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韓国民間航空黎明期の問題に関する研究
― 大韓国民航空社（KNA）の成立から経営破綻まで ―

い

と う

伊藤

しげる

茂

東洋大学大学院

The development of aviation technology during World War Ⅱ brought the growth and expansion of the airline industries. From
the national strategic point of view, major political leaders recognized that they would need their own major airline companies
for the national benefits, and they retained the emphasis on protecting and nurturing their airline companies as the flag carriers
for a long time.
On the other hand, the airline companies in advancing countries could not get sufficient support from their government due to
the fiscal and political situation.
But in the Republic of Korea, an aviator Shin Yong-Wook established Korean National Airlines（K. N. A.）in 1946 by himself and
K. N. A. tried to be the flag carrier of Korea. Under adverse circumstances such as Korean War and the economic depression in
the Syngman Rhee Government, K. N. A. expanded their business and finally opened the transpacific route from Korea to U. S. in
1957. But finally, K. N. A. went bankrupt in 1962 and their aviation business was taken over to Korean Air Lines established by
the Park Chung-hee Administration.
Through the analysis of the history of K. N. A., I would like to suggest the necessity of the adequate support for the developing
airline companies in their early stage of establishment as the national policy.
キーワード：韓国、航空政策、規制緩和、愼鏞頊、李承晩政権、朴正煕体制
Keyword：Korea, Aviation Policy, Deregulation, Shin Yong-Wook, Syngman Rhee Government, Park Chung-hee Administration
１．はじめに

政支援下、発展成長を遂げてきたが、そ

によって終焉を迎えた。その後、韓国は
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の一方、植民地支配終焉により独立した

国家政策として、フラッグ・キャリア育

第２次世界大戦後の政治経済復興なら

新興国家においても、フラッグ・キャリ

成に向けた大韓航空公社（Korean Air

びに社会的混乱の中、フラッグ・キャリ

アの座を目指す航空会社設立が相次い

Lines：KAL）を半官半民体制で発足さ

研究の背景と目的

シン・ヨンウク

ア育成という明確な国家ビジョン実現の

だ。そのうちのひとつが1946年に愼鏞頊

せたが、このKAL自体も経営難から1969

ため、各国の政治指導者は自国の国営あ

によって設立された大韓国民航空社

年に韓進グループに払い下げられ、株式

るいは民間航空産業に対する財政支援や

（Korean National Airlines：KNA）であ

会社大韓航空（Korean Air）として再出

保護育成政策を展開してきた。このよう

った。日本統治時代の朝鮮半島航空界の

発し、以後、財閥傘下の一企業でありな

な航空産業の黎明・発展期では、各国の

パイオニアとして、愼鏞頊は航空人材育

がら、韓国のフラッグ・キャリアとして、

航空会社保護政策はその国家戦略上、許

成事業から民間・軍事航空事業を展開し、

発展・成長を遂げ、今日に至っている。

容されるべきであり、民間資本も国家産

韓国独立後は民間会社でありながら大韓

このように、現代の航空業界でも、東

業基盤も確立しておらず、かつ明確な国

民国航空社と社名変更したことは、韓国

アジア有数の巨大航空会社に成長した大

家的支援も望めない段階での航空会社に

航空界の第一人者である自らが率いる航

韓航空とは対照的に、韓国独立・混乱期

対する経営的自立追求や規制緩和政策は

空会社こそ韓国のフラッグ・キャリアに

に誕生し、消滅した KNA に関する歴史

経営面での混乱を助長し、自国の航空政

相応しいとの認識を持っていたと推測さ

的研究は韓国民間航空の出発点でありな

策を停滞させるのみと言わざるを得な

れる。しかし、朝鮮戦争後の韓国政治経

がら、日本国内の先行研究ではまだ取り

い。

済ならびに社会的混乱、さらには愼鏞頊

扱われておらず、韓国国内においても十

第２次世界大戦以降、多くのフラッグ・

自らの事業運営失敗等により、KNA は

分ではない。そこで、本研究は、KNA成

キャリアは国営企業体あるいは各国の行

経営難に陥り、最終的に朴正煕体制誕生

立から経営破綻に至る過程を通じて、韓
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国民間航空黎明期におけるフラッグ・キ

人航空士・李基淵が初めての民族系航空

学校で航空技術を学び、1932年12月に１

ャリア成立過程の問題点を明らかにする

事業会社として京城航空事業社が創設し

等操縦士免許を取得後、翌1933年には米

ことをその目的とする。

たが、朝鮮航空研究所は航空事業需要低

国に渡り、東洋人として初めてヘリコプ

迷、そして京城航空事業社は李基淵自身

ター操縦免許を取得した（７）。
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先行研究レビュー

の航空機事故による死亡のため、旅客運

本 研 究 を 行 う に あ た り、Google

送便運航には至らなかった

。

（４）

日本留学時代の1927年12月、東京で朝
鮮人飛行士14名とともに朝鮮飛行倶楽部

Scholar や CiNii、ならびに J-Stage を通

しかし、1920年代後半の昭和金融恐慌

を設立し、朝鮮半島内での航空交通開拓

じて、大韓国民航空社、KNA ならびに

を契機として、日本が中国・満州への影

ならびに後進育成目的の航空学校設立に

創業者である愼鏞頊をキーワードに検索

響力増大を進める中、日中両国の中間地

向けた活動を開始し、1930年５月には京

したが、日本国内における先行研究は存

点である朝鮮半島の軍事的重要性が高ま

城飛行場内に朝鮮飛行学校を開校し、朝

在しなかった。一方、韓国教育学術情報

り、朝鮮総督府は中継基地としての飛行

鮮人操縦士ならびに整備士育成を開始し

院（KERIS）が運営する「学術研究情報

場整備に着手した。1916年３月、朝鮮駐

た。しかし、学校経営は安定せず、1930

システム」
（RISS）で同様の検索を試み

屯日本陸軍騎兵隊ならびに騎兵隊は京城

年に朝鮮総督府制定の航空奨励補助金制

たところ、韓国国内での先行研究として

の大型河川である漢江南側の中洲地帯・

度のもと、朝鮮総督府からの用役事業に

は、愼鏞頊自身に関する学術論文が１件

汝矣島の一角を利用して航空機簡易離発

携わることで、自社事業を継続してい

あったが、その内容は主に日本統治時代

着場を設置し、同年10月より汝矣島飛行

た（８）。また、1934年７月の朝鮮全羅道で

の航空事業について論じており、本研究

場として使用していたが、1928年に朝鮮

の豪雨水害発生時には、朝鮮日報社が手

対象であると韓国独立以降の KNA につ

総督府逓信局は航空振興策の一環として

配した飛行機を愼鏞頊自身が操縦し、日

いては言及されていなかった（１）。

陸軍より汝矣島飛行場管理を継承し、京

本国内の新聞社も行っていなかった被災

城飛行場と改名、翌1929年４月に正式開

地の航空取材と援助物資輸送に貢献した

場した。なお、
京城飛行場開場前年の1928

ことは、当時の日本国内の新聞報道のあ

２．朝鮮半島における民間航空と愼鏞頊

ウルサン

（日本統治時代）

年12月には朝鮮南部の蔚山にも蔚山飛行

り方にも影響を与えた（９）。そして、1935

場を建設し、その後、平壌や新義州など

年に愼鏞頊は朝鮮飛行学校を愼航空事業

日本統治下の朝鮮半島における民間航

朝鮮北部を含む飛行場整備を進め、1942

社と改称し、本格的な航空事業にも参入

空の発展概略について述べる。日本国内

年の軍民共用を想定した大規模空港とし

した。主な航空事業は遊覧飛行や航路開

では1922年に井上長一による日本航空輸

て、京城に金浦飛行場（現在の金浦国際

拓事業であったが、朝鮮総督府の依頼で

送研究所設立以降、日本陸軍航空局の支

空港）を建設した 。

開始した魚群探知飛行業務で成功を収め
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民間航空輸送事業の起源

援下、民間航空育成策研究と航路開拓目

（５）

そして、日本では1928年10月に国策会

た愼鏞頊は翌1936年10月に社名を朝鮮航

的での試験飛行の委託等が開始された。

社日本航空輸送株式会社（以下、日本航

空事業社に再度社名を変更し、
京城 ― 裡

翌1923年の東西定期航空会ならびに日本

空輸送）が設立され、国内既存航空会社

里間の民間定期便運航を開始、1938年５

航空株式会社（初代）が設立され、３社

との再編を経て、翌1929年９月より、日

月には京城 ― 裡里 ― 光州への路線延長

それぞれは郵便・新聞輸送業務から旅客

本航空輸送は東京 ― 福岡 ― 蔚山 ― 京

も行った（10）。

運送へと業務範囲を拡大した（２）。

ピョン ヤン

シン ウィ ジュ

イ

リ

クワンジュ

城 ― 平 壌 ― 新 義 州 ― 大連路線での旅

このように航空事業を順調に拡大した

朝鮮総督府も日本本国同様、航空事業

客便運航を開始した。その際、
福岡 ― 蔚

朝鮮航空事業社であったが、1937年の日

育成の方針を決定し、1924年６月、航空

山 ― 京 城 ― 平 壌 ― 大 連、福 岡 ― 蔚

中戦争勃発以降、1939年に新たな国策会

テ グ

行政を管轄する逓信局が朝鮮航空事業調

山 ― 大邱、大邱 ― 京城、京城 ― 平壌、

社・大日本航空株式会社設立により、民

査委員会を設置し、朝鮮半島の地方飛行

平壌 ― 新義州、新義州 ― 大連路線が朝

間航空を取り巻く環境は大きく変化し

場整備や航空人材育成などの課題につい

鮮半島史上初の民間航空定期路線として

た。この状況下、愼鏞頊は日本陸軍から

て検討を開始した 。翌1925年12月、朝

開設された 。

の航空機払い下げならびに米国製航空機

（３）

（６）

DC-3購入による事業拡大を図り、中国海

鮮総督府支援の下、日本軍出身の西尾三
ヨ イ ド

郎は京城（現在のソウル）の汝矣島飛行
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創始者・愼鏞頊と日本統治下での

場敷地内に格納庫を設置し、朝鮮航空研

主要活動

究所を設立、1929年３月には同研究所を

KNA 創始者である愼鏞頊は1901年朝

南島の日本軍工場等への朝鮮人徴用工派
遣や京城 ― 福岡間の兵士輸送、
兵器輸送

コ チャン

を行った（11）。しかし、太平洋戦争開始に

航空輸送、航空調査、航空写真撮影、航

鮮全羅北道の居昌で誕生した。愼鏞頊は

伴い、朝鮮航空事業社所有の全航空機は

空宣伝、航空機修理を主要業務とする株

1921年３月に日本に渡り、
小栗飛行学校、

日本陸軍に徴用され、航空輸送事業継続

式会社に変更した。また、1926年に朝鮮

東亜航空専門学校、さらに立川陸軍飛行

が困難となったため、愼鏞頊は日本海軍
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との合弁による朝鮮航空機製作所を設立

国陸軍偵察・観測用として使用されたス

を一般的なリース（ドライ・リース）契

し、航空機部品やグライダー製造を通じ

ティンソン社のステーションワゴン機

約ではなく、飛行時間単位での機材・乗

（５人乗り）を３機調達し、同年10月に社

員・整備・給油に対する包括的料金を設

名を大韓国民航空社（Korean National

定したウエット・リース方式で２機調達

３．大韓国民航空社（KNA）設立

Airlines：KNA）に改称、同月30日から

し（26）、
同年12月から釜山 ― 大邱、釜山 ―

3－1

ソウル ― 釜山路線の定期便就航を開始

済州路線に就航した。さらに、翌1951年

の経営危機

し、翌1949年２月にソウル ― 光州 ― 済

９月からソウル ― 光州ならびにソウ

1945年８月の第２次世界大戦終戦によ

州、ソウル ― 江陵、ソウル ― 甕津路線

ル ― 群山の２路線への就航も開始し、国

の就航も開始した（20）。

内線路線網拡大を図った。しかし、当時

て、日本軍支援を積極的に行った

。

（12）

植民地支配からの解放とKNA最初

り、連合国軍の戦後処理として、朝鮮半
島では米ソ両国による南北分割占領が開

しかし、愼鏞頊は1949年２月、反民族

クンサン

の KNA は国内線航空機利用が少なく、

始された。連合国総司令部（GHQ）は対

行為処罰法容疑で逮捕された

。この法

1951年２月より、韓国駐留米軍兵士の輸

日占領政策の一環として、11月の連合国

律の趣旨は日本統治に対する協力者、い

送業務を受託し、兵士１名あたり米軍軍

総司令官命令（SCAPIN）第301号発令等、

わゆる親日派排除であり、愼鏞頊も日本

票10ドルの料金収受を通じて、航空事業

日本同様、1945年12月31日を以て、南朝

統治時代の軍需工場への徴用工派遣や日

を維持していた（27）。

鮮での全ての民間航空活動ならびに航空

本軍兵士の航空輸送等が親日行為と認定

輸送事業や航空機設計・製作、乗務員養

された（22）。

成、実験、研究等を行う組織・団体の解

（21）
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KNA 国際線進出

しかし、反民族行為処罰法施行は新国

韓国における国際線航空路線の出発点

家建設に必要であった有能な実務経験者

は、1946年から米軍政庁との用役契約を

排除の事態を招き、特に韓国独立直後の

締結していたノースウェスト航空

治安維持に必要な軍隊と警察組織への運

（Northwest Airlines：NWA）が南朝鮮

代大統領）秘書の尹致暎を朝鮮航空事業

営に大きな影響を与えたため、最終的に

駐留米軍兵士の輸送目的で開設したソウ

社社長に招聘し 、その影響力を背景に

は有名無実化された。愼鏞頊も国会交通

ル ― 東京 ― シアトル線であった。1946

南朝鮮での民間航空復興の主導権を確保

逓信委員会を中心とする国会議員の釈放

年下半期以降、韓国人旅客使用も認めら

し、1946年２月初旬に米軍政庁より民間

運動を通じて日本統治時代の朝鮮航空発

れ、韓国政府樹立後も1949年６月の韓米

定期航空事業免許を取得した

展への貢献が認められ

、最終的に不起

暫定航空協定締結により同路線運航は継

米軍政庁は米国製航空機での旅客貨物運

訴処分となった。愼鏞頊は翌1950年５月

続されていた。この協定交渉の際、韓国

送を目的とする財団法人国立朝鮮航空協

の国会議員選挙で当選し、与党・自由党

政府側が互恵平等の原則に基づき、韓国

会を設立し、社長ならびに副社長兼常務

入党後は国会交通逓信委員長に就任、航

側の航空会社に対する米国路線就航を求

理事に尹致瑛・愼鏞頊両名を任命するこ

空行政の実力者としても台頭した

。し

めたが、この時点の KNA に米国路線就

とで、朝鮮航空事業社主導による南朝鮮

かし、同年６月、朝鮮戦争が勃発し、開

航能力はないと判断されたため、米国の

での民間航空復興を事実上承認した

戦直後に KNA は保有航空機３機中２機

NWA 一社のみの運航となった（28）。

散を命じた 。
（13）

しかし、愼鏞頊は米軍政庁と良好な関
イ・スンマン

係にあった民族指導者・李承晩（韓国初
ユン・チヨン

（14）

。さらに、

（15）

。

（16）

（23）

（24）

を失い、残り１機は愼鏞頊自らが操縦し、

1951年６月、KNAはCATとソウル ―

家族とともに釜山に脱出したが、
その後、

東京路線の委託運航契約を結び、CAT便

山 ― 光州 ― 済州、ならびにソウル ― 大

韓国軍徴用時の着陸失敗によって、KNA

としての運航ではあったが、KNA機材・

田 ― 大邱 ― 釜山の合計３路線の国内定

は自社航空機を全て失った 。

乗員による国際線運航を開始、翌1952年

この決定後、朝鮮航空事業社は米軍政庁
テ ジョン

グン

よりソウル ― 江陵、ソウル ― 大田 ― 群
サン

クワンジュ

チェジュ

期航空運送事業免許を取得し

（25）

には釜山 ― 岩国間の国際線運航も開始

、翌３月

（17）

に社名を大韓国際航空社に変更した

。

（18）

この時点で、朝鮮航空事業社は自社航空

４．KNA 復興への道のり

した（29）。なお、1951年６月、KNA は韓
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国銀行から100万米国ドルの融資
（償還期

KNA 経営再建

機を保有していなかったが、米軍政庁に

1950年９月の国連軍の朝鮮戦争参戦に

限1958年９月30日）を受け、国際線路線

よる愼鏞頊信任の事実を発足直後の韓国

よる戦況好転以降、愼鏞頊は KNA 再建

就航機材購入を検討したが、朝鮮戦争の

政府に否定することは困難であり、翌

を開始したが、最重要課題は航空機調達

戦況を理由にこの時点での国際線進出を

1949年６月、大韓国際航空社に対し、ソ

であった。そこで、愼鏞頊は米国ダグラ

断念した（30）。

ウル ― 釜山、ソウル ― 光州 ― 済州、ソ

ス航空機製造会社との交渉を通じ、米国

1952年３月、韓国は２番目の国際航空

ウル ― 江陵、ソウル ― 甕津の計４路線

が設立し、台湾で事実上フラッグ・キャ

協定である韓中航空協定を中華民国（国

への定期航空運送事業免許が正式発給さ

リ ア で あ っ た 台 湾 民 航 空 運 隊（China

民党政権）と締結し、CAT は台北 ― 東

れた 。愼鏞頊は第２次大戦中、主に米

Aviation Transport：CAT）所有のDC-3

京 ― ソウル路線の運航を開始した（31）。
こ

カンヌン

（19）

オンジン
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図表－１

KNA 所有 DC-3航空機命名例

より、韓国はようやく米国からの航空主
権回復を実現するとともに、韓国側航空
会社の米国乗り入れが承認され、韓国政
府は KNA を韓国側就航会社として指定
した（39）。また、前年の1956年には愼鏞頊

出典：
「大韓民国航空史1913－1969」pp.436－438をもとに筆者作成

の長年に渡る航空業界への貢献に対し、
の際、KNA もソウル ― 台北路線就航許

営業活動も強化し、1956年５月には、世

米国ボーイング社はKNAへの100万米国

可を得たが、当時の KNA 保有航空機で

界最大級のエアラインであったパン・ア

ド ル 借 款 供 与 を 決 定 し た（40）。し か し、

あるDC-3の航続距離の関係上、必要であ

メ リ カ ン 航 空（Pan American World

KNA は韓国政府からの新機材購入目的

った日本国内でのテクニカル・ランディ

Airways：PAA）の韓国国内総代理店契

の融資が実現せず（41）、1958年２月、よう

ング（給油目的での一時寄港）が承認さ

約に成功した（35）。さらに、同年11月には

やくソウル ― シアトル路線就航を申請

れなかったため、この段階での国際線就

韓国史上初の赤道縦断飛行ならび韓

し、米国当局から承認を得たが（42）、後述

航は実現に至らなかった（32）。

国 ― オセアニア間往復飛行として、メル

する滄浪号ハイジャック事件の影響によ

ボルン五輪韓国選手団チャーター輸送を

る経営状況悪化のため、当初想定してい

KNA は事業拡大に向け、国際線就航用

実現し 、定期便路線都市は台北、香港

た週１往復の定期就航は実現しなかっ

として DC-3の２倍の座席数を持つ航空

のみであったが、KNA国際線進出計画は

た。その後、KNA の米国路線は臨時便

機DC-4を１機購入、翌1954年１月には既

この時点では順調であった。

として運航されたが、その多くは韓国人

しかし、1953年７月の朝鮮戦争休戦後、

（36）

留学生や朝鮮戦争による戦災孤児の国際

存のDC-3を１機追加購入し、保有機材４
機体制に変更した。さらに、朝鮮戦争休

4－3

KNA 米国線進出計画

養子の韓米両国間移動など、KNA の事

戦による航空需要復活を予測し、KNAは

KNA は香港・台北への国際線就航に

業継続に不可欠であった外貨収入獲得施

従来のウェットリース機材２機を自社保

続き、高収益路線であった日本ならびに

策ではなく、むしろ KNA 便利用による

有 に 変 更 し た。こ の 方 針 変 更 に 伴 い、

米国への就航を強く希望したが、当時の

外貨節約という韓国政府の財政問題解決

KNAは図表－１の通り、自社保有のDC-3

李承晩政権は強硬な反日政策を展開し、

施策の一環であった（43）。

各機に李承晩政権ゆかりの命名を行うこ

日韓国交正常化交渉も難航する中で、日

とで自社の権威付けを図った

本路線就航は不可能であった。一方、韓

５．KNA の経営破綻に至る過程

そして、1954年７月の韓英暫定航空協

米両国間の太平洋路線運航を独占した

5－1

定締結により、翌８月、KNAは新型機材

NWA では1955年当時の売上額が年間30

1958年２月16日、釜山発ソウル行の

DC-4でのソウル ― 台北 ― 香港路線定期

万米国ドルに達しており、KNA は航空

KNA 国内線・滄浪号（DC-3：乗員乗客

運航を開始し、念願の自社国際線路線就

協定改定による KNA 米国路線乗り入れ

34名）が平澤上空で北朝鮮工作員にハイ

航を実現し、図表－２の新聞広告を通じ

を求めたが、当時の韓国は米国による経

ジャックされ、北朝鮮・順安飛行場に強

て、韓国の航空会社による国際線運航開

済復興支援を受けていたことから、李承

制着陸させられる韓国初のハイジャック

始を広くアピールした。翌1955年４月以

晩政権は消極的な態度を取った

事件が発生した。当初、北朝鮮側は滄浪

。

（33）

降の香港直行便運航開始時には、新たに
ソウル ― 台北路線も開設した 。また、
（34）

図表－２ 1954年11月３日「東亜日報」広告

。

（37）

滄浪号ハイジャック事件
チャン ナン

ピョンテク

しかし、KNAは米国進出に向け、1955

号が自らの意思で越北亡命と発表した

年10月、韓国平和新聞主催のハワイ韓国

が、韓国側では北朝鮮工作員によるハイ

人移民１世の韓国里帰り訪問団の往復チ

ジャック事件と発表し、韓国国内でその

ャーター輸送を行った。約50年ぶりの故

犯行支援者を逮捕した。この発生の背景

国訪問のため、愼鏞頊自らが李承晩大統

には、事件当時、中国・周恩来首相の北

ウ ナム

領の号から名付けた DC-3雩 南 号を操縦

朝鮮訪問を控えた北朝鮮側が KNA 航空

し、移民団46名を乗せ、韓米両国間（ホ

機の自発的な集団亡命を演出すること

ノルル ― ソウルならびに釜山 ― ホノル

で、北朝鮮の共産主義優位性を誇示する

ル）の運航を行ったが、これは韓国民間

狙いがあったことが明らかになった（44）。

航空史上初の太平洋横断飛行であっ

しかし、この滄浪号の乗員乗客に米国

た

人運航乗務員２名ならびにドイツ人軍事

。

（38）

そして、1956年10月末、韓国は米国に

顧問１名が含まれていたため、欧米諸国

対して韓米暫定航空協定見直しを提起

を含む国際問題へと発展した。当時、韓

し、翌1957年４月の韓米航空協定改定に

国・北朝鮮ともに国連未加盟であったた
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図表－３

1958年月別国内線利用者数

5－2

李承晩政権崩壊と愼鏞頊の没落

対して実施された100万米国ドル融資を

1958年５月実施の第４代国会議員総選

めぐり、実際の航空機購入費用は70万米

挙で、現職与党議員であった愼鏞頊は滄

国ドルであり、残り30万米国ドルを愼鏞

浪号事件の影響による劣勢を挽回でき

頊自身が私的流用していた事実を突き止

ず、落選した。そこで、愼鏞頊は翌1959

め、1960年６月不正蓄財容疑としての調

年４月にDC-3を１機追加導入、同年７月

査を開始した（53）。

には国際線・国内線共用機材として、英

また、交通部は同時期に従来の KNA

国海外航空（British Overseas Airways

一社独占体系を見直し、単発機によるエ

Corporation：BOAC）より米国ロッキー

ア・タクシー（航空機貸切運送事業）運

ド社製 L-749A コンストレーション１機

航を認可する方針を発表したが（54）、これ

を購入し、滄浪号事件以来、懸案事項で

に対し、
1945年11月に韓進商事を設立し、

あった航空機不足問題解消を図った

仁川を拠点に在韓米軍物資輸送業務委託

。

（48）

チョ・ジュンフン

しかし、同年７月の韓英航空協定交渉決

など物流業界で成功を収めた趙重勲が同

裂により、
ソウル ― 香港路線が運休とな

年８月、交通部より不定期航空輸送事業

り、国際線路線強化による経営再建は再

免許を取得し、セスナ機でのエア・タク

（49）

び暗礁に乗り上げた 。

シー業務を開始し、さらには11月に新航

さらに、翌1960年３月に実施された大

空会社・韓国航空（Air Korea：AK）を

客室乗務員２名、乳児１名とハイジャッ

統領選挙での李承晩当選に対する抗議運

設立し、定期航空路線への新規参入の意

ク実行犯７名を除く乗客・乗員は韓国に

動を発端とする反政府運動拡大の結果、

向を表明した（55）。

帰還した（45）。この事件による最大の影響

翌４月の「４・19学生革命」が発生し、

この韓国航空の新規参入に危機感を持

は機材喪失による経済的損失であった。

李承晩政権が崩壊した。この際、愼鏞頊

った愼鏞頊はその打開策として、当時、

KNA は事件発生前年の1957年７月、釜

は翌月の国会議員選挙に無所属候補とし

NWA・CAT２社でのソウル ― 東京路線

山・水営飛行場で同じく DC-3機材・晴廈

て再度出馬するも落選し、政界復帰は失

の旅客・貨物輸送売上実績が年間500万米

号の着陸失敗事故が発生し、乗客乗員に

敗 に 終 わ っ た 。ま た、1960 年 ５ 月 に

国ドルに達していた事実に着目し、尹潽

死傷者は発生しなかったが、廃棄処分と

KNA は利用者減少によるソウル ― 台北

善・張勉体制への接近のため、同年９月、

なった航空機は保険未加入であった。さ

路線運休を決定したが

、翌６月、韓英

張勉と長年親交のあった官僚出身の

らに翌８月末、愼鏞頊の自家用ヘリコプ

航空協定交渉合意によるソウル ― 香港

姜文秀を KNA 常務として招聘し、韓国

ターが農薬散布中に軍事用電線に接触

線再就航が決定し（52）、KNA は国際線路

政府に対し、
ソウル ― 東京間の定期路線

し、墜落事故を起こしており、KNA の

線を維持することができた。

開 設 に 関 す る 計 画 書 を 提 出 す る一方、

出典：
「大韓民国統計年鑑」1959年発行

め、朝鮮戦争休戦委員会ならびに国際赤
十字会談での協議を経て、翌３月６日、

チョン ハ

財政基盤への影響と機材不足による運航
問題が深刻となった

（50）

（51）

一方、李承晩失脚後、政権を継承した
ユン・ポソン

チャン・ミョン

カン・ムンス

1960年９月の日本・小坂外相訪韓時の対

。韓国当局は北朝

尹潽善大統領・ 張 勉 首相体制では、検

韓親善使節団として同行した日本航空

鮮に対し、滄浪号機材返還を求め、交渉

察当局が1951年の韓国銀行から KNA に

（JAL）役員と、日韓航空協定の早期締結

（46）

を重ねたが、最終的には断念し、イギリ
スのロイズ保険組合より、滄浪号機体に

図表－４

京郷新聞掲載 KNA 社広告比較

対する保険料として５万米国ドルが支払
われた。しかし、滄浪号に対する保険契
約上 の 賠 償 金 は 15 万 米 国 ド ル で あ り、
KNA 側の損害は十分に補填されなかっ
た（47）。また、北朝鮮工作員によるハイジ
ャック事件発生は「北の脅威」を利用者
に印象づけ、1958年の韓国国内線搭乗実
績は、図表－３の通り、事件発生月の２月
から６月にかけ、前年比較で大幅減と招
いた。
左：1959年４月27日掲載
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によるソウル ― 東京路線就航の合意を

図表－６

1961年１－７月ソウル ― 釜山路線実績比較

取り付け、11月に韓国政府に対し、再度
日韓路線定期就航事業計画書を提出し
た（56）。
このように、KNA は日韓路線進出に
対して積極的な動きを見せる一方、自社
の経 営 悪 化 に 対 す る 危 機 感 を 募 ら せ、
1960年９月に従来とは異なり、「８・15解
放（1945年８月15日の朝鮮半島解放の意
味）以後、民間航空主権を死守」したこ
とを全面に押し出し、韓国民間航空のパ

出典：「大韓航空十年史」p.663の表をもとに筆者作成

イオニアとしての立場を韓国人に強く訴
える広告を主要新聞紙面に掲載した。
（前

これに対抗し、KNAもDC-4（48人乗り）

り、
「４・19学生革命」同様、愼鏞頊は不

ページ図表－４参照）しかし、この広告で

を１機追加購入し、対抗を試みたが、図

正蓄財容疑で革命特別検察に逮捕され

は「完全整備運航に努めるだけでなく、

表－６の通り、
韓国航空は就航開始当月の

た（62）。これまで、日本当局や米軍政庁、

航空機乗務員・乗客および第三者被害保

ソウル ― 釜山路線で48.2％のシェアを

そして李承晩政権に至るまで権力とのつ

険等を英国ロイドロンドン保険会社に10

獲得し、４月以降の逆転により、KNAの

ながりにより栄華を極めた愼鏞頊であっ

年前から加入している」事実を強調し、

経営にさらなる打撃を与えた。ただし、

たか、戦後解放直後の反民特委逮捕によ

事故発生時の補償体制を全面に打ち出し

韓国航空側はこの躍進について、自社の

る「親日派」
（＝民族の敵）のイメージと

た

。本来、航空会社最大の責務は乗客

サービス優位性によるものでなく、あく

不正蓄財容疑による
「反社会的」
のイメー

を目的地まで無事に運送するための安全

まで韓国航空が導入した新機材に対する

ジによって窮地に追い込まれた。同年８

性追求であり、その前提での定時性、快

利用者の好奇心が原因であったとの分析

月、軍事政権は KNA、韓国航空両社の

適性、経済性、利便性が求められるべき

を行っていた

。しかしながら、当時の

統合推進の方針を決定し、愼鏞頊ならび

であった。実際、図表－５が示すように、

韓国航空業界は整備費用や燃油など、外

に趙重勲両名にその意向を伝達した

1960年７月から12月の国内線利用者数推

貨支払の費用が多く、韓米政府間での為

が（63）、同月末、愼鏞頊はソウル市内で自

移においても、この新聞広告が掲載され

替レート見直しによるコスト増に苦し

殺し、60年の生涯を閉じた。その愼鏞頊

た９月実績は前月比約26％減少してお

み、就航当初は好調だった韓国航空は、

死去を受け、軍事政権最高機関である国

り、この補償体制を強調するマーケティ

定期運航開始半年で1.5億ファンの赤字

家 再 建 最 高 会 議（以 後、最 高 会議）は

ング戦略は利用者減少を招き、翌月以降、

計上の結果、７月途中に運休へ追い込ま

KNA 運営監督官として申攸浹を派遣し、

同様の新聞広告は掲載されなかった。

れた（60）。

経営合理化に向け経営状態を確認した

（57）

（59）

シン・ユヒョプ

翌1961年１月、交通部は韓国航空にソ

このように韓国航空業界の経営が悪化

が、未払賃金や航空部品代金、税金等の

ウル ― 釜山、ソウル ― 釜山 ― 済州、ソ

する中、1961年２月、NWA・CAT 両社

滞納金５億ファンが判明したため、韓国

ウル ― 三 陟 路線の定期航空運送事業免

のソウル ― 東京路線へのジェット機

政府は韓国銀行による100万米国ドルの

許を交付し、韓国航空はコンベア－240双

（DC-8）就航申請に対し、韓国政府は自

金融支援を実施したが、経営危機解消に

発機（40人乗り）を導入、同年３月より

国航空会社保護育成を理由に一旦却下し

ソウル ― 釜山路線の運航を開始した（58）。

たものの、翌３月に方針を転換し、両社

サムチョク

図表－５ 1960年７－12月韓国国内線利用者

は至らなかった（64）。
そのため、最高会議主導によるKNA・

の申請を承認し、同年４月にはNWAが、

韓国航空統合計画が再浮上したが、KNA

そして７月には CAT がそれぞれジェッ

は世界でもPAAやNWA、BOAC（英国

ト機就航を開始した

海外航空）、JAL など７社のみが就航す

。

（61）

る太平洋路線や PAA 総代理店契約など
5－3

出典：
「大韓民国統計年鑑」1961年発行

朴正煕体制誕生と KNA の終焉

を自社の既得権益と主張し、韓国航空と

1961年５月16日、朴正煕を中心とする

の統合条件として、26億ファン強のKNA

「５・16軍事クーデター」が発生し、朴正

負債全額精算、新設立会社の株式50％配

煕体制が誕生した。朴正煕ら軍事政権は

分、KNA 全社員の雇用継続を要求した

自らの革命公約の中に「腐敗と不正の一

が、軍事政権・韓国航空ともに KNA の

掃による清新な社会の創造」を掲げてお

要求を拒否し、交渉は決裂した（65）。
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そこで、1962年１月、最高会議の金潤

する一方（71）、翌11月には軍事政権側に嘆

年計画と、その取りまとめにあたり韓国

根交通逓信委員長は国策航空会社設立の

願書を提出し、KNA・KAL 両社共存を

政府が独自に作成した経済復興５カ年と

準備委員会設置計画を発表し、
「この国策

提唱した

。しかし、11月27日、交通部

の比較を行った。その中で、林は米国が

会社は政府主体で設立され、就航当初は

は保有航空機の国税局差押処分と韓国銀

兵站輸送の観点から特に鉄道復興を重視

国内線に限定するが、この航空会社は現

行への名義移転等を理由に同年11月30日

していたことを指摘し、
その分析過程で、

在経営危機に陥っている民間航空会社を

付で KNA の事業免許取消を決定した。

図表－７の通り、
米韓両国間での戦災復興

直接救済するものではない」との表現で、

この際、最高会議は外国国籍航空機が韓

支援に関する方針策定を巡り、韓国交通

今後 KNA 救済の意図がないことを明言

国国内線就航を禁じる航空法を改正し、

部作成の復興５カ年計画における航空機

した（66）。

交 通 部 長 官 特 認 に よ る 就 航 を 認 め（73）、

投資予算が米国側に全額承認されず、米

1962年３月、最高会議第20回常任委員

JAL からのリース契約により航空機を確

国が鉄道、陸運業への投資額を大幅に増

会で政府・民間共同出資による大韓航空

保した KAL は同年12月２日よりソウ

額し、
「タスカ報告書」に反映された事実

公社法が議決通過し、資本金50億ファン、

ル ― 釜山間の国内線路線就航を開始し

を提示している（78）。このように、朝鮮戦

民間の持株に対して、利益がない場合で

た（74）。

争休戦以降の韓国復興戦略上、交通政策

（72）

も年５～10％の配当実施、ならびに大韓

なお、1962年12月、財務部は韓国銀行

の再優先事項は鉄道事業であり、航空事

航空公社には当初の資本金の５倍以内の

総裁に対し、未償還であった KNA に対

業の重要性に対する認識は低かったこと

社債発行を認め、その社債償還に対する

する合計約87万米国ドルの外貨貸付残高

がわかる。

韓国政府の保証も確約した

と銀行利子の全額回収を命じ、債権確保

また、リュ・ジェヨン（2015）も朝鮮

翌４月、交通部は新航空会社の国際・国

に万全を期して、国庫損失の事態を招か

戦争休戦以降、1950年代の韓国における

内航空路線拡張計画発表の際、日韓国交

ないよう指示したが（75）、1964年５月に韓

交通政策基礎は戦後復旧と再建であり、

正常化を前提とする日韓路線就航の意向

国銀行はこの外貨貸付金回収を最終的に

戦災によって破壊された道路・橋梁・鉄

とともに、外交上の互恵主義原則に基づ

断念し、全額損失計上による償却処理を

道・港湾施設の復旧整備に政策の重点が

き、
ソウル ― 香港路線での外国航空会社

決定した 。

置かれていたため、具体的な航空政策は

。さらに、

（67）

（76）

1960年代以降に登場したと分析してい

の就航回数ならびに運航機種制限実施の
方針を発表した。このような債務保証な

６．KNA 経営破綻の原因

る（79）。さらに、李承晩ならびに尹潽善・

らびに権益保護施策を含む自国の航空会

6－1

韓国政治指導者の航空政策欠如

張勉政権での国家予算において、交通事

社に対する国家的支援は当時の韓国歴代

KNA 経営破綻の最大要因として、李

業特別会計に「航空」の名称を含む項目

政権では実施されておらず、この朴正煕

承晩ならびに尹潽善・張勉政権における

はなく（80）、航空も鉄道同様に重要な交通

体制での方針転換は韓国の政治指導者が

フラッグ・キャリア育成の重要性に対す

インフラであるとの認識が乏しかった状

初めて航空政策の重要性を認識し、国家

る認識不足や、交通政策の中で航空が重

況を示している。

戦略としてフラッグ・キャリア育成を目

要視されていなかったことが挙げられ

ただし、大石（2008）は第２次世界大

標に掲げ、半官半民体制での大韓航空公

る。1950年代の韓国交通政策に関して、

戦後、米国CIA（中央情報局）の支援下、

社設立に帰結したとの位置づけができ

林采成（2005）は、朝鮮戦争休戦後の米

外資系でありながら1960年代後半まで、

る 。同年６月、大韓航空公社（Korean

国による対韓援助施策のベースとなった

台湾のフラッグ・キャリアとして存在し

Air Lines Co, Ltd.：以下、KAL）が正式

通称「タスカ報告書」

た CAT の設立と発展経緯を事例として、

（68）

の交通復興３カ

（77）

に設立され、最高会議から KNA 運営監
督官として派遣されていた申攸浹が初代
社長に就任した

図表－７

韓国交通部復興５カ年計画と「タスカ報告書」比較

。

（69）

一方、KNA の経営状態は悪化の一途
をたどり、1962年４月、国税滞納のため
所有機３機の税務当局による差押え（70）、
７月には韓国銀行が1951年融資分の未償
還分83.3万米国ドルの償還不履行を理由
に、それら機材の所有権移転申請を行っ
た。さらに、同年10月末には、1959年に
BOAC から購入した国際線用機材 L-749
に対する返済継続を断念し、返却を決定

出典：林采成（2005）単位：千 US ドル
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図表－８

韓米為替レート推移

当時の米国が東アジアの航空政策に無関

は日本との妥協との印象を国民に与え、

心ではなく、台湾の航空行政に CAT へ

自らの政権基盤を揺るがしかねないリス

の経営支援を通じて関与した事実を指摘

ク要因であり、時期尚早として消極的な

した。大石はその理由として、1930年代

政治判断を行ったと考えられる。また、

以降の国民党政権下でフラッグ・キャリ

その一方、旧体制打破の立場から、民間

アの役割を果たしてきた航空会社２社

航空輸送事業の経営基盤が安定していな

（中国航空公司・中央航空公司）が1949年

い状況で安易な競争原理を導入したこと

に共産党支持を表明し、中国本土へ移転

は KNA・韓国航空その間に破滅的競争

した「両航事件」発生により、台湾を拠

による双方の経営弱体化を招き、さらに

点とする航空会社が事実上 CAT のみで

は、NWA・CAT 両社のジェット機就航

あったこと、ならびに当時の米国が東ア

申請を自国の観光外貨収入増加のみを理

ジア・東南アジアでの軍事戦略上、台湾

由に承認した政治判断は国内航空業界保

を拠点とする航空ネットワーク確保のた

護育成という国益保持の観点からも誤り

あり、資金調達の実情は愼鏞頊個人の一

め、台湾の航空行政に関与をせざるを得

であった。

般銀行等からの借り入れであり、その際、

ない状況であったことを挙げている

いて、航空会社を失った台湾と異なり、
米軍政庁から定期航空事業免許を取得し
た KNA の存在を韓国国内での航空産業
基盤整備不要との判断材料のひとつとし

出典：チェ・サンホ（2003）p.144
ならびにパク・テギュン（2007）p.210
図表をもとに、筆者作成

政府による利率優遇斡旋が実質的支援で

。

（81）

このことから、米国は東アジア復興にお

（米国ドル→韓国ファン）

6－2

KNA に対する財政・税制面での支

援体制欠落

あった。
さらに、李承晩政権下で合計６回実施

KNA経営破綻の要因として、財政・税
制面での支援体制欠落も指摘できる。
まず、李承晩政権では航空利用が交通

された韓米両国為替レート見直しは資材
購入や費用支払に多額の外貨を必要とす
る紡績産業や海運業に深刻な影響を与え

インフラではなく、奢侈品消費との認識

たが、
航空業界も同様の苦難に直面した。

また、フラッグ・キャリア育成には時

を持っていたため、燃油購入原価と関税

図表－８の通り、1951年の100万米国ドル

間と資本を要することから、設立・発展

合算額に対して100％の物品税が課税さ

融資時点での返済額は公定レートに基づ

過程での政策支援は基本条件であり、経

れた

き6,000万ファンであったが、韓米間の政

たことは否定できない。

。

（85）

営安定実現のために高収益路線就航は重

また、航空政策の欠如により、KNAに

治経済協議によるレート見直しや韓国国

要である。KNA は発足以来、国際線定

対する財政面での支援体制欠如も深刻で

内の経済混乱により、外貨取引では実質

期便就航は香港・台北に留まり、競合他

あった。この点に関連して、桜井（1990）

的なレートである市場レート優先となっ

社 NWA の高収益路線であった日韓・韓

の研究によると、1952年５月、米国が韓

た結果、図表－８の通り、最終的な韓国フ

米両路線就航は李承晩政権の強硬な反日

国政府との間で「大韓民国と統一司令部

ァンでの返済額は当初の15倍近くまで上

政策ならびに韓米両国の関係悪化回避の

間の経済調整に関する協定」を締結し、

昇、1960年の時点では約14.5億ファンに

ため実現しなかった 。さらに、尹潽善・

この協定に基づき設置された合同経済委

まで増加し、KNA の財政は危機的状況

張勉政権では、1960年９月に愼鏞頊自身

員会は韓国の財政金融など経済運営を左

に陥ったのである。特に1961年の KNA

がJAL専務との直接交渉により、日韓航

右する存在になっていた。この経済再建

では航空燃料、修理費用、航空機部品購

空協定締結とソウル ― 東京路線定期便

過程において、韓国政府は産業別融資順

入費、保険料ならびに外国人運航乗務員

就航で見解の一致がなされた

位や貸出の最高限度を定める直接統制方

人件費に至る年間支出外貨合計額が68万

式を採用したが、1953年10月に定められ

米国ドルを超えていたが（87）、新規参入し

（82）

。しかし、

（83）

当時の状況について、外交官僚であった
キム・ドンジョ

金東祚（1986）は回顧録の中で韓国の経

た融資順位では、奢侈品・消費品の生産、

た韓国航空も同様の環境に置かれてお

済復興と安全保障の両面から積極的な対

娯楽産業の分野は韓国銀行の融資対象で

り、いずれも自助努力のみでは克服しが

日姿勢を見せ「対日和親内閣」と評され

はなく、原則として銀行の自己資金で貸

たい状況下で事業運営を強いられた。こ

た張勉内閣であったが、李承晩政権末期

し出す産業として位置づけられ、この方

の為替レート変動による債務不履行の危

同様の政治的混乱が続く中、対日請求権

式は1960年前後まで続いた 。よって、

険性は、1957年８月末に韓国銀行の財務

等の問題が山積する日韓国交正常化を断

歴代政権の認識では航空利用とはあくま

部報告の中で、韓国国内での外貨貸付残

行しうる政治力はなかったと指摘してお

で奢侈品消費であったため、KNA に対

高合計が1,125万米国ドルに達し、この

り

、その状況下での日韓航空協定締結

する公的融資は同決定以前の国際線進出

レート急変の影響による確実な債務回収

は「４・19学生革命」という民衆の信任

検討時（1951年）と愼鏞頊死去時の救済

の必要性があることが指摘されていた

によって選択された尹潽善・張勉政権に

融資（1961年）の各100万米国ドルのみで

が（88）、
李承晩政権は政治経済的混乱の中、

（84）

（86）
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打開策を見出せず、さらなる状況悪化を

（６）


同 p.106

（33）

招いたこともその一因である。

（７）


同 pp.216－218

（34）

同 pp.435－436

同 pp.116－118

（35）

韓国民族文化大百科辞典ウェブサイト

（36）

独立直後で国家支援が期待できない状

（韓 国 語） http://encykorea.aks.ac.kr

（37）

況下、個人企業の KNA が国際線・国内

/Contents/Item/E0033226）2018 年 11

（38）

同 p.439

『京郷新聞』1956年５月31日

（８）


７．まとめ

線双方を運航する航空会社にまで発展で
きた最大の理由は社長・愼鏞頊自身が日
本、米軍政庁、そして李承晩という各時



月22日閲覧
同pp.218－220ならびに『朝鮮日報』1934
年８月11日－14日
（10）


たことにあった。それ故、
「腐敗と不正の

（11）


一掃による清新な社会の創造」実現を掲

（12）


げた朴正煕体制の登場により、その終焉

（13）


を迎えたことは当然の結果であったと言

（14）


える。

（15）


『大韓航空十年史』p.649
『京郷新聞』1955年10月18日、1955年11
月 ５ 日 な ら び に『大 韓 民 国 航 空 史

（９）


代の権力との「近さ」を最大限活用でき

同1956年11月４日

『大韓民国航空史1913－1969』
pp.118－122

1913－1969』p.437
『京郷新聞』1957年５月９日

（39）

『大韓民国航空史1913－1969』p.222

（40）

同 p.122

（41）

同 p.131

（42）

『京郷新聞』1957年８月30日
『京郷新聞』1958年２月23日ならびに
1958年３月１日

同 pp.275－277
同 p.287

『大韓民国航空史1913－1969』p.446－448

（43）

『大韓航空十年史』p.846

その一方、フラッグ・キャリアを目指

（16）


した KNA の経営破綻要因は当時の韓国

（17）


政府の交通インフラとしての航空に対す

（18）


る認識不足とそれに起因する法制度・財

（19）


政面での支援欠如にあることも本研究に

（20）


より明らかになった。この KNA 成立か

（21）


ら破綻に至る過程検証を通じて、航空産

（22）


ならびに『東亜日報』1959年８月15日

『東亜日報』1946年２月12日

（44）

『朝鮮日報』1946年２月12日

（45）

『大韓民国航空史1913－1969』p.301

（46）

同 p.303

『東亜日報』1958年２月26日
『京郷新聞』1958年３月７日
『大韓民国航空史1913－1969』p.445
『京郷新聞』
1958年２月18日ならびに同

（47）

年７月24日

同 pp.301－304

『京郷新聞』1949年２月９日
国史編纂委員会韓国史データベース

『大韓民国航空史1913－1969』p.451

（48）

『東亜日報』1959年７月19日

（49）

業には莫大な初期資本投資が必要であ

「愼鏞頊反民族行為特別調査資料」

（50）

り、交通・外交・通商・安全保障さらに



（韓国語）2018年11月４日閲覧

（51）

観光振興など多岐の国家政策に関わる重



http://db.history.go.kr/item/level.do?s

（52）

要産業の一つであることから、その成立・

ort=levelId&dir=ASC&start=1&limit

（53）

成長段階においては、一定の秩序・ビジ
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