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アジアのラストフロンティア――2011年の民政移管以降、海外からの投資が進むミャンマーを形容する言葉である。
2014年にミャンマーは加盟するASEANで初の議長国を務めることとなり、国際社会から注目を集める存在となった。
時あたかも日本・ミャンマー外交関係樹立60周年の年である。
歴史を紐解くと、日本とミャンマーとの間には永い友好の軌跡があり、クボタとも深い交流があった。
そして今、経済成長への扉を大きく開けたミャンマーと、
それを人々の生活に密着した現場で支えるクボタの交流「第二章」が始まった。

食料・水・環境の未来を拓く。

ミャンマー

GLOBAL INDEX 2015

FEATURE“Republic of the Union of Myanmar”→ see p.02-13
People & Business Topics → see p.14-15
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Combine Harvester and Rice Transplanter Sales Dept.  Ai Kotani

Contents
▲ 旧首都ヤンゴン。イギリス時代に整備されたダウンタウンを望む。
　 遠くに見えるのはスーレー・パゴダ（「聖髪の仏塔」の意味で、仏陀の遺髪があるとされる）

クボタが開く新たな扉
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クボタとミャンマーの
深い交流

クボタとミャンマーの関係も深い。
戦後賠償が始まる前年の 1953
年、クボタはミャンマーへ農業機

械（耕うん機）の輸出を開始した。その翌
年に、戦後賠償の交渉で日本を訪れた当
時のビルマ賠償使節団がクボタの堺工場を
訪問することになる。これは、当時のビル
マ政府が戦後賠償で同国の工業化を計画
しており、耕うん機を現地生産プロジェクト
に指定したからであった。これにより、前述
した工業化プロジェクトへと進展する。
　ミャンマーとの関係を構築したクボタは、

1955 年にはミャンマーに向けてポンプを
初輸出する。ポンプでも高い評価を得て、
1957 年、灌漑用エンジンポンプセットが賠

償品目の指定を受けることとなる。翌 1958
年、ポンプの技術員を現地に派遣し、アフ
ターサービスを開始。ここからクボタのポン
プは、ミャンマーで大量の実績を積み上げ
ていく。1960 年にはビルマ農業開発公社
からジュート畑灌漑ポンプ用エンジンセット
580 台を、翌 1961 年には灌漑用ポンプセッ
ト1,000 台の契約を受注する。当時、ク
ボタのポンプはミャンマー国内の全数量の
90％を占めるに至った。
　ビルマ政府の工業化プロジェクトの一つ
として、クボタは 1962 年にビルマ政府と農
業機械の製造に関する技術提携契約を締

結し、エンジン・ポンプなどの生産工場の
建設に携わった。これがシンデ製造所であ
り、多数の技術者の派遣、研修生の受け
入れによって技術指導を行い、ミャンマー
の農業の発展に大きく貢献した。さらに
1978 年には同製造所内の鋳物工場建設を
受注し、部品鋳造から、機械加工、組立
までクボタが一貫指導した。
　その後、1987 年には約 10,000ha を灌漑
するポンプ設備を納入、1997 年には鋳物
工場のリハビリのための資材の供与と技術
指導を無償で実施した。2013 年には ODA
にてトラクタ 25 台を、2014 年にも同 93 台
を納入している。戦後賠償から始まったク
ボタとミャンマーの深い交流は、今日まで連
綿と繋がっている。

動き始めたラストフロンティア

食料・水・環境の未来を拓く。

ミャンマー連邦共和国

シュエダゴン・パゴダには、毎日多くの人々
が参拝に訪れる

ビルマ向けエンジンポンプセット（於：武庫
川工場、1961年）

建設と技術指導を行ったビルマ重工業公
社シンデ製造所（1969年ごろ）

シンデ鋳物工場（2012年ごろ）

Data

ミャンマーの天然の化粧品「タナカ」の木。す
りつぶして顔に塗ると日焼け止めと肌を冷
却する効果があるという

支援し続けた日本

ミャンマー（旧ビルマ）の歴史は、
波瀾万丈だ。16 世紀にはタイのア
ユタヤまで勢力を伸ばす王国だっ

たが、19 世紀にイギリスとの戦争に敗れイギ
リス領インドに編入された。しかし、太平洋
戦争時に日本軍と連携を図り、1948 年イギ
リスから独立を果たす。その後、長きにわた
る社会主義政権の鎖国状態により、経済発

展が大幅に遅れた。だが、2011 年に現在の
テイン・セイン大統領が選出され民政移管
が実現し、外資の導入を積極的に開始する。
これが、“アジアのラストフロンティア”といわ
れるようになった所以だ。
　加えて、ミャンマーの生産年齢人口（15
～ 64 歳）は約 70％弱に達し、20 歳以下
は約 1/3という理想的な人口ピラミッドを構
成している。また、学校に行けない子どもに
もお坊さんが読み書きを教える僧院制度があ

り、識字率は 90％を超える。さらに、
敬虔な仏教国であり、治安が良く、
精神的な豊かさを重視する国民性
は大きな可能性を秘める。
　日本との関係は、1954 年の戦後
賠償から修復される。日本が戦後
賠償を行った最初の国がミャンマー
だ。2 億ドルの賠償と10 年間で 
5,000 万ドルの経済協力を行った。
この資金で水力発電所を整備し、
クボタ、マツダ、日野自動車、松下
電器が参加する工業化プロジェクト
を開始。その後も日本は、1968 年
に円借款の第一号を、1975 年無
償資金協力の第一号をそれぞれ供
与し、支援を継続的に行ってきた。
一時、軍事クーデターなどがあり新
規円借款を見合わせたが、緊急・
人道案件などで支援を続けた。そし
て、2011 年の民政移管を受け、本
格的に支援を再開することとなる。
　当時のミャンマーの対外債務は約
110 億ドル。そのうち日本は，日本円で約 5,000
億円と最大の債権国だった。2012 年、対ミャ
ンマー円借款の延滞債務の解消の道筋が表
明され、2013 年に延滞債務の解消措置を実

施した。これにより、ミャンマー経済は復興へ
と向かうこととなる。現在も日本からの有償・無
償資金協力、技術協力が続いている。

首都：ネーピードー　
面積：68 万平方キロメートル（日本の約 1.8 倍）
人口：5,141 万人（2014 年 9月：ミャンマー入国管理・人口省暫定発表）
言語：ミャンマー語
宗教：仏教（90％）、キリスト教、回教等
主要産業：農業
名目GDP：約 553 億ドル（2012/13 年度、IMF 推計）
一人当たりGDP：868ドル（2012/13 年度、IMF 推計）
経済成長率：6.4％（2012/13 年度、IMF 推計）
主な輸出先：タイ、中国、インド、日本、シンガポール、韓国（ミャンマー中央統計局（2012/13 年度））
主要輸出品目：天然ガス、豆類、宝石（ひすい）、チーク・木材
主な輸入元：中国、シンガポール、日本、タイ、マレーシア、韓国（ミャンマー中央統計局（2012/13 年度））
主要輸入品目：石油、機械部品、パームオイル、織物、金属・工業製品
日本の援助実績（2012 年度：有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース，技術協力はJICA 経費実績ベース）
・有償資金協力　1,989 億円
・無償資金協力　277.30 億円
・技術協力　37.99 億円
（以上、外務省HPより）

ヤンゴン市内のランドマーク的存在のサク
ラタワーから、市内を望む

夕闇に浮かぶシュエダゴン・パゴダ（「黄金
のヤンゴンの仏塔」という意味）
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ときも、ほぼ無償で送ってくれていました。
さらに、日本がサンフランシスコ講和条約
で国際社会に復帰するときにも、一番に支
援をくださるなど、日本の戦後賠償受け入
れの第一号となってくれました」
　この国の人たちの恩義を忘れてはなら
ない。
　「1988 年以降、軍政が敷かれ各国が経
済制裁を実行し撤退しましたが、JICA は
留まり、保健や教育、人材育成など、人道
支援を続けました。そして 2011 年のテイン・
セイン政権での民政化にあたり、フルサポー
トしようとなったわけです」
　ティラワの開発は、先進国並みのインフ
ラ水準をつくり上げ、そこに海外資本を投
資、雇用をつくり全土に展開していくものだ
という。ミャンマーでは 3 つの SEZ 計画が
あるが、ヤンゴンに近い大動脈であるティ
ラワは、ミャンマー政府からの要請もあり、
日本政府主導のプロジェクトとなった。
　「ティラワは先進の都市です。環境に関
してもスマートシティであることが理想です。
未来のあるべき姿を見せることで、ミャン
マー全土に波及させていきたい」
　田中氏の熱い言葉はいつまでも耳に
残った。

ティラワ工業団地に
かける想い

ティ ラ ワ SEZ は、 開 発 面 積
2,400ha。すでに先行開発区域

（ゾーンA：約 400ha）の第一期
工事に着工、2015 年の完工を目指す。ここ
に大規模な工業団地ができる。第一期の用
地造成工事は五洋建設が受注し、サブコン
トラクタとしてクボタが採用された。クボタ
は、取水・給水設備、浄水場、下水処理
設備の建設工事を担う。取水・給水にはダ
クタイル鉄管、浄水場・下水処理設備には
ランニングコストの低いクボタ独自の方式が
採り入れられた。

　開発を進める MJTD 社長の梁井崇史
氏を訪ねた。梁井氏は海外で数々の工業
団地を立ち上げ、成功させてきたプロフェッ
ショナルだ。MJTD に出資する住友商事
からの出向である。今までのミャンマーの
工業団地とティラワの大きな違いは何なの
だろうか。
　「これまでのミャンマーの工業団地は、電
気も水道もなく土地だけというのがほとんど
でした。しかし、ティラワにはすべてが整備
されています。日本でイメージする工業団地

そのものです」
　2015 年 1 月 22 日現在、34 の企業が進
出を決めているという。日本のほか、ミャン
マー、アメリカ、タイ、スウェーデン、オー
ストラリアなど、9 カ国とグローバルな構成
となっている。業種は、縫製、電子機器、
製薬、飲料など多岐にわたる。変わったと
ころでは車いすをつくる会社や、国内の建
築ブームに乗って建材メーカーも参加してい
る。2015 年の夏には 3 社が操業を開始す
る予定だ。ミャンマーに進出する企業の特
徴を梁井氏に聞いてみた。
　「ミャンマーに進出する企業には 2 種類あ
ります。生産拠点として、あるいはマーケッ
トとして捉える企業。生産拠点としては脆弱
だったので、今までは縫製が中心でしたが、
今回のティラワ工業団地では画期的にイン
フラ整備をしたことで、どの業種にも対応で
きるようになりました。一方、マーケットとし
ては、ルールが未整備なことも多いですが、
マーケットを開拓しようという意思さえあれ
ば、今ならこの国のスタンダードになる可能
性があります。チャンスと捉える企業には格
好の場所です」と笑った。
　そんな梁井氏も、初めは、プロジェクト

を無事に進めることができるかどうか自信が
なかったという。勝算が全く見えなかったか
らだ。しかし、ミャンマー政府関係者と何
度か会ううち、「これはいける」と確信した
という。
　「プロジェクトの成否は、責任者の真剣さ
次第です。それがあれば絶対成功します」
　これまで幾多の工業団地プロジェクトを
経験してきた梁井氏だからこそ、感じ取れる
成功の鍵がある。
　ティラワ SEZ プロジェクトは、日本政府
とミャンマー政府が関わる将来を占うビッグ
プロジェクトだ。ミャンマーでは雨期の影
響もあり、工期が遅れることは当然と思わ
れている。スムーズに工期を進めることは、
日本企業が持つ力をミャンマー、そして世
界の国に示すことにもなる。
　「工業団地がオープンしたら、クボタさん
の水処理設備を見学できる展示場にしたい
と思っています。ここで日本企業の力を披
露することができるのです。だから我々は絶
対に成功させなくてはならない」
　梁井氏は力を込めて語った。すべてはミャ
ンマーと日本のために。日本企業一丸となっ
て、TEAM JAPAN は工事を急ぐ。

新都市構想の中の
工業化モデル

ミャンマーへの日本の援助はJICA
を通じて行われている。援助規
模は大きく、「国民の生活向上の

ための支援」「経済・社会を支える人材の
能力向上や制度の整備のための支援」「持
続的経済成長のために必要なインフラや制
度の整備等の支援」に区分される。「持続
的経済成長の支援」の筆頭として始まった
のが、「ティラワ SEZ」である。SEZ とは、
Special Economic Zone の略で、経済特

別区のことをいう。開発主体は、ミャンマー・
日本共同事業体（ミャンマー・ジャパン・ティ
ラワ・デベロップメント（以下、MJTD））。

MJTD は、ミャンマー側（政府、民間）が
51％、日本側（三菱商事、丸紅、住友商事）
が 49％出資し、2013 年に設立。JICA が
2014 年 4 月に出資を決定した。本プロジェ
クトの意義をJICAミャンマー事務所長の
田中雅彦氏に伺った。
　「ティラワ SEZ は、新しい都市開発構想
です。工業団地のみならず、住宅から、大学、
研究機関などまでが計画されています」
　JICA のティラワにおける役割は、３つあ
る。まず、JICAの円借款を活用しての、電気、
水道、港湾、道路などのインフラの整備。
次に、MJTD への出資によって、開発主体
のいちステークホルダーとしてプロジェクト

を推進すること。これは日本政府の意思の
表れである。最後が、「ティラワ SEZ マネジ
メント・コミッティ」というミャンマー政府
側の実施機関に対して、制定した SEZ 法
をどのように運用していくかの指導である。
田中氏は「ソフトもハードも、ここまで関与
したプロジェクトはJICAでも例がない」と
続ける。
　ミャンマーにかけるそこまでの想いとは何
なのだろう。
　「日本とミャンマーの歴史は古いです。
2014 年は外交関係樹立 60 周年ですが、戦
前は日本にミャンマーからお米を送っても
らっていたこともあります。戦後の食糧難の

食料・水・環境の未来を拓く。

広大なティラワSEZゾーンＡ。草木が茂る原
野の面影はない

ミャンマーの成長モデル
“ティラワ経済特別区”

・ヤンゴン中心市街地から約 23km 南東の位置にあるティラワ経済特別区に、工業団地・商業施設などを開発するプロジェクト。
・開発面積：約 2,400ha（品川区面積と同等）
  先行開発エリア（ゾーン A 約 400ha を優先的に開発）
・開発者：ミャンマー・日本共同事業体（ミャンマー・ジャパン・ティラワ・デベロップメント（MJTD））
  MJTD は、ミャンマー側（政府、民間）が 51％、日本側（三菱商事、丸紅、住友商事）が 49％出資し、2013 年に設立。
  JICA が 2014 年 4 月に出資を決定。2014 年 5 月に投資家へ SEZ 用地の販売開始。
  （以上、JICA 資料より）

ティラワ経済特別区（SEZ：Special Economic Zone）概要

ティラワSEZ全体像イメージ

JICAミャンマー事務所長

田中雅彦 氏
MJTD社長

梁井崇史 氏
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ティラワSEZ

ティラワSEZゾーンAの看板。サブコントラク
タとしてクボタの社名も入る

ヤンゴン

ヤンゴン本港

約400ha
先行開発エリアティラワSEZ
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周辺には原野が広がり、放牧された牛が草
木の間から顔をのぞかす



パイオニアとしての奮闘

次に、造成工事を請け負う五洋建設
ミャンマー事務所長の平井丈彦氏
に話を伺った。ティラワSEZ の先

行開発地域（ゾーンA ：約 400ha）の一期
工事約 210ha の開発を迅速に進める。
　一番苦労したのが雨期だったという。5 月か
ら10 月ごろまで大量の雨が降るこの地区の土
地は粘土質で、水を含むと手に負えなくなる。
乾期の間に何としても大規模な土工事を終わ
らせなくてはならなかったと平井氏は語る。
　「かなりの数の重機類を入れて敢行しま
した」
　その努力が実り、5 月の上旬には土工事を
完了した。半年前に視察に来た方たちは「そこ
ら中が野原で、牛が歩いていたのに」と一様
に驚いたという。一変した景色を見て、土地の
購入を決めた企業もあったと当時を振り返る。

　そして雨期に入ると、生命線である工事用
道路に大量の砂利を搬入して、整備しながら
工事を進めた。
　「雨の合間をぬっての仕事だったので、生
産性が落ちないように施工作業員に加え、雨
により溜まった水を除く作業員や仮設道路の
維持補修要員も動員して工事を進めました」
　その数、実に800 人もの作業員が投入され
た日もあった。
　工業団地は平均標高 6.5 ｍの高台が選定
されている。これは、2008 年 5 月にヤンゴンを
襲い多くの犠牲者を出したサイクロン“ナルギ
ス”の災害データを基に設計されている。
　「当時は、この地区も5.5 ｍまで冠水しまし
た。それに対処するため6.5 ｍの高台を選定し
ました。さらに最終的には、先行開発エリアの
外周を７ｍの堤防で囲みます。これでナルギス

級のサイクロンが来ても工場が浸水することはあ
りません」
　ここでクボタは、取水・給水設備、浄水場
設備、下水処理設備を担当し、ダクタイル鉄
管、ポンプ、バルブ、膜などの製品を使用する。
約 3.5km 離れたところにあるザマニ貯水池か
ら、ダクタイル鉄管を道路沿いに敷設して工
場内の浄水場に引水し、各工場に配水する。
下水処理は、各工場から出る汚水を下水処
理場に集め、浄化して調整池に排水する。今、
まさに給水設備や下水処理設備の設置工事
が進められていた。
　平井氏に、なぜクボタを選定したのかを聞
いてみた。
　「こちらの要求を聞きながら、スペックを提案
してくれたからです。本気でこのプロジェクトを
手掛けようという意気込みを感じました」

　五洋建設は、過去数々の海外プロジェクト
を手掛けてきた。しかし、大手の後塵を拝し、
苦い思いをしたこともあったという。
　「当社にとっては、ミャンマーが民政化してか
ら初の工事だったのです。ですから、是が非
でも受注したかった。今は、先行して入り込む
ということの重要性を感じています」
　しかし、実際工事に入ってみると、必要な
原材料や技術が思った以上に不足していた。
工事に必要なさまざまな資機材が十分でなく、
海外から輸入しなくてはならない状況だった。
　「それでも、このプロジェクトは国の後押しが
違うと実感しています」と意気込む。
　現在、一期工事を進める一方で、新たに
進出してくる工場の建設案件も発生し始め
ている。
　「ティラワ工業団地の評判は非常に良く、工
場建設を望む企業が増えています。建築、設
備、設計の職員をそろえて、案件に対応する
計画を進めているところです」と嬉しい悲鳴を
上げる。
　最後に、ミャンマーで工事を進めるうえで、
重視している点を訊ねてみた。
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　「徹底しているのは、安全管理です。ヘルメッ
トの着用はもちろん、安全、品質に厳格な日
本のスタンダードな習慣を根付かせていかなけ
ればならないと思っています」
　ミャンマーが日本に求めていることは、労働
環境づくりでもある。このことを物語るように、至
る所に安全標語が掲示されていた。

水・環境技術活用の
モデルをつくる

クボタのプロジェクトを担当するのが、
水処理海外部で営業を担う大森寛
だ。大森は兼ねてから工業団地の

事業に注力したいという気持ちがあったという。
　「日本では工事案件ごとに管轄する行政が
違い、ポンプ、パイプ、水処理と、営業の窓
口もバラバラになりやすい。しかし、工業団地は

“一つの街”をつくるようなものです。しかも発
注者は一人。製品が充実しているクボタの魅
力を出せるだろうという考えがありました」
　ティラワ工業団地も当初は浄水、下水処理
の引合いだけだった。しかし、ヒアリングしてい
くなかで鉄管やポンプの話も浮上、逆提案によ
りトータルで受注できるようになったという。
　「お客さまにとっては、窓口が一つの方がや
りやすいというメリットになります。また、扱う範
囲が大きい方が、私たちも調整が利きやすい」
　お客さまの要望を一緒になって考え、解決

策を見出していく。例えば、今回のプロジェクト
では、浄水、下水処理の日常の電気代を極
力抑えたいという要望が強かった。そこで大森
はある提案を行った。
　「水の汚れを落とす技術は、薬品で汚濁成
分を大きくして沈みやすくし、沈殿させる方式
が一般的ですが、今回のこの凝集操作に機
械式かく拌ではなく上下迂流方式という、水流
を使う方式を採用しています。また、最も電力
を要する微生物への酸素供給には、クボタの
高効率な散気装置を採用することで電気代を
大幅に節約することができました」
　常にオーダーメイドで考える大森のこのスタ
イルには、過去の経験が活きている。大森は
長年、廃棄物処理の営業を担当した。この
分野はすべてがオーダーメイドであり、「機械
を売るのではなく、性能を売る」といわれるほ
ど、プラントメーカー側が設計したものを提案す
る営業スタイルが主流だ。その後、大森は排
水処理で使う液中膜の部署に異動となり、海
外営業でマーケットへの視野を広めた。そして、
それはティラワへと繋がっていくことになる。
　「益本康男社長（当時）が“水処理はオー
ルクボタとして連携してやるべきだ”と強く申して
いました。中でも “ティラワはまさしくそのモデルに
なる”と。私がこのプロジェクトを任されたのは
そんなときでした」
　現在クボタは、取水・給水設備、浄水場、
下水処理設備などの建設を進めているが、
大森は MJTD 内に入居する企業に対して廃
棄物処理施設の提案も行っている。工場内

で排出されたゴミを埋立処理する
施設だ。
　「企業が進出しやすくするために
は、すべてのインフラが整っていな
いといけない。電気は途切れない、
水は綺麗にしてくれる、ゴミも処分
してくれる。すべてのニーズに対応
する工業団地にしていきたい。そし
て、最初は日本人がつくるが、次
のステージはミャンマーのローカルス
タッフができるように受け継ぎ、継
続的なビジネスにすることができたら
嬉しいですね」
　水・環境がパッケージ化された理想的な工
業団地にするため、大森は一歩先の姿を見
据える。
　最後に、今回のプロジェクトに関わった今の
気持ちを聞いてみた。
　「現場のことは私が一番詳しい訳ですから、
責任感と同時に、俺
がやらずに誰ができる
のかという気概も持つ
ようになりましたね。ま
た、現場で議論してき
たことは信頼に繋がり、
強い想いというのは相
手に通じるのだと実感
しています」
　ティラワ工業団地
に 関 わ る TEAM 
JAPAN の人たちに

共通することは、一人ひとりが勝負を懸けている
ことだ。すべてはミャンマーのために、そして日
本ブランドの品質を証明するために現場で必
死に闘っている。現場全員の想いが結実して、
ティラワ工業団地はミャンマーに姿を現す。「こ
れが JAPAN MODEL だ」と。

食料・水・環境の未来を拓く。

JAPAN MODELをつ くれ

五洋建設㈱ ミャンマー事務所長

平井丈彦 氏

水処理海外部 東南アジア地域 営業担当課長

大森 寛

❹浄水場＆給水施設
水を取水して、浄水処理をし、
鉄管のパイプラインで各工場
に水を送る。青い管Ⓐが給
水のパイプライン

❺工場排水浄化施設＆
　排水・排ガス処理施設
給水された水をさらに浄化し、工場から
出てきた排水・排ガスを一次処理する。
赤い管Ⓑが排水のライン

❸下水処理施設＆水再利用施設
膜処理によって下水を処理して放流するもの
と、再利用するものに分ける。再利用するもの
は緑の管で各工場に戻す

❷エネルギーリサイクル施設
一部有機性の廃棄物は集め、バイオガスや
メタンガスを回収して電力にする。リサイクル
で生まれた電力は各工場に送る

❻産業廃棄物浄化施設
工場から出てきた廃棄物を埋め立て、最終処分をするマテリアルリ
サイクル施設。下にシートを張って廃棄物を貯蔵し、汚水を適正
に処理する。また、プラスチックや金属を回収し、粉砕してリサイ
クルする。廃棄物が一杯になったら拡張していく

❶災害対策
雨水を排水する排水機場、耐震管、耐震
貯水槽などのクボタの提供技術。環太平洋
などの地震の多い地区の工場に提案する

❶ ❷

Ⓐ
Ⓑ

❸

❹ ❺ ❻

クボタが提案する『環境技術が結集した工業団地』
～水のリサイクル＋マテリアルのリサイクル＋エナジーのリサイクル＋震災対策～

建屋ができあがった中継ポンプ場。これから
ポンプ設備が投入される

掲示されている安全標語の旗

急ピッチで工事が進む浄水場

ティラワ工業団地の取水源となるザマニ貯
水池。豊富な水量をほこる
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型の水処理装置を設置し、点から線へ展開
していく戦略だ。
　産業から生活まで、クボタの水・環境
技術はミャンマーに対し、トータル・ソ
リューションで行っていく。我々は、クボ
タの水・環境技術を確認するため、水に
関する技術が一堂に会する総合展示会 

“MYANWATER”の会場へと向かった。

クボタの技術が
集約された
小さなプラント

MYANWATER 会場は活気にあ
ふれていた。クボタブースを訪れ
まず目に付いたのが、浄水装置。

クボタが開発中のセラミック膜と逆浸透膜
（RO 膜）の組み合わせにより、RO 水とい
う、純度の高い水をつくる装置だ。従来の

RO 膜を用いた浄水装置
は、頻繁に交換を必要と
する使い捨ての有機フィル

ターとの組み合わせが一般的であった。し
かし、洗浄して繰り返し使用することができ
るセラミック膜を使うことでランニングコスト
を抑え、環境にも優しい浄水装置が誕生し
た。ミャンマーの場合、硬水が多く、かつ
塩分や鉄分が多く含まれているため、飲み
水のみならず、工場用水としてもそのままで
は使えないことが多い。しかし、この浄水
装置があれば、ミャンマーの水・環境に対
応して、生活水準の向上や産業の振興に
貢献することができる。
　クボタは、この浄水装置のテスト機を現
地のボトル水メーカーに設置している。その
ボトル水を味わってみたが、全く臭みがない。
日本で買うミネラルウォーター以上に軟らか
く、飲みやすい。
　「普段井戸水を飲んでいるという郊外に住
む人々に飲んでもらったのですが、初めは“味
がない”と怪訝な顔をしていました。でも、
半年も経つと“この水がうまい”と好んで飲
み始めたのには驚きました」と語る鈴木。

　「人は、一度良いものに接すると、その
水準を下げられない。今後のミャンマーは
確実に GDP の向上が見込まれます。クボ
タの浄水装置はミャンマーの人々に広く受け
入れられていくと思います」
　今後は、2014 年 12 月から開始した試験
販売を通じて、ミャンマーのニーズをより深
く探究していくという。
　次に、浄化槽。トイレの排水、家庭排
水をきれいにする装置だ。「KZ-5」とネーミ
ングされた浄化槽は、日本でつくられたも
のをそのままミャンマーへ持ち込み、現地

代理店を通じて販売されている。タンクに
入った下水をフィルターで分離させ、空気が
嫌いな微生物を用いた嫌気処理と、空気を
好む微生物を使った好気処理を行い、これ
らを循環させながらきれいな排水にして放流
する仕組みだ。コンパクトながら、大型下
水処理場と同等レベルの処理水質を得るこ
とができる。まさに、クボタの技術が集約
された小さなプラントだ。
　浄化槽を担当する水処理海外部の横山
渉は言う。
　「2 年半前から販売を始め、家庭用では
累計 100 件以上の販売実績を積んでいま
す。環境規制や補助金などの購入支援策が
あれば、もっと売れるのですが…」と意欲
を見せる。
　今後ミャンマーが経済成長していくうえ
で、上下水道の整備は避けて通れない課題
である。また、水質の問題は国連のミレニ
アム開発目標（国連が課題解決する中期目
標）にある幼児の死亡率とも関係している。
JICA の資料でミャンマーの幼児死亡率は、
1,000 人当たり48 人と東南アジアの中で最
も悪い数字を示す。水環境の改善は喫緊
の課題だ。
　東南アジアの中でも、大きく経済発展が
遅れたと言われるミャンマー。実際にこの地
を訪れた者は、温和で素朴な人々に触れ、
一つの願いを抱くようになる。
　「私は日本からビジネスをするために来て
います。でも、今ここにいると、ミャンマー
の人々の暮らしが快適になって欲しいという
気持ちが強くなります。ミャンマーの環境
改善に寄与し、これが同時にビジネスに繋
がれば、本当にうれしいです」と語る横山。
大きくうなずきながら、ミャンマーに赴任し
てもうすぐ 2 年になる鈴木も続ける。
　「ミャンマーは今バブルを迎えています。
しかし、それは一部の富裕層だけで一般市
民はあまり恩恵を受けていないように思えま
す。私は、ミャンマーが大好きです。正直
で嘘をつかない、善い人が多い。そういう
人たちに、もっと豊かな生活をして欲しいと
思っています。本当にミャンマーが良くなる
ことを信じて、この仕事を続けています」
　ミャンマーの水・環境の発展に貢献する
ということは、一般市民の命と生活を根底
から支えることそのものだ。彼らの言葉から、
クボタだからこそできる、事業を通じた社会
貢献の姿が感じられた。

トータルに貢献する
クボタの戦略

クボタの水・環境事業の強みは、
生活用水や工業用水の浄水処理
から排水処理まで幅広くソリュー

ションを提案できることにある。クボタは、
ミャンマーの生活用水にはどのようなアプ
ローチを行っているのだろうか。実情を探る
べく、旧都ヤンゴンに戻った。
　まず、ミャンマーの上下水道の現状を記
す。JICAや外務省の資料によると、ヤンゴ
ン市の上水道システムの歴史は古く、1842
年に整備が始まり、現在では 4 つの貯水池
と多数の井戸を水源にしている。ヤンゴン
市の上下水道を所掌しているヤンゴン市開
発委員会（YCDC）の調べでは、上水の
供給を受けている人口はヤンゴン市全体の
約 39％とのことだ。さらに、水源の約 9 割
を占める表流水（貯水池）のうち、2/3 が

浄水処理をしないまま直接給水されており、
上水の供給量、質ともに十分ではない。
　同様に、下水の整備も進んでおらず、
YCDC によると、ヤンゴンの接続率は 4.2％
にとどまっている。1888 年に旧市街地を対
象に整備が始まり、2004 年には下水処理
場が建設されたが、下水処理は一部の中心
商業地域のみで、トイレ排水を収集するシ
ステムが整備されているだけである。雑排
水や他の地域の下水は未処理のまま雨水排
水路に排出され、生活環境を悪化させてい
る。JICAでは、円借款を利用したマスター
プランを作成し、上下水道の整備を検討し
ているが、時間がかかる見込みである
　このような状況に対し、水・環境技術の
ノウハウを持つクボタは、新たな発想で提
案を開始している。ミャンマーオフィス副所
長の鈴木剛はその戦略を語る。
　「日本と同じで、ミャンマーでも上下水道
は自治体が担当しています。しかし、大き
なプラントや上下水道、パイプラインを整備

するには、予算も膨大にかかるため、まだ
まだ時間がかかると思われます。そこでクボ
タは、集中型ではなく、“分散型”のコンセ
プトで営業活動を開始しています」

　クボタでは、ビルや工場オーナー、病院、
ホテル、コンドミニアム、レストランなどをター
ゲットに、浄水装置や浄化槽の提案を行っ
ている。人が多く集まるポイントごとに分散

食料・水・環境の未来を拓く。

Column
「水」技術の総合展示会。2013 年 11 月に 1 回目が開催され、今回で 2 回目を迎える。
主催はマレーシアのイベント会社。来場者は、ビルや工場、ホテルなどのオーナーから
行政関係者まで幅広い。ヤンゴン市開発委員会（YCDC）の担当者の姿も多数見つけ
ることができた。2014 年は併設展として、MYANBUILD（建材、建築関係の展示会）、
MYANENERGY（電力機器、太陽光など代替エネルギーの展示会）が開催され、インフ
ラ関係者の来場でにぎわった。
2012 年以降、ミャンマーではこのような展示会が数々開催されており、ここからも経済成
長の躍動が感じられる。

MYANWATER展示会とは？

クボタの浄水装置で作られたボトル水が配
られていた

クボタブースにはYCDCの幹部も見学に訪
れた

最新鋭の浄水装置に関心が高まる

ヤンゴンはデルタ地帯にあり、豊かな水が
交通や生活を支える

浄化槽の前で（左：ミャンマーオフィス副所
長・鈴木 剛、右：水処理海外部・横山 渉）

人口：514 万人
上水道普及率：39％
給水人口：193 万人
無収水（NRW）率：66％
漏水率：50％
下水接続率：4.2％
＊マスタープランでは、2040 年（人口 852 万人）までに、上水道
普及率：80％、給水人口：681 万人、無収水（NRW）率：15％、
漏水率：10％とする目標。下水接続率は未定。
（以上、JICA 資料より）

ヤンゴン市の“水”の基礎データ（2011年）

ミャンマーの水・環境を 改善する
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クボタが欲しい―農業
現場からのラブコール

【AMDトラクタステーション No.47】

農業現場の声を聞くために、我々は
トラクタステーションに向かった。
最初に向かったのがトラクタステー

ション No.47。所長のウィン・タン氏はクボ
タの筑波工場にも訪れたことがある知日派
だ。ネーピードー特別区の中で 2 市を管轄
し、対象農地は 67,000 エーカー（1エーカー：
約 4,050㎡）を超える。トラクタは約 100 台、

コンバインは約 10 台を保有する。地区内の
約 7％の農家に貸し付けを行っている。
　「クボタのコンバインは、他社と比べて耐
久性があり、農家からもクボタを要望されて

います。また、この辺は雨期
でも乾期でもコメをつくります。
刈りにくいとされる短い稲の場
合でも、クボタは刈り取りやす
い」とウィン・タン氏は絶賛する。
　クボタのコンバインはすべて
きれいに刈り取れるうえに、脱
穀までできると好評だ。このた
め、ネーピードーでは、コンバ
インのほとんどがクボタ製だ。
　クボタのトラクタが本格的に
導入されたのは 2012 年と、機

械はまだ新しい。しかし、トラクタは 1 年間
に約 2,000 エーカーも稼働し、けん引や耕う
んなどさまざまな目的で酷使されるため、ス
ペアパーツの要望が多い。クボタでは、新機
種導入時に研修を強化していくと同時に、故
障の場合のデータを取ることを指導するなど、
メンテナンスの重要性を伝えている。
　「建築関係に働き手を奪われ、農家は人
手不足となっている。だからコンバインが欲し
いという人も増えた。紹介したいが、どこに
連絡したらいいのでしょうか？」
　我々が取材している最中にもこのような相
談事が寄せられた。ミャンマー農業の機械
化が加速する勢いが感じられた。

【AMDトラクタステーション No.84】

同じくネーピードー特別区のトラ
クタステーション No.84 を訪ね
た。75,000 エーカー（農地は約

70,000 エーカー）、4 市をカバーする。保
有する農機は、トラクタ約 30 台、コンバイ
ン約 10 台である。ここでは、地区内の約
10％の農家に貸し付けを行っている。
　クボタの評価はこちらでも高く、クボタ
農機を導入してからは人気が殺到している
という。
　トラクタステーション No.84 では、コンバ
インの研修を実施して欲しいという要望が出
た。農家の人たちが十分に理解するのに、
また、一人でも多くの農家に使い方を習得し
てもらうために、一定の期間の研修が必要
だという。農家はみな技術習得に積極的で、
本格的な収穫時期が始まる前の10 ～ 11 月
を研修時期として希望している。クボタでは、
農機の使い方のオペレーションのみならずメ
ンテナンスの研修も含め、今後もサービス
の充実を図っていく。

ミャンマー農業の
機械化を推進するAMD

ミャンマーの経済成長のためには、
就業人口の約 6 割にも及ぶ農家の
収入を上げることが至上命題だ。

　ここでミャンマーの農業事情を記しておく。
食糧管理制度はなく、自由に作物をつくり、
売ることができる。主な農作物はコメ。三毛
作として、コメ、豆、コメとつくる例が多い。
これは単一作物により土壌が劣化するのを防
ぐためであり、最近では、豆が輸出され高
値を付けていることもある。畑作としてはピー
ナッツ、ゴマなど油が取れる作物やサトウキ
ビ。未だ開拓の進んでいない土地も多く、政
府はここに野菜やマンゴーなどの栽培を推進
している。
　コメの栽培面積・収穫量をミャンマーより

機械化が進む隣国ベトナムと比較すると、栽
培面積は 635 万 haと約 0.8 倍の広さを誇る
が、収穫量は 2.52t/haとベトナムの約半分。
さらに最近は、建設ラッシュが進む都心部
に若年層の労働力が流れる傾向にあり、農
業を魅力ある産業にするためにも、農業の効
率化が渇望されている。
　現在の機械化率は、機械化を推進してい
るネーピードー特別区でようやく、土を耕す
機械が 50% 程度で、収穫する機械に至って
は10％程度。トラクタは45 馬力が主流だが、
75 ～ 90 馬力のニーズも高まってきている。
　クボタは、タイのサイアムクボタコーポ
レーション（SIAM KUBOTA Corporation 
Co.,Ltd.：以下、SKC）を通じて、農機を農
業機械化局（Agricultural Mechanization 
Department：以下、AMD）や国内ディーラー
に販売している。ミャンマー農業の機械化の
状況を聞くために AMD を訪ねた。AMD

は農業灌漑省にあるミャンマー農
業の機械化を推進する行政機関
で、ネーピードー特別区、7 州、7
管区と全国を15 地域に分けて管
轄し、117カ所のトラクタステーショ
ンを持つ。副局長のパレ・マウン
グ氏が語ってくれた。
　「AMD の業務は大きく分けて４
つあります。まず、トラクタやコンバ
インの農機を購入し、賃料を取っ
て買えない農家に貸し出すサービ

ス（一部販売も行
う）。次に、農地
改革や土壌改良。
さらに、ミャンマー
に新しく入ってき
た農機の活用研
究と流通の整備。
最後に、農家の
人たちへの農機の
技術指導とミャン
マー国内企業へ
の製造技術の普
及です」
　AMD では、日
本のクボタ以外に、中国、インドなどの近隣
国メーカーからも農機を購入しているが、「ク
ボタの農機は性能が良く、農家から人気があ
ります。また、タイとミャンマーの農業は似て
おり、タイに拠点があるクボタからは、タイ式
の農業指導も行ってもらっています」（ディレク
ター：ウ・コ・コ・マウン氏）と、クボタへの
評価は高い。
　「クボタは 1970 年代からミャンマーに入っ
てきているので、農家以外の人もよく知ってい
ます」と、この国での知名度の高さも信頼に
繋がっているようだ。
　現在 AMD で稼働しているクボタ農機は、
コンバイン、トラクタ。ここ1 ～ 2 年でAMD
に納入された農機のうち、クボタが一番多
いという。「国の予算が付けば、トラクタをさ

らに150 台、コンバインを 50 台増やしたい。
農業の機械化が進めば、農家の収入が増え、
農家自身が農機を買うこともできるようになる」
とウ・コ・コ・マウン氏は、ミャンマー農業の
発展に希望を膨らませる。
　AMD は、2 カ所の研修所を持ち、クボタ
などと共同で技術者への集中研修を行って
いるが、急速に増えた新しい農機、そして、
農家からの貸し出しニーズに、アフターメン
テナンスが追い付いていない状況が窺えた。
クボタに望むことは「技術サポートと、より迅
速なスペアパーツの供給体制」という。「農
家にもローンが組めるようにできないか」など、
農業機械に関するさまざまな相談が持ちかけ
られる。AMD のクボタに対する期待の高さ
が分かる。

食料・水・環境の未来を拓く。

AMDからトラクタ4台、コンバインが5台貸し出されている。申請した順番に交代で使用する。取材には多くの農家の方が集まってく
れた。35エーカーの土地を保有する大規模農家もいる。「土地を売ってでも、クボタの機械が欲しいぐらいだ」という声もあった。

農業の機械化でミャンマ ーを支える

農業は GDP の約 4 割を占め、就業人口の約 6 割が従事。
コメ栽培面積：635 万 ha（ベトナム 782 万 ha 、カンボジア 295 万 ha）
コメ収穫量：2.52t/ha（ベトナム 5.60t/ha、カンボジア 2.41t/ha）※精米ベース
コメ生産量：1,067 万 t（ベトナム 2,765 万 t、カンボジア 460 万 t）※同上
耕地面積に占める灌漑面積：18％
農作物輸出上位品目：乾燥豆（61.1％）、ゴマ（11.6％）、ヒヨコ豆（7.4％）、
トウモロコシ（6.3％）、精米（3.4％）

（以上、JICA 資料より）

ミャンマーの“農業”の基礎データ

左から、AMDの副局長：パレ・マウング氏、
ディレクター：ウ・コ・コ・マウン氏、副ディレ
クター：ウ・アウン・ウイン氏

AMDの外観

トラクタステーション No.47所長のウィン・
タン氏

トラクタステーション No.47の管轄農家の
みなさん

AMDとトラクタステーションNo.84を表す
マークが入ったクボタトラクタ

トラクタステーションNo.84のみなさん

ミャンマーの農家で人気のクボタコンバイン



March 2015p.12 March 2015 p.132015 2015
FEATURE “Republic of the Union of Myanmar”

業の展望を聞いてみた。
　「今までは Push 型で、農家に押し込もう
としていた。しかし、これからは Pull 型に
発想を変えていきます。もっと農作物を高く
買ってもらえるようになるために、指導してい
きたい」（アウン・ナイン・ウ氏）。農産品の
品質を世界に通用するまで向上させ、農家
の収入を増やしたいという。GB は、常に農
家のことを忘れない。

【PHAN TEE SHIN】

次に向かった代 理 店は、PHAN 
TEE SHIN。クボタの製品がほ
とんどという代理店で、GB 社に

次いでクボタ製品を多く取り扱っている。

経営者のミャー・ミャー・タン氏に話を伺っ
た。グループ全体で全国 5 カ所の販売拠
点を持つ。
　「ここではほとんどのクボタ農機を取り扱っ
ています。一番売れているのはコンバイン。“収
穫はクボタで”という合言葉もあるほどです」
　ここでのクボタの販売量は、トラクタ、コ
ンバインとも順調に増加しており、中でもコ
ンバインのニーズは昨年よりも大幅に高まっ
ているという。「私の店では、スペアパーツ
をすぐに供給できるように、在庫管理に気を
配っています」と胸を張る一方で「正しい使
い方の研修もしてもらえれば、故障はかなり
防げると思います」と語り始めた。トラクタ
はまだ使い慣れていないため、無理な操作
をして故障する傾向があるという。日 、々農

家からの要望を聞いているミャー・ミャー・
タン氏ならではの意見をくれた。

ミャンマーの発展に
貢献するクボタ

今回、AMD やトラクタステーショ
ン、農家、ディーラーを回ってみて、
クボタへの期待は並大抵ではな

いことを実感した。しかし、一方で価格など
の課題も指摘された。これに対して、2 年
前にミャンマーオフィスを立ち上げた所長の
松島勇治は語る。
　「私は、メンテナンスサービスを充実させ、

Work Shop をつくり、スペアパーツをいち
早く供給できる体制をつくることが課題だと
思っています。お客さまから、クボタは面倒
見が良いと満足していただくことが重要です」
　確信を持って語る松島は、ミャンマーと関
わって約 35 年と造詣が深い。1981 年、商
社の社員として、自動車メーカーのプロジェ
クトでこの地に初めて立った。翌年にはクボ
タも担当、シンデの鋳物工場や灌漑プロジェ
クトにも関わった。しかし、転機が訪れる。
1988 年の軍事クーデターだ。タイに一次退
去した松島だったが、松島ならではの逸話
がある。
　「タイに 2 年半滞在していたときに、民主
化騒動でタイに移り住んできたミャンマーの
人 と々変わらぬ付き合いをしていました。時
には友人として、彼らのサポートを買って出
ました」
　それから十数年後の 2011 年、縁あって
松島はクボタに入社し、再度ミャンマーの地
を踏むことになる。
　「久しぶりに連絡を取ると、みなタイでの
日 を々覚えていてくれました。今度は彼らが、
私が会いたい人へのアポイント取りや交通の
手配を手伝ってくれました。正直これには助
かりました」
　現在の仕事は、ミャンマーの農業環境の
マーケティング調査だ。市場動向や現地ニー
ズを吸い上げ、クボタ本社や SKC へと情報
を送る。中でも、SKCと協力して行うデモ
ンストレーションは重要な仕事だ。ここにも
松島の逸話がある。
　2012 年、トラクタのデモンストレーション
が、首都ネーピードーで開かれることとなっ
た。「大臣クラスに出ていただけないか」と

政府関係者に依頼したところ、テイン・セイ
ン大統領自らが参加されるという話が舞い
込んだ。
　「朝 6 時という早い時間にもかかわらず
大統領自ら参加され、ご覧いただいたので
す。そして、“小型のコンバインはないか”な
ど、さまざまな質問や相談を受けました」と
笑う。大統領が視察したこのニュースは、ミャ
ンマーの TV や新聞のトップで報じられた。
ちょうどクボタでは小型コンバインのテスト
機を製作しており、満を持して翌年のデモン
ストレーションで披露、好評を博したという。
　ミャンマー農業の今後の展望について、
松島に語ってもらった。
　「現在のミャンマーのコメは、残念ながら
品質が良くない。いくら機械化されても、精
米や流通、保管などに課題が残る。ここを
改善する必要があります。また、農産品に
付加価値を与えること。そのまま輸出するの
ではなく、コメであれば加工してあられや餅
にして輸出する。そうすれば、もっとコメも
高く売れます」
　クボタの技術とネットワークを使えば、もっ
といろいろな可能性があるのではないか。松
島はミャンマーとクボタの未来を構想する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　“アジアのラストフロンティア”ミャンマー
は、まだ動き始めたばかりだ。発展は遅れ
たが、経済用語にレイトカマー・アドバン
テージという言葉がある。遅れてきたもの
に、優位性があるということだ。発展のた
めには、産業、生活、環境の分野において、
インフラの整備が不可欠だ。クボタの「食料・
水・環境」のすべての技術が、いま求めら
れている。

クボタと共に
我 は々ある

【Good Brothers】

AMDとトラクタステーションを後に、
我々はヤンゴンに戻った。タイの
SKC の販売代理を行っているディー

ラー2 社を訪問するためだ。ミャンマーでは、
国内企業育成のために、外資が直接的に
販売することはできない。そのため、現在、
ミャンマーには SKC の認定ディーラーが約
10 数社ある。
　最初に向かったのは、1991 年創業の国
内最大手 Good Brothers（以下、GB）。農
家出身の 5 人兄弟が、農家のために立ち上
げた会社だ。現在は、子どもたちが第一線
を仕切る。対応してくれたのは、企画・開
発部門のマネージャーのアウン・ナイン・ウ
氏とブランドマネージャーでクボタの担当で
あるチョー・ソー氏だ。

　「農家のための GB です」と開口一番語っ
てくれたのはアウン・ナイン・ウ氏。“農業の
機械化の推進”などの企業目標を掲げる一
方で、学校への寄付や農家への教養講座
も行っている。「故郷を支援するのは当然で
す」と胸を張る。
　GB は、ミャンマー国内に15 支店、17 の
ショールーム、2 つの工場を抱える。農機
に関わるものはすべて取り扱っており、業界
No.1といわれる企業だ。クボタ専用のショー
ルームもヤンゴンなど3カ所に持ち、ネーピー
ドーなど 2 カ所で新設中だ。
　チョー・ソー氏に、クボタの販売量を聞
いてみると、昨年から今年にかけてトラクタ、
コンバイン、ディーゼルエンジンとも好調で、
大幅に増えているという。
　GB では 2010 年からクボタの耕うん機を、
2012 年からトラクタ、コンバインを扱うよう
になった。デモンストレーションにより、クボ
タの良さはすぐに伝わったという。
　ここで二人は意外なことを語ってくれた。

　「クボタのことはお父さんか
ら聞いていました。50 年も前
にクボタのポンプが農家のた
めに活躍したことを。農機の
ことも知っていました。ずっと
クボタを取り扱いたかった」
　1960 年代に技術援助され
たクボタ製品は、今、目の
前にいる若者たちにも語り継
がれていた。憧れのクボタ
を扱う若者たちは自信に満
ちている。
　では、実際に農機を販売
している立場から、今後の農

食料・水・環境の未来を拓く。

ミャンマー農家のための
販売ネットワーク

マネージャーのアウン・ナイン・ウ氏。「お父さんたちが5人兄弟全
員で、会社を立ち上げたのは素晴らしいですね」と言うと、「だから
Good Brothersなのです」と笑って答えてくれた

Good Brothersのショールーム店頭には、新
品のクボタ製品が所狭しと置かれている

Good Brothersのブランドマネージャーでクボ
タ担当のチョー・ソー氏（左）と打ち合わせす
るミャンマーオフィス所長：松島勇治（右）

ヤンゴン国際空港へと続く幹線道路沿いに
立つ、クボタの看板

PHAN TEE SHINの経営者：
ミャー・ミャー・タン氏

PHAN TEE SHINの店内に並ぶクボタのスペ
アパーツ
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世界の人々 の
役に立つ仕事を探して

私は学部で建築を専攻していたので
すが、開発途上国のことを学びた
いと思い、大学院は国際学研究

科で国際開発学を学びました。実は、学部

時代に一度就職を考え、いくつか会社訪問
を行ったのですが、そのときは、どの仕事に
も魅力を感じることができませんでした。その
経験から、「自分は世界の人々の役に立つ仕
事がしたいのだ」と気付き、大学院で再度
学び直すことにしました。
　大学院時代は、半年間フィリピンの現
地 NGO にボランティアとして参加しました。
NGO では小学校への給食事業の実施や、
毎給食前に栄養や歯みがきについてのレク
チャーを行っていました。また、日本の学生

がスタディーツアーでフィ
リピンへ訪れた際には、
現 地 NGO のコーディ
ネーターとしても従事しま
した。NGO ボランティア

の経験から、「水の大切さを理解し、水と関
わり、世界と関わる仕事がしたい」という気
持ちが募り、クボタを志望しました。
　クボタから内定をいただいた後、経済産業
省が主催するインターンシッププログラムに参
加したのですが、偶然にもクボタ農業機械イ
ンド㈱に行かせてもらったことがあります。そ
の際に、現地でお会いした営業の方がとても
魅力的で、こういう人になりたいと素直に思い
ました。その経験が、今日の海外営業として
働きたいという動機付けになっています。

適応力と体力で
チャレンジ

最初に配属されたのは、水処理シ
ステム営業部。日本国内の官公
庁向けに水処理プラントの営業を

行う部門です。しかし、私は「将来的には
海外の舞台で活躍したい」と上司に話して
いたところ、1 年後には現在の部門に異動。
クボタは、若くてもチャンスをくれる会社だ
と聞いていましたが、それは本当なのだと実
感しました。
　現在、ミャンマーのティラワプロジェクト
に参画し、工業団地に入居する企業を中心
に、水処理プラントの営業活動を行ってい
ます。これから成長する国のインフラ整備や、

プラントづくりに携われる喜びと共に、自分
の知識と経験のなさを痛感しています。ど
の企業もミャンマー進出は雌雄を決するビッ
グプロジェクト。クボタへの期待と責任を強
く感じ、「しっかりせなあかん」と身が引き
締まります。少しでも早くお客さまの要望に
応えられるよう、知識を習得し、経験を積
み重ねる日々です。
　私には思い描いている目標があります。入
社から 5 年後をめどに海外駐在し、15 年目
を目途に海外の現地法人で責任ある立場に
なるという目標です。そのためには、「何で
もやるし、どこにでも行く」。この覚悟だけ
は誰にも負けません。持ち前の適応力と体
力でどんどんチャレンジしていきます。

海外で活躍する若手クボタパーソン。

何でもやる、どこにでも行く
Global Work Style 1

一人ひとりが、世界の人々のために役に立ちたいという熱いハートを持ち、実現するために目標を持って主体的に動いています。
今日もクボタパーソンは世界の “ 現場 ” へと向かいます。

厳しい環境が
自分を育てる

現在、作業機海外営業部に所属し
ています。国別に担当が割り振ら
れており、私の担当は韓国です。

主にコンバインと田植え機の輸出やマーケ
ティング業務を担っています。月に一度韓国
に出張し、販売会社の韓国クボタと連携し、
市場調査、新機種導入、販売計画の策定
などを担当しています。現地スタッフは日本

語ができる方が多いのですが、配属当初は
日本との文化の違いに戸惑いました。韓国
では何事に対しても、はっきりものを言いま
す。あいまいさを嫌う韓国文化に、日本との
ビジネスの進め方の違いを痛感しました。
　私は、入社後の販売会社への教育出向を
経て、現在の部署に配属になり、2012 年 8
月から韓国を担当しています。韓国は、“呑

の

ミュニケーション”を大切にする文化と聞い
ていたので、担当を告げられたときには、思
わず「私、お酒を呑めません」と口に出して

しまいました。
しかし、現 地
に行くと、“呑

の

ミュニケ―ショ
ン”の必要性

が理解できるようになりました。仕事では販
売会社や代理店の方たちから、厳しいお言
葉をいただくこともしばしば。しかし、お酒
の席では厳しいお言葉の真意を話してくださ
ります。「さっき厳しいことを言ったのは、求
められる農機をつくって欲しいから」「クボタ
ブランドが一番だと思っている」など、叱咤
激励のお言葉をいただいたと分かり、感極
まったこともありました。海外での販売最前
線で苦労されている方たちの生の声を直接
聞けるのが、今の仕事の醍醐味です。

クボタには “ 現場主義 ”
の文化がある

お客さまと接する現場では、クボタと
いう農機に対する期待が非常に大
きいからこそ、いろいろな要望が出

てきます。以前も、お客さまの声から改良に至っ
たことがありました。韓国では刈り取った籾

もみ

の
排出を補助者が袋で受けますが、当初は運
転者がコンバインの中から操作ボタンを使っ
て排出する仕組みでした。これを補助者が外
から操作できるようにリモコンが欲しいという
要望があることを知りました。調べてみると同
様のニーズが多数あり、早速技術の方と相談
し機能の追加を検討、実装しました。改めて、
現場に足を運ぶことの重要性を思い知った体

験でした。
　クボタには“現場主義”という文化がありま
す。私の営業部でも「デスクに居ても何もでき
ない。現場へ行け、お客さまのところに足を
運べ」と。この風土はありがたいと思っています。
今後、他の国を担当することになっても、現場
に行くことは徹底していきます。そして、いつか
もっと力がついたときに、大好きなタイに恩返
しがしたいと考えています。私は大学でタイ語
を学び、タイに魅了され留学も経験しました。
タイに貢献する仕事がしたいと思い、クボタへ
の入社を決めたほどです。いつかはタイの東
北地方の無灌

かんがい

漑地区に、クボタの技術で灌
漑を整備し、田植えから稲刈りまでトータルに
農業を支援するのが私の夢です。その力を身
に付けるために、今日も現場に向かいます。

菅原 和也
Kazuya Sugahara
水処理海外部
2013年入社

小谷 亜衣
Ai Kotani
作業機海外営業部
2010年入社

徹底的に“現場”から学ぶ
Global Work Style 2

カタールで進められている「上水道メガリザーバープロ
ジェクト」。ドーハ市民の生活水を確保するための国家プ
ロジェクトだ。渇水などの非常時に備え、首都ドーハの
周囲に 5 つの貯水池とポンプ場を建設する。本プロジェ
クトにはクボタのダクタイル鉄管が採用された。厳しい環
境でも揺るがないクボタの品質が評価された証だ。直径

1.6m、長さ 9m の巨大
な管が、総延長 500km
にもわたって水を供給す
る。クボタは、水インフ
ラ整備を通じて、これか
らもカタールの人々の安
心な生活を支えていく。

Qatar
From

▶砂漠の国カタールで、安心な水を届けるダクタイル鉄管

クボタは、建設・土木現場、農場での運搬・
積込などに用いられる小型建設機械「スキッド
ステアローダー（以下 SSL）」を新たに開発、
北米市場に新規投入する。
小型建設機械は、近年、北米の住宅着工の回
復と農業市場の好況に支えられ、需要が増加
している。これまで北米市場で販売している小
型建設機械のミニバックホー、ホイルローダー、
コンパクトトラックローダーの製品群に SSL を
新たに追加することで、小型建設機械の総合
メーカーとして北米事業のさらなる拡大を図る。

North America
From

▶小型建設機械「スキッドステアローダー」を開発、
　北米市場に新規参入

学生時代に所属していたNGO活動の一環
で、教育支援を実施していたフィリピン国ナ
ムコン村の子どもたちと共に

右から、韓国の霊光代理店社長、小谷、
収穫機技術部 第二設計室 S３チーム
長：征矢 保
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2015
1992年に第1号を発行して以来20年以上にわたり世界中の社会問題について取り上げてきた

『GLOBAL INDEX』のバックナンバーです。 『GLOBAL INDEX』特設サイトでは、特集のスペシャルムービーや
バックナンバー（冊子・web コンテンツ）がご覧いただけます。
詳しくは『GLOBAL INDEX』特設サイトへ。

http://giweb.kubota.co.jp

『GLOBAL INDEX』  バックナンバーのおしらせ

2013年発行
特集「農家のために」

2014年9月発行
特集「アメリカ」

2014年3月発行
特集「インドネシア」

KUBOTA IN MYANMAR
ミャンマーの豊かな暮らしのために




