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 生田 皆様、こんにちは。ただいま司会の方から紹介いただきました、ミクニの生田と

申します。このような話よりもラグビーの話をするほうが非常に気は楽なのですけれども、

今回、お話させていただく機会を光栄に思うとともに、大変恐縮しております。常日ごろ

から大変お世話になっている廣冨理事長から、お話の依頼を直接いただき、「ついでにミク

ニの宣伝をすればいいよ」と言っていただいたこともあり、お引き受けした次第です。講

演慣れしていない点はご容赦願いたいと思います。私の業界の話が中心になりますが、こ

の点もご了承をお願いいたします。直前までバタバタと資料を作り直しており、説明する

内容とここに映す資料が多少異なっていることもご理解ください。 
■ミクニの紹介 
 ミクニはどのような会社か紹介させていただきます。「ミクニってどんな会社？」と聞か

れたとき、まず「ものづくりを生業としている会社です」と答えるようにしています。今

年で創業 92 年目になりますが、コア事業である自動車部品の業界に属し、業界では決して

大きくない独立系の中堅企業です。 
 (P.7) 創業は 1923 年で、貿易商社としてスタートしました。社名の由来は、4 人の創業

メンバーが皆、福島や山形など東北地方の三つの国の出身ということで、「三國」と名前を

付けたと伝え聞いています。自転車部品と二輪車部品を輸入し、その後にポンプ、それか

らイギリス・アマル社のキャブレターのライセンス契約を受け、国策による国産化の流れ

にも乗って製造業に転身した会社です。このキャブレターというのは、燃料と空気を混合

してエンジンに供給する装置で「気化器」と呼ぶこともあります。 
 (P.--) 実は、零戦のキャブレターもミクニで生産していました。当時、世界 高の機動性

や操縦安定性を誇った零戦の規格にわれわれミクニの DNA を探ろうと、つい 近、書庫の

奥にずっと入っていた青図の図面を探して引っぱり出しました。その組み立て図から機能

を類推しながら CAD 部品図を起こし、3D モデルを復元しました。 
 現在の製品にも生かされている設計思想や採用している機構を発見でき、DNA が脈々と

受け継がれてきたことを大変うれしく思っています。加えて、操縦士の使いやすさを徹底

的に配慮した設計、命を賭して操縦する人を大事にする手抜きのない設計を感じ取ること

ができました。今後も、この思いをしっかり引き継いでいこうと、われわれの中で確認し

合っています。 
 (P.9) 車好きの方はおそらくご存じと思いますが、その後、フランス・ソレックス社の技

術提携を受け、日本で自動車用キャブレターを生産・販売。これを皮切りに現在に至って

います。 
 (P.10) 現在の事業構造はコア事業となる自動車関連品事業が売り上げの 7 割弱を占めて

います。そのうち 4 割ほどが四輪自動車、6 割が二輪車製品という構成で、二輪車製品の比

率が高いこともわれわれの特徴の一つです。 
 (P.11) ミクニの製品群は、技術動向と環境規制に対応する中で、キャブレターを皮切り

にどんどん変化してきています。製品構成や技術も変化させていますが、その中で一貫し



ているものは、コア技術と呼んでいる、バルブ要素やポンプ要素で機能させる流体制御技

術と、アクチュエーターやセンサーなどで生かしている磁気の応用技術。この二つの強み

があると思っています。 
 加えて、エンジンとのマッチング技術志向と言っていますが、いわゆる擦り合わせを行

なう技術志向です。それから、乗り心地や音といったドラビリ評価志向のようなことにも

突っ込んで開発、対応する組織能力を有することが、われわれの個性であると思っていま

す。 
 (P.12) ミクニは、二輪車を中心に車両メーカー様に追従するかたちでまずは海外展開し

ています。そういう意味でも、市場があるということでアジアを中心に拠点を設立してい

ます。ミクニグループ人員は、日本を除くと 95％がアジア人という人員構成になっていま

す。 
 (P.13) 資料は地域別の売上および営業利益率について、10 年前の 2004 年からの推移を

グラフ化したものになります。ご覧の通り、アジアで稼ぐ姿が鮮明になっています。今年

度 2014 年の予想で、アセアンやインド、中華圏を入れて 6 割強をアジアで稼いでいます。

日本に入ってくるこの地域からのロイヤリティーも含めると、相当な比率をアジアで稼い

でいるという実態となっています。 
 (P.14) 2023 年はミクニ創立 100 周年にあたります。この 100 周年を重要なマイルストー

ンとして、これに向かって現在われわれは、目指す姿、特徴ある中堅企業の姿をグループ

で共有し活動しています。独立系で、過度な制約を受けることなく顧客ベースを広げてい

く。目指す姿を実現するために開発のやり方を改めたり、取り組む技術の製品領域を絞り

込み再定義するなど、意識して存在価値や稼ぐ力を高めたいと考えています。 
 (P.15) ミクニの開発戦略について少し話をします。これはある研究機関がまとめた、2035
年までのグローバル自動車市場の推移を予測したものです。2014 年のタイミングでも、自

動車事業はグローバルにはまだまだ成長していくと予測しています。加えて、成長・伸長

するのはアジアを中心とした新興国だと予測しています。 
 このグラフは合わせてパワートレイン別の動向についても予測されています。一時期、

全ての車が EV（電気自動車）になるのではという論調があり、「EV になった時、これから

ミクニはどうするか？」といろいろなところで言われましたが、実際に自動車はアジアや

新興国を中心に広がっていくと考えられるので、いろいろなインフラの制約などを考える

と、内燃機関はまだまだ主流で続くのではないかとわれわれは予測していますし、いろい

ろな研究機関も同様な予測を出すようになってきています。 
 (P.16) 一方、2020 年は中国を含め、グローバルで燃費規制が強化される動きになってい

ます。日欧米中で、この規制に対しては、今までの延長線上の技術では対応できないだろ

うと言われており、現在、内燃機関のさらなる技術進化を目指す動きが出てきています。

われわれは、これはある意味でチャンスだと捉えています。いずれにせよ、この 2020 年対

応でまでの期間が非常に大事になってくるため、様々な技術革新がこの数年で進んでいく



と予測しています。 
 エンジンの燃費改善は、エネルギー損失をいかに少なくするかということがポイントと

なります。エネルギー損失には吸排気・冷却の際に発生する熱損失、流体を吸引・吐出す

る時に発生するポンプ損失、機械的な機械損失などがありますが、それら損失を 小化し、

効率を極限に高めることが開発戦略のテーマとなります。 
 これらのエネルギー損失全てにミクニの製品が関係しています。われわれにできること、

ミクニの強み、得意としているところが生かせるのではないかとひそかに思いながら、現

在いろいろな活動をしています。 
 (P.17) 地域戦略については、先の松島先生のご講演で「地球儀、地図を俯瞰して見よう」

という話がありましが、われわれは世界を日本とアセアン・インド、中華圏、欧米の四地

域を四極体制と呼び、地域戦略としてマネジメントする体制を取っています。それぞれの

地域の機能を高めながら、ネットワーク化をはかり、いろいろなかたちで連携し合ってい

る状態です。それぞれの地域で完結する、もしくはそれぞれの地域でいろいろな判断を即

座にできる体制を取りながら、今後も更なるネットワーク化を進めていく考えです。 
 (P.18) ものづくりをしている者としては当然の話ですが、グループ会社を含め、活動の

ベースとして強調していることが二つあります。「正しく稼ぐに固執する」「安全と品質へ

こだわる」です。特に従来の新興国において正しく稼ぐことに固執すると、実際のところ

は非常にハンディになる部分がありました。海外進出してから中国では 20 年が経過、イン

ドも合弁化から 20 年ほどが経過しています。正しく稼ぐということをしっかりやっていく

ことが日本企業への信頼になっているのだと思いますが、正しく稼ぐことを重要視するロ

ーカルのお客様が増えてきています。 
 例えば税金を完全に払っていないようなローカルの競合先と競争しますが、そのような

ところはいつの間にかいなくなっています。ですから、新興国の GDP の高まりや、彼らの

生活の高まりの中で、日本企業が真面目にしっかりやっている姿勢は、強みにしていける

のではないかと感じています。 
 それから安全と品質です。いろいろな安全問題や品質問題が世界的に報道されています

ので、リスクの大きさはご理解いただけると思います。先進国であろうが新興国であろう

が、安全と品質へのこだわりのレベルはだんだん近づいてきています。欧米の動向を意識

する中国でも、リコール要件などが確実に厳しくなっています。ユーザーの品質への感度

と品質の価値が変化してきています。従来は品質の価値がそれほど認められなかったのに、

今は品質が競争力になっているということが実際に起こっています。そのような変化を感

じながら、新興国のオペレーションに対しても、この活動のベースをしっかりやっていこ

うとミクニグループの中で常に言っています。 
■ミクニにとってのアジア市場 
 (P.20) ミクニとってのアジア市場ですが、資料はグローバルでの地域別、国別の四輪車

市場の推移を表しています。欧州は二十数カ国まとめて、横ばいが続きそれほどは伸びて



ない状況。北米はリーマンショックで大きく下がった分、以前に戻ってきたという状況で

す。今後、中国は確実に世界一の自動車市場、自動車生産拠点となり、まだ伸びていきそ

うです。また緩やかではあるがアセアンが伸びていくと思われます。インドはまだ絶対数

はそれほど大きくはないが、今後はインフラが整備されると言われ、人口背景からすると

確実に伸びていきます。アジアは、自動車産業にとってやはり非常に重要な地域であると

思っています。 
 (P.21) 二輪車市場の推移に関しても、中国は日本と同じような動きで、モータリゼーシ

ョンの進展によって二輪車の市場はだんだん飽和してきています。それでも 2000 万台を超

える生産拠点ですし、いま世界一の市場になっているインドは急激に伸びています。イン

ドネシアも毎年 800 万台近くのバイクが売れる市場です。ベトナム、タイとその周辺

ASEAN 諸国で 250 万台ぐらいありますが、そういう国々でもまだまだ販売台数は増えて

いくのではと思っています。ただ、それぞれの市場、地域によって事情や市場環境がいろ

いろ異なり、それに応じた対応をしています。 
 (P.22-23) これはアセアン、インドの二輪車市場推移です。特にインドの推移は、ここに

きて販売台数が急激に増えています。今までは少なかった、女性がスクーターに乗るよう

になってきています。当然女性は人口の半分以上いますので、更に女性が乗るようになる

ことで急拡大していくのではないでしょうか。先ほど、1930 年ごろにキャブレターという

製品で製造業に転身したとお話しましたが、このキャブレター製品は非常に優れていると

いう認識が強く、中国とインドでは現在でもそのキャブレターがバイクに使用され販売さ

れています。 
 (P.24) アセアン・インドの地域での二輪車市場の各国シェアから見た特色は、タイ、イ

ンドネシアは日系が非常に強く、日本国内でも輸入車比率は 10％ぐらいありますので、日

本国内よりも日系シェアが高く、それだけ日本の二輪車のプレゼンスが高い市場になって

います。それに比べ、インドにはホンダ様との合弁から 近別れたばかりの会社で、HERO
というしっかりしたローカルメーカーがシェア、ナンバーワンを取っています。このこと

からもわかるように、インドは有力なローカルメーカーが存在する市場になっています。 
 (P25-26) アセアン・インド地域の四輪車市場も同じように、タイ、インドネシアは日系

のシェアが 9 割以上あります。インドに関しては MARUTI・SUZUKI 様が 4 割近くシェア

を取っていますが、それでも日系メーカーのシェアは 48％で、現地ローカルメーカーもあ

り、韓国や欧米自動車メーカーも参入し、市場の中身や事業環境は異なることをご理解い

ただけるかと思います。 
 (P.27) ミクニはアセアン・インド事業においては 1991 年に進出したタイよりも早く、

1985 年インドのチェンナイに現地の合弁会社を設立しました。インド証券取引所に上場し、

委員会設置会社方式を採用するマネジメントスタイルで 20 年ほどやっていました。パート

ナーがインド人ファミリーでしたが、世代が変わって私と同い年ぐらいの娘婿がパートナ

ーとなって経営の実権を握るようになると、経営方針の違いが徐々に明らかになってきて、



いろいろな意味で一緒にやることがうまくいかなくなりました。そのため 2008 年に株式を

売却し、チェンナイから一番離れたデリーに新たに独資会社を設立し、工場を建設してい

ます。 
 けんか別れまではいかないまでも、インドのパートナーと合弁したが、別れて独資をす

る外資の会社はわりと多く、ミクニもこの株式売却に約 1 年半インドに通い詰めて、手を

替え品を替えいろいろな手を使い、 終的にある程度の損も覚悟して株式を売却し、現在、

独資で展開しています。タイでの事業展開は今からでは遅いかもしれませんが、インドで

事業展開することは今からでも遅くはないと思います。インドや海外で事業展開するとき、

現地のローカルパートナーが必要で、一緒に組むのがいいのではという意見があります。

けれども、インドには単独で出るべきということが私の意見です。 
 ただし、現在のミクニ独資の工場もそうですが、JETRO 様のあっせんでニムラナ工業団

地という日本企業専用の工業団地に入りました。40 社ぐらいの日系企業が集まっていて、

地域でもそれなりの影響力を発揮しています。それぞれの会社で毎日いろいろなことが起

きていますが、インドの現地法人の社長さんは日本人が多く、団結力がとても強いニムラ

ナ社長会というものがあり、仲良くやっています。顔を出すと、OKY と言うらしいのです

が、「お前、来て、やってみろ」と本社に向かって気勢を上げながら日本企業が元気いっぱ

いやっているところを感じられるので、インドへ行かれる際には、この工業団地を 1 回視

察されるといいと思います。 
 ミクニはタイでアセアン事業をスタートさせました。まず 1991 年にタイに二輪車製品を

生産するという位置付けで、バンコクに会社を設立し、工場を建設しました。ここからタ

イ国内やベトナム、インドネシアの市場に輸出をしておりました。 
 タイからインドネシアへは、ずっと輸出していましが、為替の環境とインドネシアの市

場が急激に広がっていく背景の中、お客様からの要請もあって2006年インドネシアに進出、

会社を設立し、工場を建設しました。インドネシアでの設立の際、りそなプルダニア銀行

様には大変お世話になっております。インドネシアへはもっと早く出ようと思っていたの

ですけれども、進出を決める直前の 1997 年にアジア通貨危機が起こり、1 回断念していま

す。そして、2006 年にあらためて出ていったのが実情です。インドもインドネシアも、わ

れわれから見れば筋のいいプロジェクトになっています。 
 (P.28-29) ミクニインドネシアは 初に 1 階建ての工場があり、市場と生産の伸びに対応

して 2 階建ての新しい工場を 2013 年竣工させています。ミクニインディアでもニムラナ工

業団地に増設する土地を持っていて、新しい工場を増設する状況になり、2014 年に竣工・

開所式をしています。話し忘れましたが、われわれは欧州に生産拠点がなく、インドから

欧州ヘ輸出をしています。例えばスズキ様（ヤマハ様）はインドからアフリカを見られて

います。われわれにはアフリカに拠点を置くような余裕はまだないのですけれども、イン

ドはアフリカに向けた拠点になり得ると感じています。 
 (P.30-31) 中国の四輪車市場の推移です。2300 万台、2500 万台と大変な数の自動車が生



産、販売されています。2 位の米国をダントツで引き離しています。乗用車だけを見ると国

策で展開している、民族系と呼ばれる、ローカルの国営企業が 4 割ほどのシェアを握って

います。欧州、米系、日本は同じようなシェアになっています。自動車車体メーカーの場

合、外資は合弁でしか進出できないことになっていて、全てが合弁で進出しているという

状況です。このような市場環境の中で、日系のお客様はもちろんですが、われわれは民族

系の仕事を増やす戦略を立て、中国で事業展開しています。 
 (P.--) ローカルのコピー部品メーカーに比べれば、価格はわれわれのほうが高いと思いま

すが、なぜわれわれが民族系の車体メーカーに入っていけるのか。先ほどミクニの個性を

少しお話しましたが、お客様のところへ直接入って、いろいろな擦り合わせをしていく。

われわれはそれを技術サービスと言っていますが、その技術サービスに価値を感じてもら

っていると実感しています。 
 中国ではその技術サービスが価値になるので、技術サービスの機能を高めていけば、ま

だまだ仕事は取っていけると考えています。上海に R&D の拠点を持っているので、今年も

開発機能の充実を図るべく投資しようと考えています。 
 (P.32) 中国の二輪車は急激に縮小しています。ただし排ガス規制強化の動きがあり、こ

れまで全部キャブレターでやっていた車両が一気に FI 化されていくことが予測されていま

す。この排ガス規制は国が起草します。その草案を作る委員会のメンバーとしてミクニも

入り込み、世界の排ガス規制の状況、国家方針である環境に対する取り組みにおいて FI 化
は重要だと説きながら、草案の中に落とし込まれる車両メーカーさんと一緒にやっていま

す。そうなると、日本企業に限らず、技術のあるところで活躍できる場がさらに増えてく

ると思っています。 
 (P.--) 日本も昔はそうでしたが、中国には非常にたくさんの二輪車メーカーがあるので、

リスクも含め戦略上、上位 10～20 社に限定して取引をしようと取り組んでいます。上位は

品質に対する価値を認めてくれ、金払いがしっかりしています。昔は、金払いがしっかり

していても取り立てないと取れないケースがたくさんありました。あとは技術サービスの

価値をしっかり認めてくれるという部分を、上位のメーカー様は持っています。これも、

いろいろと仕事を進める中で実感してきた部分です。ですから、基本的には上位のところ

と仕事をしようと取り組んでいます。 
 (P.33) 中国での展開では、われわれ部品メーカーも 初は合弁でないと進出できません

でした。ですから、 初は国営企業との合弁だったのですけれども、部品製作のみを行な

う会社の場合は独資でできるという法改正により、部品製作を行なう会社を一社、独資で

展開しています。この 20 年間、本当にたくさんの勉強料を払ってきました。お金が取れな

いこともありましたし、コピー品との競争で収益がなかなか上がらないということもあり、

一時期、撤退も検討したこともありました。 
 ただ、国営企業改革が進む中、われわれに株を買い取らないかという話が来て、これを

転機にそれぞれの会社を日方独資化していきました。生活機器事業は民間との合弁であり



ましたが、ここも独資化し、これらを束ねて管理する中華圏連合経営をこのあたりから意

識し、これらを管理する中国企業管理公司を設立しました。ここに R&D 機能と営業機能を

集約して投下する体制を組むことにより、ようやく今年、全拠点で累損を解消しました。 
 この話をしたのは、このようなモデルや展開のやり方は、この後インドで通用するので

はないかと思うからです。インドもローカルのお客様が多く、R&D、技術サービスの機能

は今後価値になっていくだろうと、いろいろなお客様と接点する中で感じております。 
 それから、インドもあれほどの土地にあれほどの人口がいるので、おそらく 1 拠点だけ

では済まないだろうと思っています。南のチェンナイはアメリカでいうデトロイトになっ

ています。そういうところに工場を作って事業を行わないと、お客様のニーズに応えてい

けないのではないかと思っています。そのような中でこの中国モデルを頭に入れながら、

インドで展開していこうかと考えています。 
■リスクへの対応 
 (P.35) リスクへの対応についてです。アセアン展開において直面したリスクにどう取り

組み、どう対応をしたかの事例を少し説明します。 
 (P.36-40) ご多分に漏れず、タイの洪水でわれわれも被災しました。ただ、気付いたこと

がたくさんあります。まず、お客様を含めて取引先の絶大な支援をいただくことができ、

そのような方々にあらためて感謝しています。タイ人スタッフの会社に対するロイヤリテ

ィーは、思っていた以上に高いことがわかりました。彼らの家も浸水したのですが、それ

でも会社に出てきて復旧の準備をする社員が何人もいました。これは本当に一番の良い意

味での発見でした。 
 それからタイ人スタッフを含めて、設備の保全能力が格段に高まりました。浸水した設

備から水が引いたのち、一斉に全て修理を開始しました。いろいろと指導していただいた

のですけれども、マシニングセンタもダイカストマシンも自分たちで分解して、自分たち

で組み直し、制御盤も乾燥してもう 1 回動かしました。駄目になった部品を交換し、再び

稼動させる。そのようなことができることが分かりました。水没したときの復旧マニュア

ルが当社にはあります。おそらく今後は使わないと思いますが、設備を水没させた場合の

対応が必要、ということがあればご一報ください。 
 同時に、タイからインドネシアや南米に供給した製品もあり、日本、中国、インドネシ

アで代替生産をできるように生産移管をしました。自然なかたちでグループの連携ができ、

機能しました。被災したけれども、新しい発見も多くあり、良い意味で進化できたと思っ

ています。 
 被災した企業の選択肢は三つありました。一つはタイから撤退する。一つは水害を受け

ないところへ移設する。もう一つは、われわれが選択した、そこで復旧して再稼働するこ

とです。その大きな理由は、先ほど言った非常に高いロイヤリティーを持った社員がこの

地域にいたことです。 
 バンコクの北のアユタヤという海抜 2m 位の工業団地でオペレーションをしていました。。



この一体は内地に何百 km 入っても海抜はほとんど変わらない地形で、一度浸水するとなか

なか水が引きません。浸水状態が続いてやきもきしたのですけれども、できることは何か

といろいろやりました。潜って金型を取り上げたり、日本にあるマシニングセンタをわざ

と池に沈めて直るかどうか実験したり、そのようなこともしながら一斉に復旧作業に入り、

おかげさまで 12 月 19 日に再稼働できました。 
 この経験により、彼らの保全能力が高まったということで、タイで拠点完結するのでは

なく、タイはそれぞれの地域をサポートできるだろう思いもあり、現在タイをアセアンの

PE センターという位置付けにしています（PE センター：Production Engineering Center
の略）。 リスク対策として、タイ政府は次に洪水が起こっても浸水をしないような堤防を

工業団地の周りに造ってくれました。けれども、われわれはそれだけでは信用できず、こ

の地でもう復旧、再稼働すると決めたこともあり、独自に遮水壁を造りました。100 年ぐら

いの降水量などを全部調べて、遮水壁の高さ 3.3m（海抜 5.7m）を決めました。工場が留

置場のようになるのではと少々心配したのですけれども、思っていたよりもいい感じにな

り、逆にこの遮水壁自体、ミクニがこの地で操業を続ける決意の表れと捉えられ、その良

いアピールになったようです。タイの生産規模は 3 分の 2 の規模になりましたが、アセア

ンの核として新たな成長を目指しています。 
 キャブレター製品は、中国やアセアン、インドといったところではまだ使われていると

お話しました。けれども、今アセアンでは FI 化が一気に進んでいます。このため、中国や

アセアンに持っていった日本の余った設備を今度はインドへ持っていくという、設備の使

い回しをしています。アセアン・インドの展開については、なぜこういう順番で展開して

いったのかという、一つの理由になっています。 
 (P.41) 労務問題も、現地のオペレーションでは非常に悩ましいところです。これはイン

ドネシアの例ですが、インドネシアだけでなく、海外進出しようとする場合に不安になる

ところだと思います。この対応はその時々いろいろで、われわれに特別なノウハウがある

わけではありません。その都度、ローカルスタッフなどと相談しながら対応しているのが

実情です。地域で選挙が行われると、候補者が票欲しさに賃上げを公約します。それによ

って賃金がガーンと上げようとする動きが起こり、工場の周辺に集まって賃上げデモを行

うのです。 一番重要な対策は、過激なグループを社内に入れないということです。それ

を採用のときにしっかりやることになるかと思います。こういうデモが起こったときに敷

地内に入れないことが、現地の危機管理として非常に重要だと言われています。実はわれ

われの工場の前にも、バイクがいっぱい集まったことがありました。そのときに取った対

応は、従業員がわざとこの仲間のふりをして入り口のところで騒ぐかたちにした。「おお、

ここでも同じようにちゃんと活動しているな」と思わせておき、彼らが行ってしまうまで

待つという対策を取った。このようなことが機能したそうです。 
 もう一つは、宗教的に尊敬されている人を取りまとめ役にすることです。現地に行って

初めて学べたのですが、これは大事なことだと思っています。騒ぎが起こったとき、これ



だけの大量のバイクが集まります。現地の責任者は、騒ぎがこれ以上拡大しないかハラハ

ラしながらも、われわれの市場が非常に魅力的であることを再認識したと言っています。 
 (P.42) 為替リスクについては、アジア各国での現地通貨での取引など、いろいろな取引

で、為替による業績への影響がかなりありました。円安になっても、一部ではインドネシ

アルピアが安くなって相殺されているという実態もあります。このような為替の影響をで

きるだけ受けないようにするため、ものづくり業として現調化、現地化、もしくは現地の

内製化を進めています。りそな銀行様には良いコストで為替予約をしていただければ非常

にありがたいと思います。 
 (P.43) 税務関係、国際税務のリスクについては、見解の相違のレベルではない、われわ

れからすると少し因縁めいたことを言ってくるケースがあります。ただ、ここで学んだの

は、例えばインドネシアなどでもそれに対してしっかり異議申立をしなければいけないと

いうことです。場合によっては税務裁判もやらなければいけない。これはルーチンワーク

のようになっています。裁判は、日本では躊躇（ちゅうちょ）してしまいます。それぞれ

の国の事情によってはこのようなこともやらない損と言うか、「言わない損」のようなこと

になると学んでいます。 
 もう一つ、これからの課題として移転価格税制があり、これはなかなか難しい問題です。

日本側で言われるかもしれないし、現地側で言われるかもしれない、どちらでやっても言

われるかもしれません。これが問題にならないように、政府には二重課税の協定をしっか

り結んでいただきたい。われわれとしては移転価格ポリシーをしっかりつくり、商流で子

会社を通さないようにする、税務コンサルタントを現地で起用するなど対策を講じていま

す。 
■アジアと共に 
 (P.45) 先ほど地域を俯瞰して見るという話がありました。ミクニは今後、それぞれの

R&D 拠点をますます連携させようと考えています。アセアンの場合は、お客様である日系

メーカーの市場シェアが高いということで、日本でアセアン市場への対応ができます。新

しいエンジン開発を全て日本側で開発しているケースが多く、日本側でいろいろな仕事を

してアセアンでそれを展開しています。 
 ただ中国・インドではローカルなお客様に対応してそこで取引を増やしていく戦略を取

っていますので、やはり現地での技術サービスを充実させなければいけない。中国でのわ

れわれの R&D は 50～60 人の中国人エンジニアを確保し、そこそこの規模だと思うのです

が、更に設備投資も行い、技術サービスの機能を高めようとしています。 
 インド R&D は、今はまだ現調化、するための評価等をしている程度で、技術サービスが

行える体制をこれから整えていかなければなりません。インドにも設備投資が必要で、全

て日本で開発するのではなく、いろいろな開発設備の共用を考えています。日本技術陣だ

けでなく、海外技術陣の総力を上げていきたいと思っています。 
 生産技術者については、先ほどの PE センターはアセアンでの保全機能が格段に高まった



ということで、タイ人スタッフをインドネシアやインドの支援に行かせたりしています。

これは思いのほか機能し、わざわざ日本から行かなくても対応できるようになってきてい

ます。中国国内では上海に PE センターを置き、上海からいろいろな拠点を支援しています。

当面はスキルレベルの一番高いところを中心に PE センター展開を充実させようと考えて

います。 
 グローバルネットワーク化においては宗教や言葉の問題で躊躇した部分があります。タ

イ人生産技術者がインドネシアへ行く場合、インドネシアの社員と簡単な日本語でコミュ

ニケーションを取っています。通訳を介することもありますが、アジア・中国の研修生は

皆、日本に 1 年もいたら日本語がかなりうまくなります。欧米と商売するのであれば英語

を共通語にするべきかもしれませんが、そういう部分に甘えてしまっていること部分はあ

りますが、うまく言葉の障害を乗り越えている実態があります。 
 (P.47) 今これから取り組もうとしているのは、マネジメントの一部、責任と機能をロー

カルマネジメント人材へ委譲することです。今までは全拠点で日本人駐在員がトップでマ

ネジメントをしてきましたが、20 年やってきて、ようやくローカルマネジメント人材登用

を進めていこうとしています。これば始めてまだ数年なので、もう少し時間がかかると思

っていますが、われわれの考え方をしっかり理解したローカルスタッフには、積極的にマ

ネジメント登用していこうと考えています。 
 (P.48) 今後、ミクニがアジア地域でさらに成長する上でどのような新拠点に進出するか

はこれから考えます。もしかすると、先ほどの講演であったミャンマーかもしれませんし、

インド南部のほうかもしれません。次はどこにするかの検討は、これから検討着手しよう

と思っています。 
 (P.49) 後に、巨大な人口を背景とするアジアは非常に成長市場であることは、もう皆

さんはお分かりになり、ご理解いただいていることです。中国 13 億人、インド 12 億人、

アセアン 6 億人と、全人口の 40～45％がこの地域にいることを考えると、ここで事業展開

しない理由はありません。それから技術サービスが価値になっていると先ほどお話しまし

た。これはわれわれの業界、事業の特性かもしれないですけれども、日本は技術立国であ

るべきだとよく言われており、品質面や技術的サービスが価値になっています。10 年前よ

りも 5 年前、5 年前よりも現在というように、この価値はどんどん高まっていると実際に感

じ取っています。 
 それから環境規制を含めた、環境への取り組みは世界的な流れであり、環境規制が強化

されることはチャンスだと思っています。特に2020年対応は日米欧中が対象と言いました。

世界がどんどん狭くなっていく中で、新しい技術がアジアですぐに展開し、そのタームは

どんどん短くなっていることも実態として踏まえなければいけないと思っています。 
 それとアジアにおける欧米メーカーのプレゼンスの高まりです。自動車市場の推移を見

ると分かる通り、自動車の分野で、やはり欧州は技術先進国になります。米もそうですけ

れども、この欧米市場が伸びないということで、先ほどの講演の中でもありましたが、中



国を含めたアジアに注目し、経営資源を投入する、事業を成長させようとする動きが確実

に増えています。 このような中で、われわれはどのように取り組んでいくのか。中国は

欧州技術に弱く、そちらを向いていると言ったほうがいいでしょう。欧州で採用された技

術、市場に出てきた技術をわれわれが行って話をすると、すぐに欲しい、ミクニはその技

術を持っているのか？とくるわけです。欧州側が有利ではありますが、部品メーカーとし

て欧州の仕事を増やすことイコール中国での仕事が増えると捉え、いま欧州メーカーにア

プローチしています。この点はミクニの弱点でなかなか思うようにできていない部分です。 
 また、ミクニは特定の技術・製品を持ったドイツの同業他社とアジアで事業展開する合

弁会社をつくりました。これも欧州のやり方をその中で学びながら盗んでやろうという感

覚です。欧州の部品メーカーは、自分たちがアジアで展開することを、われわれが欧州で

展開するのと同じように難しいと考えています。日本のわれわれのようなところが先にア

ジアで展開していたので、ミクニと一緒に何かをしたらうまくいくのではと、ある意味過

大評価としている部分があります。このようなことを逆にうまく利用するのも手と思って

います。 
 とりとめもないお話でしたが、以上で私の話を終わらせていただきます。本日はどうも

ありがとうございました。 
（拍手） 
 
◆質疑応答 
 司会 ありがとうございました。ここで生田様へのご質問をお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。お願いいたします。 
 質問 アジアの工場展開と言うか、洪水の対応等も含めて非常に参考になるお話をあり

がとうございました。インドなど、これからもどこかに拠点を出す方向かと思いますが、

海外に工場を出した中でのこれまでの失敗談のようなものがあれば、一つ二つ教えていた

だければと思います。よろしくお願します。 
 生田 いっぱいあり過ぎます。嫌なことはすぐに忘れます。今から考えれば、中国の工

場を設立するときに土地をかなり高く買っています。もちろん土地の値段がどんどん上が

ったので、今はそれ以上の値段になっていますけれども、今から踏まえるといいようにや

られました。それから、民間人と国営のパートナーとでは性質が全く違うのですけれども、

政策あれば対策ありの国であり、いろいろなかたちで外部に情報が流出するケースはごま

んと経験しています。それを見つけたらどのように対応するかも、また違います。 
 採用するときの慎重さについては、中国に限らずいくつか経験しています。採用した途

端に重い病気にかかったとして補償させられたなど。過激な思想を持っている人を入れな

いという、先ほどもお話しましたが、採用する時の水際阻止作戦も、人を見る目は難しい

と思いますが、ローカルスタッフの人たちとうまくタッグを組んでやらなければいけませ

ん。このように失敗の多くは人にまつわる失敗も数多くあります。 



 それから、中国では政策がどんどん変わります。政策が変わったときに乗じてできるこ

とをする。このようなことが大事になってきます。日本から見ていると、どんどん対応が

遅れていったことがありました。そのような意味で、中国に管理公司をつくって日本から

役員を送り、権限を委譲し、現地でいろいろな判断をして改善された部分があります。 
 司会 ありがとうございました。では、もうお一人いかがでしょうか。 
 質問 貴重なお話をありがとうございました。実際に御社が海外に拠点を設ける際、ど

のような機関を利用されたのか、どのようなことが役に立ったかなどを教えていただけれ

ばと思います。 
 生田 新しく出ていく場合、先ほどのインドの場合では JETRO 様に大変お世話になりま

した。大使館にも必ず行くようにしています。いまこのような機関の敷居は決して高くな

いと思っているので、そのようなところで情報をいろいろ交換することは必要ではないで

しょうか。 
 インドネシアの場合は日系の商社様が開発した工業団地に入っていきました。日系の商

社様にいろいろ案内してもらい、 終的に場所を決めました。タイでも日系企業が本当に

たくさん出ていますので、気楽に相談できる仕組みができているのではないかと思います。 
 また、海外展開するにあたり、自動車業界としてお客様にずいぶんといろいろな相談を

させていただきました。インドの合弁を解消するときも新しい会社を設立するときも、わ

れわれのお客様からいろいろな人を紹介していただいたり、アドバイスをいただいたり、

そこが一番大きかったかと思っています。あまり参考にはならないかもしれないですけれ

ども、このようなところでよろしいでしょうか。 
 司会 ありがとうございました。お時間もまいりましたので、もしもまたご質問が出て

きましたら財団を通じてご連絡を賜りますようお願い申し上げます。では、いま一度、盛

大な拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。生田様でいらっしゃいました。 
 


