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世界の中・大型商用車市場はコロナ禍の影響で 2020 年に落ち込むものの、中長期的には中国など新興国の市場

成長を原動力に拡大を続けることが見込まれます。一方で商用車メーカーの世界生産規模を見ると上位 10 社の内、

半数以上を中国系メーカーが占め、その生産規模を背景に車両価格の競争力を引き上げています。ただ商用車の競

争力を決定づけるのは、製品のライフサイクルを通じて掛かるコストの総量である総保有コスト (TCO=Total 

Cost of Ownership) であり、製品の耐久性や長年蓄積された効率的で高品質のアフターサービスノウハウなどを

背景に先進国系メーカーは TCO の競争力で新興国系メーカーを上回っています。先進国系メーカーが TCO の競

争力を維持する為には CASE 等の先進技術をうまく取り込んで魅力的なサービスをいち早く開発することが求め

られます。またそれらを早期に実現するためには、臨機応変に他社との協業を活用することも必要です。

当調査報告書「世界商用車メーカー年鑑 2021」は、商用車メーカー各社が TCO の低減に向けていかに取り組

みを進めているかに焦点を当てて、特集レポートで各社の CASE の取り組みや提携関係構築に向けた最新動向を

比較し分析を行っています。さらに本編では電動車新興メーカーを含めた世界主要商用車メーカーのグローバルな

製品・生産・販売・アフターサービス戦略など、テーマごとに解説しています。業界調査や競合企業のベンチマー

キング調査への足掛かりの 1冊としてご検討賜りますよう、お願い申し上げます。
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～商用車で先行するCASEの取り組み～
◆特集でTCOの競争力強化に向けての各社のCASE戦略を比較し分析!!
◆戦略・業績・生産・調達・サービスなど分野ごとに各社の最新事情を報告!!
◆電動車新興メーカーのTes laとR iv ianの商用車の取り組みも掲載!!
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第2章 米国商用車メーカー

Tesla、Rivianなどの
新興BEVメーカーの動向も報告!!
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