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■2008年に転換期を迎えた米国の自動車市場構造変化を分析！

■市場回復期に向けた米国メーカーの戦略と競争焦点を分析！

■GM、Ford、Chryslerの経営再建に向けた戦略と回復力を展望！

■日本メーカーの回復期に向けた戦略と北米依存脱却の課題を展望！
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日本自動車産業に問われる市場回復への準備と
                                           北米依存収益体質からの脱却
日本自動車産業に問われる市場回復への準備と
                                           北米依存収益体質からの脱却

　米国の自動車市場は金融危機の影響を受けて、2008年に大幅にしかも急速に後退し、自動車メーカーの収益を直撃しました。
GM、Ford、Chryslerの米国自動車メーカー3社は資金繰りが悪化し、経営の危機に追い込まれており、日本の自動車メーカーも今
年度決算は減益あるいは赤字となる見通しです。円高も急進したため、日本企業は北米事業体制の見直しを迫られていますが、中長
期を展望すると2010年代初頭には市場が回復する局面が必ず到来します。その回復期に向け、市場の変化、米国市場の回復力を見
据えた成長戦略が求められます。また、近年収益依存を高めてきた北米事業のリスク対策とともに、代替しうる収益事業の育成も求
められます。
　「米国市場後退の深度と回復シナリオ」は、2008年11月、緊急に行った現地取材をもとに、2008年の米国自動車業界の急変を詳
細に分析し、今後2010年代の市場回復期の競争焦点と戦略課題について報告するものです。
　当案内書をご高覧のうえ、関係部署とも御相談いただき、是非採用を賜りますようお願い申し上げます。
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緊急調査報告書

米国自動車市場長期推移

実績　←→　予測

【米国、小型自動車販売台数長期推移/予測】

注）1975～1980年は登録台数。2008年以降の予測はFOURINによる （Ward's Communicationsデータより作成）
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第2次オイルショック後、
小型日本車人気。日米自
動車貿易摩擦で日本車輸
出自主規制に。

世界同時不況。1991年
の景気後退後、GMは大
規模リストラを実施、
Chryslerが経営危機。

2008年にガソリン1ガロ
ン4ドルを記録。低燃費
志向強まる。金融危機か
ら市場が急速に後退。

IT景気時代。ミニバンに次い
でSUV人気。小型トラックの
RV化進む。2000年代はCUV
に需要シフト。

過去の不況期より長期の
様相。小型車志向、低燃費
指向強まる。ハイブリッド
技術など自動車メーカーが
商品提案を模索。円高進行。日本

メーカーが北米
現地生産開始。

「第2章　市場停滞で明らかになった北米依存体質の危うさ」より
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総論　日本自動車産業に問われる市場回復期への準備

第1章　米国市場後退の深度と自動車メーカーの業績悪化への影響

1、米国自動車市場、2008年に需要動向急変し300万台後退、2009年に底を迎える

◇2008年は3つの要素から3段階で需要後退進む

◇米国3社は2割強の販売減、日本メーカーは減少でもシェアは増加

◇SUV、ピックアップ市場が20%超低下、セグメント構成が急変

◇金融危機の影響でローン･リースの販売金融業務に異変

◇2009年市場は2008年以上の冷え込み、シェア変動期に

2、自動車メーカーの業績が急速に悪化し米国3社は破綻の危機に

◇Michigan大学がDetroit 3破綻時に300万人の雇用影響を試算

◇Detroit 3救済策の具体化はObama新政権発足後に

◇GM、資金繰りが悪化、求められる厳しいコスト削減と成長戦略

◇Ford、経営再建へ燃費向上技術と小型乗用車投入を計画

◇Chrysler、提携を通し存続を狙うが、成長戦略は不十分

◇Daimler、高級車と中･大型商用車の市場縮小で事業再編

◇BMW、リース販売による利益減を受け販売戦略を見直し

◇VW Gr.、現地生産開始と乗用車の拡充で100万台販売達成へ

◇現代自Gr.、生産調整不可避も、小型乗用車強化でシェア増狙う

第2章　市場停滞で明らかになった北米依存体質の危うさ

1.日本自動車産業の北米依存の高さとその影響

◇トヨタ、市場急変対応で生産能力拡大計画を見直し

◇ホンダ、フレキシブルな生産対応と4気筒エンジン増産図る

◇日産、小型商用車事業に参入し底堅い需要獲得を狙う

◇三菱自、スズキ、富士重、マツダは生産･販売体制を見直し

2.主要日本部品メーカー、2008年は収益後退不可避に

第3章　米国市場回復の時期と競争焦点

1. 小型自動車市場は2010年以降緩やかな回復へ

2. 乗用車強化、燃費向上でGM、Fordがトヨタ、ホンダを追う

◇競争焦点①乗用車製品ライン：米国各社が乗用車シフト加速

◇競争焦点②燃費：主力乗用車では各社の燃費性能が拮抗

◇競争焦点③小型トラックの燃費競争力：GMとChryslerがHV投入

3. 製品/販売力で日本3社が先行

◇製品競争力: 日系メーカーの優位続く

◇販売力: 金融市場収縮が米国3社に大打撃

◇パワートレイン戦略: 米国各社は直4エンジン供給体制で遅れ

◇ハイブリッド車戦略: トヨタ、ホンダを追うGM

第4章 市場回復への準備と北米依存からの脱却

1. 市場回復期に向け、GM、Fordは縮小均衡から新体制を模索　

◇回復前に必要となる米国3社の過剰生産能力削減

◇GM、Ford、日産は低コスト小型車拠点としてメキシコに投資

◇部品調達でGMとFordは信頼関係改善へ

◇グローバル開発体制活用し北米向け製品を開発するGMとFord

◇課題として残るディーラー網の体質強化

2. 日本自動車メーカーの北米依存脱却の方向性

◇北米事業高収益の諸要因

◇北米事業の問題点として浮上する為替変動リスク

◇求められる北米事業の為替リスクヘッジ戦略

◇北米依存脱却へ必要な世界地域事業の戦略

◇環境規制対応と厳しい競争環境で収益化が必要な欧州事業

◇地域戦略車と輸出拠点化により、成長を担うアジア地域事業

◇南米市場参入本格化で試される新興国におけるコスト競争力

「第3章　米国市場回復の時期と競争焦点」 より ｢第4章　市場回復への準備と北米依存からの脱却」 より「第1章 米国市場後退の深度と自動車メーカーの業績への影響」 より

「米国市場後退の深度と回復シナリオ 」 主 要 目 次 www.fourin.jp

この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます
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