様な産業を抱えることになる︑いわゆる企業集団を形成す

総合簡社制度が発足する一九七〇年代半ぱからの韓国経済は

た最も良い環境といえる︒
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韓国の対外流通活動の展開と総合商社の発足

これらの条件を整えているといえる︒

三

以上のような総合商社的流通活動の特質及ぴその成立条件を
分析の枠組みとして韓国の対外流通活動における総合商祉組織
の相対的能率性の所在を解明する︒ところがその前段階として

はつきりさせるために︑まず三章で同制度の発足以前までの韓

韓国の対外流通活動の展開過程における総合商社の位置づけを
国貿易企業の対外流通活動実態を分析することによって韓国の

対外流通活動における総合商社流通組織の存在を必要とした背

景を明らかにする︒つぎに四章で同制度の発足以後︑総合商社
はどのようなブロセスを通じて貿易拡大をはかって︑その相対

的位置を高めてい︒たかを見︑さらには五章で個別総合商社と
その属する企業グループとの関係を分析することによって総合
商社化プロセスを解明する︒

戦後の韓国貿易は﹁ジヤンク貿易﹂︑﹁マカオ貿易﹂と呼ぱれ
るバーター貿易の形態から出発するが︑一九六〇年代初期朴政

権の登場を契機とする従来までの輸入代替化政策から輸出主導
型への政策転換によ︒て︑その画期的変化を為し遂げた︒すな
わち︑政府の積極的な輸出奨励政策及ぴ企業の要素締合方式を
韓国の要素賦存比率に合わせるようにする︑一連の誘導政策に

よつて︑韓国貿易は一九六〇年代から一九七〇年代にかけて規
模的︑構造的に著しい変化を見せた︒しかしそのような変化に
もかかわらず︑貿易活動の能率性という面ではいくつかの間題

点が提起され︑それがこれ以上の貿易発展を阻害する要因にな

ω輸出取引が主に小規模企業による小単位で行われており︑

った︒その主要なものを指摘すれぱ︑

それで単位当り流通コストが割高になっていた︒

㈹大多数の貿易企業が生産活動と流通活動を兼ねる︑いわぱ
貿易の非専門企業である︒

っていた︒

㈹海外支店網の未整備及ぴその偏重分布によって韓国の相当
数の貿易企業は特定海外バイヤーに依存する閲接貿易形態を取

㈹広告等の︑積極的な輸出促進活動は極めて不活発であった︒

韓国の工業化が高い海外需要を考慮した重化学工業化を指向
するにつれ︑上述のような非能率的な海外流通体制ではどうし

ても新しい要求に対応できなくなり︑ここに新しい形態の輸出

た︒同制度の発足以後一九八二年にかけての韓国の輸出動向を

流通組織として一九七五年に総合商社の発足を見ることになっ

見ると︑総合商社の輪出シエァが一九七五年の一五％台から一

九八二年の五〇％台へ急伸張を示した︒

それではこのような韓国貿易活動の総合商社への集中はどの
ようなメカニズムを通じて成し遂げられたのか︒それはつぎの

三つの要因と関連する︒すなわち︑総合商社はそのより整備さ

れた組織網により︑新市場への浸透が相対的に容易であった︒

つぎに総合商社はその属する財閥傘下企業の重化学工業製品を

出化への働きを強化させた︒また中小企業の系列化を拡大させ・

輸出化させなけれぱならないという事情によって︑新製品の輸
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個々の総合商社が基本帥にその属する企業グループの性楮を反

それではこのような機能を果している各々の総合商社はどの

それを輸出企葉化させることによつて中小企業製品の輸出拡大

（184）

の代表的企業グ〃ープである三星︑現代及ぴ大宇グループの展

総取引の中で対外活動の比重を高めているが︑この関係は韓国

業部門に参加し︑まさにワンセツト的企業グループを完成した︒
㈹政策の誘導もあって一九六〇年代以後︑諸企業グループは

入れることになるが︑これに伴つて諸企業グループは重化学工

も政策の重点が重化学工業の建設を誘導する方向へ︑よりカを

七二年の重化学工業化宣言以後︑輸出化の基調を維持しながら

けさせ・さらには輸出向けの労働集約財産業を建設した︒一九

せ・その傘下企業を従来までの内需一辺倒から輸出化に目を向

このような政策環境の変化に諸企業グループは敏感な反応を見

って諸政策は輸出産業に宥利な環境を造成することになるが︑

以後・政策基調が輸入代替化から輸出志向型へ変り︑それに伴

企業グルーブとしての成長のための基礎づくりを行︒た︒それ

とんどの企業グループが輸入代替産業に参与する︑一とによつて︑

性を見せた︒すなわち︑一九六〇年までの輸入代替化期にはほ

⁝韓国の企業グルーブはその成畏過程で極めて強い政策志向

せ︑観察して見よう︒

発展過程でその属する企業グループの形成．拡大過程と関連さ

映すると老えられるので︑総合商社化のプロセスを韓国経済の

ようなプロセスを辿って形成されたか︒それについては韓国の

に努めた︒
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開過程の中で一層はっきり確認される︒
㈹企業グルーブの展開方式はそれぞれ多少差があるけれども︑

新本的には専門化ではなく︑あらゆる産業分野を抱える多角化

方式を採択している︒このように韓国の主要企業グループは対

うな事情が韓国の企業グループをして多商品取扱いの︑また多

外志向性の強化︑多角化をその成長バターンとしたが﹂このよ

ったのである︒

市場相手の︑いわぱ総合商社的商社活動を必要とする背景にな

㈹三星︑現代及ぴ大宇がグループとしての展開方式の差異に

よってそれぞれのグループの中での商社の存立カ式及びその役

割には一差異があるけれども︑上述のような側面においては明

それぞれの総合簡祉は基本的にそのグループの要求を満たす形

らかに共通性を持つ︒そのような意味で三星︑現代及び大宇の

総合商社組織の優位構造

で︑総合商社の機能を強化させている︒

四

上述したように韓国の総含商社はその発足以後︑新市場の開

拓能カの強化︑新商品の論出化及ぴ印小企業製品の輸以代行機

総合商社はなぜこのようなことができるのか︒それは他商社形

能の強化等を通じて韓国の輸出活動を主導している︒それでは

る︒その優位性の所在はなにか︒六章では対外流通活動におけ

態に比ぺた総合商社形態の相対的優位性に帰因しているとい︑中札

る総合商社組織の相対的優位性の所在を仮設として援起し︑そ

れを実証する︒さらに七章では中小企業製品の輸出拡大戦略と

って取引単位当り流通経費︑情報収集費及ぴ広告費の相対的節

通じて総合商社の方がより高い小規模商社の経済性を得ている

約を実現し︑さらに金融活用度を高めている︒これらのことを

して輸出中小企業の総含商社との補完関係を検討する︒

対外流通活鋤における総合商社納織の相対的優位性の所在を

性︶﹂にあるといえる︒総合商祉の相対的優位性に関するこれ

よる危険分散及ぴ遊休資源の有効利用の実現︵総合化の経済

を達成し︑また取扱商品の多様化を通じた危険分散等︑多角化

資源の再配置を適切に図ることによって人的質源の効率的活用

変化に伴って︑また韓国の国別貿易結合度の変化に伴って人的

対的評価に留まっているが︑総合商社は韓国の比較優位構造の

総合化の経済性については︑資料の制約上総合商社のみの絶

といえる︒

提示すると︑﹁総合商社の貿易専門企業的性椿による特化の利
益︵貿易専門企業の経済性︶︑大規模商社という性絡による規

らの議仮設の正当性を実証するために各仮設︐ことに計測可能な

模の経済の実現︵大規模商社の経済性︶︑また総合化的性格に

指標︵流通専門家の雇用比率︑流通業務処理の機械化率︑流通
して︑韓国の藷形態の商社︵総合商社︑犬規模輸出企業及ぴ中

の合理性を実現し︑多くの中小企業群を系列化させることによ
って︑系列化の経済性を上げている︒これらを通じて総合商社

経費・広告費比率︑取扱品目数︑海外支店配置状況等︶を案出

の方がより高い総含化の利益を得ているといえる︒

いては︑上述の一連の分析体系によってある程度解明される︒

韓国の対外流通活動がなぜ総合商社へ集中化しているかにつ

小輸出企業︶の実査資料に基づいてその経済性比較を行なって

調査企業の数は︑総合商社七︑大規模輸出企業一〇︑中小輸

いる︒

五章の分析で明らかなように総合商社は最も能率的な流通活

動組織といえるが︑六章ではこのような総合商社的流通活動組

出企業二六であり︑調査時点は一九七九年のものである︒

実証の結果を簡単に要約すれぱ︑以下のようになる︒

分析し︑それをもとにした輸出中小企業と総合商社との補完関

織を最も必要とする立場にある輸出申小企業の流通活動実態を

輸出増大を為し遂げ︑韓国の総輸出の中で中小企業製品の輸出

上述の輸出主導型への政策転換に伴って中小企業がより早い

係を模索する︒

まず貿易尊門企業の経済性と関連しては︑総合商社の方が他
より多くの流通専門家を確保していることが確認される︒これ

商社形態に比ぺて︑一層の商社活動専門体制を確立し︑しかも
らの緒果を通じて総合商社の方がより高い特化の利益を得てい
るといえる︒

で急上昇した︒しかし一九七〇年代中期から重化学工業を牽引

比重が一九六三年の一八・六％から一九七三年の三七・二％ま

車とする高度成長の無理な推進は︑インフレの加速化及ぴそれ

大規模商社の経済性と関連しては︑総含商社の方が他商社形
ることを通じて労働節約を達成しており︑また犬規模取引によ

態に比ぺて︑より業務の分業体制を確立し︑資本装備度を高め
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立基盤を壌すことになる︒さらに賃金水準の急上昇は低賃金を

に伴う賃金上昇を引き起し︑単純労働集約的輸出中小企業の存

㈹政策的奨励による生産活動と流通活動の兼務という非能率

㈹政策的差別による制度金融利用の制約︑

ω取引及ぴ資産の中小規模性

輸出中小企業の流通実態に対するこのような事実認識から︑

等によるものと考えられる︒

的存立形態

目当てとして進出した先進国の対韓国直接投資企業の撤退をも
たらし︑輸出中小企業の既存の流通チャンネルを狭めた︒また

オイル・ショックをきっかけとする原資材価楮の上昇は付加価

値の低い︑資源多消費型中小企業の輸出競争カを弱化させ︑低

の流通活動方式を改善させるのみでは十分ではなく︑輸出中小

その流通活動をより合理化するためには︑輸出中小企業の既存

企業の存立形態そのものを改繍させる必要がある︒すなわち︑

開発国によって追い越されることになった︒このような輸出中
は一九七三年から相対的下落を示すに至った︒この傾向を食い

小企業の存立基盤の変化によって中小企業製品の輸出増大推移

である流通活動部門を切り離し︑それを高度の組織化された︑

ネットワークを整備した︑巨大な運転資金活用の可能な能率的

輸出中小企業の生産活動と流通活動の中で相対的な非能率部門

流通専門商社組織︑いって見れぱ︑総合商社組織に代行させる

止めるための短期対策として国際流通活動の能率化を通じた流
が︑輸出中小企業だけの能カではどうしても無理であった︒こ

方式を取ることが最も合理的であるといえる︒こうすると︑輸

通コストの節約及ぴ海外市場変化への機敏な対処が要請された
の関係を理解するために輸出中小企業の流通活動実能を見て見

出中小企業の流通活動も専門商社の経済性︑大規模商社の経済

うなメリットが得られると恩われるが︑両者間の系列関係が必

輸出中小企業にとって総合商社との系列化の強化からこのよ

ひいてはその国際競争カを高めるであろう︒

性及ぴ総合化の経済性を発揮し︑よって高度の合理性を実現し︑

よう︒中小企業の輸出活動においてはその独自的な流通活動の

まず輸出中小企業による独自的な流通活動の場合は︑流通組

場合と︑下請型とを分けて観察する必要がある︒

織の未分化︑輸入原資材の少量︑直接購入体制︑海外市場調査

等の問魑がある︒また下講型の場合は︑親企業との下講系列形

の基盤がまだ安定的に確立されていないからである︒

ずしも期待通り進んでいるとはいえない︒それは両者間の信頼

の非効率性︑海外広告活動の消極性及ぴ市場開拓活動の受動性

態が一時的︑あるいは量的下講関係になっているから︑その経

韓国の総合商社はその発足以来韓国貿易業界の構造的閲題点

五 総合商社の育成方向

営基盤が極めて不安定である︒さらに輸出金融支援体制及ぴ代
金決済方式においても中ハ企業に非常に不利になっている︒

輸出中小企業のマーヶツティング活動の以上のような非合理
性はつぎの三つの要因︑すなわち
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の貿易活動の中心的役割を担ってきた︒総合商社がこのような

た中小企業製晶の輸出代行機能を強化させることによって韓国

を克服し︑新市場の開拓者として︑新商品の輸出化を通じ︑ま

広げることができ︑それによって新市場の開拓能カを増大させ

分に減らすと︑個別総合商社は今の二倍の地域へ海外支店網を

㈹総合商社をして国内取引の幅を拡大させることによって海

ることができる︒

く︑不良品の輸出化の可能性に対する事前的チエヅク機能を持

外市揚の景気変動に対して仲縮性を持つようにするぱかりでな

活動をより有利に展開できるのは︑諸商社形態の中で総合商社

形態の方がより優れた属性︑すなわち特化の利益を生かす貿易
としての︑また遊休資源の利用及ぴ危険分散を可能にする総合

㈹輸出需要の変化に伸縮性を発揮させ︑より効率的な流通活
動を展開するためには︑総合商社と輸出向け製造企業との強カ

うにさせる︒

によって大規模取引の経済性及ぴ憎報の経済性を発揮できるよ

たせるようにする︒さらに輸入及ぴ国内取引を拡大させること

専門企業としての︑スケール・メリヅトをもたらす犬規模商社
化としての属性を持ち︑それに加えて政策両の優遇措置が与え
られているからである︒しかし総合商社の韓国の中でのこのよ

うな相対的優位性にもかかわらず︑商社活動の経済性をより高
めるという観点で︑総合商社のモデル的存在である日本総合商
社の存立方式と比較して見ると︑まだはるかに遅れている︒そ

る一つの方案として︑藷輸出支援描置が総合商社を通じて輸出

中小企業にも均箔するようにすると同時に︑総合商社には輸出

な系列関係の構築が必要である︒両者間の系列関係を強化させ

中小企業の発展を促進させる︑一連のサービスの提供を義務づ

こで日本総合商社の在り方を比較対象としながら韓国総合商社
の改善方向を提示して見よう︒

ける︒

ω製造部門を完全に分離させ︑完壁な貿易専門商社へ再組織
することによって総合商社形態の経済性の一つである貿易専門
商社の利益を高めることである︒同時にそれを通じてどんな輸

それではこれらの政策提言を踏えて︑韓国の対外流通活動の
中で総含商社の役割をどう位置づけるのが望ましいか︒その基

出中小企業によって行われている︑既存の貿易活動の中で非経

本的方向としては余他の商社︑すなわち大規模輸出企業及ぴ輸

出指向メーカーに対しても無差別性を感じるようにすることに
る規模の経済の効果もより高くなるだろう︒

よってメー力−の総合商社利用度を高めれぱ︑流通活動におけ

織に代行させることを通じて︑金体としての韓国の対外流通活

済的︑非能率的部門を︑能率的な商社組織としての総合商社組

日本に比べて小規模多数企業の特徴を持つ︒この点は韓国の対

㈹韓国の総合商社制度は韓国の貿易規模を考慮に入れると︑

外流通活動をそれだけ制限する縞果になる︒ということは︑も

活動における総合商社のこのような位置づけは︑結果的に韓国

動を含理化していくように誘導することであろう︒韓国の貿易

し今の韓国総合商社の総資産規模をそのままにしてその数を半
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を分析する︒それは総合貿易商社制度が開始された一九七五年

以降だけでなく︑一九五〇年代までさかのぼって︑韓国貿易発

の商社活動の能率化を実現し︑それによって韓国輸出品の国際

鼓争カを強化させ︑貿易増大︑ひいては韓国の経済発展をもた

展の長期趨勢をふまえて行なわれる︒さらに︑総合商社と並ん

逸敏

誠平行

企業の輸出形態の効率性が比較対照され︑総合商社形態の優越

性が鯖論される︒そして︑このような貿易組織研究の分析枠組

本論文は︑つぎの八章から成っている︒

は︑日本における商社活動の研究成果の上に築かれている︒

第一章 問題提起と文献展望

第二章総合商社の特質とその成立条件

第五章

第四章

輸出中小企業と総合商社との補完性

中進国における総合商社の経済性とその実証

総合商社の生成過程

韓国における商社活動の集中化傾向

第三章韓国の貿易活動の展開とその構造的特徴

第六章

要約と政策提言

第七章

業品が輸出されたが︑その後︑重化学工業化がすすめられた︒

ない︑さらに︑個々の総合商社が有カ企業集団の対外貿易窓口

は︑韓国の︐工業化︑貿易発展における商社活動の位置づけを行

えて︑韓国総合商社研究の分析枠組を設定する︒第三〜五章で

第一・二章では日本での商社研究成果と日韓経済比較を踏ま

第八章

新しい重化学工業品の輸出︑新市場開拓を促進するために導入

として生成してきた過程を解明する︒第六・七章は総合商社形

の分析にもとづいて︑今後韓国総合商社が発展していくぺき方

の二つの重要な機能の克明な分析にあてられる︒そして︑以上

態の経済性と系列化による中小企業輸出促進という︑総合商社

本論文は︑韓国の総合商社活動の実態を明らかにし︑それが

一

韓国全体の貿易拡大のメカニズムにどのように関連しているか

半分以上を扱うまでになった︒

て韓国の総合商社活動は順調にシェァを拡大し︑韓国総輸出の︒

されたのが一九七五年の総合貿易商社制度である︒これを受け

達成した︒その前半では軽工業化を中心として︑労働集約的工

で従来からの貿易組織である大製造企業自体による輸出や中小

らすことになっていくであろう︒

︹博±論文審査要旨︺

論題﹁韓国の貿易発展と総合商社活動﹂

論文審査担当者

一研究の概要

澤口
間

一九六〇年代初め以来︑韓国は輸出主導型の高度経済成畏を

池山瀦
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向が示唆される︒
一一韓国商社研 究 の 方 法 論

る︒

よりも︑韓国全体の貿易発展への貢献という視点から分析され

第三に︑日本で既成研究が多い経営史的アプローチからも︑

業を相次いで導入し︑発展させつつある中進国段階の国におい

階がそれを基本的に満していることを見出す︒すなわち︑新産

犬に貢献したことは広く認められている︒総合商社の生成・発

ては︑企業化機会に比して経営資源が不足している︒この稀少

著者は総合商社の生成条件について学ぴ︑韓国の現在の発展段

展に関する研究も︑総合商社の藷機能に関する解明も︑日本で

資源を有効利用するためには︑経営費源を多角的に活用する企

貿易商社の生成自体は日本に隈られないが︑多数商品︑多数

もっとも活発に行なわれており︑研究文猷や憎報知識も目本で

割が大きい︒すでに高度の工業化を達成し︑経営資源も豊窟に

業集団が期待され︑その対外的窓口としての総合商社が果す役

市場の取引を行なう総合商社が日本でもっとも発遠し︑貿易拡

んだ上に︑日韓の発展段階︑経済与件の異同を考慮に入れて︑

言われ︑製造企業と直緒した専門商社の活動が活発化している

賦存する現段階の日本においては︑総合商社のディメリットが

もっとも豊窟にえられる︒著者は日本の商杜研究文猷を十分学

第一に︑貿易発展における貿易組織の貢献を重視する︒一国

第二章で左記のように韓国の総合商社研究の方法論を設定する︒

の貿易拡犬は通常要素賦存条件や工業化段階等の供給要因や所

が優越するというのが著者の判断であり︑それが本論文全体の

韓国の貿易拡大と総含商社の生成

第三︑四章は韓国の工業化と貿易拡犬を展望する中で︑在来

三

基調となっている︒

が︑末だ咋進国段階にある韓国ではむしろ総合商社のメリット

これらはあくまで貿易拡犬の可能性を規定する要因であって︑

得や市場特性等の需要要因のみによって研究されがちであるが︑

その可能性をどの程度実現しうるかは︑需要と供給を縞ぴつけ
造企業の直輸出や中小企業輸出との経済性比較も︑総合商社に

的な貿易流通組織の非効率性を指摘し︑それに代替するものと

る貿易商社の効率性にかかっている︒総合商社による輸出と製

よる申小企業製晶輸出の組織化も︑この貿易可能性実現の効率

韓国の対外貿易は一九五〇年代半以降︑持続的に拡犬し始め
たが︑一九六一年朴政権下で輸出志向的政策に転じて以来︑輸

でに発展した過程を明らかにしている︒

して総合貿易商社制度が導入され︑韓国輸出の過半を取扱うま

第二に︑総含商社の活動を国民経済的視点から研究するアプ

性に集点をあてて分析される︒

出成長は年率四〇バーセントに加速され︑輸出主導型成長を実

ローチをとる︒輸出取扱の奨励総合商社への集中傾向も︑韓国

上述の総合商社の艦済性や咋小企業輸出の組織化も︑企業効率

産業構造︑輸出構造の重化学工業化との関連で評価されるし︑
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セントから二二・六パーセントまで高まった︒輸出の中心は労

ジァ︑中近東等の新市場開拓を果した総合商祉自体の輸出拡犬

が︑基本的には船舶︑鉄鋼︑セメント等の新商晶輸出︑東南ア

三星物産︑大字実業︑現代総合貿易商社の生成過程を解明する︒

第五章は経営史的アプローチによって三つの主要総合商社︑

努カの成果であることが明らかにされる︒

現した︒一九六三〜七二年間に輸出の対GNP比は五・六バー

働集約的軽工業品︵雑貨・繊維・木製品︶であって︑韓国の低
に対する低利金融︑減免税措置︑輸出入リンク制等の輸出助成

賃金労働を利した競争カにもとづいていたが︑同時に輸出企業

もつ高麗貿易商社を除いて︑いずれも有カ企業集団の対外貿易

窓口として生成してきた︒個々の総合商社のそれぞれの企業集

韓国の総合商社は︑中小企業製品輸出の公的促進機関の役割を

団における位置づけや具体的な生成過程は決して同一ではない

措置の効果も重要である︒これらの助成捲置は輸出品を製造す

企業の直輸出の形をとった︒その貿易組織は小規襖︑非専門性

が︑なお︑重要な共通項が見出される︒著者はそれを上述の三

る企業に与えられ︑韓国品輸出の犬部分は大・咋小規襖の製造

故に非効率であり︑かつ海外販売組織を欠くために外国商社

多角化を達成していることである︒いずれの企業築団とも︑一

第一は各企業築団がすぐれて強い政策志向性をもって業種の

引出している︒

社の生成過程について克明に辿り︑韓国総合商社の主要特徴を

︵日本商祉を含む︶やバイヤーに依存する間接貿易形態が多く︑

輸出先も日本︑米国二国に偏重していた︒

一九七二年に大統領の重化学工業化宣言を受けて︑韓国産業
された︒その一環として︑新しい重化挙工業品輸出促進と新市

心に発足し︑一九六〇年代の輸出志向政策転換を受けて輸出向

九五〇年代の輸入代替工業化政策の下で内需目当ての業種を巾

構造の重化学工業化促進のために諸々の政策的助成描置が導入
場開拓のために︑一九七五年総合貿易商社制度が発足した︒こ

け労働集約業種を加え︑さらに︑一九七二年の重化学工業化宣

れは資本金︑取扱品目数︑輸出先市場数︑海外支店数等につい

言に答えて重化学工業都門を加えた︒

第二に多角化とともに︑取引総額中での対外貿易の比率を高

てある規模の指定要件を満す企業にのみ︑貿易・為替管理面・

め︑特に政府助成が大きい輸出取引の拡大に企業努カを集中し

金融・税制面の優遇描置を認めることを主内容とした︒

これを受けて一九七五〜七七年間に二一企業が指定を申請し

するのに伴なって︑多種蘭品︑多数市場を扱う総合商祉の生成

第三に︑このような個々の企業集団が多角化・輸出化を達成

た︒

て︑奨励総合商社となった︒その後一社が倒産︑一社が指定を

辞退して︑一九八三年現在一〇社が活動を続けている︒これら
した︒この集中化傾向は部分的には総合商社による同一企業築

基盤が醸成されてきたのであり︑政府による総合貿易商社制度

総合商社の取扱い商合計は︑韓国総輸出の五一バーセントに達
団中の他企業や系列巾小企業の既成輸出実繊の取扱代行による
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は一〇総合商社成立の仕上げを果したものと位置づけられる︒

促進の可能性を探る︒韓国の輸出中小企業は労働集約品輸出の

シェァを倍増して三七パーセントに高めた︒しかし︑石油危機

拡大過程で生れ︑一九六三〜七三年間に韓国総輸出中に占める

れ︑さらに︑外資企業の撤退によって既存の輸出チャンネルも

後の原資材価祷上昇や賃金高騰の中でその国際競争カ基盤が崩

四 韓国総含商社の機能分析

総合商社の機能的優越性は著者の主要関心事であり︑第六・

狭められて︑中小企業製品翰出シェアは一九七三年以降滅少傾

七章は貿易企業実態調査にもとづくその検証にあてられている︒

第六章は総合商社の経済性を︑犬規模製造企業による直接輸
出及ぴ中川企業の輸出形態と比較して︑検証している︒著者は

小企薬銀行﹃印小企業実態調査報告﹄やソウル商工会議所﹃輸

著者はこのような困難状況にある輸出中小企業の実態を︑中

向にある︒

の経済性︑総合化の経済性の三つに求め︑それぞれをさらに実

分析する︒直接翰出の場合には生産︑流通の未分化や小単位取

出マーケティング実態調査報告﹄の一次調査資料により克明に

総合商社の経済性の源泉を貿易尊門企業の経済性︑犬規模商社

比率︑流通業務処理の機械化率︑流通経費︑広告費比率︑取扱

務面に即して特定化して︑計測可能な指標︵流通専門家の雇用

引による非効率性︑海外市場調査︑広告活動の不足︑市場開拓

意欲の欠如が指摘され︑また外国商社︑バイヤiに依存する国

品目数︑海外支店配置状況等︶を案出して︑上述の三形態の個
別輸出 企 業 間 の 経 済 性 比 較 を 可 能 に す る ︒

際下請企業の場合には受注不安定︑不利な代金決済方式︑近代

このような困難状況を打開する方向として︑著者は総合商社
による中小企業の輸出業務の代行を促進して︑中小企業製品輸

化・合理化意欲の欠如が挙げられる︒

個別輸出企業の効率性は︑利益率のような直接的指標がえら
れないので︑貿易都門の生産挫︵貿易部門従事者一人あたり取
のような貿易業態統計はえられないので︑著者は自ら上記の憎

引額︶で測り︑上述の経済性の指標と対置される︒韓国ではこ

報をカバーする調査票︵調査時点一九八一年︶を作成し︑上述

はさらに単純な輸出業務代行を越えて︑総合商社が系列中小企

出の拡大と中小企業自体の効率的な生産への特化を説く︒著者

業の近代化．合理化を指導して︑韓国産業の重化学工業化の中

の三種企業︵総合商社七︑大製造企業一〇︑中小企業二六︶に

に中小企業を有機的に組み込んでいくことを期待する︒ここで

送って︑分析に必要な基礎資料を作成している︒貿易業務の生
れ︑それは上述の各種の経済性指標で測った三形態間の樒差に

産性は総含商社︑大製造企業︑中小企業間で有意な椿差が見ら

業の組織化の成功の事例から学んでいる︒しかし︑韓国の中小

の効率的分業関係や︑商社による織維︑薙貨産地の輸出中小企

著者は︑日本における機械工業部門での大企業と下講中ハ企業

対応し て い る ︒

第七章は総合商社のもうひとつの機能として︑中小企業輸出
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輸出中小企業による総合商祉の利用度を高めるには︑両者間の

九八○年に三ニパーセント︶したことを示しながらも︑著者は︑

企業製晶輸出に占める総合商祉取扱いシェァが着実に増大︵一

が公刊されたとき︑主要日刊紙に報じられて︑著者の肯定的評

制度の評価に対する関心は強い︒本年二月に本論文の韓国語版

済政策課題であって︑一〇年目を迎えようとする総合貿易商社

存度の高い韓国では︑輸出増大はなお国民的支持をえている経

社への関心が高まり︑韓国のそれが日本につぐ成功例と見なさ

国民的関心の強さを物語っている︒また今日︑国際的に総合商

価と今後の展開方向についての示唆とが反響を呼んだことは︑

以上のように著者は︑韓国の総合貿易商社制度をその貿易拡

している︒

信頼関係の改善等︑多くの問題が存在することも忘れずに摘摘

犬への貢献実績と︑機能的経済性の両面から高く評価する︒結

機関による広報資料のみで本椿的な経済分析が現われなかった︒

しかもこの璽要な課題に関して︑従来断片的論文や政府関連

れている︒

わち︑第一に犬多数の総合商社がなお未分化の製造部門を切離

文の分析や評個が修正されることはありえよう︒しかし︑それ

確かに厳密な評価には時機尚早であり︑今後の研究により本論

から︑今後韓国の総合商社が展開すべき方向を示唆する︒すな

ぴの第八章においては︑以上の分析と日本の総合商社との比較

の輸出活動偏重を改めて輸入及国内取引をも組込んで経営基盤

げられよう︒韓国では産業研究が未発達であり︑社史や産業統

第二に先駆的研究故の独自の統計資料・憶報の収集努カが挙

は本諭文の先駆的研究の買献を損なうものではない︒

して貿易尊門企業として再編成されることであり︑第二に現在
を強めることであり︑第三に中小企業との効率的な補完関係を

確立して中小企業発展にも資することであり︑第四になお小規

計は刊行されておらず︑著者は主要な統計賞料を自ら収築・整

るアンケート調査はすぺて著者自身の作業であるし︑第七章の

備しなけれぱならなかった︒第六章の総含商社の経済性に関す

メリットを実現することである︒

模多数の韓国総合商社を競争を通じて整理統含して︑スケール

それは︑すぺての貿易取引を総合商社に築中するものではな

中小企業実態調査も未公刊資料である︒第五章の主要総合商社

く︑犬・中小規模の製造企業とのより効率的な分業関係を確立
して・いっそうの韓国貿易拡犬への貢猷を目指している︒

の生成に関する憎報も︑断片的広報資料を著者自身のインタピ
ュー調査で補なっている︒著者による先駆的な統計資料・憎報

手掛りを与えよう︒

収集の成果は︑今後この問題にとり組む研究者にとって貴重な

五評価
第一に韓国の総合商社活醐という問題の重要性と適切性であ

第三に︑著者は日本の商社研究を土台として︑韓国総合商社

本論文の貢献としてつぎの諸点が挙げられよう︒

り︑それを学間的研究として始めて試みたことである︒貿易依
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研究の方法論を組立てている︒総合商祉の生成条件も︑その貿

易拡大との係わりも︑その経済性の藷側面も︑日本商社の発展
経験の研究からえている︒これは日本留学の有利を活かしたも
ので︑外国人留挙生の研究業繊を評価する際の付加的な評価点
となりえようo

上述のような貢献は認めるものの︑本論文にはなおつぎのよ
うな問題が残されている︒

第一に︑総合商社の経済性に関する著者白身の強い問魑意識
にひかれて︑分析や論証面での不十分さが残る点である︒著者
が考案した経済性の誌指標には︑﹁適材適所配置﹂や﹁労働節

約度﹂等︑著者が与えたものとは異なった解釈が可能となるも
のもある︵第六章︑二・三節の②︶︒また︑貿易活鋤の生産性

効率と経済性の諸指標との相関も間接的であって︑推諭の説得
カを弱める︵第六章︑二・三節の㈲︶︒これらは前述の資料収
集の困難とも関連するが︑今後の研究での改善が期待される︒

第二に︑同じく経済性の評価について企業の経済性と国民経
済のそれとがかならずしも明確に使いわけられていないことで
ある︒理論的にはこの両者が明別されなけれぱならないし︑総
合商社が発展初期には収支償なわずとも幼稚産業保護論によっ

て正当化される場合がありえよう︒しかし︑上述のように発展
圓H標に国民的合意がえられる発展途上国においては︑企業効率

も︑評価にあたって考廠されるぺきかも知れない︒

と国民経済的効率とがとかく不分明に陥りがちな傾向がある点

第三に︑韓国総合商社の顕著な特徴はそれが政策的に作り出

されたことであるが︑本論文では政策の効率性の評価が試みら

いては︑その補助金相当率の推定や所得分配不平等化等の政策

れていない点が指摘されよう︒韓国の手厚い輸出促進措置につ

社制度が従来の輸出促進措置にどれだけの実賀的誘因を付加し

効果の研究が始められている︒本諭文においても︑総合貿易商

れたであろう︒

たかが分析されたならぱ︑著者の総合商祉政策諭はより深めら

第四に︑著者の関心がもっぱら日韓比較に隈定されて︑日韓
の他の国々との対比が欠如していることである︒その縞果総合

商祉の成功がなぜ日韓両国に限られるかという擬問に答えられ

ず︑商社研究としての一般化を果せなかったことは残念である︒

ない︒われわれ審査員は︑李鍾允氏の博士諜程における成繊及

以上の問題点指摘は︑あくまで今後の研究方向への示唆にす
ぎす︑現時点での本論文の学問的貢献の価値を損なうものでは

ぴ最終試験の締果を勘案し︑本論文によって同氏に︑一橋大学
1昭和五十九年六月二十日

経済隼博士の称号を与える二とを︑適当と判断するものである︒
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