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◇欧州最大の自動車市場への成長が確実視されるロシアにおける、自動車メーカー各社の事業戦略を分析

◇グローバルサプライヤーの進出が本格化するロシアの自動車部品産業の現状を分析し、発展展望を報告

◇ロシア自動車市場の成長展望を報告しつつ、セグメント別のデータとともに現地の最新トレンドを掲載

◇高付加価値製品の生産･開発強化によりさらなる発展を目指すトルコ自動車･部品産業の最新事情を報告

◇西欧向け低コスト拠点に加え、R&D拠点化も進み再注目されている中東欧諸国の自動車･部品産業を分析

◇ロシア、トルコ、中東欧主要各国のサプライヤーリスト(約1,500社)をエクセルファイルでCDに収録

ロシアの自動車販売台数は2012年に320万台で、中国、米国、日本、ブラジル、インド、ドイツに次ぐ世界7番目の規模となりま

す。2010年代後半には400万台に到達し、ドイツを上回る欧州最大の自動車販売国への成長が確実視されています。BRICsの中

で、ロシアは人口規模で中国やインドの10分の1程度にとどまりますが、インドやブラジルよりも、高性能エンジン搭載車や4WD

車などの高価格帯製品の人気が高く、高級ブランド車の需要も旺盛であり、販売収益を伸ばすことができる市場です。また、2012

年に最大セグメントに成長したSUVの需要拡大が今後も続く見通しで、製品競争力の高いSUVを擁する日系ブランド各社の成長

余地が大きいと言えます。

ロシアの自動車生産も、2012年実績の223万台から2020年頃までには400万台程度まで拡大する見込みです。国産車優遇制

度を活用する自動車メーカー各社が生産能力増強を進めるとともに現地部品調達率の引き上げを求められている中で、グローバ

ルサプライヤーの現地進出が本格化しています。Renault/日産と提携する現地自動車最大手メーカーのAvtoVAZのSamara州

Togliatti工場周辺では、日系サプライヤーの進出も増えています。

「ロシア トルコ 中東欧自動車･部品産業 2013」では、ロシア及びCIS諸国の自動車・部品産業と市場にする動向を分析しつ

つ、自動車産業発展に向け政府が戦略的な投資誘致を進めるトルコ、自動車・部品各社のR&D拠点の増加で再び注目を集めつ

つある中東欧の最新事情もまとめました。またロシア、トルコ、中東欧主要各国のサプライヤーリスト(計約1,500社)を付録のCD

に収録しました。　

当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

外資サプライヤーの本格展開進むロシア、R&D機能誘致で発展目指すトルコ・中東欧

ロシア トルコ 中東欧自動車･部品産業
2013

発 刊  の ご  案  内

【ロシア(旧ソ連時代を含む)の自動車生産実績の推移と見通し(1981～2020年)】
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1980年代前半、AvtoVAZが
Classicシリーズとして2012年
まで販売を続けた乗用車の
Lada2105や2107の生産を
開始。 

1991年12月にソ連邦が崩壊。
翌1992年5月にロシア連邦が
正式発足。 

1998 年、ロシア 
経済危機。 

2005年、自動車メーカーに対
し部品輸入関税を優遇するこ
と で 国 内 生 産 を 奨 励 す る
Industry Assembly Rulesを政
府が導入。 

2009年、リーマンショック後に
国内自動車市場が急激に冷
え込み、自動車生産が急減。 

2012年、国産車優遇政策
を活用する外資系乗用車
各社の増産により、自動車
生産台数が過去最高水準
に近い223万台に拡大。 

実績 予測

2010年代後半に国内
自動車市場が400万
台に達する見通し。 

見  本  頁

「第1章　ロシア自動車・部品産業」 より

ロシアへのグローバルサプライヤーの進出状況を掲載ロシアへのグローバルサプライヤーの進出状況を掲載

当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申

し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記入

の上、FA Xまたは郵送下さい。また E - m a i l
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特集
1. 日系ブランド車が飛躍的な成長を遂げる可能性を秘めたロシア自動車市場
2. ロシアへのグローバルサプライヤー誘致手段として、
重要度を増すSEZ Togliattiなどの工業生産特区

3. トルコ自動車産業、地域ハブ拠点としての地位確立へ、R&D拠点に加え、
基幹部品生産誘致目指す

4. 自動車・部品メーカーのR&D機能強化で注目が再び集まる中東欧自動車産業

第1章　ロシア自動車・部品産業
1. ロシア自動車産業              ：外資系各社の生産能力増強続く、自動車生産は

2020年に350万台強まで拡大へ
2. ロシア自動車部品産業        ：国産部品優遇策、国内自動車生産拡大で

外資系サプライヤーの進出が増加
3. ロシア地域別自動車産業集積：St. PetersburgとKaluga周辺に外資系企業が

集積、Samara周辺でも増産投資活発化

第2章　ロシア自動車市場
総論: ロシア自動車市場、欧州で最大の自動車販売国に向けた成長を維持
1. ロシア乗用車市場：2012年後半から2013年にかけ成長速度弱まるも

　2020年までに400万台に拡大する見通し
2. ロシア商用車市場：2012年27万台で足踏みも、

国産車技術力強化が市場拡大につながる期待

第3章　自動車メーカーのロシア事業戦略
1. Renault/日産/AvtoVAZ：提携シナジー効果で市場シェア4割目標、

2016年に生産能力が計170万台に拡大
2. GM       ：自社2工場で2015年に生産能力計35万台を確保、

市場シェア回復に向け現地ニーズ対応を強化
3. VW       ：完成車能力拡大とともにエンジン生産を計画、

2018年ロシア販売50万台を目指す
4. Ford     ：Sollerｓとの合弁で現地生産を拡大、エンジン工場新設などで

国産車優遇制度の条件達成へ

5. 現代/起亜：低価格セダンSolarisの好調で拡販維持、高級車販売強化も推進
6. トヨタ  ：Camryなど高価格帯製品中心で展開、

ロシアブランド別で販売売上高トップ
7. PSA    ：SKD組立からCKD生産へ移行、

2018年ロシア販売16万台超を目指す
8. 三菱自 ：SUV中心に拡販し2015年販売15万台目指す、

目標達成には乗用車販売強化も必要
9. BMW   ：現地組立生産委託規模を増やし、

高級車市場シェアトップ維持を目指す
10. Daimler：ロシア商用車メーカーと提携しトラック・バン生産拡大、

乗用車は輸入車販売のみ展開
11. Fiat/Chrysler：Jeep車現地生産開始で販売拡大を目指すも、

計画始動の目途立たず
12. マツダ  ：極東合弁工場始動によるSUV、ミドルセダンの供給強化で、

かつての販売7万台回復期待
13. ホンダ  ：主力モデル更新とAcura本格展開開始でロシア販売巻き返し目指す
14. スズキ  ：現地生産は凍結するも、50都市以上に販売店を展開し拡販目指す
15. 富士重  ：Subaruブランド認知度を高めながら、ロシア市場シェア1%目指す
16. GAZ    ：VWなどからの生産受託で工場稼働率向上図る、

商用車販売ではロシア国内外で拡販目指す
17. Sollers ：Ford、マツダ、いすゞなどと提携、

Tatarstan共和国と極東で合弁生産を拡大
18. KamAZ：Daimlerの技術を活かしトラック・バス製品力強化進める、

ブラジルでの事業展開の可能性を検討
19. 商用車メーカー各社：Daimler、いすゞは現地系と提携、Volvo、Scania、

MANは単独工場で生産拡大
20. 中国系乗用車メーカー各社：力帆汽車、吉利汽車や長城汽車が、

現地組立生産増やし拡販

第4章　CIS諸国の自動車産業・市場
総論: CIS自動車市場規模は2012年に370万台、域内での自動車輸出が拡大へ
1. ウクライナ：自動車製販が近年伸び悩むも、

東欧でロシアに次ぐ自動車大国に成長する可能性秘める

2. ベラルーシ    ：2012年に新車市場が2万台超に拡大、
吉利汽車が乗用車合弁生産を開始

3. ウズベキスタン：GMが車両組立生産を増強し、
パワートレインの現地生産も開始

4. カザフスタン ：2012年に自動車市場が急成長遂げ注目高まる、
トヨタとPSAが現地生産開始を計画

第5章　トルコ自動車・部品産業と自動車市場
1. トルコ自動車・部品産業：2023年400万台が目標、課題は高付加価値部品を

中心とした部品の現地調達率向上
2. トルコ自動車市場      ：100万台市場まで拡大する潜在力はあるも、

税負担の重さが重荷となり90万台で足踏み

第6章　中東欧自動車・部品産業
1. ポーランド：生産は2012年に64万台に後退も、

関連部品も含めたエンジン生産拠点化進む
2. ハンガリー：Audiの生産能力増強とM-Benz工場新設で、

乗用車生産50万台以上への拡大期待
3. チェコ     ：自動車生産規模は120万台となり中東欧で最大、

自動車関連のR&Dセンターの設置が近年増加
4. スロバキア：生産は過去最高の90万台を突破、政府がR&D投資支援を強化
5. ルーマニア：Daciaの成功と低人件費で自動車産業が発展、

Fordは低稼働続く
6. スロベニア：Renault/Daimler共同開発車生産開始で現地調達拡大に期待
7. ブルガリア：中国完成車メーカーが生産拠点設立、サプライヤーの進出も進む
8. セルビア ：中東欧におけるサプライヤーの新たな投資先として注目高まる

第7章　中東欧自動車市場
総論:中東欧市場は2008年150万台から2012年90万台へ縮小、

2015年以降の回復期待
1. ポーランド：景気後退を受けて2年連続で販売が減少、

2013年も内需の停滞で縮小続く見通し
2. ハンガリー：債務危機の影響残るも2012年の販売は12%増、

2013年も緩やかな増加を見込む
3. チェコ     ：自動車市場は2009年以降19万台前後で推移、

2013年販売は前年と同規模の見通し
4. スロバキア：2012年の自動車販売は前年同規模の7.8万台、

2013年は減少の可能性大
5. ルーマニア：2012年の自動車販売は中古車市場に押され2割減、

2013年も縮小の見込み
6. スロベニア：景気後退を受けて2012年に自動車販売が15%減、

2013年も引き続き減少の見込み
7. ブルガリア：自動車市場は2011年以降緩やかな回復続く、

政府はEVの販売拡大を目指す
8. セルビア  ：乗用車市場は2012年に26%減で5年連続縮小、

現地生産本格化のFiatが販促策にも力点
9. クロアチア：2012年の乗用車販売は増税の影響で25%減、

2013年も低水準が続く見込み

付録 ロシア･中東欧主要各国のサプライヤーリスト
・ロシア (約200社)
・トルコ (約200社)
・中東欧 (ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ルーマニア、

スロベニア、セルビア、計1,000社以上)

『第5章　トルコ自動車・部品産業と自動車市場』より 『第3章　自動車メーカーのロシア事業戦略』より『第2章　ロシア自動車市場』より

「ロシア トルコ 中東欧自動車・部品産業 2013 」 主 要 目 次 www.fourin.jp
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現物案内の
ご紹介

フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページだ
けでは、採用を決めかねているお客様の為に現物案内として、採用の可否を決定して頂くに必要な期間、ご覧になって頂くことが可能です。裏面の現物案
内希望にチェックを入れてお問い合わせ頂ければ宅急便にて実際の報告書をお送り致します。詳細は、営業部(TEL:052-789-1101)までお問合せ下さい。
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