
オートカー・ジャパン10周年記念特別企画
グローバル化が加速する日本車メーカーの今を知り将来を占う

日本にはおもに8つの乗用車メーカーが存在している。
トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱、スバル、スズキ、ダイハツだ。

ご存知のように彼らは日本経済の屋台骨を支える一方、グローバル企業として
世界各地の市場でその存在感を高め続けている。果たして日本車メーカーは

この先どこへ向かっていくのだろうか。本誌10周年特別企画として今号から3号に渡り
日本車メーカーの現状にスポットをあて、今後の動向を探る。

text: Kenji Momota（桃田健史）

日本車メーカー大研究

本当に日本車メーカーはこのままで良いのか？
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日本時間、2013年1月28日。日本車メーカー

各社が一斉に2012年の事業実績を公開し

た。その数字は製造、販売とも前年実績超えが目立

つ。

　これはリーマン・ショック、タイ大洪水のダブルパ

ンチの反動、さらに国内市場でのエコカー補助金な

どが後押しとなった結果だ。さらに2月に入ると、決

算を控えた各社から、90年代半ばを見込んだ円安

効果による営業利益の上方修正が相次いだ。

　「日本車メーカーは再び市場競争力を得て、日本

経済再生の原動力になる」とメディアが煽る。

　果たして本当にそうなのか？　

　日本車は部品レベルでも製造技術でも世界ナン

バーワン。一部、海外への技術流出があっても、サプ

ライチェーンの匠たちによる繊細な仕事は不滅だ。

次世代車の稼ぎ頭、ハイブリッド車とEVは日本のお

家芸。そのトレンドがプラグインハイブリッド車へと反

映され、量産車が続々と登場している。さらに円安に

よって日本国内製造拠点のコストパフォーマンスが

上昇。産業空洞化の流れに歯止めをかけた。

一方、欧州経済の危機はようやく峠を超えた。中国

はカントリーリスクを負うも、中長期的な成長過程

は揺るがない。トヨタとBMW、日産・ダイムラー・フォー

ドはそれぞれ燃料電池車開発で連携し、適正価格

での量産化に道筋が見えてきた。

　このような数々のポジディブな声が日本で増え

てきたことは喜ばしい。だが、この流れはサスティナ

ブル（持続可能）なのだろうか？　

　メディアや一般の人が自動車メーカーの事業、ま

たは各国の政治経済戦略の本質を読み切れてい

ないだけ。所詮は上辺の話ではないのだろうか？

　こうした思いを抱いている方は、自動車産業界

に大勢いる。また、本誌読者のようなクルマを愛す

る人々のなかには、「もっとワクワクするような、面

白い日本車を造ってくれ」とか、「規模拡大競争の

先に、いったい何が生まれるというのだ？」という、

日本車産業の未来を危惧する声が上がりはじめて

いる。

　そこで本企画では3回に渡って日本車メーカー

の事業内容を深掘りする。前編ではまず、世界各地

での製造販売の実態を見る。そして中編では、5〜

20年後という近未来に訪れるであろう様々な課題

を提示し、その解決案を模索する。そして総まとめ

となる後編には、日本車メーカー関係者自身が現状

を、そしてこれからについてどう考えているのか、

彼らの生の声をお伝えする予定だ。

　自動車産業は日本にとっての屋台骨だ。日本自

動車工業会によれば、全就業人口6257万人のう

ち8.7％、545万人が自動車関連である。経済産業

省の工業統計調査では、二輪車を含む自動車製造

関連市場規模は約24兆円に達する。さらに、グロー

バル化が進むなか、人・モノ・カネが先進国、新興国、

発展途上国の間で複雑に結びつく。

　本当に日本車メーカーはこのままで良いのか？

　あまりに大きく、あまりに扱いにくい、このテーマ

にあえて挑む。

　現状を知り、そこから生まれる「なぜだ？」という

素直な疑問をキッカケとして、未来へつながる扉を

探し出してみたい。そこに向かって真正面からぶつ

かっていく。メディアでは過去に例のない、大胆な

試みをいま、始める。
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Section 01

全世界の
自動車生産・販売台数

まずは2011年までの実績から、
全世界の自動車生産・販売台数を分析する。

■世界地域別自動車生産台数の推移

■世界地域別新車販売台数の推移
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新興国の台頭目立つ
8000万台（前年比約3％増）。
　これは、OICA（世界自動車工業連合会）が発表し

た2011年の世界自動車総生産台数である。

　近々発表される2012年度はアメリカ、日本、タイ、

インドネシア等が好調で、欧州と中国が減少するも、

全体としては8500万台近くまで伸びると予測され

る。

　振り返れば、1970年にその数は3000万台を、

1990年に入り5000万台を超えた。こうして基本

的に右肩上がりを続けてきたが、過去3回大きな落

ち込みを経験した。それは、70年代の第一次オイ

ルショック、80年代の第二次オイルショック、そして

2008年のリーマン・ショックである。

　さて、世界生産台数をOICAが区分けするエリア

別で見てみる。するとシェア上位から、中国23％、

EU22％、北米17％、日本11％、アジア大洋州・アフ

リカ12％、韓国6％、南米5％、そしてロシアなどEU

以外の欧州が4%となった。

　これらエリアについて1990〜2011年での台数

の変化を見てみると、北米、EU、日本など先進国で

は頭打ち。一方、新興国では2000年代に入り市場

が確実に拡大している。また、リーマン・ショック後の

市場の立ち直りも、新興国の方が早いことがはっきり

と分かる。

　こうした新興国の台頭をさらに詳しく見てみよ

う。使用するのは欧州自動車工業会の2011年

データだ。

　それによると世界の乗用車総生産台数は5993

万台。そのうち、シェア1位はBRICSで36.4％。これ

は2000年比の4.3倍もの急増だ。内訳としては、中



目まぐるしい“パラダイムシフト”

BRICSの登場と成熟
　パラダイムシフトとは市場の変移を指す。地域

経済と国際社会問題が連動する大きな流れだ。

　パラダイムシフトが表面化しはじめたのは、90

年代後半から2000年代初頭にかけて。まさに、

世紀末での大異変だった。

　世界経済は、先進国主導体制から新興国を巻

き込んだ複合体制へと変化していったのだ。先

進国とは、欧米日を指す。英国産業革命、第二次

大戦後のアメリカの繁栄、そして日本の高度成

長が、その基盤を作った。だが先進国市場は成熟

した。モノが溢れ出した。人々はモノに対して、実

用性よりも付加価値を多く求めるようになった。

そして購買力の源である人口が頭打ち、または

減少傾向が明確になった。

　他方、新たな動きが出てきた。それが新興国の

台頭だ。エネルギー源や穀物という資源に恵ま

れ、人口が多く、市場がまだ未成熟で今後の大き

な伸びが期待される。そうした“成長の法則”を

兼ね備えた国々に対して2003年、米投資会社

のゴールドマンサックスが“BRICS（ブリックス）”

という名称を使った。新興国トップランナーとし

て、ブラジル、ロシア、インド、中国、さらにそこ

に繋がる可能性として南アフリカを加味したの

だ。日本でもBRICSブームが起こり、日本車メー

カーはトヨタを筆頭として、BRICS各地での事業

拡張路線が明確となった。筆者はそれら現地事

業の数多くを実際に見てきた。

　また、ASEAN、中欧、旧東欧、北アフリカなど

は、発展途上国から新興国へとステップアップが

起こっている。

第2ステージへ完全突入
　2008年のリーマン・ショックで、新興国の力強

さは証明された。

　IMF（国際通貨基金）によると、世界全体の

GDP成長率は2008年の急降下に対して、

2009年に一気に立ち直った。その原動力は先

進国ではなく、新興国だった。ただし、BRICSで

は早くも市場の第1成熟期に入り、自動車販売の

伸び率は緩やかになってきた。

　こうしたなか、パラダイムシフトの第2ステー

ジと呼べる大きな動きがあった。それが2012年

11月20日に各国が合意に達した、RCEP（アー

ルセップ＝東アジア地域統括的経済連携）だ。

　これは同日に合意に達したCJKと呼ばれる中

国・日本・韓国の三国間のFTA（自由貿易協定）が

軸足。ここに、アジア大洋州のASEAN、インド、

オーストラリア、ニュージーランドが合体したカタ

チだ。参加国は総勢16カ国で、世界GDPシェア

で28.4％にも及ぶ巨大市場の誕生だ。

　これに対抗するのが、日本の参加に対して賛

否両論あるTPP（環太平洋戦略的経済連携協

定）だ。TPPはアメリカが主導権を握り、現在11

カ国が参加を表明。GDPシェアでは29.8％であ

る。

　RCEPとTPPは事実上、中国vsアメリカの図

式が色濃く、互いに牽制しあっている。そうした

二大経済連携がオーバーラップする位置に、日

本がソフトランディングしようとしている。

　日本車メーカーにとっては、こうしたパラダイ

ムシフト第2ステージに対して、いかにフレキシ

ブルに対応するかが、今後の勝負のカギとなる。
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2011年 （台） 2010年 （台） 前年対比 （％）
中国 18,418,876 18,264,761 100.8
アメリカ 8,653,560 7,762,544 111.5
日本 8,398,654 9,628,920 87.2
ドイツ 6,311,318 5,905,985 106.9
韓国 4,657,094 4,271,741 109.0
インド 3,926,517 3,557,073 110.4
ブラジル 3,406,150 3,381,728 100.7
メキシコ 2,680,037 2,342,282 114.4
スペイン 2,353,682 2,387,900 98.6
フランス 2,242,928 2,229,421 100.6
カナダ 2,134,893 2,068,189 103.2
ロシア 1,988,036 1,403,244 141.7
イラン 1,648,505 1,599,454 103.1
イギリス 1,463,999 1,393,463 105.1
タイ 1,457,798 1,644,513 88.6
チェコ 1,199,834 1,076,384 111.5
トルコ 1,189,131 1,094,557 108.6
インドネシア 837948 702,508 119.3
ポーランド 830,631 869,474 95.5
アルゼンチン 830,158 716,540 115.9
イタリア 790,348 838,186 94.3
スロバキア 639,763 561,933 113.9
ベルギー 595,084 555,302 107.2
マレーシア 533,695 567,715 94.0
南アフリカ 532,545 472,049 112.8
台湾 343296 303,456 113.1
ルーマニア 335,232 350,912 95.5
オーストラリア 224,193 244,007 91.9
ハンガリー 213,531 211,461 101.0
ポルトガル 192,242 158,729 121.1
スウェーデン 188,969 217,084 87.0
ウズベキスタン 179,560 222,022 80.9
スロベニア 174119 211,340 82.4
オーストリア 152,505 104,997 145.2
ウクライナ 103,077 83,133 124.0
エジプト 81,731 116,683 70.0
オランダ 40,772 94,132 43.3
セルビア 26,234 18,033 145.5
フィンランド 2540 6,665 38.1
その他 495,147 495,020 100.0
合計 79,989,155 77,703,987 102.9

■2011年度 世界国別自動車生産台数

※ OICA 発表。商用車等含む。

新興国の台頭は世界市場での別の動きも刺激。
それが生産と販売のバランス感の変化だ

082 AUTOCAR 04/2013

た。それが、生産と販売のバランス感の変化だ。

　地産地消しているか、またはFTA（自由貿易協定）

の域内で完成車の輸出入が活発、との二極化だ。

　地産地消の代表例が中国だ。2012年の中国自

動車工業会のデータでは、生産台数1927万に対

して、販売は1931万台、そして輸出は106万台だ。

中国では外資系メーカーが中国内で販売する際に

は、地場メーカーとの合弁が絶対条件。輸出につい

ては外資系単独資本も許可されるが、外資系メー

カーは現時点で、中国を輸出拠点としては位置付

けていない。

　この他、インド、ブラジル、ロシアも地産地消型で

あり、これがBRICSの成長の実態である。

　一方、FTAの活用事例の代表格がアメリカだ。

　2011年生産台数は865万台に対して、米民間

調査会社オートデータ調べの販売台数は1278万

台。その差のほとんどはカナダ、メキシコを加えた

NAFTA（北アメリカ自由貿易協定）からの輸入だ。

日本の場合、2012年データでは、生産が994万

台、販売が536万台となり、いまだに自動車輸出大

国である。

　この他、輸出依存型は、韓国、ドイツが目立つ。

　また、内需と輸出拠点の併用型がタイだ。

　今後、RCEPとTPPが実効期間に入ると、生産と

販売のバランスが、日本も含めた域内各国で変化が

生じる可能性が高い。

国が24.2％、インドが5.1%、ブラジルが4.2%、ロシ

アが2.9%と、中国への依存度が極めて高い。

　シェア2位はEUで26.2％（同34％減）。経済危機

の影響による市場の冷え込みと、生産拠点の域外移

転などが大きく響いた。3位は北米の9.4％（同54％

減）。リーマン・ショックからの立ち直りが遅く、高級車

など域外からの輸入も増加。さらにBRICs急増によ

る相対的なシェア落ち込みを食らった。4位は東日

本大震災とタイ大洪水の影響が大きかった日本で、

11.9％（同41％減）。そして5位がウォン安による輸

出増効果で、韓国が7.0%（同11％増）となった。

　また、2011年の商用車総生産台数では、シェ

アトップは北米の39.0％。以下、中国19.5%、

EU9.9％、日本6.2%、タイ4.6％、インド4.4％、ブラ

ジル4.3％と続く。

　さらに、2011年の国別生産台数を見てみる。こ

こでも、新興国の存在感が大きい。トップは中国で

1842万台だ。中国自動車工業会によると、直近

2012年は前年比4.6％増の1927万台に止まった。

2位は大きく離されてアメリカ。中国の約半分となる

865万3560台である。以下、日本、ドイツ、韓国、イ

ンド、ブラジル、メキシコ、スペイン、フランス、カナダ、

ロシア、イラン、タイと続く。

地産地消とFTA活用の二極化
　新興国の台頭は世界市場での別の動きも刺激し
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メーカー 国 拠点名 生産モデル等

トヨタ アメリカ ラファイエット工場/スバル・オブ・インディアナ・
オートモーティブ（※1） カムリ、スバル・レガシィ、アウトバック、B9トライベッカ等

トヨタ アメリカ トヨタ・モーター・ノースアメリカ (TMA) トヨタの北米事業統括会社

トヨタ アメリカ トヨタ・モーター・エンジニアリング&
マニュファクチャリング・ノースアメリカ (TEMA) 北米製造会社の統括および研究開発

トヨタ アメリカ ジョージタウン工場/トヨタ・モーター・
マニュファクチャリング・ケンタッキー (TMMK)

アヴァロン、アヴァロンHV、カムリ、カムリHV、ヴェンザ、
4気筒&6気筒エンジン

トヨタ アメリカ プリンストン工場/トヨタ・モーター・
マニュファクチャリング・インディアナ (TMMI) シエナ、ハイランダー、ハイランダーHV、タンドラ等

トヨタ アメリカ サンアントニオ工場/トヨタ・モーター・
マニュファクチャリング・テキサス (TMMTX) タンドラ、タコマ

トヨタ アメリカ ブルースプリングス工場/トヨタ・モーター・
マニュファクチャリング・ミシシッピ (TMMMS) カローラ

トヨタ アメリカ カリフォルニア部品工場（TABC） プレス部品、ステアリングコラム、触媒、溶接サブアッセンブリー
トヨタ アメリカ 関連会社ボディーン・アルミニウム アルミ鋳物部品
トヨタ アメリカ セントルイス工場（ボディーン・アルミニウム） アルミ鋳造部品（エンジンブランケット、キャリアカバー）
トヨタ アメリカ トロイ工場（ボディーン・アルミニウム） アルミ鋳造部品（シリンダーヘッド、シリンダーブロック、A/T部品）
トヨタ アメリカ ジャクソン工場（ボディーン・アルミニウム） アルミ鋳造部品（シリンダーブロック、A/T部品）

トヨタ アメリカ バッファロー工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・
ウエストバージニア (TMMWV) 直4&V6エンジン、6段A/T

トヨタ アメリカ ハンツビル工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・
アラバマ (TMMAL)

6&8気筒エンジン (タコマ、タンドラ向け)、 4気筒エンジン
（カムリ、RAV4等向け）

トヨタ カナダ トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダ (TMMC) トヨタのカナダ生産会社
トヨタ カナダ ケンブリッジ工場 マトリックス、カローラ、レクサスRX350等
トヨタ カナダ ウッドストック工場 RAV4、RAV4 EV
トヨタ カナダ デルタ工場/カナディアン・オートパーツ・トヨタ (CAPTIN) アルミホイール
ホンダ アメリカ ホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチャリング ホンダのオハイオ生産事業会社
ホンダ アメリカ メアリーズヴィル工場 アコード（セダン&クーペ&セダンHV）、アキュラTL、RDX、次期NSX（予定）等
ホンダ アメリカ イーストリバティ工場 CR-V、アコード・クロスツアラー、アキュラRDX
ホンダ アメリカ アンナ工場 4気筒&V6エンジン、ブレーキ部品、ドライブシャフト

ホンダ アメリカ グリーンズバーグ工場/ホンダ・マニュファクチャリング・
オブ・インディアナ (HMIN) シビック・セダン、シビック天然ガス&HV、アキュラILX、同HV等

ホンダ アメリカ リンカーン工場/ホンダ・マニュファクチャリング・オブ・
アラバマ（HMA) オデッセイ、リッジライン、パイロット、アキュラMDX、V6エンジン

ホンダ アメリカ ラッセルズポイント工場/ホンダ・トランスミッション・
マニュファクチャリング・オブ・アメリカ A/T、トランスミッションギヤ、4WDアッセンブリー

ホンダ アメリカ タラプーサ工場/ホンダ・プレシジョンパーツ・オブ・
ジョージア (HPPG) A/T

ホンダ カナダ アリストン工場/ホンダ・オブ・カナダ・マニュファクチャリング シビック、CR-V、アキュラMDX、ZDX、1800cc4気筒エンジン等
ホンダ メキシコ ホンダ・メキシコ メキシコ子会社
ホンダ メキシコ エルサルト工場 4輪車：CR-V、エンジン/2輪車：部品等
ホンダ メキシコ セラヤ工場 フィット&新型コンパクトSUV（2014年〜）、小型車用エンジン
日産 アメリカ ニッサン・ノースアメリカ 日産の北米事業会社
日産 アメリカ キャントン工場（※2） アルティマ、アルマダ、タイタン、NVシリーズ、セントラ、スズキ車の一部等
日産 アメリカ スミルナ工場 リーフ、アルティマ、マキシマ、パスファインダー、リチウムイオン電池パック等

日産 アメリカ ディチェード工場 エンジン、トランスミッション、クランクシャフト、シリンダーブロック、
電気モーター

日産 メキシコ ニッサン・メキシカーナ (NISMEX) メキシコ子会社

日産 メキシコ アグアスカリエンテス工場 セントラ、ティーダ、ヴァーサ、マイクラ、ルノー・クリオ2、エンジン、
ギヤボックス等

日産 メキシコ クエルナバカ工場 ツル、ヴァーサ、NV200 taxi、ピックアップ、シャシー等
日産 メキシコ アグアスカリエンテス工場（メキシコ第3工場） Bプラットフォーム小型車

マツダ アメリカ フラットロック・アッセンブリ工場 フォードとの合弁（マツダ車は2012年8月に生産終了）/フォード・マスタング、
フュージョン等

マツダ メキシコ サラマンカ工場/マツダ・モーター・マニュファクチャリング・
デ・メキシコ（MMMｄM） マツダ2、マツダ3、エンジン等

三菱 アメリカ ミツビシ・モーターズ・ノースアメリカ 三菱の北米事業会社
三菱 アメリカ ノーマル工場 アウトランダー・スポーツ、ギャラン等

スバル アメリカ ラファイエット工場/スバル・オブ・インディアナ・
オートモーティブ（※1） レガシィ、アウトバック、B9トライベッカ、トヨタ・カムリ等

スズキ アメリカ キャントン工場（※2） 日産アルティマ、アルマダ、タイタン、NVシリーズ、セントラ、スズキ車の一部等
※マークラインズ調べ。一部抜粋。※ 1、※ 2 は同一拠点。

■北米の日本メーカー製造拠点一覧

Section 02

仕向地域ごとに見る各市場の動き
米・日・欧の先進国、BRICSの新興国、そしてタイやメキシコなど
その他地域に分類して各市場の現状を見てみる

083www.autocar.jp

■先進国

プチバブル北米市場と
欧日市場の明暗
　それにしても、ここまで大きく変わってしまうとは

……。

　自動車メーカー、メディアなど、世界最大級の自

動車産業集積地に詰めかけた業界関係者たちは、

呆れ顔でそうつぶやいた。

　2013年1月14日、米ミシガン州デトロイト。同市

街中心のコボセンターに、世界自動産業界関係者

が集結した。ご存知、北米国際自動車ショー（通称デ

トロイト・ショー）。その年の自動車産業全体を占うう

えで、重要なイベントだ。

　プレスデー初日。午前6時30分に入場許可され

たその場内は、高級車ショーの華やかさで満ち溢

れていた。ドイツ・プレミアム御三家のメルセデス、

BMW、アウディは揃って、2012年北米販売実績が

過去最高を記録。メルセデスはEクラスのフェイス

リフト、BMWは新型4シリーズ、アウディはRS7な

どを発表。いずれもモデルラインアップ拡充・強化

で販売量の上積みを狙う。

　この流れに、キャデラック、リンカーン、そして日

系プレミアム御三家が追従する図式だ。2012年ま

での主役だったエコカー等の次世代車技術や、ダ

ウンサイジングといったキーワードは、もはや通用し

ない雰囲気だ。リーマン・ショック前と同じように、フ

ルサイズピックアップトラックやSUVの存在が目
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メーカー 拠点名 生産モデル等
トヨタ 豊田工場（本社工場）: 愛知県豊田市 鍛造部品、ハイブリッド用部品、シャシー部品
トヨタ 元町工場: 愛知県豊田市 マークX、エスティマ、クラウンHV、マジェスタ、レクサスLFA（終了）
トヨタ 高岡工場: 愛知県豊田市 カローラ・セダン、カローラ・ルミオン、 iQ、 オーリス
トヨタ 三好工場: 愛知県みよし市 駆動関係部品、冷鍛・焼結部品、エンジン関係部品
トヨタ 堤工場: 愛知県豊田市 プリウス、プリウスPHV、プレミオ、アリオン、カムリ、サイオンtC等
トヨタ 田原工場: 愛知県田原市 ランクル、RAV4、ヴァンガード、ウイッシュ、レクサスLS・IS・GS等
トヨタ 上郷工場: 愛知県豊田市 エンジン (ZR：プリウス・カローラ等に搭載)、NZ、NR、AZ、AR等)
トヨタ 明知工場: 愛知県みよし市 駆動系足まわり鋳物部品、駆動系足まわり機械部品
トヨタ 下山工場: 愛知県みよし市 エンジン(ZR、GR、TR、AZ等)、ターボチャージャー、触媒コンバーター
トヨタ 衣浦工場: 愛知県碧南市 駆動関係部品
トヨタ 貞宝工場: 愛知県豊田市 機械設備、樹脂型、鋳造型、鋳鍛型、車載用電池
トヨタ 広瀬工場: 愛知県豊田市 電子制御ユニット、半導体部品
トヨタ 宮田工場: 福岡県宮若市 ハリアー、サイ、レクサスHS250h・IS・IS-C・CT200h・RX・ES
トヨタ 苅田工場: 福岡県京都郡 エンジン、ハイブリッド用部品
トヨタ 小倉工場: 福岡県北九州市 ハイブリッド用トランスアクスル
トヨタ 苫小牧工場/トヨタ自動車北海道: 北海道苫小牧市 A/T、CVT、トランスファー、アルミホイール等
トヨタ 富士松工場（トヨタ車体）: 愛知県刈谷市 プリウス、エスティマ、ヴォクシー、ノア
トヨタ 吉原工場（トヨタ車体）: 愛知県豊田市 コースター、ランクル200、ランクル70（輸出専用車）、シャシー等
トヨタ いなべ工場（トヨタ車体）: 三重県いなべ市 ハイエース、アルファード、ベルファイア等
トヨタ 刈谷工場（トヨタ車体）: 愛知県刈谷市 小型EVコムス、福祉車両ウエルキャブ
トヨタ 須衛工場/岐阜車体工業: 岐阜県各務原市 トヨタ車体の子会社: 高規格救急車、自動車用プレス部品、シートトラック
トヨタ 宮城大衡工場: 宮城県黒川郡 ベルタ、ヤリス・セダン（輸出専用車）、カローラ・アクシオ&フィールダー
トヨタ 宮城大和工場: 宮城県黒川郡 小型HV用エンジン、制御ブレーキアクチュエーター、TEMS、AHC等
トヨタ 岩手工場: 岩手県胆沢郡 アクア、オーリス、ブレイド、ヤリス・セダン（輸出専用車）、スバル・トレザ等
トヨタ 東富士工場: 静岡県裾野市 センチュリー、クラウン、ポルテ、アイシス等
トヨタ 橋本（相模原）工場: 神奈川県相模原市 カローラ・アクシオ、ヤリス・セダン（輸出仕様車）
トヨタ 長草工場/社豊田自動織機: 愛知県大府市 ヴィッツ、RAV4、マークXジオ
トヨタ 本工場（群馬製作所）: 群馬県太田市 スバルBRZ、86、サイオンFR-S、スバル・インプレッサ等
トヨタ 池田工場: 大阪府池田市 ラッシュ、ダイハツ・テリオス・キッド、エッセ、プレス部品、機械加工部品等
トヨタ 京都工場: 京都府乙訓郡 プロボックス、サクシード、シエンタ、ダイハツ・ブーン等
トヨタ 大分工場（中津工場）: 大分県中津市 ピクシス、ダイハツ（ミライース、アトレイワゴン）、スバル（ディアスワゴン）等
トヨタ 羽村工場: 東京都羽村市 ランクル・プラド、ハイラックス、FJクルーザー（北米輸出用）、日野デュトロ等
日産 横浜工場: 神奈川県横浜市 エンジン組立、EV&HV用モーター組立、シリンダーブロック、シリンダーヘッド等
日産 追浜工場: 神奈川県横須賀市 リーフ、ジューク、ノート、キューブ、シルフィ等
日産 栃木工場: 栃木県河内郡 シーマ、フーガ、スカイライン、フェアレディZ、GT-R等
日産 九州工場/日産自動車九州: 福岡県京都郡 ノート、セレナ、エクストレイル、デュアリス、ムラーノ、アルメーラ（輸出専用車）等
日産 いわき工場: 福島県いわき市 VQエンジン
日産 座間事業所: 神奈川県座間市 型、治工具、設備、電子機器、EV用リチウムイオンバッテリー
日産 湘南工場（日産車体）: 神奈川県平塚市 NV200、バネット等
日産 九州工場/日産車体九州: 福岡県京都郡 エルグランド、NV350、キャラバン、クエスト（北米輸出用）、インフィニティQ56（輸出用）
日産 京都工場/オートワークス京都: 京都府宇治市 日産車体の子会社: シビリアン、特装車
日産 茅ヶ崎工場/オーテックジャパン: 神奈川県茅ヶ崎市 日産の子会社: カスタムカー、福祉車両、商用特装車
日産 湖西工場: 静岡県湖西市 スズキの工場/日産・三菱・マツダの各モデルも生産
日産 尾道工場/プレス工業: 神奈川県川崎市 マツダモデルを生産（日産にもOEM供給）
日産 水島製作所: 岡山県倉敷市 三菱の工場/日産・PSAの各モデルも生産
日産 藤沢工場: 神奈川県藤沢市 いすゞ の工場/日産・マツダ・UDトラックスの各モデルも生産
ホンダ 埼玉製作所: 埼玉県狭山市 レジェンド、オデッセイ、ステップワゴン、CR-V、フィット、フリード、ストリーム等
ホンダ 寄居工場: 埼玉県大里郡 2013年操業開始: フィット等
ホンダ 埼玉製作所小川工場: 埼玉県比企郡 エンジン
ホンダ 鈴鹿製作所: 三重県鈴鹿市 Nシリーズ、フィット・シャトル、インサイト、CR-Z、シビック（輸出用）、エンジン等
ホンダ 浜松製作所: 静岡県浜松市 A/T、CVT等
ホンダ 熊本製作所: 熊本県菊池郡 二輪車、汎用エンジン、軽自動車用エンジン等
ホンダ 栃木製作所: 栃木県真岡市 エンジン部品、ミッション部品、足まわり部品、4WD部品等
ホンダ 八千代工業: 埼玉県狭山市 ホンダの子会社/燃料タンク、サンルーフ等
ホンダ 四日市製作所: 三重県四日市市 八千代工業の工場/ライフ、ゼスト、アクティ等
ホンダ 四日市工場: 三重県四日市市 八千代工業の工場/ライフ、ゼスト、軽自動車用エンジン等
マツダ 湘南工場: 神奈川県平塚市 日産車体の工場/マツダ・三菱・いすゞ の各モデルも生産
マツダ 湖西工場: 静岡県湖西市 スズキの工場/マツダ・日産・三菱の各モデルも生産
マツダ 磐田工場: 静岡県磐田市 スズキの工場/軽自動車、ジムニー、エスクード等
マツダ 本社工場 (広島工場）: 広島県安芸郡 CX-5、デミオ、ロードスター、ガソリンレシプロエンジン、ディーゼルエンジン等
マツダ 防府工場: 山口県防府市 アクセラ、アテンザ、アテンザ・ワゴン、変速機等
マツダ 三次事業所: 広島県三次市 ガソリンレシプロエンジン
マツダ 尾道工場/プレス工業: 広島県尾道市 ボンゴ、日産バネット等
マツダ 藤沢工場: 神奈川県藤沢市 いすゞ の工場/日産・マツダ・UDトラックスの各モデルも生産
三菱 栃木工場: 栃木県河内郡 日産の工場/三菱モデルも生産
三菱 湘南工場: 神奈川県平塚市 日産車体の工場/三菱・マツダ・いすゞ の各モデルも生産
三菱 湖西工場: 静岡県湖西市 スズキの工場/三菱・マツダの各モデルも生産
三菱 広島工場: 広島県安芸郡 マツダの工場/三菱・日産の各モデルも生産
三菱 岡崎工場（名古屋製作所）: 愛知県岡崎市 アウトランダー、RVR、PSAブランド（プジョー4007、シトロエンC4エアクロス）等
三菱 水島製作所: 岡山県倉敷市 i-MiEV、ランサー・シリーズ、eKワゴン、ミニ・キャブ等
三菱 京都工場（パワ−トレイン製作所）: 京都府京都市 エンジン、トランスミッション
三菱 滋賀工場（パワ−トレイン製作所）: 滋賀県湖南市 エンジン
三菱 水島工場（パワ−トレイン製作所）: 岡山県倉敷市 エンジン
三菱 坂祝工場/パジェロ製造: 岐阜県賀茂郡 パジェロ、デリカD:5等
スバル 岩手工場: 岩手県胆沢郡 トヨタ東日本の工場/スバル車も生産
スバル 本工場（群馬製作所）: 群馬県太田市 BRZ、インプレッサ、86等の一部トヨタ車
スバル 矢島工場（群馬製作所）: 群馬県太田市 レガシィ、エクシーガ、レガシィ・アウトバック、フォレスター、インプレッサ
スバル 大泉工場（群馬製作所）: 群馬県邑楽郡 エンジン、トランスミッション等
スバル 伊勢崎工場: 群馬県伊勢崎市 M/T
スバル 池田工場: 大阪府池田市 ダイハツの工場/トヨタ・スバルの各モデルも生産
スバル 滋賀工場（竜王工場）: 滋賀県蒲生郡 ダイハツの工場/スバルモデルも生産
スバル 大分工場（中津工場）: 大分県中津市 ダイハツ九州の工場/トヨタ・スバルの各モデルも生産
スズキ 湖西工場: 静岡県湖西市 ワゴンR、ソリオ、アルト・シリーズ、MRワゴン等
スズキ 磐田工場: 静岡県磐田市 エブリイ・ワゴン、ジムニー等
スズキ 相良工場: 静岡県牧之原市 キザシ、スイフト、エンジン、エンジン主要部品
ダイハツ 池田工場: 大阪府池田市 テリオス・キッド、エッセ、ミッション、プレス部品、機械加工部品等
ダイハツ 京都工場: 京都府乙訓郡 ブーン・ルミナス、トヨタ・プロボックス&サクシード、シエンタ等
ダイハツ 滋賀工場（竜王工場）: 滋賀県蒲生郡 ムーヴ、スバル・ステラ、トヨタ・タント、エンジン、トランスミッション、各種鋳造部品等
ダイハツ 大分工場（中津工場）: 大分県中津市 ダイハツ九州の工場/アトレイ・ワゴン、ミラ・イース、トヨタ・ピクシス、スバル・プレオ等
ダイハツ 久留米工場: 福岡県久留米市 ダイハツ九州の工場/KF型エンジン

※マークラインズ調べ。一部抜粋。本社及び各地事業所を除く
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　そして日本。軽自動車とミニバン市場が主力とな

り、さらにはプリウスとアクアの集中的購買という、

ガラパゴス化が加速している。また、円安傾向を好

感しているものの、RCEPを睨んで、製造拠点の域

内分散化がさらに進みそうだ。

■BRICS

急成長期から安定成長期へ
　中国は2003年、当時の胡錦涛国家主席が“科

学的発展”を掲げ、自動車産業を含む製造業を重点

的に拡充してきた。だが、習近平新体制では、産業

について量から質への転換も示唆している。

　2011年上海モーターショーの時点で、日本車

メーカー幹部らが「2015年に全需2500万台は確

実」と予測していた。現時点でその達成は不可能な

情勢だ。

　製造拠点として見ると、労働賃金の上昇により優

位性が下がっている。日本貿易振興機構によると、

中国の2012年製造業従事者の平均月収は328米

ドル（約3万円）。過去3年間で51.2％も上昇した。

さらに、中国国内で製造販売するのは、外資系企業

の出資は最高50％であり、地場企業との合弁が必

然。こうした特殊な環境の下で、社内外での情報流

出の阻止が大きな課題である。

　アメリカの繁栄は欧州市場低迷の裏返しだ。ギリ

シャ危機は一応回避したものの、スペインでは失業

率が25％を超える異常事態が続いているなど、消

費者の購買意欲は上がらない。従来、ディーゼル車

比率の高い欧州だが、最近では排気量1リッター以

下の低燃費低価格のガソリン車が販売を伸ばして

いる。メーカーにとっては、こうした利幅の少ないク

ルマに注力するより、客単価の高いアメリカ市場に

重きを置きたくなるのは当然だ。

立っている。

　こうした市場の豹変について、業界関係者たちは

「リーマン・ショック前からの買い控えの反動」と口を

揃える。「景気回復初期ではまず、高所得層の懐が

温まるため高級車が市場を先導する」とも説明す

る。ただし、不動産価格に明確な上昇傾向が見られ

ないなど、米国経済の先行きは未だ不透明な情勢。

日米欧韓メーカーが目先の利益追求で“ドル箱アメ

リカ”に群がっている現状には、違和感を覚える。
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メーカー 国 拠点名 生産モデル等

トヨタ フランス リュー・サンタマン工場/Sevel Nord 
(Societe Europeenne de Vehicles Legers du Nord) PSA、フィアットの合弁、2013年からトヨタ車も生産

トヨタ フランス ヴァランシエンヌ工場/トヨタ・モーター・
マニュファクチャリング・フランス（TMMF) トヨタのフランス工場：ヤリス等

トヨタ イギリス トヨタ・モーター・マニュファクチャリングUK（TMUK) トヨタのイギリス事業会社
トヨタ イギリス バーナストン工場 アベンシス、オーリス、オーリスHV等
トヨタ イギリス ディーサイド工場 1.6&1.8Lガソリンエンジン
トヨタ ポルトガル カエタノ工場/トヨタ・カエタノ・ポルトガル（TCAP) ダイナ、コースター、オプティモ

トヨタ トルコ アダバザル工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・
トルコ（TMMT） オーリス、ヴァーソ

トヨタ ポーランド ヴァウブジフ工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・
ポーランド (TMMP) 1.0Lガソリンエンジン、M/T、アルミ鋳造部品等

トヨタ ポーランド イェルチ・ラスコヴィツェ工場/トヨタ・モーター・
インダストリーズ・ポーランド（TMIP) 1.4&2.0&2.2ℓディーゼルエンジン

トヨタ チェコ コリン工場/トヨタ・プジョー・シトロエン・オートモビル・
チェコ（TPCA) アイゴ、プジョー107、シトロエンC1

日産 フランス バティイー工場 ルノーの子会社SOVABの工場：ルノー・マスコット、マスター、
日産NV400

日産 フランス モブージュ工場 ルノーの子会社MCAの工場：ルノー・カングー、カングー・
エクスプレス等

日産 英国 ニッサン・モーター・マニュファクチャリングUK 日産のイギリス事業会社
日産 英国 サンダーランド工場 キャシュカイ、ジューク、リーフ等
日産 英国 GMマニュファクチャリング・ルートン オペル・ヴォグゾール・ルノー・日産各ブランドモデル
日産 スペイン ニッサン・モトール・イベリカ 日産のスペイン事業会社
日産 スペイン バルセロナ工場 ナバラ、プリマスター、パスファインダー、NV200、ルノー・オペル各車
日産 スペイン アビラ工場 商用車（アトレオン、キャブスター、ルノー・マキシティ）
日産 ポルトガル アヴェイロ工場 ルノー・グループCACIAの工場：ギヤボックス、エンジンコンポーネンツ
ホンダ イギリス ホンダ・モーター・ヨーロッパ ホンダの欧州事業会社
ホンダ イギリス スウィンドン工場/ホンダ・オブ・ザ・UK・マニュファクチャリング シビック、CR-V、ジャズ、エンジン
ホンダ ベルギー アールスト工場/ホンダ・ベルギー・ファクトリーN.V. インパネ、ドライブシャフト、ポンプシステム、バンパー等
ホンダ トルコ コジャエリ（ゲブゼ）工場/ホンダ・ターキーA.S. シビック等
スズキ ハンガリー エステルゴム工場/マジャールスズキKft. スズキのハンガリー事業会社：スイフト、SX4、スプラッシュ等

ダイハツ イタリア ポンテデーラ工場/ピアッジオ&C S.p.A. ピアッジオの工場：ピアッジオM500、ダイハツ・ポーター
（ハイジェット）

※マークラインズ調べ。一部抜粋。

■欧州主要国の日本メーカー製造拠点一覧

085www.autocar.jp

に対する潜在需要に対して、工業製品税に対する

減免措置がマッチし、2012年の全需が伸びた。製

造拠点としては、極端な保護主義政策を打ち出し

ている。

2012年3月に、メキシコからの輸入制限を発表。さ

らに輸入車に対して工業製品税アップなど、ブラジ

ル国内生産の底上げを狙っている。

■その他地域（メキシコ、タイなど）

自国需要と輸出拠点としての
バランス感
　製造拠点として日本車メーカーの注目が集まる

国が3つある。それは、タイ、インドネシア、そしてメ

キシコだ。

　2012年11月、バンコク郊外で開催された「モー

ターエキスポ」。同会場は展示即売会を兼ねてお

り、連日大盛況。開催12日間で8万台以上が売れ

た。

　なかでも人気なのがエコカー。これは、タイ政府

が推進する小型車の自国内製造戦略の一環だ。ホ

ンダが今回のショーに合わせて、ワールドプレミアし

たブリオ・アメイズや、日本にも輸入されている三菱

ミラージュが飛ぶように売れたのである。

　従来タイ国内では、商用と日常利用の一石二鳥

　これら基礎的要因に加え、不測の事態が起こっ

た。2012年9月の反日運動だ。これにより、日本車

メーカーは同国のカントリーリスクを再認識させら

れた。尚、2013年1月時点で、中国での日系メー

カー販売数は昨年9月以前の約8割レベルまで回

復している。

　ロシアの成長もスローダウンしてきた。理由は大

きくふたつある。ひとつは、欧州経済危機がボディ

ブローのようにジワジワと効いてきたこと。ふたつ

目は、北米のシェールガス革命によってロシアのガ

ス開発国家戦略が大幅に見直され、景気の下げ要

因となっている。近年、日本車メーカー等の現地生

産化が進んだが、しばらくは市場動向の様子見が

続く。　

　インドは一時期の市場急拡大の様相はないが、

低価格車への潜在需要は極めて大きい。同国のひ

とりあたりGDPは1530米ドルと、日本の30分の1

という低さだ。そうしたなか、スズキのトップ独走は

続くも、乗用車ではヒュンダイ、SUVや商用車では

地場メーカーの追い上げが目立つ。製造拠点とし

ては、欧州危機の影響で一時的に同輸出が減少。

また、トヨタ・エティオスに見られるような、RCEPや

アフリカ向け商品企画の地としても重要度が増す。

　ブラジルは需要と供給のバランスが悪い。2012

年のGDP成長率は1％前後と低調。だが、自動車
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メーカー 国 拠点名 生産モデル等
トヨタ ブラジル ブラジルトヨタ（Toyota do Brasil Ltda.） トヨタのブラジル子会社
トヨタ ブラジル インダイアツーバ工場 カローラ、カローラ・フィールダー、シャシー等
トヨタ ブラジル ソロカバ工場 エティオス
トヨタ ブラジル サンベルナルド工場 カローラ及びハイラックスの部品
トヨタ ブラジル ポルト・フェリース工場 2015年後半稼働開始予定
トヨタ ロシア サンクトペテルブルク工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ロシア（TMMR） カムリ
トヨタ ロシア ウラジオストク工場/ソラーズ・ブッサン社 ソラーズと三井物産の合弁会社/ランクル・プラド
トヨタ インド トヨタ・キルロスカ・モーター（TKM） トヨタのインド子会社
トヨタ インド バンガロール工場 フォーチュナー、イノーバ、カローラ、エティオス、カムリ等
トヨタ インド バンガロール工場/トヨタ・キルロスカ・オートパーツ（TKAP） 前後アスクル、プロペラシャフト、エンジン、M/T等
トヨタ 中国 長春工場/四川一汽トヨタ ランクル、プリウス、カローラ
トヨタ 中国 長春エンジン工場/トヨタと第一汽車の合弁（FTCE） 各種V6エンジン
トヨタ 中国 トヨタ・モーター中国インベストメント（TMCI） トヨタの中国統括拠点/提携先: 第一汽車・広州汽車・華晨汽車
トヨタ 中国 天津一汽豊田汽車（TFTM） 第一汽車とトヨタの合弁メーカー
トヨタ 中国 西青工場/天津一汽豊田汽車 カローラEX、ヴィオス
トヨタ 中国 泰達工場/天津一汽豊田汽車 カローラ、RAV4、クラウン等
トヨタ 中国 天津一汽豊田発動機（TFTE） 天津一汽トヨタのエンジンメーカー
トヨタ 中国 天津一汽豊田発動機（TFTE）第1工場 エンジン: A型（1300cc/1500cc)、ZZ型 (1800cc)、SZ型 (1300cc/1500cc)
トヨタ 中国 天津一汽豊田発動機（TFTE）第2工場 ZR型エンジン (1600cc/1800cc)
トヨタ 中国 天津豊津汽車伝動部件（TFAP） トヨタの子会社/天津部品工場: 等速ジョイント、アクスル、デフギヤ
トヨタ 中国 天津豊田汽車鍛造部件（TTFC） トヨタの子会社/天津部品工場: 鋳造部品
トヨタ 中国 天津津豊汽車底盤部件（TJAC） トヨタの合弁会社/天津部品工場: ステアリング、プロペラシャフト
トヨタ 中国 天津豊田冲圧部件 トヨタの子会社/天津部品工場: プレス部品
トヨタ 中国 天津豊田樹脂部件 トヨタの子会社/天津部品工場: プラスチック部品
トヨタ 中国 豊田一汽（天津）模具（TFTD） トヨタの子会社/天津金型工場: 金型
トヨタ 中国 広汽豊田汽車（GTMC） 広汽トヨタ: カムリ、カムリHV、ヤリス、ハイランダー等
トヨタ 中国 広汽豊田発動機（GTE） トヨタの子会社/広州エンジン工場: 2000〜2800ccエンジン、エンジン部品等
トヨタ 中国 四川一汽豊田汽車（SFTM） 四川一汽トヨタ/成都工場: コースター、ランクル・プラド
トヨタ 中国 トヨタ自動車(常熟)部品（TMCAP） トヨタのCVT工場
トヨタ 南アフリカ プロスペクトン工場/トヨタ・サウスアフリカ・モーター（TSAM） カローラ、ハイラックス、ダイナ、フォーチュナー、日野車、各種部品
日産 ブラジル ルノー・クリチバ工場（Renault do Brasil S.A.） フロンティア、リヴィナ、ルノー（サンデロ、ダスター、ロガン）等
日産 ブラジル レゼンデ工場（Nissan do Brasil Automoveis Ltda.） 日産のブラジル工場・2014年稼働（マーチ、ヴァーサ）予定
日産 ロシア アフトヴァズ アフトヴァズ・グループ本社/提携先: ルノー・日産
日産 ロシア トリヤッチ工場 アフトヴァズの工場: アルメーラ、ラーダ（グランタ&サマラ&プロイラ等）、ルノー・ロガン等
日産 ロシア イジェフスク工場 アフトヴァズ傘下イズアフトの工場: ラーダ各車、ルノー（メガーヌ＆セニック等）
日産 ロシア サンクトペテルブルク工場（ニッサン・マニュファクチャリング・ロシア） 日産のロシア工場: ティアナ、アクストレイル、ムラーノ等
日産 インド ルノー・ニッサン・オートモーティブ・インディア（RNAIPL） ルノーと日産の合弁会社
日産 インド オラガダム工場 ルノー・日産の工場: マイクラ、サニー・エヴァリア、ルノー（フルーエンス&コレオス等）
日産 インド ホスール工場 アショック・レイランドの工場: エンジン等
日産 インド エンノール工場 アショック・レイランドの工場: エンジン、ギヤボックス、アクセル等
日産 インド ピライパッカム工場（アショック・レイランド・ニッサン・ヴィークルズ） 日産とアショック・レイランドの合弁会社: 小型商用車
日産 インド マネサール工場 スズキの工場: SX4、スイフト、デザイア、日産ピクソ等
日産 中国 日産(中国)投資有限公司 日産の中国統括拠点
日産 中国 東風新疆汽車有限公司 東風日産・商用車工場: 東風ブランド商用車等
日産 中国 常州東風汽車有限公司 東風日産LCV工場: 東風ブランドの商用車等
日産 中国 鄭州日産汽車有限公司 鄭州日産（東風・日産ブランド）工場: NV200、パラディン、ピックアップ車、東風車等
日産 中国 鄭州日産汽車有限公司（第1工場） 鄭州日産・第1工場: パラディン、キャブスター、ZN6494、D22等
日産 中国 鄭州日産汽車有限公司（第2工場: 東風日産鄭州工場） 鄭州日産・第2工場: NV200、キャシュカイ、エクストレイル等
日産 中国 東風汽車有限公司 日産と東風汽車の合弁会社
日産 中国 東風専用汽車有限公司 東風日産・専用車工場: 特殊車、架装車
日産 中国 東風日産乗用車公司・襄陽工場 東風日産・乗用車部門襄陽工場: ティアナ、ムラーノ
日産 中国 東風汽車股份有限公司汽車分公司 東風汽車股份LCV工場: 車体、フレーム等
日産 中国 東風商用車公司 東風日産・商用車部門第1工場/提携先: UDトラックス等
日産 中国 東風商用車公司（新工場） 東風日産・商用車部門第2工場:重型トラック
日産 中国 東風汽車有限公司・東風客車公司 東風日産のバス工場
日産 中国 東風客車底盤有限公司 東風日産バス会社の傘下
日産 中国 東風軽型発動機有限公司 東風日産エンジン工場
日産 中国 東風日産乗用車公司 (=東風汽車有限公司・東風日産乗用車公司) 東風日産乗用車の広州工場: ティーダ、シルフィ、マーチ、ラヴィダ等
日産 中国 東風日産乗用車公司・第1エンジン工場 東風日産第1エンジン工場: VQエンジン等
日産 中国 東風柳州汽車有限公司 東風日産の乗用車・商用車メーカー/提携先: 三菱
日産 中国 東風汽車股份有限公司汽車二公司 東風汽車股份LCV第2工場
日産 中国 東風日産乗用車公司・大連工場 東風日産の大連工場: 日産ブランドの乗用車各車
日産 中国 東風日産乗用車公司・第2エンジン工場 東風日産第2エンジン工場: HR & QRエンジン
日産 南アフリカ ロスリン工場/ニッサン・サウスアフリカ リヴィナ、ティーダ、ルノー・サンデロ、フィアット・パリオ等
ホンダ ブラジル スマレー工場/Honda Automoveis do Brasil Ltda. ホンダのブラジル工場: シビック、フィット、シティ
ホンダ インド ホンダ・カーズ・インディア ホンダのインド子会社
ホンダ インド グレーター・ノイダ工場 シティ、アコード、シビック、ジャズ、ブリオ
ホンダ インド タプカラ工場 ボディパネル、エンジン部品
ホンダ 中国 本田技研工業(中国)投資有限公司 ホンダの中国統括拠点/提携先: 東風汽車・広州汽車
ホンダ 中国 東風本田汽車有限公司 ホンダと東風汽車の合弁メーカー: シビック、CR-V、エリシオン等 
ホンダ 中国 広汽本田汽車有限公司 ホンダと広州汽車の合弁会社
ホンダ 中国 広汽本田汽車有限公司・第1工場（黄埔工場） 広汽ホンダ第1工場: フィット、シティ、アコード等
ホンダ 中国 広汽本田汽車有限公司・第2工場（増城工場） 広汽ホンダ第2工場: アコード、オデッセイ、クロスツアー
ホンダ 中国 本田汽車(中国)有限公司 ホンダの合弁会社・広州輸出専用工場: ジャズ
ホンダ 中国 東風本田発動機有限公司 東風ホンダのエンジン工場
ホンダ 中国 本田生産技術(中国)有限公司 ホンダの金型工場
ホンダ 中国 本田汽車零部件製造有限公司 ホンダの佛山部品工場: トランスミッション、ドライブシャフト等
ホンダ 中国 東風本田汽車零部件有限公司 東風ホンダの部品工場: エンジン部品、足まわり部品
マツダ ロシア ウラジオストク工場/マツダ・ソレルス・マニュファクチャリング・ロシア マツダとソレルスの合弁会社: CX-5、マツダ6、ソレルス保有ブランド車
マツダ 中国 一汽轎車股份有限公司 一汽轎車・第1工場: マツダ5（プレマシー）、マツダ6、マツダ8（MPV）等
マツダ 中国 馬自達(中国)企業管理有限公司 マツダの中国統括拠点/提携先:長安汽車・ 第一汽車・ 海馬投資
マツダ 中国 長安馬自達汽車有限公司 長安汽車とマツダの合弁メーカー: マツダ2、マツダ3、フォード・フィエスタ等
マツダ 中国 長安福特馬自達発動機有限公司 長安フォード・マツダのエンジン工場: ガソリンエンジン各種
マツダ 中国 長安福特汽車有限公司 長安汽車とフォードの合弁メーカー: クーガ、フォーカス、モンデオ、ボルボS80L等
マツダ 南アフリカ シルバートン・アッセンブリ工場 フォードの南アフリカ工場: フォード・レンジャー、マツダBT-50
三菱 ブラジル カタラン工場/MMC Automotores Do Brasil S.A. 三菱のブラジル工場: パジェロ・シリーズ等
三菱 インド ヒンドゥスタン・モーターズ 三菱が提携するインドのメーカー: 乗用車、各種商用車
三菱 インド チェンナイ工場 ヒンドゥスタン・モーターズの工場: ランサー、パジェロ、アウトランダー等
三菱 中国 哈爾浜東安汽車発動機製造有限公司 三菱のエンジン&トランスミッションを生産
三菱 中国 瀋陽航天三菱汽車発動機製造有限公司 三菱のエンジン&トランスミッションを生産
三菱 中国 菱発汽車技術諮詢（上海）有限公司 三菱の中国研究開発拠点/提携先: 福建汽車工業・広汽長豊汽車
三菱 中国 東南（福建）汽車工業有限公司 福建汽車・中華汽車・三菱の合弁工場（提携先: クライスラー）: ギャラン、ランサー等 
三菱 中国 広汽長豊汽車股?有限公司 長豊汽車・永州工場: 三菱モデルも生産
三菱 中国 広汽三菱汽車有限公司 広州汽車集団と三菱自の合弁会社: RVR等
三菱 南アフリカ イースト・ロンドン工場/メルセデス・ベンツ・サウスアフリカ メルセデス・ベンツ南アフリカの工場: メルセデスCクラス、三菱コルト、各ブランドトラック等
スバル 中国 斯巴魯汽車(中国)有限公司 富士重の中国統括拠点
スバル 中国 青島中集環境保護設備有限公司 富士重と提携: ゴミ収集車
スバル 中国 江蘇悦達塩城施拉機製造有限公司 富士重と提携： 農業用トラクター
スズキ ブラジル ゴイアス工場 SVBアウトモトーレス社の工場: ジムニー
スズキ インド マルチ・スズキ・インディア社 スズキのインド子会社
スズキ インド グルガーオン工場 マルチ・スズキの工場: アルト800、エルティガ、イーコ、ワゴンR、リッツ等
スズキ インド マネサール工場 マルチ・スズキの工場: スイフト、SX4、Aスター等
スズキ インド メーサナ工場 マルチ・スズキの工場（2015年稼働予定）
スズキ インド マネサール工場/スズキ・パワートレイン・イディア ディーゼルエンジン、M/T
スズキ 中国 鈴木(中国)投資有限公司 スズキの中国統括拠点/提携先: 長安汽車
スズキ 中国 江西昌河鈴木汽車有限公司 スズキと昌河汽車の合弁工場: ランディ等
スズキ 中国 重慶長安鈴木汽車有限公司 スズキと長安汽車の合弁工場: スイフト、SX4、エンジン、エンジン主要部品等

※マークラインズ調べ。一部抜粋。

■BRICS地域の日本メーカー製造拠点一覧
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としてピックアップトラックの需要が高く、市場シェ

アの約半数を占める。そこにエコカーが追い風とな

り、2012年全需は前年比80％と急増し、過去最高

の143万台に達した。

　またタイはこれまで、日本車メーカーにとって、新

興国と発展途上国向けの輸出基地として成長して

きた。日本車メーカー各社はバンコク周辺に製造拠

点があり、トヨタが3拠点を持つほか、ホンダ、日産、

三菱、マツダ、スズキ、いすゞ が進出している。　今

後、RCEPという新しい枠組のなかで、部品や完成

車の相互補完が進み、アジアの自動車生産の中心

としての重要度が高まることは間違いない。

　ASEAN域内でタイを追うのが、インドネシアだ。

強みは内需だ。人口はタイの3.6倍、日本の約2倍

で、世界第4位の約2億4000万人にのぼる。近年

のASEAN全体の経済成長に後押しされ、前年比

25％増の2012年の全需は111万6000台に達し

た。

　特徴としては、市場シェア52.2％の58万台が3

列シートの小型ミニバンであることだ。主力モデル

は、ダイハツ・ゼニアとその兄弟車トヨタ・アバンザ。

ヒットの理由は両社がインドネシア市場に特化して

商品開発したことだ。今後同国は内需を拡大させ

ながら、タイのような輸出拠点を目指す。

　メキシコの場合、人口約1億1400万人。だが貧

富の差が激しく、また昨年は干害による庶民生活の

影響も重なり、内需は伸びない。一方、メキシコはア

メリカ向けの重要生産拠点だ。2012年の総生産

台数は前年比12.8％増の288万5000台と過去

最高を記録した。日本車メーカーでは、日産、ホンダ、

トヨタが稼働しており、2013年にはマツダが進出。

　尚、対ブラジルへの輸出規制については、各メー

カーの項で詳しく触れる。
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メーカー 国 拠点名 生産モデル等
トヨタ 台湾 國瑞汽車股份有限公司 トヨタの台湾子会社
トヨタ 台湾 中壢工場 國瑞汽車の工場/カローラ
トヨタ 台湾 觀音工場 國瑞汽車の工場/ヤリス、ウイッシュ、カムリ、日野車等
トヨタ タイ サムロン工場 日野のタイ・サムロン工場/トヨタIMV用部品も生産
トヨタ タイ トヨタ・モーター・タイランド（TMT） トヨタのタイ子会社
トヨタ タイ サムットプラカーン工場 トヨタのサムロン工場: ハイラックス・ヴィーゴ、フォーチュナー、樹脂成形部品等
トヨタ タイ チャチューンサオ（ゲートウェイ）工場 トヨタのゲートウェイ工場: プリウス、カムリ、カローラ、ウイッシュ、ヤリス等
トヨタ タイ チャチューンサオ（バンポー) 工場 トヨタのバンポー工場: ハイラックス・ヴィーゴ、フォーチュナー
トヨタ タイ サムットプラカーン工場/トヨタ・オート・ワークス (TAW) トヨタ車体のタイ工場: ハイエース等
トヨタ タイ サムットプラカーン工場/トヨタ・オート・ボディ・タイランド トヨタのタイ部品工場: プレス部品、フューエルタンク、金型
トヨタ タイ チョンブリ工場/サイアム・トヨタ・マニュファクチャリング（STM） トヨタのタイ部品工場: エンジン、プロペラシャフト等
トヨタ マレーシア ラワン工場 プロデュアの工場: ダイハツベースモデル、トヨタモデルも生産
トヨタ マレーシア シャー・アラム工場/Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB) カムリ、ハイラックス、イノーバ、フォーチュナー、カローラ、ダイハツ&日野商用車等
トヨタ インドネシア ジャカルタ工場 ダイハツのジャカルタ工場、トヨタモデルも生産
トヨタ インドネシア プルワカルタ工場/日野モーターズ・マニュファクチャリング・インドネシア 日野のインドネシア工場、トヨタモデルも生産
トヨタ インドネシア トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インドネシア（TMMIN） トヨタのインドネシア生産子会社
トヨタ インドネシア ジャカルタ工場 トヨタのジャカルタ工場: キジャン、エンジン、プレス部品等
トヨタ インドネシア カラワン工場 トヨタのカラワン工場: フォーチュナー等
トヨタ インドネシア ブカシ工場/ スギティー・クリエーティブス トヨタ車体のインドネシア子会社: 樹脂部品、ダイナ等
トヨタ ベトナム メリン・ビンフー工場/トヨタ・モーター・ベトナム トヨタのベトナム工場
トヨタ パキスタン カラチ工場/インダス・モーター トヨタの関連会社: カローラ、ハイラックス
トヨタ フィリピン トヨタ・モーター・フィリピン（TMP） トヨタのフィリピン関連会社
トヨタ フィリピン ビクタン工場 トヨタのビクタン工場
トヨタ フィリピン サンタ・ローザ工場 トヨタのサンタ・ローザ工場: イノーバ、ヴィオス等
トヨタ フィリピン サンタ・ローザ工場/トヨタ・オートパーツ・フィリピン（TAP） トヨタのフィリピン部品工場: 等速ジョイント、M/T
トヨタ アルゼンチン サラテ工場/トヨタ・アルゼンチン（TASA） トヨタのアルゼンチン工場: ハイラックス、フォーチュナー
トヨタ ベネズエラ クマナ工場/Toyota de Venezuela Compania Anonima (TDV) トヨタのベネズエラ工場: カローラ、ハイラックス、フォーチュナー、ダイハツ・テリオス
トヨタ トルコ サカリヤ（アダパザル）工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・トルコ（TMMT） カローラ、ヴァーソ、オーリス
トヨタ ポーランド ヴァウブジフ工場/トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ポーランド（TMMP） エンジン、トランスミッション等
トヨタ ポーランド イェルチ・ラスコビツェ工場/トヨタ・モーター・インダストリー・ポーランド（TMIP） ディーゼルエンジン等
トヨタ チェコ コリーン工場/トヨタ・プジョー・シトロエン・オートモービル・チェコ（TPCA） アイゴ、プジョー107、シトロエンC1
トヨタ オーストラリア アルトナ工場/トヨタ・モーター・コーポレーション・オーストラリア（TMCA） トヨタのオーストラリア工場: カムリ、カムリ・ハイブリッド等
トヨタ エジプト カイロ工場/アラブ・アメリカン・ヴィークル トヨタの車両組立委託先: フォーチュナー
日産 韓国 釜山工場 ルノー三星の工場: 日産ベースモデル
日産 台湾 裕隆汽車製造股份有限公司 裕隆汽車グループ本社/提携先: 日産
日産 台湾 三義工場 裕隆汽車製造の工場/マーチ、ティアナ、グランド・リヴィナ等
日産 タイ レムチャバン工場 三菱のタイ工場: ランサー、日産ナヴァラ等
日産 タイ サムットプラカーン工場 タイ日産の工場: マーチ、アルメーラ、ティアナ、シルフィ等
日産 タイ ニッサン・モーター・タイランド 日産のタイ子会社
日産 タイ サムットプラカーン工場/ニッサン・パワートレイン・タイランド 日産のタイ・エンジン工場
日産 マレーシア タンチョン・モーター・アッセンブリーズ 提携先：日産、ルノー、UDトラックス、富士重工 
日産 マレーシア クアラルンプール工場 タンチョンの工場: エクストレイル、セントラ、ティアナ、NV200等
日産 マレーシア スランゴール工場 タンチョンの工場: ラティオ、グランド・リヴィナ、シルフィ、アルメーラ等
日産 マレーシア コタキナバル工場 タンチョンの工場: 乗用車
日産 インドネシア ニッサン・モーター・インドネシア 日産のインドネシア子会社
日産 インドネシア プルワカルタ工場 日産のインドネシア工場: マーチ、ジューク、エクストレイル、テラノ、リヴィナ等
日産 ベトナム ハノイ工場/ベトナム・モーター・コーポレーション（VMC） VMCの工場、力帆、奇瑞、日産モデルを生産
日産 フィリピン サンタ・ローザ工場/ニッサン・モーター・フィリピン 日産と裕隆汽車のフィリピン合弁工場: グランド・リヴィナ、エクストレイル等
日産 フィリピン マカティ工場/スター・モーター・マニュファクチャリング・インダストリーズ ユニバーサル・モーターズの子会社: フロンティア、テラノ等
日産 オーストラリア ダンデノング工場/ニッサン・キャスティング・オーストラリア 日産のオーストラリア部品工場: アルミ鋳造部品
日産 エジプト ニッサン・モーター・エジプト 日産のエジプト工場: エクストレイル、サニー等
ホンダ 台湾 台湾本田汽車股份有限公司　 ホンダの台湾子会社
ホンダ 台湾 屏東工場 ホンダの台湾工場: アコード、CR-V、シビック、フィット等
ホンダ タイ ホンダ・オートモービル・タイランド ホンダのタイ子会社
ホンダ タイ アユタヤ工場 ホンダのアユタヤ第1工場: ブリオ、シティ、ジャズ、エンジン等
ホンダ タイ アユタヤ第2工場 ホンダのアユタヤ第2工場: アコード、シビック、CR-V
ホンダ タイ プラチンブリ工場 2015年稼動開始（小型車生産）予定
ホンダ タイ アユタヤ工場/アジアン・パーツ・マニュファクチャリング（APM） ホンダのタイ部品工場: 補修用板金部品
ホンダ マレーシア ペゴー工場/ホンダ・マレーシア ホンダのマレーシア工場: アコード、シビック、シティ、CR-V、ジャズHV
ホンダ インドネシア カラワン工場/ホンダ・プロスペクト・モーター ホンダのインドネシア工場: CR-V、ストリーム、ジャズ、フリード、ブリオ等
ホンダ インドネシア ブキット・インダ工場/ホンダ・プレシジョン・パーツ・マニュファクチャリング ホンダの部品工場: 変速機、エンジンバルブ
ホンダ ベトナム メリン・ビンフー工場/ホンダ・ベトナム ホンダのベトナム工場: シビック、アコード、CR-V
ホンダ パキスタン ラホール工場/ホンダ・アトラス・カーズ・パキスタン ホンダのパキスタン工場: シティ、シビック
ホンダ フィリピン サンタ・ローザ工場/ホンダ・カーズ・フィリピン ホンダのフィリピン工場: シティ、シビック
ホンダ フィリピン サンタ・ローザ工場/ホンダ・パーツ・マニュファクチャリング ホンダのフィリピン部品工場: M/T、燃料タンク、バルクヘッド等
ホンダ アルゼンチン カンパーニャ工場/ホンダ・モーター・アルゼンチン ホンダのアルゼンチン工場: シティ
マツダ 台湾 中壢工場 福特六和汽車の工場: マツダ3、マツダ5、フォード・フィエスタ、フォーカス等
マツダ タイ オート・アライアンス・タイランド（AAT） フォードとマツダの合弁会社
マツダ タイ ラヨーン工場 AATのタイ第1工場: フォード・レンジャー、マツダBT-50等
マツダ タイ ラヨーン工場（第2工場） AATのタイ第2工場: マツダ2、マツダ3、フォード・フィエスタ
マツダ タイ チョンブリ工場/マツダ・パワートレイン・マニュファクチャリング・タイランド（MPMT） マツダの変速機工場（2015年度上半期稼動開始予定）
マツダ マレーシア クリム工場/イノコム・コーポレーション イノコムの工場: 現代、BMW、ランドローバー、マツダ車も生産
マツダ マレーシア マツダ・マレーシア マツダのマレーシア子会社
マツダ インドネシア ブカシ工場/ナショナル・アセンブラー ナショナル・アセンブラーの工場、マツダ、奇瑞、長城、VWモデルを生産
マツダ ベトナム クアンナム工場/ ヴィナ・マツダ・オートモービル・マニュファクチャリング マツダのベトナム工場: マツダ2、マツダ3
マツダ フィリピン サンタ・ローザ工場/フォード・フィリピン フォードのフィリピン工場: エスケープ、マツダ・トリビュート、マツダ3等
マツダ コロンビア サンタフェ・デ・ボゴタ工場/コンパニア・コロンビアナ・アウトモトリス マツダのコロンビア工場: マツダ2、マツダ3等
マツダ エクアドル キト工場/マヌファクトゥラス・アルマドゥリアス・イ・レプエストス・エクアトリアノス（MARESA） BT-50
三菱 台湾 中華汽車工業股份有限公司 中華汽車グループ本社/提携先: 三菱、三菱ふそう
三菱 台湾 楊梅工場 中華汽車の工場: アウトランダー、コルト・プラス、ランサー等
三菱 台湾 新竹工場 中華汽車工業の工場: 三菱ふそうモデルを生産
三菱 タイ ミツビシ・モーターズ・タイランド 三菱のタイ子会社
三菱 タイ レムチャバン工場 ランサー、スペースワゴン、ミラージュ、日産ナヴァラ、パワートレイン等
三菱 タイ チョンブリ工場/ミツビシ・モーターズ・タイランド・エンジン 三菱のタイ・エンジン工場
三菱 マレーシア シャー・アラム工場 プロトンの工場/三菱ベース車も生産
三菱 インドネシア Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) 提携先: 三菱、三菱ふそう
三菱 インドネシア ジャカルタ工場/Krama Yudha Ratu Motors (KRM) KTBの車両組立委託先: アウトランダースポーツ（RVR）、コルト等
三菱 インドネシア タンブン工場 スズキのインドネシア工場: ランサー・ベースモデル等
三菱 ベトナム ディーアン・ビンズオン工場/Vina Star Motors Corp. パジェロ・スポーツ、グランディス、キャンター等
三菱 フィリピン バタンガス工場/ミツビシ・モーターズ・フィリピン ランサー、アドベンチャー、キャンター等
三菱 フィリピン カランバ工場/アジアン・トランスミッション・コーポレーション 三菱のフィリピン部品工場: M/T、ギヤ、エンジン、アクスル
三菱 ベネズエラ バルセロナ工場/ MMCアウトモトリス 三菱のベネズエラ工場: ランサー、ヒュンダイ・エラントラ等
スズキ タイ ラヨーン工場/スズキ・オートモービル・マニュファクチャリング・タイランド スズキのタイ工場: スイフト
スズキ マレーシア ペカン工場/ハイコム・オートモーティブ・マニュファクyチャラーズ・マレーシア（AMM） ハイコムの工場:スイフト、VW（ポロ&パサート&ジェッタ）
スズキ インドネシア PT Suzuki Indomobil Motor スズキのインドネシア子会社
スズキ インドネシア タンブン工場 スズキのインドネシア工場: エルティガ、SX4等
スズキ インドネシア チャクン工場 スズキのインドネシア・パワートレイン工場
スズキ ベトナム ロンビン工場/ベトナムスズキ スズキのベトナム工場: スーパーキャリー等
スズキ パキスタン カラチ工場/パックスズキ・モーター スズキのパキスタン工場: スイフト、カルタス、リアーナ等
スズキ エクアドル キト工場/GMエクアドル GMとの合弁工場: シボレー・アヴェオ、グランドビターラ等
スズキ ハンガリー エステルゴム工場/マジャールスズキ スイフト、SX4、スプラッシュ、フィアット&オペル&ヴォグゾールモデル等
スズキ エジプト スズキエジプト スズキのエジプト工場: スーパーキャリー
ダイハツ マレーシア プロドゥア・マニュファクチャリング プロドゥア・グループ本社/提携先: ダイハツ、トヨタ
ダイハツ マレーシア ラワン工場 プロドゥアの工場: ダイハツ・ベースモデル、トヨタ・モデルも生産
ダイハツ マレーシア シャー・アラム工場/Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB) トヨタ・カムリ、ハイラックス、フォーチュナー、ダイハツ&日野商用車等
ダイハツ インドネシア アストラ・ダイハツ・モーター（ADM） ダイハツのインドネシア子会社
ダイハツ インドネシア ジャカルタ工場 ダイハツのジャカルタ工場/セニア、テリオス、トヨタ・ラッシュ等
ダイハツ インドネシア カラワン工場 ダイハツのカラワン・エンジン工場
ダイハツ インドネシア カラワン工場 ダイハツのカラワン工場/乗用車
ダイハツ ベネズエラ クマナ工場/Toyota de Venezuela Compania Anonima (TDV) トヨタのベネズエラ工場/トヨタ（フォーチュナー&カローラ等）、ダイハツ・テリオス

※マークラインズ調べ。一部抜粋。

■その他地域の日本メーカー製造拠点一覧
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生産
国内販売 輸出

総生産 国内生産 海外生産
台数 前年比（％） 台数 前年比（％） 台数 前年比（％） 台数 前年比（％） 台数 前年比（％）

トヨタ 873万6529 126.1 349万2913 126.6 524万3616 125.8 169万2228 140.9 194万5688 124.0
日産 488万9379 105.5 114万8265 103.2 374万1114 106.3 65万9756 111.6 67万4580 94.2
ホンダ 411万0857 141.3 102万9313 144.8 308万1544 140.2 74万5165 148.0 21万4562 91.3
スズキ 289万3602 106.2 106万1863 111.8 183万1739 103.1 67万3139 121.7 19万6030 78.7
ダイハツ 119万2439 119.9 77万4406 127.0 41万8033 108.7 67万7200 123.5 9752 44.9
マツダ 118万9283 102.0 84万5550 104.0 34万3733 97.6 21万8359 114.9 67万1790 103.3
三菱 110万9731 104.2 51万5168 85.4 59万4563 128.8 14万0487 95.2 36万6248 83.6
スバル 75万3320 129.8 56万8537 135.8 18万4783 114.3 17万7715 112.0 37万9356 127.0

※各メーカー発表値。

※トヨタ発表。上位 10 事業体を掲載

■2012年期　メーカー別実績

トヨタ2012年11月期・海外事業体別生産実績
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生産量の多い順に、タイが7万9452台、カナダが4万6801台、米ケンタッ
キーが3万4435台、中国・天津が2万9369台、米インディアナが2万5123
台、米テキサスが1万8610台、南アフリカが1万6108台、台湾・国瑞が1万
5567台、イギリスが1万5250台、そして中国・広州が1万4827台。

Section 03

日本メーカー各社の動き
今後も新興国、あるいは発展途上国にも注力するメーカーがほとんどだ。
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■トヨタ
北米再生、東南アジア順調で
世界一返り咲き
　2000年代に入ってから、トヨタの外需拡大路線は
凄まじかった。90年代末から2001年まで400万台
レベルだった総生産台数が2002年から毎年、急激に
上昇。2007年には853万台に達した。その要因は、
現地生産化の促進だ。
　現在、トヨタの海外生産拠点は50カ所だ。そのう
ち、2002〜2007年に稼働開始したのは北米4カ所、
欧州5カ所、中国5カ所、インドネシア1カ所の合計
15拠点もある。また、その準備とも受け取れるように、
98〜99年には合計7拠点が新設されている。これは
まさに、パラダイムシフトに対応した動きだ。
　筆者はこの期間に、トヨタ海外拠点の多くを現地取
材した。そのなかで、広州トヨタ幹部がこんなことを
言っていた。「欧米、そして他の日系に比べて、我々
は中国市場に対して明らかにコンサバだった。だが一
旦、攻めの姿勢に入ると決めたからには、様々な武器
を持って対応しなければならない」
　その武器とは、組立工場敷地とサプライヤーパーク
を合体させ、部品をトラム輸送すること。さらには、
ディーラーでの顧客情報が生産現場に直結する情報
管理システムなどだ。

　2008年のリーマン・ショック、プリウスの急加速問
題、東日本大震災、タイの大洪水と立て続けに大きな
壁にぶつかったトヨタ。経済メディアからは、トヨタの
急拡大路線の見直しが囁かれた……。
　そして2013年1月末、新聞各紙やテレビの経済
ニュースは、“トヨタ世界一へ返り咲き”と大きく報じ
た。ダイハツ、日野を含むトヨタ・グループ全体で、
2012年の世界総生産台数は990万9440台（前年
比126.1%）でトップに立った。
　2位は、GMグループ（キャデラック、シボレー、ビュ
イック、GMC、ホールデン、いすゞ、オペル、ボグゾー
ル、宝駿汽車、解放、上汽通用五菱）の928万8277
台。3位はVWグループ（VW、アウディ、シュコダ、セ
アト、ポルシェ）の約907万台だった。トヨタ単独では、
総生産が873万6529台で、国内生産が349万
2913台（うち48.4％が国内販売）、海外生産が524
万3616台である。

新興国の拡張と北米の現人化
　海外生産の拠点別の内訳は公開されていない。参
考資料として、同社社内報クリエイション2013年1
月号掲載の、2012年11月単月の海外事業体別生産
実績をご紹介しておく。
　同図のように、タイの伸びが大きい。これは、内需と
輸出で、IMV（インターナショナル・マルチパーパス・

ヴィークル）の生産が増えたからだ。
他社が販売好調のタイ政策「エコ
カー」については、今年3月のバンコ
クモーターショーで、エティオス・ベー
スと思われる新型車を発表する予定
だ。
　中国では11月の時点では、反日運
動の影響で前年比50％台に低迷。年
を超え、状況は徐々に改善している。
　この他、北米市場の回復に期待が
かかる。だが、
トヨタの北米事業幹部は「経済情勢に
先行き不透明なファクターが多く、市
場回復はスローになるだろう。それに
合わせて、生産計画を徐々に見直し
ていきたい。（2000年代の）急拡大
路線で様々な学習をしているので
……」と語る。
　拡大、試練、学習を重ねたトヨタは、
さらなる底力をつけたようだ。

■日産

米中日を軸足に、
新規需要獲得に積極的
　“親方日の丸”気分だった。本社の銀座族と生産現
場との温度差も大きかった。
　バブル崩壊後、漂流していた日産にルノーがメスを入
れて早くも14年目。1999年の“リバイバルプラン”を軸
足に、日産のモノ造りは一気にグローバル目線になった。
現在の主力市場はアメリカ、中国、そして日本だ。
　アメリカでは2003年、フルサイズピックアップ参入
を機会にミシシッピ州キャントン工場が稼働。2006年
には西海岸にあった企画営業本部をテネシー州内の
スマーナ工場近くに移転。この時、「LAにある会社だ
から日産にいるだけ」という米国人たちがふるい落と
された。

メキシコ製造拡大へ
　2012年、アメリカでの販売実績は114万1656台

（前年比9.5％増）。このうち、自国内生産が64万
4695台で、この他日本からの輸入に加えて、メキシ
コからの輸入が増加。同国進出の自動車メーカーでは
最大の年産60万台に、2013年末に稼働予定のメキ
シコ第3工場の第一期で年産18万台が加わる。
　中国では、トヨタやホンダとは違い、合弁した地場
企業は東風汽車のみ。広州市花都の製造拠点には
R&Dも完備し、徹底的に中国人好みを探った。さら
に、独自のキャラバン隊を率いて、中国内陸部での自
前モーターショーを開催。日産は中国人のハートを掴
みはじめていった。
　2012年、中国での販売実績は118万1530台

（5.3％減）。9月の反日運動の影響はまだ残るが、トヨ
タ、ホンダを大きく凌ぎ、日本車ナンバーワンの座を
維持した。
　日本の製造拠点は、栃木、いわき、関東、愛知、九
州が役割分担し、年産100万台を維持を目指す。
　今後は、タイでの企画開発・製造を強化。トヨタの
IMV的な商材の量産化を急ぐ。

■ホンダ

北米をさらに強化。
キモはアジア大洋州
　元来、アメリカ依存が強いホンダ。2017年度、現
在の1.5倍となる世界生産600万台体制を目指す方
針だが、ここでもアメリカへの期待が大きい。
　この600万台のうち、先進国と新興国の割合は50
対50である。2012年アメリカでの販売総数はアキュ
ラを含めて155万台。シビックのビックマイナーチェ
ンジが奏功し売上げ順調。加えて、新型CR-Vが大化
けして初年度で28万台を記録した。　
　2014年以降は、先の北米国際自動車ショーで披露
した“アーバンSUV”こと、次期フィット・ベースの
SUVに期待がかかる。その生産拠点として、メキシコ
に第2工場を建設中だ。
　日本の生産拠点は、軽自動車とミニバンでのガラパ
ゴス化を目指し、輸出を大幅に抑制。軽は、鈴鹿工場
に事業部隊を集結。「軽での利益追求のため、製造人
員を減らし、工夫を凝らしコストを下げる。こうした取
り組みが、世界市場でのホンダ全体のモノ造りに活き
るはずだ（伊東孝紳社長）」
　中国では、広州汽車、東風汽車との二刀流を維持。
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ダイハツ・セニア

三菱アウトランダー

ホンダ・アーバンSUVコンセプト

2013年末の日本発売を皮切りにグローバルマーケットに展開
する見込み。とくに北米では2014年春から稼働するメキシコの
新工場で生産し同年内に発売する予定。

ロシア市場を得意とする三菱は先代に続きアウトランダーを現
地カルーガ工場で生産。新型は2012年12月から販売開始さ
れ、好評を博している。

2004年にトヨタと共同開発したインドネシア市場専用の7人乗
りコンパクトMPV。同国のアストラ・ダイハツ・モーターが生産。
2011年に現行型にモデルチェンジ。

089www.autocar.jp

2012年北京ショーで披露したコンセプトC、コンセプ
トSは中国で開発。競争環境が厳しくなるなか、徹底し
たR&D現地化を進める。
　ホンダの強みはアジア大洋州。タイ、フィリピン、マ
レーシア、ベトナム、インドネシア、さらにインドを含む
製造拠点で、部品相互補完体制が確立していること
だ。その中核のタイでは2015年に新工場が稼働し、
能力は現在の1.75倍の年産42万台へ。
　また同域内でも中国同様、R&Dを現地化。現在、タ
イでワールドコンパクトのブリオ・ベースのMPVを開
発中だ。

■マツダ

国内生産強化と
新興国展開とのバランス　
　マツダは全生産のうち71％が国内生産だ。アテン
ザはフォードとの北米合併製造の事業解消で、山口県
防府工場に移管している。

「ボディの合わせ等、日本の製造現場だからこそ、こ
の精度が出せた（同車開発主査）」
　中国では長安フォードとの合弁事業の見直しか？
　当初は、NAFTAでアメリカへ、メルコスール自動
車協定で南米向けの輸出拠点を目指し、本年中にデミ
オ、アクセラ生産開始のメキシコ。だが、南米主力市
場のブラジルが2012年3月、メキシコからの輸入急
増を嫌って、輸入制限を設けた。そのためマツダは事

業計画変更を迫られた。その結果、トヨタと2015年か
ら小型車製造で合意している。
　今後、フィアット（アルファ・ロメオブランド）向けス
ポーツカー、さらに欧米へのスカイアクティブのOEM
の可能性を秘める。

■三菱

アジア最優先と
ロシアへの期待
　国内と海外の生産比率は、46対54。日本の生産の
うち、内需は約3割。海外生産のうち7割強がタイに
集中する。タイ生産約43万台のうち、内需が42％、
輸出が58％。こうした日本、タイの二極生産・輸出拠
点を今後も維持。タイは新興国向けのマザー工場とし
て、R&Dも強化する予定だ。
　ロシアは三菱の得意分野。2000年代半ばのラン
サー・ブームで基盤を作った。2010年、フランスPSA
向け生産を含み、稼働開始のカルーガ工場で2012
年12月、新型アウトランダーの生産を開始した。
　課題は販売不振が続く北米市場。製造については
近年中、なんらかの経営判断が予測される。

■スバル

限らせた経営資源で、
日本製強調とブランド戦略
　商品ラインアップが限られるなか、北米至上主義と
も言える思い切った商品企画路線が成功。
　軽自動車と風力発電からの撤退、トヨタからの資本
参加等、大胆な経営手法。中国や新興国での生産に
対しては慎重な姿勢だ。

■スズキ

選択と集中。
米を捨てインド最優先
　大英断だった。2012年11月、北米四輪製造・販売
事業から完全撤退を発表。経営資源をインド、日本、そ
してアジア・中欧の新興国へ集中させる。
　とくにインドでは暴動が起こったが、2012年販売
総数が日本の1.58倍の106万3599台に達した。
2015〜2016年、インド西部のグラジャード州で新工
場が稼働する。これによりインドでの生産能力は年間
200万台が見込まれている。
　日本では、2012年販売総数67万3139台のうち、
軽自動車が87％を占める。主力のワゴンRが好調だ
が、ホンダN BOXの台頭、日産・三菱共同開発の軽の
量産開始などで今後、競争環境は厳しさ増す。
　また1月末、ミャンマーに子会社を設立。今年5月か
らはキャリーを生産開始。インド、ハンガリーへの早期
進出での成功体験、その再現を狙う。

■ダイハツ

ダイハツ九州を軸に、
新興国で可能性増す
　“世界一のスモールカーメーカーの実現”。国内生
産の約6割を担う、ダイハツ九州・大分県中津工場に
掲げられたスローガン。海外では、インドネシア向け
開発し、現地生産するセニアが爆発的な人気を博して
いる。


