
インド IKM
タイ KMT

マレーシア
KMSB

インドネシア
KMI

日本  明石工場
中国  川崎重工管理（上海）有限公司

フィリピン KMPC

ブラジル KMB

最

前
線カメラル

ポ

　このところ、インドネシアやタイ、マレーシア
などの東南アジア諸国やブラジル、インドと
いった新興国で、川崎重工のモーターサイクル
事業が好調だ。経済発展が著しいこれらの国々
では近年、カワサキが得意とする趣味性の高い
中・大型モーターサイクルを購入可能な所得者
層が拡大しつつある。川崎重工は、そうした時
代の潮目をいち早く捉え、新たな市場創造に向
けて積極的な拡大策を展開してきた。
　新興国におけるカワサキモーターサイクル
の歴史は、1960年代前半のフィリピンにさか
のぼる。以降、タイやインドネシアで生産工場
を立ち上げ、現地のニーズに合った“小型”の
オートバイやモペッド※を提供してきた。しか

快走̶
新興国でのカワサキモーターサイクル事業

し、1990年代後半にアジア通貨危機の洗礼を
受け、その後の市場拡大局面では薄利多売競
争が激化するなど、さまざまな苦難に直面し
た。そうした状況下、2001年タイで中・大型車
の生産をスタートさせ、日本の二輪車メーカー
の先陣を切って世界市場への輸出を開始し
た。その経験とノウハウは、やがて花開く新興
国の中・大型オートバイ市場開拓への布石と
なった。
　快走する新興国でのカワサキモーターサイ
クル事業－その近況を追ってみた。
※モペッド：実用的な用途に使われる小排気量二輪車の一分野。主にクラッチの要
らないロータリー式ギアチェンジ機構を搭載し、ガソリンタンクをシート下など
に配置して乗降をしやすくしているモデル。

ＫＭＴの工場（タイ・ラヨーン県）の組立ラインで次々に完成する
カワサキモーターサイクル「ER－6n」。ＫＭＴには世界中から注文
が殺到し、生産が追いつかない状況だという。
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●表紙説明●
　白と黒のツートンカラーに塗り分けられ
た腕のような構造物－お分かりですね。
川崎重工の産業用ロボット「Ｂシリーズ」の
「ＢＸ200Ｌ」です。
　「Ｂシリーズ」は、自動車のスポット溶接
のさらなる効率向上を目指して新開発し
たもので、ツール用ケーブル・ホース類の
完全内蔵や新機能の採用などで作業効率
が従来機より大幅にアップしました。
　詳しくは「イラストぎじゅつ入門○」（６～
７ページ）をご覧ください。

快走̶
新興国での
カワサキモーターサイクル事業

Close-up
年表で振り返る
民間航空機用エンジン事業－その着実な歩み

イラストぎじゅつ入門－◯

高速化・スリム化・干渉エリア削減……
進化したスポット溶接用ロボット
「Ｂシリーズ」の構造

91

TOPICS

91

1



●❶ ●❷

●❸

カワサキは「Ｎｉｎｊａ250」のマレーシア警察仕様車1,000台を納入した。納入式後の
お披露目パレードはまさに壮観だった。

「ＥＲ－６ｎ」（上）と「Ｎｉｎｊａ650」（下）。

①新ビジュアルアイデンティティに基づいて整備された販売店の店内の一例
（インドネシア・ジャカルタ市）。従来とはひと味違い、もうひとつ上のプレミ
アムな雰囲気を創り出している。
②カワサキは各国で整備講習会などを開き、技術者の養成に努めている。写
真はインドネシアでの整備講習会のひとコマ。
③販売店の瀟洒な外観（インドネシア）。カワサキは新ビジュアルアイデン
ティティを制定し、プレミアムブランドとしてのイメージを強力に訴求する
戦略を世界的に展開している。

（左）ＫＭＰＣ（フィリピン）のユニークな形状の新社屋が完成した。
（右）マニラの街中を走る“トライシクル”にはカワサキの二輪車も多数利用されている。

“世界戦略車”「Ｎｉｎｊａ250」。

インドネシアが主要ターゲットの
“世界戦略車”「Ｎｉｎｊａ250」

インドネシア－「カワサキ＝
スポーツバイク」のイメージが浸透

タイ－「カワサキ＝中・大型
オートバイ」の先駆者

フィリピン－“トライシクル”の
国で活躍するオートバイ

マレーシア－州警察へ
「Ｎｉｎｊａ250」ポリス仕様車を納入

　2012年８月、好評を博した「Ｎｉｎｊａ
250Ｒ」が４年ぶりにフルモデルチェン
ジし、「Ｎｉｎｊａ250」として登場。世界に
先駆けてインドネシアに導入された。
　この“世界戦略車”の開発に当たっ
ては、最重要市場とされたインドネシ
アを中心に世界各国のユーザーに入
念な調査を行なって改良点に反映さ
せた。例えば、停止中でもライダーに
エンジン熱が当たらないように、熱風
の制御を徹底改良した。暑い国の要
望をしっかりと拾い上げた成果だ。
「Ninja250」は、インドネシアで毎月
2,000～3,000台の販売を記録する
大ヒットモデルとなっている。
　また、プレミアムブランドとしての
イメージを訴求するため、販売店や各
種販売グッズの新ビジュアルアイデ
ンティティの徹底を世界中で進めて
いる。とりわけインドネシアをはじめ
新興国ではその効果が見込まれるた
め、より積極的に展開中である。

　世界第３位の二輪車市場を誇るイ
ンドネシア。人口約２億4,400万人の
この国では、年間750万台ほどの二
輪車が販売されている。その90％弱
はモペッドやスクーターだが、ここ数
年はオートバイタイプの拡大が続い
ている。
　カワサキは、1970年代末に現地資
本と提携して事業を開始。1994年に

　タイは人口約6,500万人。年間の二
輪車市場規模は約210万台だが、そ
のほとんどがスクーターとモペッドで
占められている。オートバイタイプは
11万台弱ほどだが、近年は目覚ましく
躍進しており、カワサキは42％のシェ
アを握ってその先駆者となっている。
　カワサキは、1970年代後半に現地資
本との合弁でタイに進出。1997年に
Kawasaki Motors Enterprise
（Thailand）Co.,Ltd.（以下、ＫＭＴ）を
設立し、ラヨーン県に工場を建設し
た。それまでモペッド一辺倒のマー
ケットに風穴をあけたのが、2005年
に導入した110ｃｃのスポーツオート
バイモデル「ＫＳＲ110」だ。発売当初
こそ売れ行きは芳しくなかったが、流
行に敏感な都市部の若者層を中心に
じわじわと拡大し、今では年間３万台
の販売を誇るロングセラーモデルに
成長した。また、2008年には初代
「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」を、2012年12月以降
には後継モデル「Ｎｉｎｊａ250」や「Ｚ
250」を導入し、堅調なセールスを記
録している。
　タイでは中・大型モデルの伸びが
目覚ましく、「ＥＲ－６ｎ」や「Ｎｉｎｊａ650」、
「Ｖｅｒｓｙｓ」といった排気量650ｃｃのモ
デルが年間5,300台の販売台数を記
録。ライダー憧れのモデルとしてカワ
サキブランドを高め続けている。

　フィリピンは人口約9,600万人。年
間の二輪車市場は約74万台で、タイ
やインドネシアと異なり小型のオート
バイタイプがおよそ31万台を占めて
いる。また、“トライシクル”と呼ばれる
サイドカーを付けたオートバイタク
シーが街中を多く走っているのが特
徴だ。2012年のトライシクルモデル
市場は約23万台を記録した。
　カワサキは、1960年代前半より
販売を開始し、現在はKawasaki  
Motors （Phils） Co.（以下、ＫＭＰＣ）
が生産と販売を行なっている。
　近年はトライシクル用の175ｃｃモ
デル「ＢＡＲＡＫＯⅡ」をはじめ、125ｃｃ
のスポーツモペッド「Ｆｕｒｙ125」や
オートバイタイプの「ＫＬＸ150」など
が好調だ。また、長らく提携関係にあ
るインド二輪車メーカー大手のＢａｊａｊ  
Auto Ｌｔｄ．（以下、バジャジ社）のモデ

　マレーシアは人口約2,900万人。
前述３か国に対して一人当たりＧＤＰ
は最も高く、二輪車の保有も約３人に
１台と世界トップクラスである。二輪
車市場55万台のうちカワサキは約
2.5万台、車種は「ＮｉｎｊａＺＸ－14Ｒ」か
ら「ＫＳＲ110」までさまざまである。
　マレーシアにおける最近の話題は
“ポリスバイク”である。2012年12月
以降、「Ｎｉｎｊａ250」のマレーシア警察
仕様車1,000台を納入した。白色の
車体に警察のマークが輝き、パトライ
トやサイドボックス、スピーカーなど
の特殊装備が施された“Ｎｉｎｊａ250ポ
リスバイク”は、セランゴール州やジョ
ホール州など６州の警察に配置され
た。カワサキでは今後、他州での採用
拡大を目指している。

ルを数機種導入しており、手頃な価格
と品質の高さで人気を集めている。
　ＫＭＰＣは年間販売台数14万台を
記録し、フィリピン二輪車市場全体に
おけるシェアで20％弱を占める健闘
ぶりである。

　カワサキは、デザインや品質に対す
る要求レベルが高いとされるタイ市
場で、オートバイの先駆者としての地
位を確実に確立しつつある。Ｐ．Ｔ．Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ

（以下、ＫＭＩ）をジャカルタ郊外に立ち
上げ、翌年から本格的な生産と販売
を開始した。スポーツタイプの「ＫＲ
150」シリーズを筆頭に、2008年に
は世界戦略車「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」の導入
も行ない、“カワサキ＝スポーツバイ
ク”というブランドイメージをいち早
く築き上げてきた。
　現在、オートバイタイプの市場は約
95万台で、カワサキのシェアは約
14％となっている。
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ＫＭＩ（インドネシア）では新工場を建設（完成予想図）し、年間生産能力を大幅に
増強する。

①カワサキは安全運転活動にも積極的に取り組んでいる。写真はインドネシアでの安
　全運転講習会。
②ＩＫＭ（インド）のメンバーと「Ｎｉｎｊａ300」。
③2011年11月、タイ・バンコクが未曾有の大洪水に襲われた際、カワサキ車を愛好す
　るライダー有志が集まり、機動力を活かして被災住民の支援活動を展開した。
④ブラジル・マナウス市（アマゾン川中流域）に建設されたＫＭＢの新工場。

世界の市場に向けて輸出しているＫＭＴ（タイ）の工場内に完成した新樹脂
塗装工場（上）と新機械加工工場（下）。

カワサキの生産体制－
ＫＭＴは第二の生産基地

ブラジル、インド、中国－
新たな市場への進出

ＫＭＩは拡大する市場に対応して
新工場を建設中

プレミアムな二輪車で“夢”を売り、
生産は独自の“大部屋化”を推進

常務執行役員
モーターサイクル＆エンジンカンパニー  プレジデント    紀山 滋彦

　カワサキのモーターサイクルは、
明石工場（兵庫県明石市）を核に生産
活動を展開している。そして現在、第
二の生産基地として大きな役割を
担っているのがタイのＫＭＴである。
　ＫＭＴは前述のように、日本の二輪

　ブラジルは人口約１億9,800万人。
東南アジア諸国と異なり、早くから
中・大型のオートバイ市場が隆盛して
おり、二輪車の年間市場約152万台
のうち200ｃｃを超えるオートバイは
約19万台にも上っている。
　カワサキは2008年、商都サンパ
ウロにＫａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｅｓ do 
Ｂｒａsｉｌ  Ｌｔｄａ．（以下、ＫＭＢ）を設立し、
完成車輸入による二輪車の販売を開
始。翌年10月にはアマゾン川中流域
の都市マナウスに生産工場を立ち上
げ、ノックダウン生産を始めた。導入
モデルはフラッグシップの「ＮｉｎｊａＺＸ
－14Ｒ」を筆頭にＮｉｎｊａやＺシリーズ
の各モデル、Ｖｅｒｓｙｓやアメリカンタ

　カワサキのモーターサイクル事業
は近年、新興国、とりわけ東南アジア
で顕著な伸びが続いています。
　インドネシアやタイ、マレーシアな
どでは経済発展に伴い、通勤や通学
などの交通手段として小型で廉価な
二輪車が増大しました。これに対して
カワサキは、排気量でいえば中・大型
車ですが、それだけではない“プレミ
アム”な二輪車として、もうひとつ上の
“夢”を売ることに注力してきました。
　魅力ある製品の開発・導入はもち
ろん、アフターサービスのさらなる充
実、ツーリングやレースなどの各種イ
ベントをそれぞれの国の事情に合わ
せて展開、新しい高級感溢れるブラン
ドデザインとあいまってカワサキのイ
メージは確実に向上しています。そう
いった活動はまた、既存のお客様が
より上位のモデルへ乗り換えること
やリピーターを増やすことへも繫
がってきています。また、それら新興
国向け製品の開発にあたっては、そ

イプの「Ｖｕｌｃａｎ900」など主要な中・
大型モデルを網羅しており、200ｃｃ
超のオートバイ市場における現在の
シェアは約５％である。
　ブラジルは税制が複雑で賦課率が
高いなど困難な問題があるが、中長
期的には市場は伸びると見込まれて
いる。
　インドの二輪車市場は約1,375万
台、そのほとんどを125ｃｃ前後の小
型のオートバイタイプが占めている。
人口は約12億2,000万人で、富裕層
が拡大し続けていることもあり、今
後、趣味としてのオートバイ市場の拡
大が期待できる。
　カワサキは2010年７月、二輪車の
輸入・販売を行なう現地法人、Ｉｎｄｉａ  
Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ Pvt. Ltd.（以下、
IKM）を設立。バジャジ社に委託して

「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」の生産と販売を開始し
た。また、今年２月には自前の生産工
場を設立して「Ｎｉｎｊａ300」や「Ｎｉｎｊａ
650」の本格生産を開始。この９月に
はマハラシュトラ州プーネに専売店
をオープンするなど今後への期待は
大きい。
　そして年間1,460万台の市場を持
つといわれる中国。カワサキは2013
年９月から川崎重工管理（上海）有限
公司を通じ、フラッグシップモデル
「NinjaＺＸ－14Ｒ」をはじめ「Ｎｉｎｊａ
650」や「ＥＲ－６ｎ」、また、世界戦略車
「Ｎｉｎｊａ250」や「Ｚ250」など、中・大型
車を中心に販売を開始した。販売店
は上海や北京、成都などの大都市を
中心に整備し、販売開始後５年以内に
年間5,000台規模の販売を目指して
いる。

車メーカーのトップを切って中・大型
車の生産を始め、世界市場への輸出
を開始した。現在では排気量800ｃｃ
の「Ｚ800」を筆頭に「Ｎｉｎｊａ650」や
「ＥＲ－６ｎ」、また、「Ｎｉｎｊａ300／250」
「Ｚ250」などカワサキの中軸である
主要モデルを生産し、先進国から新
興国まで世界中に輸出している。生
産台数は年々増加し、2012年は約

れぞれの国の好みをしっかりと反映
するよう、タイのＲ＆Ｄ部門が大きな
役割を担っています。
　近年、ブラジルへの本格進出やイ
ンドにおける新規事業も相次いで展
開、この９月には中国における完成車
輸入販売を開始しました。どれも大切
な市場ですが、これからという意味で
は、人口の年齢構成や社会環境より、
特にインドに注目しています。通勤通
学といった足代わりのほんの少し上、
いわば“サブ・プレミアム”の購買層を
いかに開拓するかが重要と捉えてい
ます。
　さて“夢”を売るカワサキは、その生
産においても独自の方式、いわば“大
部屋化による効率化”を追求していま
す。よく“生産の大部屋化”と言います
が、東南アジアやブラジル、インドな
どで展開する工場を大部屋にあると
見なし、より効率の良い生産を追求す
る活動です。関税や輸送費を考慮し
つつ、部品の調達のみならず各種生

産工程をも国をまたいで展開させ、
各国が持てる設備を効率よく、能力を
100％使った稼働を目指しているの
です。この活動は設備投資の抑制や
生産コストの圧縮に大きな成果をあ
げています。
　最後にカワサキのモーターサイク
ルの今後の展開ですが、これからも
常にグローバルな視点で世界経済や
市場を冷静に分析しつつ、カワサキな
らではの“夢”を感じさせる製品を提
供し続けたいと思います。また、既成
概念にとらわれない新しい乗り物に
もチャレンジし、積極的に次世代を切
り開いていきたいと思います。（談）

16万7,000台を記録した。
　ＫＭＴでは最近、世界中から注文が
殺到して生産が追いつかないため、
「Ｎｉｎｊａ300／250」と「Ｚ250」の生
産の一部を明石工場に移管した。移
管後の余力は欧州や新興国向けに振
り向け、販売チャンスを的確に捉えて
いく構えだ。

　ＫＭＴが世界戦略車の基地として機
能する一方で、インドネシアのＫＭＩは
新興国市場向けモデルの生産基地と
しての役割が急拡大しつつある。単気
筒のモーターサイクルやモペッドを
中心に生産しており、2012年の生産
実績はおよそ10万台に上っている。

また、市場の拡大を見越してジャカル
タ近郊のＭＭ2100工業団地に新工
場を建設中で、2014年には年間生産
能力を約15万台に引き上げる計画で
ある。
　フィリピンのＫＭＰＣでも設備投資
を行ない、15万台弱の生産台数を
18万台強に引き上げる増産計画で
ある。 

つな
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