㈱ミツワ 代表取締役

「ザ・セイホ 」 の 尖 兵 か ら
ものづくりを 志 す

中村克己

（まとめ／窪田新之助）

年に一度日本に帰っ

マ ー ケ ッ ト は 回 復 し て き ま し た が、

たまっていきました。やがて彼らは

農機が新たな産地を作りだした
わゆる「不動産の買いあさり」の最

いえ、

それからずっと米国ですか。

前線を経験しました。
昆
中村

てきました。そうしたら、すぐに米
国 で 不 動 産 バ ブ ル が 崩 壊 し ま し て。
年代も後半になると米国の不動産

国での不動産の仕事です。日本の生

まった。そんなことがあって、日本
の生命保険会社は非常に内向きの姿

今度は日本でバブルが崩壊してし
まもほとんど誰にも知られていない

勢になってしまいました。日本生命

命保険会社が海外で不動産投資の仕

昆

でしょう。入社したばかりの自分で

年代にかけてグ

では別の仕事をしていたのですか。

年代後半から

は

中村

どんどん辞めていきます。

まったんです。

な仕事ばかりしていても、やはり面

年代の終わりから国

ローバルな総合金融会社を目指し
社する直前の

昆

代にかけて入社してきた連中は「ザ・

としていましたね。結局、そんな雰

白くないんですよ。だから毎日鬱々

年間勤めました。と

た。それが本業回帰となって、海外

感じていたのですか。
ぐにプラザ合意がありました。それ

セイホ」のイメージで入ってきてい

日本生命で

際化を進めようという動きがありま

への投資はやめましょうとなってし
で円高が進み、金の流れが海外に向

ますから、社内では不満がどんどん

そうしたなかで中村社長は何を

いっても保険の仕事は２年だけで、

年に米国に駐在したら、す

は日本の生命保険会社が海外で不動

かうなかで「ザ・セイホ」の資金も

中村 バブル崩壊の尻ぬぐいのよう

産投資をして「ザ・セイホ」などと

海外の不動産に向かった。そこでい

年

言われ、良くも悪くも脚光を浴びて

年代後半から

して 、

90

残りは海外への投資でしたね。当時

80

いた時代です。私はまさにその尖兵

90

70

すら知りませんでしたから。私が入

事をしているというのは、当時もい

でした。日本生命の人生の半分は米

90

80

85
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ええ、１９８１年に入社した

中村社長はミツワに入社するま

90

新潟というコメ産地にあって、あえて果樹や枝豆など水田農業関連以外の
ユニークな機器を製造、販売して、独自の地位を築いてきた㈱ミツワ（新
潟県燕市）
。顧客の減少によって農機業界が厳しさを増すなか、時代を乗
り越える術がどこにあるのか。同社の中村克己社長にインタビューした。

ニッチに踏み込む独自経営術

イ ン タ ビ ュ ー
編 集 長
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それでミツワへの入社を決めまし

している会社だから面白いかなと。

なりは小さくてもユニークなことを

さも味わっていました。ミツワは、

わっていたので、ものづくりの面白

から不動産の仕事では開発から携

かしてなんぼの世界ですから。それ

業みたいに感じていました。金を動

悩みましたね。ただ、投資金融は虚

いっても農業はまったくの畑違い、

味は十分に味わっていたんです。と

営業も開発も売りたいと意気込んで

市場では誰も買う人はいないのに、

作機でした。義父の話では、いまの

れが枝豆を収穫するコンバインの試

いたい農機があるというんです。そ

会長である義父がちょっと見てもら

工場に寄ることがあったんです。現

から一時帰国したときに、ミツワの

は、日本生命に勤めていたころ米国

したから。いまでも覚えているの

収穫機などの製造・販売をしていま

貴社はそもそもコメの世界から

扱ってこられた。そうしたマーケッ

皮むきなど非常にユニークなものを

離れて授粉機を造り、その後も柿の

昆

う印象を受けましたね。

ユニークなことをしているんだとい

いるんだと。なりは小さいがこんな

いるが、俺はやめさせたいと思って

年前ですね。

歳少し手前でしたか。いま

それは何歳ぐらいのときです

た。
昆
か。
中村
歳ですから、

コメになびかず
ニッチを開拓

中村

てやってこられましたよね。

トはニッチですが、それを戦略とし
昆

もともと同族企業の小池農機に勤め

このミツワという会社は業界で
も特殊な位置にあるでしょう。その

力を感じなかったと思います。珍し

ゆるコメ専門の農機メーカーなら魅

中村

の道を突き進んでいました。それで

水田農業機械の総合メーカーとして

ヤンマー、井関と同じ路線、つまり

ていたんです。小池農機はクボタや

そうですね。じつは現会長は
ことは理解されていたのですか。

い種類の農機を扱っているところに

大手に追いつけ追い越せをやった挙

そうですね、この会社がいわ

興味を持ちました。私が入社したと

げ句、昭和 年ごろに資金ショート

URL��������������������������
�������������������������
http://www.kk-mitsuwa.com

囲気に耐え切れずに日本生命は２０
それで、なぜミツワに入ったの

０ ２ 年春に辞めてしまいました。
昆
日本生命を退社する前に選択

ですか。
中村
肢は二つありました。一つは別の不
動産会社に転職するという道。もう
一つはミツワ。日本生命を辞める前
に、ミツワの創業者である現会長か
ら「うちに来ないか」って声をかけ
られていたんです。現会長の長女が
私の妻で、米国から一時帰国したと
きに知り合いから紹介されて結婚し

ええ、日本生命では海外店舗

経営に興味があったのですか。

ていました。
昆
中村

12

45

きにはすでに果樹の授粉機や枝豆の

長として倒産劇の苦労を味わい、二

は小池農機が倒産したときに総務部

でつぶれてしまったんです。現会長

45

は独立した現地法人で、その社長を
していましたから、経営をする醍醐

57

ミツワは、なりは小さくてもユニークなことを
している会社だから面白いかなと

農業経営者 2015 年 9 月号

31

ミツワ本社

中村 克己

■プロフィール（なかむら・かつみ）

1957年8月、新潟県上越市出身。81年に一橋大学法学部卒業後、日本生命保険相互会

社入社。同社では主に国際不動産投資部門を担当。85 ～ 90年、95 ～ 2002年に��
米国

の不動産投資の現地法人に勤務。02年�����������������������
に����������������������
退職後、ミツワに入社。03年12月より現職。

■会社紹介��
　� ㈱ミツワ�������
（������
新潟����
県���
燕��
市）
1970年、ミツワ商会設立��������������������������
。�������������������������
72年、㈱ミツワに。事業内容：果樹人工交配機器、枝

豆生産用作業機器、干し柿生産用作業機器、食品加工機器

度とこんな目に遭いたくないという
昆

いるようです。

黒崎に産地があるから枝豆の機械を造ったわけではない
機械の後に周辺で大きな産地ができたんです

ので、ミツワを興してから独自路線
外のほうが大きいのでしょう？

枝豆関連の市場としては新潟以

を進むことにしたようです。
そうですね。よく言われるの

中村

いま商売としてのサイズはどの

昆
は、黒崎に産地があるから枝豆の機
械を造ったんでしょうと。ただ実際

ぐらいですか。
中村
はそうではない。枝豆の機械を造っ

いずれの農機も数億円単位

で、売り上げでは枝豆関連が一番多
た後に周辺で大きな産地ができて
いったんです。

いですね。
昆

新潟は茶豆ですが、山形はだだ

昆

枝豆の収穫機に関しては追従す

るメーカーが出てきましたが、いま

見込めず現会長はすぐにやめようと

収穫機の開発を始めたころは需要も

中村

かつての黒豆系は姿が大きくて、

しあって改良しています。たとえば

中村

連の機械は改良しているのですか。

ちゃ豆ですね。産地によって枝豆関

思っていたみたいですが、やめなく

言ってみれば「木豆」ですよね。あ

でもシェアは一番ですか。

てよかったと思います。製造する技

れを機械で収穫して脱穀するのはき

ええ、圧倒的ですね。枝豆の

術を捨てなくてよかった。当時なら

つかった。でも産地としても量をこ
なしたいとなると、どうしても機械

ええ、産地の研究施設と協力

で枝豆を作れば大きいほう

作業が必要になってくる。そこで産

うちの機械を提案するとき

に、一番苦労する相手というのは伝

枝豆供給ホッパー GSH-1

れますね。産地をこれから作る場所

こちらの提案を素直に受け入れてく

しい。それに対して、若い人たちは

枝豆収穫機 GH-4 収穫風景

についてもマーケティングがしやす

自動脱莢機 KX-H3v2 作業風景

枝豆自動脱莢機 KX-H3V2

小型汎用脱莢機 GTA-1

１、２
でしたが、いまでは ～
と
 いう
規模が珍しくなくなって、収穫機が

地は枝豆の姿を小さく作ってもらう

年以上やると機械処理しやすく

ていきました。互いにそういう努力

大きくても収穫できるように改良し

ようにし、一方でうちは枝豆が多少

必要とされていますから。

米国でも独自 の
枝豆を作る時 代 に

を

中村

伝統的な技法の農家には苦労さ

なりましたね。
ぐらいでしょうか。

昆

中村 １００

ha

大手のスーパーと契約して栽培して

る性能の農機を出すのはなかなか難

統的に栽培してきた農家ですね。ご

枝豆収穫機 GH-4

昆

枝豆動力脱莢機 KE-6、
枝豆選別コンベア C-4

と、どの程度作っているのですか。

枝豆選別機 GSM-1 セット

意見もシビアだし、その意見に応え

枝豆は大規模な生産者となる

20
ha

れましたか。

10

10

ha
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やはり世代交代が重要なんで

いですね。
昆
代はタイプが

年代よりも段々と舌が

ええ、あると思いますね。米
ないといけないのです。

なく、消費者にとっての魅力を考え

ルだよと。農家にとっての魅力では

シュではなく、マーケットからのプ

昆 「結」とはどんな会社なのです

という会社を始めました。

はないかと。それで「結（ゆい）」

ば、新しいマーケットが作れるので

～

ないですか。
中村
国人 は
肥えてきているようです。かつては

代、
中村

す。いまの
違って豊かな時代に育ち、消費とい
冷凍枝豆で満足していた。それが２

トで消費者と生産者を結びつけ、そ

要ができることで、売れそうな農機

つけてもらい、我々としては商品需

中村

中身は充実している。ただ一方で

を把握できるのではないかとにらみ

年ちょっと

ニッチなマーケットに寄りかかって

ました。残念ながらうまくいかず、

年、私がそれを継いで

か。

うことからものを考えられる。彼ら
０００年になると、まともな枝豆が

が経ちます。経営を引き継いで思っ

れで新たな需要を創造するための会

現会長がミツワを創業して

は技術や機械についても昔の人とは
流通するようになり、いまではどこ

たのは、この会社は非常によく作ら

年とかいう年月が

イプ。能力的には数倍に膨れ上がっ

タイプ、続いて中型のＫＸというタ

自の枝豆の品種を作っているところ

聞いたんです。そこは実験農場で独

立大学で農学部の先生に会って話を

収穫調製機器、干し柿の生産と加工

ちの柱は果樹人工交配機器と枝豆の

うしようかというのが悩みです。う

経っている。そういうなかで今後ど

ということ。そんなのＪ Ａがやれば

案をしてもなかなか乗ってくれない

とがあって、それは農家に新しい提

ています。ただ、このとき学んだこ

いまでは別のものを扱う会社になっ

年とか

いる。しかもいずれの機械も開発し

たにもかかわらず、ＫＸはＫＥと同

でした。その先生に米国における枝

の機器です。この３本に寄りかかっ

いいじゃないかと言われてしまうん

てから

じぐらいの台数が売れました。

豆の普及の見通しについて聞いた

ているだけなら成長はない。むしろ

年以上前にワシントン州

一言でいえば、インターネッ

別の考えをしますね。ところで枝豆
で収穫したのかというぐらいうまい
昆

関連の機械のマーケットはいつごろ

いで す か 。

社ですね。生産者にはお客さんを見

中村
中村

これからすごく伸びるのではな

からヒットしましたね。おそらく潜
いま か ら

昆

ら、「絶対米国人の食生活に入って

海外市場はいかがですか。とく

に米国では枝豆の需要があるのでは

ればいいのかがわからない。もちろ

だけ売れるのかです。むしろ耳を傾

てしまう。その意見を聞いて、どれ

の生産体系に合わせてほしいとなっ

ただ、生産者の話を聞いても、自分

農家に声をかけていきました。彼ら

め、岩手の花巻市や秋田の大潟村の

よ。北海道の農家が最初に作り始

トウモロコシが同じことなんです

昆

機械自体より
価値体系のなかの役割

です。

れか ら
ね。

種を開発するようになっています

昆

けなくてはいけないのは、農作物を

は、売れなければ緑肥としてすき込

ん生産者の声を聞くのは大事です。

らないことをやるところに、成功の

買ってくれる人たちではないか。彼

めばいい、栽培することに価値があ

私がいま力を入れている飼料用

秘訣があると思います。そのうえで

らが何を要求しているのかというこ

るじゃないか、というような人たち

話は戻りますが、やはり人がや

大事なのは最終消費から逆算すると

と。消費者と生産者とを結びつけれ

マーケットからのプル
最終消費から逆算する

から考えると、どんな農機を開発す

右肩下がりになりかねない。それで

いつからというよりも、最初

在的な需要はあったんでしょう。最

10

くる。ただ、まだ時期は早い」。あ

30

いろいろと試しましたが、生産者側

20

可能性は大いにありますね。

初に投入したのは小型のＫＥという

れた会社だなと。なりは小さいが、

90

生の枝豆が出回っています。

30

から伸びてきたのですか。

80
10

40

20

年が経ち、独自の枝豆の品

自動柿皮むき機 両タン
全自動柿皮むき機 ピース 55

10

いいますかね、生産側からのプッ
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イ ン タ ビ ュ ー
編 集 長

イ ン タ ビ ュ ー
編 集 長

納得してもらえれば、十分にマー

そのとおりだと思いますね。

話はたしかに奇抜ではありますが、

から、昆編集長がおっしゃっている

ケットは作れるのではないかと思っ

体系全体におけるその機械の価値に

条件下でも、イノベーションをする

機メーカーは農家しか見ていないで

踏みの脱穀機なんか面白い。機械化

昆

楽になったことで、農家は働きに出

こしたわけですよね。機械で作業が

であれば農家にイノベーションを起

か、むしろ新たな価値体系のなかで

優れた製品は出てこないのではない

根幹にありますが、そんな発想では

メーカーはものづくりという発想が

ることと同じことかもしれません。

中村

その話は自分がいま考えてい

意味での機械開発もあるわけです。

することを考えないのか。そういう

退するなかでマーケットはどんどん

思います。これから多くの農家が撤

ところは果たしてどれだけあるかと

業機械だけで生き残ることができる

中村

「お金を払って作男」ですから。

余計なことをしたいわけですよ。

か。だって、現代人の多くはむしろ

足踏み脱穀機や木製の唐箕を造ると

現会長が中村社長を引き入れたのは

ことでしょう。私は思うんですが、

であって、それをみんなで共有する

そ成功の母ですね。大事なのは覚悟

昆

るところです。

皮しないといけないと強く感じてい

農家だけでなく、自分のところも脱

動きが取れなくなってきています。

が、新しいことをやろうといっても

34
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です。要は人なんですよね。どんな
人がいないとできないんですよ。そ

すね。これから農家の多くは辞めて

の初期段階に出たような機械です

られるようになったわけですから。

年代

いきます。それでぼやいていても仕

が、いまだからこそそういう機械を

創造的破壊だったわけです。ただ、

～

方ないわけで、人々が何を求めてい

体験農園なんかで使いたいという人

その後の農機メーカーは減反で利権

農機メーカーは昭和

ています。

るのかを考えるとビジネスとしての

がいるんじゃないかと思うんです。

化していった。自然と金は落ちてく

昆

れから残念だと思うのは、多くの農

新しい可能性が見えてくるはずで

もちろん壮大には売れないかもしれ

そういう意味では、たとえば足

す。私は「面白不便主義」というん

るから何も考えず、思考停止に陥っ

どんどん辞めていきますから、従来

てしまった。でも、これから農家は
く、最近流行のプラモデル雑誌のよ

の商売は成り立たなくなりますよ。

全な製品として販売するのではな

こにビジネスチャンスがあるのに、

うな格好で毎月送ればいい。自分た

ないですけど。そういった機械は完

なぜ着目しないんだと思うわけで

年経ちます

中村

機械がどういう位置に置かれるかを

小さくなっていく。従来の商売に

異分子だったからではないでしょう

うちも創業して

ちで梱包された部材を組み立てて、

考えることが大事なのではないか

乗って生きられるメーカーはほとん

か。よそものでないと変えられない

成功は失敗の始まりで、危機こ

と。結局価値体系ができないことに

どないでしょう。だから大胆な発想

ことがありますからね。

新たな価値体系のなかで機械がどういう位置に
置かれるかを考えることが大事なのではないか

農業機械メーカーのなかで農

は、どんないい製品を出したところ

の転換をしないと生き残れない。だ

機械としての能力は並みでも、価値

うと誤解されるかもしれませんが、

値体系を探しているんです。こうい

で誰も見向きもしない。いまその価

とうみ

す。なぜ農村をディズニーランドに

男になりたがっている人がいる。そ

40

ですが、いまやお金を払ってまで作

30

40

開葯機 M-600D
葯採取機 MK-600
花粉交配機 SK-6

