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新規事業の成長とグローバル展開の加速
1985（昭和60）年 ～ 1997（平成９）年

第１節 ■ 好不況の波のなか、一貫して企業革新を推進
第 2 節 ■ 多彩な商品展開と環境技術力の強化
第 3 節 ■ 激動する市場環境への柔軟な対応
第 4 節 ■ エンジン生産体制の戦略的強化
第 5 節 ■ 世界３極化構想で現地化を推進
第 6 節 ■ 社内外で一丸となって
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平均株価は 1986 年の約１万 3,000 円から 1989（平成元）

節

好不況の波のなか、一貫して企業革新を推進

年末の史上最高値３万 8,915 円まで、ほぼ３倍の上昇
を示した。この間、６大商業地地価も約３倍に高騰して
いる。

1. バブル経済の到来と破綻
円高不況からバブル経済へ
1985（昭和 60）年９月、日本経済に激震が走った。先
進５カ国蔵相・中央銀行総裁会議（G ５） において、ド
ル高修正および適正な為替レートの定着を目的として、
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1989（昭和 64） 年１月７日、昭和天皇の崩御により、
明仁皇太子殿下が天皇に即位され、翌８日から元号は平
成に改められた。昭和から平成へ時代は移っても、日本
経済は過熱を続け、好景気は「バブル景気」と呼ばれるよ
うになった。
その一方で、政府と日本銀行（日銀） は極端な株式や

為替市場への協調介入が合意に至った。いわゆる「プラ

土地への余剰資金の流入を抑制する方針を打ち出した。

ザ合意」である。

日銀は 1989（平成元）年６月、金融引き締め政策に転じ、

これによって日本経済は輸出主導型の成長に終止符が

為替レートの協調を伝える記事（朝日新聞
1985.9.24）

バブル経済崩壊と失われた 10 年

公定歩合を 2.5％から段階的に引き上げ、1990 年８月

打たれ、
「円高不況」に陥っていった。１ドル＝ 240 円台

には６％とした。大蔵省（現・財務省） は、1990 年３月、

だ っ た 円 相 場 は、1985 年 11 月 末 に は 200 円、 翌

地価高騰を抑制するために、金融機関における不動産向

1986 年５月には 160 円台となり、極端な円高・ドル安

け融資の伸長率を総貸出高の伸長率以下に抑える「総量

状態を呈した。1987 年 10 月にはニューヨーク株式市

規制」を実施した。

場で「暗黒の月曜日」と呼ばれる株価大暴落が発生、たち

1991 年３月、51 カ月にわたって拡大を続けてきた景

まちその影響は各国市場に波及し、日本経済にも打撃を

気は後退に転じた。まず株価が下落傾向に転じ、少し遅

与えた。1988 年１月には１ドル＝ 120 円 40 銭にまで

れて地価も崩落していった。それに伴って、設備投資や

円高は進んだ。

個人消費も冷え込んだ。膨れ上がったバブル経済は崩壊

日本経済は金融緩和による内需拡大へと舵を切り、

し、日本経済は資産デフレと景気悪循環の複合不況に

1986 年 11 月を底に回復に転じ、個人消費と設備投資

陥ったのである。いわゆる「平成不況」であった。1992

を軸とした大型景気に突入していった。1988 年ごろか

年度には景気の悪化は加速し、実質経済成長率は前年度

ら景況感は明瞭となり、日本経済は久々の大型景気を謳

の 3.6％から 0.3％に落ち込んだ。

歌した。

「平成」
へ改元
（1989.1.7）

緊急経済対策や金融緩和の効果により、平成不況は

この景気拡大の原動力となったのは超低金利政策で

1993 年 10 月に緩やかな回復基調に転じたが、その後

あった。公定歩合は 1986 年１月の５％から 1987 年に

もバブル経済崩壊の後遺症による景気停滞は続いた。不

は 2.5％に引き下げられた。その結果、市場へのマネー

良債権による金融危機は深刻化し、折からの円高とも相

サプライ（通貨供給量）が増大し、莫大な資金が投機市場

まって、日本経済は「失われた 10 年」と呼ばれる長期低

に投入され、株式や土地の高騰を招いた。それに伴う資

迷期に陥っていった。

産価値の膨張や潤沢な資金フローが日本経済全体を活性
化させた。いわゆる「バブル経済」の到来であった。日経
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地球環境問題とメガコンペティション
この時期に２つの世界的な潮流が発生し、それらへの
対応はグローバルに展開する企業にとって必須の課題と

緊急特別対策を実施

なった。
第一が地球環境問題である。1987（昭和 62）年９月、
「モ

地球温暖化防止京都会議
（1997.12）

年秋から急激に円高が進行した。当社にとって海外事業

1989（平成元）年にはこれを受けて 20 世紀中にフロン全

は利益の柱であり、1984 年度の実績で海外売上高は

廃を掲げた「ヘルシンキ宣言」が採択された。これによっ

648 億円と総売上高 1,903 億円の約 34％を占めていた。

て地球環境問題は、世界的にクローズアップされ、わが

そのため、円高によって海外事業が受けた打撃は大きく、

国でも官民挙げて積極的に取り組むべき大きな課題と

1985 年度の売上高は目標であった 2,000 億円を達成で

なった。

きず、経常損失 23 億 3,700 万円の赤字に転落した。

この世界的な温暖化防止の取り組みは、1997 年 12

このような状況を踏まえ、1986 年年頭の経営方針発

（COP3） で採
月に開催された「地球温暖化防止京都会議」

表の場において、山岡淳男社長は「売上高並びに収益の

択された「京都議定書」に発展的に受け継がれた。

状況が今日極めて厳しく、差し迫ったものになっている」
1987 年度の２年間に「緊急特別対策」を実施すると発表

年 12 月のソビエト連邦解体により、半世紀近く続いた

し、
「向こう二年の間は何事も辛抱し、小異を捨てて一致

東西冷戦の時代が終結し、共産圏だった諸国も自由主義

団結し、頑張ってもらわなければならない」と全社員に

経済に参画し、中国、東南アジア、南米などの国々も台

要請した。

頭を始め、地球規模で市場競争が激化しはじめていた。

緊急特別対策の主眼は、徹底した減量・合理化による

特にアメリカは貿易赤字・財政赤字の「双子の赤字」によ

経営体質の改善にあった。具体的には、1,900 億円の売

り債務国に転落し、代わって世界最大の債権国となった

上規模でも耐えられる経営構造に再構築し、最低限の必

日本との間で、深刻な貿易摩擦が生じていた。

要な利益を確保して、目の前の経営危機を回避すること

これに伴って日本への貿易自由化・市場開放の要求は
これまで以上に高まり、1986 年から協議を重ねてきた
GATT（関税及び貿易に関する一般協定 ) の多角的貿易交渉「ウ

ミニマムアクセスの導入が決まる
（朝日新聞 1993.12.14）

と 述 べ、
「 非 常 事 態 」を 宣 言 し た。 そ し て、1986 年 度、

年 11 月のベルリンの壁崩壊、1991

競争）である。1989

1989.12.4）

1985（昭和 60）年７月のプラザ合意の影響により、同

（オゾン層保護条約議定書）が採択され、
ントリオール議定書」

第二がグローバル市場でのメガコンペティション（大

冷戦終結へ
（朝日新聞

2. 円高による業績悪化に全社一丸で対応

が目的であった。そのため、増加する人件費、設備費、
金融費など固定費の圧縮が最大の課題となった。
特に今後の事業計画・規模に見合った最少人員とする

ルグアイラウンド」は、1993 年 12 月に合意に至った。

べく、人員規模の見直しが進められた。希望退職者の募

農業分野交渉では、アメリカなどが主張した農作物の例

集をはじめ関係会社・販売会社などへの出向・転籍、新

外なき関税化は実現しなかったものの、最低輸入機会（ミ

入社員の採用削減、定年後の再雇用の見直しなどが実施

ニマムアクセス） の導入が決定し、わが国でも米を含む農

された。社員数は 4,750 名から 650 名の減員となった。

作物の低関税での輸入が開始された。

この合理化の一環として社内の管理部門の分社化が進

このような貿易自由化・市場開放の要求は、金融ビッ

められ、1986 年の９月から 12 月にかけて新会社５社

グバンやグローバル・スタンダードの導入へとつながっ

が設立された。債権の取り扱いや貸し付け業務を担当す

ていく。

るワイ・ディ・ファイナンス株式会社、本社ビルおよび
周辺事務所のビル管理を行う株式会社ヤンマービジネス
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サービス、研究開発の試作部品や製図などを担当するヤ

ヤンマー情報システムサービス

見据えて立ち上がろうとしていた。

ンマーテクニカルサービス株式会社、グループ内外の情

とはいえ、中期経営計画の第一の目的は、現在の業績

報処理サービスを受け持つヤンマー情報システムサービ

赤字を克服し、１日も早く黒字回復を果たすことであっ

ス株式会社、滋賀地域の工場を対象とした物流会社であ

た。そして第二の目的は、事業構造の改革である。なか

るヤンマー滋賀物流株式会社である。この５社の設立に

でも当社の基幹商品である 100 馬力以下の汎用ディー

伴って約 230 人の当社社員が出向した。

ゼルエンジンのうち、50 馬力以下については名実とも

緊急特別対策では人員合理化以外に、生産設備や研究

に世界 No. １の地位を占めるように、新市場・新用途

開発への投資抑制、遊休資産の売却、賞与・給与の一部

の開発を積極的に進めるとともに、品質・性能・コスト

カットなどの諸策が講じられた。

のすべてで他社を凌駕できるように競争力を強化するこ

その一方で、従前から進めてきた成長分野・商品への

とを指示した。第三の目的は年間総コストの低減であっ

重点シフト、コストダウンへの挑戦、営業力の強化、新

た。期間費用 1,700 億円の 10％以上のカットが目標に

規事業の開発などの積極策にも、将来のヤンマーを見据

掲げられた。

えて継続して取り組んだ。
ヤンマー滋賀物流

事業赤字からの再出発

1987（昭和 62） 年に入ると、内需拡大政策が奏効し、

緊急特別対策実施の初年度に当たる 1986（昭和 61）年

景気は回復傾向に向かった。当社の思い切った緊急特別

度、当社の売上高は 1,666 億円で前年度比 12.5％の減

対策の効果も現れ、当社の業績も国内事業を中心に徐々

収となり、経常損失７億 2,300 円、当期損失 40 億円の

に上向いていった。同年度の売上高は前年度比 5.8％増

大幅な赤字となった。海外売上高は前年度から 28.4％

の 1,764 億円となり、経常利益は 28 億円と３期ぶりに

減となる 453 億円に低落した。以後、海外売上高は

黒字回復を果たした。とはいえ、プラザ合意以前の売上

1991 年まで 400 億円台で横這いに推移する。深刻な造

高・利益には及ばず、再建はまだ途上であった。

船不況の影響により大形エンジンの需要は予想以上に落

これを受けて 1988 年の年頭社長方針では、売上高経

ち込み、当社をめぐる市場環境は一段と厳しさを加えて

常利益率３％の早期達成が新たな目標に掲げられた。そ

いた。

して海外事業に関しては、たとえ１ドル＝ 100 円になっ

一方、ヤンマー農機は 1984 年以降３年連続の豊作に
より業績は好調であり、1986 年度には過去最高の売上

ても為替変動に対応できるよう、事業・商品の再編成を
図り、強靱な企業体質に転換するよう要請した。

高 1,516 億円を記録した。しかしこの年、ウルグアイ

1988 年にはバブル経済による好況がいよいよ本格化

ラウンドがスタートし、翌年から米価の引き下げが行わ

し、当社の業績は売上高 1,881 億円、経常利益 34 億円

れるなど、農機事業の前途も先行きは不透明であった。

と大きく上向いた。特筆すべきは、同年度には大形エン

山岡社長は 1987 年の経営方針発表において、緊急特

ジン事業、建機事業でも黒字化が定着し、全社的に健全

別対策の強化・徹底を指示した。同時に、同年度を初年

226

全社的に事業黒字化を達成

経営化を達成したことであった。

度とする３カ年の中期経営計画に取り組むことを公表し

1989（平成元） 年９月には、好況を背景に成長分野へ

た。将来、健全経営を維持し、成長・発展をめざした「強

の積極的な投資を図るために、資本金を 12 億円から

く、新しいヤンマー」を構築することが目的であった。

24 億円に倍額増資した。同年度には目標を１年前倒し

当社は最悪の状況のなかから、緊急特別対策の向こうを

で、念願の売上高 2,000 億円突破を実現している。
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3. 21世紀を視野に新企業理念を制定
３つの革新運動をスタート
日本中がバブル経済による好景気に沸き返るなか、山
岡社長は当社を取り巻く市場環境について「農業の構造
転換や、舶用市場の成熟化・エンジン事業の競争激化

材育成なども視野に入れていた。
生産技術では、機械加工の自動化はほぼ達成されてい
るので、組立・運転の自動化を進めることが課題となっ
ていた。すでに滋賀事業本部に新工場を建設する計画が
あり、無人化を追求した小形エンジンの新しい生産方式
の研究が進められた。
企業文化の革新は、内外とも激変する時代環境と多様

等々、誠に厳しいものとなって来た」と認識していた。

化する当社の事業構造に即して、全社員が共有できる新

当社は創業 80 周年を迎える２年後の 1992（平成４） 年

しい価値観を創造しようとするものである。旧態依然の

度に向けて、1990 年から新たな中期経営計画をスター

価値観では、時代の変化に対応できず、厳しい競争を勝

トした。そこでは、最終年度に売上高 2,500 億円とい

ち抜いていくことができない。特に従来のエンジン中心

う意欲的な業績目標が掲げられたが、それ以上に重視さ

の発想ではなく、より幅広くユーザーニーズを先取りし

れたのが高収益企業体質の確立、新規事業や不採算事業

た商品や市場からの発想が要求された。そのためには、

の早期収益化、高付加価値商品の開発であった。さらに

共通の価値観で全社員の方向性を一致させておくことは

これまでの３年分の変化が１年で起こるようなスピード

重要であった。

化時代への対応も要求された。
そして、これらを実現し、
「新しい時代にふさわしいヤ
ンマーづくり」を推進するために、
「事業の革新」
「技術の

1990（平成２） 年の年頭方針発表において、山岡社長

革新」
「企業文化の革新」という３つの革新運動をスター

が３つの革新運動に加えて強調したのは２つの「高付加

トした。

価値」の追求であった。

事業の革新は、社会や経済の急激な変化に対応し、的

第一は高付加価値営業である。これは単に商品を販売

確な商品戦略・事業戦略を展開していくことを目的とし

するだけのこれまでの営業から脱却し、営業レベルでさ

ていた。中期的にはエンジンを基軸とした最終商品分野

まざまな付加価値を獲得していこうとする営業の改革で

から重点戦略事業を選定し、国内外でその育成・拡大を

ある。すなわち、設計・施工・据付・サービスを含めた

図っていくこととした。重点戦略事業は「セット作業機

システムエンジニアリング化、販売・サービスチャネル

などの汎用商品事業」
「土木・建築関連事業」
「コージェネ

の短縮・効率化、他社商品や関連機器事業の把握などに

レーション事業」
「マリンレジャー事業」
「ガスヒートポン

積極的に取り組み、利益の確保・増大を図っていくとい

プエアコン（GHP） 事業」
「 油圧機器などのコンポーネン

う考え方であった。

ト事業」の６事業である。
技術の革新は、研究開発と生産の両面での技術革新を
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高付加価値の追求

ＣＳ研修会
「提案営業実践道場」

高付加価値営業は売上高拡大を支える営業として構想
されたが、バブル経済崩壊後の不況時にむしろ真価を発

めざしたものである。研究開発では近年のトレンドであ

揮し、CS（Customer

る地球環境問題への配慮や人間尊重の商品開発という要

業へと展開していく。

Satisfaction：顧客満足） を軸とした営

素を踏まえ、事業の革新に対応した新技術の確立が急務

第二は高付加価値商品である。激化する市場競争を勝

であるとされた。中長期的には、技術力強化のために新

ち抜くには、より一層の品質向上とコストダウンは必須

しい研究所を建設する構想や、異業種との技術交流・人

であった。山岡社長が指摘したのは、商品の品質やコス
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トは開発・設計段階で決定されることである。そのため、

情報システムの充実・強化

今後開発する商品はもとより、現在、開発途上にある商

さまざまな企業革新や高付加価値化を実現していくた

品についても再度、市場調査を実施し、市場性・競争力・

めには、ヤンマーグループを一元化して必要な情報を共

収益性などを十分に検討するように指示した。

有するシステムの整備が不可欠であった。
当社では販売会社の経営効率化を目的として、新

事業本部制への移行

ディーラー情報システム DIS（Dealer

組織面では 1984（昭和 59）年から進められていた市場

を開発し、1985（昭和 60） 年 10 月から当社の地域ヤン

別 の 事 業 部 制 へ の 移 行 が、 こ の 時 期 も 継 続 さ れ た。

マー、ヤンマー農機の販社に順次、導入していった。こ

1985 年 12 月、滋賀生産事業所ではエンジン生産事業

れは当社およびヤンマー農機と販社を結ぶオンラインシ

部を新設した。これによって、滋賀生産事業所はトラク

ステムであり、商品・部品情報や経営管理・会計情報、

タ生産事業部、精密機器事業部と合わせて３事業部体制

顧客情報などで構成されていた。

となった。

販売会社に導入されたDIS（1986）

しかし、バブル経済の好景気に伴って市場環境がめま

さらに 1986 年６月の組織変更では、本社部門の簡素

ぐるしく変化するなかで、技術・品質に関する情報をヤ

化による「小さな本社」をめざして、生産部門を中心とし

ンマーグループ全体で共有するシステムが必要となって

た事業部制の強化を図った。滋賀生産事業所は汎用エン

きた。そこで、当社では技術・品質に関する基幹情報シ

ジン営業部を加えてエンジン・トラクタ事業本部となり、

ステムとして YTIS（Yanmar Technology Information Service：

特機エンジン事業部は舶用特販営業部、陸用特販営業部

ヤンマー技術情報システム）を構築し、1989（平成元）年９月

を加えて特機エンジン事業本部となった。この２事業本

から運用を開始した。

部の誕生によって事業遂行および利益責任体制はより明

このシステムは市場品質情報を中心としたもので、対

確となり、開発・生産・販売が一体化した事業体制へと

象商品は中小形から大形までのエンジン、農機、建機な

進んでいく基盤が築かれた。

ど幅広く網羅した。販社と本社の品質保証部、営業技術

1990（平成２） 年７月には、海外事業に関しても商品

部、各工場の品質保証部門、開発部門をオンラインで結

別展開が可能となるように、貿易本部が廃止され、新た

び、クレームなどへの迅速な対応を目的とするとともに、

に海外統括本部が発足した。

商品品質の改善や新商品開発の情報としてフィードバッ
クされ、クレーム発生を未然に抑える効果も期待された。

社長
取締役会

事業部長会議

経営会議
本社管理部門

研究開発本部

汎用エンジン
営業部

エンジン生産
事業部

営業技術部

エンジントラクタ
事業本部
トラクタ生産
事業部

舶用事業部

建機事業部

特機エンジン
事業本部

部品事業部

貿易本部

創業 80 周年に新企業理念制定
1992（平成４）年３月、創業 80 周年を迎えたことを機
に、当社の新しい企業理念が発表された。これは 1990
年から企業文化の革新に取り組むなかで、1968（昭和

企画部

技術研究所

汎用機推進部

ＯＥＭ営業部

エンジン開発部

長浜工場

木之本工場

トラクタ開発部

精密機器事業部

エンジンＦＲＰ
推進グループ
関連機器推進グループ

国内販売部

国内販売部

建機輸出部

建機開発部

舶用特販営業部

陸用特販営業部

エンジン開発部

ガスタービン推進部

尼崎工場

国内パーツセンター

部品輸出部

海外第二部

海外第一部

組織図（1986.6）
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Information System）

43）年に制定した
「綱領」
「信條」
「精神」を事業や社会の現

状に合わせて見直し、経営の根幹をなす企業理念として
練り上げたものである。
新企業理念は「創業の精神」
「企業理念」
「経営姿勢」
「行

新企業理念を発表する山岡社長

動規範」で構成された。
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「創業の精神」は、山岡孫吉創業者・初代社長の座右の銘

当社はこのような業績の悪化や財務上の損失を打開す

である。山岡社長はここに表現された謙虚さと感謝の気

るべく、1993 年度を初年度とする３カ年の中期経営計

持ちを受け継いでいくよう要望した。

画をスタートした。1993 年度の経営方針発表において、

「企業理念」は、当社が今後の経営において最も重視する

山岡社長は「当社業績の伸びなやみを決して景気のせい

ものが「独創的な技術の追求」
「こころに響くふれあい」で

にしてはいけない」と自助努力で解決するという心構え

あることを明確にし、これまで「農・工・漁業の合理化

と行動を要求した。そして、当分の間、景気回復は期待

と近代化」であった当社の使命をより幅広い分野へと拡

できない状況のなかで、中期的に売上拡大による収益の

大した。同時に「人間尊重」と「地球環境との調和」を念頭

向上を図るのは困難であり、新たな中期計画では「スリ

に置いた事業展開を図っていく姿勢も明示している。

ムで強靱な企業体質づくりを経営の基本命題として取り

「経営姿勢」は、第一にメーカーとしての創造的姿勢を、
第二に当社に関わる人々や社会へのハートウォームな姿
勢を端的に表現している。
「行動規範」は、社員が日々の業務を遂行していく際に重
新企業理念の携帯カード

1993 年４月、全社スローガンとして「グリップ・ザ・
マーケット―ふれあい響き・変化に対応―」が策定された。
これは「市場をつかむ」という意味であるが、営業のみな

発揮と現場主義が強調されている。

らず全社員、全グループが原点に戻って市場・顧客を主

選択と集中の徹底
1991（平成３） 年２月をピークに後退に転じた景気は、
その後、急速に悪化をたどり、1992 年に入ると本格的

軸にした事業展開を図っていこうという考え方であった。
この中期計画は翌 1994 年度に同年度を初年度とする
３ カ 年 計 画 に 改 定 さ れ、 中 期 ス ロ ー ガ ン と し て

全社スローガンのポスター

「VECTOR 21―変わろう今日から、変えよう明日を―」
が採用された。21 世紀へ向けて方向性を合わせて変革
を進めようという主旨である。

な不況の様相を呈した。バブル経済の崩壊であった。不

中期計画の基本方針は、限られた経営資源の「選択と

良債権の問題が顕在化するとともに、設備投資、個人消

集中」であった。将来にわたって健全経営を維持するた

費ともに冷え込んだ。

めに、選択と集中を原則として、当社の企業構造を再構

バブル経済の崩壊は当社の事業も直撃した。1991 年

232

上げる」とその主旨を語った。

視すべき心構えや行動の指針である。ここでは創造性の

4. ポストバブルの経営方針

バブル経済の崩壊によって金融不安
に波及
（日本経済新聞 1991.1.22）

組み、その確立によって今後の業容拡大の基盤をつくり

築することが最大の狙いであった。

度には建機、マリンレジャー、コージェネなど各事業の

この中期計画においては「経営の中・長期的な方向づ

売 上 げ が減 少 し、 利 益 も 悪 化 し た。 当 社 の 売 上 高 は

け」が明記され、その実現に向かってグループ全員が一

1991 年度からほぼ横這いになり、経常利益は 1993 年

丸となって取り組むよう指示された。それは「エンジン

度まで毎年減少していった。

事業の強化と充実」
「関連事業の充実による事業の多軸化

さらには、1992 年５月、当社の金融子会社２社で証

と収益基盤の拡充」
「円高に対応した海外事業戦略の再構

券投資の失敗により多額の損失を発生させていたことが

築」
「グループ生産体制の再編成」
「経営体制並びに組織体

発表された。当社の金融子会社であるワイ・ディ・ファ

制の再編成」の５点であった。

イナンスとヤンマー農機の金融子会社であるヤンマー

この計画で特筆すべきなのは、
「エンジン事業の強化と

ファイナンスの２社で、損失額は両社の合計で 500 億

充実」を図るために、新たな小形立形水冷ディーゼルエ

円を超えていた。

ンジンの生産拠点となる
「びわ工場」
建設（1995 年４月竣工）
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という久々の大型投資が含まれていたことである。
なお、山岡社長は業界団体の活動にも尽力し、1993
年 ５ 月 に 社 団 法 人 日 本 舶 用 工 業 会（ 日 舶 工 ） 会 長 に、
1994 年５月に社団法人日本農業機械工業会（日農工）会

顧客への営業アプローチには、積極的に提案型営業を
行った。これは顧客のニーズを掘り下げ、より高い満足
度の実現や問題解決に協力する営業手法である。
この時期、冷え込んだ市場で需要を掘り起こすために、

長に就任している。日農工会長は 1978（昭和 53）年から

販売促進キャンペーンを精力的に展開した。主なキャン

1985 年までも務めており、２度目の就任であった。

ペーンに、小形エンジンの「V20 作戦」、舶用エンジン
の「18 万総訪問作戦」、トラクタの「100 万人試乗キャン

ビジョン経営の導入

提案型営業成果発表大会

ペーン」などがあった。

中期計画の「経営の中・長期的な方向づけ」という考え
方は、1995（平成７） 年には「ビジョン経営」の導入へと
展開していった。

環境重視の企業姿勢を鮮明化
1990 年代に入ると、地球温暖化やオゾン層破壊など

ビジョンとは経営理念に基づいて、ある時点までに「こ

の進行により、地球環境問題は社会問題として注目を集

うなっていたい」と想定する会社や事業の「あるべき姿」

め、企業にとっても重要な課題となった。当社では

である。各部門や社員は経営方針や戦略に基づいてこの

1992（平成４）年の創業 80 周年を機に制定した新しい企

ビジョンの実現をめざしていく。

業理念に地球環境重視の考え方を盛り込み、環境保全に

当社では、
「経営の中・長期的な方向づけ」という大き
なビジョンに加えて、事業や部門ごとにビジョンを設定
し、それをめざして日常的な事業を推進した。さらに、

真摯に取り組む企業姿勢を鮮明に打ち出した。
ヤンマー地球環境憲章

特販店や販社にもビジョンに基づく経営を行うように指
導した。

顧客指向の提案営業を展開

生産活動における電力・燃料の削減
生産活動における
産業廃棄物の削減と
リサイクル

生産活動における公害
（大気・水質・騒音など）
と
特定有害物質の
自主規制値の設定と遵守

冷暖房、照明などの
エネルギーの削減

バブル経済崩壊以後、当社が徹底的にこだわったのは、
顧客第一主義への転換であった。1993（平成５） 年度に
全社スローガン「グリップ・ザ・マーケット」を採用した

一般廃棄物の削減と
リサイクル

理由もそこにあった。不況時にこそ、市場ニーズをしっ
かりととらえ、CS を重視した事業を展開しようという
意図である。顧客指向の徹底による地域戦略の強化と販

物流の合理化
（運搬に要するエネルギーおよび
排ガス削減、梱包材の削減）

エンジン排ガスクリーン化、
低騒音化、低振動化

エンジン燃費低減
（エネルギー効率の改善）

売網活性化の取り組みが各市場でスタートした。
販売体制の強化をめざして、販売組織の再編も活発に

脱フロン化
作業機・システム効率改善
（エネルギー効率の改善）

実施された。まず 1994 年６月の組織改革によって、陸
舶営業本部が発足した。これは舶用事業部と特機事業本
部の陸用営業部、汎用機事業本部の汎用営業部を一体化
したもので、総合力を発揮して営業力を強化するのが目
的であった。
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リサイクル
対応設計
製品長寿命化、部品削減
環境指向商品の開発、販売促進
水処理システム
ゴミ処理システム
コージェネ
GHP
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1994 年９月には技術本部に環境保全活動などを統括・
推進する環境部を新設。同時に「ヤンマー地球環境委員
会」を設置し、1995 年２月に地球環境問題に対する企

第

2節

多彩な商品展開と環境技術力の強化

業活動の指針として、
「ヤンマー地球環境憲章」を制定し
た。この憲章は「独創的な技術によって、人々の豊かな
暮らしと地球環境の調和を実現する」という趣旨の基本
理念と
「環境保全に寄与する技術確立」
「環境に配慮した
事業活動」などの４項目からなる行動指針で構成されて
いる。

１. 新規商品・新規事業に挑戦
チャレンジ 100 提案キャンペーンを実施
緊急特別対策が実施されていた 1987（昭和 62）年４月、
新しい中期経営計画がスタートした。この計画では現行
のエンジン・作業機の品質・性能・コストのすべてで競
争力を高めることに加えて、
「新規商品の開発・新規事業
の開拓を積極的に進めること」が要求されていた。円高
不況という逆境にあっても、新規商品・新規事業の開発・
開拓はメーカーとしての生命線であり、等閑にすること
は許されなかった。
当社ではこの方針を受けて、新規商品・新規事業の開
拓を促進するため、1987 年１月から２月にかけて「チャ
レンジ 100 提案キャンペーン」と銘打って、社員から新
規事業・新規商品のアイデアを公募した。応募総数は
653 件に及び、そのうち養殖栽培市場への参入、廃棄物
処理装置の開発・販売、適冷温物流および機器の製造・

チャレンジ100プロジェクトチーム結団式
（1987.6）

販売など８テーマの事業化・商品化が進められることに
なった。
なお、1990（平成２）年４月には、チャレンジ 100 を
引き継いで、21 世紀を見据えた「LOOK 21 プロジェク
ト」が発足し、エレクトロニクス、バイオ、エンジニア
リングなどの６分野でフィジビリティ・スタディが続け
られた。

ＬＯＯＫ21・ＦＳプロジェクト結団式
（1990.7）

ディーゼル船外機の完成
新しい商品を開発する当社の技術力と執念を、広く世
に示したのがディーゼル船外機であった。1983（昭和
58）年５月にディーゼル船外機プロジェクトを発足させ、
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開発を開始した。船外機にはほぼすべて軽量のガソリン

心に視察された。

エンジンが用いられており、軽量化とコストダウンが大
きな課題であった。

ディーゼル船外機D27のイラスト

当社ではこれまで培ってきたディーゼルエンジン技術

日本の稲作は減反や社会の米離れのなかで縮小傾向に

の粋を集めて開発に当たり、超小形・超軽量の燃料噴射

あり、稲作を対象とした農業機械は市場で成熟化してい

装置であるユニットインジェクタ、アルミ製シリンダブ

た。ヤンマー農機では野菜作に対象を広げることで活路

ロックとヘッドの一体成形、高速回転に耐えるオーバー

を見出そうと、
「ナプラシステム」を企画して開発を開始

ヘッドカム機構、海水直冷構造などの採用によって、超

した。育苗から移植、収穫までの野菜作の一貫体系であ

軽量・高速エンジンの開発に成功した。

る。

1985 年１月、世界初のディーゼル船外機 D27（27 馬力）

1991（平成３） 年の育苗用ナプラセルトレイの発売を

を 200 台限定で発売した。そして、1987 年４月から

皮切りに市場に参入し、1992 年３月に野菜移植機 CP-1、

D27 の本格販売を開始し、その後 D36（36 馬力）も発売

1995 年８月に２条掘人参収穫機 HN2 を発売した。そ

した。

の間、生物系特定産業技術研究推進機構（生研機構、現・

このユニットインジェクタは、1993（平成５） 年６月、
全国発明表彰・特別賞の表彰式

野菜作の機械化を進めるナプラシステム

野菜移植機CP-1

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構）と共同でセルト

社団法人発明協会の全国発明表彰・特別賞（朝日新聞発明賞）

レイの規格化を進め、1995 年３月にナプラセルトレイ

を受賞している。

は農林水産省規格に認定され、業界の標準仕様となった。
その後も移植機、収穫機などを中心に、順次、対応作物

ヤンマーマリンファームの開設

を増やしていった。

人参収穫機HN2

1988（昭和 63）年３月、養殖・栽培などこれからの漁
業システムを研究・開発する拠点が誕生した。ヤンマー
造船大分事業部内に開設した「ヤンマーマリンファーム」
である。
「つくり育てる漁業」をコンセプトとして、海の
生物に関するさまざまな基礎研究と実証試験を行う本格
的な研究施設であった。
ヤンマーマリンファーム
（1988）

排出ガス規制への本格的対応を開始
1980 年代から 90 年代にかけて地球環境問題への取
り組みが世界的な課題となるなか、ディーゼルエンジン

機関の専門家に技術顧問を委嘱した。飼育棟が 2 棟設

の排出ガスに含まれる窒素酸化物（NOX） や粒子状物質

けられ、10 ｔ（トン） 級の水槽が 2 基、その他に 20 基

（PM）の排出に対しても規制が実施されるようになった。

主な研究内容は、陸上で人工的に卵を孵化させ海に放
流する種苗生産やバイオテクノロジーを駆使した品種改

農機や建機など自動車用以外のディーゼルエンジンに
はカリフォルニア州大気資源局の CARB（California
Resources Board） 規 制 や ア メ リ カ 環 境 保 護 庁 の

Air

EPA

良、漁業のメカトロニクス化などであった。また、養殖

（Environment Protection Agency） 規制など各国・地域で多

から流通までのノウハウの提供やコンサルタント事業も

様な規制が適用され、舶用ディーゼルエンジンに対して

行っている。

は国際海事機関（International

1990（平成２）年 10 月、秋篠宮ご夫妻がヤンマーマリ
ンファームにご来訪され、最新の設備や研究の一端を熱
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規制への対応

専任研究員として水産専門家を招き、大学や民間研究

余の水槽が設置されている。

ヤンマーマリンファームの水槽

2. ディーゼルエンジンの進化と排出ガス

Maritime Organization：IMO）

が規制を設けている。

CARBの排出ガス規制の認証を取得

NOX の低減はディーゼルエンジンの開発で主眼と
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なってきた燃焼効率の向上と相反する関係にあり、これ
を解決するにはさまざまな技術的困難が伴った。しかし、
当社には長年にわたって培ってきたエンジン技術があり、
排出ガス規制への対応はむしろ技術の優位性を示し、ビ

3. 業界をリードする新商品の開発
田植機とコンバインに新機軸

ジネスを広げる格好のチャンスととらえ、小形立形水冷

1985（ 昭 和 60） 年 当 時、 当 社 の 田 植 機 は シ ェ ア 約

ディーゼルエンジン（立水） を皮切りに積極的に取り組

12％と低迷気味であったが、起死回生となる新シリー

んでいった。

ズを開発、同年２月、全６機種を一斉に ARP シリーズ
にモデルチェンジした。このシリーズは植付け精度を高

立水エンジンで次々とアメリカの規制をクリア
排出ガス規制への対応は、まず立水の主力商品であっ

ワーステアリングを搭載するなど、多くの特長を備えて

た TN 形からスタートした。
「クリーン＆サイレント（排

いた。「すこやか」という愛称を与えられたこの新シリー

出ガスのクリーン化と騒音の低減）」
をめざして燃焼面の改善を

ズは、鮮やかな白を基調とした清新で軽快なデザインも

中 心 に 対 策 を 施 し、1991（ 平 成 ３） 年 ７ 月 に TN 形 は

高い評価を得た。このシリーズの投入により、当社の田

1995 年から実施予定の CARB 規制への対応技術をいち

植機のシェアは翌 1986 年には一気に 22％まで向上した。

その後、1993 年４月にはクリーン＆サイレントエン

CA600 を発売した。生研機構と共同開発した画期的な

ジンと銘打って TNE 形シリーズ（8.6 ～ 84.2kW） を発売

コンバインで、稲に加えて、麦、大豆、蕎麦など多品種

した。TNE 形は TN 形の改良型で、燃焼室の容積を低

を収穫できる。独自開発のスクリュー式脱こく機に大形

減して、高出力化、低騒音化を実現したのが特徴であっ

選別装置を組み合わせた構造で、エンジンの回転数を一

た。TNE 形は翌 1994 年５月に CARB による排出ガス

定に保つ電子ガバナエンジンを搭載した。この構造は国

規制の認証を取得した。

産汎用型コンバインの標準型として現在まで受け継がれ

また、1995 年５月に発売した 4TNE94 形 /98 形（35.3
～ 51.1kW） が、1996

社の立水は業界に先駆けて次々と規制水準をクリアした。
小 形 空 冷 デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン で は、1989 年 12 月、
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ている。

農業２極化に対応した商品開発
1980 年代後半は農業２極化が進行し、商品開発はそ
の傾向に対応したものとなった。

低騒音・低振動の L-A 形シリーズ（2.6 ～ 7.4kW） を発売

まず小規模兼業農家向けには、女性や高齢者でも操作

した。1993 年 12 月には L70A 形（4.9kW） が直噴式で

が簡単で、小回りが利き、低価格の商品を開発した。ト

は世界で初めて CARB 規制の認証を取得している。

ラ ク タ で は 1988（ 昭 和 63） 年 １ 月、Ke-2（12.5 馬 力 ）、

舶用エンジンでは、ヨーロッパのボーデン湖排出ガス

舶用エンジン1GM形

汎用コンバインCA600

年７月にこのクラスのエンジンで

は世界で初めて EPA1 次規制の認証を取得するなど、当
空冷ディーゼルＬ70A形

田植機ARP4

コ ン バ イ ン で は 1986 年 5 月、 汎 用 型 コ ン バ イ ン

早く確立した。

4TNE94形/98形

める「ニュールーカスアーム」を採用し、上位機種ではパ

Ke-3（13.5 馬力） を発売した。コンパクト設計により山

規制が 1993 年 1 月から予定されていた。それに先立つ

間地、果樹園、ハウス、畑作などの多用途に利用できた。

1992 年 9 月、当社の 1GM 形エンジンは厳しい規制を

田植機では 1989（平成元）年 10 月、歩行型が主流だっ

ク リ ア し、 世 界 で 初 め て 認 証 を 取 得 し た。 そ の 後 も

た小規模兼業農家向けに小形乗用田植機 Pe-4 を投入し

2GM 形、3GM 形、JH2 形シリーズなどが次々と同規

た。乗用田植機では最も小さく、最も軽いことをセール

制をクリアしている。

スポイントとし、狭い圃場で活躍した。コンバインでは

小形トラクタKe-2
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1995 年３月、２条刈 Ee-2、Ee-3 を発売した。ＨＳＴ（油

エコトラはユーザーから高い評価を受けてベストセ

圧式無段変速トランスミッション）を搭載し、操作性・安全性

ラーとなるとともに、1996 年 12 月に日経優秀製品・サー

に優れたコンパクトコンバインであった。

ビス賞の優秀賞を農機業界で初めて受賞した。

一方、大規模専業農家向けには高性能商品を投入した。
トラクタでは、業界で初めて電子ガバナを搭載した「パ
ワーフォルテ」シリーズ F535 を 1989 年６月に、独自
小形乗用田植機Pe-4

バブル経済の崩壊後、建機事業は大きな打撃を受け、

の TNE エンジンで排出ガス規制をクリアしエアコン付

業績は悪化した。このような危機的状況のなかで建機事

きキャビンを装備した「スーパーフォルテマークⅢ AF」

業の救世主となったのが、新世代バックホー「ViO」シ

シリーズを 1992 年６月に発売した。1985 年 10 月に

リーズであった。1994（平成６） 年１月にその第１弾

は快適性・デザイン性を重視した「ビッグフォルテ」シ

ViO40 を発売した。

リーズ４機種が、農業機械では初めて通商産業省（現・
経済産業省）のグッドデザイン商品に選定されている。

ビッグフォルテシリーズがグッドデザイン商品
に選定
（1985.10）

新世代バックホー ViO の誕生

ViO シリーズは標準機の安定した掘削スピードと超
小旋回機の狭小地での小回り性能を併せ持つ商品であり、

コンバインでは、1994 年９月に 120 馬力で大容量グ

発売後２年で１万台を超える大ヒット商品となった。独

レンタンクを備えた大形汎用コンバイン CA1200 を完

創的なスタイリングは、1995 年３月に建機分野では珍

成した。1997 年４月には丸ハンドル採用で、操作性・

しい意匠権を獲得した。この画期的な ViO シリーズは

旋回性に優れた５条刈 GC70、６条刈 GC80 を発売した。

標準機に代わって、バックホーの新しいスタンダードと

田植機では 1988 年 10 月、植付けのスピードと精度
を 向 上 さ せ た ロ ー タ リ ー 植 付 機 構 搭 載 の RR40、50、
60 を発売。さらに 1998 年３月には、エコディーゼル

日経優秀製品・サービス賞の表彰式
（1996.12）

ビ オ

なっていった。
ViOシリーズ

搭 載 で 高 速・ 低 燃 費 を 実 現 し た 10 条 植 乗 用 田 植 機
GP10 を発売した。

環境志向型トラクタ
「エコトラ」
の誕生
1995（平成７）年 10 月、
「エコトラ」シリーズ（４シリーズ、
14 機種）の販売を開始した。省燃料・省馬力・省時間を
（Economy
実現した「高能率かつ環境志向型」

& Ecology）で

あり、２つの eco から「エコトラ」と命名されたトラク
タである。トラクタの歴史に一時代を築き、当社のトラ
高速耕うんトラクタ
「エコトラ」

クタを代表する機種となった商品である。
高出力で低燃費の直噴式エコディーゼルエンジンと耕
うんスピードに優れた高速ロータリーを組み合わせ、作
業の高速化を図ったのが最大の特徴であった。これに
よって同馬力の従来機に比べて、30 ～ 50％の燃費低減、
1.5 ～ 1.8 倍の耕うん速度アップ、30 ～ 40％の作業時
間短縮を実現した。
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第

3節

円形にして旋回時の接触事故を防止するなど新機軸を打

激動する市場環境への柔軟な対応

ち出した。1992 年１月には７ｔクラスで極超低騒音・
超小旋回のバックホー B7 を発売した。
バックホー以外では、1986 年３月に高速ゴムクロー
ラキャリヤ YFW25R、YFW40R、1991 年５月に大形

1. バブル経済期の事業展開
舶用部門はプレジャーボートに活路

ルモデルチェンジしたホイルローダ V3-2、V4-2 などを
発売している。

高速ゴムクローラキャリヤYFW25R

また、1986 年６月には空冷ディーゼル発電機に投光機

1980 年代後半、舶用部門では FRP 漁船の販売が頭打

をセットした「ライトボーイ」を発売。長時間の連続運転

ちになるなか、プレジャーボートに活路を見出した。折

が可能であることが好評を博し、夜間の道路舗装工事で

からバブル経済の好景気によって、マリンレジャー市場

大活躍した。
1985 年９月、建機専門販売会社の第１号であるヤン

は活況を呈していた。
1988（昭和 63）年６月、プレジャーボート分野の販売

マー東北建機株式会社が設立された。専門販社は従来の

拡大を期して、マリンレジャー営業部を新設した。また、

地域ヤンマーや支店から建機営業機能を独立させ、地域

初心者向け、家族向け、高級クルージングボートなどを

に密着したきめ細かな営業・サービス体制を展開するこ

発売し、商品ラインナップを充実させた。

とを目的としたものである。その後、九州、関東、中部、

1989（平成元） 年２月には株式会社ヤンマーマリナッ
クスを設立。プレジャーボートやマリンレジャー用品を
ヤンマーマリナックス
（大阪市）

高速ゴムクローラキャリヤ C80R、1992 年４月にはフ

投光機ライトボーイ

西日本と５社の建機専門販社が設立され、建機事業の業
績伸長に大きな役割を果たしている。

販売するショップを各地に展開した。アメリカやイタリ

バブル経済の崩壊後、建設需要の急落に伴って建機事

アから豪華クルーザーなどプレジャーボートの輸入販売

業は大きな打撃を受け、1993 年度には売上高は 231 億

も開始している。

円と 1990 年度の約３分の２にまで落ち込んだ。しかし、

ヤンマー東北建機

1994 年１月に発売した新世代バックホー「ViO シリー

バックホーを中心に建機事業が伸長
円高不況に大きな打撃を受けた特機事業、農政や自由

ズ」のヒットによってひとまず業績は持ち直したが、バ
ブル経済期のような活気は戻らなかった。

化による農業構造の変革のなかで低迷した農機事業に対
して、1980 年代後半に大きく躍進したのは建機事業で
あった。
1986（昭和 61）年度に

209 億円であった売上高は年を

追って増加し、1990（平成２）年度には 356 億円と約 1.5
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GHP の販売を開始

倍に伸長している。これはバブル経済を背景に建設需要

1987（昭和 62）年４月、当社はガスヒートポンプエア

が急増し、投資目的も加えて住宅着工件数も増加したた

コン（GHP）Y4GPA の限定販売を開始。同年９月から本

めである。

格販売へ移行した。1981 年の研究開始から６年を経て

バックホーを中心に品ぞろえを充実させ、1989 年４
超小旋回バックホー B3

2. GHP事業への参入

月には超小旋回バックホー B3 を発売した。上部構造を

の事業化であった。
当社にとって空調分野は初めての進出であり、課題は

GHP室外機Y4GPA
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山積みであった。GHP は作業機と比べて運転時間が大
幅に長い。初期には吸排気弁の摩耗や潤滑油の消耗が著
しく、大きな問題となった。ガス会社が要求したメンテ
ナンスインターバル 2,000 時間を実現するために、改良
を重ねた。重くて大きい、音がうるさい、機種のバリエー
ションがないという問題も、時を追って解決していった。

3. 農機事業の新展開を促進
「いま、日本の農業がおもしろい」
1990（平成２） 年１月のヤンマー農機全国大会におい
て、
「いま、日本の農業がおもしろい―その変化と対応―」
という斬新な企業スローガンが発表された。

事業部の新設と販売組織の整備
技術面では苦労を重ねながらも、GHP 事業は順調に

31 年 ぶりに引き下げられ、翌 1988 年も引き下げが行

成長していった。1990（平成２） 年 12 月には販売累計

われた。1988 年には牛肉やオレンジなど農産品８品目

１万台を達成、1992 年２月には累計売上高が 100 億円

の輸入自由化が決定し、米についても自由化に関する交

を突破した。同年６月、事業開発室から独立して GHP

渉が重ねられていた。そのような状況のなか、小規模兼

事業部が開設され、GHP 事業は当社の主力事業の一つ

業農家と大規模専業農家の２極化が加速していった。

として確立された。
1992 年９月、ビル用マルチタイプ（個別空調制御方式）

教室に設置された室内機

ヤンマー農機全国大会
（1990.1）

明るい展望を見出しにくい状況のなかで、ヤンマー農
機はあえて「おもしろい」という言葉を選び、日本の農業

の Y10GPAZ（12 馬力） を発売した。ビル用マルチタイ

の未来に希望の光を当てようとした。創意工夫を重ねれ

プでは部屋ごとの能力設定も自由にできるようになり、

ば農業や農村の変革は可能であり、それを精力的に支援

設計自由度が向上したため、用途も学校や病院、工場、

する企業として自ら宣言したことになる。このスローガ

中小ビルなどへと広がった。

ンは農業に携わる多くの人々の共感を呼んだ。

GHP は夏場の電力ピークカット対策としての評価は

このようなスローガンのもと、次代を担う若者たちに

高く、1989 年には社団法人日本ガス協会からガス会社

農業の未来を考える機会を提供し、若者たちの農業への

３社と当社を含むメーカー４社に「技術大賞」が授与され

関わりを深めようという趣旨で、1990 年６月にヤンマー

た。1994 年５月にはビル用マルチタイプ GHP の開発

農機創立 30 周年記念事業として「ヤンマー学生懸賞論

に対しても「技術大賞」が贈られている。

文」がスタートした。第１回のテーマは「いま、日本の農

1994 年９月には、業界で初めての GHP 専門販売会

ビル用マルチタイプの室外機Y10GPAZ

米の過剰在庫により 1987（昭和 62）年、生産者米価は

業がおもしろい―その変化と対応」であった。応募総数

社を東京と大阪にそれぞれ設立した。ヤンマー空調東京

83 編のなかから大賞１編と優秀賞４編が選定された。

株式会社とヤンマー空調近畿株式会社である。GHP の

この学生懸賞論文は農業離れが進行するなか社会的な意

２大市場である関東甲信越（１都９県） と近畿（２府４県）

義も大きく、以後も年１回実施されて現在に至っている。

にそれぞれ密着して、専門性の高い提案型営業や総合エ

1994 年の第５回からは応募者の裾野を広げる狙いから、

ンジニアリングを展開していくことをめざした。

従来の論文に加えて作文部門を新設した。近年は論文で

第1回ヤンマー学生懸賞論文表彰式
（1990.12）

約 100 編、作文で約 400 編の応募がある。

石川島芝浦機械との業務提携
1980 年代後半、年間売上高 1,500 億円前後で伸び悩
んでいたヤンマー農機にとって、再び事業拡大に転じる
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大きな契機となったのが、1991（平成３） 年７月に締結

リンゴの色彩選別を行う選果プラント、変形しにくい

した石川島芝浦機械株式会社との業務提携であった。奇

ラーメン構造を採用したニューカントリーエレベーター、

しくも業務提携発効の日は、ヤンマー農機の創立 30 周

DAG（Dry

年記念式典の当日であった。

成させた。DAG は除湿した空気で穀物を乾燥させ、そ

石川島芝浦機械は 1950（昭和 25）年設立の農業機械メー
カーで、トラクタ、管理機などを主力商品としていた。
石川島芝浦機械との業務提携（1991.7）

Air Generator）全量貯留施設などを相次いで完

のまま貯蔵できるシステムである。
1991 年３月には農業施設のアフターサービスを行う

特にトラクタの開発では業界の草分け的存在で、1967

ヤンマープラント株式会社（現・ヤンマープラントサービス株

年にヤンマー農機が同社にトラクタの生産を委託するな

式会社）を設立した。

DAG（Dry Air Generator）全量貯留施設

ど、ヤンマー農機とは古くから交流があった。
業務提携は国内農業機械分野で開発、生産、販売、物
流、サービスにわたる幅広い内容であった。開発・生産
ではトラクタ、管理機などで協業体制を敷き、それぞれ
の強みを生かすとともに、合理化・効率化を図った。特

共同開発によるトラクタ第1号
「フォルテＡＦ」
シリーズ

1992（平成４） 年以降、当社はバブル経済崩壊の後遺

これを機に国内営業から撤退し、ヤンマー農機に同社の

症から立ち直ろうと懸命に努力を重ねてきたが、売上高・

販売網が移管されることになった。同社の販売部員 200

利益ともに伸び悩んだ。需要が冷え込み、競合が激しさ

名はヤンマー農機に出向となった。これによって、ヤン

を増した市場環境を勝ち抜くために、さまざまな「作戦」

マー農機の販売網は一気に増強された。

を精力的に展開した。

この業務提携の効果は大きく、1991 年度からヤンマー

これらの作戦のなかでも、キャンペーンとしての規模

農機の売上高は上昇気流に乗り、1993 年度には 2,000

が大きく、業界や顧客から注目を集めたのが舶用エンジ

億円を突破した。共同開発の第１号機であるトラクタ

ン事業の「18 万総訪問作戦」と農機事業の「100 万人試乗

「フォルテ AF」シリーズは 1993 年５月に発売され、業

キャンペーン」であった。

界最高水準のスペックで好評を得た。

CIMS と 18 万総訪問作戦
市場の成熟化が進んでいた舶用事業では、バブル経済

この時期、長らく採算面で厳しい状況が続いていた農

の崩壊後、FRP 船の売れ行き減少が顕著になった。耐

業施設事業に大きな転機が訪れた。1993（平成５）年 12

久性の優れた FRP 船は買い換え需要が少なく、1980 年

月のミニマムアクセス米の輸入などが決定されたウルグ

代から減少傾向に入っていたが、漁業人口の減少に加え

アイラウンドの合意に伴って、大きな追い風を受けるこ

て、景気の悪化がそれに拍車をかけたのである。

とになったのである。国内農業への影響緩和のためさま

これを受けてヤンマー造船では、1995（平成７）年２月、

ざまな予算措置が取られ、農業施設に関する融資も大幅

東日本における生産拠点であった岩手県大船渡市の東北

に増加した。ヤンマー農機でも各地で受注が活発になり、

事業部を閉鎖した。

1994 年から 2001 年まで毎年 300 億円前後の売上高が
続いた。
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目標を設定して一丸で対応

筆すべきなのは、販売部門であった。石川島芝浦機械は

好業績に転じた農業施設事業

野菜や果実の自動選果包装・集出荷施設

4. 各事業で「作戦」を遂行

この間、新しい技術を導入した施設の開発にも努め、

舶用市場で18万総訪問作戦がスタート
（1995.8）

厳しい市場環境のなかで、当社は舶用市場の抜本的な
洗い直しを行うことを決定した。市場が縮小傾向にある
なか、市場を深耕する必要に迫られたのである。そのた
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めに開発された顧客情報管理システムが、1994 年から
（Customer
運用を開始した「CIMS」

Information Management

System）であった。

第

4節

エンジン生産体制の戦略的強化

CIMS は顧客およびその所有機などに関する情報デー
タベースであり、オンラインで結ばれて販売の前線での
活用が期待された。CIMS の役割には「情報活用」
「 行動
改革」
「効率向上」の３点が挙げられている。
次のステップは、顧客情報の整備であった。1995 年
９月から 11 月までの３カ月間にわたって、
「18 万総訪
舶用CIMS成果発表大会
（青森

1996.8）

1. 21世紀を展望した「びわ工場」の開設
小形ディーゼルエンジンの新生産拠点

問作戦」を実施した。これは顧客情報の収集を目的とし

1994（平成６） 年度を初年度とする中期経営計画にお

て、販売会社、特販店が中心となって、全漁家を訪問す

いて、
「経営の中・長期的な方向づけ」の一つに挙げられ

るものであった。

たのが「エンジン事業の強化と充実」であった。

この情報データは CIMS に集約され、各販売拠点で

なかでも小形立形水冷ディーゼルエンジン（立水） は、

訪問時期の最適化や商品の選択、販売促進など営業活動

創業以来の主力商品の系譜に連なる重要商品で、国内外

につなげていった。

の市場において技術力・商品力で高い評価を得ていた。
しかし、厳しい円高や国内での価格競争の激化により、

100 万人試乗キャンペーンを実施
1995（平成７）年 10 月、秋の刈取りが終わるのを待ち

た、生産量の増加や生産品目の多様化への対応、他社に
先行して取り組みはじめていた排出ガス規制への対応も、

ラ」の発売に合わせて、
「100 万人試乗キャンペーン」がス

生産部門では大きな課題となっていた。

「エコトラ」を披露し、ユーザーにその優れた性能をア
100万人試乗キャンペーン

これまで以上に生産コストの低減が要求されていた。ま

かねたように、高能率かつ環境志向型トラクタ「エコト
タートした。

これらの輻輳する課題に取り組むには、長浜工場はす
でに手狭になっており、拡張の余地はなかった。そこで、

ピールすることに主眼が置かれた販促活動であった。
「実

小形エンジン事業は世界市場を見据えた戦略的展開が必

際に体感していただいてこそ価値がわかる」というコン

要であるという観点から「新工場全体計画」が策定され、

セプトのもと、全国各地で実演試乗会や大小の展示会を

1992 年から検討が重ねられ、具体的な計画が練り上げ

精力的に開催し、農家から「乗ってみてびっくりした」と

られていった。

いう高い評価を得た。
このキャンペーンによって、エコトラの販売は好調な
滑り出しを見せ、農機では久々の大ヒット商品となった。

21世紀を展望した「びわ工場」

えり

工場建設用地は滋賀県東浅井郡びわ町川道字魞 の内
（現・長浜市川道町） の工業団地に

10 万 5,860㎡の土地を

取得。新工場は「びわ工場」と命名され、
「21 世紀に向け
て高効率・高収益を追求するとともに、先進技術工場を
めざす」というビジョンのもと、
「A3（Cubic-A）コンセプ
ト」と い う ３ つ の 基 本 コ ン セ プ ト が 定 め ら れ た。
「Advanced：利益を生み出す合理化工場」
「Aggressive：
攻めの活動ができる工場」
「Amenity：従業員を大切にし、
琵琶湖に愛される工場」である。
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当社にとって久々の国内大型投資が正式に決定し、新
工場は 1994 年３月に着工の運びとなった。

2. 生産管理体制の強化

徹底した自働化と環境への配慮

ディーゼルエンジン累計生産 1,000 万台を達成

びわ工場は 1995（平成７）年４月に竣工、同年７月 21
日に起動式を挙行し、本格稼働を開始した。
建築面積は４万 7,708㎡、工場は平屋建、事務棟は３

びわ工場の組立ライン

戦後の累計生産が 1,000 万台を突破した。
当社では 1933（昭和８） 年 12 月に世界初の小形横形

階建で延床面積は５万 746㎡であった。機械加工から組

水冷ディーゼルエンジン（横水）HB 形を開発して以来、

立、試運転、塗装、出荷まで一貫生産の立水専用工場で

すべての事業の基盤としてディーゼルエンジンの生産を

ある。無人搬送車による部品搬送システム、天井走行台

続けてきた。横水から立形水冷エンジン、空冷ディーゼ

車、各種ロボットなどを導入し、無人化・自働化を徹底

ルエンジン、舶用大形ディーゼルエンジンなどへと商品

して追求した。その結果、組立工程の自働化率は 35％

レパートリーを充実させ、エンジン単体販売から用途開

に達し、生産効率向上・コスト低減を大幅に実現すると

発に努めてエンジンを搭載した作業機や漁船の販売へと

ともに、品質向上も果たしている。

発展させてきた。その間、小形ディーゼルエンジンの量

また、商品供給先のニーズに応じて、エンジンの半完

びわ工場の無人搬送車

1992（平成４）年 12 月、当社のディーゼルエンジンの

産体制を確立し、広く世界へと販路を拡大してきた。

成品からフル装備品まで５段階の商品を出荷できるシス

農用・舶用・陸用の幅広い産業市場で 1,000 万台を達

テムを整えたのも、びわ工場の大きな特徴であった。エ

成したことは、まさにヤンマー以外では成し得ない金字

ンジンの艤装は海外でも可能であり、部品の現地調達を

塔であり、技術・品質に寄せられた高い信頼性の証しで

すれば為替の影響が少ないうえに、物流費も節約できる

あった。

というメリットがあった。
琵琶湖畔に建つびわ工場では、建設に当たって環境や

ディーゼルエンジン1,000万台突破のマーク

また、1991 年３月には大形ディーゼルエンジンの累
計生産が 10 万台に到達した。

大形エンジン10万台達成記念式

景観への十分な配慮を行った。特に琵琶湖を汚染しない
ように、高度な排水処理設備を導入するなど環境保全に
は万全を期した。外観はシンプルなラインや透明感のあ

びわ工場がグッドデザイン賞を受賞

尼崎工場で生産体制の合理化
特機エンジン事業では、生産コストを低減し市場競争

るガラス面を生かしたモダンなデザインで、周囲の景観

力を強化するために、生産体制の合理化が図られている。

との調和を図っている。1997 年には通商産業省（現・経

それに伴って阪神地区で長い歴史を持つ２つの工場が整

済産業省）のグッドデザイン賞（G マーク）を施設部門で受

理された。尼崎工場の鋳鉄鋳物工場と布施工場である。

賞している。

鋳鉄鋳物工場は 1989（平成元）年２月、マツエディー

当社ではびわ工場で長浜工場での生産台数を６万台上

ゼルの鋳物鋳鉄部門に移管・統合された。布施工場は

まわる年間 20 万台生産を軌道に乗せるために、びわ工

1988（昭和 63）年９月に閉鎖となり、生産設備は尼崎工

場の稼働に先立つ 1994 年から生産・販売・開発が一体

場に移管されている。

となって「V20 作戦」をスタートした。開発・生産部門
はコスト競争力の獲得をめざし、営業部門は国内外の

尼崎工場では 1992 年４月に新大型試運転工場が完成
するなど、生産体制の強化にも努めている。

OEM 販売量の拡大に取り組んだ。1998 年には 21 万台
の生産実績を上げ、V20 作戦の目的を達成した。
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セイレイ工業で建機増産体制
1980 年代後半の建設需要の拡大に伴って、当社の建

カチオン塗装

Standards Institution：BSI）と日本の機械電子検査検定協会
（JMI）から

ISO9001 の同時認証を取得した。翌 1993 年

機事業も好調に業績を伸長させた。これによって当社の

３月には長浜工場がわが国の機械メーカーでは初めて、

建機を生産しているセイレイ工業もフル操業で増産に追

ヨーロッパ 16 カ国の代表認証機関で構成される欧州相

われることとなった。

互認証機関（European

Network for Quality System Assessment

同社の福岡工場では、1989（平成元）年 12 月からバッ

and Certification：EQNet） の相互認証を取得した。同年７

クホー、キャリアを増産するための設備増強を開始。翌

月には木之本工場が BSI、JMI から ISO9001 の認証を

年７月までに生産能力を 50％以上引き上げ、月産 1,300

取得した。これは国内の農機メーカーでは初めてであっ

台体制の確立をめざした。

た。

長浜工場がISO9001の認証取得

設備増強の目玉となったのは、建機業界では初めての
カチオン電着塗装設備の導入であった。自動車業界では

仕上げ塗装

ISO14000 シリーズも早期取得

一般的に使用されていたシステムだが、建機は形状が複

1990 年代に入って、当社は新しい企業理念や地球環

雑なため使用するのが難しいと見なされていた。セイレ

境憲章などを発表して、地球環境保全に真摯に取り組む

イ工業では独自の技術でこれを克服して、導入に漕ぎ着

企業であるという姿勢を鮮明に打ち出してきた。このよ

けたのである。これによって、塗装工程の合理化が図ら

うな方針のもと、1996（平成８） 年９月に発効された環

れるとともに、ムラのない仕上がり、防錆性・耐久性の

境マネジメントシステムの国際規格 ISO14000 シリー

向上が得られた。環境負荷の高い溶剤を使うことがない

ズの認証取得に各事業所で精力的に取り組んだ。

ため、環境にもやさしい塗装システムであった。

これについても第１号は尼崎工場であり、1997 年６
月、イギリスの LRQA 社から ISO14001 を認証取得した。

ISO9000 シリーズを先駆けて取得
1987（昭和 62）年３月に国際標準化機構（ISO）の国際
規格 ISO9000 シリーズが発効されると、1980 年代の
末ごろからわが国でも紹介されはじめた。

エンジンメーカーの認証取得は世界でもまだ珍しい時代
で、国内のエンジン専業メーカーでは初めてのことで
あった。
1998 年３月に長浜工場、びわ工場、山本工場、木之

海外事業を積極的に展開している当社にとって、この

本 工 場、 大 森 工 場、 永 原 工 場 の 滋 賀 地 区 ６ 工 場 が

ような国際規格の取得は必須であり、当社およびグルー

ISO14001 の認証を同時取得した。モデル工場からス

プ各社の事業所は他社に先駆けてその取得に取り組んだ。

タートするのではなく同時取得にこだわったのは、６工

1990 年代前半は品質マネジメントシステムの ISO9000

場の連携を最重視し、６工場が共通の環境マネジメント

シ リ ー ズ、 後 半 は 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の ISO

システムで機能するように図ったからであった。

尼崎工場がISO14001の認証取得

14000 シリーズの取得が中心であった。
先鞭を付けたのは、尼崎工場であった。1992（平成４）
年７月、イギリスの国家認証機関であるロイドレジス
尼崎工場がISO9001の認証取得

ター（Lloyd's Register Quality Assurance：LRQA）から ISO9001
の認証を取得した。日本の中高速ディーゼルエンジン
メーカーでは初めての取得であった。
続いて同年 12 月、長浜工場がイギリス規格協会（British
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海外への部品供給拠点を新設

世界３極化構想で現地化を推進

1989（平成元）年 11 月、海外への部品供給の拠点とし
て大阪市西淀川区に大阪パーツセンターを開設した。当
時、130 カ国を超える国々でヤンマーの商品が愛用され
ており、サービスに不可欠である部品の需要は増大する

1. 為替変動に左右されない国際分業体制へ
３極化構想に基づき海外事業を再編
1985（ 昭 和 60） 年 以 降、 長 期 的 に 円 高 傾 向 が 続 き、

一方であった。
パーツセンターはヨーロッパ、アメリカ、アジアの地
域拠点会社と連携し、効率的かつ迅速な部品供給を実現

大阪パーツセンター（1989.11）

し、海外での事業活動を支援した。
なお、パーツセンターは国内６カ所の部品流通セン

1995（平成７） 年には特に円高が高進した。わが国の製

ターとも連携して、集中在庫部品や新規事業商品の部品

造業は積極的に海外現地生産へのシフトを行い、1985

などをストックした。

年に 3.0％であった海外生産比率は 1997 年には 12.4％
まで伸長した。
当社も 21 世紀に「世界企業ヤンマー」を実現するべく、
ヤンマー世界ディストリビューター大会
（1996.7）

海外事業に精力的に取り組んできた。基本的な戦略は３
極化構想であった。３極とは、北米、ヨーロッパ、アジ

2. 欧米市場における現地生産を促進
EU 経済統合を見据えての事業展開

アを中心とした開発途上国（中近東・アフリカ、中南米含む）

ヨーロッパではこの時期、欧州単一市場形成へ向けて

である。現地のニーズに即した商品供給を行う現地生産・

1987 年に議定書が発効し、人、モノ、資本、サービス

販売体制を整えていった。

の域内自由化が推進されていた。

1990 年７月、貿易本部は海外統括本部に改組され、

このような動きに呼応して当社は、現地法人２社を設

より広範に海外事業全般を担っていくことになった。こ

立した。1988 年 10 月のヤンマーヨーロッパ（Yanmar

れに伴って従来の地域別販売組織から商品別販売組織へ

Europe B.V. :YEU） と、 翌 年

の転換が図られ、輸出事業の主体は各事業部門に移行し
ていった。
バブル経済崩壊後の中期経営計画では、
「円高に対応し

10 月 の ア ン マ ン ヤ ン マ ー

（Ammann Yanmar S.A.S. :AY）である。

YEU はヨーロッパにおける販売・サービスの拠点と
して、オランダのアルメーレに設立された。陸用、舶用、

た海外事業戦略の再構築」が重点課題の一つに挙げられ

大形舶用などの各種ディーゼルエンジンと部品の販売・

た。為替リスクを回避し、海外事業の安定的発展を図っ

サービスを行う会社である。サービス部門強化のために、

ていくため、３極化構想を基本として海外現地法人機能

約３万点の部品在庫を保有した。1997 年１月には舶用

の充実を図り、現地調達・現地艤装などの拡大を進めて

小形エンジン組立工場を開設し、18 馬力から 125 馬力

いく方針が打ち出された。海外調達や海外生産移管を促

までのエンジンを年間 6,000 台生産できる体制を整えた。

進し、国際分業体制の構築をめざしたのである。

ヤンマーヨーロッパ

YEUのエンジン組立工場

AY は建機事業では初めての海外生産拠点としてフラ
ンスのサンディジェに設立したミニバックホーの生産・
販売会社である。スイスの舗装機械メーカーであるアン
マン社（Ammann

256

Group Holding AG） との合弁会社で、同

2 57

第７章 新規事業の成長とグローバル展開の加速
1985（昭和60）年〜 1997（平成９）年

沿革編

社は 1980 年代半ばから当社のミニバックホーを販売し

Torq Corporation）を設立した。芝刈機用小形トランスミッ

ていた。当初は約 70％の部品を日本から輸入し２機種

ションを生産する会社で、翌 1990 年１月から生産を開

の生産からスタートしたが、次第に現地調達の割合を増

始した。

やし、機種も広げていった。
さらに 1995 年 10 月には、オートバイメーカーとし
て知られるカジバ社（Cagiva
アンマンヤンマー

S.p.A.）との合弁で、イタリ

アのミラノ近郊のバレーゼにヤンマーカジバ（Yanmar
Cagiva S.p.A.）を設立した。空冷ディーゼルエンジン

L形

を生産する会社である。Ｌ形は３分の２以上が海外市場

ヤンマーカジバのL形組立ライン

3. アジアでの生産体制強化と中国への進出

タフトルク・コーポレーション

東南アジアで成長する現地企業
世界３極化構想に基づき、アジアにも地域を統括する

に輸出され、なかでもヨーロッパが最大の市場であった。

拠点が誕生した。1989（平成元） 年７月、シンガポール

そこで、海外向けの生産を長浜工場から移管して、イタ

に 設 立 さ れ た ヤ ン マ ー ア ジ ア（Yanmar

リアの新会社で生産することにしたのである。市場に密

Corporation Private Limited：YASC） である。ディーゼルエ

着することで顧客ニーズに応えた商品開発およびきめ細

ンジンの販売・サービス会社であり、２万点の部品在庫

かなサービスが可能になるというメリットがあった。Ｌ

を保有した。東南アジア各国の代理店の営業活動を指導・

形の生産は 1997 年 11 月に開始された。

支援する役割も担った。

Asia[Singapore]

ヤンマーアジア
（YASC）

1989 年 10 月には、インドネシアの農機生産・販売

北米地域の販売力を強化
1992（平成４） 年７月、北米における陸用・舶用エン

レイ工業が経営参加し、経済成長のなか農機需要が急増

ジンの販売一元化を図るために、ヤンマーアメリカ（YA）

していた同国市場への対応に技術・生産の両面から支援

がヤンマーディーゼルアメリカ（YDI） を合併し、新生

した。工場の拡張や生産設備の増強が行われ、1996 年

YA として発足した。同社は北米全域を視野に入れた総

に は 耕 う ん 機 の 年 間 販 売 台 数 が 5,000 台 を 超 え た。

合的な戦略を立案・遂行する役割を与えられた。

1997 年にはヤンマーグループ向けにコンポーネント部

欧米ではヨット用小形エンジンが高いシェアを占めて
ヤンマーアメリカ

会社のヤンマー農機インドネシアにヤンマー農機とセイ

いたが、当社ではさらなる市場進出をめざして、1987（昭

品の輸出を開始している。

耕うん機による作業（インドネシア）

同じインドネシアのヤンマーディーゼルインドネシア

和 62） 年から北米を中心として高速航行や水上スキー、

は、小形横形水冷ディーゼルエンジン年間３万台の生産

パラセーリングなどに用いるパワーボート用市場への参

体制を確立していたが、1996 年に事業拡大を期してシ

入を図った。1987 年７月に陸用エンジンを舶用化した

リンダライナ、バランスウェイトなどエンジン部品の加

4LH 形シリーズ（115 ～ 160 馬力）、1991 年 12 月には６

工を行い、当社向けとして日本への輸出を開始した。

気筒エンジン 6LY 形シリーズ（315 ～ 350 馬力）などを次々
と市場に投入していった。
パワーボート

258

農機業界で初めて中国で現地生産

このような販売量の増加もあり、1997 年には YA で

将来の巨大市場と期待されていた中国に農機事業進出

パワーボート用ディーゼルエンジン 4LH、6LY 形シリー

の先鞭を付けたのは、1994（平成６） 年９月の江蘇洋馬

ズの組立生産が開始された。

農機有限公司の設立であった。ヤンマー農機とセイレイ

なお、1989 年７月には神崎高級工機製作所が中心と

工業が江蘇省江陰市に設立した同社はコンバインの販

なって、テネシー州モーリスタウンにタフトルク（Tuff

売・整備をテスト的に実施するパイロット会社であった
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が、当社製のコンバイン CA355 が好評を博したことで、
中国側と生産会社の設立が具体化していった。
1997 年 10 月、江蘇省無錫に洋馬農機（中国） 有限公
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社内外で一丸となって

司が設立された。ヤンマー農機、セイレイ工業と中国側
の江蘇省農機石油公司、無錫市新区経済発展集団総公司
との合弁会社である。中国で農機を現地生産する合弁会
社の設立は初めてのことであった。同社では 1999 年８
洋馬農機
（中国）
有限公司設立の調印式

月に工場を完成して、コンバイン Ce-1「人民号」の生産
を開始した。
また、舶用大形エンジンに関しては、まず 1993 年
11 月、上海に駐在員事務所を開設し、現地での技術提

1. 阪神・淡路大震災の発生と対応
未曾有の災害に迅速に対応
1995（平成７）年 1 月 17 日早朝、マグニチュード 7.2、

携や合弁事業の情報収集から進出を開始した。1997 年

震度７の巨大地震（兵庫県南部地震） が発生し、兵庫県南

４月には中国の国有企業である中国船舶工業総公司

部を中心とする一帯を襲った。阪神・淡路大震災である。

（CSSC） 傘下の中国船舶貿易公司と中速ディーゼルエン

死者は 6,308 人（1995 年 12 月消防庁発表）を数え、家屋全

ジンの技術供与契約を結び、CSSC 傘下の工場である鎮

壊は 10 万棟を超えるなど、未曾有の大災害となった。

江ディーゼル（江蘇省鎮江市）においてライセンス生産を
行うこととした。

当社とグループ各社でも、事務所、工場、倉庫、寮な
どの会社施設に多大な被害が及んだ。社員の住居も多数
の被害を受けたが、従業員の犠牲者はなかった。会社施
設や商品に発生した被害総額は５億円を超えた。

（朝日新聞

1995.1.17）

地震発生当日の 1 月 17 日、当社はすぐさま対策本部
を設置し、社員の安否や会社施設の状況確認、救援物資
の調達と輸送の手配などの緊急対策を実施した。翌 18
日には正式に兵庫県南部地震対策本部を発足させ、緊急
対策を続行するとともに、被災社員の救援・支援にあら
ゆる手段を講じて取り組んだ。この間、数十社の取引先
から救援物資の提供があり、交通事情が悪いなか遠方か
ら夜を徹して運んできてくれた会社もあった。

尼崎工場機械加工ラインの被災状況

阪神地区の各生産工場では、グループ一丸となって復
旧・支援に努めた結果、地震発生から 1 週間後の 1 月
23 日には平常操業に復帰した。

被災地のユーザー・取引先を徹底支援
自社の復旧に努める一方、当社では被災したユーザー
や取引先への支援活動にも積極的に取り組んだ。
なかでも緊急性が高かったのが、陸舶営業本部が担当
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していた自家発電装置のユーザーへの支援活動であった。

できるという考え方である。ただし、成果は結果だけで

当社は神戸市および阪神間の各市で約 280 台の発電装

はなく、どのように改善・改革を折り込んだかというプ

置を納入していた。それらのなかから病院や市民会館な

ロセスも評価の対象となった。

ど公共施設を優先して、地震発生の翌日から複数のチー
ムを組んで運転チェックや故障修理に回った。神戸市須
磨区の難病を治療する病院にはオートバイで５時間かけ
復旧現場で活躍するヤンマー ViO

完全週休２日制の導入
1990（平成２） 年３月、本社、支店、研究所ではこれ

て訪ね、故障修理後も商用電源が復旧するまでの数日間、

までの隔週週休２日制から完全週休 2 日制に移行した。

技術者が現場に待機した。

これによって休日は年間 120 日となり、年間総労働時

1995（平成７） 年３月には、ヤンマーグループとして

間は 1,976 時間から 1,950 時間に短縮された。

1,500 万円を兵庫県に寄贈し、また災害対策用援助物資

さらに 1997 年には年間総労働時間は 1,875.5 時間に

として当社のコールドロールボックス（CRB）21 台を兵

短縮され、1998 年３月から工場も完全週休２日制が導

庫県災害対策委員会に貸与している。また、特販店、取

入された。

引先、関連会社から当社に贈られた義援金は、３月の段
階で 4,000 万円を超えた。

ヤンマー従業員持株会の発足
1990（平成２） 年３月、当社は社員の会社経営に対す

2. 社内制度と福利厚生の充実
新人事制度の導入

る参画意識の向上を目的として、
「 ヤンマー従業員持株
会」を発足させた。
当社の株式は非公開であり、事業規模に比べて資本金
が少額であったため、持株会で購入できる株数は限定さ

国際化の推進や新規事業への進出など、事業構造の変

れた。そのため、40 歳以上で勤続年数 10 年以上のヤ

革が要請されるなか、1989（平成元）年 12 月、
「新しい創

ンマーディーゼル、ヤンマー農機社員が会員資格者と定

造にチャレンジする社員の育成」
をめざして、当社の人

められた。また、同時に両社の役員を対象とした「ヤン

事制度が改定された。1982（昭和 57）年以来の改定であっ

マー役員持株会」も発足している。

た。
今回の改定は役職制度と評価制度が中心であった。役
職制度ではこれまでの管理職育成志向から脱却して、よ

1990 年代の後半に入ると、Windows95 の登場もあっ

り高度な専門性を有する社員育成を図ることが目標とさ

てパソコンやインターネットが急速に一般に普及して

れた。すなわち、管理職と並んで専門職、専任職が設け

いった。企業においても IT（Information

られ、それぞれに職能資格が設定された。一方、管理職

用は急務となり、日常業務にも導入されていった。

Technology）の活

の役職は部長と課長の２階層とし、指揮命令系統の明確

当社では 1996（平成８） 年 10 月、インターネット上

化と短縮による迅速なデシジョンが可能となるようにし

に ホ ー ム ペ ー ジ を 開 設 し た。 翌 1997 年 に は Y-net

た。
評価制度では、
「目標管理の徹底」による成果主義の重

262

IT の活用

（Yanmar

Computer Network）という相互接続型ネットワー

クを構築し、情報の共有化、社内通信網の整備を図った。

視が明確に打ち出された。社員の能力育成・開発は自ら

その第１段階として 1997 年７月、社内文書の電子化が

が目標を明確に認識し、それに挑戦していくことで達成

スタートした。公式文書、掲示板、テーマ別データベー

Y-netの初期画面
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ス、電子メール、スケジューラが導入された。

売会社から約 2,300 人が結集し、ともに未来をめざす
決意を新たにした。

尼崎工場に厚生棟新設
1992 年（平成４）年 12 月、尼崎工場に鉄筋コンクリー
ト造５階建の厚生棟が完成した。工場敷地の有効活用と
社員への福祉向上のために、工場内に散在していた福利
厚生施設を集約したものである。クラブ活動などに利用

尼崎工場・厚生棟
（1992.12）

4. 企業イメージの向上を図って
花の万博にパビリオンを共同出展

されるカルチャープラザ、トレーニングマシンなどを備

1990（平成２） 年４月から９月にかけて、大阪鶴見緑

えたスポーツプラザ、看護師が常駐する医務室、24 時

（花の万博） に、当
地で開催された「国際花と緑の博覧会」

間利用可能な浴場など、充実した設備を整えていた。

社は大輪会の一員としてパビリオン「水のファンタジア

阪神・淡路大震災のときには、厚生棟の浴室を地域住
民に提供し、地域との絆を深めている。

ム」を共同出展した。大輪会は大和銀行（現・りそな銀行）
を主幹事として 1987（昭和 62）年に発足した関西に地盤
を持つ企業のグループである。
「水のファンタジアム」は

つくば研修所の開設
1996（平成８） 年９月、茨城県つくば市の筑波研究学
園都市内に、東日本では初めての研修施設「つくば研修
所」が完成した。
２万 4,509㎡の広々した敷地に、鉄筋コンクリート造
２階建の本棟のほか、GHP 実習室、建機格納庫、コージェ

水をテーマにハイテクを駆使したスケールの大きな展示

パビリオン
「水のファンタジアム」
（1990）

が評判を呼び、人気パビリオンとして賑わった。
７月にはヤンマーディーゼル・デーを設け、パビリオ
ンの前でヤン坊マー坊とのふれあいイベントを行った。
花の万博ではそのほか、大阪府が出展したいちょう館に
植物工場のミニモデルを提供している。

ネ総合設備など充実した実習施設が整えられた。
つくば研修所
（1996.9）

ここでの研修が CS 向上や技術サービス力の強化につ
ながり、東日本の販売網が強化されることが期待された。

本社ビルにショールーム開設
本社ビルの位置する大阪市北区茶屋町周辺は近年、再
開発により商業施設が充実し、若者を中心に通行人が増

3. 創業80周年を迎えて
創業 80 周年記念式典、全国大会を開催
1992（平成４）年、当社は創業 80 周年を迎えた。

加、特に週末・祝日に人出が多かった。当社ではこれに
着目し、当社の関連会社が手がける一般ユーザー向けビ
ジネスをアピールするため、1990（平成２）年 12 月、本
社ビル１階にショールームを開設した。
ショールームは「ヤンマーギャラリー」と命名され、マ

同年３月 25 日、ヤンマー創業 80 周年記念式典が本

リンレジャー、カーリースの商品などが展示されるとと

社で開催された。役員、OB、役職者など約 200 名が出

もに、旅行会社のカウンターやスキューバダイビング教

席するなか、山岡淳男社長は 21 世紀に向けたヤンマー

室の申し込み窓口などが設けられた。

ヤンマーギャラリー（1990.12）

の新しい企業理念を発表し、さらなる発展を誓った。
続いて４月７日、８日、神戸ポートアイランドでヤン
ヤンマー創業80周年記念全国大会（1992.4）
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レジャーボートの PR を展開

マー創業 80 周年記念全国大会が開催された。オールヤ

1990（平成２） 年３月、女子プロゴルフトーナメント

ンマーグループ合同の開催で、国内・海外の特販店・販

の開幕戦である「ダイキン・オーキッド レディスゴルフ
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第７章 新規事業の成長とグローバル展開の加速
1985（昭和60）年〜 1997（平成９）年

沿革編

第７章

トーナメント」の優勝者への副賞として、当社のプレ

まとめ

ジャーボート、ヤンマーマリンハンター FZ21 を提供し
た。海洋県・沖縄で開催される大会とレジャーボートの
イメージが大きな話題となり、その後も現在まで優勝副
賞の提供を続けている。

二度の深刻な危機を乗り越えて

また、1991 年５月には創業 80 周年記念事業として「マ
ダイキン・オーキッドレディスゴルフトーナメント
（写真は2010.3）

リンレースプロジェクト」を発足させた。これは当社の
エンジン技術を結集して専用のレーシングエンジンを開
発し、国内のオフショア・パワーボートレースに挑戦す
るという計画であった。1993 年７月には「第 26 回熱海
オーシャンカップレース」に参戦し、３位に入賞した。
わずか準備期間 2 年での入賞は、ヤンマーの技術力を

熱海オーシャンカップレースの
「ヤンマーマリン
（1993.7）
クイーン80」

バブル景気、そしてバブル崩壊から失われた 10 年へと、乱高下する景気動向に
翻弄された時代であった。
プラザ合意後の円高不況による赤字転落から緊急特別対策が奏効して回復した
当社は、内需拡大の波に乗って業績を伸ばしていくが、前年度比 110％を超えた

広くアピールすることになった。

のは 1990 年度の１年だけであり、高度経済成長期のような目覚ましい勢いはな

セレッソ大阪の誕生

な要因であった。しかし、投資型の好景気を背景に、建機事業は売上高を拡大し、

1993（平成５）年 12 月、ヤンマーディーゼル・サッカー
部を母体として、大阪サッカークラブ株式会社が設立さ
れた。出資企業には当社をはじめ、日本ハム株式会社、
株式会社カプコンなど関西を代表する企業が集まってい
た。チーム名は
「セレッソ大阪」
と命名され、JFL（日本フッ
トボールリーグ） にプロサッカーチームとして参戦するこ
記者会見するセレッソ大阪の代表（1993.12）

1985（昭和 60）年から 1997（平成９）年までの 13 年間は、円高不況から空前の

とになった。セレッソとは大阪市の花である「桜」を意味
するスペイン語で、新チームが大阪を、やがて日本を代
表するチームに育つようにとの願いが込められていた。
セレッソ大阪は翌年初参戦した JFL で見事に優勝を
果たし、結成わずか 1 年で J リーグ（日本プロサッカーリー
グ）に昇格した。

かった。主力事業であった農機事業や舶用事業が成熟化していたことがその大き
新規事業の GHP やコージェネは事業基盤を確立している。
バブル経済崩壊後は、冷え込んだ国内市場で CS 重視の営業が活路を切り拓い
ていった。精力的な「作戦」を展開し、
「 グリップ・ザ・マーケット」を実践しよう
と努めたのである。その一方で、為替変動に左右されない海外事業の安定的発展
を図っていくために、３極化構想に基づいて現地法人化を進め、現地調達・現地
艤装を拡大していった。
しかし、バブル経済崩壊の後遺症は予想以上に厳しく、当社の売上げは 2,300
億円前後で横這いとなり、利益はバブル全盛期に遠く及ばなかった。さらには目
に見えぬところで当社の経営を蝕む事態が進行していた。
そのような状況のなかで当社は、すべての事業の根幹をなすディーゼルエンジ
ン事業の強化に一貫して力を注ぎ、その前方に光明を見出してきた。そのことを
端的に物語るのが、この時期の最大の投資となったびわ工場の建設である。
21 世紀への生き残りをかけて、当社はより抜本的な改革に取り組んでいくこと
になる。新しいリーダーのもとで。
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