
　日本自動車部品産業の成長の軸足は、海外向け事業に大きくシフトしています。足元では新興国市場の

成長に陰りが見られますが、中長期的な需要拡大に期待し、日本部品メーカーの海外生産法人数は増加を

続けています。国内事業が頭打ちとなる中、部品各社にとって海外事業拡大による成長がメインシナリオと

なりますが、国内事業よりも不安定要素の多い海外で安定成長を続けるには、日系自動車メーカー以外との取引拡大が重要となりま

す。特に注目されるのはVW Gr.やGM Gr.の中国事業で、年間350万台規模に達した同事業向けの受注獲得が、部品各社の重要な

テーマとなっております。受注獲得に向けては、システム提案力やコスト競争力に加え、環境技術や安全技術における優位性獲得も

重要となり、日本部品各社の技術開発の進展度合いも注目されます。

　本書「日本自動車部品産業年鑑」は、創刊4年目となる「世界自動車部品産業年鑑」を分冊した日本版となります。日本部品メー

カーの掲載数を昨年の89社から150社に増量し、さらに見開き2ページのレイアウトで企業の概況と最新の事業動向を解り易く整理

しております。また特集として、日本自動車部品メーカーの環境・安全技術の最新動向や海外事業動向等についても整理し、2020年

に向けた競争焦点をレポートしております。

　日本自動車部品産業界のトレンド把握や他社分析に向け、当調査資料をご採用賜りますよう、お願い申し上げます。
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好 評 販 売 中

◆日本自動車部品150社の経営戦略・概況を見開き2頁に収録!!
◆売上高・利益・開発費などから日本部品各社をランキング!!
◆国内事業維持に向けた各社の先進技術開発戦略をレポート!!
◆部品各社の海外事業と海外OEMのボリュームゾーンを一覧!!

2015年版は日本版と海外版に分冊!!

「世界自動車部品産業年鑑」から日本版を分冊!日本部品メーカー掲載数は150社（61社増）に大幅増!!「世界自動車部品産業年鑑」から日本版を分冊!日本部品メーカー掲載数は150社（61社増）に大幅増!!

国内事業頭打ちの中、海外事業拡大図り日本自動車部品メーカーによる生産進出増加
日本自動車部品メーカー、地域別生産拠点数推移

見  本  頁

「第8章　電装･照明/電子・制御部品メーカー」 より
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国内生産1,000万台割れの中、先進技術開発による海外取引拡大が成長の鍵
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輸出拠点として強化が進む
メキシコへの生産進出拡大が牽引し、

中南米中心に拠点数拡大

日欧自動車メーカーへの対応で
中・東欧への進出中心に拡大

長期的な成長ポテンシャルへの期待から
ASEAN・インド向け進出も拡大続く

中 国

0

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014（年）

（社）
日系自動車メーカー対応だけでなく、

VW Gr.やGM Gr.など年間数百万台規模の
メーカーとの取引拡大も狙い生産進出拡大

米国では拠点統合や会社清算など
効率化の動きも有り横ばい
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