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【第 2 部】 

 司会 それでは第 2 部「コマツのモノづくり」につきまして、コマツ代表取締役会長の

野路國夫様にご講演をお願いします。野路様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。

野路様は 1946 年のお生まれで 1969 年 4 月大阪大学基礎工学部機械工学科をご卒業後、

株式会社小松製作所に入社。1993 年 6 月建機事業本部、技術本部、生産管理部長。1995

年 2 月現在のコマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場長。1997 年 3 月情報システム本部

長。1997 年 6 月取締役。2000 年 4 月生産本部長。2003 年 4 月取締役兼専務執行役員建

機マーケティング本部長。2007 年 6 月代表取締役社長兼 CEO。2013 年 4 月現職にご就

任されました。それでは野路様、よろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 野路 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりましたコマツの野路です。今日は

大阪での講演ということですが、私はあまり大阪は来ないのですけれども、いま紹介にあ

りましたように、私は阪大出身なのでりそなの野村さんから頼まれまして、少しでも大阪

の皆さんのお役に立てばと思ってお話をしたいと思います。 

 実は私は昨年から会長になっていまして、いろいろ社長時代にできなかったことをいま

一生懸命やっているのですけれども、一つは地方の活性化です。東京一極集中というのは

非常にはなはだしくて、たぶん少子化の問題、人口が増えない問題も東京一極集中の問題

だと私は思っています。 

 大阪は私が学校を卒業するときは、大阪と東京というのはいい勝負だったのです。私は

昭和 44 年に卒業したのですが、その頃は大阪はすごく人気があって、住友グループとか

そういうところもみんな本社は大阪にあった。それがなぜか何十年たって東京に一極集中

してきたという歴史です。 

 だけれども、これだけ東京に集中しているというのは日本だけなのです。イギリスみた

いな工業が金融にいってしまったような国は別ですけれども、それ以外の国はほとんどド

イツだって六つくらいの都市にばらまいていますし、アメリカは当然ばらまいていますね。

そういう意味では大阪も元気を出してほしいなと思っております。今日は少しでもお役に

立てばと思ってコマツのお話をしたいと思います。 

 今日はコマツの概要をちょっと PR させてもらって、そのあとグローバル経営方針、そ

れとコマツのモノづくりについて少しお話をしたいと思います。 

 先ほどジェトロさんからいろいろなお話がありましたけれども、世の中、全体、ざっく
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り言うと、1970 年からずっと書いてありますけれども、コマツもご存知のようにだいたい

1990 年くらいまでは大きく成長したのです。それから、1990 年から 2000 年まで失われ

た 15 年とか 20 年とかいった、我々の会社は一番早く、ほとんど伸びなかった。1 兆円く

らいでずっと停滞していたという時期です。この時代というのがだいたい日米欧が景気循

環で動いていた。2000 年になってから、いまジェトロさんの話がありましたけれども

ASEAN もそうですし中国もそうですし新興国といわれる BRICs といわれた国々が成長

したということです。 

 いま中国をはじめ新興国は結構厳しくなっていますけれども、それでも GDP がプラス

7％、6％ときているのですから、中国はまだまだ伸びるわけです。7％、6％伸びる国で、

あれだけ大きい GDP というのはないわけで、ビジネスチャンスはまだまだあるというこ

となのです。今は日米欧が一時期と比較すると、新興国に比べて少し伸びが大きいですけ

れども、たぶん私はこれからずっと新興国の時代が来ると思います。それは忘れてはなら

ないのだろうと思うのです。 

 ややもすると、いまここ 2、3 年、結構、新興国の BRICs は厳しいでしょう。だけれど

も長い目で見たら間違いなく新興国は伸びると思ったほうがいいと思います。ですからず

っとアメリカ、ヨーロッパの時代から、アメリカ、日本、日米欧の時代が続いて、2000

年から新興国の時代が続いて、たぶんこれが 20 年ぐらい私は間違いなく続くだろうと。

いつまでも日米欧だけが文化的な生活をしているということではないのだろうと思います。 

 そういう意味では今、人口問題、あるいは水の問題、環境の問題、エネルギーの問題、

いろいろな問題が出てきていますが、大きな流れとしてはそうやって見てもらったらいい

と思います。 

 私の会社は 2000 年まで非常に厳しかったのですけれども、おかげさまで 1 兆円から 2

兆円の、2007 年に私が社長になったのですけれども、このとき史上 高でして、1 兆円か

ら 2 兆円になりました。営業利益率も 15％上になった。 

 この新興国が伸びたときにうまくそれに乗ったのですけれども、なんでこんな 1 桁の利

益率から 10％から 15％になったのだと。昨年度も 13％近い営業利益率でしたけれども、

なぜだったかというと、要因はいくつかあるのですけれども、為替は非常に厳しかったの

ですけれども、何をやったかというとそんなに難しくないのですけれども、私の社長時代

はまず販売価、平均販売価を日本国内で 15％くらい上げた。 

 日本国内は、私が社長になった時は赤字でした。販売価を上げたといっても高く買って
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くれているお客さんに売ったということです。お客さん、一人ひとりから見たら何も販売

価は上がっていないです。自動車もそうですけれども、販売価というのはばらついている

わけです。マスコミに載っているのは平均販売価しか載っていないのです。ですからばら

つきの概念を入れて販売価政策を決めないとだめなのです。 

 だから平均販売価が上がったというのは、高い価格でコマツと取引してくれるお客さん

がたくさん出てきた、そしてコマツユーザーが増えてきたということです。逆に言うと安

い値段で買ってくるお客さんは売らないということで、お客さんに対して失礼みたいにな

るのですけれども、欧米の経営は当たり前なのです。お客さんは神様でも何でもないので

す。パートナーなのです。 

 私はいろいろな全世界を回って歩いていますけれども、お客さんと話をすると一番先に

何を言うかというと、まず向こうの社長が私にお礼を言います。大手鉱山とか行っても。

それで、「どうもコマツさん、ありがとうございます。おかげさまでコマツの建設機械を使

って我々は大きく成長しています」と、こういうところからまず始まるのです。これがパ

ートナーというものなのです。イコールパートナーなのです。だからどの会社もイコール

パートナーなのです。部品を作ってくれる会社もそうだし、代理店もそうなのです。 

 これが全世界に行くとそういうのが多いのですけれども、日本はまだまだ昔ふうの流れ

が残っている。特に古い人たちというか、70 歳を過ぎた人、失礼ですけれども、お客様は

神様と思っている人がいっぱいいる。だけれども海外に行ったらそういうことは全然ない

です。販売価というのはそういう政策をきちんとやらなければいけない。 

 超円高になって、私の時代は 80 円の時代になりましたけれども、それでも 10％以上の

営業率を出しました。もう一つは売上高は 1 兆円から 2 兆円になったけれども、固定費は

ほぼ横ばいということです。欧米の会社というのは、あとでお話しますけれども変動費と

固定費とはっきり分けているのです。これが日本の場合は利益率管理しかやらない。中国

でいくらもうかっているのだ、日本でいくらもうかっているといった管理ばかりなのです。 

 欧米に行ったらそんなことをしません。中国での粗利はいくらなのだ。日本語で言うと

粗利に近いのですけれども SVM というのですけれども、中国でどれだけマージンを出し

ているのだと。日本では 1 台売ってどれだけマージンを出しているのだ。1 台を売って販

売価から裸原価を引いたものの粗利ですけれども、これで管理されているのです。 

 皆さんぜひ、古い会社は仕組みが大変ですからもう無理だと思いますけれども、これか

ら大きく成長する会社はぜひそういうような仕組みに変えたほうが非常に分かりやすい。
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おかげでうちは売上高は 1 兆円から 2 兆円になっても固定費は増えていないのです。当然、

利益率はよくなるのです。これはいわゆる「経営の見える化」というのをしっかりやらな

いとなかなかできないのだと思います。そんなに難しいことではないです。 

 あとは円高の分は間違いなくいわゆる資材とかいろいろなものが上がってきましたから

これは原価改善でやった。この三つです。一番大きいのは固定費と販売価ということでこ

れだけの収益を上げるような会社になりました。 

 うちは全世界ほとんどどこの国にも出しています。日本は 17％くらいですけれども、こ

れは昨年度の売上です。1 兆 8000 億円でだいたい全世界まんべんなく出している。いま

ジェトロさんから第 1 部のほうで話がありましたけれども、我々は ASEAN でいうとイン

ドネシア、中国はもちろん六つか七つ工場がありますけれども、インドネシアにも二つか

三つ。あとタイとか、インドはもちろん三つ出ていますし、いろいろなところで出ており

ます。ほとんど出ていない国はないくらいですね。出ていない国は北朝鮮だとかスーダン

だとか行ってはいけないところ。そういうところだけです。あとはほとんど出ています。 

 あとでお話しますけれども、なぜこういうことでできたのだということが非常に大事な

ことなのです。これは我々の先輩がやってくれたのですけれども、やはり経営の軸をぶら

さないということです。 

 我々の会社は、ブラジルなんかもそうなのですけれども、1 回出たら絶対撤退しません。

そう書いてあるのです、「撤退したらいかん」と。ブラジルなんかは 2 年ほど前、私が社

長の時にブラジルに行っていろいろ話を聞いて、その時ブラジルは絶好調だったのです。

今から出るという日本企業が結構多くで、そこの大使館に行って話をすると、今から伸び

るから行こうと、それは遅いです。もう今から伸びるのだというようなことで行ったらも

うほとんどブラジルなんかはだめになって、案の定、いまはちょっと厳しいです。 

 ですから、私たちはもう 40 年ほど前からブラジルに行っていますけれども、ずっと 20

年くらい赤字でした。それでも撤退しない。そういうことです。そういうところをしっか

り経営の軸をぶらさずに経営しないとなかなかグローバルでやっていけませんし、その

国々では信頼関係は築けないのだと思うのです。 

 あとはこれが我々のシェアですけれども、建設・鉱山機械がシェアナンバー1 が 5 割く

らいです。ナンバー2 以上になると 9 割近い。なぜシェアの話をするかというと、ある国

会議員が、「ナンバー2 じゃだめなんですか、ナンバー3 じゃだめなんですか」という話が

あったと思いますが、やはりナンバー1 かナンバー2 でないとだめなのです。 
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 なぜだめかというと、特に欧米スタイルはそうですけれども、日本ではそうでもないで

すけれども、いわゆるナンバー1 とかナンバー2、ナンバー1 がその業界の市場を作ってい

くのです。ですから、秩序ある業界にしようと思ったらナンバー1 が頑張らないとだめな

のです。 

 私は建設機械で自慢話ではないですけれども、私が社長になった時には、日本の市場で

は赤字でした。それを私はシェアを無視して販売価を上げさせたのです。それで今はもう

14～15％の利益率です。うちだけではないです。2 位、3 位、4 位の会社はみんな日本で

もうかっています。 

 ですから、やはりトップメーカーが責任を持っていい商品を出して、イノベーション起

こして、技術革新をして、そして販売価を上げていく。お客さんにももうかるようにして

あげる。これが大事なことなのです。それをややもすると、日本の中では過当競争でみん

なでたたき合いをして日本でもうからないけれども海外でもうかるという業界が多いです。 

 だけれども他の国ではないです。マザーマーケットでもうからないような国はあまりな

いです。やはり日本でもうけないとだめなのです。もうけないというかリーズナブルな販

売価にしない。そのためにはやはりナンバー1 でないといけないのです。そうでないと市

場は作れない。 

 我々は中国ではいま外資系ではナンバー1 なのですけれども、我々が販売価をずっと上

げ続けています。毎年上げています。いま中国ではたぶん去年の決算ではだいたい 3 割以

上の営業利益率です。それでも上げるのです。なぜならばさっき言ったように粗利からい

うと日本といい勝負なのです。 

 粗利という管理でいくと日本も中国も変わらないです。だけれども利益率を管理すると

日本は 14～15％で中国が 30％。30％もあったらなんで販売価を上げるのですかと皆さん、

言う会社が多いと思うのです。それがいわゆる固定費と変動費を分けた管理なのです。全

世界を見ながら我々は販売価戦略を立てています。ですから、中国は毎年上げているので

す。それは我々がナンバー1 だから、我々の責任だと思って、私が社長の時に「シェアな

んて関係ない、上げていくのだ」ということです。 

 アメリカではキャタピラーという非常にいい競争相手がいて毎年彼らは物価が上がった

分は絶対に上げます。欧米の会社でアングロサクソン系で、物価が上がったインフレ分だ

け販売価上げさせてくださいといって反対する人は誰もいないです。それがだいたい欧米

の文化の経営です。そういうようなことで、シェアというのは非常に大事だと、自分の会
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社が引っ張っていかなければいけないということです。 

 以上が会社の概要を簡単にお話ししましたけれども、それではグローバル経営方針を少

しお話をしたいと思います。まず開発方針からいきたいと思いますけれども、我々がなぜ

こんなことを作っているかというのは、経営の軸をぶらさないためです。社長が変わった

らもう言うことが違うというのでは困るでしょう。会社の幹部の連中が困るわけです。俺

はこうしたいのだと言っては困る。そういう意味で我々はこういう 3 原則とか 5 原則とい

うのを各本部で作っているのです。これは変えません。ほとんど変えません。10 年、15

年くらい続きます。たぶんこれはまだまだ続くでしょう。 

 何をやっているかというと、イノベーションで我々は成長するのだということです。要

するに安売りをするのではないということです。いい商品を出して高い値段で売ってそし

てお客さんに喜んでもらうのだという、分かりやすく言うとそういうことです。キーコン

ポーネントは全部、特にすり合わせ技術は全部日本でやる。アメリカでやらない、ヨーロ

ッパでもやらない、中国でもやらない。我々は日本の会社です。ですから、日本で優秀な

技術者が集まるのです。だから日本でやるのです。 

 我々の周りに特にすり合わせ技術といわれるところ、エンジンが一番いい例でしょうけ

れども、ミッションだとか油圧機。こういうものというのは、我々の周りのパートナーと

一緒になってできたのです。コマツだけでエンジン開発は、ディーゼルエンジンの大きい

エンジンをいま開発していますけれども、そんなものはうちだけではできないです。クラ

ンクシャフトだったらここの大阪の住友金属さんに長年、もう 30 年以上お世話になって

いるのです。それでこんな材料にしてくれ、あれしてくれとか。 

 油圧シリンダーだとかシールは NOK さんだとかいろいろなところにお願いしているの

です。そういうパートナーがいる国というのはこのすり合わせではたぶん全世界を見渡す

と日本とドイツくらいでしょう。そういう意味では我々のところはもうこれは動かさない。

全部日本でやる。日本で開発して、あと生産もやっています。 

 私が社長を辞める 2 年ほど前に追加したのが、このオープンイノベーションです。あと

でお話しますけれども、いま無人の Autonomous とか KOMTRAX だとかいろいろな ICT

を乗せた建設機械をどんどん開発しています。これは ICT となると日本にほとんどパート

ナーがいない。大阪でそういうことを言ったら失礼かもしれませんけれどもパナソニック

さんとかシャープさんとかいろいろな会社、関東でも東芝さんとかソニーさんとかいっぱ

いそういうエレクトロニクスメーカーがあるのですけれども ICT は、我々は日本のメーカ
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ーが遅れているとか遅れていないではなくて、結果論だけれども我々は全部欧米のベンチ

ャー企業とやっています。それは結果なのです。ですから、別にいま日本がだめだとかそ

ういうことを言っているわけではない。だけれども結果、そうなっているのです。それと

コマツ独自ではできない。 

 すり合わせは我々は非常に恵まれたパートナーがいるのでできる。だけれども ICT はも

う無理だといって、我々はオープンイノベーションというのを私が社長を辞める 2 年前に

追加した。これは新しいものです。 

 それともう一つ決めたことは開発と生産を同じ場所でやる。日本ほど開発と生産が一体

となって、特にこのすり合わせですけれども、開発をやっている国はないです。例えばア

メリカに行ったら開発技術者と生産技術者は給料がだいぶ違います。2 割、15％ぐらい違

うでしょう。もう、開発技術者のほうがポジションは上なのです。生産技術者は低いので

す。私は生産系出身なので面白くないのですけれども、コマツの場合は一緒にしました。 

 コマツのアメリカ工場は、私は工場長をやっていましたけれども、そこは一緒にしてい

ます。一緒にしましたら何人か辞めました。それぐらいその国の文化というか土壌という

のはもうなかなか変わらないものなのです。ここは非常に大事にしたいということでうち

はやっています。 

 ですから、うちはいま大阪工場が枚方にありますけれども、大型の機械を作っておりま

す。石川県の粟津にも工場がありますけれども、これは中型を作っています。大型が忙し

くて中型がちょっと暇なので、では大阪工場を軽くしよう、ある機械の生産を石川県に持

っていこうとすると、うちはしょっちゅう動かしているのですが、生産を動かすと開発設

計技術者も一緒に動くのです。ですから、設計者が犠牲です。だけれども昔からそうなっ

ているので何も思わないのです。 

 あるいは品質問題なんかも、例えば製造ミスで品質問題を起こしますね。それでも設計

の歯止めをさせるのです。重要品質問題。アメリカだったら、絶対やりません。ドイツは

ちょっと違うと思いますけれども欧米はやらないです。なんで製造ミスしたものを俺らが

直すのだ。なんで図面を直さないといけないというのがアメリカの設計技術者です。 

 うちの場合はもう 30 年以上これをやっているのです。ですから、作りやすい図面にな

っているのです。生産技術者は製造技術者の言うことを聞くから、非常に品質問題の歯止

めもしているし作りやすいのです。ですから、自動車もそうですけれども、タイで作ろう

がインドネシアで作ろうが、アメリカが忙しいときは今でもそうですけれども、タイから
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出しています。タイからアメリカ、オーストラリア、南アに出しています。 

 さっきもジェトロさんの話にありましたけれども、うちはチェンナイにダンプトラック

のインドの工場がありますけれども、これはアフリカとか中近東に出しています。それは

値段は全く一緒です。どこへ行ってもメイドインタイだから安くするとかメイドインジャ

パンだから高いとかメイドイン USA だからとかそんなことはないです。全部一緒です。

それを自信を持ってやっているわけです。作りやすい図面になっているからミスはほとん

ど起きないのです。タイで作った車なんて非常にいいです。 

 そういうようなこの三つのことをずっと守り続けている。ですから、今の社長もこれを

一生懸命やっているのです。これが開発方針というので難しくないです。ですから、うち

の会社は社長の引継ぎ事項なんて何もないです。本部長の引継ぎ事項も何もないです。こ

れが開発本部長の引継ぎ事項みたいなものです。 

 それで、イノベーションはどうやって起こすのだということで「ダントツ商品」、いわゆ

る燃費がいいだとか操作性がいいだとか安全だとかそういうものです。それを他社よりも

優れたものを作って付加価値を上げて、販売価が上がるものしか我々は「ダントツ商品」

として提示しません。いい商品だといっても販売価が上がらなければ意味がない。お客さ

んが高く買ってくれないとこれはいい商品ではないのです。これが一つです。 

 二つ目がいわゆる「ダントツサービス」といって、我々は新車を売るだけではなくて、

売った後、部品やサービスやらいろいろなことをする。お客さんは運転をする、あるいは

燃料を使う。そういうところを全部サービスするのです。あと売るときはファイナンスも

やっています。リテールファイナンスです。中古車もやっています。循環事業もやってい

る。こういう建設機械にまつわるバリューチェーンというところで売上を伸ばそうという

のがこの二つ目のフレーズです。これは結構有名になったのですけれども KOMTRAX と

いうもの。 

 三つめ、これが今、一生懸命やって、少しずつ芽が出ているのですけれども「ダントツ

ソリューション」。これはお客さんのところの現場を改革しよう。お客さんのところの現場

を大きく改革をして変革をしてもっと生産性の高い土木現場にしようということをやって

います。 

 この三つのパターンはどれも大事です。 終的にはこちらにいくのでしょうけれども、

どちらも今のところ大事だということです。そのためには技術革新もいるし、お客さんの

価値創造。日本ではシーズ、これは結構うまくいくのですけれども、こちらのほうがなか



9 
 

なかビジネスモデルを作るのがへたくそだというふうに言われています。これは両輪なの

です。この両輪をしっかりやらないことにはなかなかいい商品は出てこないです。ここは

非常に難しいところです。もちろん、さっき言ったようにオープンイノベーションだとか

いろいろな問題が重要になってくるということです。 

 一つの例として「ダントツ商品」で我々は自動車で有名なハイブリッドをやっています

けれども、我々のこの旋回電気モーターとか発電機モーターを自社で開発しています。こ

れはすり合わせの技術なのです。ですから社内でやっている。 初はどうしようかなと思

ったのですけれども、いろいろなエレクトロニクスメーカーに聞きましたけれどもほとん

ど作れないです。これはだいたいプリウスと同じぐらいの大きさです。500 ボルトです。

200 ボルトまであって 1000 ボルト以上は新幹線であるのだけれども、ちょうど間がない

のです。自動車もだいたい 600 ボルトなのです。これを全部社内で作りました。 

 これは電気モーターなんかコマツが作れるかなと思ったのですけれども、実際やってみ

るとすべてメカニカルです。電気屋はほとんど活躍していません。ほとんど活躍したのは

機械工学系です。私は機械工出身だからそう言ってるわけではありません。例えば巻き線

の巻き方、一つでも、手巻きでやるとうまくいくのだけれども自動で巻いたらうまく効率

が上がらないとかいろいろなことが起きました。これはものすごく狭いところで巻くので

す。絶縁紙をどうやって入れるとか生産技術だけで大変でした。 

 詳しいことは時間がないのでやめますけれども、こういうことは自分できちんとやらな

いことにはだめなのです。エレクトロニクスのあるモーター屋さんに「これを作ってくれ

ませんか」と言ったら、「分かりました、コマツさん 1 億円で試作を作りましょう」と言

われたのです。 

 ですから、皆さんのところもそうですけれども、意外とすり合わせだったら日本は強い

ですから自信を持って自社で開発したほうがいいと思います。そういうピリッと光る会社、

中小企業はいっぱいあります。工作機械メーカーはみんなそうです。高校卒業したりある

いは高専を卒業した、電気工学校を出た人たちが、一生懸命リニアのレールを作ったりモ

ーターを作ったりいろいろなことをしています。ですから、日本人は優秀だから特にこの

すり合わせのところは自信をもって私はやってほしいなと思います。 

 次に「ダントツサービス」という KOMTRAX。これは有名だから分かりますけれども、

今 32 万台か、今年になって 34～35 万台、全世界で我々が売った車に GPS がついていま

す。通信コントローラーがついて、我々が売った車が、お客さんが今日どう動いているか、



10 
 

燃料をどれだけ使ったか、どれだけ稼働したか、全部分かります。ですから、だいたい中

国なんかも、中国の今の公共工事だとか土木工事がどう変化していくか分かります。 

 参考に言いますと、去年の 9 月ごろから非常によくなったのです。全人代が今年の 2 月、

3 月に始まったのですけれども、だいたい今年の 2 月ごろまではよかったのです。2 月、3

月と。全人代が 2 月、3 月で終わると、あとはみんな共産党の人が地方の各省長とか副省

長とかそういう公務員は全部地元に帰るのです。そして公共工事を発注するのですけれど

も、今回はほとんど発注が遅れています。ほとんど例の習近平政権の賄賂問題です。もっ

と公務員が自粛しろと、自制しろと。悪いことをしていたら、賄賂なんかもらったらすぐ

刑務所だよと。ちょっとしたことで刑務所ですから怖いですね。 

 2004 年ごろ、工業団地を作った時に、北京政府の言うことを聞かない人たちがいたので

す。工業団地を作りたいといって勝手に作ったのです。もうほとんどの人はあの時はハー

ドランディングで、一斉に北京政府は刑務所に入れたのです。 

 インドネシアもそうです。フィリピンもそうです。新興国というのはそういうリスクが

ものすごくあるのです。ですから、そういう公務員の規制が起きるとかなり経済が少しど

んと落ちることはフィリピンなんかも何十年前に 1 回もありましたし、インドネシアもし

ょっちゅうあります。こういうところはリスクを持ってやるしかないです。今のところは、

中国は厳しい状況が続いているというのが現状です。 

 うちの KOMTRAX の稼働時間もだいたい前年度で 10％から 15％稼働が落ちている。

ですからいつも稼働時間を見ていれば今の景気がどうかというのはだいたい分かるのです。

だけれども半年後 1 年後がどうなるかというのは、マクロ経済とのうちのこのデータを見

ながら予測するわけです。それは分かりませんけれども、今、どうなっているかというの

は一番よく分かる。こういう代物を作ったのです。これを作ったおかげでいろいろなこと

が分かるようになりました。 

 どんなことをやっているかというと、お客さんのところで燃料をたくさん使わないよう

に効率のいい運転の仕方をしなさいというサービスもやっています。もちろん、保守、メ

ンテナンスなんかは今そろそろフィルタを交換しなければいけないだとか、稼働時間が分

かるからもうそろそろフィルタ交換だなとか、そろそろ定期整備だなと全部分かるわけで

す。それはできます。 

 今日はりそなさんの講演会だから金融機関の話をしますけれども、金融機関の悪口では

ないけれども、うちはリテールファイナンスは 初は金融機関にやってもらったのです。
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これのおかげで全部うちがやっています。それは金融機関のリテールファイナンスをやる

よりも、我々のほうがよほど分かるわけです。我々が売った車、要するに中国のお客さん

はだいたいほとんど、今から一旗揚げようというお客さんで農民なのです。親戚一同でお

金を集めて頭金 2 割持ってきて、うちに売ってくださいと言って、うちに頼みに来るので

す。 

 ですから、普通の日本的なやり方でやると与信管理なんかができないです。与信管理を

したら全部だめです。お金がないのですから。売ってはいけないお客さんばかりに売って

いるわけです。ですから、金融機関はもうリスクを取りたくないからあまり取らないので

す。分からないから。うちは売ったあとが分かるから、売るときに KOMTRAX をつけて

お金を払わなかったらエンジンを次の日からかからなくしますよと。 

 初は今から 6、7 年前までは月末までにお金を払わなければいけないという商習慣が

農民だからないのです。ですからエンジンを結構止めたのです。エンジンをかからないよ

うにしたのです。エンジンがかからないからびっくりして、うちの代理店に来てどうした

のだと言ったら「お前、月末にお金を払っていない」「月末に払わなければいけないのか」

といって払いに来て「それではいいよ」といって次の日、エンジンがかかるようにしたの

です。 

 そういう具合に稼働が全部分かっていますから、稼働していてお金の払いの悪いお客さ

んは、間違いなく心配ないです。だけれども稼働がなくてお金を払わないお客さん、これ

は大変です。ですから、うちは契約上、1 カ月くらいたったら引き揚げます。早いうちに、

6 カ月くらいでもう仕事がなくなったお客さんは引き揚げます。全てもう GPS でどこにい

るか分かります。 

 中国はうまく仕組みになっていてどんなものでも商売するのですけれども、引き揚げ専

門業者というのがいるのです。その人が代理店と一緒に引き揚げてくれるのです。ですか

らもめないです。中国はデモがあるでしょう。デモなんかは全部専門員です。デモは業者

なのです。日本みたいに一般の人がやっているのではないのです。クレーム対応専門業者

というのがいるわけです。 

 みんなうちのお客さんは文句言いに行こうと思ったらそういう業者に行って、こんなマ

ッチョなこんな T シャツを着た兄ちゃんがうちの工場に来るのです。うちの日本人なんか

びっくりして「何しに来たんだ」と言ったら、うちの中国人は何も心配しないのです。「あ

れは専門業者だからちゃんと大丈夫だよ、何も心配しなくていいよ」とこうなるのですけ
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れども、ちょっと話が横に行きますけれども、そのくらい中国というのは何でも商売にす

る国です。 

 話を戻しますけれども、リテールファイナンスなんかもうちはほとんど不良債権はない

です。中国のビジネスで一番難しいのはお金の回収なのです。お金を払ってくれないので

す。なかなか払ってくれないです。これがあるおかげでうちはうまくいっているのです。 

 いま苦労しているのは純正部品をいかに使わせるかということをやっています。純正部

品を使わなかったら下取りは安いですよというプログラムを組んでいます。純正部品使っ

ているか分かるように今、テストしています。ある仕組みを入れて、純正部品を使わなく

なったら信号が途絶えるようにしているのです。 

 そういう具合に、商売をするためにはいろいろな仕掛けをしないとだめだということな

のです。建設機械にいろいろな仕掛けをすればいいのです。それを、純正部品を使ってい

るかどうかを分かるか分からないかというのは、そんなものは聞いても分からないです。

そこがいわゆる知恵の出しどころだということです。ですから、我々みたいな商品を作っ

ているところというのは、こういうことをやればバリューはいくらでも上がっていくので

す。ビジネスチャンスはいくらでもあります。ですからリテールファイナンスでうちは結

構もうけています。 

 中古車価格も KOMTRAX のおかげで履歴がはっきりしたものですから、価格が競合会

社の 10％以上高いです。中国とか韓国のメーカーに比べると 20％近く高いです。これを

つけたおかげで 5％から 10％上がったのです。皆さんも中古車の自動車、私は若いときに

中古車を買うときに「これは事故車かもしれないな」とかいって心配でした。履歴がはっ

きりしていないから。我々は履歴がはっきりしているから自信を持って保証しているので

す。2 年保証。メンテナンスはしっかり履歴が分かるから、そして高い値段で買ってもら

います。その代わり保証します。自信を持って保証できるわけです。事故車か事故車でな

いかはすぐに分かるわけです。 

 そういう具合に、これをバリューチェーンというのですけれども、我々の商売の中で取

り巻くバリューをしっかり上げるということを、ICT をつけることによっていろいろやっ

ています。 

 後が「ダントツソリューション」ということでこれは300トンのダンプトラックです。

これは今、オーストラリアとかチリとかで、チリなんかは 4000m のところ、富士山より

高いところで動いています。これはオーストラリアなのですけれども、オーストラリアで
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動いています。これはタイヤ 1 本いくらすると思いますか。1 本 500 万円するのです。6

本ついています。 

 これには人間は乗っていないです。オペレーターはいないです。GPS だけでいま動いて

いる。プラマイ 5cm です。プライマイ 5cm、なんでそんなに精度がいるのだと鉱山なん

かでと言うのですけれども、いるのです。道路が狭くなるのです。こういう鉱山はいかに

生産コストを下げるかが大事です。これはうちの人間です。うちは現場に IT インフラ、1

億円ぐらいのアンテナをドーンと立てるのです。これもうちの社員です。 

 これは現場監督者のピックアップトラックの中にこういううちのシステムを入れていま

す。ここで動いている車は全部うちのシステムを入れるのです。そしてダンプトラックだ

けが無人で動く。これは 1 台動かすのにだいたい 5 人から 6 人必要です。オーストラリア

になるとだいたい忙しいときは、3、4 年前ですけれども、大学教授を辞めてこのオペレー

ターになる人もいるのです。だいたい年収が 1500 万オーストラリアドルです。これがだ

いたい 6 人ほど必要なのです。それでこういうことをやっているのです。詳しいことはや

めますけれども、いろいろな国とやっています。 

 一番大変なのは GPS による位置計測で、ロシアの会社との協業です。スプートニクと

かを上げたあるモスクワのほうの大学をスピンアウトした教授が作った会社なのです。も

のアインシュタインみたいな人ばかりいるのです。もうすごい人ばかりです。数学のもの

すごく得意な人です。とてもではないですけれども、こんな人は日本にいないです。アメ

リカにはいますけれども日本にはいない。 

 日本になぜいないかといったら、日本には衛星がないからです。今、アメリカの衛星が

GPS といってだいたい 37 基ぐらい飛んでいます。ロシアがグロナスといって 35 基ぐら

い飛んでいます。あとヨーロッパなんかはまだ 20 基とか、中国もいま十何基、インドも

まだ 10 基も上がっていないです。日本は今から 3 基か 5 基上げるといっていますけれど

も、もうこういう産業は、この業界はとっくに終わっているのです。 

 あとセンサーなんかは全部アメリカです。無人飛行機とか無人偵察機だとかありますね。

ああいう無人プロジェクトというのが 20 年以上前に DARPA というアメリカの国防省の

プロジェクトがあったのですけれども、その時に開発したセンサーです。それが 10 年く

らい前にみんなスピンアウトしてベンチャー企業としていま 500 億とか 1000 億、あるい

は 1500 億の会社になっています。その会社とうちはやっています。これの管制システム

はうちが買収しました。これは 1996 年に買収したのですけれども、これはアリゾナ大学
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の教授がスピンアウトしたベンチャー企業です。 

 皆さん、アメリカに行ったら今でもすごいです。ベンチャー企業のオンパレードでもう

10 年後、5 年後何が起きるかというのはアメリカに行くとよく分かります。日本のマスコ

ミはほとんど出ていない。またイスラエルなんかに行ったらすごいですよ。いろいろなこ

ういうプロジェクトがどんどん出ています。あとフィンランド、イタリア、オーストラリ

ア、スウェーデン。ICT 関係です。うちはそういう会社といま一生懸命やっています。日

本にそういう会社があればもっと楽だったのですけれども。 

 ここでちょっとだけ皆さんにお話しておきますと、いわゆるプロジェクトリーダーで 5

カ国くらいの国の人と一緒に共同開発をしたのです。今はもう ICT 研究は 3、4 カ国の人

と一緒に開発しています。問題はこの人がいない、グローバルリーダーがいないというこ

とです。この人たちは、一番僕に言わせると英語なんてどうでもいいです、英語はだいた

い皆さんできます。技術者だからそんなに難しい英語はいらない。問題はその人の人間性

です。 

 日本の土壌で開発したらほとんど失敗します。高飛車な人と書いてありますけど、日本

は発注する人が偉いのだと。うちが開発費用を持っているわけです。そしてパートナーに

開発してもらっているわけです。GPS だとかロシアに。あるいはロシアの人とかアメリカ

の人に「おい、なんで開発が遅れているのだ、残業してやれよ」とかそんなことを言った

ら一発、「何をお前は言っているのだ、うちはうちの会社のやり方でやるのだ」ということ

です。日本流なんて通用しないです。 

 これがダイバーシティなのです。いわゆる国の文化だとか何とかというところの中でい

ろいろなことを言われていますけれども、女性もそうでしょう。だけれども一般に言われ

ているようなダイバーシティでは、それぞれの国を尊重しなさいというのだけれども、ビ

ジネスの世界とかこのグローバルプロジェクトで、一番大事なのは、我々のところでは、

こういうダイバーシティです。 

 ですから、英語ができればいい、女性を活用すればいい、インドネシア人を採用すれば

いいというだけではないのです。うちは女性も活用していますしインドネシア人も活躍し

ています。今年の 4 月から全世界の本社の中で東京本社の人事部長は女性です。ですから、

6 万人ぐらいの会社の人事部長が女性。ヨーロッパの社長も女性ですけれども、そういう

のも非常に大事だけれども、もっと大事というか我々が今、一番苦労しているのはこうい

うプロジェクトリーダーです。 
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 この前も大阪大学に行って、これからどんな学生、どんな人がグローバルで活躍するの

ですかと聞かれました。先生に言ったのですけれども、もう遅いと。人間性なんかはだい

たい小学校で決まる。それで私は心配なのです。要するにやはり自然だとかそういうとこ

ろで育った人というのは、自然から命だとか生きる力とか、あるいはチームワークだとか

いろいろなことを学ぶのです。私も阪大でワンダーフォーゲル部をやっていましたけれど

も、やはり一緒に釜の飯を食ってみんなで分担するわけです。チームワークでやらないと

山なんか歩けないです。 

 そういうところで子供たちは学ぶわけです。皆さんも小さい頃、年配の人は分かると思

いますけれども、がき大将がいていろいろな人と接しますね。あるいは僕らも小さいころ

は近所で「火の用心。マッチ 1 本火事の元」と言って、小学校 2 年、3 年生の子どもを連

れていくわけです。それで上級生は下級生の面倒をちゃんと見ないといけないよというこ

とを自然と学ぶわけです。 

 そういうような人でないとなかなかだめなわけです。ややもするとうちの会社でもだめ

な人がいるのです。独断的な人が。そういうのはみんなすぐ半年から 1 年でそれぞれの各

国のナンバー2 とかナンバー3 の人がみんな首にするのです。もう総すかんです。インド

ネシアなんかでもすぐ首になる。 

 インドネシア人なんて日本人にものすごく優しいのです。ですからそれを図に乗って、

性格がそういう人はもう名指しで「さん」もつけずにバンバンやるのです。だんだんその

性格が出てくると、日本ではまだ通用するけれどもインドネシアでは絶対通用しないです。

インドネシアの島国から行った人たちというのは、田舎から出てきた若い人というのはま

だまだ島国ですから、日本兵にいじめられた人たちがいっぱいいるのです。そういう人た

ちの子供たちがうちの工場に来ているのです。その子供たちはおじいちゃん、おばあちゃ

んから聞いているわけです。 

 ですから偉そうな顔をしてバンバンやっていると、もう一発でその人はすぐうちは首に

します。それは中国だってみんなそうです。こういうところがダイバーシティではないで

すけれども難しい。あまりこんな話をしていると時間になるのでお話をやめます。 

 生産・調達方針にいきましょう。これは需要のあるところでうちは作る。さっき言った

ようにこういうエンジンとか油圧機は国内で生産技術革新で原価を下げ続けるのだ。もう

日本で作り続けるのだ。マザー工場を作って生産技術は日本でやるのだと決めています。

アメリカでもヨーロッパでも生産技術革新はしません。 
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 我々は、需要のあるところで組立をします。ですから中国に進出しているのは、我々は

何も中国の人件費が安いから出ているわけではないのです。中国で売るものは中国で作る

のです。アメリカで売るものはアメリカで作るのです。その代わり、コンポーネントは自

分でやっているから、国内でやっているから、半分くらいは日本から出している。 

 ですから、中国で売れば売れるほど日本から出すものはいっぱい、工場は忙しくなる。

小山工場という栃木県にあるエンジン工場なんかは全世界に出していますから、ものすご

く忙しいのです。石川県の工場はトランスミッションを作っていますから、全世界に出し

ています。1 極で作っています。ですから海外が忙しくなれば日本も忙しくなる。日本の

国内マーケットの売上は 2 割弱ですけれども、生産は 6 割になっています。 

 それだと為替ギャップがあるから円高になったら大変だろうと皆さんは言いますよね。

ですから我々は販売価を上げるのです。販売価を上げても大丈夫のような商品を作るので

す。日本でやっているのだから開発と生産だけはしっかりと頑張れと。我々は技術革新が

なくなったらもう日本はだめだよということを生産技術屋に言っているのです。 

 それでこの前も私が社長の時に元気を出させる意味で投資がだんだんなくなってきたの

で、大きい生産技術開発センターという大きいビルを作ってあげました。これは大阪の枚

方工場に作りました。ここにはいろいろな人、インドネシア人も中国人もいっぱいいます。

インドネシアのバンドン工科大学を出て阪大に留学して日本語で首席で卒業した人がうち

に入ってきています。そういう人たちを呼ぶのです。 

 だいたい日本の大学に留学した人は日本が大好きなのです。ですから非常にいいのです。

終的にはインドネシアに戻りたいと言ったらうちのインドネシアの社長にするとかそう

いうことを考えていますけれども、まだまだ若い人ですから頑張っています。そういう具

合にやっているということです。 

 我々は為替がどうなろうが何も変わりません。今でもアメリカの工場のほうが大阪の工

場より原価が高いのです。80 円でほとんどイーブンです。100 円だから 2 割ほどアメリカ

のほうが高いのです。高いけど絶対撤退しません。もう、これは決めてあるわけです。そ

れで高く売るのです。そういうような生産・調達方針をやりながらやっているということ

です。全世界、いろいろなことをやっています。 

 生産技術なんかは日本一極でいろいろな要素をすり合わせて開発していますが、ものす

ごく大事なポイントです。これはアメリカとかヨーロッパでは、ドイツはいいですけれど

も、ドイツと日本ぐらいでしょう、こういうところに強いのは。ですからぜひ、今日もい
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ろいろな方がおられると思いますけれども、製造業の方、自信を持って日本は強いのだと

いうことでやっていただいたらいいと思います。 

 後にグローバル戦略マネジメントの話を少ししたいと思います。うちはほとんど CIS

と中近東だけが今でも日本人ですけれども、あとは全部生え抜きの現地人です。これは何

十年とやっているから、例えばアフリカのこの社長は 30 年ほど前にいちセールスマンで

入った人です。中国の総経理は 35 年ほど前に北京のセールスマンとして入った人です。

みんな生え抜きだったです、何か知らないけれども結果はそうです。アメリカでもいろい

ろやったのです。ヘッドハンティングとか、もう全部失敗しました。 

 なぜかというと、この機能があります。販売戦略、開発戦略、財務戦略とか全部日本の

本社で作るのです。これと各アメリカのトップとヨーロッパのトップと調整するわけです。

この時にぶつかり合うのです。例えばアメリカからヘッドハンティングした営業本部長な

んかがいるのですけれども、ヘッドハンティングをするとうちの言うことを聞かないので

す。「俺は前にいた会社の通りにやりたい」と言うわけです。それはだめだと。コマツウェ

イというものがあって、価値観というのは共有してもらわないと困る。 

 ですから、コマツウェイの話は今日は時間がないのでちょっとしませんけれども、コマ

ツウェイというものを作りまして、全世界で外国人のほうが人が多いので、6 割ぐらいが

外国人ですから、外国人にコマツの価値観を教えないといけないから、コマツウェイを作

ったのです。 

 これは仕事のやり方ではなくて、どんな価値観で仕事をしてくれということです。この

価値観を理解してもらわないとだめです。それぞれトヨタはトヨタの価値観がありますし、

パナソニックはパナソニックの価値観だと思うのです。日本の会社でもそれぞれ違うので

す。みんな一緒ではないわけです。我々は我々の価値観というものを共有してもらわない

といけない。ここがぶつかり合って、うまくいかないです。ですからコマツウェイという

ものをつくって進めているのです。 

 次に、代理店網の構築です。代理店は全事業の 99％、148 国をカバーしております。で

すからほとんど出ていない国はないです。どこへ行ってもうちの会社はあります。そして

これです。一度進出した国は撤退しない。チリなんかはものすごくいま資源で絶好調でし

て、1600 億とか 1700 億の売上です。チリは南米で地域別に言うといま 3 番目ぐらいです

けれども、これだけ南米で売上を上げている会社はあまりないと思います。なぜならばみ

んなうまくいかない時に撤退するからです。 
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 一時、ものすごく悪かったです。15 年か 20 年間。1990 年代、2000 年代はだめだった。

2000 年以降、急激に資源が取れるようになって中国の成長とともに発展していった国です。

先輩たちがこれをやってくれたおかげで我々はいま南米で非常にいいビジネスをしている。

南米に行くとほとんどがヨーロッパとアメリカばかりです。そういうような国ですけれど

も我々は一生懸命先輩がやってくれたおかげです。 

 もう一つうちは、在庫は全部コマツが持って、代理店には在庫は持たせていません。代

理店に在庫はあるのです。それはコマツの財産にしています。私が社長の時にアメリカも

やりました。中国もやっています。なぜこれをやったかというと、今日、中国で何台売れ

た、私もいまスマホを持っていますけれども、昨日いくら中国で売れたと、こう出てくる

のです。これを出すためにはリテールをつかむわけです。代理店がお客さんに売ったら台

数です。うちがつかんでいるのはみんなそれです。中国ではうちが代理店に売っても売上

は立たないです。 

 みんな月末に集中するでしょう。今日も大手の金融の方がおられるかどうか知りません

けれども、だいたい皆さんは月末集中、期末集中というのをやります。それを何でやるの

か。3 月エンドにたくさん売れるわけがないです。たくさん作れるわけがない。たくさん

納入サービスができるわけがない。これはみんな代理店に押し込むからです。うちも昔や

っていました。 

 そういうことをやめさせるために、代理店に売っても売上を立たないようにした。こう

いうものが構造改革なのです。リーマンショックの後にアメリカでやりましたからアメリ

カは在庫 3 カ月持っていました。はっきり言うと 3 カ月間売上 0 に近いことを私はやって

いました。 

 こういうことをやらない限りはなかなか文化は変わらない。1 回やれば終わりです。1

回やればもう後はずっとそのままです。3 カ月間我慢するかどうかということなのです。

いま大阪工場には HANSEI センターというものがあって、うちは販売と生産で

「HANSEI」というのですけれども、ここにこういうコックピットみたいなものがあって、

ここで全世界の KOMTRAX とか毎日の売上とか生産の状況だというのが分かるようにな

っています。 

 日本に全部集中して、こういうボーダレスの世界になって、世界が一つになってきたの

です。昔は 4 極とか 3 極とか各極でやったのです。今はもう日本 1 極です。全世界のデー

タを日本で集めます。例えばリーマンショックの時なんかの反省なのですが、リーマンシ



19 
 

ョックがアメリカで起きて、ヨーロッパも来て、日本も来るわけですけれども、インドネ

シアの人とか中国の人は俺のところに来るわけがないとみんな思っていたのです。 

 しかし 3 カ月から 5 カ月以内にリーマンショックは全部来ました。我々のほうがよほど

つかんでいるわけです。マクロ経済をつかむのは、これだけボーダレスの世界になるとや

はり全世界のマクロ経済の影響がとたんにインドネシアに行ったりタイへ行ったりいろい

ろなところに来るからです。今のタイのクーデターみたいな話はちょっとローカルですけ

れども、そういうものがドンと景気に波及して来るわけです。 

 タイのバーツの通貨危機もそうです。あれも 2、3 カ月のうちにすべて ASEAN に全部

飛び火したのです。ですから、これだけ厳しいと、やはりこうやって管理していかないと

なかなかできないということで我々は HANSEI センターを作った。 

 後に一つだけ、成長とコストの分離のお話をしておきます。さっき言ったように 2001

年から 2007 年で売上が倍になっています。これは開発生産関係のキャパシティコスト、

固定費です。これはそれ以外の固定費。開発生産は増えています。もちろん生産量は倍で

すからもちろん固定費は増えます。だけれども全体では増えない、増やさなかった。 

 ここが欧米の会社はかなり厳しくやっている。ですからみんな利益率がいいのです。だ

から ROE もいいのです。ここら辺をやはり欧米の経営から学ばなければいけないという

ことです。ここに式が書いてありますけれども、売上から裸原価を引いたもの、販売の物

流コストを引いたものが SVM、Standard Variable Margin というのですけれども、これ

を管理しているのです。これは全世界どうなっているか、商品ごとにどうなっているか、

地域ごとにどうなっているかということを管理している。Capacity Cost というのは本社

費みたいなものと工場の間接費です。我々は、利益率管理はしていないのです。 

 このモデルはどれだけもうかっているかと、それはある配賦をすれば出ますけれども、

その管理はしていません。さっき言ったように中国では 3 割以上の利益率がありますけれ

ども、利益率管理でやっているのではない。中国の固定費はいくらだと。中国の固定費が

安いから利益率が 3 割近くになるのです。それは当然です。 

 固定費なんていうのはもう、毎年毎年戦略的に配分するわけです。ですから全世界 1 本

なのです。中国だけの固定費、だいたいの会社というのはうちもそうでしたけれども、中

国が忙しくなった、もっと予算をくれ、もっと人を増やしてくれ、何してくれと言ったら、

「いいよ、いいよ」と、3 割も利益率があったらみんな社長は「いいよ、いいよ」と言う

のです。そこが問題なのです。いいよと言ってはだめなのです。 
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 リーズナブルはやはり認めないといけないですけれども、リーズナブルでないところは

認めてはいけないです。利益率が高いから固定費は増やしていいですよということをつい

やるのです。これが利益率管理という日本的な経営です。 

 固定費管理とマージン管理でいくと、さっき言ったように販売価を全世界をチェックし

ています。中国の販売価はまだまだ日本と同じぐらいだ、まだまだ上げないといけないよ

と言うわけです。そういうように成長とコストの分離というのはぜひ、皆さん参考にして

もらって経営に当たれば、非常に利益率のいいものになります。 

 後にコマツウェイの一つだけ。うちはトップマネジメント、モノづくり編、ブランド

マネジメントといっています。トップマネジメントはこれだけやるわけです。社長が一番

大事なのは社員とミーティングするということです。社員ミーティングに行ってだいたい

年間 36 回くらい社長は全世界を回ります。大変です。社長になった 3 割はこの仕事です。

社長になったら皆さん、説明責任というのはものすごく大事ですよ。これがちゃんと説明

できないと社員は会社の状況が分からないです。これだけはひとこと言っておきます。ぜ

ひ、これをやってもらって、工場長なんかは当然ですけれども、すごくやっています。こ

れがトップの仕事だということです。 

 後に、ブランドマネジメント。これはブランドマネジメント編でお話しますけど、顧

客、お客さんがコマツでなくてはならない存在にしようという活動をいま、この QC サー

クル活動とか TQM 活動と同じようにブランドマネジメント活動というのをコマツはここ

8 年くらいやっています。 

 なぜやっているかというと、やはり顧客志向だとか何とかいくら言ってもなかなか理解

してもらえなくて、特に海外なんかも難しいのでこういう活動を始めたのです。いま名古

屋工大の加藤先生にお手伝い願って、これを QC サークル活動みたいなかたちで全世界に

展開しています。 

 先生の言葉を使って一番分かりやすいのは、いつも私は海外に行って言うのですけれど

も、自分に好きな人がいたと、恋人というか好きな人がいた。ぜひこの人を自分のものに

したい、結婚したい。たまたま恋敵がいた。この時に皆さんはどうしますか。恋敵をつぶ

せば彼女は自分のところに来るとは思わないですね。自分の思いを好きな人に言わないと

いけないですね。 

 ビジネスでいうと競争相手です。営業の人がいっぱいおられると思いますけれども、営

業の人はだいたいこう言いませんか。「うちの製品が売れないのは他社が安いからだ。他社
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の製品がいいからだ」とこればかり言うのです。僕が社長の時にはもう、販売促進会議で

それを言ったら全部「お前は話をしなくていい」と言いました。そんなことを言ったら営

業なんていらないというのです。 

 商品が悪い、品質問題がある、それをカバーするのが営業です。営業はお客さんとの信

頼関係です。自分の仕事をやらないで開発部門が悪い、生産部門が悪いと営業の人は言い

ませんか。うちの商品は他よりも高いから売れないのだとか、性能が悪いから売れないの

だとみんなすぐ言います。それが問題なのです。品質会議ではそれは言わないといけない

です。営業の人は開発会議に行って言わなければいけないです。だけれども販売会議だと

かビジネスプランを立てるときにそれを言ってはおしまいです。そういうことを言ってい

るわけです。 

 もちろん、社内の品質会議で「これはだめ」と営業の人が文句を言わなかったら、サー

ビスが文句を言わなかったら話になりません。開発の時に「こんなものではだめだ」「もっ

とこうしろ、ああしろ」と言うのは当たり前です。だけれども、分かりやすく言うと、販

売促進会議だとかそういうときに営業が言い訳をしていたのではだめだということです。

これは皆さん、使ったほうがいいと思います。以上です。ちょっと時間をオーバーしまし

たけれども、私の話はこれで終わります。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それではご質問を受けさせていただきます。挙手にて

お知らせいただけますでしょうか。では一番前の女性にお願いいたします。今しばらくお

待ちください。 

 質問 貴重なお話、どうもありがとうございました。 後のほうにお話しいただいたコ

マツウェイについてちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど取り組まれていらっし

ゃる社員の方とのミーティングとかありましたが、他の点でも何かございましたら具体的

にちょっと教えていただければと思います。 

 野路 価値観とは何ぞやというのは非常に難しいのですけれども、例えば一つだけ例を

挙げると、うちのコマツウェイの中の七つくらいある中の一つが、パートナーを大事にし

なさい。分かりやすく言うとそういうことです。パートナーとは誰だと、いろいろなお客

さんもパートナーだし、いろいろなステークホルダーにしてもみんなそうです。あるいは

地域社会の人もそうです。 

 例えば代理店だとか協力企業。協力企業の話をしますと、コマツは協力企業ももうかる、

コマツももうかる。コマツだけもうかったのではだめだ。コマツも協力企業も代理店もも
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うからない限りこの企画はだめだという話です。そこが難しいのです。たいてい、今でも

うちの会社でもなかなかそこを浸透するのが難しいのですけれども、自分の会社だけもう

かればいいとやると持続的成長はないです。 

 ですから、本当に協力企業はもうかっているのか。このチェックを年 2 回やるのです。

そして取締役会でも報告します。代理店でもそうです。そういう具合に購買の人たちは、

調達をやっている人たちは、いわゆる協力企業へ行って本当にもうかっているかどうかと

チェックをするのです。 

 私はリーマンショックが起きたときに地元の銀行の頭取を呼んで、絶対貸し渋りは許さ

ないと頭取に文句を言いました。それは 10 年ほど前にそういう事件があったのです。そ

の頭取は知らないけれども担当の人が貸し渋りをやっているのです。それを私が購買にい

たときにその話を聞いたのです。私はそれを聞いていたから、すぐ頭取と話をして、「許さ

ないぞ」と、その代わりうちが責任持ちますから何でも言ってください。生産計画も全部

オープンにしました。 

 その時に、それが新聞に載ったのです。私は社長になってからマスコミを使うやり方と

いうのを段々覚えてきたのですけれども、マスコミ対して一番いいのは、こういう話とい

うのはマスコミに言ったほうが一番早いのです。一番先にバッと言うでしょう。そうした

ら日経新聞に載ったのです。そうすると購買の人はびっくりして 1 社たりともつぶしては

いけないという論調で新聞に載っているから、みんな張り切って働いてくれる。 

 それでも苦しいリーマンショックですから、ほとんど売上が半分以下になったのです。

それで 6 カ月間、生産調整はする、売上は落ちる。半分とか 3 分の 1 の会社が多かったの

です。それで工作機械を買い取ってあげてリースにしてあげるとか、置場検収といって、

1 カ月、2 カ月分余分に作ってもいいよと。そこに置いておけ。検収するからと言って 2

カ月先行検収とかいろいろなことをやりました。それは僕がやったわけではなくて調達部

門の人がみんなやってくれたのです。 

 そういうような連携がやはりできるということです。コマツウェイにはそういうような

価値観が書いてあるのです。現場の話はみんなそうです。「安全」だとか「コンプライアン

ス」とかいうのもそうです。 

 今日、司会者からあいさつがあって、司会者のいじわるを言うわけではないけれども、

震災が起きたときは司会者はどんなことをしたと思いますか。今日、何人の人がおられま

すと。今日、地震があったら避難通路はここから出てくださいと必ず言ったのです、半年



23 
 

間くらい。日本人はすぐに忘れるのです。 

 これは工場で忘れたら終わりです。司会者の人をいじめているわけではないけれども、

いわゆるそういうことが欧米に行くと日常茶飯事なのです。一番大事なのはコンプライア

ンスなのです。ですから、うちの会社の月報は一番先にコンプライアンスが書いてありま

す。その次に安全、その次に品質、その次に特命事項、その次、 後に業績です。 

 一番先にコンプライアンスを書かないと、社長が何を一番重要視しているのかといった

ら、一番先に業績を書いたら、社長は一番業績を重要視していることになるでしょう。コ

ンプライアンスを一番先に書かせているのです。そういう会社もなかなかないのではない

かと思うのです。ですから日常活動が非常に大事なのです。コマツウェイにはそういうこ

とが書いてあるのです。 

 日常活動をしっかりと根付かせていかないといけないのです。コンプライアンスが大事

ですから一番先に報告するのだよ。取締役会でもアメリカの報告というので、アメリカか

ら社長が来て、うちの取締役会をやるのですけれども、一番先にコンプライアンスを説明

します。何もないときには上半期、今年１年何もありませんでしたと書いてあります。 

 でコマツウェイというのは、そういう地道なことなのです。ですから何もコマツウェイ

なんて難しいことを何もやっているわけではなくて、毎日毎日の活動をしっかりと我々の

価値観の中でやっていこうということです。うちもコンプライアンスをいくらやってもい

ろいろな個人犯罪がいっぱいあるのです。何も百点満点ではない、今でもいっぱいあるの

です。 

 この前もあるところでもう、ある子会社のところで商品券を自分で適当に買って、回転

させておいて何千万円か着服したとかそういったものがいっぱいあるのです。だけれども、

そういうものを書いてあるから大きいコンプライアンス問題は私の社長時代にはおかげさ

までなかったです。 

 要するに会社が大事だと思うようなことを日常活動の中でどう定着させるかというのが

非常に難しいのです。それでコマツウェイに概念は書いてあるのだけれども、例えばトヨ

タウェイなんかも「チャレンジ」という言葉、あるいは「リスペクト」というのがトヨタ

ウェイの五つか六つの中の一つです。チャレンジといってもなかなか分からないではない

ですか。それでうちは「ダントツ活動」とか言って分かりやすい言葉にして事例を挙げて

いるのです。 

 トヨタさんもいろいろなことの中で教育していると聞いています。デンソーさんもそう
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です。ですから、チャレンジが大事だというのはどこの会社も同じです。それをどんな言

葉で社員に伝えていくかというところが、価値観を皆さんに伝える非常に難しいところな

のです。特に外国人に対してです。 

 日本人は大学を卒業して会社に入ってからずっとやっているから、なんとなく覚えるの

ですけれども、外国人はなかなか理解してくれない。うちはコマツウェイの言葉は全部現

地語に直します。そして現地の人に作らせています。タイに行ったらタイ語です。インド

ネシアに行ったらインドネシア語です。中国に行ったら中国語です。当然なのです。イギ

リスに行ったらイギリス語です。アメリカの英語とイギリスの英語はだいぶ違うのです。 

 そういう具合に現地語に直して我々は教育しています。チリに行ったらチリ語なのです。

ですから、例えば今の CSR 活動なんか先ほど話がありましたけれども、ASEAN ならどこ

でも CSR が大事だと。我々は CSR 活動というのはどういう定義をしているかというと、

本業そのものだとやっています。本業活動を通じて、本業をしっかりやることが CSR だ

と。そういう定義をしながら教育をしているのです。 

 チリなんかは今、1500 億～1600 億の売上ですけれども、チリの大地震があった時にす

ぐに僕らに電話が来て、ちょっとお金を使いたいがいいかと聞くのです。よし分かった、

1 億円使えと。それで枠だけあげた。彼は何をしたかというと、漁船を買って漁民に全部

渡した。 

 うちの CSR というのはお金の寄付はほとんどしません。全部直接サポート。東日本大

震災の時も全部直接サポートばかりやっています。チリなんかはいま何をやっているかと

いったら女性の刑務所に入っている人がいて、その人たちが社会に出てもなかなかうまく

とけ込めないからそれのお手伝いをしているのです。それはチリ特有の課題なのです。 

 そういう具合にいろいろな国でトップに全部お任せして、いろいろな活動をしている。

その代わり価値観みたいなものだけしっかり教えているから、チリの社長からチリの大地

震が起きたらすぐに電話がかかってくるのです。フィリピンの場合もすぐに電話がかかっ

てきました。そういうようなことをしっかりと根付かせていくというのがコマツウェイで

す。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。それでは時間の関係上、まだご質問がおありの方は財

団を通じてご連絡いただけますでしょうか。お願い申し上げます。では 後にもう一度野

路様に大きな拍手をお届けくださいませ。ありがとうございました。 
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（拍手） 

 司会 それではこれをもちまして本日のセミナーを終了させていただきます。ご出席を

いただきまして誠にありがとうございました。 


