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第一章 はじめに 
 バイクに興味を持ち始め免許を取得し、バイクを買おうと思い、メーカーのＨＰを見た

ところ、ほとんどのバイクが生産終了になっていることに驚き、その理由を知るために研

究しようと思ったからだ。 
 2008年のリーマンの経営破綻により世界の市場の経済が崩れていき、原油が非常に高騰
した。そのことにより家電や車などの金属を多く使うものの値段が上がった。それだけが

原因ではないが 2輪車の生産・販売の状況が年々落ちていっている。 
 本論文では、まず、生産・販売状況から現状を考察していく。 
次に、燃料電池二輪車、電動二輪車、電動アシスト自転車の動向を見ていく。 
その後、各社の具体的戦略として、ハーレーダビッドソン、レンタルバイク、ヤマハ発動

機を考察して、今後のバイク業界が持ち直せていけるかどうかを考察していく。 
 
 
第二章 ２輪車の生産・販売状況 
日本の 4 大メーカー（ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ）の２輪車の生産台数は年々
減少していっている。ＪＡＭＡ（日本自動車工業会）の統計によると統計を始めた 1993年
度の 4 月から 1994 年 3 月の統計は、約 280 万台である。しかし年々その数が減ってきて
いる。10年後の 03年度の統計は 200万台を割り、08年度の生産台数は約 150万台にまで
減少している。ここでは、どのような原因で減少傾向にあるのかを考察していく。 

 
２．１ 日本の環境規制 
日本の排ガス規制の基準は、世界でも規制が厳しいとされるヨーロッパよりかは規制が

ゆるかったのだが、08年 9月に導入された新規制により欧州よりもはるかに厳しくなり、
日本独自の測定方法も取られるようになった。騒音規制も厳しいものがある。日本の騒音

規制は世界で最も厳しいようだ。排気量が大きくなればなるほど音は大きくなってしまう

ので、排ガス規制をクリアしたとしても騒音がクリアするほうが難しいようだ。新規制は

もう始まっているが、この規制は高年式の新車や一部の中古車に適応されるもので、マフ

ラー交換などの改造を行なわなくても、整備が充分でないとチェーンノイズなどで規制値

を超えてしまう可能性もある。2輪車によっては、経年劣化だけでも超えてしまうかもしれ
ない。クルマのようにエンジンや駆動系をフルカバーできない二輪車にとって厳しいもの

なのだ。もちろんこの規制は新車認証時のもので、乗っている間にうるさくなったからと

いって、違法になるわけではない。排ガス規制と騒音規制を両方クリアするのに膨大なコ

ストがかかってしまうのが最大の難点であるといえる。 
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２．２ 販売・生産の状況 
生産が思わしくないので販売台数も同じような状況である。毎年約 100 万台前後の 2 輪
車が在庫となっている。しかし、生産する上での排ガス、騒音規制と規制ばかりではなく、

規制廃止となったものもある。それは馬力規制の廃止である。これは 07年に決まったもの
で、それまでは最高出力を 100馬力に抑えたものしか日本では販売できなかったが、2輪車
による交通事故死傷者数が減少傾向にあるなかで、根拠があいまいな規制を存続させるの

はメーカー、消費者の双方に不利益が大きいと判断した。とＪＡＭＡと国土交通省が合意

した。これにより馬力の規制はなくなったが、もともとの排ガス規制のために馬力をあげ

られることなく販売が継続されている。これは国産の 2 輪車にのみ適応されたものであっ
たため、国産のものを一度海外に輸出し、再び輸入し販売する”逆輸入車”が大きく減ると思
われる。 

二輪車の生産・販売台数
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図１：二輪車の生産・販売台数 
 
 
第三章 燃料電池二輪車 
近年の地球環境への配慮として燃料電池二輪車を開発が進んでいる。開発している企業

は主にヤマハ、ホンダである。ヤマハは街乗り用の原付きベースの“燃料電池付きバイク”。

ホンダは、走りも楽しめる“燃料電池オートバイ”というイメージである。 
 両社が、燃料電池二輪車に挑んだのは燃料電池二輪車の走行性能や使い勝手の向上が狙

いである。現在、実用化されている電動二輪車は、二次電池に充電した電気によってモー

ターで走る。しかし、二次電池は一回の充電で走れる航続距離が相対的に短い上、充電に
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数時間以上かかる。燃料電池は二次電池より出力密度が高いため航続距離が伸び、燃料の

充てんは 10分足らずで完了するようだ。この利点は、電気自動車の欠点を克服するために、
燃料電池自動車が開発されたのと同じである。しかし、自動車に比べても二輪車に燃料電

池システムを搭載するのは難しい。その壁となったのは、システムを構成する部品の週の

スペースが小さいことと、走行時の振動が激しいことにある。原付きバイクの大きさに燃

料電池本体と電気モーター、二次電池、水素タンクに加え、水素検知器や安全弁などの安

全性を上げるための装置をうまく配置するかがポイントである。開発を始めた当初の設計

はとてつもなく大きな二輪車になってしまったようで、設計の見直しで小型化したが、最

も寄与したのが燃料電池そのものの小型化だという。 
 
３．１ ヤマハ 
 2004年 9月にヤマハ発の研究創発センター・コア技術研究所は燃料電池二輪車の公道試
験を実施するためのナンバーを取得した。研究所の安達修平主管は「燃料電池とモーター

は走行中もとても静か。総長の新聞配達などにニーズがあるのでは」と期待をよせる。 
 50ccの原付バイクをベースに、出力約 500wの燃料電池を搭載。最高速度は 40kmだ。
一回の燃料充てんで走れる航続距離は 100～200kmになるという。 
 一方、ホンダも燃料電池二輪車の試作車を公開。当時の社長福井威夫氏は技術発表会で

燃料電池車に乗り、軽快な走りを披露した。 
スペースの壁を乗り越えるため、ベース車両を原付きバイクにして出力容量を 500W に

抑え。PEFC に比べシステム構成がコンパクトになる「直接エタノール型燃料電池
（DMFC）」というタイプの燃料電池を採用した。DMFC は、PEFC と同じように樹脂製
の電解質膜を使う。ただ、電極に PEFC 以上に多量の希少金属製触媒を使うことで、燃料
に常温で液体であるメタノールを使える。ガス体の水素より、積載効率は飛躍的に上がり、

燃料タンクが小さくなる。DMFC は、電極の触媒によってメタノールから直接、水素イオ
ンを取り出す。水素イオンが電解質膜を通過し、空気中の酸素と結びついて水素ができる

過程で発電する。メタノール燃料は、－10~20℃まで凍りにくいなど、水素より取り扱いが
容易である。水素を燃料に使う場合に必要な安全弁などの装置がいらないという。 
 出力を小さめに抑えたことで最高速度は 40km にとどまったが、燃料電池システムで最

も高コストで搭載スペースを要する燃料電池主体を小さくできた。これは、低コストでコ

ンパクトな設計に有利である。また、衝撃に対しては、従来のエンジンと同じように、ゴ

ム製の緩衝材で燃料電池本体を固定することで、十分に対応できるという。 
 
３．２ ホンダ 
 125ccのスクーターをベースにし、出力はヤマハより大幅に大きい約 10kW。圧縮水素を
燃料に最高速度は自足 100kmに達する。航続距離は 200kmが目標である。 
 燃料電池のほかに二次電池も装備し、始動時や加速時に電気の供給をサポートして走行
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性を高めるほか、減速時の回生エネルギーを回収することでエネルギー効率を向上させた。 
固体高分子方燃料電池（PEFC）というタイプで、従来に比べ出力密度を高めた。燃料電

池二輪車にも最新型の自社製 PEFCを搭載した。振動に対しても、新型 PEFCの強みが生
きている。従来の PEFC では、積層した電解質膜間の通電を確保し、水素と電気の流路に
もなる「セパレーター」という部材にタンソ製を使っていたが、ホンダは金属製を採用し

たため、耐衝撃性が高まった。 
 
 
 ホンダ ヤマハ 

燃料電池の種類 固体高分子型 直接エタノール型 

燃料電池の出力 約 10W 約 500W 

相当排気量 125cc 50cc 

最高時速 約 100km 約 40km 

航続距離 200km（目標） 100～200km 

 表１：燃料電池二輪車の比較 
 
 
第四章 電動二輪車 
燃料電池二輪車の報道発表が少ない中で電動二輪車が発表、発売された。ヤマハ発が発

売する 2代目の電動二輪車、EC-02である。02年に発売された 1代目のパッソルと比べる
と、一回の充電で走れる航続距離などの走行性能を強化した。ターゲットを 20歳代の女性
から 30~40歳代の男性に変えて概観を一身した。 
エンジンを積んだ同価格帯の原付きバイクと比べると最大出力は 3分の 1、航続距離は約

10分の 1と基本性能は及ばないものの、電動性能ならではの環境性能とユーザーの遊び心
を刺激する工夫を加えた。価格は 20万ほどである。財団法人・日本自動車研究所の電気自
動車等導入費補助事業により、1台当たり最大 5万円の補助金がつく。 

 
４．１ 動力性能 

EC-02は全長約 1.4m、重さ 47kgのコンパクトな車体と、五角形の二次電池（バッテリ
ー）収納スペースを生かしたデザインが特徴的だ。高圧で鋳造したアルミ（アルミ代キャ

スト）を採用して軽量化した。モーターなど原動機一式を、後輪脇の超薄型ケースに収め、

電動モーターを二次電池で駆動させて走る。二次電池は家庭の電源コンセントをつないだ

充電器を使って 1 回当たり 6 時間かけて充電する。そのため、走行時の排出ガスがなく地
域環境への負荷を大幅に軽減できる上、電力会社の平均的な発電効率を使って試算すれば

エネルギー効率は原付きバイクよりも高い。パッソル・ユーザーからの要望として多かっ

た航続距離の延長が EC-02 開発の課題であった。それには二次電池の出力の向上が不可欠
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だが、単位に出力をあげれば二次電池の重量が増えてしまう。 
 ヤマハ発・EV事業推進部 EV開発室の寺田潤史主査は「軽く、たくさんの電気をためら
れる二次電池にこだわった。少しでも燃費性能を上げるためにアルミを採用して軽量化し

たのに、二次電池自体が重くては意味がない。また取り外して充電器まで楽に運ぶために

も軽い二次電池が必要だった。」と話す。 
 
４．２ 乗り心地のこだわり 
日立ビークルエナジーとの約 3 年にわたる共同開発を経て、パッソルの二次電池と同じ

6kg の重さながら、最高出力を 0.95kw から 1.2kw に向上させた。単位重量当たりのエネ
ルギー容量を示すエネルギー密度はパッソルの二次電池に比べ 1.5倍。動力用に使うリチウ
ムイオン電池としては世界最高基準である。パッソルの市街地での航続距離が約 15~20km
（30/kmの時）なのに対し、同約 25~30kmを実現した。新開発のタイヤも航続距離の延長
に貢献。道路面とタイヤとの間の「転がり抵抗」の少ないタイヤを新開発した。抵抗の低

減と走行時の「しっくり感」の実現にこだわり、専門のライダーによる試乗を繰り返して

ゴムの配合割合から溝の形状まで改良を重ねた。それほど距離と出力の向上にこだわった

反面、回生ブレーキは採用しなかった。回生ブレーキとは減速時のエネルギーでモーター

を回すことで発電し二次電池に蓄えて電気としてエネルギーを回収する仕組みである。回

生ブレーキを使えばさらに距離を伸ばせそうであるが、四輪車は重いので効果が大きいが

二輪車の軽さではエネルギーの回収は少量であるため採用されなかった。回生ブレーキの

不採用にはもう 1 つの理由がある。回生ブレーキはスムーズな走り心地を損なうのだとい
う。モーターからタイヤへ一方向にしか動力を伝えず、惰性走行時は車軸が空回りするワ

ンウェイクラッチアクションを採用し、グラインダーで滑空するような層交換を実現した。

回生ブレーキとこのクラッチは併用できない。効果の低い回生ブレーキより、走行時の快

適さを優先させている。 
 別売りのスペア用二次電池を使えば航続距離は 2 倍になる。前輪・後輪とハンドルをつ
なぐ五角形の収納スペースには、スペア用の二次電池か充電器を収納できる。 
 このポリカーボネート樹脂製の五角形カバーは、別売りの半透明のカバーに取り替える

こともでき、絵を描いたり、シールを貼るなどユーザーの好きなデザインを施せる。収納

や走行性能だけでなく、ユーザー独自の遊び心を生かし、自分だけのものに仕立てられる

点が、ライフスタイルやモノにこだわる人にとっては大きな魅力と言えるだろう。 
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（図２：パッソル ヤマハ発動機） 

（図３：EC-02 ヤマハ発動機） 

 
４．３ 販促手法 
 ヤマハ発は、京都議定書の採択を意識している。中長期計画で「新動力源戦略」と呼ぶ、

エネルギー効率の高い電動二輪車などの開発促進にも取り組むとした。狙いとしては電動

二輪車を環境配慮のアピールする道具にしたり、逆に年間 50万台と言われる原付きバイク
市場に入っていくことはではない。電動二輪車という原付きバイクと構造や使い勝手の異

なる独自の商品を提案し、新市場を開いていくことである。 
 EC-02は 30~40歳代の男性のうち、これまで二輪車に関心がなかった層に訴え、その施
行にあうデザインを練り、技術はデザインに合わせて調整を重ねた。 
 販促方法も変えた。ヤマハ発の原付きバイクをそろえる販売店だけでなく、お台場や新

宿タカシマヤなど普段バイク店に足を運ばない客層の目にも届く立地に展示スペースを設

置した。 
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第五章 電動アシスト自転車 
 08 年の原油高の高騰から自転車へ乗り換える人が増えたことにより電動アシスト自転車
の売れ上げが伸びてきている。企業が営業周りに使う 3 輪バイクから電動アシスト自転車
への切り替えていることもある。 
 
５．１ リコーテクノシステムズ 
その例として、事務機器などの保守サービスをするリコーテクノシステムズ（東京都台

東区）は、06 年から首都圏地区所属する保守担当者の移動手段を電動アシスト自転車に切
り替えた。リース契約の切れた 3 輪バイクから順次買えていき、08 年 11 月までに 110 台
にまで増えた。電動アシスト自転車の導入によるガソリン消費量の削減効果は、07年 4月
から 08年 3月までの 1年間で 3389ℓ、金額にして約 50万円。CO2削減効果は 1.8tになる
という。同社は 09年 3月までにトータルで 135台までに増やす計画だ。 
 
５．２ 伸びる出荷台数 
電動アシスト自転車の認知度が徐々に上がっていき、01年には国内の出荷台数は 20万台

を超えた。そして 08年 11月までに 29万 5000台に達し、08年の出荷台数は 31万 6000
台に達した。 
 一方で排気量 50ccの原付きバイク 1種は、若者のバイク離れなどから市場の縮小が著し
く、08 年は 29 万 5000 台と落ち込んだ。つまり、08 年に電動アシスト自転車の市場規模
がはじめて 50ccの原付きバイクを上回った。 
電動アシスト自転車とは電動機により人力を補助する自転車。1993年にヤマハ発（以後、
ヤマハ発）が発売した電動ハイブリッド自転車・PAS（Power Assist System）が世界初と
される。（http://ja.wikipedia.org/wiki/ 抜粋） 
 自転車の長所の排出ガスを出さず、二酸化炭素の排出量もバイクより少ないのを生かし

ながら、通常の自転車以上に快適に走行できる新しい乗り物と位置づけ、シェア獲得を競

っている。環境に優しく走行時の疲れも少ない点に着目して、外回りの営業用車両として

電気自転車を導入する企業などもあるようだ。 
 ヤマハ発の電動自転車「PASリチウム T」の場合、一回当りの充電で、32km（オートエ
コモードプラス時、充電池の容量 2.7Ah の場合）を走ることができる。電池が空になった
場合は、通常の自転車と同じようにペダルを踏めば推進力を得られる。車体の軽量化など

により、電池がなくなったときも通常の自転車と同じような感覚で扱えるようになった。 
さらに、電動自転車の大きな特徴は動力を用いる乗り物であるにもかかわらず、運転免許

が不要なことだ。 
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５．３ 法律の改正 
道路交通法施行規則に免許が不要な場合の補助動力の使い方が定められている。電動自

転車は、ペダルの踏む力や回転数などをセンサーで検出し状況に応じて、搭載しているモ

ーターによりペダルの踏力を低減させる。道路交通法施行規則により人力と動力の補助の

比率は最大 1対 1（50%、走行速度が時速 15km未満のとき）となっている。また時速 15km
以上時速 24km 未満の速度では、速くなるにつれ補助比率が下がり、時速 24km 以上では
補助はなくなる。なお、2008年 12 月 1日より、この補助比率が緩和され、人力と動力の
補助の比率が最大 1対 2（約 66%、走行速度が時速 10km未満のとき）、時速 10km以上時
速 24km 未満の速度では、速くなるにつれ補助比率が下がり、時速 24km 以上では補助は
なくなる。これは警察庁より正式に公表された。 この補助比率が緩和された背景には、自
転車（電動アシスト）タクシー用途での坂道への範囲を広げるための自治体の要望や、そ

の他の国民の要望があったようである。時速 24km 以上で動力補助がなくなることは変わ

らないため、スピードが出るようになることはないが、低速度で坂道などを上る際にパワ

ーが上がり効果が出ることが期待されている。しかし、バッテリーの電力消費も大きくな

るため航続距離を伸ばすためのバッテリーの大容量化や、あえて低補助比率にして電力消

費を抑える平坦路走行用のモードが必要になることも考えられる。 
 

 
（図４：ヤマハ発動機） 

 
通常の自転車には搭載されない充電池は充電回数が 500 回程度で、1 年半から 2 年くら
いで交換が必要になってくる。充電池は自転車店の店頭を通じてその多くが回収されてい

る。交換して不要になった古い充電地は、電池工業会が進める回収ルートに乗ってリサイ

クルされていく。電動自転車を店頭に持ち込んで交換することが一般的なため、廃棄に回

る電池は少ない。 
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５．４ CO２の排出量 
CO２排出量で見ると電動自転車は原付に比べ圧倒的に有利であるが、通常の自転車と比
べると充電が必要な分だけ CO2 の排出が増えていて、電動である以上消費電力の分だけ

CO2の排出が上積みされるのは当然のことである。走行時には 30～50kg 程度の CO2増加

で、通常の自転車にはない快適さを得られることは優れている点である。 
電動自転車はガソリン消費がない分 CO2の排出が少なくCO2の削減効果の大きい乗り物

といえそうだが、普段の買い物に使っていた乗用車やバイクを電動自転車に乗り換えるな

ら CO2の削減はできる。しかし、その代替がどれだけ進むかが問題である。通常の自転車

から電動自転車に乗り換えれば、CO2 は増えてしまう。高齢者や買い物の荷物が多い主婦

などが電動自転車を使うこと理解できるが、すべての人が電動自転車に乗り換えることは

勧めることはできない。通常の自転車で済む用途であるかどうかを考える必要がある。 
 
 
第六章 ハーレーダビッドソンと奥井俊史氏 
 ハーレーダビッドソン ジャパン（以下、ＨＤＪ）は排気量 750cc以上の大型 2輪車で圧
倒的なシェアを持つメーカーである。国内市場が縮小する中で、ここ 24年間、一度も販売
実績が前年を下回ることがないという一貫した成長を続けている。その成長を引き出した

のは 1991 年から 17 年間社長を務めた HDJ の最高顧問の奥井俊史氏である。そして成長
のポイントは、オートバイを『モノ』として売るのではなく、ハーレーという『コト』を

売ることが HDJの基本方針であり、そこで重要になるのが、米国本社が創造した設計情報
と日本の顧客を良い流れで結び、顧客を満足させることにある。例えば「改善力」や「三

現（現地、現物、現状）主義」などの有効性は、製造現場だけでなく、販売現場でも変ら

なくてはならないと奥井氏は言う。 
 
６．１ HDJの「コト売り」 

HDJ の『コト売り』の中核を成す活動である各種のイベント。ハーレーの良さを知って
もらうために、大小合わせると年間 1000回近く開催している。その際に必要なのが、メー
カーと販売店が共同でイベントを手づくりすることが大事だという。イベント活動でも『改

善力』は重要である。毎年必ず前年の反省点を織り込み、前年にはなかった新しい企画や

遊具を少しでも加えるようにしている。その例として、イベントの中で試乗や展示などの

際にエンジンをかけて移動することもある。その際にオートバイの構造上、エンジンやマ

フラー周辺がとても高温になり危険である。その注意を促す注意書きを二輪車のイラスト

と共に掲示している。しかし、子供が読めないという意見があり、次の年からは子供向け

にすべて平仮名で注意書きを増設した。こうした改善を組み重ねることが成長を続ける原

動力であるとしている。HDJ のイベントの中でも最大級の、富士スピードウェイで開催さ
れる「富士ブルースカイヘブン」は 2008 年に 10 回目を迎えたが、来場者が初回は 1700
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人から、3万 2000人に増えた。 
 
６．２ HDJの CRM 
メーカーから販売店への流れをスムーズにするという考え方は、HDJ が導入した CRM
に設計にある。多くのイベントや各種のプロモーションを通じて収集した顧客データを、

CRM システムを媒介とし HDJ と販売店が共有し、フォローアップすべき有力顧客を絞り
込んで成約率の向上に役立てている。CRM システムという IT 手法を駆使し、勘と経験に
頼った旧来型の個人営業からの脱皮を目指す。CRM構築に当たっても、三現主義や改善力
が大きな意味を持った。HDJ は自社の三現に沿ったシステムを、ゼロからステップバイス
テップで構築していった。また、CRMシステムを使う側から見て非常に使いやすい状態を
保つために、随時修正、改善できる体制を取れるようにしてある。 
 その他にも取り入れているものがある。「メモ術」である。運用の狙いに応じて、手書き

の場合もあれば、IT ツールを活用している例もある。アイデアマラソンや部下メモなど、
突然のひらめきや発見を逃さず書き留めるメモは、携帯しやすく移動中など、どこでもす

ぐかける手書きメモが適してくる。営業メモや 4 行日記など、上司などとのコミュニケー
ションに使うメモは、電子情報化しておくほうが相手に読みやすく、届けやすい。組織で

情報共有を進めるうえでは、デジタル化を進めたほうにメリットが大きいように見える。

指示漏れや聞き違いを防ぐため、口頭では伝えず、A4版の用紙に赤ペンで書きつけたメモ
を使う。指示を伝えるには、メールも同じ役割を果たせそうだが、あえて使わない。「手書

きのメモなら字の大きさやデザインで、緊張度や重要性を伝えることができる。しかし、

デジタル化された情報では、表現が抑制されてしまう」と奥井氏は言う。メールでの指示

は、他のメールに埋もれ、見落とされてしまうリスクがある。ハーレーダビッドソンでは

全社員が奥井氏の指示メモをファイリングし、指示された仕事が済んだらそのメモを外し

て破棄する。仕事の指示がメモという「形」を持つことで、仕事のスケジュールに反映で

きる。 
 
 
第七章 レンタルバイク 
二輪車の売れ行きが伸びなくなり、新たな市場が生まれた。オートバイを時間貸しする

「レンタルバイク」である。2007 年からレンタルバイク店「レンタル 819」を経営するキ
ズキ（東京都町田市）である。08 年のリーマンショック以降、新たに 19 店舗を開店し、
09年は 48店舗となった。貸し出せるバイクの数は 1130台と数が多い。貸し出すオートバ
イは「ハーレーダビッドソン」や「BMW」などの外国製のものもあり、排気量も原付きバ
イクから大型のものまで用意されている。レンタル件数は、2008 年は約 1 万件だったが、
2009年は半年で 1万件を超えた。 
キズキでのレンタルバイクの客単価は 2 万円弱。レンタル料は、排気量や車体価格を基
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準に分類してある。例えば、新車価格が 200万を超えるハーレーの新型車は、24時間のレ
ンタル料が 2万 5000円になる。割高ではあるが、普段は乗れない外国車を運転できる機会
なので、人気が高く常連客も多い。顧客の中心は、就職や結婚を機に愛車を手放すことに

なった往年のライダーである。利用者数は 30～60代の利用者が半数を占めていて、新たに
バイクを買うには維持費や諸費用の負担が大きいが、週末だけ好きなオートバイを借りて

楽しむライダーが増えてきている。好みの車種を乗るごとに変えるといった贅沢が実現で

きてしまう。 
借りるのには少し注意が必要である。20 歳以上ではなくてはならないこと、初回の支払

いがクレジットカードの前払いのみということである。20歳以上でなければいけないのは、
保険上の関係であるためである。あとは、乗りたいバイクがあれば予約をすれば乗れ、予

約をした日に雨が降りそうならキャンセルしてもキャンセル料をとられることはない。保

険も対人無制限、対物 1000万円（免責 5万円）、搭乗者障害保険 500万円があり、車両保
険は別にオプションとして用意されている。 
レンタル事業は時間貸し料金のほかに、もう一つおいしいビジネスがある。キズキでは

レンタル車両の大半を新車によってまかなっている。レンタルで貸していけば走行距離が

伸び、中古車として販売することができる。新車が売れなければ、比較的安価な中古車を

売って凌いでいくのは自然な流れである。しかし、近年は優良な中古車が減り、価格も高

くなっている。大手の中古車買取業者がテレビなどで広告し、ユーザーから直接買い取っ

てしまうためだ。オークションを通じて中古車を仕入れようとしても、輸出業者が高値で

落札し、健全な中古車が海外に流出するケースが増えている。 
新車を時間貸しすれば、レンタル料で一定の売り上げを上げながら、自前で必要な車種

の中古車も確保できる。レンタルが販売に繋がることもある。一日借り切って欲しかった

オードバイの性能を確認して、購入の意見を固める顧客も少なくないそうだ。そんな顧客

のためにキズキでは、借りたバイクを購入すると、レンタル料金の全額返金を行っている。

潜在顧客と優良在庫を一緒に獲得できるビジネスモデルとなっている。 
 
 
第八章 ヤマハ発動機の海外進出  
ヤマハ発は、国内の販売台数が 1990年後半から減少し始めたことを受け、一般に新興市
場といえる BRICｓ(ブラジル、ロシア、インド、中国)ではなく、その先の新興国となりえ
るベトナムやアフリカなどの国に対して、市場を広めていった。 

 
８．1 市場の開拓 
市場開拓により 2006年度の好調な業績を受けて、2006年 12月期の営業利益は 1235億

円。これは 5 年前の 317 億円の約４倍になる。躍進の原動力は新興市場の開拓。特に主力
の 2輪車での市場を拡大した。海外での 2輪車販売台数は年 426万台になり、これが全体
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の 96%を占める。特に活況なのがアジア地域で、去年は 327万台を販売。これは全体の 74%
に及び、2 輪車部門の売上高の 43％にあたる。インドネシアなど東南アジア市場はさらに
拡大が続くと見られており、ヤマハ発にとって儲けを出す絶好のチャンスである。 
 日本では、もはや 2輪車の影はうすくなった。1980年代前半の販売台数は 320万台まで
膨らんだが。現在では約 70万台にまで縮小した。欧米市場でも、利益率の高い大排気量の
大型 2 輪車を販売するが、趣味性の高い製品であるため景気の動向で需要が左右される。
それだけに必需品として 2輪車が利用される新興市場でいかに売るかが課題だ。 
 創業者の川上源一氏（故人）はこういい残している。「需要は自ら創りだすもの」。その

言葉とおり、ヤマハ発の強さは儲かりそうな市場をみつけて切り開くこと。自社の体制と

人員を見極めたうえで、将来のメシの種になる国を見ると、全力でせめる。それが主力市

場を変えても、ヤマハ発が巧みに強さを保ってきた理由だ。 
アジアの新興市場であるベトナムもその例に漏れない。ホンダが既に進出していたが、

ヤマハ発も 99 年に本格的に参入した。ホンダには及ばないが、参入当初は 1%だったシェ
アを 0７年に 30％近くに拡大した。ベトナムの人口はおよそ 8300万人。一人当たりの GDP
（国内総生産）は 618ドルで、日本の 58分の 1に過ぎない。ただ 94年に米国の経済封鎖
が解けてからは、海外からの投資が集まっている。一般に新興市場と言えば、BRICｓが話
題になる。だがヤマハ発はその次の新興国にも、好機とみるや力を注ぐ。1 人当たり GDP
では中国には及ばないベトナムはまさにその象徴だ。参入当初、ヤマハ発製品は知名度が

低く、中国メーカーと間違われることも多かったという。それでもベトナム攻略は急務で

あった。98年にベトナム国内での 2輪車生産が許可され、市場が急激に拡大されると予想
されたからだ。実際、99年に 35万台だったのが、08年には 250万台弱を売る市場となっ
ている。 
 
８．２ 販促方法 
ベトナム攻略の指揮を執ったのは、MC（2輪車）事業本部営業統括部・竹田隆彦執行役
員。竹田氏は、ホンダ優位の市場を攻略するために、2つの戦略を徹底した。1つは潜在顧
客である若者に対して、徹底的に認知度を高めること。2つ目は地方都市まで回って製品に
触れてもらうこと。 
 今は MC 事業部に席を置くが、元はマリン事業部で船舶の営業を担当していた。指名し
たのは元社長梶川氏。歯に衣着せぬ物言いと抜群の行動力、何よりも 2 輪車業界を知らな
いことが買われた。それはなぜかというと、MC 事業部には苦い経験がある。80 年代の国
内市場で、ホンダとヤマハ発は価格競争を繰り広げた。結果、会社は体力を消耗した。そ

れから MC 事業部にはトップにはなってはいけないという空気が流れている状態だったと
いう。マリン事業部にはそうした意識はない。竹田氏は「最前線に立つ営業が会社を動か

すべき」という信念をもつ。まずは社内の“ホンダ・コンプレックス”を壊すことから市

場開拓が始まった。 
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 竹田氏がこだわったのは、市場が大きい都市部で知名度を高めること。カフェも併設し

た 2輪車用の大型ショールームを作った。 
 直営ディーラーを首都ハノイとホーチミンに展開し、ある店では米フォード・モーター

が使っていた 400m2の展示室を改築し、2 輪車を並べた。見せ方にもこだわった。東京・
原宿でヤマハ発が経営するカフェ「エクスレムル」のスタッフを呼んで、ベトナム人社員

と若者の集まる場所を視察させ、東京の先端の流行を取り入れたおしゃれな展示を考えた。 
 ベトナム市場でヤマハ発の 2 輪車は高級車に分類される。エントリーモデルの「シリウ
ス（排気量 110cc）」が日本円に換算すると約 12万円。上級モデルの「エキサイター（排気
量 135cc）」では 23万円近くなる。外資系企業に勤める社員の初任給が 1万 2000円ほどで
あることを考えると。ベトナム人が日本製の 2 輪車を買うのは、日本人が高級車を買う感
覚に近い。 
 自身を持って始めた市場開拓だったが、最初の 2年間は大赤字を出した。2000年は 8500
台、01年は 2万 3000台しか売れなかったのだ。08年の 50万台からは程遠い。しかし、
悲壮感はなかった。商品を見せて、触らせて、乗せる。の基本を徹底して製品の良さが伝

われば、裕福な家庭に育つ若者に売れると信じていた。実際泥臭い営業を続けたことで効

果が表れてきた。特に地方を回りイベントを開催すると、集客が増えて思いの販売が伸び

た。 
 ハノイを出て水田地帯を 6 時間ほど車で南に進むと、ピンという田舎町に到着する。普
段は静かなこの町の一角に、ヤマハ発の 2 輪車の展示会場が現れた。巨大スピーカーから
大音量で流れる流行歌と、2 輪車を紹介する女性モデルの声に、若い男性が集まってくる。
これは、ヤマハ発がベトナム全土で展開している営業活動「キャラバン」の一場面。週に 2
～3回はベトナムのどこかの町で、同様の催促イベントを開催している。 
若者向けのイベントではあるが、内情は泥臭い。キャラバンの実行部隊である営業の河合

氏は「赴任してから 4年間で、ベトナムにある 59省をすべて訪れた」と話す。足でファン
を増やす営業だ。もともとキャラバンは若手社員の提案から始まった。テレビ広告に頼ら

ず、イベントで若者を集め、2輪車に触れてもらう。そうして各地の人口分布や所得などの
情報を蓄積する。これを基にディーラー（販売店）店主との関係を深める。 
 全国各地のディーラー（約 300 点）と定期的に接触することで、ヤマハ発のファンを増
やす。これで他メーカーに乗り換えようとするディーラーをけん制し、販売網を細かく拡

大する。河合氏は地元のディーラーを回り、夜は杯をともにして語り明かす。地道な営業

がディーラーとヤマハ発の結束を強める。努力が実り参入 3 年目で、ベトナム市場の黒字
化を果たした。 
 
 
８．３ OMDO ～海外市場開拓事業部～ 
ヤマハ発は新しい市場に乗り込んだら、年月をかけてじわじわと攻めていく。これは他
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の新興市場でも同じである。そうした作戦を統括する部署も社内にある。海外市場開拓事

業部。社内では OMDO（Overseas Market Development Operations=オムド）と呼ばれる
組織だ。 
 OMDOは、2輪車や船舶などの事業部がまだ手をつけていない市場を追う横断的な組織。
まさに先端市場だけを行く特殊部隊である。事業部には 108 人の社員が所属しているが、
日常的にオフィスで働く社員をいない。その理由は、彼らの職場はモンゴルの草原であっ

たり、中南米の森林であったりするからだ。取り扱う商品は 2 輪車から船外機、発電機、
冷水機などである。ヤマハ発の製品であればどこにでも売りに行く。 
 例えば、アフリカなどの小さな漁村などに船外機を売り行く場合、そうした大地では、

いまだに木造船を人力で漕いでいることが多い。木造船に船外機を取り付ければ遠くまで

出漁でき、漁獲量も飛躍的に伸びる。しかし、漁師が魚の釣り方を詳しくなければ、便利

な機械も役に立たない。そこで日本の漁法を紹介したパンフレットなどを無料で配布して、

啓蒙活動に務める。 
 成功事例では、アフリカ中央部に位置するルワンダ（人口約 900万人）のケースがある。
07年 3月には、政府に 700台以上の 2輪車を納入した。売れたのは中国製と比べて 4倍も
高価な日本製の 2輪車だった。 
 ルワンダは、1994年に部族間抗争で大虐殺があった国として知られる。ヤマハ発も一度
は撤退をしたが、その 3年後の 97年には OMDOが再び市場の開拓を始めている。それほ
ど早く、ルワンダの情勢をつかみ、販売成功につなげられたのか。そこには日本人が攻め

るベトナムとは対照的に、現地のネットワークを最大限利用する営業方法がある。アフリ

カなど地政学リスクの高い地域では、現地に 3 つの営業拠点を置いて現地人スタッフを配
置している。そこから、最新の情報が入ってくるようになっている。 
 ルワンダの立役者の 1 人の平田順氏は、かつて北アフリカ以外のほとんどのアフリカ諸
国で影響を続けてきた。長年にわたって、アフリカ諸国で築いてきた人脈から情報を仕入

れ、ヤマハ発の協力者を探し出す。かつてルワンダの市場を開拓していた協力者は、紛争

をきっかけに国外逃亡していた。しかし、97年には新しい協力者を見つけた。 
 ヤマハ発の 2 輪車販売に名乗りを上げたのは、肉を扱うスーパーマーケットの現地経営
者。これまでに 2 輪車を販売した経験はなかったが、情報収集能力と政府との折衝能力に
優れた人物であった。早速、彼は「政府が教師や医者らに公用車として 2 輪車の購入を検
討している」と情報を仕入れてきた。しかし、政府を相手とした商売は支払いが遅れるこ

とが多く、ルワンダの銀行が政府の委託を受けて、公務員に購入費用を貸し付けて販売す

るという確約を取り付けることにした。 
こうした臨機応変な話し合いでは、現地を最も知る営業に裁量権を預けること多い。し

かし、単に攻め続ければいいというわけでもない。厳しい環境に赴く OMDOの仕事は危険
と隣合わせだ。病気だけでなく、犯罪やテロに巻き込まれる危険性。また、協力者が詐欺

を働く恐れもある。そうしたリスクをどう管理するかが成功の鍵を握る。 
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 そこでヤマハ発では、現地の地理に詳しく、言葉も理解できる青年協力隊（JICA）の出
身者を活用している。ルワンダを開拓した平田氏も JICAの OBの 1人。セネガルの漁村で
2年半ほどボランティア活動に取り組んだ。それまでの生活でアフリカでの適応能力も、実
証済みである。 
 このように 2 輪車のプロや発展途上国のプロ、あるいは現地の人材を活用することで、
ヤマハ発は“先端地”へ進む。その一方で新興国に深く入れば入るほど、成功とともにリ

スクも高まる。 
 その一例が、2005年末に発生した産業用無人ヘリコプター輸出問題だ。ヤマハ発は中国
企業に「軍事転用」が可能な無人ヘリコプターを輸出しようとしたとして、外国為替法違

反（無許可輸出未遂）で 100万円の罰金刑を受けた。加えて、経済産業省から 06年 5月か
ら 9ヶ月間、無人ヘリと関連部品の輸出を禁止する行政処分を受けている。 
 このケースでは軍事転用の可能性が高いことが問題視されたが、どこまでを民生品とし

て事前に見極めるかは組織的なチェックがかかせない。輸出を担当した社員には「規制に

該当するかもしれない」という認識があったとされ、個人の最良に任せる限界も露呈して

いた。苦い経験もあり、元社長の梶川氏は「社会的な責任を果たせる組織を作る」と強調

する。ただ、ここ近年の国際情勢の見極めが難しい。 
 確かにテロや宗教問題などが各地で多発する中、市場開拓のリスクとチャンスは紙一重

となっている、貿易のルールがあいまいな国もまだ多い。さらに最近でも世界各国から制

裁を受けていた北朝鮮が、一転して米国と直接対談に動いたように世界の情勢は刻々と変

化する。その中で、リスクとチャンスの見極めをどこまで個人と組織で分担するかが課題

となってくる。 
 ヤマハ発の場合、中国の無人ヘリ問題もあったことから、輸出管理体制を厳格にするこ

とは必要だ。しかし、厳しすぎる締め付けは、新興市場を開拓しようとする社員のやる気

に水を指す結果になりかねない。新興市場の開拓で、日本人が攻めるべきか、現地に任せ

るべきか。またその場合には、どんなタイミングで拡大を目指すかが大切になる。元社長

梶川氏は個人の挑戦心と組織の管理能力を組み合わせて、市場開拓能力をもう一段階高め

ようとしている。 
 
 
第九章 まとめ 
 2輪車の生産、販売の状況はかなり苦しい状況であることがわかった。多少の上下がある
ものの明らかに販売台数は落ちていっていて、観測を始めてから 1993年から 2008年まで
の販売台数は半分近くまで落ちている。平成 10・11年環境規制により 2000年の販売台数
はとても落ちている。すでに 2 輪車に乗っている人からはわかりにくいが、環境規制によ
り新車で 2 輪車を買うときには、それまでにはなかった制限を課せられたものに乗ること
になる。普通に乗っている分にはわかりにくい部分ではあるのだが、パワーが少し落ちた
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り、それにともなって排気音が小さくなることもある。これを嫌う人は環境規制が入る前

の中古車を探していくのだが、優良な中古車に出会えることは数少ない。外装がいくら綺

麗であってもエンジンの中身はわからないし、前のオーナーがどんな乗り方をしているの

かが全くわからないので中古車を買うことはとても難しいことである。中古車の値段が安

いことは確かではあるし、環境規制や騒音規制が掛けられる以前のものに惹かれることが

多くある。店のサービスで納車の時に新品に換えてくれるところもあるが、中古車は新車

と違って消耗品が減っている状態で売られている。それがタイヤ、ブレーキ関係であった

場合は即交換の場合や乗り方にもよるが納車後一ヶ月で交換も考えられる。タイヤ交換を

自分でできる人にはなんの問題のないことではあるが、できない人はお店に頼むしかない。

原付きバイクであればタイヤ前後交換で大体 1 万円くらいする。大型のバイクになれば後
輪だけで 2 万以上する場合もある。その交換が納車後にすぐ来たら新車の価格を超えてし
まうこともある。優良な中古車があったとしても新車と価格が変らないようなら新車を買

うほうが安心して楽しむことができると思う。 
 新しい市場でレンタルバイクが始まったことを書いたが、レンタルバイクに乗る人には

色々な事情がある。バイクを維持するのが難しくなった、週末だけ乗れればいい、また乗

りたくなったリターンライダーなど様々な理由がある。バイクに試乗できるお店はとても

少なく、試乗会も夏に多くあるばかりで冬はあまり開催されない。レンタルバイクは自分

の乗るバイクを決める大きなきっかけを作るのに最適な場所であると思う。買ってもすぐ

に違うのに乗りたくなる人もいるだろうし、ものすごく迷っていてレンタルして自分にあ

ったバイクを選べる場所である。少し値段が高い気がしなくもないが、いきなり買って失

敗するよりかレンタルして自分に本当にあったものを探すのも楽しいことでもあるし、ず

っとレンタルで続けていくのも悪くないことだと思う。 
 環境を配慮されて開発されているものに燃料電池二輪車、電動バイク、電動アシスト自

転車がある。燃料電池二輪車は、まだ開発段階であり資料がとても少なかった。燃料電池

自体がまだ研究段階であるため、開発できない状態である。電動バイクはすでに販売され

ており、実際に使っていることもある。公道で見かけたことはないのだが、工場の移動手

段として使われているようだ。あまり航続距離が短いため、電池が切れるまでに帰らない

といけないという制限が大きい。出先で電池が切れてしまったら、充電することは不可能

である。出先で簡単に充電することができるようになれば知名度が上がり、格段に普及す

るものであると思われる。電動アシスト自転車は用途によって必要かどうかが変ってくる。

買い物に行くのに平坦な道が大半で上り坂も緩やかであれば不必要なものである。しかし、

上り坂が大半で急な坂である場合必要になることがある。前者の人が電動アシスト自転車

を買ったとしてもそれは、環境を壊していくだけである。電動アシスト自転車は原付きバ

イクからの乗換えを主に予測しているものあるから、平坦な道が大半の人が乗り換えても

意味がない。ただ普通の自転車から電動アシスト自転車に乗り換えるなら電動バイクも視

野に入れて見るのもいいかも知れない。用途が買い物のみというのなら電動バイクが圧倒
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的に有利ではあるが、免許の有無、子供を乗せるかどうかによってなどの用途に応じたも

のを買うのが、毎日の買い物が楽になると思われる。 
 二輪車の販売は落ち込み続けているのは確かなことではあるが、二輪車の販売ではなく、

レンタルバイクの市場ができあがっていたり、用途を考えた電動バイク、電動アシスト自

転車の普及、開発段階の燃料電池二輪車の存在がある。ヤマハ、ハーレーなどの海外市場

拡大や販売戦略が積極的に行われれば、完全に行き詰って沈黙してしまう業界ではないこ

とが今回調べてみて分かったのである。 
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