
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

前号から3号に渡ってお届けしている特別企画、日本車メーカー大研究。
海外市場の動向を含め日本の主要8メーカーの現状を確認した前編に続き、

今回は中編として現在、日本のメーカーが考えなければならない将来に向けての課題を、
外国メーカーの取り組みとの比較などから探ることで、5年後、

そして20年後に直面するであろう問題点を浮き彫りにし対応策を考えてみたい。
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中編: 5年後、そして20年後を占う
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　どこで、どんなモノを、誰がどのように造り、それ

をどこでどう売れば良いのか？

　大きな時代変革のなかで、日本車メーカーは思

い悩んでいる──。

　本特集前編では世界市場での日本車メーカーの

製造の実態を紹介した。そのなかで、先進国から新

興国へのパラダイムシフト（市場の変移）が大きな

影響を及ぼしていることをわかって頂けたはずだ。

　さて自動車産業界にはあとふたつ、大きな変革

の波が押し寄せている。ひとつはパワートレインの

エレクトリフィケーション（電動化）。もうひとつはテ

レマティクス（情報通信との融合）だ。

　これら3つが複雑に絡み合うため、自動車メー

カーは今後の事業戦略の立案で日々悩んでいる。

　だが、実は自動車産業界にはもっと根の深い大

きな問題がある。

　それはクルマという商品の“ネタ枯れ”だ。

　例えばエクステリアデザインでは、クーペ、ハッ

チバック、セダン、SUV、ピックアップトラックという

王道に対して、それら隙間を埋めるクロスオーバー

が2000年代に入り急増した。だが新しいセグメン

トの発想もそろそろ限界だ。

　パワートレインでは、最高出力1000馬力、最高

速度350km/h、0-100km/hは3秒など、人間の

肉体的な面、さらにタイヤのトラクション性能など

で、商品としての限界に達している。

　燃費、排気ガス規制、CO₂規制についても、エン

ジンの小型化、シリンダー内燃焼への見直しでの

対応は、重箱の隅をつつくような段階。マツダ・スカ

イアクティブのような斬新な発想はあるものの、内

燃機関としての基本的概念のなかでは、そろそろ

限界の領域だ。そのため電動化への依存度が徐々

に高まってきている。とはいえ、詳しくは後述する

が、電動化への転換も思うように進んでいない状

況だ。

　1800年代に自動車が誕生して120余年。自動

車産業は成熟期となり、そのなかで日本車メーカー

は、これからのクルマ造りに対して悩んでいるの

だ。

　「（欧米メーカーよりも）高性能、高品質の自動車

を造れば必ず売れる」。日本車メーカーが長年信じ

てきた、この“成功の法則”はもう通用しないのだ。

　

　歴史を振り返れば、日本の自動車産業の実質的

な基点は、1935年8月に閣議決定された「自動車

工業確立ニ関スル件」である。国内自動車生産事

業は、日本人が株式の過半数を持つ企業に限定さ

れた。海外からは保護主義とも受け取られかねな

い強引な動きだ。これにより、明治から大正にかけ

て日本自動車市場を掌握していたフォード、GMは

日本国内製造の中止を余儀なくされた。

　その後、第一次、第二次世界大戦等への軍需に
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①日本ガラパゴス終焉で、
　ワールドカー時代へ突入

これまで当たり前だったクルマの造り方や売り方、
そして使い方は今後、大きく舵を切ることになりそうだ。
その要因を現状から分析・予想してみる。

スズキ・エルティガ（インド・インドネシア）
2012年4月にインドで発売開始。全長4265mm×全幅
1695mmのボディに3列7人乗りのキャビンを組み合わせる。同
社はライフ・ユーティリティ・ヴィークルと呼ぶ。

トヨタ・エティオス（ブラジル・インド・南アフリカ等）
2010年からインドで生産を開始し、2012年には南アフリカに輸
出を開始。さらに同年8月にはブラジルに生産拠点を設け、同国
向けの車両を生産・販売。

ダイハツ・セニア（インドネシア）
トヨタと共同開発した7人乗りMPV。セニアはジャカルタで生産さ
れる同国専用車。姉妹車となるトヨタ・アヴァンザは東南アジア、中
近東、アフリカ等でも販売。

ホンダ・フィット・ツイスト（ブラジル）
車名のとおりフィットをベースとした派生モデル。ブラジル市場専
用。2012年10月のサンパウロ・ショーで披露され、同年11月に
市場投入された。

海外生産する仕向地用日本メーカー車（一部抜粋）
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より、日本車メーカーの基礎技術が磨かれる。そし

て戦後、所得倍増政策が高度成長期を産み、60年

代に入ると自動車産業は日本経済のド真ん中、経

済活動の花道を歩み出す。70年代、米マスキー法

やオイルショックへの対応で低公害車の開発が進

む。80年代、北米など海外生産拠点増加。日本国

内はバブル期へ。90年代後半から2000年代は北

米SUVバブル、新興国への進出と、時代は流れて

きた。

　そして自動車はいま、一般消費財として成熟して

しまった感がある。

　クルマ造りだけでなく、製造、販売を含めた自動

車産業全体が“大きな次の段階”へ移行しなければ

ならない時期に来ていることは明白だ。

　ではこれから先、一体ナニが起こるのか？

　日本車メーカーがいまから5年後、そして20年

後に直面するであろう具体的な事例をあげて、そ

の対応策を考えてみたい。

　日本再生のカギは超小型モビリティだ。

　2018〜2020年、日本市場では軽自動車とミニ

バンの売り上げが落ち、新しいトレンドが始まる。

　その理由は、輸入日本車の増加だ。

　具体的には、次々期ホンダ・フィット、次期トヨタ・

エティオスとそれらをベースとした、SUVやMPV

（マルチパーパスヴィークル）等だ。これらは、A/B

セグメントのワールドカーである。

　2018年に至るまでの経緯はこうなる。

　2013年時点で、日本車メーカーの国内生産目

標は、トヨタで300万台、日産とホンダで100万台

の維持だ。しかし、ふたつの経済連携の枠組によっ

て、事態は急変する。ひとつは2012年11月に締

結された中国、韓国、アジア大洋州（ASEAN、イン

ド、オセアニア）を巻き込んだ東アジア圏での経済

協定RCEP（アールセップ）。もうひとつは2013年

2月、日本が事実上の参加を表明したTPP（環太平

洋パートナーシップ）だ。これらが段階的に実効され

ることで、完成車と自動車部品の物流が変わる。

　この流れと同時期に日本の全需の下げが続く。

ファンダメンタルズ（基本要因）としては、少子高齢

化、自動車の耐久性向上による買い替え需要の減

少、LRT（路面電車）などの新交通システムによる

都市交通整備での自動車需要の減少などだ。

　日本車メーカーはガラパゴス化が進む日本市場

に対してこれまで、軽自動車とミニバンに特化する

ことで食い凌いできた。しかし、上記要因が複合す

ることで、日本生産体制の見直しが必須となる。

　各社が2015〜2017年に公開する中期経営計

画のなかでは、国内生産拠点の整理統合、海外か

らの完成車輸入の拡大が明記されるだろう。モデ

ルサイクル（6年）として考えると、エティオスの主

要新興国販売から6年目が2018年、次期フィットの

先進国発売が2014年から6年目で、2020年だ。

　

　完成車輸入というと、現行ではタイからの日産

マーチと三菱ミラージュがある。両車について、多く

の自動車評論家が「東南アジアで売れるクルマを

日本市場に適合させるのは無理がある」と手厳しい

評価を下す。だが、これらの次期モデルでは、部品

の質も上がり、日本市場でも人気を得られるワール

ドカーに成長するはずだ。さらには日本の消費者の

小型車に対する意識が、“安かろう悪かろう”ではなく
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三菱ミラージュ（生産国: タイ）
2012年に世界戦略車として復活。日本を含む全世界向けの車両
がミツビシ・モーターズ・タイランドで生産される。

日産マーチ（生産国: タイ）
日本仕様はタイで生産されるが、中国・インド・メキシコ・台湾でも生
産。2014年にはブラジルでも生産される予定。

トヨタ・アベンシス（生産国: イギリス）
ロシア等を含む欧州諸国で販売。現在日本ではワゴンモデルのみの
販売だが、欧州ではセダンも併売している。

海外生産され日本でも販売される日本車

OEMの今後のトレンドとして注目を浴びつつある車体構造のモジュール化。パーツの種類を減らせ
る効果で大幅なコスト削減が期待できるのがメリット。写真はVWのMQB。採用されはじめたのは
ゴルフⅦやアウディA3、セアト・レオンなどからで、今後他のセグメント車にも応用させる予定。

車体構造のモジュール化

②真の“ブランド”に
　なるべき時が来る
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とは、明確な“ブランド戦略”に行き着くはずだ。

　元来、日本車メーカーはブランド作りが得意では

ない。それは、作り手の立場で「良い物を適正価格

で良いタイミングで造れば、売れる」という思想が

あるからだ。つまり、造り手（メーカー）目線が優先し、

それを売り手（ディーラー）が後追いし、商流の下流

に買い手（顧客）がいるのだ。

　他方、ブランド戦略とは「顧客の満足度」を中核

に、その周辺にメーカーとディーラーがいる形だ。

　これを実現するためには、ふたつの改革が必要

だ。

ひとつは、最新の市場変化に対応できる本社組織

の構築。もうひとつが、仕向け地（各市場）での商品

企画の現地化だ。こうした基本改革をトヨタはすで

に始めている。

　ルイ・ヴィトンなど、ハイブランドだけがブランド

ではない。モジュール化全盛期に向かって、“日本

車”の売り方・造り方を再考せねばならないのだ。

てを行う自動車メーカーをOEMと呼ぶことが多い。

　このOEMで2013年から、新しいトレンドが動き

出す。それが車体構造のモジュール化だ。具体的

にはVWの「MQB（モジュラー・トランスバース・マト

リックスの独語）」、日産の「CMF（コモン・モジュー

ル・ファミリー）、さらにトヨタの「TNGA（トヨタ・ニュー・

グローバ ル・アーキテクチャー）」だ。この他、仏

PSAなど欧米各社も同様の設計思想の構築を急

いでいる。

　これらモジュール化によって、部品の種類が急減

し、サプライヤーの淘汰が進む。さらに、各メーカー

の得意技術分野、得意市場の組み合わせによって、

日米欧韓中の主要自動車メーカー間で、多元的な

OEMが進む。

　こうした状況で、日本車メーカーは「日本車らしさ

とは、ウチのクルマらしさとは、一体どうなるべき

か？」と自問自答するようになる。

　結局、日本車メーカーが生き残るために必要なこ

“ほどほど良ければ買おう”に移行しているはずだ。

　80年代から叫ばれてきた「日本企業のグローバ

ル化」。その次の大きなステップのなかで、日本自

動車市場のガラパゴス化が崩れる。

　メルセデス・ベンツだが、エンジンは日産。フィ

アットだが、開発技術はマツダ。

　そうした日欧間でのOEMが近年中に登場する。

直近の事例では周知の通り、トヨタのスポーツカー

だが、基本開発や実験は富士重工というOEMが成

功した。

　OEM（オリジナル・イクイップメント・マニュファク

チャリング）。

　これを日本語では「相手先ブランド製造」と訳す。

　また、自動車部品のサプライヤーは、最終組立
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トヨタとスバルの共同開発。商品企画やデザインはトヨタが、設計・開発はスバルが主に担当。生産はスバル。

2000年に当時のカムリ（6代目・XV20型）の後継型からダイハツにOEM供給を開始。アルティスはダイハツの旗艦モデル。

現行型ソリオは初代ワゴンRワイドの血統を受け継ぐ事実上3代目。2011年3月にスズキから三菱にOEM供給開始。

5代目を数える現行型シーマはフーガ・ハイブリッドがベース。2012年7月に三菱にOEM供給を開始した。

2012年5月にトヨタにOEM供給した後、同年12月にはスバルにも供給（車名はプレオ・プラス）。

トヨタ86

トヨタ・カムリ

スズキ・ソリオ

日産シーマ

ダイハツ・ミラ・イース

スバルBRZ

ダイハツ・アルティス

三菱デリカD:2

三菱ディグニティ

トヨタ・ピクシス・エポック

日本メーカー同士のOEM実例（一部抜粋） ③EVの“狼が来た”
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　“これからEVが流行る”。世界自動車産業史では、

過去4回、そう言われた。1回目は、1900年代初頭。

だがガソリン車の勢いに負けた。2回目は1970年

代初頭。この時は鉛蓄電池の性能の限界がアダと

なった。3回目は1990年代初頭。CARB（米カリフォ

ルニア州大気保全局）のZEV法（ゼロエミッション

規制法）に振り回された。

　そして4回目はごく最近。日産のEV事業戦略、ベ

ンチャーを巻き込んだ米エネルギー政策など、世

界的なトレンドが起こるも、機は熟していなかった。

　そして、この次のブームは2017年だ。その理由

は、またしてもZEV法だ。

　2018年モデルイヤー、つまり2017年夏発売モ

デル。ここでZEV法の一部が改正。現行法では、カ

リフォルニア州内での年販台数6万台以上のメー

カーに、EV、燃料電池車などZEVの販売義務が課

せられている。これに該当するのは、GM、フォード、

クライスラー、トヨタ、ホンダ、日産の6社だ。

　これが改定後は年販台数2万台となり、対象メー

カーに、VW、BMW、ダイムラー、ヒュンダイ、キア、

そしてマツダが加わる。そのため、これら新規加入

6社は最近、EVやPHEVのコンセプトモデルや実

証試験向け車両をリリースしている。例えば、BMW 

i3、マツダ・デミオEVである。

　同6社のなかでもVWの動きが非常に目立つ。昨

年半ばから、次世代車の中期計画を発表。VWグ

ループ全体として見れば、2013年にはe-up!、e-ゴ

ルフ、ポルシェ918。2014年以降は、これまでEV

向けに使っていた名称をPHEV向けに変更したア

ウディはe-tronブランドで一気に多種展開。導入

モデルはA3、A6、A8、Q7。さらにVWでもパサー

ト、ゴルフに及ぶ。

　VW北米幹部は「あくまでもZEV法対応だ。弊社

としてはその義務台数は公開しないが、CARB側

の要求は極めて大きい」と不満顔だ。とはいえ、

PHEVは新型1.8ℓで1モーター2クラッチ。「ハイ

ブリッド車への転用も楽だ（同）」という。日本車メー

カーにはこうした電動化に対する柔軟な発想が乏

しい。

　半導体、液晶パネル、太陽光パネルなど、過去に

“技術で勝って事業で負ける”を繰り返してきた日系

メーカー。そうした教訓をEVで活かすことができる

のか？

　2017年の次期EVブームは、EV本格普及という

“本当の狼”かもしれない。
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2017年に米カリフォルニア州大気保全局の定めるZEV法（ゼ
ロエミッション規制法）が改正される。その際、ゼロエミッション
車の販売義務が課せられるメーカーはそれまでの6社から倍の
12社となる。新たに加わるメーカーは現在、コンセプトモデルや
実証実験車のリリースが盛んだ。写真は上からBMW i3、マツ
ダ・デミオEV、VW e-up!、VWゴルフ・プラグイン・ハイブリッド。

次期EVブームは2017年!?

トヨタ車体・コムス
2012年7月に現行型が発売されたコムスは1人乗り電気自動車。家庭用
100V電源に対応し、フル充電にかかる時間は約6時間。一回の充電で走行で
きる距離は約50kmで、最高速度は60km。価格は66.8万円〜79.8万円。

④日本初の新移動体産業・
　超小型モビリティ全盛期へ
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場・公民館、医療施設が合体した総合庁舎だ。

　さらに、大阪府吹田市の郊外住宅、ひと昔前まで

“買い物難民”と呼ばれた近隣の住民。だがいまで

は、デイケアを兼ねるヘルパー業務用の超小型モ

ビリティによる、スーパーマーケットまでの往復乗

車サービスが充実した。

　2013年2月1日、国土交通省は、超小型モビリ

ティの実用化に向けて、全国各自治体での本格的

実証試験の実施について補助金募集を開始。これ

は事実上、道路交通運送法等の法改正を2014年

に、そして2015年には日本車メーカー等による、

本格量産開始が軌道に乗ったことを意味する。

　この超小型モビリティ、交通移動体の新規区分

としては軽自動車誕生以来、実に60年ぶりの出来

事だ。これを商機として捉え、2011年東京モーター

ショーでは、ダイハツ、スズキ、ホンダがコンセプト

モデルを発表。2012年に入るとトヨタ車体“コム

ス”がモデルチェンジ。日産はルノーTwizyをベー

スに実証試験を開始。さらにトヨタは2013年3月

ジュネーブ・ショーで、3輪車“i-ROAD”を公開。

　超高齢化社会、シャッター商店街、若者のクルマ

離れなど、「社会に横たわる各種課題を一挙に解

決！」とは少々言い過ぎか。しかし、超小型モビリティ

には社会を変える力がある。新しい街、新しい地域

社会、そして人と人を結びつける潜在能力がある。

超小型モビリティは、単なる“EVの一種”ではない

のだ。

　先進国のなかでも、経済活動と社会インフラが

異例の速さで成熟しまった日本。そのなかにあって、

超小型モビリティは自動車産業のみならず、IT、カ

ルチャー、そしてライフスタイル等の様々な分野を

軸足として、国の次世代を担うキーファクターであ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日本再生のカギは超小型モビリティだ。

　いまから10年後、全国各地でその姿が当たり前

になっている。いや、そうなっていなければ、日本人

の生活、そして日本経済は立ち行かない。

　例えば、埼玉県さいたま市内各地JR駅前のカー

シェアリングパークには、立ち乗り型、ふたり乗り、

そして子供ふたり後席乗車の3人乗り超小型モビ

リティがズラリと並ぶ。朝晩ラッシュ時、サラリーマ

ンやワーキングママの必須アイテムとなっている。

　島根県山中の過疎地では、田畑を抜けておじい

さん、おばあさんが地域限定の低速度型・超小型モ

ビリティで気軽に外出。一番多く訪れるのは、町役
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トヨタi-ROAD
先のジュネーブ・ショーで初披露された近距離移動用の超小型電気自動車。
全長2350mm×全幅850mmのボディに前後計2名乗車のキャビンを備え
る。一回の充電で走行できる距離は50km、最高速度は45km。

ルノーTwizy
日産が実証実験を進めているトゥイジーは、2013年3月に欧州で発売開
始した小型電気自動車。全長は2337mmで、全幅は1191mm。仏の家庭
用電源（220V）なら3.5時間でフル充電可能（航続可能距離は100km）。

Section 02  |   サービスプロバイダー大変革

①カーディーラーがなくなる日

②気が付けば負け組？　
　テレマティクスの驚異
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　いまから20年後、15年後、いや10年後。日本車

メーカーのカーディーラーがなくなる。

　正確な表現をすれば“いまの形態ではなくなる”。

　日本車のカーディーラー体制は、トヨタが1930年

代後半から40年代にかけて組織化されていった。そ

の際、同社は各都道府県で最も大きな資産家に打診

した、と言われている。

　そして60年代の高度成長期、大衆車の時代に突

入。日本車メーカーは新車合戦となり、ディーラーは

黄金期を迎える。モデルのフルラインナップ化を進

め、トヨタの「いつかはクラウン」といったマーケティ

ング戦略で消費者の上昇志向（＝買い替え需要）を

煽った。

　だが80〜90年代、各メーカーは多販路化戦略

で失敗。一部メーカーはその後、国内販売役員が代

わる度に国内戦略も変わり、ディーラー側は翻弄さ

れた。そうした影響はいまでも色濃く、同じテリトリー

（販売圏）に別資本の数ディーラーが混在する等の

課題を抱えたままだ。

　また近年、ディーラーの収益体制にも変化がある。

関西の大手ディーラー経営者は「一般的に考えられ

ているより、新車の利益率は極端に低い」と漏らす。

そのためディーラー各社は利幅がある修繕分野で

の事業拡充を進めている。結果的に、新車販売は修

繕に対する“種まき”になっているのだ。また、中部地

方の大手ディーラー親会社では海外のマクドナル

ド経営に積極投資するなど、自動車販売へのリスク

ヘッジを強化している。このように本来の事業形態

が崩れるなか、首都圏の大手ディーラーでは財務体

制強化のため、企業年金制度廃止の動きがある。

　こうしたなか、近年中に全国でカーディーラーの

統廃合が進むのは明らかだ。すでに中京地方では

M&A（買収・合併）によって、効率的なディーラー運営

を成功させる事業者も出現している。

　さらに今後、カーディーラーは新しいビジネスモ

デルへの転換していくだろう。その際、キーワードと

なるのが、サービスプロバイダーだ。

　具体的にいえば、新車・中古車販売・修繕は継続し、

そこにコンビニ、ガソリンスタンド、宅配業務拠点、

レンタカー拠点、さらにはテレマティクスの影響から

NTTドコモやソフトバンクなど携帯電話関連業務も

併設。

　この他、介護育児サービスなど、地域社会に密着

した総合サービスセンターに進化する可能性が高

い。

　街の求心力として、カーディーラーは再編される。

　まさか、こんな状況に陥るとは……。

　2012年から2013年にかけて、嵐のように駆け抜

ける米テレマティクス新時代の流れに、日本車メー

カーは翻弄されている。

　ニュアンス、ベライゾン、パンドラ、クアルコム、

aha by ハーマン……。日本ではあまり聞きなれない

こうした名前。これぞ、次世代テレマティクスの主導

権を握るであろう企業たちだ。

　10年後、いやIT系産業の速度感なら3年後にでも

自動車の産業構造が大転換しているかもしれない。

　テレマティクスという言葉、決して新語ではな

い。20年程前からテレコミュニケーションとインフォ

マティクスの合体造語として登場していた。セーフ

ティ、セキュリティ、ダイアグノーシズ（車両自己診断

装置）など、多面的な意味合いを持つ、テレマティク

ス。それら分野で日本は、長年に渡り世界をリードし

てきた。

　その基盤にあったのは、カーナビだ。日本人の物

事に対する木目の細かい配慮、さらに情報への探究

心の高さがカーナビ開発と顧客の需要を相互に刺

激し、超高性能化が進んだ。メーカーの組み込み型

カーナビでは、GBook、カーウイングス、インターナ

ビなど、通信との融合を備えた。また、行政の強い後

押しにより、世界で最も早くETCが普及した。

　ところが、こうした過去の膨大な実績が一気に吹

き飛んでしまう巨大トレンドが世界市場を襲った。　

　それがモバイルとクラウドの登場だ。

　日本では、i-modeなど“ガラケー文化”がアダとな

り、一般市場でスマホへの移行がアメリカより遅れ

た。さらに、高性能な車両組み込み型カーナビサー

ビスが、スマホとクルマの連携を遅らせた。

　また、楽曲に対する版権への対応が複雑な日本で

は、アメリカで急速拡大しているインターネットラジ

オが未参入。この影響もあり、日本国内自動車産業

界に、次世代テレマティクスによる時代変革への危

機感が極めて薄い。

　こうしたなか、日本車メーカーは昨年から、テレマ

ティクス関連の情報収集を主目的としたシリコンバ

レーオフィスを新設。アメリカから日本へ“危険信号”

を送っている。

　そして2013年第1四半期時点で、大きな懸念は、

第三者による自動車用モバイル・アプリ開発だ。

　フォードがAppLinkで先行。GMも今年中に

iTunesに似たアプリ販売プログラムを立ち上げる。

この分野、日本車メーカーは大きく出遅れている。

　半導体、パーソナルコンピュータ、太陽光パネル

など……。日本は開発で先行しながら、結局は事業

で負けてしまった最先端技術は枚挙に暇がない。

　次世代テレマティクスでは、その二の舞は踏みた

くない。日本の反転攻勢に期待したい。
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世界総販売台数が
初公開されるも、ワケあり

Section 03  |   ワールドマーケット
3月のジュネーブ・ショーでOICA（国際自動車工業連合会）から2012年の
世界自動車生産・販売台数が発表された。
この情報を元に今後の有望市場の動きを探り前号の補足とする。
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　OICA（世界自動車工業連合会）は2013年3月6

日、スイスのジュネーブ・ショーで記者会見した。

　それによると、直近2012年の世界自動車総生

産台数は、前年比5%増の8410万台となった。

　地域別で見ると、日本・韓国を除くアジア・オセア

ニア・中東が、タイやインドネシアの好調を受けて

前年比6%増。EU27カ国はギリシャ、スペイン等

を発端とした経済不安の影響が鮮明となり、同8％

減。北米は景気持ち直しが明確となり同17%増と

大きく伸びた。日本と韓国は、日本のエコカー補助

金による後押しもあり同11％増と好調。その他、中

米が同2％減、ロシア・トルコ・その他欧州が同4%

増、そしてアフリカが同5%増となった。

　国別では、中国がシェア22.8%で1位、2位がア

メリカで同12.2％、そして3位が日本で同11.8%と

なった。以下、ドイツ、韓国、ブラジル、メキシコ、タ

イ、カナダ、ロシア、スペイン、フランス、イギリス、

チェコと続く。

　また今回から初めて、販売台数についても各国

データを公開した。これまで何度も協議されてきた

が、長年実施できずにいた。その理由は、販売に関

する業界団体が存在しない国が多いこと、さらに中

国やロシアでは調査会社各社のデータに数字の

隔たりがあること等だ。今回はそうした点での妥協

点を見出したカタチだ。さらに中欧・東欧・アフリカの

いくつかの国では、概算台数を表記している。

　その結果、2012年の世界総販売台数は8170

万台となった。　

　総生産台数との240万台の差について、OICA

のパトリック・ブレイン会長は「在庫増加分などと

いった一般的な解釈ではなく、（データの正確さな

ど）様々な要因を含んでいることを承知して頂きた
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い。我々の目的はあくまでも、市場全体の流れを把

握することだと認識している」と、データ収集の難し

さを指摘した。　

　また2013年の予測値については、OICAの主要

メンバー21カ国提出のデータのみを公開。中国が

前年比7％増の2065万台、アメリカが同6%増の

1570万台、日本が同12％減の474万400台等と

なり、21カ国合計で同3%増の6295万5462台と

した。

　会見中、日本が大きな落ち込みを予測している

原因について質問があった。これに対して日本自動

車工業会の代表者は「大震災等の影響に配慮した

政府の販売補助金（エコカー補助金）が終了した反

動が大きい」と説明した。

中国内陸部とアフリカが伸びる
　先進国からBRICS。さらに注目は、メキシコ、イン

ドネシア。さて、その先の有望な市場はどこだ？　

　今後も各メーカーは世界地図の販売穴埋めパ

ズルに興じる。

　そのなかで最も伸び率が高いのが中国だ。

　人口13億4000万人の市場はまだまだ奥深い。

2013年3月5日開催の全人代（全国人民代表者会

議）で、習近平総書記は保守・民族主義路線を掲げ

た。この政策があと10年続く。2000年代初頭から

のGDPフタ桁成長は、民主化政策の第一段階。第

二段階となる今後10年は、北京、上海、広州等の

都市部の成熟と、地方部での緩やかな経済発展が

同時進行する。

　この地方部とは具体的に3地域に分類される。

ひとつは、西部地域（6省・5自治区・1直轄市）　重

慶、四川省、チベット自治区等。ここでは2000年か

ら発展戦略“西部大開発”が掲げられている。ふた

つ目は、吉林省、黒龍江省、遼寧省。ここでは2003

年から“東北新興”が国家戦略。そして3つ目が、山

西省、河南省の“中部新興”だ。

　こうしたなか中国地場メーカーは、2015年〜

2020年を目処とした、大胆な販売目標を掲げてい

る。欧米韓による多ブランド化、ディーラー拡大路

線とも重なり、中国での競争環境は増々厳しくなる。

　日本車メーカーとしては、先行する日産を各社が

追う展開。なかでもホンダは中国現地開発の中型車

“コンセプトC”、MPV“コンセプトS”を今年中に量

産開始。日本車メーカーは、政治的な問題からチャ

イナリスクを抱えるも、当面は中国重視策に変化は

ない。

　次に大きく伸びる市場はアフリカだ。

　人口は、中国、インドに次ぐ9億6345万人。面積

は日本の約82倍の3030万㎡。GDPは1兆2809

億ドルで、日本の約20％相当だ。それを各国内訳

で見ると、トップは南アフリカで22％、以下ナイジェ

リア13％、アルジェリア11％、エジプト10％、モロッ

コ6%、アンゴラ5%、スーダン4%、チュニジア3%

と続く。

　アフリカに積極的な日本車メーカーはトヨタだ。

すでに生産拠点は南アフリカ、ケニア、エジプトの

3カ所。また、グループ企業の豊田通商は2012年

末、仏系商社CFAOを買収。これにより、アフリカ

全54カ国中、48カ国での販売体制を整えた。

　だが近年、中国メーカーによるアフリカ進出が目

立つ。低価格車領域では、日本車メーカーへの影

響が大きいだろう。


