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第 2 部 

 司会 それでは第 2部、「インドとどう向き合うか？（この 30 年を振り返って）」につき

まして、スズキ株式会社取締役会長兼社長の鈴木修様のご講演を始めさせていただきます。 

 鈴木様は昭和 33 年に鈴木自動車工業株式会社にご入社され、昭和 53 年、当社取締役社

長にご就任されました。平成 2年にスズキ株式会社に社名をご変更され、平成 12 年に同社

取締役会長にご就任。平成 20 年 12 月に同社取締役会長兼社長にご就任され、現在に至っ

ておられます。 

 お待たせいたしました。本日第 2部の講師である、スズキ株式会社取締役会長兼社長鈴

木修様にご登壇をお願いしたいと思います。皆様、大きな拍手でお迎えくださいませ。よ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

 鈴木 どうも皆さん、こんにちは。時間的にちょうど眠たい頃だろうと思いますから、

あまり大きないびきをかかずに静かにお休みいただければと思います。私も皆さんがお休

みにならないよう一生懸命お話させていただこうと思いますので宜しくお願い致します。 

 今日は、りそな銀行さんにご依頼をいただいて参上したのですけれども、正直申し上げ

ましてあまりお話できるようなことはございません。どういうことかというと、インドだ

から特別なことがあるかというとそんなことはなく、どこの国に行っても全く一緒で普通

にやればできるということではないのかな、私はそんなふうに思っております。 

 私共、1982 年にインド政府と契約を締結して、1983 年から生産をスタート致しましたか

ら、かれこれ約 30 年が経過致しております。その間、大使の皆さん方も、何人もお変わり

になっていらっしゃるということですから、時代が全く変わってしまっているということ

なんですね。 

 堂道大使閣下から国民所得の伸び率とか経済成長率とかいろいろな話がございましたけ

れども、全てが様変わりしてしまっておりますので、果たして私どものやったことが参考

になるかどうか疑問ではございますが、大阪の皆様とお話しできる折角の機会でございま

すので、私の懸念をご承知いただいた上で本日はお話しさせていただきたいと思います。 

  「一寸先は闇」とは良く言ったもので、私共の場合でも 2008 年のリーマンショックで

大変な苦労を致しました。そしてこのたびの東北地方の地震の影響で、ご承知のように自

動車業界は、私共だけではなしに、全世界の自動車メーカーの生産が停止を余儀なくされ

たり、あるいは 3月の生産台数が前年比 6割減というような状況でございまして、先を読

んでいるようで実は全然読めていなかったということだったんですね。 全世界の自動車
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メーカーが部品の供給不足で困っているものですから、俗に言う「みんなで渡れば怖くな

い」ということで、安心して大阪までやってきて皆さんの前でお話し出来ている、という

わけでございます。もしもうちだけが大幅に生産を落としていたら、とてもこんなところ

でお話しなんてしていられない、というわけです。 

 さて、皆さんご承知、或いはご記憶かと思いますが、ちょうど 1970 年代の終わりから

1980 年代の初めというのは、自動車業界は貿易の自由化の中で、対米輸出・対米進出の時

代でありました。アメリカへ輸出できる車、アメリカで売れる車を作らなければならない。

アメリカに進出できて初めて一人前という時代。そんな時代でしたから、もう大手さんは

全部アメリカへ進出されておりました。安くて品質の良い日本車が大量にアメリカに輸出

された結果、いわゆる日米貿易摩擦の問題が発生して、対策として日本メーカーによる対

米輸出自主規制枠が設定され、アメリカへの輸出は割当制が導入されたのです。私どもは

1981 年、インド政府との契約締結の 1年前に GM さんと提携を致しました。それで GM さん

向けの小型車については、何とか後発メーカーではあるものの割当の台数をもらいたいと

活動致しておりました。GM さんとカナダに合弁会社を作ったりしたのですが、いかんせん、

スズキは小さな軽自動車が専門でアメリカで売れる車を作ることができていませんでした。

一方で大手さんは何万台、何十万台という規模で対米輸出をなさり、或いは工場をお作り

になっていらした。 

 こういう時代でございますから、日本メーカーのどん尻のスズキと大手メーカーさんと

の間の格差は広がっていくばかりだということで、どこかアメリカ以外に進出できる国は

ないだろうか、小さな車でも良いよと言ってくれるところがないだろうかと常々思ってお

りました。たまたま、私どもは 1975 年にパキスタンへ進出しておりまして、現地で軽トラ

ックを生産し販売しておりました。インドに進出するよりも早くパキスタンに進出してい

たのです。 

 パキスタンをご旅行なさった方はお聞きになったことがあるかもしれませんが、あちら

ではスズキの軽トラックのことを「スズキのロバ」と呼んでいるのです。私どもが軽トラ

ックの生産を始める前は、輸送手段の主役はロバで、特に街の中、ラホールにしてもカラ

チにしても馬車ならぬロバ車で物資を運んでいたのです。ところがロバは好ましからざる

落し物をしていくのです。馬糞ならぬロバ糞を落としていき、それが乾燥して人間の鼻か

ら体内に入り、一種の風土病を起こしていたのです。そのようなロバ糞公害の深刻化に対

して、パキスタン政府はロバに代わり得る輸送手段の担い手として私どもの軽トラックを
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お選びいただいのです。そしていわゆる無尽講のようなやり方でお買い求めいただき、街

中のロバ車に取って代わった結果、パキスタンでシェア 75%を占めるまでになりましたお

かげさまで、今でもパキスタンではシェア No.1 なんですよ。台数はともかくとして。（笑） 

 とにかくどこの国でもいいから No.1 になりたいと思っておりました。国内では 13 番目

でどうにもならない。どこか 1番になれるところはないだろうかということで、自動車メ

ーカーのいないパキスタンへ行ったのです。うちしか自動車メーカーがないのですから、

たとえ 1台でも作って売れればシェア 100%の No.1 なんです。 

 他の国でも No.1 になれるところはないか、パキスタンのようなやり方ができるところは

ないか。難しく考えるとだめなのですけれども、私は単純ですから、自動車メーカーのな

いところに行けば良いと思っておりました。 

 そんな時にパキスタンの工場に指導に行っておりました社員が、「出張帰りの飛行機で、

インド政府が国民車事業のパートナーを募集しているという記事を読みました」と報告し

てきたのです。これが私共のインド事業のスタートになりました。 

 そこで、早速インド大使館へ申込に行かせたのですが、戻ってきてあっさり「断られま

した」と報告してきました。（笑） 

 それで、「セールスは断られてから始まる」というではないか、一度断られたからと言っ

てすごすごと引き下がってはいけない。断るというのは興味はあるがタイミングが悪いと

いうことだ。5回も通えばきっと認めてもらえるから、と言って大使館へ通わせました。

すると本当に 5回目で認めていただいたのです。ただし「申し込みの期限は過ぎているか

ら、あくまでも補欠で入れてやろう」ということでした。それでも何とかスタート台に立

つことはできました。 

 その後紆余（うよ）曲折はございましたけれども、インド政府の調査団が来日すること

になり、私共はじめ各社を訪問することになりました。ところが先ほど申し上げましたよ

うに、GM さんと前年に提携しておりましたのでアメリカへ出張する日と、調査団がスズキ

を訪問する日が重なってしまったのです。 

 折角調査団が補欠のうちへ調査に来てくれるという日に私がおらず打合せができないと

いうことで困ったなと思いましたが、せめてご挨拶だけでもと思い、アメリカに行く前に

ホテル滞在中の調査団を表敬訪問したのです。 

 ほんの立ち話程度の挨拶のつもりが、「ところでどんな車を作るおつもりですか」という

話をしたところ、次第に議論が白熱してしまいホテルで黒板を借りてきて、工場のレイア
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ウトはこんなふうにしたらいいですよとか、こういう点に気を付けなさいよ、というよう

なことを討議してしまったのです。30 分のつもりが気が付けば 3時間のビジネスミーティ

ングになってしまいました。 

 それで、3月 16 日に帰ってきましたら、3月 15 日にインドに帰ったはずの調査団が滞在

日程を延長して私の帰国を待っていてくれたのです。「もう一度、お前さんと話がしたい」

ということでしたので、3月 17-18 日と浜松の本社へお越しいただいて詳しい話をしまし

た。それからほどなくしてインド政府より、国民車事業のパートナーはお前のところに決

めた、というご連絡をいただきました。 

 後で伺ったところ、これはちょっと自慢話になりますけれども、各社を訪問された際に

冒頭会長さん、社長さん、副社長さん、専務さん、といった経営トップがずらーっと並ん

で入ってこられて、お茶を 1杯飲んで名刺を交換して、「ようこそいらっしゃいました。本

日はお出かけいただいてありがとうございます。詳しいお話しにつきましては、担当の部

長がお話を伺いますからどうぞよろしく」と言って、全員さーっと出ていってしまい、一

番末席に控えていた部長と課長が真ん中に座り直して「それではお話を承りましょう」と

やられた、というのです。 

 それに対して「お前さんのところだけは社長自らが対応してくれた」というのです。会

社のトップが自ら対応したことで誠意が伝わったのではないかと思っています。人から聞

いた話ですから、本当か嘘かは分かりませんがね。（笑） 

 ここまで申し上げてきてお分かりいただけたかと思うのですが、私共のインド事業は

数々の偶然と出会いの賜物だったのです。 

 とにもかくにもインドへ行きました。飛行場を出たら路上に牛がたくさんいるんです。

そんなことに驚きながらでこぼこの道なき道を走り続けて工場に行きました。インドの国

民車構想というのは当時のインディラ・ガンジー首相の下の息子さんのサンジャイ・ガン

ジーという人の夢だったのです。そのための工場建設を開始して間も無く、サンジャイさ

んが若くして飛行機事故で亡くなってしまい、半完成で放置されていたその工場を引き受

けることが前提条件でした。 

 工場へ行ってみるとまだ屋根までできていないようでした。サンジャイさんが亡くなっ

てから 10 年近く放置されていたのでしょうか、工場は野生のサルのすみかになっており、

飛び回っていたのです。「あれは何とかしないとだめだね」と言ったら「インドではサルと

いうのは神様の使いだから殺すなんてことはできないぞ」と言われました。そんなところ
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へ出かけていったというのが事実です。 

 ただ、プロジェクトの進展が非常に早かったことを覚えています。1982 年の 3月から交

渉を開始して 10 月には正式に合弁契約を締結致しました。その後翌 1983 年には生産をス

タート致しました。但し、完成車に近い状態で向こうへ持って行ったのですが．．．。そんな

やり方ではありますが、1983 年には 840 台を作ることができました。 

 その後生産台数は 3年目で 5万台、5年目で 10 万台を突破致しました。もう必死でやり

ましたからものすごい勢いで伸びていきました。そうなってくると次は部品の国産化を考

えなければなりません。生産開始の当初から日本の部品メーカーさんに「インドに出てく

れませんか」と言ってずいぶん回ったわけでございますけれども、皆さん一様に「インド

なんかで車ができるかね」と、とりあってもらえませんでした。 

 それで頑張って 5万台作った辺りから皆さんが「やはりインドでも車ができるんだね」

と関心を持つようになってくれて、更に 10 万台を越えてからは部品メーカーさんも「俺の

ところも出よう」ということで、出かけていただくことができました。正直言いまして、

部品メーカーさんに進出いただけるまでが一苦労でございました。 

 皆さんご承知のように、自動車メーカーというのはタイヤからバッテリー、ガラスや鉄

板に至る全ての部品を自分で作っているわけではありません。いわゆる「集約型産業」と

いうもので、ヨソから買ってきた部品を自動車に組み上げるわけなんです。 

 ちょっと話が横道にそれますけれども、私共の売上高を区切りの良いところで2兆5,000

億円、販売台数を 250 万台とすると、1台辺りの売上高は 100 万円になります。営業利益

がざっと 1,000 億円ですから、250 万台で 1台辺り 4万円の利益にしかなりません。100

万円のクルマを売っても 4万円しか儲からないんですよ。ところで自動車 1台にどれだけ

部品が使われているかご存知ですか？2万点とも 3万点とも言われているのですが、分か

り易くするために 2万点と仮定しましょう。1台当り 4万円ですから部品 1点当りの利益

は平均してわずか 2円にしかなりません。だから、こんな割の合わない商売はないんです。 

こういうことですから、たとえばタイヤが 1本 5,000 円とすると、これをダメにしてしま

ったら取り返すには何台売らなければならないかということです。 

 だから、今度のリーマンショックなんかに対して、後ほど時間があればお話しを致しま

すが、徹底的な節約・大変なケチケチ作戦をやりました。 

 この間、石原慎太郎さんが「自販機を止めてしまえ」とおっしゃっていましたが、まさ

にその通りです。省エネタイプでないものは年間 2万 7,000 円も電気代がかかっているん
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ですよ。ところが 1週間、168 時間つけっぱなしなんです。そこで私共ではお休みの金曜

日の夜から月曜日の朝 7時までコンセントを抜いて帰るようにしました。そうすると 168

時間のうちの 62 時間はコンセントを抜いてありますから、だいたい 40%近くは電気を節約

できるんです。他にも色々とムダを排除していきました。チリも積もれば何とやら、こう

いう細かいことの積み重ねが非常に大きな成果をもたらしてくれたのです。 

 話を本筋に戻しますが、これまでのインドでの経験の中で最も感激したのは、インディ

ラ・ガンジー首相が、「スズキがインドの労働文化を変えてくれた」というご挨拶を下さっ

たことです。このことは今でも鮮明に覚えております。そのスピーチを聞いて初めて、こ

れまでの苦労が報われた気が致しました。 

 インドで生産を開始する前に、インドのワーカーの皆さんに日本人の働き方、会社との

関わり方がどういうものなのかを理解してもらうために 1本の映画を制作しました。『共に

前進しよう』というタイトルで、戦争に負けて焼け野原になった日本がどうやって欧米に

追いつけ追い越せという復興を遂げたのか、日本人ワーカーの仕事への取り組み方、職場

の同僚との関係等を通して紹介する内容でした。この映画を見せると同時に、延べ 2,000

人を超えるインド人ワーカーに浜松の工場へ来ていただいて、短い人でも 3ヵ月、長い人

で 1年におよぶ研修を受けていただきました。 

 映画の内容ですが、たとえば日本では始業 30 分前の朝の 7時半に会社に到着する。食事

はもちろんとってくるのですよということ。30 分前に来て 15 分間体操をやる。その後 5

分間、班長さんが全員の出欠をとって、「誰々君が休んでいる」というと、「どうしたのか」

とか「誰かどういう理由か聞いているか」という話をする。そうすると「こうこうこうい

う理由で休むと奥さんから電話があった」と報告がある。そのような場合班長さんは必ず

帰りに家に寄って、病気の状況を聞いてくる。そんな風に従業員同士が家族であるかのよ

うな密接なつながりを持っているんですよということを紹介しておりました。そして 8時

5分前には機械の前に立って始業のサイレンが鳴るのを待つんです、そしてサイレンが鳴

ると同時にスイッチが入り 8時ちょうどから仕事を始めることができる。だから始業 30

分前には会社に来ているんですよということを教えるようなものでした。 

 ところで先ほど大使閣下もお話なさいましたが、インドにはカースト制というものがあ

るんです。インドに進出してから良く質問されるのは、「インドというのはカースト制があ

って大変だそうだね」ということです。ただ私共はカースト制というものを意識したこと

がないんです。 
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 インドで事業を開始する際にインド政府の皆さん方に申し上げたのは、「私は日本人です

から、日本式の経営しか知りません。インドはイギリスの影響を受けていらっしゃるけれ

ども、私は欧米式のマネジメントは知らないから、日本式経営をやらせていただくが、そ

れでよろしいか」ということです。すると政府からは「もうとにかくあなたに任せるから」

と認めていただいたのです。これで非常にやり易くなりました。 

 私共のインド進出はこういった点でラッキーだったと言えるでしょう。だから、オフィ

スでも日本と同じように、全員が同じフロアにいるんです。社長が座っていて、生産担当

と、経理・労務担当の副社長が座っていて、その前に部長が座っていて、その前に課長が

座っていて、係員が座っているのです。当然個室などありません。 

 また会議室を透明のガラス張りにして、どこの部屋で誰が会議をやっているかが一目で

分かるようにしました。会議だから見えないようにしてくれという要望もありましたけれ

ども、一切認めませんでした。 

  またあるときにマネージャーが個室を作りたいと言ってきました。理由を尋ねると、

「セクレタリーがタイプを打つ音がうるさいから」と言うではないですか。「よしわかった」

と言って、防音のタイプ室を作りました。どのセクレタリーもそこへ行ってタイプを打て

ば音は外に漏れないから問題ない、とやったのです 

 よく大学の先生が「鈴木さん、カーストでいろいろご苦労なさったのではないですか」

ということをおっしゃられる。そんな時私は必ず、「それは先生、本の読み過ぎですよ」と

お言葉を返しています。 

 私達が日本からインドに出張したときの昼食でもカースト制の問題が見え隠れしていま

した。日本の場合はワーカーの皆さん方と一緒に食堂に並びます。差別なしに、身分が違

うとか違わないとか関係なしに、先着順に同じ列に並ぶ。インドでもそれを実行させまし

た。当たり前のことなのてす。 

 私をはじめ日本からの出張者も現地の連中と通じない英語で通じるように話をしながら

並んでいた。するとカーストの上のほうの人たちが、2階のオフィスの窓から顔を出して、

「また、あいつら並んでいるよ」と言ってニタニタ笑いながら見下ろしていたのです。 

 そういう人というのは、想像するに、事務職で名門の出身の方だったのだろうと思いま

す。それでもだいたい 3ヵ月もすると、そのニタニタと我々を蔑視の眼で見ていた人も同

じ列に並ぶようになりました。 

 そういう点で、全然カースト制なんか考える必要がないということです。いわゆる実力
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主義社会になってきたということなんですね。アメリカのシリコンバレーで働く技術者の

3分の 2位がインド人だというのをみても分かる通り、実力主義の時代になってきたとい

うことではないかと、私はそんなふうに思っております。 

 このような経験から、人間の風俗、習慣、言語がどれだけ違っていても常に真実一路、

正道を歩んでいけば思いは通じるものだ、ということを学びました。特に私どものような

メーカーは社長室とか役員室で仕事ができるわけではありませんので、現場で部品の現物

を見ながら、そして現場の皆さん方と話し合いをしながら、なぜできないのか、何が問題

なのかということを現場で解決していくという姿勢がやはり絶対に必要なのです。 

 大変失礼な言い方ですが、りそなさんのように品がいいところではありませんから、ど

うしても現場に行かざるを得ない。りそなさんでも取引先を見に行かれるというのは、や

はり現場へ行って会社を見ないと判断がつかないからであり、どんな仕事であっても現場

が最も重要であるということはゆるぎない事実なのではないでしょうか。私にはそう思え

てなりません。メーカーの場合は仕事の 99%が現場に足を運ばなければできないものなの

です。 

 そんなことでインドで色々とやってきましたが、ここまでの道のりは決して平坦なもの

ではありませんでした。横道へそれますが『俺は、中小企業のおやじ』という本を書かせ

ていただきました。おだてられて初めて本を書いたのですが、本というものには、本当の

話は書けないものなのだということが良く分かりました。（笑）これだけは、はっきりして

いる。自分で書いてみて分かったんですから。（笑） 

 それはなぜかというと、あの本は 250 ページくらいありまして議論しながら、或いは日

本経済新聞社の記者と一緒に整理しながら書いたのですが、その中で私が本当に言った言

葉というのはほんの数行しかないのです。（笑）日経新聞の記者が、僕の口述筆記をして書

いてくれた結果、非常にキレイな言葉になってしまったのです。だからたとえ「『この馬鹿

野郎、何をぬかしやがる』と言って怒鳴りました」と書いても、「それは誠に遺憾であるか

ら、今後気をつけなさい」という具合に直されてしまう。（笑） 

 ただタイトルだけは「これだけは頼むから俺の言葉を使ってくれ」と言いました。『俺は、

中小企業のおやじ』。（笑）あれだけは一歩も譲りませんでしたが、中身は譲りっぱなしで

ございますから、あの本の半分くらいは本当の話ではない。そういうことになろうかと思

います。 

 本当のことが書けない理由は他にもあって、相手が生きていらっしゃるということが非
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常に大きいのです。私共の社是に、「消費者の立場になって価値ある製品を作ろう」という

ものがあります。同じように相手の立場になって本を書こうということになると、なかな

か本当のことは書けないものなんです。 

 こういうことでございますから、あの本のだいたい 8割くらいは本当の話を書けません

でした。ですからインドのことについて言えば、真実はもっと深刻であったということで

す。私共は、先ほど冒頭に申し上げましたように、大手さんがアメリカとかヨーロッパ、

先進国に行かれて、どんどん成長されている中で、初めてインドという国へ進出したので

す。 

 インド政府と非常に仲良くタッグを組んでいましたから、言いたいことが言えました。

そして色々な面で協力を得ることができました。ところが今のように、先ほど大使閣下か

らお話がありましたが、日本からの企業進出が多くなってくると、「我も我も」という具合

で珍しくありませんから、大変です。 

 私どもの頃はインドに進出しようという企業が珍しかったから、非常に大切にしていた

だきました。その点からすると、私のお話は必ずしもここにいらっしゃる皆さんのご参考

になるかどうかはわかりません。 

 非常に協力的に私どもはやらせていただいておりました。その当時インドネシアだとか

パキスタンだとかいうところで 4輪をやっていました。オートバイはタイだとかインドネ

シアとかいろいろな国で生産しておったわけですが、インドのように一つの国をパートナ

ーとして、政府を相手にしてやったというのは初めてでございましたから、私たちとして

は大変頑張ったのですが、政権が変わりまして、インディラ・ガンジーさんの国民会議派

がやっていただいたときは非常によかったのですが、労働党政権になったら政府の態度が

豹変しました。事業の様々な点で口出しをされ、挙句の果てはマルチという会社がこんな

にもうかっているのだから、日本のスズキはもっともうかっているはずだという疑いをか

けられまして信じてもらえないのです。 

 加えて他のメーカー、外国のメーカーさんというのは、インドではうちが 1社独占でや

っておりましたから、何とか食い込んでやろう、あわよくば乗っ取ろうとか考えて、足の

引っ張り合いにかかってきました。その中であることないことを喧伝され、時には「スズ

キなどインドから出て行ってくれて構わない」などという発言が政府側から出されるなど、

人間の誠意を踏みにじられるような経験を致しました。 

 その他にも言うに言われぬ苦労がありましたが、どうにかこうにかここまでやってこら
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れたという意味で大きな達成感を得ることができました。そして今のマンモハン・シン首

相、お互いに若かりし頃からお付き合いをさせていただいておりますが、あの方が「本当

によくやってくれた」という感謝の意を、常にこの 30 年間持っていてくれたのです。あの

方も、初めから首相だったわけではありません。大蔵次官をやられたり、開発銀行の総裁

をやられたり、大変な苦労をなさった方でもあるのです。 

 インディラ・ガンジーさんもラジブ・ガンジーさんも志半ばで倒れられましたが、今の

シンさんはインドの国にとってもスズキにとっても大変素晴らしい方で、どこかの首相も

見習ってほしいものだと思っております。 

 ところでマルチスズキは、2010年 3月期に初めて単年で100万台生産を突破致しました。 

更に 2011 年 3 月期は 120 万台を生産し販売することができました。乗用部門だけで言うと

5割近いシェアを持っており、現在のところは断トツでリードしているという状況でござ

いますが、実はインドには世界のトップメーカー17 社全てが進出していらっしゃるのです。 

 現在はまだ各社とも 5万台とか 10 万台に留まっており、シェア第 2位のヒュンダイさん

でもまだ 30 万台程度にとどまってくれているからこそのシェア No.1 であるということを

認識しなければなりません。現時点では非常に恵まれた環境で 120 万台という断トツの 1

位の座をとっているのですが、今申し上げましたように、世界のトップメーカーが全部進

出しており、インドに進出しないメーカーは自動車メーカーに非ず、という時代になって

おります。そんな時代の中で、世界の列強に伍して戦っていくということが、現在の 50%

或いは 45%の市場シェアを守っていくということになるのです。 

  そうするとやはり、先に発売された車ほど、分解され裸にされて欠点を発見される。

そしてその欠点をカバーした競合製品が続々と市場に投入されてくる。そういうことを繰

り返していくしかありません。これは何の商売でも一緒なのではないでしょうか。 

 そういうことですから、追われる立場、即ち 1番である、1位であり続けるということ

は大変なことなのです。特に先ほど申し上げましたように、私どもは自動車メーカーとし

ては最後発でございまして、13 番目のメーカーでございます。今は何とか 4番目くらいま

で来ましたけれども、13 社中の 13 番目からスタートしております。陸上競技の長距離走

と同じです。駅伝とかマラソンと同じなんです。前を走っているランナーの背中だけを見

てひたすら追いかけて行くという走り方が一番易しいのです。 

 私どもは 13 番目でスタートして、1社また 1社とコツコツ追いかけ追い越し続けて 30

年間やり続けてきた結果、ようやく 4番目くらいまで上がってくることができました。 
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 けれども、インドでは初めからトップなんです。それまでただの一度もトップになった

ことがありませんから、どういうペースで、どういうやり方をしたらトップを維持できる

かということがわかりません。1位の経験が無い悲しさで、しかも幸か不幸かぶっちぎり

の 1位ですから、後ろを振り返っても 2位が見えないのです。これが非常に恐ろしいとい

うか、危険な状況に陥ってしまっているのではないかと考えております。 

 これからは今までのようなやり方ではとても勝てないということだけははっきり致して

おります。インドにタタさんという自動車メーカー、タタ財閥という大変大きな財閥がい

らっしゃるのです。そこが日本円で 25 万円くらいの「ナノ」という廉価車を出されたとい

うことで、新聞等でご存じの方もいらっしゃるかもしれません。けれども発売されてから

色々な問題点が出てきた結果、当初の構想よりも丈夫にするとか、もうちょっと装備を良

くするという小変更が必要となり、どんどん価格が上がっております。まだ販売も安定し

てはおりませんが、それでもあのクルマ、クルマの範疇に入るかどうかと思うようなもの

で、同じクルマと呼ぶにはいささか抵抗のあるモノが、最近では月に 4,000 台から 5,000

台くらい売れているということです。先ほどお話がありましたように、人口の底辺が非常

に広いので何でも売れるということですが、じゃあウチもといって安売り競争に身を投じ

ることにはなかなか踏み切れない。 

 私共、日本で小さな車だけを売っておりましたが、自分の作った車の値段を自分で決め

ることができないのです。それはどういうことかと言うと、市場には大手さんの大型車、

中型車、小型車があり、その下に私共の軽がありますから、軽自動車の価格は絶対に小型

車の価格より高くすることはできないということなんです。もちろん仕様や装備によって、

多少価格が逆転することはありますが、平均的な車、標準車同士だったら、絶対に大型、

中型、小型、軽の順になりますから、軽の価格は小型以下になるよう常に抑えられている

のです。だから、自動車業界に於いて、スズキは絶対にプライスリーダーにはなれないの

です。 

 自動車業界以外に例をとると、浜松にはヤマハさんとカワイさんというピアノメーカー

があります。売上高は数千億円規模でございますけれども、世界に通用するピアノメーカ

ーとしてのリーダーシップを取っていらっしゃるから、ピアノ業界に於いてはプライスリ

ーダーになっていらっしゃるのです。 

 だから、「大企業」というものを資本金だとか利益だとか従業員の数の多寡で大企業と中

小企業とを区分するというのは昔のやり方であって、今の時代にふさわしいやり方ではな
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いのです。そうではなくて、やはりプライスリーダーになれるような、或いはその業界の

ベンチマークとなり得る企業、大阪でよく、世界シェアの 7割を占めている従業員数十名

の企業が何々区にあったというのはテレビで紹介されますけれども、そういう会社こそが

現代の「大企業」なのです。私は本当にそう思います。 

 だから、大企業と中小企業という区分はあまりにも形式的すぎている。これを直さない

と、これからの発展はないのではないかなと私は思っています。そういういわゆる、規模

は小さいけれときらりと光る企業を目指すということがこれからは絶対重要だというふう

に私は思っているわけです。 

 そういう点で、ちょっと話は横道にそれましたけれども、これからの自動車の在り方と

いうのはよほど考えていかなくてはいけないだろうというふうに思っております。 

 かつて軽自動車は、「税金が安過ぎるのではないか」と言われておりました。けれども、

世界の自動車税制を見ると、日本の軽自動車税制こそがグローバルスタンダードであるこ

とは明白です。だから、最近では誰も軽自動車の税金が安過ぎるとは言わなくなり、むし

ろ大型車、中型車の税金が高過ぎるので是正を求めていくべきであると声高に叫ぶように

なってきました。軽迫害の時代から軽中心の時代にシフトしてきたということが言えるの

ではないでしょうか。認識を変えていただく必要があるだろうというふうに私は思ってお

ります。 

 さて、話をインドに戻しますけれども、今、インドのマルチスズキには技術者が約 1,000

名おります。一方スズキ本社には約 3,000 名がおり、これまでは各々が個別バラバラに仕

事をやっておりました。これからはそれではいけないということで、本社の四輪の設計本

部とマルチの技術部門を一体化致しました。本部長はスズキ、副本部長はスズキとマルチ

スズキから数名ずつ選任されて一緒にやっております。組織を別々にしたままだと、どう

しても、スズキが上でマルチが下だというふうになってしまって「おい、こら」式で「教

えてやる」ということになってしまいます。ところがインドから 160 名の技術者がスズキ

の本社へ入って、スズキの技術者と一緒に仕事をしているのを見ていると、やはりインド

で選抜されて日本に来ている人は日本人より優れていることが分かります。学習意欲が高

いことも一因でしょうが、日本側が「教えてやる」つもりが逆にインド側から「教えられ

る」ようになってしまう。アイディアもどんどん出してくるので日本人も「このままでは

いけない」という危機感を感じて努力するようになり日本人のレベルも上がっていく。切

磋琢磨することが両社の技術陣のレベルアップにつながっているのです。現在様々な分野
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について、スズキとマルチスズキの技術部門で共同開発を行なっているのですが、テーマ

毎に開発主体はどちらか、どこで開発をするかということを決めています。その結果 Aと

いう技術についてはマルチスズキが開発主体となり、インドで開発を行なうことになる。

その場合日本人技術者がインドへ行き、インド人技術者と一緒に開発に携わる。逆の場合

もあります。組織を一体化した結果、自然に切磋琢磨する環境が整ったということは非常

に良かったのではないかなと思っています。 

 これからも一つずつそういうふうに、技術・設計本部だけではなしに、品質保証だとか

購買だとか、あるいはインドのオートバイ事業も合わせて考えていく必要があるのではな

いかと思っています。インドのオートバイ市場は 1,000 万台規模にまで成長しております。

私共もインドでオートバイをやっておりますので、四輪、オートバイ、更にはエンジンと

いった全ての事業をひっくるめてトータルな視点で見ていく必要があると考えております。 

 話があちこち飛んでしまって恐縮ですが、私は今大変な危機意識をもって日々の業務に

取り組んでおります。実は私どもの最大且つ最新の四輪工場を御前崎港の近くの相良とい

う高台に 200 万㎡の土地を活用して作りました。地盤も良く高台にあるため、地震と津波

の心配はないのですが、浜岡原発からわずか 13km の位置にあるのです。（笑）これまで想

像もしていなかった新たな問題が出てきたのです。私共の主要拠点は本社を含め全て、浜

松を中心とする太平洋岸の遠州地域にあります。私共の本社は海岸から 3.5km しか離れて

おりません。また二輪の技術センターはまさに海岸沿いで岸からたったの 200m しか離れて

おらず、しかも海抜 0m なんです。そこについ最近二輪の技術センターが完成したばかりな

んですよ。（笑）これも大問題。 

 また大須賀というところにある鋳物工場が、本社同様に海岸から 3.5km の距離にあり、

しかも浜岡原発からも近いという状況です。こういう状況でございますから、どこかへ移

転しなければ会社が生き残ることができません。 

 大変失礼な言い方だけれども、当社の下請けさんが移転されても新聞は何も書かないけ

れども、スズキが移転すれば大きなニュースとして報道されてしまいます。一方で今度の

岩手やあの東北の災害を目の当たりにしておきながら、87%という高い確率で発生すると言

われている東海地震に対して、何もせずに今までと変わらぬ体制をとっていれば必ず、「平

成 23 年の 3月 11 日にこういうことがあったのに、スズキはなぜ地震の対応をしなかった

のか。そのせいで多くの犠牲者を出したではないか」と、よってたかって無能呼ばわりさ

れて袋叩きに遭うことは間違いありません。（笑） 
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  そういうことを考えると、どこに工場を作ればいいかということから考えていかない

といけない。事は人命の問題とスズキグループ数万人とその家族の生活を守るという問題

でございますから、そう簡単にはいかないと思っているところでございます。 

 地震に関して面白い話を最後にさせていただくと、インドから 160 人の技術者が来てい

るのですが、先の地震でインドにいる家族がパニック半ばパニック状態になったそうです。

それでみんな大騒ぎになって、しかも携帯電話がありますから、インドからどんどん電話

をかけてきて「もう日本は沈没しそうだ」とか「放射能でやられてしまうからすぐに帰っ

てこい」などと 10 分おきにお母さんが電話をかけてくるんです。 

 加えてインド政府もニューデリーの空港で日本からの到着便の乗客については、全員放

射能検査をされる。食料や物資も同じです。そのようなことから、日本に来ている技術者

も「帰りたい」とか「帰してくれ」ということで大騒ぎになりました。スズキ社内でも「イ

ンドでは地震は起きないのだから不安になるのは良く分かる。帰国させるべきではないか」

などという意見が出てきました。ただ「インドでは地震は起きない」というところに何か

ひっかかるものを感じたので調べてみたんです。すると確か 2001 年のことだったと思いま

すが、ムンバイのあるグジャラート州というところ、ちょうど先ほどの大使閣下の資料の

19 ページの地図の一番左側になるのですが、ここで大地震が起きているじゃあないですか。

死者が 2万人で負傷者が 16 万人出たということでした。グジャラート州の震源地とデリー

は直線距離で 850km、震源地とムンバイは 510km の距離に位置しております。それでは日

本の浜松と震源地の距離はどうかというと 560km。原発のある福島と浜松は 430km の距離

と、インドの場合とあまり違わないのです。それでもっと調べてみたら、ある一定の震度

の地震の発生回数ランキングというものがありまして、日本は世界で 4番目でした。とこ

ろがインドは何番目かというと実は 8番目で日本とさほど変わらないのです。 

 それからスズキに来ているインド人技術者を集めて話をしました。「地震を知っているか。

知っている人、手を挙げて」と言ったら百パーセントの人が地震を知っていると言うので

す。そこで「インドで地震を経験したことがあるかということを聞いているのだ」と言っ

たら「ある」と言うのです。にもかかわらずうちの人事なんかは「インドでは地震がない」

なんて言っていたんですよ。（笑）4位も 8位も大差無い。オリンピックで言えばどちらも

入賞圏内だ（笑）、なんて話をして、更に大変失礼な言い方ですが、天皇陛下も東京にいら

っしゃって脱出されていないこと。それから浜松にあるブラジル領事館がいち早く「浜松

地域は原発の影響は何もない。皆さん安心して下さい」という声明を出されました。そう
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いう実例を挙げてお話ししたところ、インドの皆さんもようやくわかってくれたんですね。 

 一連の騒動を経て感じたのは、報道の仕方に問題があるのではないかということです。

特にテレビがいけなかったように思います。テレビで地震～津波～原発事故を一連の流れ

として繰り返し報道していました。併せて東京のサラリーマンが停電で電車が止まったた

め歩いて帰宅するのを報じていた。これらの映像が、サラリーマン達が原発から歩いて逃

げているような印象を与えてしまったのです。加えて政治家の作業服がいけませんでした。

どれだけ放射能被害は心配ないと言ってみてもダメなんです。「そんなことを言うけれども、

菅さんも枝野さんも放射能を受けないように、ちゃんと防護服を着て記者会見をしている

ではないか。国会議員も皆防護服を着ている」と言われてしまいました。あれは作業服だ

ったのだけれども、普段と違う格好をするから全世界から大いなる誤解を招く結果になっ

てしまったのです。（笑）更には「政治家は皆、菅さんも東京には放射能の影響があるから

防護服を着ているではないか。それなのに放射能の影響は無いなどと発表する日本政府の

言うことはあてにならない」となってしまったんです。 

 日本政府の発表に不信感を持っているから、私が胸のレントゲンの 100 分の 1位なんだ

よと言っても、なかなか信用してくれません。 

 それでインドにいる日本人も信じてしまう。「大変なパニックだから、会長、帰して下さ

い」「帰して下さい」「帰して下さい」の声ばかりです。 

 「よし、分かった。ではまず技術者を帰す前に、一度インド人役員と日本人社長とで飛

行機に乗って大至急日本に帰ってこい」と指示しました。これが当たりましたね。その日

の夜にはインドを発って翌日には中部国際空港に着いて、夕方 6時頃には本社に着きまし

た。そうしたら開口一番「中部国際空港から窓の外を見ながら来たけれども、何も変わっ

ていないということが分かりました。浜松へ来たけれども、街の中は何も変わっていない。

飲み屋も結構混んでいるし、郊外の農家の方も外で農作業をしていらした。何かがおかし

い。」と言うわけです。「インドの人は日本の政府の発表なんか信用していませんよ。それ

が証拠に、日本発の飛行機で着くと、政府が全部放射能のチェックをする。インドはそれ

ほどシビアになっています」と言うのです。 

 これはいいことを聞いたと思いました。インド人 3人と日本人 1人の計 4人で来たので

すが、「すぐ帰ってくれ。悪いけれども、明朝の便で帰ってくれ。JAL で行け。俺はこれか

らインドへ連絡を取って、ニューデリーで記者会見の準備をさせる。」と伝えました。そし

てインド政府、日本の政府ではなしにインド政府の放射能検査を受けて入国した後で直ち
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に記者会見の席上で「我々は日本の浜松へ行ってまいりました。帰ってきて日本の政府で

はなくインド政府が実施した検査を受けましたが、放射能の影響は無いとの判断をいただ

きました。これで皆さん、東京や浜松は安全だということを納得いただけるでしょう。」と

いう具合に記者発表しろ。それが身の潔白を示すためには一番いいではないかと言ったら、

皆唖然としてしまいました。 

 結局インドにいては日本の本当の状況はわからないんですね。逆の場合も同じです。と

にかく現場がいかに重要であるか、現場を確認することがいかに重要であるかということ

をつくづく思い知らされました 皆様のご参考になったかどうか分かりませんが、風俗、

言語、習慣、文化の全てが違っていても根っこは人間対人間であるということなんです。

このことを基本に持って、よく調査をなさって進出されるということが一番重要なのでは

ないでしょうか。他人の話を信用し過ぎてはいけません。（笑）自分を信用しなさいという

ことだろうと思います。 

 最後になりましたが、私は大阪で初めてこんな話をさせていただきまして、大阪の皆さ

んと初めてこういうお付き合いをさせていただきました。どうぞこれをご縁にスズキの車

をお使いいただければと存じます。（笑）最後にお願いをして終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。鈴木会長、お一人だけお客様からご質問をいただいて

もよろしゅうございますか。 

 鈴木 はい。 

 司会 ありがとうございます。それではご質問ございます方、挙手にてお願いいたしま

す。せっかくの機会ではございますので、ぜひこの時にご質問をという方がいらっしゃい

ましたら。お一人だけというとなかなか手が挙がりづらいと思いますけれども、せっかく

鈴木様…？…。 

 鈴木 無いようでしたから、終わりましょう。（笑） 

 司会 よろしゅうございますか。 

 鈴木 どうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それではこれをもちまして、本日の「インドの時代、

インドビジネス最前線セミナー」を終了させていただきます。長時間にわたりありがとう

ございました。お疲れ様でございました。本日のセミナーが皆様にとってお役に立ち、ご

活用いただければと願っております。 
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 最後にお手元にございますアンケート用紙でございますが、ご記入いただきましてお帰

りの際に受付にて回収ボックスを設置しておりますので、ご提出のほど、よろしくお願い

いたします。本日はご出席賜りまして誠にありがとうございました。 

 


