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世界60ヵ国の自動車市場を政治経済･産業政策･道路交通･消費動向から分析

グローバル時代必携の世界市場便覧

　2007年末に米国で始まった信用不安は世界経済の悪化につながり、その影響を大きく受ける世界の自動車販売は、過去数年の好調から急転。先進国の自動
車販売は2008年前半から前年実績割れが始まり、前半好調を牽引してきた新興国も2008年後半から伸び率の鈍化や前年割れに直面しています。このままいく
と、世界の自動車販売と生産は2008年に何とか前年並みを維持できたとしても、2009年に後退することが確実視されています。
　とはいえ、2000年代前半から中盤に拡大した新興国の二輪車市場は2.5億台を超え、世界の新興国における潜在需要は確実に高まっています。先進国でも保
有増と車齢増大から代替需要の蓄積が確実に進んでいます。経済不振の影響はやむなしとしても、景気回復後を見据えた世界市場分析とマーケティング･製品
企画力が今ほど問われる時はありません。
「世界自動車マーケティング年鑑」では、世界60ヵ国について、1ヵ国を見開き2ページタイプで取りまとめ、所得水準、自動車保有率、道路交通整備動向など、自
動車市場の基礎情報を一冊にまとめ、自動車産業界で製品企画・商品開発、販売･マーケティング･バリューチェーン事業に関わる関係者の皆様に提供するもの
です。また、当報告書は、人口･国土･資源、経済･政治状況、地勢上の位置や貿易関係など、自動車市場を各国の基礎力や経済･政治の成熟度合いから分析する
初めてのレポートとなりました。自動車･部品産業界はもちろん、周辺材料･機械・周辺産業の関係者の方にも、グローバル経営を円滑に進める便覧としてご活用
いただけるものと確信します。
　当案内書をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、ご採用を賜りますようお願い申し上げます。
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【世界、地域別自動車生産実績(1990～2007年)･予測(2008～2017年)】
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2000年代後半
アジア市場の拡大を背景に、アジ
ア戦略車投入準備が活発化。
中国･インド中心にアジア新興
メーカーも台頭、世界市場に向け
た輸出販売、海外生産を開始。
2008年国際金融不況の影響で
先進国市場から景気後退が顕在
化。先進国は2009年を底に、新
興国は一年遅れて生産が停滞す
る見通し。

2010年代前半
モータリゼーション本格化と自動車輸
出拠点化進展でアジアの自動車生産
規模が拡大。アジア事業を巡る世界自
動車メーカーの進出･提携も活発化。
2008年の停滞からの回復は、先進国か
ら2010年より顕在化すると見られる。

2000年代前半
欧米市場の拡大が均衡する一
方、新興市場の拡大が加速。
新興国メーカーと新興国に事
業基盤を持つ自動車メーカー
が生産を拡大。
日本自動車メーカーは輸出代替
を終え、海外生産車で市場を開
拓する戦略を強化。

1990年代後半
欧米自動車市場の好調を背景に
獲得した潤沢な資金で欧米自動
車メーカーが世界再編を主導。
欧米メーカー間の統廃合が進展
する一方、米国メーカーは小型ト
ラック、欧州メーカーはディーゼ
ル小型車を中心に成長を享受。
アジア通貨危機の影響で日本、韓
国メーカーの世界シェアが後退。

1990年代前半
1991年の世界同時不況を機に
自動車メーカーの世界戦略再構
築が進展。
欧米メーカーはリーン生産シス
テム、モジュール生産戦略を強
化するとともに、部品内製部門
の外注を強化。
日本自動車メーカーはバブル経
済まで好調を持続したが調整。
摩擦回避、円高対策、輸出代替
の世界生産が増大。

『世界自動車マーケティング年鑑 2009』の目次内容『世界自動車マーケティング年鑑 2009』の目次内容
世界60ヵ国の自動車市場を政治経済･産業政策･道路交通･消費動向から分析する年刊定常レポート

第1章 世界自動車市場比較
◇総論：一時縮小期に入った世界市場

◇国土面積

◇人口

◇名目GDP

◇１人あたりGDP

◇自動車保有

◇人口あたり保有

◇2007年自動車販売

◇人口あたり新車販売

◇道路総延長

◇高速道路総延長

◇道路舗装率

◇国土面積あたり道路

◇保有1台あたりGDP

◇道路1kmあたり保有台数

◇面積1k㎡あたり保有台数

◇保有あたり交通死亡者数

◇面積100k㎡あたり新車販売

◇道路あたり自動車販売

◇道路あたり中大型商用車販売

◇道路あたり小型自動車販売

◇交通事故死亡者数

◇交通事故(人身事故)件数

◇道路あたり交通事故死亡者数

◇人口あたり交通事故死亡者数

◇道路延長あたり交通人身事故

◇保有あたり交通人身事故

◇道路延長に対する二輪車販売

◇保有台数に対する新車販売

第2章 北中米11ヵ国の自動車市場
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第3章 欧州25ヵ国の自動車市場
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第4章 アジア･大洋州14ヵ国の自動車市場
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台湾
韓国
タイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
ベトナム
インド
パキスタン
オーストラリア
ニュージーランド

第5章 アフリカ･中近東10ヵ国の自動車市場
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見本ページ(ブラジル)

経済
経済規模、国民一人当たりのGDP、経済
成長率、産業構成、通信事情、主要貿易品
目、貿易額、貿易協定など経済発展段階･
経済安定性に関わるデータを収録。 

政策
金融政策、財政政策、通商政策、
産業振興策、自動車産業発展政
策、および外資参入規制など保護
政策を収録。

法と制度
自動車産業･市場に関わ
る自動車取得税、自動
車保有税、環境･安全規
制、車検･自動車運転免
許制度、交通関連の法
規制などを解説しま
す。また、自動車産業が
関与する貿易、会計、労
働に関わる法律･制度に
ついても紹介します。 

インフラ等
一般道路及び高速道路
の総延長、舗装率、輸
送需要、公共交通機
関、駐車場、通行区分、
道路行政に関わるデー
タを収録します。

経済指標
人口、実質GDP、GDP
成長率、工業生産指
数、消費者物価指数、
為替レート、市場金利、
貿易収支、外貨準備高
を原則、1990年、1995
年、2000年と2002～
2007年の時系列で収
録します。

自動車統計
車種別の自動車生産･
販売台数に加えて、輸
出、輸入、保有台数を収
録します。原則、1990
年、1995年、2000年と
2002～2007年までの
9年分を収録します。 

自動車保有
自動車保有の水準と特
徴、保有車両の整備･メ
ンテナンス動向、補修・
アフターサービス体制
に関する情報を掲載し
ます。 

自動車流通
自動車市場の構成、特徴
を車種別販売やブラン
ド別販売から解説。車種
別･ブランド別自動車販
売動向、販売･サービス
網の現状、販売金融･中
古車販売など販売バ
リューチェーンの動向に
ついて解説します。

自動車産業
自動車産業の成り立
ち・構造・特徴を、自動
車組み立て産業、自動
車部品産業、部品･材料
産業、裾野産業の状況
等から説明します。自動
車産業の発展段階や最
近の動向について解説
します。

消費者動向
人口構成、平均賃金、家庭構造、金融制
度、燃料価格、保険、交通事故、平均走行
距離、自動車普及率など、自動車の個人
保有、使用に関わる情報を収録します。

フォーイン総評
自動車市場の発展度合や潜在力、自動車産業の特徴や基
盤･国際競争力、自動車市場拡大の要因や政策制度変更が
自動車市場･産業に与える影響などについて分析します。ま
た、自動車市場の発展方向についても展望します。

国勢
首都、面積、人口から気
候、通貨、また元首や政
体など政情･国力の基
本データを収録。
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