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はじめに 

環境問題、技術革新、メーカーの合従連衡、サバイバル競争、不正行為・リコール問題、

ユーザー動向、市場拡大、深刻化する交通事故、自動運転車の登場等、自動車産業、自動

車メーカー更には裾野の広い関連産業の動向に近年再び世界の注目が集まっている。 

筆者が米国のビジネス・スクールで勉強した時代(1963～4 年)には、自動車産業は景気循環

産業と位置づけられ、景気が拡大すると自動車産業は活気を帯び、逆に後退局面では生産・



2 
 

販売が減少する波動を繰り返していた。 

当時自動車産業では米国メーカーが最先端を走り、欧州車・日本車メーカーは追い付け追

い越せと巨人をターゲットに日夜最大限の努力を行っていた。未だ新興国には自動車産業

が産声を上げるまでには至っておらず、古き良き時代のアメリカを象徴する、俗にアメ車

と言われたガソリンを湯水の如く使う、超大型のセダン、オープンカーが、広くて街路樹

の並ぶ市街地や大自然を貫いて走るハイウエーを我が物顔で走っていた。そしてアメリカ

を代表する自動車文化が世界を席巻していた。 

70 年代に入ると自動車産業にも電子化の波が押し寄せてきた。相前後して電子技術の面で

優れた企業や部品メーカーを揃えた日欧は、世界最大の米国市場をターゲットに戦略的攻

勢をかけ始めた。各メーカーはスピード、経済性、スタイル、安全性、居住性、小型化を

通して最先端技術を競うようになった。高度化したマーケティング手法を適用した消費者

ニーズの分析に基づく、市場拡大を見据えた 技術革新を伴う産業への転進である。 

生産の自動化(ロボットなど)、道路・駐車場等の拡張・整備、鉄道に代わる新たな交通手

段として公共性を帯び、資本集約産業として経済活動の牽引者へと脱皮していった。 

米国では国家の基幹産業と自他ともに認めた自動車産業が 2009 年に GM、フォード、クライ

スラーがいずれも揃って経営危機を迎えた。2008 年に発生したリーマン・ショックの影響

もあったが、数年前までは全く想像することすら出来ない大事件であった。結局 GMは実質

国有化(約 61％を政府が保有)され、クライスラーはイタリアのフィアットの参加に入り、

フォードだけが独立性を保った。 

結果的にみると、米政府は 2013 年に保有する株式を全額売却、約 105 億ドルの損失を計上、

GM は蘇生し、再び米国市場で生産・売り上げともにトップの座を取り戻してきた。 

前後して市場には新たな技術革新の波が押し寄せた。エコカーの登場である。エンジンと

モーターを併用するハイブリッド・カー(HV, PHV), 電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、

自動運転車等である。 

複雑な構造と高コスト、排気ガスを排出するエンジンに代わって電気モーターで始動・走

行する電気自動車はこの頃から、次世代の車と持て囃され、ベンチャー起業や異業種から

の参入が容易になると思われた。現に米国のベンチャー企業、Tesla Motors の動向は常に

注目されている。自動車を構成する部品・部材はエンジン車で約 10万点、その内エンジン

には 1万から 3万点が必要と言われる。それが EVのモーターになると 30～40 点と言われ

る。果たして今後の展開はどうなるであろう。新たな自動車産業の技術革新として注目さ

れる。 

自動車産業の鳥瞰図 
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   出所：いずれも日経 2016/1/27 

国・地域別に見た自動車産業 

○日本 

 ・メーカ別国内外生産、輸出、国内販売： 

  

日本自動車工業会が 1 月 29 日発表した

2015 年の乗用車・商用車の国内生産は、

前年比 5.1％減の 927 万 8238 台となり 2

年ぶりに前年実績を割り込んだ。軽自動車

(153 万 703 台で、前年比 18.1％減)を中心

に乗用車(783 万 722 台で前年比 5.4％減)

が伸び悩み、トラック・バスなど商用車の

生産も前年を下回った。 

出所：日経 2016/1/28 

 

 

 

 

 

＊トヨタ 

 ・人気の｢軽｣対応；トヨタは子会社化(1998 年)したダイハツからエンジン排気量 1 リッ

トル級の新たなワゴン車｢トールワゴン｣(価格は未定だが中心価格は 100 万円台前半と

見られる)を調達し、今秋にも国内販売を開始する計画。地方で特に利用が高まる軽自

動車は、国内新車販売の約 4割に達しており、品揃えが必要だ。 
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 ・2016 年の国内生産・販売計画 

  生産 300 万台規模、内販売は 155 万台を見込む 

 ▽ダイハツの完全子会社化：<図の出所；日経 2016/1/28> 

日経(2016/1/27・28)の報じるところによ

ると、トヨタ自動車は 51.2％出資するダイ

ハツ工業を完全子会社にする方針を固め

た(両社が決議する)。本年前半にも株式交

換(3000 億円超)でダイハツの発行済み全

株式の買い取りを目指す。インドなど新興

国での小型車市場を強化する狙い。 

   

 

▽スズキと株持ち合い 

日経(2016/1/27)によると、トヨ

タとスズキが提携交渉に入った

ことが 26日明らかになった。安

全・環境技術・低コストの生産

ノウハウなど両社の強みを対等

の精神で持ちより、インドなど

新興国での小型車需要の開拓を

共同で進める方針。 

 

   出所：日経 2016/1/27 

・グループ会社 

 出所：日経 2016/2/4 

・決算：2015 年 4月～12月期(AAS)と 16 年 3月

期通期の見通し 

売上高  21 兆 4313 億円(前年同期比 7％増) 

純利益  1 兆 8860 億円(同 9％増)、過去最高 

グループ総販売台数；763 万 2000 台(前年同期比

並み)16 年 3 月期通期の総販売台数；1005 万台 

  (前期比%減)と予想より 5万台増の見込み 

  同売上高；27兆 5000 億円(同 1％増) 

 ・愛知製鋼の突発事故； 

  部品供給が滞り、2 月 8 日から 13 日まで車両工場の稼働を停止する。会社側はこの事

故の影響を予想には入れていない。 
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 ・カンパニー制の導入：出所日経 2016/3/3 

トヨタは 3 月 2 日、社内カンパニー制を 4

月に導入すると発表した。｢小型車｣｢高級車｣

など車のタイプに基づくカンパニーを設け、

各カンパニーとトップが製品企画から生産

まで責任を負う。意思決定のスピードを速め

ながら、次世代経営者を育てるのが狙い。プ

レジデント(社長)を｢量産｣しポスト 1000 万

台時代の持続的成長につなげる。 

  4月18日の組織改正で｢製品企画｣や｢車

両系生産技術・製造｣など機能別の本部を解

消し、小型車、乗用車、CV(商用車・ミニバ

ン)の 3 カンパニーに再編する。レクサスは

既に移行しており、トヨタの全車両の企画か

ら生産までを４カンパニーが担当する。 

  先端技術開発など 3 分野もそれぞれ新設・改組するカンパニーが担う。2013 年に設け

た｢第 1 トヨタ｣(先進国)｢第 2 トヨタ｣(新興国)は営業組織として存続。プレジデントを

頂点とする 9 つの組織が主要な事業領域をカバーする。プレジデントには原則、専務

役員を充て｢経営者｣としての経験を積ませる。 
＊日産自動車；  

 ・日産・ルノー・仏政府の協議(日経 2016/1/16 から) 

   

 ・ルノーとの提携効果 

  日産は 3 月 4 日、仏自動車大手ルノーとの機能統合の範囲を広げると発表した。部品

の品質や原価管理の分野を統合、2018 年にコスト削減などの相乗効果を年間で 55 億ユ
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ーロ(約 6800 億円)と、14年実績に比べ約 4割高める。販売・マーケティングや顧客サ

ービス等の分野でも機能の共通化を検討する。 

＊スズキ 

 ・同社は 2016 年 1月 21 日、小型ハイブリッド車｢イグニス｣を 2月 18 日発売すると発表

した。排気量 1.2 リットルと小型ながら、車高の高い SUV らしいデザインにした。国

内は軽が主力だが、足元で販売不振が続く。人気の高い小型 HVで車内の広い｢ソリオ｣

に続く 2車種目を揃える。国内小型車販売でこれまでより 3割多い年間 10万台の販売

を目指す。 

  同社の戦略はトヨタとは異なる面もあるが、各社はその特色を生かしながら、成長分

野へ向けた品揃えに注力中。 

 ・VW との間で生じた係争： 

会社は 2月 10日、資本・業務提携の解消に関連、VW が求めていた損害賠償について和

解が成立したと発表。VWが請求を取り下げ、スズキは 3月末までに一定の和解金(未公

表)を支払う。スズキは 2009 年に VW と提携したが、経営権や技術開示の在り方で対立。

11 年 11 月から国際仲裁裁判所で争っていた。提携解消は昨年 8月に認められ、スズキ

は保有する VW株を売却、VW 保有の自社株を買い戻していた。今回和解が成立したのは

未解決のスズキの技術関連に関する契約違反についての争い。VW と提携契約を結んで

いた間、スズキがフィアット(現欧米フィアット・クライスラー・オートモビルズ)か

らディーゼルエンジンを調達したことによるもの。国際仲裁裁判所は一定の契約違反

を認め、VW 側が損害賠償を請求していた。和解に関連、スズキは特別損失を計上せず。 

＊ホンダ 

 ・ホンダは 2018 年に米国で発売予定の新型 PHV 車(プラグ・イン・ハイブリッド)に関し

て、電気だけで走る距離を現在の 3倍に増やす。この車は米環境保護局(EPA)のテスト

モードで、電気だけで走る距離を 39 マイル(約 63km)程度となる。現在米国で販売中の

中型セダン(アコード)の PHV 仕様に比べ 3倍以上になる。 

  同社は国内市場への導入も検討中で、国交省が定める基準での現行アコードの PHV 仕

様の電気走行は 37.6km だが、新型は 110km を越えると見られる(日経 2016/1/23)。 

 ・ZEV(無公害車)；ホンダは 3月 10 日量産型燃料電池車(FCV)｢クラリティフュエルセル｣

を国内販売したと発表。一回の水素充填で世界トップクラスの約 740 キロを走行でき

る。トヨタが 2014 年に発売した FCV｢ミライ｣に続く、価格は 1台 766 万円(ミライより

約 43万円だが)だが、水素満タン時には航続距離が約 100 キロ上回る。 

 ・F1(4 度目)参戦；若き技術者の育成と成果を狙う、尚 7年のブランクが重荷 

  ▽ルール変更；環境重視 

   エンジン排気量 1600cc、最高速度 300km 超で 90分以上走り続ける。減速エネルギー

や摂氏 1000℃の排ガス熱で得た電気でエンジンを補助する高度のハイブリッド技術

が求められる。 
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  ▽開発拠点；2014 年数百人体制のレース車両開発拠点｢HRD Sakura｣ 

 ・ホンダジェット； 

  ホンダは 1月 22 日、アリゾナ州で小型ビジネスジェット｢ホンダジェット｣の顧客への 

引き渡し式典を行った。昨年 12 月に FAA(米連邦航空局)から安全性を示す型式承認を 

取得、第 1号機を納入した。価格は一機 450 万ドル(約 5億 3000 万円)と他社の競合機 

より高めだが、燃費性能、最大時速、室内の広さなどの面で優れていると言われる。 

既に北米、欧州、南米で販売を開始。ホンダによると受注機は米国を中心に既に 100 

機を大きく超える。 

 ・GM と提携；ホンダの八郷社長は米国で 1月 22日、GM(ゼネラルーモーターズ)との提携

(13 年から FCV の中核技術開発)拡大を報道陣に示した。主な内容： 

  ＊現行の FCV に加え人工知能(AI)などの自動運転技術にも拡大意向(IT 化と AI) 

  ＊2 社は 20 年にも共同開発の FCV を市場に投入する計画。 

 ・2015 年 4 月～12月期業績(連結決算・IAS)・他 

  ▽売上高；10 兆 9432 億円(前年同期比 11％増) 

   純利益 4379 億円(同 2％増) 

  リコール費用を含む販売管理費；前年同期比 1868 億円増 

  売り上げ増；1237 億円 

  ▽北米を中心に新車販売が伸び、更に 200 億円弱の税の還付が業績に寄与。一方タカタ

製エアーバッグ(同社が最も影響を受けていると報ぜられている)に関連したリコール

費用の増加傾向が響いている。 

  ▽4 輪車の世界売上台数；351 万台(同 7％増) 

 ・国内工場稼働の優先 

  ホンダは 16 年度、国内工場の輸出向け 4 輪車の生産を 15 年度見通しの 2 倍、16 万台

規模にする意向。07 年度に約 70 万台だった輸出向け国内生産台数は、14年度には約 3

万台まで低下、15年度の見通しは 8万台強。 

＊富士重工： 

 ・中国市場；吉永社長は 2015 年 11 月 11 月 16 日、中国での新車販売台数を前年比約 13％

減の 4 万 8000 台程度に見直した。従来の計画は同 9％増の 6 万台だった。理由は経済

の先行き不透明と供給過剰で値引き競争が行われていること。潜在力のある中国市場

だが、当面は慎重な見方をしている。 

 ・好調な北米市場；北米販売は予想を上回って展開、このため従来計画から半年前倒し

て、16 年央に米国工場の生産能力を増強する。その結果国内生産を国内や他の輸出市

場に回せるとしている。 

世界各地で 2カ月から 3カ月程度を要している納期の短縮化も可能となる。 

・15 年で 94万台の世界販売台数は達成できそう、と見ている。 

＊マツダ： 
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 ・2015 年 10 月～12 月連結決算(2 月 4 日発表) 

  営業利益 474 億円(前年同期比 1％減)；新車販売は伸びたが、円安効果の一服とタカ

タ製エアバッグに絡むリコール費用(4月～12 月期 100 億円超)が負担増。 

 ・4月～9月期営業利益の伸び：前年同期比 21％増 

 ・富士重工との比較； 

   
   出所：日経 2016/2/5 

＊三菱自動車 

 ・同社は 2月 3日、2019 年度をめどに小型の多目的スポーツ車(SUV)｢RVR｣の EV を投入す

ると発表した。 

 ・2015 年 4 月～12月期連結決算： 

  営業利益  1020 億円(前年同期比 1％増) 

純利益   767 億円(同 22％減) 

注記；米国工場閉鎖の為の特別損失 153 億円計上、タカタ製エアバッグのリコール費

用。 

＊ベンツ日本 

 ・2015 販売台数；6万 5000 台強で、16 年ぶりの輸入車首位に。 

 ・6 月から平均価格を 2％上げる。上野社長は記者会見で値上げに付いて、｢月々の支払

いを抑える残価設定ローンなどで値上げを感じさせないよう提案したいと話す。 

＊輸入車販売(2016 年 1月の売上)；日本自動車輸入組合 JAIA が 2 月 4 日発表 

 ・輸入車販売台数(徐日本メーカー車)；1万 7045 台(前年同月比 0.％減) 

・VW； 2993 台(前年同月比 20.4％減、5か月連続) 

・ベンツ；4120 台(同 9.6％減、11か月連続首位) 

・フォード；年内撤退、49.8％の減少。 

○米国 

カリフォルニア州は 2018 年に『ZEV(無公害車)規制』を強化

するなど、環境規制が一段と厳しくなる。 

図の出所：日経 2016/2/26 

 

 

＊GM； 

 ・2015 年の販売台数：全世界で前年比 0.2%増の 984 万 786 台(2016/1/21 発表) 
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  主力市場の北米・中国の販売が伸びた。世界シェアーはトヨタ、VWに次いで 3位。 

 ・カーシェア参入；ITを使うサービス事業の拡大 

  GM は 2016 年 1 月 21 日、車を複数の人で使うカーシェアリング事業(メイヴン)に本格

的に参入すると発表した。これは米国市場の構造変化(製販から利用)に対応する動き

と見られ世界的にも注目を集めている。利用者はスマホで車を探し、好きな時間に利

用できる。 

 ・配車仲介業にも参入；同社は 2016 年 1月、配車仲介(ショーファー付き車)大手リフト

社(Lyft、相乗り)に 5億ドルを出資すると発表した。 

 ・GM に代表される米自動車産業と社会問題(雇用)； 

  デトロイト市は 2013 年財政破綻。2009 年には失業率がデトロイト周辺で 19％近くに

達したが、15年末には 6.4％まで改善した。リーマ・ンショック前年の 07年に GMは

米新車市場規模で 1600 万台だったブレーク・ポイントをこの間 1100 万台まで落とし

た。オバマ政権の公的支援によって蘇生したと言われ、目下過去最高の業績に湧く米

自動車産業だが、一方で雇用を減らしても車を量産できる体制に構造改革を進めた。

その結果労働市場条件は厳しさ増している。大統領選にも影響を与えそうだ。 

＊市場(ユーザー)の変化；若者の車離れ(出所；日経 2016/1/23) 

 ▽ミシガン大が 1月 20日に発表した調査結果では、19歳で免許証を持つ人の割合は 1983

年の 87％から 2014 年には 69％まで落ち込んだ。英バークレイズの調査でも 1 世帯平

均で 2.1 台の車保有台数が 40年までに 1.2 台へ減ると分析。 

 ▽ウーバーテクノロジーズ社；スマホアプリを使う配車サービス最大手、世界で展開 

出張経費管理ソフトを企業に提供する米サーティファイのデータによると、ウーバー

(Uber)のサービスを出張時に使う人が米国で増えている。2015 年 10 月～12 月期にウ

ーバーを使う人の比率が、タクシーやレンタカーを初めて上回った。料金が相対的に

安いこと、配車や清算が簡単の利便性が受けている、と評価している。 

＊フォード・モーター 

 ・日本撤退； 

  ▽日経(2016/1/26)によると、同社は本年末までに日本市場から撤退することを決めた。 

  フォードは 1920 年代半ばに日本に進出(横浜子安に生産工場建設)したが、近年は販売

が低迷、採算の見通しが立たないと判断した模様。インドネシア市場からも撤退する。

今後は中国シフトを加速、アジアの成長市場の開拓を進める。 

  昨年の日本での販売台数は 4968 台(輸入車の販売シェア―1.7％)で、全車が輸入。ピ

ークの 1996 年の 5分の 1までになった。 

  ▽現在の全世界売上高；600 万台超 

  ▽マツダとの提携； 

  79 年にマツダが業績不振に陥った際に出資を行い、社長を送り込んだ。現在のマーク・

フィールズ CEO は 99 年～02 年までマツダの社長を務めた。1980 年代マツダに生産委
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託し、日本で販売した小型車｢フェスティバ｣は人気を集めた。フォードは昨年マツダ

株を全株売却した。 

＊欧米フィアット・クライスラー・オートモビルズ(FCA) 

  マルキオーネ CEO は 1月末の決算発表で｢これから 5年間、ディーゼル車の販売は厳しい｣

と語った。要因は VW の排ガス不正問題。尚 2018 年の収益目標を北米市場の好調で引

き上げた。SUV やピックアップトラックに経営資源を集中し、米国でのセダン生産を打

ち切ると表明。セダンの調達はグループ内で検討することにした。 

＊トヨタ 

 ・ローン金利で差別化が問題に。 

 ・｢サイオン｣ブランドの廃止；米国で展開する若者向けブランド｢サイオン｣を廃止する。

米トヨタ自販が 2月 3日、サイオン(2003 年から使用)のブランド(tC など)を冠して販

売している車種を今年 8月から順次｢トヨタ｣ブランドに変えると発表した。06年の販

売台数 17万台超、15 年は約 5万 6千台で米国販売の 2％程度。 

その結果、トヨタは米国で｢トヨタ｣と高級車｢レクサス｣の体制を取ることになる。 

○メキシコ：自動車仕様の樹脂部材の使用比率向上 

 ・自動車生産予測：米調査会社 HIS オートモティブ 

  2020 年：約 475 万台(15 年<過去最高>比約 40％増) 

 ・トヨタ 2019 年新工場設立計画 

 ・三井化学： 

  自動車向け樹脂部材の生産拠点を今春新設。座席のクッション材に使うウレタン樹脂

の生産。韓国石油化学大手 SKC との折半出資会社経由約 10億円投資、年間生産能力 1

万 5千 t。 

 ・三菱ケミカル HD： 

  内装部品用樹脂部材の委託生産開始(今夏)。販売はグループの日本ポリプロ、バンパ

ーや内装部品用ポリプロピレン複合材を委託販売する。当初規模は年間 1千トンを見

込む。日系、欧米系自動車大手に委託販売。 

 ・旭硝子： 

  今春メキシコ工場で自動車用ガラスの生産開始。生産能力は年 75 万台分。将来的には

150 万台分を見込む。 

○英国： 

 ・ジャガー・ランドローバーが国内生産で首位に 

  2015 年の乗用車生産台数で、英高級車メーカーのジャガー・ランドローバーが日産を

抜いて首位に躍り出た。同社は 08年にインド・タタ自動車の傘下に入った。更に 15

年の世界販売台数は 48万 7000 台と最高を更新した。 

 ・生産台数比較(2015 年)；英自動車工業会(SMMT) 

  ジャガー・ランドローバー：48 万 9900 台(前年比 9％増) 
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  日産          ：47 万 6600 台(同 4.7％減) 

  BMW ミニ           ：20 万 1200 台(同 12.4％増) 

  トヨタ         ：19 万 2000 台(同 10.4％増) 

  全体(過去 10 年の最高)  ：158 万 7700 台(同 3.9％増)、過去最高は 1972 年の 192

万台。 

 ・需要動向；SMMT は国内生産が 200 万台を超えると見ている 

  内需：堅調 

  外需：EUが 5割以上で堅調、米国向けは 2割超増で、中国を抜き一国としては最大の

輸出先に。 

 ・各メーカーの対応： 

  日産；昨年高級車インフニティの生産開始 

  BMW；ミニ増産 

  英アストン・マーティン；新型車投入 

  VW 傘下の英ベントレー；同上 

○ドイツ 

 ・１月国内新車販売(乗用車)；KBA(連邦自動車局)発表、全体 218,400 台(同 3.3％増) 

  ▽VW  47,100 台(前年同期比 8.8%減) 

    同社の 1月グループ世界販売台数；84万 7800 台(前年同月比 3.7％増)、前年比プ

ラスは 10カ月ぶり。地域別では中国 40万台(同 13.9％増)、西欧 24万 8600 台(同

2.9％増) 

 ・ダイムラーの決算(2015 年 12 月通期)； 

  純利益  86 億 4900 万€(前年同期比 24％増) 

  営業利益 138 億 900 万€(同 36％増) 

  販売台数 290 万台(過去最高) 

 ・VW グループ：別途後述の VW スキャンダルを参照 

 ・2月国内新車販売；25 万 300 台(前年同月比 12.1％増)、9か月連続の増加。 

○フランス 

 ・プジョー・シトロエングループ(PSA) 

  PSA は 1 月 26 日、イランに再進出すると発表。イラン・ホドロと折半の合弁企業をテ

ヘレンに立ち上げ、今後 5年で 4億ユーロを投資する。同国市場への復帰は同社が初

めて。 

 ・仏ルノー・日産：世界販売台数 

  2 月 4日、同連合は 2015 年の世界販売台数が 852 万 8887 台(前年比 1％増)だったと発

表した。日産は米国、中国が過去最高となり、ルノーは欧州の販売が伸びた。連合傘

下のロシア自動車最大手アフトワズは不振。 

○中国：15 年の新車販売台数は 2459 万台(前年比 4.7％増)で、世界最大。 
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 ・急成長を続ける多目的スポーツ車(SUV)； 

  中でも目に付くのは長城汽車、長安汽車国内勢の健闘ぶり。2015 年の上位 10 車種の内

7車種(前年は 3車種)が国内メーカー。日経によると、外資ブランド車の半額という安

さと洗練されたデザインがユーザーの購買意欲を刺激した。 

  中国汽車工業協会によると、昨年の中国での SUV 販売台数は前年比 52.4%増と市場全体

の伸び率(4.7％)を大きく上回った。 

 ・セダンの不振； 

  主力のセダン市場は初めて前年を下回った。こうした中 SUV は乗用車を購入する 3 人

に 1人が選ぶ｢売れ筋｣となっている。 

 ・海外有力メーカーとの提携など；技術習得・デザインの洗練化、エコカー普及 

  ▽浙江吉利控股集団(吉利汽車の親会社)：2010 年にスエーデンのボルボを買収。その

結果、吉利汽車の SUV は各段と洗練されたデザインとなった。 

   

   出所：日経(2016/1/23) 

  ▽ホンダ；中国 SUV の先駆者 

   ・2004 年に同社は中国で世界戦略車として SUV の｢CR-V｣を売りだし、セダンしか知

らない中国のユーザーに衝撃を与えた。これが契機となり、長城汽車(1984 年設立

の民間会社)などが、この市場に参入した。 

   ・HV 生産開始；第 1弾は中型セダン｢アコード｣、更に中国の燃費規制が 20年までに

先進国並みになることを見越し、中大型車で購入補助の対象となる PHV の発売も
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検討する。20年以降新車販売で EV比率を 50％目標とする。 

  ▽中国の燃費規制 

   メーカーの生産する新車の平均燃費をガソリン１ℓ当たり 20 ㎞まで向上させる。 

  ▽万向集団；中国最大の自動車部品メーカー、EV、PHV などエコカーへのシフトを急ぎ、

完成車部門も強化。 

   ＊車軸、ブレーキ関連部品に強く、日本車・ドイツ車にも部品を供給。自動車部品

の売り上げで世界 20 位にも入る。 

   ＊M&A；2013 年に米 A123(車載電池)、2014 年に高級 PHV カルマ・オートモティブ(旧

フィスカー)を買収。 

   ＊エコカー市場： 

    EV と PHV を合わせた 15 年の販売台数は 33 万台(前年比 3.4 倍)。新車全体の 1％

に留まる。深刻な大気汚染に悩む政府の目標は 20 年までにエコカー500 万台と急

速な拡大が予想される。 

    

    出所；左・右いずれも日経(2016/1/21) 

 ・一過性の減税措置 

  中国政府が昨年 10月から始めた小型車減税措置。中国ブランドの SUV は減税対象とな 

る排気量 1600cc 以下のタイプが多い。減税効果で 10 万円前後安くなる。 

 ・東風・ルノー：20013 年設立の折半出資会社 

  仏自動車大手のルノーと中国の東風汽車集団は、2 月 1 日武漢で年産 15 万台の合弁工

場を稼働させた。ルノーにとり、初の完成車工場となり、小型の SUV｢カジャール｣を生

産する。14 年の販売は輸入車を中心に 3万台程度と出遅れた。 

  東風汽車は日産とも合弁工場があり、3社で部品の共同調達など連携を強める。 

  投資総額は約 8億 7000 万€。年生産能力は 30万台まで拡張可能。新工場は EV も視野。 

○インド 

 ・特色； 
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  ▽売れ筋は小型、安価な車。これまでは 30万(約 54 万円)～40 万ルピー。最近は 50万～

70 万ルピーの高額車が伸びている。2015 年 4 月～12 月期の新車販売台数は 206 万台

超(前年同期比約 9％増)。 

 ・マルチ・スズキ(インドの 4 輪車最大手で、スズキの子会社)：業績好調、乗用車市場

のシェアー4割超。 

  2015 年 10～12 月期最終利益(単独)：101 億ルピー(前年同期比 27％増) 

  同売上高            ：1508 億ルピー(同 20％増) 

  同期間の新車販売台数(含む輸出) ：37 万 4182 台(同 16％増) 

  主力車種：ネクサ系列(上級車)：小型車バレーノ、SUV の Sクロスなど 

  ＊工場閉鎖； 

   ニューデリーに隣接するハリヤナ州で宗教上の階級｢カースト｣の多数派集団が別の

グループへの優遇に反発したことで暴動が起き、同社の工場は部品搬入が途絶し 2 月

20 日から 2 工場の操業を一時停止した。再開のめどは立っていない。同州には日系企

業 500 社程度が進出している。 

 ・オートエックスポ(インド最大の自動車ショウ)：2月 3日報道陣に公開 

  ▽マルチスズキ(最大手、スズキ自の子会社)； 

   インド専用の小型 SUV｢ピターラ・ブレッツア、全長 4m 未満｣を初めて投入。 

  ▽VW；4m を切るセダン｢アメオ｣をインド用に開発、インドで生産を投入。 

  ▽トヨタ；ミニバン｢イノーバ｣の最新モデルを展示 

  ▽ホンダ；排気量 1500cc 級の 7人乗り SUV｢BR=V｣を年内に発売すると発表 

  ▽タタ自動車(地元大手)；小型ハッチバックの新車を発表。 

 ・1月新車販売：インド自動車工業会(SIAM)2 月 12 発表 

  ▽新車販売台数(乗用車・商業車合計)；29 万 3699 台(前年同月比 4％増) 

   伸び率は 4カ月ぶりに１桁に減速。 

  ▽内訳；乗用車 23万 2016 台(同 1％増)、商用車同 18％増。 

   1 位マルチ・スズキ(1％増)、2 位現代自動車(9％増)、3 位マヒンドラ・アンド・マ

ニンドラ(13％増)、4位ホンダ(7％減)。 

○韓国 

 ・ディーゼルエンジンの人気； 

  低燃費や環境負荷が低いとのイメージでディーゼル車の人気が高い。登録台数の約

40％を占める。ドイツ車を中心に欧州車がリード役。直近では輸入車に占めるシェア

―16％程度。アウディを含む VW のシェアーは 1位。 

 ・VW の不正行為に関する韓国内の動向は、VWの章を参照されたい。 

 ・現代自動車； 

  ▽2015 年 12 月期連結決算(2016/1/26 発表) 

   純利益 6兆 5090 億ウオン(約 6360 億円)、前年比 15％減と 3年連続の増収減益 
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   主な要因：①為替変動②販売促進金積み増し③中国市場の販売減など。 

  ▽世界販売台数：484 万台(傘下の起亜自動車を除く)と微増、SUV(高価格)のシェアー

が増えた。 

  ▽海外市場； 

   中国；104 万台(7％減)、低価格の中国車の影響も 

   ロシア・ブラジル；経済不振で減退 

   米国・欧州・国内；販売好調 

   インド；国内シェア―2位の 46万台 

  ▽為替；対ドル下落、対ルーブル・レアルで上昇 

 ・起亜自動車；2016 年 1 月 27 日会社の発表 

  2015 年の世界販売台数：292 万台(前年比微増)。現代自グループ全体の世界販売台数 

は 776 万台。 

○東南アジア 

  

  出所：日経 2016/1/30 

 ・インドネシア；人口 2億 5000 万、アジア屈指の車市場だが 

  ▽フォード自動車；日本からと同じく撤退を表明。15年のシェアーは 0.7％。 

  ▽GM；15 年に自社工場を閉鎖、生産を上海汽車集団との合弁工場に一本化する決定を

行った。 

  ▽日本車メーカー；1970 年代から進出している日本車メーカーのシェアー合計は 9割 

以上、販売網も部品調達も充実。 

 ・フィリピン：人口 1億、平均年齢 23 歳、15年の新車販売は 32万台(前年比約 20％増) 

  三菱自動車は、2月 10 日、フィリピンで小型車｢ミラージュ｣(ハッチバクとセダンの 2

種)を 2017 年から生産を始めると発表した。現地で会見した三益会長は、新たな車種

の生産も視野に入れ、年 10 万台の生産を目指す、と語った。フィリピン政府の自動車

産業支援策として、実質的な補助金を受ける見込み。生産に伴い、金型施設やライン

増強で 43億ペソ(約 104 億円)を投下する。 



16 
 

 ・マレーシア； 

  富士重工はマレーシアで SUV の生産をこれまでの 5倍、年間約 1万 5000 台に引き上げ

る。3 月にも新たに｢フォレスター｣の生産を 1 万台規模で始め、｢スバル ZV｣も増産す

る。販売先は国内の外タイ、インドネシアを中心に出荷、高所得者層の需要を取り込

む。提携先のシンガポールのタンチョングループが運営する工場を使う｢ノックダウン

方式｣ 

裾野の広い関連産業 

＊車両の位置把握技術； 

 OKI 電気は ETC を活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発した。ETC に

対応した車載器が発する電波を信号や標識など道路側に設置したアンテナで受信し、自

動車の位置を検知する。新たなセンサーを車両に搭載せず、数 10cm の誤差で位置を特定

出来る。 

＊水素社会の実現に向けて：日経 2016/1/26 から抜粋引用 

 ・現状；製鉄所などの副産物で発生する水素を利用している。今後燃料電池車や発電所

の燃料として普及が 20年代に向け急拡大する見通し。 

 ・川崎重工、岩谷産業は神戸市と協力、神戸港に輸入拠点を 20 年度をめどに新設する。

総事業費は 100 億円を上回る見通し。高圧・低温で液化した水素を特殊なタンカ－で

輸入・貯蔵し、タンクローリーで各地に出荷する。輸入タンカ－、荷揚げ用施設、貯

蔵タンクを川重、タンクから輸送車に積み込む施設は岩谷が設置する見通し。両社は

同分野の技術開発で先行しており、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助

成金を建設費の一部に充てる。エネルギー調達源を多様化する目的もあり、経産省は

30 年を目途に水素の本格導入を目指す。 

＊自動運転車用ガラス：日経 16/1/29 

 日本板硝子は車の自動運転技術の実現につながるガラスなどを重点開発するため、2017 

年 3 月期に 40億～50 億円の戦略投資枠を設ける。森社長は、｢車の IT化に対応した技術 

が求められ、高い寸法精度や複雑な造形を求められるガラスを開発したい｣としている。 

＊エコカー電池材料(リチウムイオン電池)： 

 ・リチウムイオン電池の構成；正極材、負極材、電解液、セパレーター(断縁材)。電池

の安全性を高める高機能材料は日本の素材メーカーが強い(日経 16/1/28)。 

・住友大阪セメント； 

2017 年にベェトナム工場の能力を 2倍にする。リチゥ

ムイオン電池材料の世界市場は 19 年に 14 年比 5割増

の約 1兆 2000 億円に達する見通し。同社は電池材料市

場の4割を占める｢正極材｣の生産能力を17年2月に年

間 2000 トンに引き上げる(投資額 17 億円)。現在ベト

ナム工場製品は日本に出荷しているが、TPP が発効す 
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出所：日経 2016/2/25         れば、米国やカナダにも輸出し易くなる。 

 ・セントラル硝子； 

  中国で量産設備を前倒しする。電解液の生産能力を現在の約 3倍にあたる年間 9000 ト

ンに増やす。 

 ・宇部興産；セパレーターの年間生産能力を 20年までに 2倍の 3億㎡に拡大する。 

 ・住友鉱山；会社は EV向け電池素材を 2年以内に 4割増産する。同社の材料を使うテス

ラ・モーターズが新型 EVの投入を計画中で、供給力を高めるため。他のメーカーにも

販路を広げ、車載用電池材料の生産に今後 3年で約 200 億円を投ずる予定。 

  EV の駆動源となるリチウムイオン電池の正極材を増産する。現在テラス向けに正極材

用ニッケル材料を製造する播磨工場を軸に生産設備の増強を検討中。2018 年 3 月期ま

でに月産能力を 2550ｔに引き上げる。 

  住友鉱山はパナソニックを通じてテラスの車載電池向け正極材を粗独占供給中。 

＊リチウム生産・電池・他： 

 1 月のデトロイト自動車ショウの注目は自動車ではなくバッテリーだった。GMの 2017 シ

ボレーボルトは長距離を手頃な価格でと言う暗号を解いた。電気自動車メーカーのテス

ラ(Tesla)は今年、ネバダ州の巨大なギガ工場でのリチウムイオン電池の大量生産を約束

している。中国のライバル BYD が足元を追い駆けている。昨年 10 ヶ月で中国メーカーは、

テスラが 2008 年以来生産してきたより多くの電気自動車を販売した。バッテリーの更な

る強調は中国の 2016-20 5 カ年計画の大きな柱だ。 

＊ステンレス鋼 

 新日鉄住金は日新製鋼の完全子会社化で、両社が手掛けているステンレス事業を集約す

る。ステンレス鋼は自動車部品や建材になどに使う特殊鋼。国内シェア―は両社合わせ

て 5 割超となる。ステンレス市場は中国勢の過剰供給で、汎用品を中心に市況は悪化。 

＊車部品用鋼材の海外生産 

 神戸製鋼所は 2017 年にもタイで自動車部品に使う鋼材製の線材の生産を開始する。100

億円超を投じて現地鉄鋼会社(ミルコン・スチール、15 年 6 月覚書を交わす)と合弁会社

を設立。日本の鉄鋼会社が線材を海外で生産するのは 90 年代に神鋼が米国から撤退して

以来となる。 

 現地設備の年間生産能力は 50 万ｔ(計画)、生産した線材の多くは神鋼も出資する現地の

2次加工メーカーへ出荷する。日本からの輸入には納期が 3週間以上かかるが、現地青団

は最短 1日となる。 

＊車部品金型 

 金型メーカーのゼノー・テック(岡山)は、鉄粉などを焼き固めるために使う｢粉末冶金金

型｣に強い。主に自動車部品の生産に使う金型で、国内シェアーはトップ。中国、マレー

シア、インドネシアに拠点を広げており、現在 3 割程度の海外比率を早期に 4 割程度に

高める計画。 
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＊中古車・車リサイクル事業 

 ▽中古乗用車；輸出好調 

15年の中古乗用車の輸出額；約6614億円(6年連続の増加で、

２桁の伸びも４年連続。バス、トラックも好調。 

同期間中の輸出台数；約１０２万台(前年比 3.6%減)、キル

ギスが右ハンドル車の輸入を禁止したため。 

国内流通業者間取引価格上昇；出所(日経 16/2/5) 

オークション大手のユー・エス・エスによると、15 年 4 月

～12月の平均落札額価格は前年同期比 7％高、買い手のつか

ない車も減った。図の出所：日経 2016/2/5 

 ▽車リサイクル事業；廃車・価格減 

15年の廃車引き取り合い数  320万 6000台(前年比

5.7％減) 

中国の景気減速で鉄鋼の値下がりが続き、廃車から取

りだす鉄スクラップ価格が急落、採算悪化に陥った処

理会社が車を引き取れない事態が続く。自動車リサイ

クル促進センターによると、昨年の引き取り合い件数

は 320 万 6000 台(5.7％減)。鉄鋼会社が購入する鉄ス

クラップ価格も 1年間で 4割下落した。 

図の出所：日経 2016/2/6 夕 

技術革新 

○画像センサー(イメージセンサー)：光を電気信号に変え、画像や映像に。 

 ・代表例；CCD(Charge Coupled Device,電荷結合素子)、CMOS(Complementary Metal Oxide 

 Semiconductor 相補性金属酸化膜半導体)。前者は光から入る情報を全て読み取ってか

ら変換、転送する。後者は受け取った情報を次々と変換・増幅して転送する。異なる点

は画像への変換方式。 

 ・自動車への応用；自動運転車への搭載 

○自動運転の目 

パナソニックは車の自動運転に活用できる高

性能な次世代画像センサーを開発した。 

感度を 100 倍に高めており、夜間走行時にも

信号や歩行者、障害物などを瞬時に把握で 

きるようにする。左図の出所：日経 2016/2/3 

 

○雪道・悪路対応； 

・今冬は全国的に大雪となり、各地で車の事
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故も多発した。こうした状況にも対応できるコンパクト SUV が人気だ。 

・駆動方式：前輪駆動(Front Wheel Drive)、  後輪駆動(Rear Wheel Drive) 

 FF(前輪駆動、Front-engine Front-drive、 

FR(後輪駆動)の 3区分： 

① FR:Front-engine-Rear-drive), ②MR：Midship-Engine-Rear-Drive)、③RR：

Rear-Engine-Rear-Drive。 

4Wheel-Drive,4WD(四輪駆動)。 

○部品切りだしにレーザー活用：車工場で世界初(出所日経 2016/3/5) 

 ホンダは金型の代わりにレーザーで鋼板から車体部品を切り出す技術を開発し、寄居工

場に導入した。金型は一度開発すると次のモデルチェンジまで変更出来ない。新技術は

レーザーのプログラムの調整だけで部品の形状などを即座に変えられる。品質向上への

素早い対応や生産コストの低減が見込める。 

○安全技術：IT と AI の融合 

 ・ITS(高度道路交通システム、Intelligent Transport Systems)コネクト； 

  トヨタが昨年 10 月に発売した新型クラウンに初めて搭載された。交差点の信号機に付

いたセンサーが車や歩行者を検知。車と信号機の無線機が信号し合い、ドライバーに

情報を伝える。日本の交通事故の 4 割は交差点周辺で発生していると言われる。信号

機へのセンサー設置は今年度中に 50 カ所になる見込み。 

 ・トヨタ AI 研究所：5年間に約 1200 億円を投資、カリフォルニアに新会社設立 

  目標；自動運転装置の高度化②AIとビッグ・データの融合・活用など。 

 ・自動ブレーキの搭載 

  トヨタは 17 年までに日米欧で販売する粗全車種に衝突回避支援システムを搭載する。 

 ・車内の静粛性向上；林テレンプ(車内外装品) 

  車内外の音の伝導が何処を経由で乗員に届くかを計測して、カーペットなどの遮音材

を配置し、不快音を低減する。エンジン音や排気音は際立たせる。 

 ・排気音の操作；三五(愛知県)は電子技術で排気音を自在に作り出す研究を進めている 

  2010 年発売のトヨタの最高級スポーツカー｢レクサス LFA｣向け排気管の開発では欧米

の高級車の排気音を解析、独自の音色を出す排気管を設計・開発した。 

○車輪内部にモーと―搭載(日経 2016/2/6) 

 三菱自動車は岡山県の部品会社と共同で、車輪内部にモーターを取り付けた次世代型の 

EV を開発した。これにより荷室や電池を置くスペースを確保し易くなる。EV の小型化や 

走行可能距離の伸長に繋がる。量産化は未定だ

が、今後の EVの高性能化に活かせる。 

○昨今の欧州勢動向 

高級車メーカーが高級 EV への生産を加速してい

る。背景には環境規制対策に加えて、18/19 年に
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向けた熾烈な生き残りをかけた競争がある。走行距離の延長化(500km)、米テスラ・モー

ターズ、ドイツ車、日本車への挑戦がある様だ。 

図出所：日経 2016/2/23 

自動運転車等の安全性 

○損保業界と運転技術の向上； 

 ・AI と IT の融合した技術の進展が損保業界を揺るがしている。高度化した車の事故は誰

に法的責任が発生するのか。 

・東京海上日動火災保険は 2014 年、自動運転に対応した自動車保険を検討する専門チー

ムを立ち上げた。 

○自動車業界： 

 ・システムが対応出来ない時だけ運転車が操作する自動運転車の実用化を各メーカーが 

競う。 

 ・その先は完全自動運転車の登場。現行の道路交通法の想定外にあるが、高い需要が見

込めそうだ。 

 ・メーカーの責任； 

  現段階ではメーカーサイドに自動運転車の登場に伴う、責任の範囲に関して、慎重な

見方が多い。 

 ・  

    出所：日経 2016/1/26 

 ・デンソー・ドコモ協力体制：高速自動運転車、車両間の情報交換等 

今年バルセロナで開催されたモバイル・ワ

ールド・コングレス(MWC)で、｢自動車と通

信の融合｣が注目を集めた。両社は携帯電話

を使って車両制御システムの開発で協力し、

高速道路の合流や見通しの悪い交差点など

で安全性を高める技術を研究する。また通

信で自動車同士が情報を交換し、衝突を防

ぐ方法も研究する。第 5 世代(G5)の通信サ

ービスは遅れが少なく、高速で移動する車

両を制御する自動運転に適していると言わ 
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出所：日経 2016/2/23                  れる。 

・米運輸省：AI は≪運転手≫と看做す(出所日経 16/2/12 夕の抜粋引用)。 

  同省は米グーグルが開発中の自動運転車について、搭載されている AI(人工知能)を法

律上の｢運転手｣と看做す見解を示した。ドライバーレスカー(無人運転車)の実用化を

目指すグーグルにとっては、追い風となる。 

  グーグルの持株会社アルファベット傘下で、自動運転車の開発を手掛ける研究組織｢X｣

の問いに対し、米運輸省高速道路交通安全局(NHTSA)が書簡で回答した。 

  米国ではカリフォルニア州が昨年 12 月、市販する自動運転車に運転免を持った人間の

搭乗を義務付ける独自の規則案を発表した。 

  NHTSA の回答は現行法の｢解釈｣に留まっており、装備やデザインに関する安全基準自体

は変わっていない。 

  グーグルが開発中の自動運転車はハンドルやブレーキなどがなく、従来の車とは抜本

的に異なるため、安全基準が見直されない限り、グーグルの自動運転車は｢特例｣扱い

となる。本格的な普及には法律の改正が必要となる。 

 ・GM：シリコンバレーの自動運転ベンチャー｢クルーズ｣を約 1100 億円(未公表)で買収す

ると 3月 11 日発表。 

○車両接近通報装置(出所日経 2016/2/2・同 3/10) 

 国土交通省は EV,HV,FV などの接近を歩行者に音で知らせる｢車両接近通報装置｣の搭載を、 

自動車メーカーに 2018 年にも義務付ける方針を固めた。一方国連機関はこれら車 

両にガソリン車並みの音量を義務付ける安全基準案を 3月 9日採択した。 

国交省によると、現在は各メーカーが販売する新車の HV, EV, FCV に標準装備されてい 

る。国際基準は日本と欧州が作成を主導しており、通報音の音量や周波数を数値で示し、 

歩行者の聞き取り易さを重視した内容となっている。 

○自動運転車・コネクテッド・カー：出所：JAFMate 2016/3 
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             出所：同上  

  
         出所：同上 

○シート振動で注意喚起：出所日経 2016/3/3 

 クラリオンは危険が起きると、自動車のシートに組み込んだスピーカーが振動して運転 

手に注意を促す技術を開発した。安全運転の支援システム(ADAS)の一部として 2020 年以 

降の搭載を目指す。音だけでなく、振動も伝える｢振動スピーカー｣を開発した。車間距 

離を計るレーダーや車線位置を測定するカメラ類と連動させる。 

○車侵入防止装置 

 サノヤスホールディングスは 4月に車両侵入防止用装置事業に参入する。 

 英国企業などと提携し、国際規格に合格した 20種以上の商品を販売する。同装置は自動

車を使った無差別テロや暴走事故を防ぐために空港などインフラ施設の車両ゲートなど

に設置されている。子会社のサノヤス・エンジニアリングが侵入防止装置メーカー大手

の英 ATG アクセス、固定式の車両侵入防止用装置を手掛ける帝金と提携した。サノヤス
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が主に販売するのは高強度の可動式の装置で価格は一基 500 万～1千万円。 

○対サイバー攻撃； 

 経産省が所管する独立行政法人情報処理推進機構(IPA)サイバー攻撃への対応策を強化 

するため、電力やガスなど重要インフラを対象とした情報共有の仕組みに自動車業界を 

加える。自動車業界を加えたのは、機関技術が外部に流出した場合に日本の産業競争力 

に大きな影響を及ぼす恐れがあるから。 

○バイオプラスティックの生産拡大 

 ・化学メーカーが植物由来原料を使った｢バイオプラスティック｣の生産を増やす。三菱 

ケミカルホールディングス傘下の三菱化学は

自動車などに使われる製品の生産尿力を 4倍

に引き上げる。大日精化工業も加工し易い素

材を 2016 年度に本格生産する。二酸化炭素排

出を抑制でき、性能も石油由来品に劣らぬ点

が評価され、需要が拡大していることに対応

する。三菱化学はトウモロコシのでんぷんを

原料に使った｢デュラビオ｣を増産する。 

 ・日本ではバイオプラスティック生産は汎

用タイプから始まった。環境に配慮した素材

としてレジ袋や飲料容器で採用されている。

国内市場は約 5万トンと、プラスティック全

体の 1％にも満たない。化学メーカーは更な

る普及を目指し、自動車や家電製品にも使える高機能品の開発を進めてきた。現在は耐

久性など石油由来のプラスティックに引けを取らない性能を持つ製品が登場している。

生産工程を省略でき、コスト削減にもつながるデュラビオのような例もある。 

 ・バイオプラスティックは一般に通常のプラスティックより 5割以上高いと言われる。

この差を埋めるための生産技術の改善や量産などによるコスト削減が急務。世界全体の

市場規模は 18年に 13 年比 1.6 倍に達するとの試算もある。 

ユーザー事情： 

 ＊購入したい車：出所日経 201/11/17 
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＊カーシェアリングの人気上昇；出所：日経 2016/1/27 

会員制で車を複数の人が使うカーシェアリングを手掛け

る企業が拠点や車両の増加ペースを速める。カーシェア

リング・ジャパン(三井不動系、個人客が主流で、会員向

けポイント制も導入)は拠点、車両数を 2016 年度に 15

年度見込みの2倍(16年度に1600カ所、2000台)にする。

オリックス自動車も法人利用が期待出来る場所を広げる

(法人比率を現在の 45％から 50％に増やす)。16年度に

は拠点数を 100 カ所多い 1500 所に、車両台数も 330 台増

やし、2600 台にする。これにより、法人比率で最大手の

パーク 24の 35％、カーシェアリング・ジャパンの 20％との差を拡大する。 

＊自家用タクシー・サービスの拡大と保険 

 東京海上日動火災保険は自家用車を使った地域住民の送迎サービスを提供する自治体や

NPO 法人向けの自動車保険を 3月 7日から取り扱う。路線バスの廃止が増える中、割安な

料金で買い物や通院の足となる自家用タクシーの動きが拡大するのに対応する。政府は

訪日外国人も送迎出来る規制緩和を進めている。 

道路・生活環境など 

・水素社会に向けて；東京都の支援体制 

 ▽東京都は災害時の活用を見据えて、FCV と繋いで電気を家庭に供給できる給電機器の補

助を始める(2016 年に拡大)。FCV 普及に不可欠な水素ステーション開設の規制緩和に

関する調査を進める。 

 ▽3月ホンダが FCV の量産モデルと共に外部供電器を発売するのに合わせ、給電器のみの

補助も始める。個人や企業が対象。給電器の価格は約 120 万円で、都は補助金の上限

を 40 万円、最大 700 件から 800 件の補助を行う計画。水素が満タンの場合、FCV から

平均的な家庭の約 7日分の消費電力を供給出来る。 

 ▽FCV 導入補助； 

  15年 2月に開始、10月末時点で46台の補助実績がある。トヨタのFCV｢ミライ｣に加え、

ホンダの量産モデルについても 16年度に、国に合わせて購入補助を実施の見込み。 

税・維持費等 

・税： 

 ＊自動車税；17年 4月以降、消費税率が 10％に上がる際の対応策(総務省・経産省案) 

   初年度の自動車(普通車の購入)税はゼロ。実現すれば最大 10万円程度の減税となる。 

 ＊現行自動車税；排気量に応じ年 2万 9500 円～11 万 1000 円を都道府県に支払う。 

 ＊自動車重量税・燃費課税：不変 

 ＊廃車時の自動車税の月割返還：案ではこの規定を廃止する。 

 ＊ガソリン税； 
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・維持費：車検・保険・高速道路・駐車・減価償却等：国際比較高すぎ。車検のない国も。 

自動車の社会的費用：①交通事故②公害現象③犯罪の増加 

宇沢弘文氏の｢自動車の社会的費用｣から：自動車の普及のプロセスを辿ってみると、そ

の最も決定的な要因の一つとして、自動車交通に伴う社会的費用を必ずしも内部化しな

いで自動車の交通が許されてきた・・・即ち自動車通行によって、様々な社会的資源を

使ったり、第三者に迷惑を及ぼしていながら、その所有者が充分にその費用の負担をし

なくてもよかった。 

タカタのエアバッグ問題 

・タカタの 2015 年 3月期売上高；6428 億円(内エアバッグ事業は約 4割) 

・ダイセルとの提携を検討；日経(2016/1/23) 

タカタはエアバッグ事業で同業のダイセルと提携して共同

出資の生産会社を設立する方向で検討に入った。大規模リ

コールの要因となっているガス発生装置について技術協力

を仰ぐ。完成車メーカーにも近く支援を要請する。 

・タカタ製エアバッグは内部から金属片が飛び散る恐れが

あり、原料に硝酸アンモニウムを使用するインフレーター

が要因と見られる。このインフレーター段階的に減らして 

出所：日経 2016/2/5    いくことで日米当局と合意している。硝酸アンモニウムを使わな

いダイセルの製法や品質管理などのノウハウを取り込むことで信頼回復に努める。 

・被害；タカタ製エアバッグの欠陥が原因とされる死者は 9人、リコールは世界で計 5000 

万台。 

当初ホンダとタカタは米国とメキシコ工場に於ける火薬製造工程や管理に問題があった、

と米当局に説明していた。ところが 2013 年フィット 2003 年製、14 年にカローラ 2002 年

製で事故が発生した。 

・同社製品を搭載したメーカー 

 トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、三菱自、GM、フォード、VW、BMW など。世界シェアー約

20％。 

・同業他社など； 

 ▽トートリブ(Autoliv)；本社スエーデン。日本に工場も。エアバッグ(生産開始 1980 年)、

シートベルト、ステアリング・ウイール等の開発・生産・販売 

▽ダイセル；エアバッグの最重要部品となるインフレーター事業(火工品事業)。 

▽豊田合成；自動車部品事業の一部 

・説明会：日経(2016/1/30)からの抜粋引用 

 タカタは 1月 29日自動車の部品調達担当役員らを対象に事業方針の説明会を開いた。タ

カタからは高田重久会長兼社長が出席し、世界で 5,000 万台規模に膨らんだエアバッグ

のリコールへの対応策、自らの進退について説明した模様。今後自動車メーカーとの間
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で、巨額リコール費用の負担割合などの交渉が本格化する見通し。 

 都内で開かれた説明会には、ホンダや日産自動車など日系メーカーのほか、タカタ製エ

アバッグを搭載している欧州メーカーが参加した。 

 リコールは原因不明のまま広がり続け、関連費用は 3,000 億円を超えるとされる。タカ

タ単独での支払いは難しく、タカタは負担の軽減による支援を仰ぎたい考え。これまで

｢まずはタカタがどうしたいかを示してもらいたい｣(日本車メーカー幹部)として費用分

担をめぐる協議は進んでいなかった。 

・米第三者委員会の結果報告(2 月 2 日)：日経 2016/2/3) 

 ▽委員会はタカタの依頼で 7人の専門委員で構成、2014/12 月に発足した。タカタの従業

員や業界関係者への聞き取りを通じてエアバッグの製造工程の検証を進めてきた。 

 ▽結論：｢自ら製品の欠陥を見つけ改善する姿勢に欠けていた｣。 

 ▽委員長(元米運輸長官)サニュエル・スキナーは記者との電話会見で、｢組織文化を変え

る必要がある｣と厳しく指摘した。 

 ▽委員会は欠陥把握が製品出荷後に自動車メーカー頼みになっていたこと、製品テスト

や生産工程での品質を重視する姿勢の欠如を問題視。その上で、｢経営陣の品質への認

識にも甘さがあった｣として改善を求めた。 

  生産工程を巡っては一部の安全に関わる工程が機械を使わず手作業で行われたことを

指摘。｢品質の一貫性が損なわれた｣としている。工場での人為ミスが欠陥に繋がった

と指摘、今後のリコールを巡る議論に影響を及ぼしそうだ。 

 ▽ただ、委員会は異常破損の原因や、責任の所在については｢所管外｣(スキナー委員長)

として明示しなかった。またタカタは弁護士などの有識者で構成する外部チームに助

言を依頼することが分かった。 

・タカタのリアクション 

 これを受ける形で、タカタは 1 月 2 日、エアーバッグの品質問題で 1 億 6000 万ドル(約

190 億円)超を北米に投じ改善に取り組んでいると発表した。 

・タカタ連結決算：2015 年 4 月～12 月期(2月 4日発表) 

 売上高    5434 億円(前年同期比 16％増) 

 営業利益   321 億円(同 38％増)、前年同期には製品保証引当金繰入額を 506 億円計

上。今期はゼロだった。ただ弁護士費用等(損失)104 億円を計上した。 

 最終損益   25 億円(前年同期は 324 億円の赤字)。主な要因は今期リコール費用を計

上しなかったこと。 

・エアバッグ欠陥要因：日米欧自動車メーカー10社で作る独立委員会の見解 

 2 月 23 日、委員会は 1年かけて調査していたが、異常破裂は火薬成分や温度など 3つの 

 の要因が複合的に重なり生じたとの見解を発表した。この問題で異常原因が明確になる

のは初めて。 

 2 万時間に及ぶ試験結果で指摘された 3要因； 
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 ＊火薬としての硝酸アンモニウムを乾燥剤につけずに使用 

 ＊高温多湿化の環境に長期間さらす 

 ＊湿氣を防ぐよう装置が適切に組み立てられていない 

 今後の焦点；助手席側のエアバッグの取扱、運転手側と比べリコールが進んでいないと

言われる。 

・ロイター通信の報道；2月 22 日 

 米当局が7000万～9000万個のエアバッグを追加でリコールする必要があるかを調べてい

ると報じた。総て追加リコールを命じた場合、米国でのリコール対象は最大で約１億２

千万個に達し、これまで対象となった 2900 万個程度の 4倍に膨らむ。 

 経緯；日経 2016/2/23 

 ＊作動時にガス発生装置が破裂し金属片が飛び散る欠陥で世界で少なくとも 10人が関連

事故で死亡。 

 ＊これまでのリコールの対象：ガス発生装置が破裂したと同じ構造を持ったエアバッグ

搭載車。 

 ＊今回米当局はガス発生装置に欠陥の原因との見方が出ている硝酸アンモニウムを使っ

たタカタ製エアバッグを全てリコールする可能性を含め調査しているという。 

 ＊タカタ以外の主要エアバッグ・メーカーは硝酸アンモニウムとは異なるガス発生剤を

使っている。 

・エアバッグの欠陥調査に関するタカタの各社への説明 

 前述の独立委員会による欠陥原因究明結果と会社が原因調査を依頼していた独フラウン

ホーファー研究所の報告に関し、会社は 2月 25日調査経過を各社に説明する予定。両者

の調査結果はおおむね一致しており、タカタと車各社がリコール費用の分担を協議する

上での重要な時点に来た。またタカタは米国で 23日、両者の調査結果は一致する、と声

明文を出した。 

・ホンダのタカタ経営支援 

 タカタの経営に深く関わるホンダの八郷社長は 24 日の記者会見で｢支援は考えていない｣

と今後の経営支援を否定した。八郷社長は｢交換率の向上と真の原因究明が最優先｣と述

べるにとどめた。 

・タカタに全体リコールを否定； 

 日経 2016/3/3 夕の報道によると、米当局がガス発生剤硝酸アンモニウムを使ったタカタ

製エアバッグ全体をリコール対象とするのに否定的な考えを示したことが明白になった 

直近のリコール 

・日産；同社は 1 月 29 日ニューヨークで、走行中にボンネットが開く恐れがあるとして、

世界で2013年～15年型の中型セダン｢アルティマ｣計 92万 9548台をリコールすると発表

した。日本は対象外。 

・ホンダ； 
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▽同社は 2 月 3 日、タカタ製エアーバッグの異常破裂に絡み、全米で 223 万台をリコー

ルすると発表した。製造年数に関係なく火薬が湿気を帯び易い設計のエアバッグは原

則リコールするよう米当局が求めたため、2015 年秋から発売している最新の｢16 年製

モデル｣の一部も含む。タカタ製エアバッグを最も多く搭載していると言われるホンダ

は膨らみ続ける費用を肩代わりしている。欠陥の特定後となるタカタとの負担割合の

落とし所は一向に見えてこない(日経 2016/2/5)。 

・国内(ホンダ) 

 2 月 5 日、乗用車｢フイット｣｢シビック｣など 13 車種、計 44 万 2997 台(2004 年 6 月～

15 年 3 月生産)の追加リコールを国土交通省に届け出た。運転席側のエアバッグ作動時

にインフレーター(ガス発生装置)が破裂してけがをする恐れがあり、予備的措置とし

てインフレーターを他社製に交換する。 

▽日本の当局が追随すればリコール台数は更に膨らむことになる。 

今回のリコールは 1 月 22 日の米運輸省高速道路交通局

(NHTSA)の発表を受けた措置。 

昨年末米フォード社製の車の運転手がエアバッグの破裂

で死亡し、類似の製品を搭載したフォード、ホンダなど

10 社に追加リコールを求めたもの。10 社超(肩代わり費

用は 3000 億円、日経 2016/2/5)の対象車は約 500 万台に

上る見通しで、それまでの約1900万台から大幅に増加(全

世界で 3000 万台、日経 2016/2/5)する見込み。15 年製以 

    出所：日経 2016/2/5      降のエアバッグについて NHTSA はメーカー判断に任せる

としていたが、ホンダは 15 年から 16 年も加え、05年から 16年製の車をリコールする

ことになった。 

 ▽国内のリコール総数他 

 ・15 社延べ約 1223 万台。15 年 12 月末現在の改修率は 48％。 

 ・補助席用エアバッグ問題はなお未解決の分野が残る。部品の調達が間に合わずエアバ

ッグの使用中止に追い込まれる車種も出て、中古市場に影響も出ている。 

 ・日本の欠陥車対応(検査体制)：海外と比べ進んでいるとは言えない。少なくとの国産

に関してはこの分野でも世界の最先端を走って貰いたい。 

違法・不正・制裁等 

○欧州委員会 

 ・EU の欧州委員会 1月 27 日、日本の企業 3社が欧州域内で自動車部品を巡ってカルテル

行為をしたとして、2 社(日立、三菱電機)に約 1 億 3778 万ユーロ(約 177 億円)の制裁

金を科したと発表した。デンソーもカルテルに参加していたが、欧州委に情報を提供

したとして制裁金を全額免除された。内容はオルタネーター(発電機)やスターター(エ

ンジン始動装置)などで、2004 年 10 年にかけてカルテル行為を行った。 
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 ・新車認証厳格化への提案 

同委員会は 1月 27日、VWによる排ガス不正問題の再発

防止策として、域内で販売する自動車の認証制度を抜

本的に見直す提案を行った。提案が実現するには欧州

議会、加盟国の同意が必要。欧州委は同日、提案を加

盟国などに送付し協議に入った。ただ自動車業界、独

など自動車産業の比重の大きい加盟国、欧州委の権限

強化に否定的な英国などの反対は避けられず、結論が

出るまでには時間が掛かりそう(日経 2016/1/28)。 

VW(ホルクスワーゲン)スキャンダル 

○排ガス不正発覚と経営陣 

・損害賠償請求の動き：ドイツメディアの報道(1

月 14 日)報道によると、VW の排ガス規制逃れ問題

で、対象車を保有する欧州の顧客約 6 万人が、VW

に損害賠償を請求するために設立された財団に参

加したと伝えた。損害額は計約 1000 万ユーロ(約

12 億 8000 万円)に上ると見られる。 

・韓国、VW 現法社長を刑事告発： 

韓国環境省は1月 19日、VWの排ガス不正問題で、

同社の韓国法人社長を刑事告発したと発表。同社

が提出したリコール計画書が｢極めて不誠実｣だと

判断し、リコールを義務付けた大気環境保全法違

反だと指摘した。VWに刑事責任を問うのは主要国

で初めて。VW は一部の車種に違法なソフトを搭載 

出所：日経(2011/12/11)          し、排ガス検査の時だけ NOx(窒素酸化物)の排出量

を抑えるようにした。韓国環境省はこの様な｢欠陥｣が発生した原因の説明を求めたが、

6日に提出したリコール計画書では欠落。19 日には VW本社のエンジン部門幹部や韓国

法人の社長が同省を訪問説明したが告発を取り下げる予定はないと言う。韓国環境省

は昨年 11月、VWと参加のアウディが国内で販売した 15車種 12 万台超のリコールと課

徴金 141 億ウオンの支払いを命じた。 

  ○経営陣の姿勢： 

 ・VW のミラー会長は昨年 12 月 10 日(ドイツ公共放送 ARD)、ディゼル車の排ガス規制逃

れは｢総て中間管理職以下が行ったことだ｣と、述べ経営陣の関与を全面否定した。現

在独検察当局が詐欺容疑で VW 幹部らを捜査中。不正の対象は世界で最大約 1000 万台

に上ると見られている。 
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ドイツ会社法では組織上、取締役会(Vorstand)の上

部に監査役会(Auｆsichtsrat)があり、日々の業務遂

行を行う取締役会を監督する機能を持つ。従って取

締役会はこの監査役会に対し責任を取ることになる。

その関係は英米法上の社外取締役に似ている面があ

る。株主総会の議長は監査役会会長が当たり、株主  

出所；日経(2015/12/26)         に対して責任を負

う。この制度はあるため、こうした世界を驚かす不

正行為がドイツ企業で発生する事態は或る種想定外

の事であったかもしれない。米国ではエンロン事件に見られるように｢内部告発｣によ

る事件の発覚も多い。VW で何故これが起きなかったのか真相は不明だが、企業ぐるみ

の行為だった可能性も否定できないようだ。 

 ・CO2データ違い 

  VW は昨年 12 月 9 日、11 月初めに公表した二酸化炭素(CO2)排出量の不正を巡り、カタ

ログ値と実際の走行時のデータが異なるのは 3 万 6 千台だけだと発表した。同社はこ

れまで、約 80 万台で CO2の排出量を少なく見せる不正があったとしていた。同社の発

表によると、今回の 3万 6千台については違法性も確認されなかった。 

  VW は CO2不正の対策費を少なくとも 20 億ユーロ(約 2680 億円)と想定していたが、こ

れは計上しない見通し(日経 2015/12/10)。 

 ・前社長への報酬； 

  独経済紙ハンデスル・ブラット(2015/12/18)によると、引責辞任した前社長マルティ

ン・ヴィンターコーンが 2016 年末まで社長時代と同じ水準(約 1520 万ユーロ、約 20

億円)の巨額な報酬を受けることになっている。同氏の社長任期は 16年末に切れ、退 

  職金を支払うよりも報酬を支払う方が小額になると言う。現時点で VWは支払いを止め

る予定はないとしている。 

○ディーゼル車の不正発覚後の業績(販売)： 

・世界市場： 

VW は 1 月 8 日、2015 年のグループ世界販売台数が、前年比 

2％減の 993 万 600 台だったと発表した。同社は 14年に初の

1000 万台越えを達成し、15 年 1～6月期でトヨタを抑えて上

半期で初めての首位に立った。前年割れは 02年以来、13年

ぶり。出所：日経(2015/12/26) 

地域・国別販売台数； 

 中国     西欧   米国、  ブラジル・ロシア   

354,8600    343,200  60,7100   長期低迷 

南米    中東欧          
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55,8300  61,5100 

・日本国内販売とシェアー；国内輸入車シェア―で、2000 年から連続首位だった。 

 2015 年                2014 年 

 約 54,700 台(前年比－18.8％)      約 67,400 台 

 この結果シェアーはメルセデス・ベンツが首位となり、2位に後退した。 

 15 年 12 月で見ると、販売台数は前月比 39.2％となり、4か月連続のマイナスだった。ア 

ウディも 29.1％減。 

○不正行為に対する対応： 

 ・米国；米司法省は 1月 4日、米国内で排ガス規制を違法に逃れていたとして VWを民事

提訴した。VWブランドや高級車のアウディなど約 60 万台のディ－ゼル車が対象。1台

当たり最大で 37,500 ドル(約 450 万円)の制裁金を求めた。単純計算すると制裁金の総

額は 2 兆円を超える(日経 2016/1/5)。また日経(2016/1/6)によると、制裁金は理論上

900 億ドル(約 10 兆 7100 億円)に達するとも報じられている(米メディア)と伝えた。 

  米環境保護局(EPA)の代理として VWをミシガン州の東部連邦地裁に提訴した。 

  提訴の根拠；違法なソフトウエアを車に搭載、排ガス試験中に出る窒素酸化物(NOx)の

値を実際よりも低く見せかけたことを問題視。結果的に米国の大気を汚染し、ぜんそ 

くなど人体に悪影響が生じるリ

スクを高めたとしている。 

提訴の対象となる車の大半は

2009 年モデル以降の排気量 2 リ

ットルの車だが、司法省や EPA

はドイツ当局が違法扱いしてい  

出所：日経(2016/1/6)   ない排気

量3リットル車による不正も｢違

法ソフトを使った｣ものとした。

3 リットル車はアウデ ィの外ポルシェも含まれる。米当局は VW が昨年 11 月に届け出

たリコール計画の精査を進めており、14 日にもその可否を判断するも通し。これとは

別に米司法省は VWの刑事訴追の可能性も調査中とのことだ。 

 ▽著名弁護士の起用；VW は昨年 12 月 17 日、米国での訴訟に備えるため、著名弁護士ケ

ネス・ファインバーグ氏を起用すると発表した。米国だけで 500 以上の民事訴訟が想

定されている。同氏は最近の GM 欠陥問題で被害者への補償案件を手掛けた。4343 件の

被害報告の内 124 件の死亡事故と 275 件負傷事故を認定し、12月上旬に、GM の当初の

見立てより少ない総額約 5億 9500 万ドル(約 720 億円)の補償金を支払うことで合意し

た。 

 ・ドイツでリコール；独検察当局などが排気ガス量を偽って販売した詐欺容疑で捜査し、

幹部の責任追及を行っているが、一方で当局は再発防止・早期のリコール実施を既に
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承認済みで 1 月末から順次始まる。VW は 2 月 2 日、リコール開始を発表した。先ず排

気量２ℓ車両を対象にソフトウエアを交換し、順次 1.2ℓ、1.6ℓに広げる。欧州の NOx規

制は米国よりバーが低いが、米国ではリコール計画はまだ未承認。 

 ・欧州委；欧州委員会は 2016 年 1 月 21 日、VW の排ガス不正を巡って、欧州でも米国並

みに金銭補償するよう求めた。産業政策を担当するビエンコフスカ欧州委員が、21 日

ブリュッセルで VWのマティアス・ミュラー社長と会談、要請したと報ぜられた。VW は

米国で不正対象車の保有者に 1000 ドルを金銭補償する方針だが、欧州では不要として

いた。欧州の不正対象車数は 850 万台と米国を凌駕している。仮に米国並みの金銭補

償になれば莫大な追加負担となる。 

 ・独検察：先に VWの捜査に着手していたが、3月上旬対象が従来の 6人から 17人に増え

たことを明らかにした。これまでの処、取締役は含まれていない。 

 ・仏検察当局：昨年 10月以来、捜査していたが、VWが意図的に消費者をだました疑いが

強まったとして、3月上旬正式に捜査すると発表した。 

 ・独保険会社アリアンツ：資産運用子会社は 3月 8日、保有する VW株の急落で損失を被

ったとして賠償を検討中。 

○決算発表・株主総会延期 

・VW は 2 月 5 日、3月 10 日に予定されていた 2015 年 12 月期決算発表と、4月 21日に予 

定されていた株主総会を延期すると発表した。ディーゼル車の排気ガス不正に関する業 

績への影響の評価に時間がかかるため。米国でのリコール計画が承認されず、訴訟の費 

用も不明。 

・最終的に VW は 3 月 4 日、上記決算発表を 4月 28日に行うと発表した。 

○スズキとの係争事件 

 前述の｢国内：スズキ｣の欄を参照 

○排ガス不正訴訟(米国)： 

 ・VW への民事訴訟は元は 500 件強あったが、数が急増(約 50 万人超)したためカリフォル

ニア地裁で一括取り扱う事になり、2月 25日第 1回公聴会が開かれた。 

 ・原告団を代表して 183 人の車の保有者が金銭面など損失補填(転売価格が著しく損なわ

れた、買い取りなど)を求めている。その他の試算値として大気汚染による被害額４億

５千万ドル(約 510 億円)が示された。 

 ・米国では当局の制裁金だけで 5兆円超との見方も出ている。 

 ・被告側：前社長マルティン・ヴィンターコーン、現社長マティアス・ミュラー、傘下

のアウディ、ポルシェの経営陣に加え不正に使われたエンジン用ソフトウエアを供給

した部品大手の独ボッシュの経営陣も含まれる。 

 ・根拠法 RICO(域外適用で組織犯罪を取り締まる法律等と訴状：｢史上最も厚かましい企

業犯罪の一つ｣、ディーゼルエンジンに搭載した違法なソフトで排ガス値をごまかし

｢冷静な計算の下｣当局や販売店、消費者を欺いたとした。 
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 ・不正があった訳 57万台に関して、米高局は依然としてリコール計画を承認していない。 

 ・州による訴訟も今後視野に入ってくる。 

○VW 小史 

 1937 年：ナチ労働組合｢Deutsche Arbeitsfront｣により設立。ヒットラーの国民車構想実

現、大人 2人、子供 3人車載で時速１００㌔、価格はモーターバイク並。専らフェ

ルディナンド・ポルシェの設計、空冷式リアー・エンジン、ﾋﾞｰトル型。 

 1938 年；336,000 人が月間積立預金経由の購入申し込んだが、戦争勃発で生産は僅かで、

販売は行われなかった。 

 1939-45 年；第 2次世界大戦、一般乗用車の生産は中断、軍用車両の生産に転換。 

  近くの強制収容所からの 1万 5千人超の労働者が使われた。 

 1945 年；英国軍の管理化に。戦時賠償として工場を解体する代わりに、戦後のドイツ占 

領管理上必要となる 2万台を発注。 

 1948 年；英国軍は工場を米、豪、英、仏の提供するも、断られた。 

 1949 年；VWはドイツに返還、戦後の西ドイツ復興の基幹の一つになる。本社工場がある

ニーダーザクセン州が 20％の議決権を取得。 

 1955 年；生産 100 万台に。 

 2009 年；VW、ポルシェの自動車生産部門の 49.9％を€39 億で購入しかし両社は後に法的

リスクから合併計画を中止に追い込まれた。 

 2012 年；VWの子会社 Audi がイタリアの自動車メーカー｢Ducatti｣買収。 

 同年；両社と家族間の抗争が終焉 VWが、ポルシェの残株の半分を取得。ポルシェの会長

ボルフガング・ポルシャは VWの会長である従兄のフェルディナンド・ピーチによっ

て追放された。 

 2013 年；ドイツは VW に関する EUとの法廷闘争で、重要な決定に関しては、全株主の 80％

の同意が必要となる、VWの定款を修正することで勝利。 

 2014 年；VW世界最大の自動車メーカーに一つになる。世界 31カ国に工場を持ち、製品

は世界の 153 カ国で販売される。 

 2015 年；VW、米国での排気ガス試験での不正を認める。 

○VW の部門別販売：出所 BBC2015/9/28 

 VW      5m 

 Audi  2.1m 

  Skoda   1,2m 

  Seat    0.7m 

  Vans    1.8m 

○株主構成:出所；ドイチェヴェレ(DW) 

 ・Porsche Automobile Holding      50.7% 

  ・Land Niedersachsen              20.0% 
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  ・Qatar Holding LLC               17.0% 

 ・Porsche GmbH                    2.4% 

 ・その他                          9.9% 

   ≪ VW(2014/12/31)集計≫ 

○監査役会メンバー： 

 Wolfgang Porsche ポルシェ家家長兼ポルシェ持株会社会長 

 Stefan Weil ニーダーザクセン州知事 

 Berthold Huber 金属産業組合代表 

 Bernd Osterloh VW 労働評議会会長 

 Stephan Wolf 労働評議会副会長 

○企業統治・フランクフルト証券取引所など： 

 上場銘柄数計 747(2012 年)；内訳国内 665、外国 82 ドイツでは有限会社が多い。 

 今回のようなスキャンダル事件は法制度、企業統治、監査・情報公開の限界を超えるも

のであり、企業倫理、資本主義の根本を問う課題の様に思える。 

国別ディーゼル車販売(百万台)と売上に占める比率、大手 3社の地域別売上、株価動向 

 

出所：いずれも The Economist2015/9/26 

ドイツの自動車販売に占めるディーゼル車の比率、ドイツは最高ではないが 

 

出所；FAZ(フランクフルター・アルゲマイネ紙)2015/9/26,電子版 

VWの地域別売上         米国のディーゼル車販売と VW のシェアー 
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出所：BloombergBusinessWeek2015/10・26-11・1      同左 

○情報開示： 

 3 月 2 日 VW は排ガス試験を巡る不正に関し、自社の情報開示はドイツ国内法に則ってい

たと発表した。開示義務違反との指摘を受けて実施した社内外の法律専門家による調査

結果という。 

 

○図で見る VW の収益力：出所 The Economist2016/3/5 

  

○VW の同業他社比較生産性：出所同上 

  

国産ディーゼル車の排ガス基準越え 

・国土交通省が VWの排ガス不正問題を受け実施した路上走行試験で、国産の一部車種から

現行の台上試験に基づく排ガス基準の 2～10 倍の窒素酸化物(NOx)が測定されていたこと

が、3月 3日分かった。 

・不正ソフト搭載などはなかった。 

・国交省は｢試験方法が異なるため違法ではない｣としている。 

・ただ国は走行試験に基づく新たな規制を検討しており、今後各社が追加の対策を求めら
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れる可能性がある。 

・VW問題発覚以前：日米欧とも排ガスは台上試験の実で調べていた。現在は日米欧共路上

試験を導入する方針。ただ新型車の発売前に、決まった手順で行う台上試験と異なり、

路上試験は測定値にバラツキが大きくなり易い。メーカー側は今回の結果を｢低気温時に

エンジン部品を保護するため、排出ガス低減装置の機能を一時的に停止する制御が働い

た｣とみる。 

むすびにかえて 

自動車産業は公害対策、安全性の追求、自動運転車・エコカーなど様々な車の登場で世界

経済を引き続き牽引してゆくと思われる。昨今の原油安はそれを加速する期待もある。留

意したい点は自動車産業の高度化が齎す雇用面への影響だ。デトロイトがそのよい事例で

あろう。また車の自動化が進み過ぎると、能動的に車を楽しむ機会が薄れ、更にはそれが

人間の思考能力を減退させるリスクも出てこよう。また先進国では若者の｢車離れ｣も顕著

となり、人と車の新しい関係も模索されよう。地方では交通弱者対策や高齢ドライバーの

安全対策は大きな社会問題だ。 

また新興国では、経済が安定し、格差是正が適切に進めば、往時の先進国の様に、車がス

テイタスシンボルとなり、若い世代の結婚条件の一つになることは容易に想像される。人・

モノの移動手段としての役割に加えて、文化をも融合する新たな車社会の登場に期待する。 
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