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収益性/安全性/効率性/将来への投資意欲の観点から財務状況を分析！！

欧米乗用車メーカー戦略分析年鑑

2022

生き残りをかけた BEV ／デジタルシフト

◇欧米主要乗用車メーカー8社の経営戦略を統計/動向情報から解説!!!
◇ B E V / モ ビリティ/ C N の 3 大 課 題 に 対 す る 業 界 の 方 向 性 を 展 望 ! ! !
◇収益性/安全性/効率性/将来への投資意欲の視点から各社の財務評価を実施!!!
■体裁：A4判 302頁、カラー印刷
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BEV新製品投入数

製品ライン中の
BEV製品数

2026年までに
30モデル投入
2022年までに
既存モデルベースで3モデル
2025年までに専用モデル
を4モデル

176,000円（税込、国内送料込）

フリー
ダイヤル

御担当者氏名

■価格：176,000円（税込、国内送料込）

世界主要乗用車メーカーの中期経営計画などから世界自動車業界の主要経営課題を分析すると、①BEV に
どのくらいの比重を置くか、②モビリティ事業の将来性への期待、③カーボンニュートラルの 3 点であることが、 業
界の大勢の見方であると考えられます。 BEV については、 欧州連合内での 2035 年以降の ZEV 以外の小型自
動車販売禁止が提案されたほか、 米国でも 2030 年に新車販売の 50% を ZEV とすることが目標に設定されてい
ます。これに対して欧米系主要乗用車メーカーの多くは、販売の大部分を ZEV と想定し、日系自動車メーカーよ
りも先行して事業体制の転換に着手しています。一方、 自動車が保有するものから必要な時に利用するものへと
パラダイムシフトが起こる可能性を見越して、 ロボタクシーなど自動運転と組み合わせた新たなモビリティ事業に
取り組むメーカーも出てきています。さらにカーボンニュートラルは自動車業界全体に求められる課題として重要
性が高まり続けています。
今 回 発 刊 致 し ま し た 欧 米 乗 用 車 メ ー カ ー 戦 略 分 析 年 鑑 2022 で は、 欧 米 主 要 乗 用 車 メ ー カ ー 8 社
(GM/Ford/Tesla/VW/Daimler/BMW/Stellantis/Renault) が上記 3 つの課題への対応を中心に、 生き残りに向
けいかに戦略を組み立てているかを、 動向の情報や統計資料を基に解説。加えてこれら 8 社の戦略や業績を横
並びで比較 ・ 分析しています。
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。

メーカー

□

■発刊：2021年12月27日

新車販売に占める
BEV比率目標

年間販売目標

2025年までに
米国で40%
2035年までに
世界小型自動車販売100%

2025年までに
世界で100万台

累計販売目標

2030年までに
世界で40%
2030年までに
欧州乗用車販売100%
2030年に
世界で
2,000万台

2030〜2031年に
50モデル

2025年に世界で20%
2030年に世界で50%
2030年に欧州で70%

2030年までに
全ての製品をBEVとする

2025年に世界で50%
(BEVとPHEV)
2030年に世界でBEV100%

2023年までに
13モデル

2030年に世界で50%

2023年までに
11モデル投入

2030年までに
BEV+PHEV比率を
欧州で70%以上、
米国で40%以上

2025年までに
12モデル投入

2030年に欧州の
Renaultブランドで90%

2029年に
世界で
2,600万台

2030年前後に
世界で
1,000万台
(電動車)

(各社広報資料等よりFOURIN作成)

本調査報告の詳細（目次）は裏面をご覧下さい
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