
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

前々号から3号に渡る集中連載でお届けしてきた日本車メーカー大研究。
特集の締め括りとなる後編は、各メーカー首脳への単独インタビューを実施した。

弊誌の取材に対応していただいたのは下記のとおりで、
マツダ、トヨタ、日産、スバル、ホンダ、ダイハツ、三菱の7メーカーの首脳。
果たして日本車メーカーの中枢ではいま、これまでをどのように振り返り、

現状をどのように捉え、そしてどんな近未来を思い描き目指しているのだろうか。

●マツダ株式会社	 金澤啓隆	（取締役 専務執行役員 研究開発担当／モノ造り推進担当補佐／株式会社マツダE&T代表取締役社長）

●トヨタ自動車株式会社	 友山茂樹	（常務役員 事業開発本部 本部長／IT・ITS本部 本部長）

●日産自動車株式会社	 中村史郎	（常務執行役員 CCO デザイン、ブランドチャンピオン）

●富士重工業株式会社	 池田智彦	（取締役 専務執行役員 スバルグローバルマーケティング本部長） 

●本田技研工業株式会社	 野中俊彦	（常務執行役員 四輪事業本部 商品・ブランド戦略担当 兼 株式会社本田技術研究所 取締役 副社長執行役員）

●ダイハツ工業株式会社	 上田　亨	（執行役員 技術本部 製品企画部 部長 兼 技術統括部担当）

●三菱自動車株式会社	 中尾龍吾	（常務取締役 商品戦略・事業化統括部門長 兼 開発統括部門長）

※取材順、敬称略。
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“サステイナブルZoom-Zoom”
	 のこれから

MAZDA
取締役専務執行役員・金澤啓隆氏に訊く

マツダ株式会社
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One	and	Only にこだわる
　「ウチのクルマ造りは内角高めのストレート。どの

車も胸元にズバッっと！　外角低めやチェンジアッ

プはなし！」

　金澤氏のこの表現、実にマツダらしい。古くからマ

ツダ車を愛する人には、とても分かりやすい。だが、

この“マツダらしさ”を維持し、さらに進化させるため、

同社は近年、経営母体を揺るがし兼ねないほどの

“とてつもなく思い切った戦略”を突き進めてきた。

　改革の序章は2002年発表の新ブランドメッ

セージ“Zoom-Zoom”。数値では表現しきれない、

気持ち良さ、扱いやすさ、そして走る歓びという感

性に対して訴えるクルマづくりを、世界戦略として

打ち出した。その効果は社内外に徐々に広がり、

2005年頃には世界各地から「最近のマツダ車、

（商品性に）ブレがなくなった」と評価されるようにな

る。さらに2007年、環境安全対応を加味した“サス

テイナブルZoom-Zoom宣言”に進化。その中身は

現時点で見ると、“SKYACTIV（スカイアクティブ）

テクノロジー”、“モノ造り革新”、そして“魂動デザイ

ン”という三本柱で構成されている。

　第一の柱、SKYACTIVテクノロジーについて

は、具体的な中期技術構想として2009年、“ビル

ディングブロック戦略”（別項・図1）を公開した。

2012年にはアテンザによって、同“ステップ2”領

域を達成した。SKYACTIITVが特に“D”（新世代ク

リーンディーゼル）で大成功するなど、ここまで全

てが順調に推移しているように見える。

　ところが……「（同戦略策定の過程で）我々エン

ジニアの気持ちは固まっていた。だが社内全体とし

て、（トヨタやホンダのように自社製）ハイブリッドが

なく、（当時は）EVもなく、会社の将来について、不

安が大きくあった。そのなかで、いまこそ基礎をしっ

かり築くことが将来へつながるとの理念を持つべ

きだと、激しい議論があった（金澤氏）」という。

　そうした本音のぶつけ合いのなかから、社内に生

まれ始めていた基礎技術、後の“SKYACTIV”が表

舞台に登場することになる。

　今後、同戦略“ステップ3”に向けては、2018年

モデル（2017年夏）からの米ZEV法の改正、欧州

では2016年、さらに2020年に厳しさを増すCO₂

規制への対応がターゲットとなる。これらに向けて、

基礎技術のさらなる進化を推し進めながら、ハイブ

リッドはSKYACTIVテクノロジーと他社との連携

で進行。さらにEV開発を進め、プラグインハイブ

リッド車開発の可能性も秘める。

　第二の柱、“モノ造り革新”。これは、設計・製造の

「一括企画」、構造物の“固定と変動”を明確にする

「コモンアーキテクチャー構想」、さらに「フレキシ

ブル生産構想」で形成される。この考え方は、VW、

トヨタ、日産等が最近取り入れようしているモジュー

ル化と類似しているように思われている。

　だが、マツダのモノ造り革新はそれらとは違う。

「モジュール化＝効率化＝造り手の感性から統括的

な徹底管理へ」という流れとは違う。そこに見える

のは、「いいものはひとつ」という考え方のもと、さら
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マツダ株式会社　
取締役専務執行役員

金澤啓隆
Hirotaka Kanazawa
1974年入社。シャシー設計部長やプラットホーム・プログラム開発推
進本部長等を歴任。2003からは執行役員として商品企画や車両開発
を指揮。常務執行役員に就任した2008年からはコスト革新担当補佐
としても手腕を発揮。2011年6月より現職。研究開発担当、モノ造り
推進担当補佐を務める一方で、株式会社マツダE&Tの代表取締役も
兼務。1951年生まれ。

「人がクルマから感じるフィードバックのなかで、クルマとして
	どうあるべきか？	その領域をさらに追求していきたい」
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に深く、徹底して造り込むエンジニア気質だ。こう

したモノ造り革新で、誕生したのが、TPV（技術検

証車）。この多車種に対応できる技術検証実験車か

らCX-5やアテンザが量産化され、“一貫したマツ

ダらしさ”が世界市場で高く評価された。この流れ

は近い将来、次期アクセラとしての進化を見せる

はずだ。

　そして第三の柱が“魂動デザイン”だ。Zoom-

Zoom路線転換後、世界各地のモーターショーに、

様々なデザインスタディ型コンセプトカーが登場

してきた。マツダR&Dの拠点である広島、横浜、米

カリフォルニア、そして独フランクフルトから実に

多様なモデルが送り出された。それは“マツダらし

さを探し出すための旅”だったと言える。

　そしてついに、次世代マツダデザイン「魂動」を

表現できるデ ザインコンセプトが登場。それが

“SHINARI（シナリ）”だ。社内では最近、各量産車

開発段階で「これはシナっている」とか「ここがシ

ナっていない」という表現が出るほど、デザイン理

念として定着している。だから現世代のマツダ車、

そしてこれから生まれてくるマツダ車のデザインは

ブレがないのだ。

次期ロータリー
“SKYACTIV-R”は存在する !?
　さてここで、気になるマツダの将来構想3点につ

いて金澤氏にズバリ聞く。

Q　マツダは日本国内生産比率が高い。だが、米

国AAIから国内への生産移管で、アテンザは国内

（防府）一貫生産に移行。またロシアの極東部で現

地企業ソラーズと組んだCKD（ノックダウン）生産

を開始した。今後、日本国内外での生産体制をどう

進めるのか？

A　「現状、生産数の割合は国内と海外で7:3にな

ります。これを5:5ではなく、“7:7”にしたいと公言し

ています。国内で85万台をキープし、海外ではメキ

シコで年産23万台、その他にタイ、中国等で増産

し85万台とする。これが2016年3月期目標の170

万台の内訳になります。CKDではロシアの他、マ

レーシア、ベトナムなどで進める。一方、フルライ

ン生産については、最低で、2直・年産約25万台が

ベース。そのボリュームがないとサプライヤーも対

応できません。また、SKYACTIV搭載車の販売は、

販促費を必要以上にかけない正価販売が進んで

おり、徹底したアフターサービスとのパッケージで

市場開拓を進めます」

Q　伊フィアット社と次期ロードスターのOEM供

給で合意。同車開発のなかで、イタリアに学ぶこと

はあるのか？

A　「我々としてはイタリア車に合わせるのではあ

りません。マツダ基準で、マツダ自身が成功だと思

えるモノを追求していくだけです。ロードスターは、

あのサイズ、あの性能、あの価格で成功しました。

これを評価いただいたと思っています。マツダとし

て正しいと思えるものをフィアットに提供するだけ。

ライトウエイトスポーツは事業としては難しい。だ

が、マツダ・ブランドを作り上げるツールとして重要

な財産だと認識しています。次期ロードスターにつ

いては、（キーワード）は原点回帰。近年、ややミドル

ウエイトになっていることを再検討します。デザイ

ンとエンジンについては、それぞれのブランドが開

発をリードします」

Q　SKYACTIV-Rはいつ登場するのか？　御社

はこれまで、同GとDが成功して開発資金が調達で

きた暁には、Rの量産を考慮すると言ってきたが。

A　「私の感覚としては、資金が出来たら、ではあ

りません。まずはSKYACTIV-Rと呼べるモノの開

発が充分に出来て、さらに事業として成り立つので

あれば、やります。その際、小型、軽量、高出力、低

振動というロータリーの特性を活かし、さらにCO₂

規制に対して“ある優しさ”がないと市場で受け入

れられない。現時点で、技術的なトライアルは鋭意

行っており、そのなかでブレイクスルーしていきま

す」

マツダとは？　
これからマツダはどうあるべき？
　インタビューの最後にこう聞いた。「現在のマツ

ダのクルマを、ひとことで表現して欲しい」。その答

えが、「ジャパンプレミアムのエモーショナルバ

リュー」だ。

　これはまさに、最新作アテンザで具現化されて

いる。外観を見てワクワクし、ドアを開け、座って、

動かして、そしてワクワク。これが“マツダらしさ”だ。

また金澤氏の言う“プレミアム”とは、価格としてで

はなく、“所有することの歓びとしての価値”である。

　そしてマツダの今後についてはこう語る。「（新

興国市場での伸びはあるが、世界市場で競争環境

が厳しくなるなか）コスト面では、韓国車と真っ向勝

負は難しい。そうしたなかで、マツダとしての存在

価値を顧客に認めてもらうためにどうするのか？　

それはマン・マシンのつながりのなかで、人がクル

マから感じるフィードバックのなかで、クルマとして

どうあるべきか？　（エンジニアとしては）その領域

をさらに追求していきたい。（サステイナブ ル

Zoom-Zoom構想は）まだ入口の段階だ。今後は正

価販売を定着させ、中長期見通し（2016年3月期）

で掲げる営業利益率6％以上の安定した収益を持

続的に上げ、持続可能技術を盛り込んだ製品開発

を進めていきたい」

　One and Onlyにこだわり続けるマツダの、新作

に期待したい。
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次世代型
テレマティクスの取り組み

TOYOTA
常務役員・友山茂樹氏に訊く

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社　
常務役員 事業開発本部 本部長／IT・ITS本部 本部長

友山茂樹
Shigeki Tomoyama
1981年トヨタ自動車工業（現・トヨタ自動車）入社。2003年から1年
間シンガポール（トヨタ モーター アジア パシフィック）に出向した後、
2004年からe-TOYOTA部部長に就任。2008年に中国（広汽トヨタ）
出向を経て、2010年に常務役員就任。同職就任後は、事業開発本部
本部長、情報システム本部本部長、IT本部本部長を歴任。現在は事業
開発本部本部長に加え、2012年4月に就任したIT・ITS本部本部長を
兼務している。1958年生まれ。
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史上空前の大変化のなか、
IT系組織を変革
　マイクロソフト、グーグル、セールスフォース、パ

ンドラ……。10年後、自動車産業の主役たちは、様

変わりしてしまうのか？　時代の大きな変わり目に

差し掛かったいま、トヨタ自身も大きく変わろうとし

ている──。

　ミッドランドスクエア38階。名古屋周辺が一望

できる応接室。インタビューの最後に、友山氏はこ

う言った。

　「10年後のトヨタの姿とは、難しい質問ですが

……。先程までお話したように、クルマという商品

がいま、お客様と社会と常に“つながる”ようになっ

てきました。（これまでの自動車産業は）製造と販売

が付加価値としての頂点でしたが、（商流の）上流

側では素材や部品、下流ではサービスへと付加価

値が移り始めています。（10年後はそうした変化に

対して）事業形態の変革や魅力的なサービスの創

出をいかに実現できているかが、（トヨタの事業とし

て）重要だと思います」

　ここで言う“つながる”とは、決して抽象的な表現

ではない。そこには世界自動車産業界史上で最大

級の大変革を巻き起こす、“テレマティクス”のファ

クターが集約されているのだ。

　トヨタとして、その大きなウネリに向かってチャレ

ンジしているのが、友山氏が率いる総勢約900人

の「IT・ITS本部」である。発足は２年前。それまでふ

たつに分かれていた情報事業本部とコーポレート

IT領域の情報システム本部とを融合した。このな

かには、「BR（ビジネス・リフォーム）グローバルIT戦

略企画室」、「IT・ITS企画部」、「e-TOYOTA部」、「流

通情報改善部」、さらに情報システム領域に4部署

などがある。

　同本部は、次世代トヨタ戦略の中枢機関なのだ。

トヨタは今年3月6日、新組織体系を発表。レクサス

インターナショナル（レクサス事業担当）、第一トヨタ

（北米・欧州・日本担当）、第二トヨタ（中国・豪亜中近

東、アフリカ、中南米担当）、そしてユニットセンター

（ユニット事業担当）の4分野に再編された。そのな

かで、「IT・ITS本部」は各分野と横断的に連携でき

る、ある種の“特権”が与えられている。

自動車先端技術が、
本格的にシリコンバレー主導型へ !?
　「IT・ITS本部」なかで、特に注目されるのが、約

150人が専属する「e-TOYOTA部」だ。マルチメ

ディアやテレマティクスで商品企画・開発する部門

だ。

　 こ の 分 野 の 車 載 電 子 機 器 の 開 発 は

「e-TOYOTA部」と密接に連携する技術部が行い、

実用面での事業運営は、友山氏が社長を兼務する

トヨタメディアサービス社が行う仕組みだ。同社は

2011年4月にマイクロソフト社と、同5月にクラウ

ドサービスでの顧客管理大手の米セールスフォー

ス社と資本連携している。

　さらにトヨタは、テレマティクス最前線のアメリカ

で体制を強化。2013年1月1日、シリコンバレーの

IT開発センター内に、北米「e-TOYOTA」を新設。

北米トヨタテクニカルセンターとも連携し、総勢約

60人の精鋭部隊を構えた。ここでは先行企画研究

と開発に加えて、実用化ベースでのコンテンツ開

発も急ピッチで進められている。

　米スタンフォード大学周辺のシリコンバレーで

は近年、米デトロイト3社に加えて、独ダイムラー

やBMWもIT系開発拠点を強化してきた。そしてこ

の1〜2年で、その重要性が急速にアップ。原因は、

スマホなどモバイルとクラウドが世界中で爆発的

に普及し始めたからだ。それに伴い、テレマティク

ス領域でのインフォテイメント系の存在感が急激

に上がっている。

　テレマティクス。これは、テレコミュニケーション

とインフォマティクス（情報工学）が融合する分野を

指す造語だ。具体的には、自動運転、カーナビ、セー

フティ、セキュリティ、ダイアグノーシス（車両自己

診断）、そしてインフォテイメントなど様々で、多面

的にクルマと深く関わるのがテレマティクスだ。近

年では概念として、“コネクテッド”（人とクルマ、ク

ルマとクルマが“つながる”）とも呼ばれている。

　日系メーカーのなかでトヨタは、テレマティクスに

かなり早くから真剣に取り組んできた。それが、前

述の「e-TOYOTA部」の前身で、豊田章男取締役

（当時）の肝 入りで 2000 年 1月1日発 足した

「GAZOO事業部」である。当時、インターネットとク

ルマとの連携について、同社内では時期尚早との

声もあったが、そこは豊田の強力な後押しで商品化

に突き進んだ。

　その後、様々なトライ&エラーを経て、現在の

「G-Book」やレクサス「G-Link」でトヨタ版テレマ

ティクス技術が結実した。高性能カーナビと徹底し

た“おもてなし”のオペレーターサービスが好評の
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「年間900万台のクルマを造っている会社ではなく、
	年間900万人のお客様との接点を創出している会社
	という認識が必要」
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G-Link では、レクサ ス購 入 者の半 分 以 上が

「G-Link」を購入動機の一つに挙げている。また、

購入4年目、更新における費用負担が必要となって

も、契約継続率は79％と高い実績を示している。

　さらに、安全領域でもテレマティクスの重要性が

高まっている。レーダークルーズコントロール、レー

ンキーピングアシスト、注意喚起ナイトビュー、プリ

クラッシュセーフティなど、最新の運転支援システ

ムを量産車に装着する一方、ITS（高度交通システ

ム）では、DSRC（狭域通信）でのITSスポットなど、

路車間、車々車間の通信技術開発を進めてきた。

　こうした“生真面目な技術分野”はトヨタの真骨頂

だ。一方、インフォテイメント系テレマティクスは、

アメリカ人気質が似合う“遊びココロが少々過激な

ソフトウエア分野”だ。友山氏は「正直なところ、弊

社は出遅れている」と本音を漏らす。　

　同分野で、世界自動車産業界に衝撃が走ったの

は、フォードが2013年1月、ラスベガスのCES（コ

ンシューマエレクトリックショー）で実用版を発表し

た、「AppLink（アップリンク）」だ。

　これは、Apple社のi-Phoneでのディベロッパー

プログラムに近い考え方だ。つまり、フォード向け専

用スマホアプリ開発の基本プログラムを一般に公

開。ここでは小規模な企業、または個人でも参加が

可能だ。しかも、i-Phoneと大きく違うのは、全ての

費用が無料なのだ。開発者はプログラム参加料も、

納入アプリへのロイヤリティも無料。またほとんど

のアプリでユーザー側も使用料がタダなのだ。

フォード側は「新車が売れることが第一で、アプリ

で収益を上げるつもりはない」と説明している。

　こうした流れが北米で急拡大しており、GM、クラ

イスラーも今年中にフォードと同様のアプリ開発プ

ログラムを公開する予定だ。これまで、車内コンテ

ンツは自動車メーカーとティア1（一次下請け）が一

括して企画開発してきた。それがいま、ユーザーを

代表する第三者が、自分自身が便利で、自分自身が

楽しむために、多種多様に作り上げていく時代に突

入したのだ。

　つまり、クルマという商品の存在意義が、これま

でとは全く変わってくるのだ。また新興国やアフリ

カの発展途上国では、固定電話がなくてもスマホ

を持っている層が急増中だ。そうなると、生まれて

初めて購入するクルマの選択理由が“スマホ連携

が良いクルマ”になる可能性も高いのだ。

　こうしたなか、トヨタは北米でインフォテイメント

系テレマティクスを盛り込んだ「ENTUNE（エン

チューン）」を2011年9月に発売した。だが「オープ

ン・コンテンツプロバイダーという観点で、（すで

に）脱ENTUNEと言えるような、ENTUNE2の早期

導入が必要だ（友山氏）」と強い認識がある。

クルマ産業はサービス業へ大きくシフト
　トヨタはいま、大きく変わろうとしている。友山氏

は「トヨタは年間900万台のクルマを造っている会

社ではなく、年間900万人のお客様との（つながる）

接点を創出している会社。そういった認識が必要」

と強調する。

　これは、製造販売業からサービス業へのシフトを

意味する。

　トヨタは2000年代中盤から中国や東南アジア

で、「e-CRB（エボリューショナリー・カスタマー・リ

レーション・ビルディング）を展開。これは、ディー

ラーでの予約・販売、そして修理の現状が生産現場

や各地域営業本部のデータ通信回路で、常に完全

把 握 できる仕 組 み だ 。この 一 部 が日 本 でも

「i-Crop-J（アイクロップJ）」という顧客管理システ

ムで応用されている。

　今後はさらに、インフォテイメント系テレマティク

スの発展により、ユーザーからメーカー、ユーザー

同士の“つながり方”も大きく変化する。そうしたな

かで自動車メーカーは、トータルサービスを提供す

る新しいビジネスへと変貌していく。この大変化の

時期、日系メーカーのなかで、最も動きが早く、しか

も大きく動こうとしているのが、トヨタなのだ。　

　同社のテレマティクス、次の一手に期待したい。
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ブランド戦略と
日本車デザインの行方

NISSAN
常務執行役員・中村史郎氏に訊く

日産自動車株式会社
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世界市場では3ブランド体制へ
  世紀末から新世紀にかけて、見事なV字回復を見

せた日産。その原動力が、新たなるブランド戦略

だった。その陣頭指揮を取り続けている中村氏。

「当時、経営危機を脱して、最初にやるべきこと、そ

れがブランドの再生でした」と振り返る。

　日産は1999年10月18日、中期経営計画、日産

リバイバルプランのなかで、“ブランドアイデン

ティティの確立と強化”を謳った。それに伴い、

2000年代半ばまで、新生日産「第一世代」として

の魅力的なモデルが次々と登場した。具体的には、

ムラーノ、インフィニティFX、そして10年振りに復

活したフェアレディZなどだ。

　「短期間にこれだけ高いクオリティのクルマをデ

ザインできたのは、日産が潜在的に持っていた技

術力と発想力によるものです。私の役目は、それを

（世の中に向かって）解き放つことだったと思いま

す」

　そうしたブランド再生初期から、早くも13年が経

過した。そしていま、日産は世界市場で“3ブランド

戦略”を打ち出した。日産、インフィニティ、そして懐

かしい名前のダットサンである。

①日産　

　ブランドイメージは、“イノベーション&エキサイ

トメント・フォー・エブリワン”。デザインとパフォーマ

ンスに優れているが、あくまでもアフォーダブル（買

い求め安い価格設定）な位置付けである。

　日本市場ではセレナ、ノートが人気。国内生産

100万台維持を掲げている。今後さらに、ミニバン

と軽自動車への市場特化が進む。そのなかで、軽自

動車では三菱自動車との合弁企業NMKVで共同

企画を推進。今年6月にその第一号となるeK／

DAYZを発売する。企画開発は両社で行い、デザ

インは2社それぞれのデザインチームが行うとい

う異例の体制を敷いている。

　この他、世界各地域での市場性に合わせたデザ

イン開発も強化中だ。例えば、中国のひとりっこ世代

「八零后」を対象として、4月後半の上海ショーにデ

ビューするフレンドミー。さらに、2012年10月にサ

ンパウロショーで発表した、小型SUVエクストレ

ム。これは米カリフォルニアのデザインチームがブ

ラジル現地で製作。今後はブラジルでのデザイン

スタジオ設立の可能性もある。

　また、日産のパフォーマンス系ブランドのNISMO

も強化する。同社は2012年12月に横浜市鶴見区

に移転。今後はレース活動だけでなく、「日産の持っ

ている価値をわかり易く表現する方法として、日産

全車種と言わないが、NISMOがあることがふさわ

しいモデ ルには積 極的に設定する。エンジン

チューニング（を施したモデル）に関しても、いろい

ろ議論している」という。

②インフィニティ

　日産リバイバルプランが、第一次変革だった。イ

ンフィニティはそれまで、日産ブランドとの差別化

が不明瞭だったが、G35、FX、そしてG35クーペの

登場で“BMW対抗の、FRを中心としたハイブラン
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中村史郎
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いすゞ 自動車で主にデザイナーとしてのキャリアを重ねた後、1999年
に日産自動車入社。2000年デザイン本部長に就任。2001年より現
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「日本は欧州のようなクルマ文化の歴史にいないぶん
	新しい発想も可能。
	日本は変われることが、強みなのではないでしょうか」
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ド”としてのポジショニングを確立した。

　その後、2000年代中盤からブランドイメージを

熟成させていった。そうしたなか、2012年5月にイ

ンフィニティ事業本部を横浜から香港に移転。さら

に同年7月、アウディアメリカ社長だったヨハン・デ・

ナイシェン氏をインフィニティ部門統括としてヘッ

ドハンティング。こうした動きはインフィニティ第二

次変革の前兆だった。

　そして2013年、大きな動きが表面化した。それ

が、今年1月北米国際自動車ショーに登場したQ50

だ。なんと、ネーミングを根本から改めるのだ。ここ

で、ポイントはふたつ。ドイツ車が構築してきた、ア

ルファベットがAからZに向かって後ろになるほど

上級車というシステムと、数字が排気量を指すと

いう方法に対して、インフィニティは限界を感じた

のだ。「別の見方をすれば、今後さらに多くのモデ

ルを投入することがわかって頂けると思います」と

いう。さらに、ハイパフォーマンス系として、IPL（イ

ンフィニティ・パフォーマンス・ライン）の充実の計画

もある。

　尚、インフィニティ日本導入については現在、未

定だ。

③ダットサン

　日産の原点とも言えるブランドが復活する。

　2014年にインド、インドネシア、ロシア、そして

南アフリカでの発売が決定しているダットサン。

ザックリ言って、新車価格100万円以下の領域。生

涯で初めてのクルマとして購入する層に向けたブ

ランドだ。実質的には、ルノーグループのダチア

（ルーマニア）と部品等を共有する可能性が高い。

　ダットサンは、エンジンサイズなどスペックが価

格に見合うなかでミニマム。デザインについては、

実直さのなかにスポーティな感じを取り入れる。さ

らに各市場でのユニークさも仕込む。

　さらに「将来的には新興国、途上国だけでなく、

日本も含めた先進国にも参入できるまでに育って

欲しいと思っています」という可能性を秘めてい

る。

　以上の、日産、インフィニティ、ダットサン。

　これら3ブランドのポートフォリアを世界市場で

いかに上手くマネージメントしていくか？　

　これが、これからの日産モーターカンパニーとし

ての課題だ。中村氏は「いままでは、（自動車メー

カーとして）良い商品を作ることだけに集中してき

ました。ですが今後、韓国、中国、インドなど新興勢

力が台頭してきます。そのなかで、日本車メーカー

は一歩先に進んでいくべきです。それを、日産は強

く意識しています」と決意を示した。　

　また、本誌読者にも気になる、日産が誇る2大ス

ポーツカー、ZとGT-Rの詳細についても聞いた。

　「Zは継続しなくてはならないクルマです。これは

メーカーとしての責任です。課題は、（現行の34Z

から間を途切らせずに）どういうカタチで繋げてい

くかです。これまでのキープコンセプトで良いのか。

つまり、ボディサイズはどうあるべきか、2シーター

で良いのかなど、いろいろな議論を重ねている最

中です。詳細はまだ固まっていません。GT-RもZと

同様（継続するべきクルマ）だと思っています。今後

もマイナーチェンジ控えおり、エンジン改良もまだ

まだやっていきます」

日本車デザインの行方
　近年の日本車デザインの最先端を見事に統括し

てきた中村氏。インタビューの最後に、「日本車デ

ザインはこれからどうなるのか？」という大きな質問

をぶつけてみた。その回答が以下の通りだ。

　「日本独自のカタチを世界に向けて発信したい。

これが、（私として、日産として）の根底の考え方で

す。ただ、もはや日本の市場のためだけに作ってい

る時代ではなく、グローバル向けに作る必要性が

高くなりました。（日産がV字回復した）10年程前ま

では日本市場でも、もっとセダンがいました。あれか

ら状況は大きく変わっています。そうしたなかで“ク

ルマ人”として思うのは、日本のクルマ文化と世界

のクルマ文化の違いが、日本車メーカー（の発想力

として）にとって、決してプラス要因ではないという

ことです。反面、ドイツのクルマ文化と世界のクル

マ文化は近い。こうした（日本と世界、ドイツと世界

という）差がとても大きい。そうした現実のなかで、

日本車メーカーがどうすれば良いのか、その答えが

なかなか見出せません。（一例として）“京都の和風”

のような伝統文化は、インフィニティのスポーツ

クーペのような、一部の相手には分かってもらえま

すが、あくまでも限定的です。日本の強みをどこに

見つけるのか？　例えばキャッシュカイやジューク

は日本発として存在価値が大きく、欧米がフォロ

ワーになりました。つまり、日本は欧州のようなクル

マ文化の歴史にいないぶん、新しい発想も可能で

す。日本は（自分自身が）変われることが、強みなの

ではないでしょうか」

　先進国での成熟、新興国の拡大。今後ますます、

自動車メーカー間の競争は熾烈さを増していく。そ

のなかで、日産は技術、デザイン、そしてコンセプト

として、新しいモノにつねに挑戦していくのだ。
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国内外の商品戦略

SUBARU
取締役専務執行役員・池田智彦氏に訊く

富士重工業株式会社
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リーマン・ショックの北米で
神風が吹いた !?	
　富士重工がいま、元気だ。

　日本ではアイサイトとBRZという、スバルらしい

商品が目立つ。さらに、ここ数年で一気にスバル主

力市場となった北米で、シェアは2.5％まで上昇。

結果、2013年3月期、通期連結業績見通しで過去

最高。本誌が発売される頃の今期決算報告では、

日銀の「異次元の金融緩和策」による円安効果もあ

り、収益の上ブレが確実だ。　

　2012年暦年（1〜12月）で見ると、同社の世界総

生産台数は75 万 3320 台、小売総数は70 万

6612台。その約半分は北米の実績だ。近年のス

バル大躍進の原動力は北米、特にアメリカにある。

　

　リーマン・ショックの最中、SOA（スバル・オブ・アメ

リカ）会長職にあった池田氏は、当時を振り返り、こ

う表現した。

　「神風が吹いた。リーマン・ショック、その前兆だっ

たサブプライムローン問題は（結果的に）弊社全体

の成功に結びつきました。ここまで確信を持つこと

のできた成功事例は（弊社史上）初めて」　

　こうした一般常識を覆すような成功への道は、

いったいどのように切り開かれていったのか？

　2000年代前半〜中盤。スバルは、将来の事業

の方向性に対して深く悩んでいた。軽自動車とミニ

バンの特化型市場の日本で“スバルのポジショニ

ング”が見出せなかった。例えば、「R1」と「R2」とい

う“いかにもスバルらしい開発精神を貫いた商品”

は、ハイト系中心の軽自動車市場のなかに埋もれて

しまった。そうしたなか、森郁夫社長（当時）が打ち出

した2007〜2010年の中期経営計画では、「北米

を最重点市場として注力」と謳った。

　その結果、スバルの主力車種のサイズ感が、そ

れまでの“欧州車ライク”から“アメリカ人好み”へと

一変し、スバルブランドのシンボルであるレガシィ

&アウトバックも大きくイメージチェンジした。

　予想されたことだが、元々スバルの熱狂的ファ

ンが多い日本の自動車メディアでは「これはもうス

バル車ではない。アメ車か!?」という手厳しい記事

が目立った。だが、蓋を開けてみれば、北米市場で

の好評価に加え、日本の消費者からもスバルの新

商品路線についてネガティブな声は少なかった。さ

らに、アイサイトが、日本でのスバル車イメージを

急激に引き上げていったのだ。

決め手は“リセールバリュー”。
質の良いクルマと質の良い顧客層
　では、アメリカでの成功を導いた戦略の詳細は

どうなったのか？

　まず、販売力を強化した。リセールバリュー（下取

り価格）を再構築するための、MSRP（メーカー希望

小売価格）の“リポジショニング”だ。

　要するに、値引きなしでも売れるリーズナブルな

新車価格の設定だ。それまでのスバル車は、顧客

やメディアでの評価は高いが、価格も高かった。そ

のため、時として、インセンティブ（販売奨励金）に

より利益を切り落として販売していた。インセン

ティブを払って値引きしていると、MSRPを低くす

るのと収益が変わらないにも関わらず、リセールバ

リューが落ちる。リセールバリューが下がると新車

の評価に悪影響を与えてしまう。そうした負のサイ

クルを根底から見直し、MSRPとお客様が感じるバ

リューのギャップを埋めていった。標準装備品も充

実させ、顧客のお買い得感を上げたのだ。

　そして、新しい商圏を開拓した。アメリカでスバ

ルと言えば、日本でも以前そうだったように“雪道の

クルマ”のイメージが強かった。売れるエリアは、北

西部のシアトル、ポートランド、北東部のボストンな

どだった。これを、米の南部“サンベルト”に広げる

戦略だ。そのために、SOAが主導する独自ディー

ラー網の“サイトコントロール店”をテキサスを皮切

りに展開した。これと同時に、全米620店舗（現在）

の独立系ディーラーでの専売率を上げ、店舗デザ

インの刷新を進めていった。

　そうしたなか、まず、サブプライムローン問題が

広まった。つまり、信用力の低い層向けのローンで、

住宅価格下落による焦げ付きが増えた。アメリカ人

は住宅を担保に自動車や教育ローンを組む。その

ため、サブプライムローン問題は全米各地の家計

を直撃し、自動車販売が急減した。

　しかし、スバルの顧客は元々、医療や教育機関

の勤務者など社会的ステイタスが高く、生活が安

定している層が多かったため、こうした社会変化の

影響が少なかったのだ。

　さらにリーマン・ショックで思わぬことが起こった。

それがGMとクライスラーの経営破綻だ。これによ

り、GMサターン、ハマーが消滅。そこから、スバル

への鞍替えが一気に起こったのだ。資本力があり、

販売規模が大きい優良ディーラーが、スバル車を
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「スポーツモデルの分野は企業の財産として、
	しっかり育てていきたい。
	（企業モットーである）商品の“安心と愉しさ”のなかで
	愉しさの先端を行きたい」
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扱うようになったことが、スバル大飛躍のキーファ

クターとなった。

　こうした大きな社会変化が神風としてスバルを

後押ししたのだ。

　この機を逃さず、SOAはこれまで全米で5つあっ

た直接販売エリアを3つに集約。各エリアを4ゾー

ンに分け、ゾーンそれぞれにSOAのディーラー開

発責任者を置き、ディーラーとの関係を密にした。

　さらに、マーケティングで大きな手を打った。全米

でスバル購入動機を綿密に調べたところ、商品へ

の安心感や信頼感が、シンメトリカルAWDなど機

能性を超えていた。そこで“LOVEキャンペーン”を

展開。家族愛を中核として、新しいブランドイメー

ジを構築していった。

　こうして、商品、販売力、そしてマーケティングの

三位一体化が奏功し、スバルがアメリカで大化け

したのだ。

これからのスバルは、どうなる？　
　日米で業績上昇中のスバル。今後はどうなるの

か？　今後、どうしていきたいのか？　池田氏に各

種質問をぶつけてみた。

Q　BRZ、STIなど、スポーツカーのハイブランド

はどうなるか？　

A　先日（3月末）のニューヨークショーでWRXコ

ンセプトを発表しましたが、その反響の大きさ

（WRXの存在）に改めて驚きました。今後、（こうし

た分野は）企業の財産として、しっかり育てていき

たいですね。（弊社のモットーである）商品の“安心

と愉しさ”のなかで、愉しさの先端を行きたいと。

Q　ジュネーブショーで3モーターのコンセプト

カー で ある「 S UB A R U  V I Z I V（ヴィジ ヴ ） 

CONCEPT」、ニューヨークショーで量産車「スバ

ルXV クロストレック ハイブリッド」と最近、ハイブ

リッド車の公開が相次いでいる。この分野への開発

ロードマップを教えて欲しい。　

A　“安心と愉しさ”の融合です。そのなかで、

2017年の米ZEV（ゼロエミッションヴィークル）法

への対応がマストになります。実際の販売に結びつ

くかは試行錯誤することになるでしょう。ですがメー

カーとしてやらざるを得ない、避けて通れない課題

だと。

Q　トヨタへの86供給、ダイハツからルクラ、プレ

オ・プラスなどの受給というOEM体制がある。今後

OEMについてはどのように進めていくのか？　

A　開発原資を排気量1.6ℓ車以上に絞っていま

す。そのなかで、国内ディーラーからの要望に対応

して、トヨタグループからOEM供給を受けており、

（その体制は）今後も継続します。現時点で86/

BRZに続く第2弾の共同開発と言える具体的案件

はありません。

Q　今後のスバル、企業としての大きな方向性

は？

A　販売台数目標としては、2013年暦年で75万

台、そして中期経営計画としては、2015年度で85

万台としています。さらに大きな括りとして、2020

年頃を目処に100万台を目指しています。これは、

その時期に世界市場での全儒が1億台に達する見

込みであり、現在のスバル世界シェア1％を維持し

ようすると100万台は必要だという考えによるもの

です。現時点で北米シェアが2.5%、オーストラリア

が4%。今後は、弊社販売総数の約半分を占める北

米を軸に、日本、さらに中国を柱として市場を広げ

ていきたいですね。また新興国などでも、着実に底

上げをしていければと思っています。　

　2000年代後半に、北米を基点に大きくジャンプ

したスバル。当面は、現状の正常進化を続け、販売

量と商品の質を上げ、カスタマーサービスを充実

させていく。その過程で、ジャパニーズプレミアム

ブランドとして更なる磨きがかかっていくだろう。
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次期NSXを含めた
今後の商品戦略

HONDA
常務執行役員・野中俊彦氏に訊く

本田技研工業株式会社
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N	BOXで好調の滑り出し。
世界販売600万台達成を目指して

　東京都港区南青山2丁目、ホンダ本社正面玄関

前にズラリと並ぶ新型モデルたち。その真ん中で

N BOXとN ONEが誇らしげだ。

　ホンダが満を持して投入したNシリーズは、自動

車産業界の予想を超越する大ヒットとなっている。

同車の開発を振り返って、野中氏はこう語る。

　「ホンダは（ここ数年）NSXから軽自動車まで、幅

広いラインナップを展開してきました。以前はライ

フが好調だった時期もありました。ですが軽自動車

は国内専用で、正直なところ（利幅が少なく販売地

域が限定的で販売量に限りがあり）あまり儲かりま

せん でした。ところがリーマン・ショック後、伊東社

長から“軽自動車を本気でやる”との指示があり、N 

BOXへとつながる企画が生まれました。久々にホ

ンダが軽自動車を出すからには、（他社にない）新し

い価値を持たせました。またプラットフォームもエン

ジンもブランニューです。こうした開発姿勢をお客

様、そして市場全体が認めてくれたことをとても嬉

しく思っています」

　今回の日本国内での成功は、ホンダが掲げる「世

界生産600万台構想」という大きな目標に向けて、

幸先の良いスタートとなった。

　同構想は、2012年9月に青山本社で行われた

社長会見で発表されたものだ。これは事実上、

2016年3月期までの中期経営計画の発表だった。

そのなかで、二輪車、汎用製品、四輪車を合わせて

世界全体で3900万台を目指すとした。

　四輪事業については世界販売で600万台超え

を狙う。同社の2012年暦年（1〜12月）での世界生

産台数は、411万857台。つまり、あと4年間で現

在の1.5倍規模にするというのだ。

　では具体的に、規模拡大の戦略とは何か？　大

きな内訳としては、先進国市場を現行の1.5倍、新

興国市場を2倍にし、それぞれで300万台にする。

　先進国市場の中核は、やはり北米だ。シビック、

アコード、そしてCR-Vをさらに拡販すると同時に、

ILX、RDX、MDX、RLXそして2015年のNSXへと

アキュラ・ブランドを刷新。さらに、2014年にメキシ

コ工場が稼働し、次期フィットやその派生モデルの

CUV（コンパクト・ユーティリティ・ヴィークル）をアメ

リカ向けに輸出する。

　また日本市場では弾みのついた軽自動車で一気

に攻勢をかける。N ONE以降、2015年までに次期

ビートの該当車を含めた5モデルを投入する。

　欧州については、EU域内での不安定な経済情

勢が当面続くと見られる。そのなかで、近年欧州で

起こっているDセグメントからのダウンサイジング

の流れを受けて、シビック・ツアラーを2014年に発

売。また、独ニュルブルクリンクFF最速を目指し、

2015年発売予定の次期シビック・タイプRの開発

を進めるなど、様々なブランド戦略を仕掛けてい

る。

　一方、新興国での動きは大きい。
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本田技研工業株式会社
常務執行役員 四輪事業本部 商品・ブランド戦略担当 
兼 本田技術研究所 取締役 副社長執行役員

野中俊彦
Toshihiko Nonaka
1978年入社。2004年、本田技術研究所 常務執行役員に就任。2006
年、ホンダR&Dアメリカズ・インコーポレーテッド（ホンダR&Dアメリ
カズ）取締役副社長。2007年、ホンダR&Dアメリカズ取締役社長に
就任するとともに本田技術研究所 常務取締役に。2010年本田技術研
究所 専務取締役に。2011年本田技研工業 常務執行役員（四輪事業本
部商品担当）とともに本田技術研究所 専務執行役員に。2012年本田
技術研究所 取締役副社長執行役員に就任。1957年生まれ。

「（次期NSXは）スペックではなく、エモーショナルな
	ところに訴えるようなクルマにしたいと開発しています」
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　中国では2013年から3年間で、ホンダ・ブランド

として10機種以上のフルモデルチェンジと新規投

入を行う。今年4月中旬から開催される上海モー

ターショーでは、昨年の北京モーターショーで発表

されたセダンのコンセプトC、5ドアハッチバックの

コンセプトSの量産モデルが登場する。

「コンセプトCは、中国（広州ホンダの開発部署）で

企画設計した中国市場専用車。コンセプトSは日本

で企画したものです」

　また市場拡大が進むアジア大洋州や南米向けと

しては、コンパクトカーのブリオと、その派生車で

あるセダンとMPVを拡販する。そのなかでインド

向けでは、新設計の1.5ℓディーゼルエンジン搭載

車も販売する。

　このようにホンダは、世界各地で同時に多種多

様な新モデルの開発を進めなければならない。こ

れを同社内で、どのようにマネージメントしている

のだろうか？

　「世界市場を6極と見ています。それは、日本、北

米、南米、アジア大洋州、ヨーロッパ（ロシア・CIS、

中近東を含む）、そして中国です。そのなかでフィッ

ト、シビック、アコード、CR-Vをグローバルモデルと

して定義。これらは世界市場での最適化を考え、日

本の研究所がヘッドクオーターとして機能していま

す。具体的にはハードウエア分野では栃木、デザ

インは和光の事業所が担当しています。対して、ブ

リオなどは、各地域の研究所での独自開発を進め

ています」

　こうした多元的な車両開発によって、部品開発・

調達でも大きな変化がある。

　「昔は部品の仕様は世界統一にしていました。で

すが、各地域での現地生産量が増えたいま、地域

ごとに仕様を変えています。ホンダとしての最低品

質限度は守りますが、各地域での気候条件、道路

環境、そして顧客の使い勝手によって導入部品の

基準を変えています。そのなかで、日系部品メー

カーではなく、各地場メーカーからの導入が増えて

いる状況です。以前、各部品は世界に図面が１枚で

した。それに各地域で合わせるため、コストが上

がった。それをいまでは、各地域で一番造りやすい

造り方で、ホンダが要求するスペックに合致する仕

様にする。これが、現地最適図面という考え方で

す」

　　また、他自動車メーカーとの技術連携につい

て、野中氏は興味深い発言をした。

「セールスボリュームを考慮して今後、他の自動車

メーカーと技術の共同開発、または技術を購入す

ることはあり得ます。ただし、資本提携としてのアラ

イアンスはしません。以前は、独立独歩や自前化を

掲げましたが、いまはそうした時代ではありません」

　このように、世界販売600万台超を睨んで、ホン

ダの開発体制はとてもフレキシブルなのだ。

次期NSXはこうなる
　世界販売600万台構想を進める上で、キーファ

クターがある。それが、次期NSXだ。

Q　NSXはいま、ホンダにとって必要か？　

A　これから、ブランドがすごく大切になります。弊

社は本田宗一郎が起業してから、スポーツカーを

造り、いろいろなレースチャレンジがしてきたこと

が、ブランドに直結してきたという歴史があります。

また、現在進めている世界販売600万台の路線

で、商品を良くするだけでなく、ブランドを高める必

要がある。そうしたなかで、NSXという財産を活か

して、頂点に立つスポーツカーを造りたいと思いま

した。私が4年前、米国の研究所社長から日本に

戻ってすぐ、伊東社長にそう進言したのです。

Q　価格はどの程度のイメージか？　最近、フェ

ラーリ、マクラーレン、ポルシェが1億円級のハイ

ブリッドスーパーカーの量産が話題となっている

が？

A　NSXは、スーパーカー専用のビジネスとは違

います。弊社がフェラーリのような値付けをして顧

客に買ってもらえるとは到底思えない。このくらい

の価格なら、アキュラを買っても良いと思える値付

けになる。ホンダ社内は皆、そう思っています。（た

だし）実際には価格は、まだ決めていません。

Q　他のハイブリッドスーパーカーとの違いを、ど

のように表現するのか？

A　サーキットで速いという観点ではなく、街中や

ワインディング走行で気持ち良いクルマにしたい。

最高出力を追うのではなく、適度なトルク、最適な

アクセルレスポンス、さらに高性能シャシーによる

フラットライド感に優れた高いトレース性を目指し

たい。走りの気持ち良さをどんどん追求したい。ス

ペックではなく、エモーショナルなところに訴えるよ

うなクルマにしたいと開発しています。

Q　 NSXやRLXが搭載する3モーター式は、ホ

ンダハイブリッドシステムのなかで、どのように位

置付けなのか？

A　弊社のハイブリッドは、クルマのサイズに応じ

て大きく3つに分けています。スモールカーでは、

ホンダらしい走りと好燃費のために軽量コンパクト

な1モーター式。それが、アコードなど中型セダンに

なると、コンパクトカーより約200kgの重量増とな

るため、必然的に2モーター式へ。さらに3モーター

式ですが、これは元々、北米のSUVなど大型車両

向けとしての発想です。今後3モーター式はアキュ

ラ専用とし、そのなかでNSXでは走り重視の仕様

に仕上げていきます。その走りは、加速ではV8に

負けない。しかも燃費はL4（直列4気筒）並みです。

前輪軸中央の2モーターで、スーパーSH-AWDに

よる左右トルク配分。さらに、コーナーでは、内側輪

側で発電、外側輪側で駆動へのアシストが可能で

す。そして加速時には両モーターを一気に回す。い

ままでのスポーツカーには全くなかった走り味を実

現します」

　NSXを頂点とするホンダのさらなる進化が、いま

からとても楽しみだ。



AUTOCAR JAPAN 10th Anniversary Special

“軽”の今後と海外戦略

DAIHATSU
執行役員・上田 亨氏に訊く

ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社
執行役員 技術本部 製品企画部部長 兼 技術統括部 担当

上田	亨
Toru Ueda
1984年入社。主にシャシー設計部でシャシー・ブレーキシステムの開
発を担当。2010年「ミラ・イース」プロジェクトの開発責任者を経て、
2012年より現職。1960年生まれ。
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ミラ・イースは
どうして売れているのか？
　軽自動車としては、なんとも衝撃的な登場だっ

た。

　「ダイマツ・ミロ・ブース！」（by ブルース・ウィリス）。

こうした面白CMは、決して大手広告代理店の力だ

けでやったことではない。上田氏が実情を明かして

くれた。

　「ミラ・イースは、いままで（の弊社の軽自動車）と

は大きく違います。開発、生産、営業、そして宣伝ま

でシームレスで一貫した商品性を考えました。その

ため、すべての情報は（当時、同車の開発責任者

だった）私のところに集めました。ブルース・ウィリス

さんの起用は“登場感”の表現です。いままでにな

い軽自動車を強調するためなのです」

　同車はリッター30km、税込価格が79万5000

円〜という低価格によって一躍人気車となった。ハ

イブリッド車でもEVでもない“第3のエコカー”。さ

らに、ダイハツラインナップでの不動の2大看板、

ムーヴとタントにならぶ三本目の柱として、日本車

全体のなかに新しいジャンルを確立させた。

　また驚くことに、ミラ・イースのユーザー購入動機

には“奥深さ”があるのだ。

　「様々なクルマからの買い替えが目立ちます。新

規ユーザーの多くにインタビューしました。そこで

わかったのは、（内燃機関の効率化やボディ軽量化

など）基本的な技術を磨き上げて、燃費が良く価格

が安いという“開発の意義に共感した”という声が

多かったことです。さらには、実車もカタログも見ず

に、ホームページに掲載した“開発思想”にココロ打

たれて購入された方もいました。2011年の東日本

大震災を境に、クルマや生活への価値観が大きく

変わったように思えます」

　シンプル&スリムが開発コンセプト。インテリア

でもシンプル&クリーンを貫いた。こうして生まれ

たミラ・イース。軽自動車のモノづくりで、大きな流れ

が変わる、新たなるスタート地点に立ったクルマで

ある。

　実は同車は、量産前に大きく軌道修正されてい

る。筆者が初めて上田氏に会ったのは2009年東

京モーターショー。コンセプトモデルのe:s（イース）

について詳しく話を聞いた時だった。

　イースは元々、燃費をキーワードにした少量生産

車になるはずだった。当時の時代背景としては、3

代目プリウスvsインサイトのハイブリッド戦争が巻

き起こっていた。それに対してダイハツは、軽自動

車スペシャリストとしての技術を満載した、技術先

行型の尖った商品を企画。ボディ形状も2ドア車

だった。しかしリーマン・ショックもあり、市場が急変。

社内では「ダイハツ車としての、真の存在意義は何

か？」と議論となった。

　そして生まれたのが、軽自動車の原点を徹底追

求し、より多くの顧客に届くためのクルマ。ミラ・イー

スというカタチでの量産が決まったのだ。

軽自動車はこれからどうなるのか？
　ではこれから、軽自動車市場全体はどういった方

向に進むのか？　

Q　ミラ・イースの登場。その後、ホンダNシリーズ

の急拡大。さらに今年は、三菱・日産の合弁により

ek／DAYZの誕生と、軽自動車の競争環境は厳し

さを増す。今後の軽自動車市場はどうなっていくの

か？

A　とくにここ1、2年で（市場の行方が）見えにくく

なってきました。（各社で新しい売れ筋商品が出て

も）セグメントでの食い合いはしていない。（こうし

た状況で）技術屋としての私感では、軽自動車とい

う規格を前向きにとらえ、今後の可能性を模索して

います。もし軽という規格がなければ、開発の方向

性が無限にひろがってしまう。ですが規格があるた

め、与えられた試練のなかで、いかに知恵を出すか

がカギ。軽自動車はお客さまとメーカーとの距離感

が、非常に近い商品です。昨年比で軽自動車市場

は約12％増ですが、そうした新しい顧客層で、いま

まで軽自動車を購入しなかった理由に“軽自動車っ

ぽかった”という点があります。つまり、軽自動車を

意識せずに買えた。また、ホンダが（本格的な）軽自

動車を出したから買ったなど、これまで軽自動車購

入に、足踏みしていた層が動いたのです。その層に

は新規顧客の可能性がまだまだ高いと思います」

　また、別の視点で軽自動車を見た場合、遊びゴコ

ロ満載の軽スポーツについても気になるところだ。

Q　次期コペンはどうなるのか？　コペンは2012

年8月で生産終了。コンセプトモデルD-Xが登場し

て久しいが？
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「低燃費、低価格という部分を基本に、それをいかに磨き上げるか。
	それがダイハツの存在意義であり使命だと思っています」
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A　コペンは、従来の軽自動車が必要とされてき
たスペースの大きさや道具としての使い勝手では

なく、楽しさを提供してきました。低燃費、低価格の

技術要素をうまく使いながら、楽しいクルマを企業

として持ち続けたいという気持ちは常にあります。

ミライースの開発時に「もっと軽にできること」とい

う考え方・キャッチフレーズを掲げた。（次期コペン

についても）決してミラ・イースが成功し事業が安定

したから次はコペンではなく、この考え方からコペ

ンのような楽しいクルマがあるべきだと思っていま

す。軽スポーツという言葉を使う限り、基本性能や

オープン（ボディ）スポーツで爽快感は変えてはい

けないと思います。その部分はブレません。軽ス

ポーツの顧客層は幅広く、そのなかで“身近なクル

マ”という点も外してはいけないと思っています。製

造については、コペンのような工房スタイルも含

め、生産方法を検討しています。」

日本人があまり知らない
ダイハツの海外戦略
　ダイハツの2012年暦年（1~12月）のグローバル

生産台数は119万2439台だった。

　そのうちの65％は日本国内だ。ミラ・イース等の

ダイハツ九州・大分中津工場と、ムーヴ等を生産す

る滋賀・竜王工場が主軸だ。国内からの輸出台数は

9752台しかなく、日本国内では地産地消が明確

だ。

その一方で、グローバル生産の35％を占める海外

生産については、日本ではあまり知られていない。

　「まさか、軽自動車を海外で造って売っているの

か？」とか思われる方もいるはずだ。または「海外と

は、いったいどこだ？」と思われるだろう。

　その答えは、マレーシアとインドネシアで、乗用

車を生産販売しているのだ。しかもそれが、大人気

を博しているのだ。

　まずマレーシア。2012年の同国全需に占める

シェアは30.1%でトップ。会社名とブランド名は

Perodua（プロドゥア）だ。商品としては、ブーンを

ベースとしたリッターカーのマイヴィが主力だ。同

国経済は安定成長しており、それに伴い、既存の

工場に加えて2014年に生産能力10万台規模の

新工場設立も決定している。

　次にインドネシア。首都ジャカルタに行くと、3列

シート7人乗り小型MPV（マルチパーパスヴィーク

ル）が姿が目立つ。これがダイハツ・セニアとその兄

弟車トヨタ・アヴァンザだ。2004年1月の発売以来、

累計生産販売台数は2011年時点で100万台を

突破。この2モデルで同国全需の約3割を占める

大ヒット商品なのだ。

　成功の理由は、ほぼ“インドネシア専用車”といえ

るクルマだからだ。隣国タイなど、ASEANの他地

域とはクルマに対する趣向性と必要性が異なる同

国に合わせて企画開発されたのだ。

　さらに同国向けの新たなリッターカーでトヨタと

協業する。それが、アイラとアギラだ。

「軽自動車の軽量化技術を海外展開して生産につ

なげています。設計室も国内海外向けで分けてい

ませんし、良い技術は共有しています」

　さてインタビューの最後に、こう聞いた。「ダイハ

ツはどこへ向かうのか？」

　「日本のコンパクトカーメーカー、世界のコンパク

トメーカーとしてあるべき姿を追求し続けていきま

す。低燃費、低価格という部分を基本に置いて、そ

れをいかに磨き上げるか。そうすることがダイハツ

の存在意義であり、使命だと思っています」

　日本人気質が活かされる軽自動車技術。日本国

内外でのさらなる進化に期待したい。
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商品戦略と
今後のブランディング

MITSUBISHI
常務取締役・中尾龍吾氏に訊く

三菱自動車工業株式会社
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知られざるミラージュの大成功
　まず最初に今回の取材対応について、三菱自動

車関係各位に感謝の意を表したい。

　周知の通り、アウトランダーPHEV関連の事象な

どで、同社は原因究明を進めている真っ最中だっ

た。そうした状況下で、商品開発担当役員の中尾

氏から同社の現状と未来について、明確な回答を

頂けた今回のインタビューは、極めて価値が高い

と思う。

　さて取材当日、同社本社1階のショールームに

は、アウトランダーとミラージュの姿が目立った。ミ

ラージュは昨年8月に日本発売され、最初の数カ月

は月販3000台近くを維持し、幸先の良いスタート

を切ったかに見えた。だが、その後は伸び悩んでい

る。

　中尾氏は「日本は特殊な現象が出ていると思い

ます。現在、日本で販売好調なモデルは、アクアや

N BOXなどが主流で、コンパクトカーセグメント全

体が伸びていません。顧客ニーズの流れが変わっ

てきたと感じています」と現状を分析する。　

　ところが、こうした日本の状況とは全く違い、ミ

ラージュが大成功している国がある。それが、日本

向けに同車を全数輸出しているタイだ。

　同国政府が推進している、コンパクトカーのエコ

カー政策で、ミラージュはトップランナーなのだ。同

国での生産開始は昨年3月で、本格的な現地販売

を始めた6月からは5カ月連続首位となった。その

後も、日産マーチ、ホンダ・ブリオとともにエコカー

市場を急拡大させている。

　このミラージュこそ、三菱の中期経営計画「ジャ

ンプ2013（2011〜2013）」に掲げた「新興国市場

と環境対応」を象徴するグローバルスモールであ

る。グローバルカーという括りでは、同社はミラー

ジュの他、アウトランダー、パジェロ、そしてRVR

（欧州他でASX、北米でアウトランダースポーツ）

がある。また新興国向けとしては、ピックアップト

ラックのトライトンをベースとしたオフロードSUV、

パジェロスポーツで対応する。

　生産拠点としては、日本とタイの他、米国ブール

ミントン・ノーマル工場や仏PSAと生産ラインを共

同活用するロシア・カルーガ工場がある。この他、

昨年10月には中国で、広州汽車との合弁事業が

本格的にスタートした。

　こうした世界市場での動きを踏まえて、中尾氏に

各種質問をぶつけてみた。

Q　今年6月から、日産と協業するNMKV社の一

括企画による軽自動車eKシリーズ／DAYZシリー

ズの販売が始まる。ホンダN BOXの成功で競争

環境が厳しくなる同市場でどう戦っていくのか？　

A　我々の特徴は質感の高さです。外観デザイ
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三菱自動車工業株式会社
常務取締役 商品戦略・事業化統括部門長 兼 開発統括部門長

中尾龍吾
Ryugo Nakao
1976年入社。乗用車開発本部でのボディ設計や商品開発、マーケ
ティング戦略室や開発本部でのプロジェクトマネージャー等を歴任
後、2008年執行役員就任。開発本部長、国内営業本部長、商品戦略
本部長を歴任。2011年に取締役として開発統括部門長（購買担当）、
開発統括部門長に就任し、2013年4月より現職。1952年生まれ。

「現時点で電動車両技術で一歩先んじているのですから、
	これをアドバンテージに
	さらなる新しい技術を常に追求していきたい」
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ン、インテリア、乗り心地などクルマ全体として、い

ままでの軽自動車にない質感を追求してきました。

その違いはクルマに乗った時にハッキリと感じてい

ただけます。軽自動車として必要なスペックを満足

したうえで、良いものに仕上がっていると思ってい

ます。軽自動車はセダン、ハイトワゴン、スーパー

ハイト、それぞれのセグメントで顧客層は違いま

す。そのため、まだまだ新規顧客の可能性は幅広

いはずです。

　目標とする市場シェアはこれまでの（三菱3.7％、

日産7.7％）とは比べモノにならないほど（の飛躍）を

狙っています。

Q　ご指摘の質感については、先日試乗したアウ

トランダーと同PHEVで強く感じた。正直なところ、

以前の三菱車は乗り心地やハンドリングが、かなり

ピーキーでスポーティだった。アウトランダーでは、

そうした雰囲気がだいぶ変わった印象があるが？

A　これまでは、三菱らしさを、そうしたカタチで求

めてきました。スポーティ、ということです。（つまり）

ニッチなメーカーとしてのクルマづくりが強過ぎた

きらいがあったと思います。それを好んで頂いた顧

客がいたのも事実です。しかし今後の商品のあり方

として、顧客が（乗り心地や静粛性など）重要視する

ポイントにコストをかけていきたい。性能とのバラ

ンスを上げていきたい。（現在そうした）クルマづく

りの方向転換をしているところです。

Q　今年3月、ジュネーブショーでは、i-MiEVより

ふた回り大きい、セダンタイプEVのCA-MiEV、さ

らにSUT（スポーツ・ユティリティ・トラック）のGR-

HEVを発表した。その際、前者では航続距離を求

めたカタチ、後者は欧州CO₂規制を考慮したカタ

チという説明を受けた。「ジャンプ2013」にEV、

PHEVの投入計画はあるが、現時点で、今後の電

動車両の開発ロードマップをどのように考えている

か？

A　EVについては、我々が以前に考えていたよ

り、世の中の動きが遅いです。EVの販売台数も当

初予定よりは低いのは事実。これは車両価格、航

続距離、そしてインフラというEV特有の問題が大

きい。（事実上）弊社と日産など、少数メーカーだけ

ではこの流れを一気に変えることはできません。

　そのうえで弊社としては、EV市場にフレキシブ

ルに対応する必要があると認識しています。（つま

り）時代に合わせた、（開発と商品の市場導入の）時

間軸の見直しが必要です。

　その反面、アウトランダーPHEVは我々が当初

考えていた以上の販売台数に達しています。EVの

各種の課題に対して、PHEVがひとつの回答であ

ると思います。こうした状況で、弊社としてはPHEV

をしっかりと育てていきます。そのため、（EVと

PHEVの市場導入の）優先順位についても考え直

すことになります。

Q　三菱の企業イメージのひとつ、ランサー・エボ

リューションは今度、どうなるのか？

A　ランサー・エボリューションは、我々の歴史で

す。そのブランド力についても充分理解していま

す。ですが、これからの時代は、高性能と環境対応

のバランスが良い商品でなければなりません。例

えば、アウトランダーPHEVが実現した理想的な前

後トルク配分と加速、そして燃費とのバランスで

す。

　そのうえで、ランサー・エボリューションは新たな

進化が考えられます。そのためには、リチウムイオ

ン二次電池の高密度化や軽量化など、主要構成部

品での進化も必要。また、インホイールモーターに

ついては、高性能ですが制御が難しく、コストが高

く、ランサー・エボリューションの存在意義である高

コストパフォーマンスと合致しないかもしれません。

　こうした様々な技術革新の先に、次世代ラン

サー・エボリューションの姿があると思っています。

Q　三菱自動車は今後、どのような方向性、どのよ

うなブランドイメージを求めていくのか？

A　ブランドを作る観点では、電動車両がその中

核になると思っています。弊社は世界で初めて（大

量生産での本格的な）量産型EVを販売した大手自

動車メーカーです。この領域をしっかりと育ててい

くことが、三菱自動車全体としてのブランドを作る

ことにつながるのです。

　電動車両はいま、先進国向けの商品です。です

が、新興国も今後、電動車両を含めた環境対応技

術で急速に先進国を追いかけてきます。弊社は現

時点で、電動車両技術で一歩先んじているのです

から、これをアドバンテージとして、さらなる新しい

技術を常に追求していきたいと思います。

　その過程で、他社との技術協業の機会は増える

と思います。近年、燃料電池含めて、単独メーカー

では多額の開発費用を負担することは難しい。先

進技術に対して各社のエンジニア同士が共に研

究することで、事業性が上がり、より速い商品化が

可能になると考えます。

　とはいえ、電動車両で短期間に高い利益を出す

ことは難しい。ですから、弊社としては様々なグロー

バルカーと、より多くの地域ニーズにあったクルマ

を市場導入することで、事業の基盤を固めます。そ

れと事業中核である電動車両とをうまくバランスさ

せていくことが今後、重要になっていくと考えてい

ます。

　以上がインタビューだが、最後に中尾氏から気に

なるひと言があった。「これからの市場というと、他

社も（ASEANやBRICSなど）大体同じ方向性にな

りますが……。最近、弊社の益子修社長は、“今年

はアフリカ元年だ！”と言っています」。　

　三菱の独創的な飛躍に、期待したい。
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取材後記まとめにかえて

著者紹介

桃田健史
Kenji Momota
日米を拠点に世界各地で自動車産業の動向を取材するジャーナリス
ト。インディ500、NASCAR等にレーサーとしても参戦経験あり。自
動車雑誌に多数の連載を持つ他、ダイヤモンドオンラインで連載「エ
コカー大戦争」、日経Automotive TechnologyでBRICS等の取材、
日本テレビで海外自動車ショーや自動車レース解説、集英社「ヤング
ジャンプ」で漫画原作などを行う。著書に「エコカー世界大戦争の勝者
は誰だ」（ダイヤモンド社刊）。本誌ではワールド・オートモービル・マー
ケットの新興国市場分析でお馴染みである。

119号から3号に渡ってお届けした日本車メーカー大研究。
今回取り上げた各メーカー首脳の生の声を受けて、最後に本特集を総括する。

米国市場への見切り、日本市場に対する開き直り、
新興国では自社の強い市場を限定する“選択と集中”が明確に。
技術面では“競合他社との協業が必須”が大勢を占めた。

マツダ広島本社・会議室にて。
同社・金澤氏の説明をうける桃田レポーター（写真左）。
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広島、名古屋、横浜、東京、大阪。約2週間で一

気に、日本車メーカー7社を巡った。ちょうど

年度末から年度始めだったが、各社からは丁重な

ご対応をして頂いた。

　なお、誠に残念ながら、乗用車を製造販売する日

本車メーカー全8社のうちスズキのみ、取材が実現

しなかった。編集部から数回に渡り、海外事業やイ

ンド事業担当の役員の方への面談要望を出したが

折り合いがつかなかった。同社はハンガリーやイン

ドなど、他の日本車メーカーに先んじて新興市場に

積極的に事業展開してきたことで知られている。さ

らには、そうした決定は、鈴木修会長兼社長のコン

ピューターならぬ“勘ピューター”のなせるワザとも、

自動車業界では言われている。結局、今回の取材

内容は、鈴木会長兼社長に直接お尋ねするのが筋

だったのかもしれない。

　同社にはまたの機会に、将来の事業・商品構想に

ついて詳しく語って頂きたいと思う。

　さて、3回に渡り短期連載した「日本車メーカー

大研究」。定常的に世界各地で自動車産業につい

て見聞きしている筆者自身にとっても、大いに勉強

になる企画だった。各種資料を再整理し、各社役員

の方に各社施設内でジックリと議論するなかで、各

社の生き様、そして日本自動車産業の有り様が見

えてきた。

　そこにあったのは、各社それぞれの独自性がはっ

きりとした事業方針だ。かなり生意気な表現をさせ

て頂くと、各社が“分相応”をわきまえてきた、と思え

た。

　日本車メーカーの歴史を振り返ると、1960年代

に急成長し、70年代に公害対策に没頭し、80年代

に海外進出のファーストステージへ。バブル崩壊

後、2000年代には新興国進出。また、リーマン・

ショックとタイ大洪水、さらにはチャイナリスクでの

試練を受けた。そしていま、各社にとって、真のグ

ローバル化の時代に突入している。

　そのなかで、全方位外交が可能なトヨタを除く各

社は、市場と技術の“選択と集中”の姿勢がハッキリ

と出てきた。

　具体的には、市場で見ると「アメリカ市場への見

切り」、「日本ガラパゴス市場に対する、（ある種の）

開き直り」、さらにBRICSとASEANという新興国の

なかで「自社の強い市場を、ある程度限定する」と

いった動きだ。

　技術については、パワートレインの電動化を、

「米ZEV法対応として割り切る」、「欧州CO₂規制に

ついて先んじる」という意思が、各社で明確だ。

　また、「競合他社との技術の協業は必須」という

意見が大勢を占めたのが印象的だった。

　そして、一抹の不安を覚えたのが、インフォテイ

メント系のテレマティクスについてだ。トヨタは今

回、IT・ITS系の担当役員の方がインタビュー対象

だったため、同分野への理解の深さと社内を上げ

ての研究開発姿勢が見て取れた。だが、その他各

社については、動きはある、または動こうとはして

いるが、近い将来、欧米企業に対して“勝てる戦略”

をどこまで具体的に描けているのかが、見えてこな

かった。

　これから数十年間、世界自動車産業は、新興国

市場の成長に伴い、確実な成長路線にある。だが

同時に、欧米での各種規制に縛られながらのパワー

トレイン開発、さらには「クルマの価値観そのもの

を大きく変えてしまう可能性が高い」インフォテイメ

ント系のテレマティクスの急激な発達により、各市

場での競争環境はドンドン熾烈になっていく。　　

　そうしたなかで、日本車メーカーは、どんなクル

マを造り、どの市場で売り、そしてどのように顧客と

接していくのか？

　日々、切磋琢磨する日本車メーカー各社に、熱い

エールを送りたい。


