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木股昌俊
株式会社クボタ代表取締役社長

「今こそ示せ　
クボタの底力　
挑戦！」

「今こそ示せ　
クボタの底力　
挑戦！」



　この度代表取締役社長に就任しました木股昌俊で
す。2014年 6月に益本康男・前代表取締役会長
兼社長が急逝し、社長代行を務めておりましたが、
株主総会を経て同7月に代表取締役社長に就任し
ました。 
 
　前社長は生前、「変化すること、すなわち現状に
安住せず、新しいことに果敢にチャレンジし、グロー
バル化を加速することがクボタの生命線だ」と繰り返し言い続けておりました。会社の未来や事業の夢を語
り、その実現に向けてひたむきに走り続けた前社長の遺志を胸に、「 食料・水・環境 」分野のグローバ
ル市場で、存在感のある企業グループをめざしてまいります。 
 
　「今こそ示せ　クボタの底力　挑戦！」これは、世界各国・各地域でクボタグループの事業に携わってい
るメンバー全員へのメッセージであり、そしてクボタの製品をご利用頂いているお客さまへの決意表明でも
あります。クボタの｢挑戦｣は、｢食料・水・環境分野でのグローバルな課題解決に貢献｣することであります。
そして、売上高２兆円を早期達成することであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステージで世界のクボタファミリーに向けて、毛筆でメッセージを書く木股社長。 



毛筆で書かれたメッセージ。 

　売上高２兆円達成のためには「クボタ」をグロー
バルメジャーブランドに成長させなければならないと
考えております。クボタの底力の原点は、世界各国・
各地域で日々活躍するグループメンバーひとりひとり
の力に他なりません。その総力を結集し、ベクトルを
あわせることで、目標達成に挑戦していきたい！その
思いからこのメッセージを発信しております。｢挑戦｣
への扉を開くために重要な２つの「鍵」は｢夢とビジョ
ン｣、｢必ずやり遂げる勇気と粘り強さ｣です。 
 
　まず１つ目は明確な「夢とビジョン」を持つことです。
クボタグループのあるべき姿を思い描く「夢とビジョ
ン」がなければ挑戦への扉を開くことはできません。
そして、その夢やビジョンを仲間どうし、そしてお客
様やビジネスパートナーと語り合い、共有し、ベクトルをあわせることにより、同じ方向に向かっていくこと
ができると考えます。 
 
　２つ目は「必ずやり遂げる勇気と粘り強さ」です。「挑戦」には必ず困難な壁が待ち受けています。そ
れに屈することなく諦めずに立ち向かうこと、これこそが挑戦です。皆さんが必ずやり遂げるという勇気と
気概を持って、チャレンジしていくことを願って止みません。 



　今、申しました２点は非常に重要なことですが、同時に忘れてはならないことがあります。それは、「変
化への対応」と「現場重視」です。事業環境やお客様ニーズは日々変化し続けています。夢やビジョン
も決めたことだからと、変化に目を向けずに継続することは、私の求める姿ではありません。変化を敏感に
察知し、柔軟に軌道修正していくことも大切です。そのことが、目標達成へのスピードアップにも繋がるの
です。 
　 
　そして、常に「現場」に目を向けて下さい。言うまでもなく、私たちの夢やビジョンは、市場の現場にお
られるお客様に共感を呼ぶものでなければなりません。私は、常にお客様と共に挑戦し、お客様に「感動」
を与え続けるクボタグループでありたい、そう願っています。また、営業第一線、開発・製造現場をはじ
めとした、それぞれの現場で働く人々が常にチャレンジ精神を持つことで、「現場の底力」が生まれ、挑
戦への大きな起爆剤となると考えます。 
 
　グループメンバーの皆さんは、以上のことを肝に銘じ、個人個人の「挑戦」についても改めて考えて頂
きたいと思います。私は一人一人が目標達成に強い信念を持って、積極果敢に挑戦し、行動して頂くこと
が、強い力となっていくと信じています。そして、クボタの「挑戦」に向かって一致団結しようではありませんか！ 
 
　ディストリビューター・ディーラーの皆様も含め、クボタグループの全員が心を一つにして、「チャレンジ
クボタの底力」を社会に示していきましょう！ 

クボタの公式ユーチューブでこの新年会の模様がご覧になれます。
http://youtu.be/oh9uk5TRHI4 



農業の世界市場において、現在、Kubotaグループが主に力を入れて取り組んでいるのは何ですか？ 
 
Kitao: Kubotaグループは、食料、水、環境に関連したグローバルな課題の解決に貢献することを常に追求して

います。これまでの稲の栽培、野菜や果実市場、牧畜に関連した活動では、技術力の強化やサービス
能力の向上といった点で確かな手応えがありました。広大な農耕地　を利用した世界の畑作市場にお
けるビジネス活動の新たな領域を見据えて、私たちは現在、大型農業機械の開発と製造に特に重点を
おいています。 

「我々が世界の農業の 
発展のために貢献できることは 
まだまだたくさんある」 
役員インタビュー 

*1 「水田」は、稲作に使用される農地に水を張った区画と定義されているが、「農地」は小麦、トウモロコシ、大豆、大麦、ジャガイモなど
の穀物を栽培する耕地と考えられる。便宜上、以後このような農業活動を単に「畑作」と呼ぶ。

は 

Kubota Corporation取締役常務執行役員 
北尾裕一氏 

特集
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躍進するKubota グループの挑戦

世界の食料を豊かにする



穀物の需要と供給の推移（米、トウモロコシ、小麦、大麦など） 作付け面積分布 
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それはいつ頃からですか？ 
 

Kitao: 1980年代後半、Kubotaはスペインに大型トラクタの製造工場を設立しました。ただ、その後急速に市場
が縮小し、閉鎖する結果とはなりましたが。現在Kubotaは、それから数十年経っていますが、130から
170馬力の規模の大型トラクタを開発しています。 

　　　　トラクタというものは、基本的に、適切なインプルメントを装着しなければ農作業を行えないものですが、
この点について、2012年に世界的に有名なインプルメント会社であるKverneland AS (KVA)が
Kubotaグループの一員となり、結果、Kverneland ASのインプルメントの持つシナジー性とKubotaのト
ラクタの技術的優位性を組み合わせることで、畑作市場への全面展開計画が順調に進展しています。 

 
Kubota は世界のさまざまな農業が抱える問題に挑むことで、食料をグローバルに充実させる中心的役割
を果たしている訳ですね。 
 
Kitao: 例えば、アジア全体をみたとき、農業活動というと水田で稲作を行うとイメージがまず浮かびますが、じつ

は、畑作に使われている面積の方が大きいのです。例えば、インドでは稲作の作付面積は4,000万ヘクタ
ール（9,880万エーカー）なのに対して、畑作の耕地面積は1億ヘクタール（2億4700万エーカー）もありま
す。タイでは、農民の大部分が今でも稲を栽培していますが、米価格が下落しているためキャッサバやジ
ャガイモの栽培に切替える人がどんどん増えています。また、中国ではトウモロコシや小麦の機械化の
割合は低いままに留まっていますが、Kubotaコンバインに関心が高まっています。  

　　　　アジアにおける畑作が機械化するにはまだ時間がかかるというのが現実的な全体像ですが、その結
果として、この地域はKubotaコンバインだけでなく、80から130馬力のKubotaトラクタに関して、非常に
有望な地域となると確信しています。同時に、畑作に必要な条件を理想的に満たすインプルメントの開
発は、農業の機械化に貢献できます。実際のところ、農業問題がどこで生じたとしてもKubotaはそれを
乗り切ることができると自信を持っています。 

 
このタイミングで畑作市場に参入する理由は？ 
 
Kitao: 今、Kubotaグループが参入しようとしている市場を理解するために、世界の食料供給に関連するデー

タをみてみましょう。収入の増加に伴って人口が増加し、その結果、穀物の需要と供給がどんどん増え
ています。この傾向は将来も続くと予測されています。 

                 こうしたデータに加え、畑作は世界において更に広い範囲に分布し、畑作面積は稲作の面積より約4
倍も広いという事実があります。 

 



畑作用機械に関して、実際、どんなことが焦点となるのでしょうか？ 
 

Kitao: 小麦、トウモロコシ、大豆、大麦、ジャガイモといった作物は、ヨーロッパや北米では広大な土地で栽培さ
れていますので、大型の農業機械による作業効率と作業効果の向上のニーズがあります。こうしたニー
ズを満たすのが、新たに開発された、130から170馬力のKubota大型トラクタです。ヨーロッパでは大規
模穀物農家は40から60ヘクタール（98.8から148.3エーカー）の規模となっており、用途は耕起や植え付
けから輸送や積み込み作業にまで多岐にわたり
ます。一方、北米の大規模穀物農家は一般的
に約180ヘクタール（444.8エーカー）の規模があ
りますので、これくらいの馬力のトラクタの用途は
主に輸送や積み込み作業になります。  

         　注目したいのは、4,000ヘクタール（9,884エーカ
ー）もの広大な農地を持ち、500馬力搭載の
4WDトラクタを2台または3台使用する農家があ
るという事実です。 

 
1台のトラクタが土を耕し、その後ろを2台目のトラクタが土を 
均一に整地していくのです。このような広大な農地では、 
2台のトラクタが並んで作業している風景は珍しいことではありません。 

ヨーロッパのKubota関連会社

Norway 

Germany 

France 

U.K. 
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KFM 
KDG 

KBM 

KES 

KE 

KUK 

Spain 

畑作市場に参入するにあたってどのような施策を取られ
ましたか？ 
 

Kitao: 先ほどちょっと申し上げましたが、2012年にKVAが
Kubotaグループの一員となったことが非常に意義
のある一歩となりました。この成果として、さまざまな
条件下での畑作に理想的なトラクタ/インプルメント
のコンビネーションを開発し提供する、かつてない機
会が生まれました。プラウ、モア、肥料散布機といっ
たKVA製インプルメントが、行う作業に応じてトラク
タの前部または後部に取り付けられるのです。 
(KVAのインプルメントについては、次のコラムで詳し
くお伝えします。） 

 

Kverneland AS [KVA]、ノルウェー

プラウ 

ディスクモア



ヨーロッパディーラーミーティングにて KTC/KCLディーラーミーティングにて

              Kubota Farm Machinery Europe 
S.A.S. (KFM) は、2013年12月に畑作用大型
トラクタの開発および製造を目的としてフラン
ス、ノール県に設立されました。フランスが地
理的にヨーロッパの中心であること、港に近く
北米をはじめとする国々への輸出に便利で
あることからこの地が選ばれました。

              Kubotaの畑作用大型トラクタは130、150、170馬力を特徴とするモデルがあり、2014年9月にフランス
のパリ郊外で開催されたヨーロッパディーラーミーティングで初めて公開されました。続いて10月には、テ
ネシー州ナッシュビルで開催されたKTC/KCL合同のディーラーミーティングでも紹介されています。
2015年4月の量産開始後は、これらの傑出した製品はヨーロッパ、北米、日本で販売される予定です。

Kubota Farm Machinery Europe S.A.S.[KFM]
フランス、ノール県ビエルヌ市（ダンケルク行政区）



Kverneland Groupについて
135 年を超える農業用インプルメントの実績

Kverneland Groupは、世界有数の農業用インプルメントの 
開発、製造、販売、サービスを手がける企業です。 

北米におけるKubotaブランドインプルメント

     　　Kverneland AS (KVA)は革新をキーワードに、高品質で最高の操作性を備えた独自の製品を幅広
いラインアップで提供しています。また、耕うん整地、播種、牧草梱包作業機械、肥料・農薬の散布といっ
たものから、Kverneland Groupメカトロニクス（全KVA製農業用インプルメント製品の電子的制御およ
びシステムのための電子工学と機械工学の融合を専門とした技術センター）がビジネス分野との連携の
もとに考案した高度な精密農業ソリューションまで、プロ農業団体向けのシステムおよびソリューションを
幅広く提供しています。また、
Kverneland Groupメカトロニ
クスは農業工程の最適化に
おいてトップの地位を獲得す
る柱の1つとなったインプルメン
トやトラクタの制御に加え、電
子ステアリングの性能開発に
特に力を入れています。

     　　1897年に創業したKVAは、現在ではノルウェー、デンマーク、ドイツ、フランス、オランダ（2）、イタリア（2)、
ロシア、中国に製造センターを持つだけでなく、営業組織を置く国も13か国に及んでいます。従業員は全
体で2,500人で、製品の輸出先は60か国を超えます。

　　　  2012年、KVAはKubota Corporation (KBT)に買収され、Kubotaの特にヨーロッパにおける、畑作農
業への世界的展開戦略において重要な役割を担うこととなりました。KBTとKVAは両社共に事業のシ
ナジー効果と成長機会の共有を大いに期待しており、KVAはKubotaのこれまでの強力な業績と流通
網がある、ヨーロッパ圏以外の地域へ展開し、大きな販売機会を得ることとなります。2013年10月にはそ
の第一歩として、KubotaブランドのKVA製インプルメントがアメリカで発表されました。 

     　　2013年10月にテネシー州メンフィスで開催されたKubota Tractor Corporation (KTC)ディーラーミー
ティングで、ディスクモア、レーキ、テッダー、ペンデュラムスプレッダなどのヘイツールのラインアップが紹介さ
れ好評を博しました。数週間後にはKubota Canada Ltd. (KCL)がこれらの製品をカナダ市場に紹介し
、Kubotaブランドインプルメントの公開は両国で農家、ディーラー、マスメディア、農業機械製造業者の大
きな注目を集めました。

　　　  翌年2014年10月にテネシー州ナッシュビルで開催されたKTC/KCL合同年次ディーラーミーティングで
は3,000人を超えるアメリカやカナダからの参加者にKubotaブランドインプルメントのフルラインが紹介さ
れました。その成果として、現在では両国でさまざまな製品が50種以上のモデルで販売されています。 

Kvernelandは農作業
用のインプルメントを
幅広く提供。

特集 



Kubotaディスクモア  KTC/KVAチーム

フィールドセッションを観察するディーラー 実演待機中のKubotaトラクタとインプルメント

ぬかるんだ状態で実演中

Kubotaベーラの優れた点を説明する チームヘイ

KTCチームヘイがKubotaベーラを実演

     　　KTCおよびKCLのディーラーに喜ばれる製品をこれまでにも増して多く開発するために、KBTおよび
KVAのチームは共に手を取り合って協力しており、ジョージア州アトランタで開催予定の2015年ディーラ
ーミーティングでは、さらに多くのKVA製Kubotaブランドインプルメントが発表されることが期待されてい
ます。 



「第1回Kubotaヨーロッパアグリコンベンション」フィールドに集まった1,000人以上の参加者 M7001シリーズKubotaトラクタ

Kubotaトラクタ
M7001シリーズ

トラクタと
インプルメントの実演

鏡開きによる
オープニングセレモニー

Kubotaブランドインプルメントがヨーロッパで発表

     　　2014年9月24日、フランスのパリで開催された第1回Kubotaヨーロッパアグリコンベンションで、Kubotaト
ラクタM7001シリーズ（北米での名称はM7シリーズ）がヨーロッパでは初公開となるKVA製Kubotaブラ
ンドインプルメントとともに、発表されました。

　　　　それぞれのモデルの特徴は地域によって異なりますが、M7/M7001シリーズモデルの基本プラットフォ
ームは130、150、170馬力となっており、スタンダード、プレミアム、プレミアムCVTの形式で発売される予定
です。

     　    木股昌俊代表取締役社長は第1回
Kubota ヨーロッパアグリコンベンションで
1,000人以上の参加者を迎えました。また歴
史的な瞬間とイベントの重要性を記念して日
本の伝統的な鏡開きによるオープニングセレ
モニーが行われました。

 　　     フィールドでの実演ではKubotaブランドの
KVAインプルメントを装備したKubotaトラク
タの長所が効果的に伝えられました。今後
の予定として、2015年中にはますます多くの
優れたインプルメントが発売され、開墾、芝生
メンテナンス、作物栽培などを用途とする150
種類のモデルがそろうことになります。

　      　2015年前半には、ポーランドおよびスペイ
ンで今回と同様の紹介が行われるとともに続
いて他の多くの市場でも販売が開始されそ
の結果、ヨーロッパ全域にわたるKubotaディーラーは、顧客のさまざまな要求に応えることのできる品揃
えが強化できるようになります。



KubotaトラクタM7/M7001シリーズ用ISOBUSターミナル

精密農業ソリューション

     　 　新たなM7/M7001シリーズは、KubotaとKVAのシナジー
効果から生み出されました。Kverneland Groupメカトロニク
スは、インプルメント制御、アプリケーション、ISOBUSテクノロジ、
精密農業ソリューションの革新的開発に定評があり、Kubota
トラクタM7/M7001シリーズの電子的ソリューションや内蔵さ
れたISOBUSターミナルにその技術が利用されています。

　 　  　新たな製品開発プロジェクトにつながる研究開発も
KubotaとKVA間で開始されており、これまでにない革新的
製品が生まれるでしょう。



István Szabó氏 
取締役兼オーナー 

会社名: Két-Kata Kft 

住所:  
  Dány, Zöld utca 20,  
  2118 ハンガリー 
ホームページ:  
  www.kubota-traktorok.hu 

創立年: 2000年 
主な製品ライン:  
  Kubota, Kverneland,  
  Massey Ferguson, McHale,  
  Vogel & Noot 

−−−−−−−− まず読者のためにKét-Kata Kftについて簡単に説明してください。 
 
Szabó: Két-Kata Kftは若く定評のある和やかな雰囲気の会社です。質の高い販売とサービス提供に熱心で

従業員の結束が固く、現在Két-Kata Kftチームは、経営幹部2人、部品マネージャ1人、販売担当者4
人、事務職員4人（管理、会計、販促）、および現場サービスと技術支援を提供する担当者11人で構成
されています。当社がハンガリーの農業
市場の最新情報に通じている理由の1つ
は、社員の多くが積極的な農業従事者で
もあるからです。 

　　　　当社の理念は「2度目の購入に繋げる
にはサービスが基本！」です。言い換えれ
ば顧客サービスは販売が終わればそれ
で終わりではありません。当社は販売した
どの器具に関しても信頼される技術サー
ビスと支援を提供することに重点を置い
ています。 

 
 
 Két-Kata Kftチーム 

Promising New Distributor Promising New Distributor Promising New Distributor ハンガリー



*ⅳ

*ⅱ *ⅲ

*ⅰ 

−−−−−−−− あなた自身について話していただけますか？  
 
Szabó: 農家に生まれたので、子供時代から農業と農機具に興味がありました。それで私は電気技師と農業技

術者の資格を取得して卒業しました。その後この会社を設立する前、農業に従事し、レンタル機器の提
供もしていました。 

　　　　創業以来、Két-Kata Kft はMassey Fergusonと提携しています。2003年以後、AGCO  、
Kverneland  、McHale  とも提携し、製品を提供しています。Két-Kata Kftがハンガリーにおける
Kubota 製品の代理店となったのはごく最近のことです。 

 
−−−−−−−− Kubota製品を手掛けるようになった動機は何ですか？ 
 
Szabó: 1994年、ハンガリーにおけるMassey Ferguson の販売網の一員として事業を始めました。2003年に

補修部品の販売に手を広げました。2006年にVogel & Noot  、Kverneland、 McHaleの製品と合わ
せて、Massey Fergusonの機械の販売を拡大しました。 

　　　　しかし長い間、当社は顧客に最適な器具を提供する提携先を探していましたが、ついにその相手先
を見つけました。それがKubotaです！ 2014年1月以来、協力を通じて当社は農業用、自治体用、園芸用
トラクタ、草刈機、エンジン、オール・テライン・ビークル(ATV)など、ハンガリーにおけるKubota製品の輸
入と販売の総代理店となっています。どの機種も高品質、高信頼性、経済的運用で定評があります。 

 

顧客への出荷を待つ製品群 

地域担当営業部長 

*ⅰ 米国ジョージア州のダルースに本社を置くAGCO 社は、Massey Fergusonを含む米国の農業機器の製造業者である。その製品は、トラクタ、コンバイン、草
刈用ツール、噴霧器、飼料用機器と耕転機を含む。 

*ⅱ Kvernelandは農業用機械とサービスで知られ、整地、播種、飼料、ベーラ、ラッパー、肥料スプレッダー、農業用トラクタと機械用の噴霧器の分野を支援してい
る。2012年5月、株式会社Kubota (KBT)はこの会社を買収した。 

*ⅲ アイルランドに所在するMcHaleの製品は、一体型ベーララッパー、ベーラ、ラッパー、ベール処理装置、シェアグラブ、ベールスプリッタを含む。 
*ⅳ EU最大のプラウメーカーVogel & Nootは、プラウ、耕運機、コンパクトディスクハロー、サブソイラー、ロータリハロー、種播き機、シュレッダ、フィールド噴霧 
     器を提供している。 



−−−−−−−− 最近の事業の発展について簡単にお聞
かせください。 

 
Szabó: さらに大きなマーケットシェアを獲得するた

めに、目標の不可欠な要素として当社は
約1,000台の農業用製品を取り揃えてい
ます。幸い大変順調に伸びていると言え
ます。 

　　　　Kubota製品の販売を始めて以来わず
か1年ですが、1歩1歩積み上げて強固な
事業基盤を築いてきました。当社は農業
用製品に最も精通していますが、草刈機
やATVなどの製品も重視しています。  

　　　　あらゆる機会を捉えてKubotaブランド
の認知度を高めています。ハンガリーで
の主な展示会への参加は言うまでもなく、
ハンガリーの農家に向けてKubotaトラク
タの現場での実演宣伝も組織していま
す。 

 
−−−−−−−− Kubota製品の強みは何だと思いますか？ 
 
Szabó: まず挙げられるのは斬新なデザイン、全幅の信頼性、簡単で効果的な操作、そして操縦が容易なことで

す。Kubotaトラクタのユニークな特徴の１つは、非常に小回りの利く回転半径を有するBi-Speedステア
リングです。  

　　　　注目に値するもう一つの特長は電子部品が少ないことです。たとえば果樹園での操作に設計されたト
ラクタは電子部品がゼロで、簡単な油圧操作のみで方向転換ができます。その上そうしたトラクタは床

装置の組立と運転の診断チェック 



面が広くほぼ平面で、オペレータは日に何度も乗降する必要があるので本当にありがたいと感じていま
す。さらに運転室モデルの内部もゆったりと広く快適です。 

　　　　最小の芝刈り機から最大のトラクタに至るまでKubota製品の全範囲に関して、画期的な開発の成
果であるKubotaの多くの利点を挙げることができます。 

 
−−−−−−−− 貴社の将来にとってKubotaはどのような意味がありますか？ 
 
Szabó: ハンガリーの顧客がKubota製品の品質と信頼性をさらに認識するように評判を広めることで、Kubota

は間違いなく当社の成長の要になると思います。事実、私の望みはKubotaが近いうちに国内市場にお
いて5大ブランドを凌いでこの分野の成長株になることです。 

　　　　Két-Kata Kftでは、Kubotaは当社の将来を担う強固な基盤であると認識しています。 
 
−−−−−−−− ご協力ありがとうございます。 
 



Kubota Mシリーズトラクタは、北米、ヨーロッパ、アジアといったグローバ
ル市場でその名が知れ渡るようになりましたが、次に紹介する生の喜びの
声から南米でもM108Sモデルが米の栽培に高く評価されていることがお

わかりいただけるでしょう。 

ペルー Customer Testimonials

KubotaディーゼルトラクタKubotaディーゼルトラクタ



     Kubota M108Sトラクタの印象を聞かれた
Teddy氏は即座に、「楽に操作できることに驚き
ました。油圧式シャトルシフトのおかげでクラッチ
を使ったりトラクタを止めたりせずに、前進も後
進もスムーズに方向を変えることができるのです
から。」と答えてくれた。「結果的に、アクセル操作
だけでスムーズに効率的に作業を続けられるの
です。燃費もとても満足のいくもので、1時間あた
り2.3ガロンしか消費しません。全体的に言えば、
運転士の疲労感と運転費用は最小限になり、利
益はプラスに強化されるという訳ですよ。」

     ペルーで米の栽培で成功している
Alberto氏は、「米の栽培に理想的な
トラクタだという単純な理由でM108S
の購入を決めました。」と言う。 「私にと
って『日本製』というのは、『最高の品
質』というのと同義語なのですよ。それ
に、私が購入したKubotaトラクタのM
シリーズは、ペルーで売られているどの
ブランドのトラクタよりも燃費がいいん
です。」

Alberto氏 

インプルメント: ロータリー式ティラー、ハロー 
栽培作物: 米 

「M108Sは操作しやすいし、

燃費もすばらしくいいですね。」

「KubotaモデルM108Sトラクタは

米の栽培に理想的ですね。」

トラクタオペレータ 

Alberto氏

インプルメント: プラウ、ハロー
作物: 米

米生産農家
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