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東南アジアの自動車セクター動向

2014年のM&A活動の活発化を受け、数年の低迷
が続いた世界の自動車産業に上向きの兆しが見え
つつあります。PwCの自動車産業分析グループで
あるAutofactsでは、世界の自動車製造は2014年か
ら2021年までの期間にCAGR （年平均成長率）
3.4%1で成長し2, 230万台の増加を見ると予測して
います。昨今の世界成長はBRIC市場に牽引されて
きましたが、中国の成長鈍化やロシア、ブラジルで
の自動車販売減少を受けて、世界の自動車販売は
昨年12月から20％下落しています。その一方で、
新たな成長市場がリードを取りつつあります。それ
らの成長市場のうちの一つが、東南アジアです2。

当該地域全体の自動車所有率は低く、多くの自動
車購入者が初回自動車購入者です。豊かになるに
つれて、多くの二輪車の所有者が自動車に乗り換
え、第一台目の自動車を初めて購入することが見
込まれています。ドライバー予備軍の多くは今はま
だ二輪車に乗っており、インドネシア、タイ、ベトナ
ム、マレーシアでの二輪車普及率は80％を超えて
います。Pew Research Centreの昨年の調査では、

タイ及びマレーシアの自動車所有者はそれぞれ人
口の51％及び82％であるのに比べ、インドネシア、
フィリピン、ベトナムの自動車所有者は人口の10％

未満です5。しかも自動車の所有世帯は複数台を所
有しており、頻繁に買い替えを行っていることを加
味すると、ポテンシャルは更に大きいといえます。

東南アジアの潜在力

東南アジアの自動車産業を楽観視できるのには多
くの理由が存在します。当該地域全体のGDPは1.9
兆米ドル、人口は6億人超であり、一人当たり所得
は中国とほぼ同額です。

図1. 自動車保有世帯の割合 (%)
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OECDの予測では、中産階級が2020年までに約2
倍の4億人に達するのに伴い、2014年から2018
年までの期間の年間GDP成長率は5.4％となる見
込みです。
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ASEAN自動車連盟によれば3、東南のアジアの自動
車セクターは過去5年間にCAGR（年平均成長率）
11%で成長しており、2014年の合計販売台数は320

万台に達します。東南アジアの消費者は景気低迷
にも関わらず新車購入に依然として意欲的であり、
タイでは68％、またインドネシアでは63％の消費者

が今後二年以内に新車購入を考えています4。
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出典： Pew Research Centre, 2014
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成長段階の差異
東南アジアでは堅調な成長が見られるとはいえ、
地域全体が均一に成長しているわけではありま
せん。自動車販売はタイとインドネシアで減少し
ており、マレーシアでは停滞が見られる一方、フィ
リピンとベトナムではアジア金融危機以降、成長
を続けています。

インドネシアでは2013年から2014年の自動車販
売の下落率は2％にとどまり、2014年の販売台数
は120万台でしたが、2015年の上半期にも販売減
少が続いており、前年比で18.2％減の52万5,458

台となっています。燃料補助金の減額による燃料
価格上昇及びルピア安が販売業績の悪化を招い
ています。

対照的に、もう少し小さな市場であるフィリピンやベ
トナムでは顕著な成長が見られています。

ASEAN7カ国（インドネシア、マレーシア、フィリピ
ン、 タイ、ベトナム、シンガポール、ブルネイ）の
自動車販売合計は2013年から2014年の間に、350
万台から320万台へと10％減少しています。これは

国内事情のみならず、ユーロ圏をとりまくグローバ
ル経済の不安定性と米国金利上昇に起因していま
す。

フィリピンの自動車セクターは、一人当たり所得の
上昇および競争力のある銀行貸出利率の恩恵を
享受しています。フィリピンの自動車輸入・流通業
者連合(ＡＶＩＤ)の代表でありHyundai Asia 
Resources, Inc. (HARI)の社長兼CEOでもあるMs Ma 
Fe Perez- Agudoによれば、自動車普及率は今後も
堅調に次の成長の波に乗る見通しです。

東南アジアの二大自動車市場であるタイとインド
ネシアでは昨年自動車販売が減少しています。タ
イでは2014年に新車販売が33.7％減少して
881,832台まで落ち込んでおり3 、二年連続の減少
となっています。 フィリピンの2014年の自動車販売台数合計は21万

2,000台であり3 、今年は31万台に達する見込みで
す。実際、2014年3月の自動車販売は1万5,292台
であったのが、2015年3月には1万9,731台を記録し

ています。とはいえ、これはアジア金融危機の反動
であり、時の経過と共に成長率は横ばいになるとの
見方も一部にはあります。新政権が現在の成長を
維持できるかどうかに掛かっているため、来年の大
統領選挙は業界及び国家全体に大きな影響を与え
ることになりそうです。

タイでの販売減少には幾つかの要素が関係してい
ると考えられます。まず2012年に自動車生産の回

復を目的として初めて自動車購入に対するインセ
ンティブ・スキームが導入され、初回の自動車購入
に対する税金還付が実施されました。これにより昨
年の需要は一時的に顕著に高まったものの、結果
として国の負担は25億米ドルとなり、さらには消費

者によるローンの債務不履行が発生しました。当
該スキームを利用した消費者の多くが、購入を控
えたり、ローンが払えなくなったりした結果、購入し
た自動車が金融会社に没収され、廉価で中古車市
場に売却されることになりました。さらには家計の
債務、不安定な政治環境、安全上の脅威などの要
素が加わり、消費者信頼感と消費の後退を招く結
果となりました。

ベトナムは自動車セクターの成長が東南アジアで
も最も速い国であり、自動車販売ブームが到来し
ています。ASEAN自動車連盟によれば、自動車販
売数は昨年度を35％上回り133,588台に達してい
ます3 。要因としては低金利、インフレ、消費者の富
裕化に伴う自動車普及率と需要の上昇が挙げられ
ます。



地域の製造ハブとして、また現地市場としての
二重の魅力
地域間の成長が不均一であるとはいえ、東南アジ
ア地域には、6億人という市場としての魅力のみで
なく、地域間またはグローバル輸出における製造
ハブとしての魅力も備わっています。

加えて、自動車メーカーは一層効率を上げるべく、
単に市場付近で自動車組み立てを行うに留まら
ず、部品生産の現地化をも進めています。当レ
ポートの後半では、東南アジア市場にて売上促
進のための販売推進戦略や、東南アジア地域間
/グローバルの輸出における生産能力最適化戦
略について考察いたします。

図2. 2014年東南アジア自動車産業の外観
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図2のデータは2014年の統計のみ。

「自動車販売」及び「自動車生産」はそれぞれ、乗用車・商用車の販売数と生産数を表す。
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東南アジアの自動車市場は日本を筆頭とする外国
メーカーに独占されていますが、ヨーロッパ、アメリ
カ及び他の成長市場のメーカーの参入も増加して
います。例えばフォルクスワーゲン社は2013年に
フィリピンに再参入し、Ayala Corporationを販売会

社に指名しました。フォルクスワーゲン社は同年の
上旬に、輸入部品の組立及び生産を担う製造工場
設立に2億米ドルを投資する計画を発表しています。

その他、近年の東南アジア参入の動きとしては、
Tata Motorsが二年連続の販売低下から回復する
ため東南アジアに目を向けています。Tata Motors

は昨年フィリピン市場に参入し、インドネシア、ベト
ナム、マレーシアで商用車販売用の流通ネットワー
クを積極的に拡張していますし、またインドネシア
での新たな製造拠点開設の可能性を探っています。

タイは東南アジアの生産・組立ハブとして最も包括
的な自動車部品サプライヤーベースを有しており、さ
らに多くの自動車メーカーがタイでの研究開発プラ
ント設立を検討しています。かつて大きな消費者市
場だったタイは、中東、中国、インド、ヨーロッパ、ア
メリカを含めた東南アジア内外への輸出ハブへと進
化を遂げています。
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出典： BMI

「自動車販売」とは、乗用車と商用車の販売総額を指す。
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図3. 2006年から2014年までの国別の自動車販売成長 (CAGR %)
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現在 インドネシア

図4. ASEANの2006年 – 2021年 自動車生産*の展望（単位：百万）

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015F  2016F  2017F  2018F  2019F  2020F  
2021F

生産数 過剰供給能力 稼働率 (R-Axis)

出典： Autofacts 2015 Q4 Forecast Release

インドネシアはタイの生産・輸出ハブとしてのポジ
ションに挑み続けており、タイの不安定な政治状
況により外国投資にとっての魅力が損なわれて
きていることに伴い、インドネシアでは複数の大
手自動車メーカーによる工場の大規模拡張が行
われています。この動きをサポートするかのよう
に、2014年には、インドネシアの国内自動車需要
は1.21百万台と、タイの881,832台を上まりました。

昨年、タイで生産された113万台の自動車のうち約
60％が輸出され、残りは国内販売されました。輸出

された自動車の大半は中型ピックアップトラックと小
型車です。タイの輸出は今年上半期に2.9％増加し
て576,073台となっており、同期間に369,004台で
あった国内販売の減少16.3％を埋め合わせていま
す。PwC AutofactsではASEANの軽自動車組立は引
き続き成長して2015年には390万台に達すると見て
います1。

インドネシアとタイの二つの市場は、エコカー生産
及び輸出のハブ化の動きの面でも抜きん出ていま
す。タイ政府及びインドネシア政府は、それぞれエ
コカー・プログラム、及び低コストグリーンカー／
Low Cost Green Cars (LCGC)と銘打って、エコカー・

スキームを導入しています。これらのスキームによ
り、排出基準及びローカルコンテント要求を満たす
エコカー生産に対してインセンティブが与えられて
います。このようなエコカーは、低コスト、低燃費、
低環境負荷を実現する未来の車と考えられていま
す。

図5. 2014年 自動車普及率面での市場成熟度

フィリピンの自動車セクターの成長はインドネシア
の場合と同様、国内需要の高まりと密接に関連して
おり、まさに転換期にあります（図５参照）。外国投
資および現在成長中のビジネス・プロセス・アウト
ソーシング(BPO)セクターが引き続き経済の推進力
となっています。初回購入者の増加（BPOの被雇用

者がその多くを占める）、富裕化、有利な利率など
の要因があいまって国内の自動車セクターの成長
を牽引しています。
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出典： BMI, EIU, PWC analysis

「自動車普及率」は乗用車、商用車を合計した普及率。
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図6. 東南アジアの主要な自動車工業地帯
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フィリピン政府は新モデルの生産を促進するため自
動車メーカーに対する優遇税制を承認しました。ま
た大マニラ圏の郊外の道路建設を進めています。
また最近承認された包括的自動車産業再生ストラ
テジー (CARS)プログラムにより、新規の部品製造投
資、600,000台以上の自動車生産、20万人の新規

雇用創出が期待されており、それによる経済価値
は65億米ドル、1.7% のGDP貢献となることが見込ま
れています6。

障害となるのは不安定さと複雑さ
ASEAN経済共同体(AEC)やASEAN自由貿易協定
(AFTA)のような地域全体的な取組みが存在し、統合
的なASEAN市場及び生産基盤を作り出すことによっ

て貿易フローの強化を目指しています。とはいえ、
現時点では個々の国々によって統一性のない取り
組みが行われているに過ぎません。関税法は依然
としてそれぞれの国で異なっていますし、各国は非
関税障壁の撤廃を埋め合わせるために課税を行う
ことが可能です。我々がインタビューした自動車
メーカーの数社も、AECが制定したゴールの実現に
は時間が必要であると考えています。

インフラは依然として当該地域の自動車普及率
及び経済発展にとっての主な阻害要因となって
います。道路建設が自動車普及に追いついてい
ないために渋滞が引き起こされ、二輪車から四
輪車への乗換えを阻む要因となっています。ジャ
カルタの唯一の港は過密化しており、輸出入する
貨物の発送が遅延しています。さらに重要なこと
として、交通渋滞及び道路ネットワーク整備の不
備により物流が非効率化しており、生産に支障を
きたしています。これらを解決するため、インドネ
シア政府は今年、昨年より53％多い220億米ドル

をインフラプロジェクトに投入することを表明して
います。
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成長市場を乗り進む

東南アジアのような成長市場には数々の困難が存
在していますので、企業は適応性を発揮し、市場に
対する鋭い理解を培う必要があります。成功は難し
く思えることもあるかもしれませんが、不可能では
ありません。

自動車産業を推進するために現地政府が導入し
たインセンティブが当初目指していた効果を達成
できないことはしばしばあります。タイの初回購入
者政策が、翌年以降の自動車販売の落ち込みと
いう意図せぬ結果を生んだことから、フィリピンの
自動車メーカーは、最近の包括的自動車産業再
生ストラテジー (CARS)スキームの実施細則 (IRR)に

対して依然として「様子見モード」の態度を取って
います。 、政府はCARS スキームにより、6年間に
20万台以上の生産を計画し、かつローカルコンテ

ント要求を満たす自動車メーカーに対し財政優遇
を与えることを約束しています。このスキームは、ト
ヨタや三菱のような大規模メーカーに取って有利な
ものに思われます。他のメーカーにとっては、生産
要求量を満たし、そのような大量生産に必要となる
コストをカバーすることは容易ではなく、コストがイ
ンセンティブを上回ってしまう可能性があるからで
す。

タイでの自動車販売減少に逆らって、ホンダは
2015年の最初の二ヶ月に前年同期比42.6% 増と
なる18,892台を販売しています7。市場全体として
は販売は11.8％減少しており、トヨタのようなトップ
ブランドが同期間に前年同期比で20.5%の販売減
少をみているにも関わらずです7。

一方、ドイツのメルセデス・ベンツ社はインドネシア
で2015年の最初の二ヶ月に1,795台を販売しており、
これは前年同期の販売台数1,500台と比較して20％

増加で8、これはインドネシアの自動車メーカー協会
(GAIKINDO)によればインドネシアの同期の販売台
数が581,106台で前年同期比では21％減少してい

るのとは対照的です。メルセデス・ベンツ社は現在、
高級車市場の49％を占めており、市場シェアは前
年度より11％増加しています8。

同様の事例は東南アジアより若干成熟した中国
のような、成長が鈍化している市場でも見られてい
ます。General Motors (GM) 社は高級車の新SUV

やキャデラックの販売による利益を計上し続けて
います。ティア3以下の市場においても、消費者の
購買力向上に伴い成功が見られています。

加えて、東南アジア全体で操業コストが上昇してい
ます。人件費は、成熟度の高いBRIC市場よりは安

いとはいえ、上昇しつつあります。インドネシアでは
労働運動の激化もあって、過去2年間で最低月給
要求が60％跳ね上がって205米ドル（280万ルピア）
となりました。

それでは、一部の企業はどのようにして、他社が苦
戦する中でこのような複雑な環境や不完全な制度
を切り抜けているのでしょうか？東南アジア地域の
自動車メーカーや自動車協会及びPwCの自動車産

業専門家に対する徹底的なインタビューに基づき、
私どもは東南アジアの自動車セクターでの成功に
焦点をあてた主要ストラテジーをまとめました。そこ
には、消費者に対するマーケティング、そして生産
利益率の向上、という二つのテーマが存在してい
ます。

フィリピンは、エネルギーコストや規制の不透明性、
市場に対するガバナンスの不足などの要因のため
に、自動車メーカーにとっては事業の難易度が高い
場所となっています。フォード社は東南アジア地域
の生産事業を再編してコスト効率性を高め、スケー
ルメリットを得るべく、2012年にフィリピンの製造工

場を閉鎖し、フィリピン国内で販売する自社自動車
は輸入に切り替えています。業界の計算によれば、
フィリピンでの自動車組み立てには、完成車輸入よ
りも1,800米ドルから2,000米ドル余分のコストがか
かるとのことです。
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複雑性を乗り切るためのストラテジー

ストラテジー 1 –カスタマイズと革新による差別化
を図る

東南アジアの自動車セクターは成長していますが、
生産の初期段階の頃には販売台数も少なく、現地
生産は見合わないものでした。ですから東南アジア
消費者向けに自動車をカスタマイズするというのは
収益性のある話ではありませんでした。

東南アジアでは価格設定はカスタマイズにおける重
要な項目です。東南アジアの消費者は当初はファミ
リーセダンやピックアップトラックのような大型自動
車にあこがれていましたが、コンパクトSUVは新しさ

と手ごろな値段を兼ね備えており、当該地域の販売
低迷にも関わらず売れ行き好調です。一方トヨタの
ようなトップメーカーはホンダより大型かつ高額な
SUVを販売していますが、消費者を同様に引き付け
ることは出来ていません。

しかし東南アジア全体の販売が上昇するにつれ、
自動車メーカーは東南アジア消費者のニーズに
合わせて自動車をカスタマイズし始めています。
中産階級の急成長、初回購入者市場の成長、貿
易自由化による競争的価格などの要素が相まっ
て、アジア仕様モデルの実現可能性は経済的に
みて一層高まっていると言えます。

タイでは、低価格という理由に加え、セダンや
ピックアップトラックと比べて維持費が安いという
理由で、消費者の嗜好が小型化しています。現
在に至るまでタイではセダンが人気ですが、イン
ドネシア人は大人数を乗せることのできる多目
的自動車に慣れ親しんでいます。ダイハツはイ
ンドネシアで非常に人気のある三列シートの
Xenia（セニア）をアップグレードしており、新モデ
ルでは燃費が10～20％向上します。

ホンダは2014年からインドネシア、インド、中国の成

長市場向けのカスタマイズに積極的に投資してきて
おり、トップライバルであるフォルクスワーゲンやトヨ
タから市場シェアを獲得していることからもこれが奏
功し始めているといえます。実際ホンダは、現地に
マッチしたインテリア及びエクステリア開発を現地の
設計者に委ねています。その一方でエンジン、車体
及びコアコンポーネントは引き続き日本で確保して
います。

もちろん自動車メーカーには排出基準などの仕様
上の制限が課されており、それらの要求は東南ア
ジア地域全体で標準化されていないのが現実です。
しかし東南アジア市場の統合が進み、単一の消費
者ベースに近づいていくにつれ、個々の市場向け
ではなく東南アジア全体向けとして現地化すること
が採算的に見合うようになります。それでは、東南アジアの消費者は自動車に何を望

んでいるのでしょうか？答えは東南アジアにおける
ホンダHR-Vの突出した販売に示されている可能性

があります。タイでの主要メーカーの販売台数が軒
並み減少する中、ホンダのコンパクトSUVモデルで
あるHR-Vは販売減少傾向に逆行して、需要が供給

を上回っているため、依然として入荷待ちとなってい
ます。

ホンダの当該モデルの販売が東南アジア全域で好
調だったことには、いくつかの要因が組み合わさっ
ています。スポーティなデザインは若者を含めた広
範な消費者を引き付けましたし、競合他社よりもコ
ンパクトで低価格であったため、消費者信頼感の
弱まっている折、一層消費者を引き付けることが出
来ました。

9東南アジアの自動車セクター動向



ストラテジー 2 –手頃な高級感が人気

典型的な東南アジア消費者にとっては、車を所有
することが上昇志向を満たす手段の一つです。イン
ドネシアの車を持たない人の自動車所有欲求は世
界で三番目に強く9、aspiration indexは96％です。
少なくとも67％の車所有者は、車が成功のシンボ

ルであり、社会的ステータスを上げるものであると
考えています9。

三菱自動車は新SUVであるPajero Sportを32,000米
ドルで発売しており、来年には7,000台の販売を目

指しています10。フランスのルノー社は最近インドで
コンパクトSUVを発売し、東南アジア数カ国に輸出を
計画しています。

当該地域における富裕層はそれ自体が一つのセグ
メントとして有望です。インドネシア、タイ、ミャンマー
及びベトナムの富裕層人口は2012年の18.3％から、
2020年には二倍以上の45.7％となる見込みです11。
1万～2万5千米ドルの給与世帯にインドネシアでは
4300万人、またフィリピンでは1300万人が加わる見
込みです12。

この上昇志向ニーズが存在するために、ただの
低コストカーでは多くの消費者をひきつけることは
出来ないようです。東南アジアの自動車会社はイ
ンドにおけるトヨタのEtiosの例から学ぶものがあり
ます。Etiosは市場で最も低価格帯であったにも関

わらず、低品質でしかもスタイリッシュではないと
認識されてしまった結果、歓迎されませんでした。

富裕層セグメントは弾力性と成長性を備えたセグ
メントでもあります。2013年、当時の経済的混乱や

ユーロ圏で高まる種々の問題、複数の成長市場に
おける政治的不安定などにも関わらず、世界の上
位75位の高級品企業により、世界で1718億米ドル

の販売が生み出されています。世界的には高級車
セクターは4390億米ドルの売上額と6％の成長が
あり、高級品販売全体の中心を占めています13 。

ステータス・シンボル欲求と手頃な価格というのは
相反するもののはずなのですが、その二つのバラ
ンスを取れるかどうかが鍵のようです。消費者は、
手頃な価格でありながらも、高級感やちょっとした贅
沢感があることを新車に求めています。

日本とヨーロッパの自動車メーカーは、タイにおける
販売が落ち込んでいる今、 タイの富裕層をター
ゲットに新型SUVを発売しようとしています。

タイでは高級車が自動車販売低下の傾向に逆
行しており、自動車メーカーは高級車販売が今
年10～12％増加して2万台を超えると楽観視し
ています。事実、今年の最初の四ヶ月間に高級
車販売は7千台に達しています。一方、国内の
自動車販売全体でみると15.3％減少して
251,845台となっています14。

図 7.世帯所得グループ別人口の変化 (百万人), 2015-2019

所得グループ
(米ドル)

中国 インド インドネシア フィリピン ベトナム

1千未満 3 -21 -2 -1 -6

1～5千 -56 -259 -30 -13 -4

5～10千 -95 341 3 10 18

10～25千 -10 -5 43 13 0

25～50千 203 -8 -1 0 -1

50千以上 10 23 4 1 2

出典： BMI による予測
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しかし最近の市場参入者にとっては展望はそれほ
ど明るいものではありません。ディーラー管理には
種々様々な課題が存在しています。協力不足、
ディーラー側の目標達成へのコミットメントの欠如、
販売割当の未達成、スタッフの離職率の高さ、欠
品による販売機会喪失、経営者による効果的なモ
ニタリングの欠如、ディーラーからの情報入手困難、
等の課題です。

多くの自動車メーカーが東南アジアの高級セグメ
ントにおけるチャンスを掴もうとしています。ロール
スロイス社はバンコク中心部にアジア発の店舗を
オープンしており、タイでの存在感を強めていく計
画です。 過去二年内にBMWマニラとハノイでロー

ルスロイスショールームをオープンしています。
Bloomberg の引用によれば、BMWのアジア太平洋
事業の超高級車セグメントの責任者であるPaul 
Harris氏は、「我々は成長開始のまさに一番早いタ

イミングで参入しました。安定性、成長率そして全
体的ビジネス環境を総合的に考えて、これ以外の
他のどのタイミングでのフィリピン参入も成功をもた
らさなかったでしょう。実際、ディーラは既に問い合
わせを受けています15。」と述べています。

販売目標設定は、しばしばメーカーとディーラーの
意見の相違点となっています。新車販売からディー
ラーが得られるマージンは少ないことから、ディー
ラーは自然とアフターサービスと部品販売に重きを
おくことになります。ですから販売促進目的で一部
の自動車メーカーは販売スタッフの直接的動機付
けに現金か旅行の形でインセンティブを与えていま
す。自動車メーカーはスタッフの頻繁な離職の問題
に対処するためにもインセンティブプログラムを利
用しています。しかし長期的な解決策として必要に
なるのは、ディーラーによる従業員ロイヤルティ育
成をメーカーがサポートすることです。

ストラテジー 3 –ディーラーネットワーク管理への投資

ディーラーネットワークの拡大による販売促進が、
急成長中の東南アジア市場開拓を目指す複数の国
際的自動車メーカーの主要な焦点となってきました。
日産はインドネシアで全体的な経済の鈍化にも関
わらず販売ネットワークを拡張しディーラーを設立し
ています。フィリピンにおいてもUniversal Motorsと

の合弁による日産フィリピンの設立に続き、同社は
同様のことを計画しています。特にフィリピンでは、
自動車セクターが依然として堅調であることから、
自動車メーカーは更なる顧客を目指して積極的に
郊外地区に拡張しています。

日系の自動車メーカーは、厳格な認定手続を課す
ことにより品質基準遵守を確保する一方で、信頼に
基づくディーラーとの関係を慎重に構築することを
得意としています。日系メーカーはしばしば厳格な
標準業務手続や研修要求や検査をディーラーに課
しています。販売代理人に対して標準サービス手続
についてのテストが行われ、合格しなかったものは
顧客に直接販売、接客することが認められない場
合もあります。その一方で一部の自動車メーカーは、
ショールームの内装や、販売研修や納品等を含め
た顧客経験設計を一任することでも知られています。

フィリピンでは自動車メーカーは現地のディーラーと
手に手を取って協業しています。特に馴染みのうす
い郊外地区への展開に際しては、顧客と直に接す
るビジネスパートナーとの堅固な関係構築は非常
に重要です。これは自動車メーカーが排他的な販
売代理店を有している日本とは対照的です。東南
アジアではディーラーは通常、複数ブランドの車を
販売しますので、メーカーとディーラーの関係は排
他的なものではありません。

過去に、良好な販売が見込めたにもかかわらず、
ディーラーが成長市場への新規参入者との提携を
打ち切るというケースがありました。このケースは、
メーカー側が交渉に応じることなく厳格で非常に柔
軟性のない条件をディーラーに課したことから、二
者の関係構築が失敗したことに起因しています。

それでも、日本の大手は、自社のブランドの販売が
好調であり多くの顧客を呼び込んでいるため、依然
として優位にたっています。また一部の日本企業は
これまで長きに渡り市場に展開しており、現地
ディーラーと強固で長期的な関係を築いてきていま
す。
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ストラテジー 4 –デジタルゲームの先端を行く
東南アジアの人口の22％は人口20万人以上の規
模の都市に居住しており、それ以外にも更に5,400
万人が2025年までに都市に移動すると見通しがさ
れています。都市化が進むにつれ、成長市場にお
けるインターネットと携帯電話の普及率も増加して
います。2015年における東南アジアの消費者の携
帯電話普及率は110％、インターネット普及率は
25％であり、オンライン化がますます加速していま
す。世界第四位の人口を擁するインドネシアは急
速にデジタル国家化しており、2016年までにイン
ターネットユーザーは1億人になることが予測されて
います。

先進国市場では自動車eコマースは驚くべき速さで
成長しており、新車購入の消費者の80％、また中
古車購入者のほぼ100％の自動車購入経験がオ

ンラインからスタートしています18。成長市場が同様
のトレンドに追いつくのは、携帯電話とインターネッ
トの普及率増加から考えて、時間の問題だと考え
られます。例えばフィリピンでは、自動車メーカーの
ラインナップ広告が一層デジタル化しています。
60％以上のディーラーがインターネットを利用して

おり、広告の半分がオンラインで三分の一がソー
シャルメディアによるものになっています18。

デジタル化に伴い、企業がオンライン上でのプレゼ
ンスを確立し、ソーシャルメディアを介して消費者と
繋がることは一層重要になってきています。東南ア
ジアの国々は米国に次いで世界で二番目に大き
なFacebookユーザーコミュニティを形成しています。
また一日のうちソーシャルメディアに費やす時間も
世界で最長となっており、フィリピン 3.4 時間、マ
レーシア 2.8 時間、 タイ 2.6 時間、インドネシア
2.4 時間となっています。

実際のところ、成長市場の消費者は自動車をオン
ラインで購入する傾向が一層強く、BRIC市場の消
費者は49％と、先進国市場の37％と比較して、そ

の傾向はさらに高くなっています。インドネシアで
は消費者の半数はオンラインでの自動車購入を
視野に入れています17 。先進国市場の消費者の
ほうが車の購入の際に実店舗を訪れる傾向がは
るかに高く、成長市場の消費者に比べて変化に疎
いようです。

自動車セクターの観点からは、車の購入者の四人
に1人はソーシャルメディア上で最近の購買レ

ビュー情報を確認しています16 。消費者の約三人
に1人(38% )は次回の車購入時にソーシャルメディ

アを利用するか又はオンラインリサーチを行うと回
答しています16 。インドネシアの消費者についての
ある調査では、97％が自分の自動車経験をソー

シャルメディアに投稿する意図があると回答し17、
自動車購入者の98％が自動車リサーチにはソー
シャルメディアを利用すると解答しました17 。

デジタル化は新規販売に有用であるのみならず、
長期的な顧客保持とカスタマーロイヤリティの構築
にとっても不可欠です。デジタルマーケティングに
よって、自動車メーカーは卸売や流通に加え、自
動車の小売に接することにもなります。デジタル化
により、自動車メーカーと顧客がディーラーを介さ
ずに直接繋がるプラットフォームが提供され、自動
車メーカーは異なる側面から顧客体験を観察する
ことが出来ます。例えば、ブランドやモデルの検索
から実際の購入に至るまでのオンライン上の会話
やアフターサービスに対するフィードバックをモニタ
リングすることができます。自動車メーカーはますますデジタルマーケティング

を利用して消費者に到達するようになっています。
BMWのFacebookファンページは185万以上の「いい
ね」を集めています。MINIは「Not Normal」キャン
ペーンを実施し、Tumblrや#mininotnormalのハッ

シュタグを使っての画像や動画アップロードを募集
したところ、3万人の新規フォロワーとファンの獲得
に成功し、3,853人がキャンペーン拠点に新型MINI

を見に訪れました。グルーバルブランドである
Goodyearは、顧客の多くが店舗でのタイヤ購入に

先立ってまずウェブサイトでタイヤのリサーチを行っ
ていることを発見した結果、今年オンラインショップ
を立ち上げています。

反面、デジタルプラットフォームによって顧客は
ディーラー以外の情報源に接するようになっていま
す。顧客はますます、OEMやディーラーのウェブサ

イト、フォーラム、ブログ、ソーシャルメディアなどの
様々なプラットフォームを利用して情報収集し、価
格や特典を比較してから購買の決定を下すように
なっています。
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図8. Carmudiレポート –オンライン自動車検索クエリーの増加

2015年、自動車に関するグーグル検索クエリーの国別検索件数増加率（前年比）
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ストラテジー 5 –従業員の能力開発と人材リテンショ
ンとへの投資

有能な人材確保の困難は多くの成長市場に存在
する共通の課題です。タイ及びインドネシアではこ
の問題はそれほど深刻ではないとはいえ依然とし
て存在しており、技術者、特に上級管理職にある
者についてもスキルアップが必要です。人材のリテ
ンションはフィリピンにおいては特に問題となってい
ます。フィリピンでは他の東南アジア諸国の多くよ
りも教育レベルが高く英語が流暢であるため、従
業員の要求が高く、給与の多い海外での勤務を希
望することが多いからです。

別の発展した取組みとして、フィリピンの大手自動
車販売代理店では、生徒の卒業後の自社採用を視
野に入れて当面無償で生徒が訓練を受けられるよ
うにした職業訓練学校に投資を行っています。生徒
たちは、最低限に抑えた額の学費を就職後の一定
期間にわたり月給から控除して支払うことになりま
す。タイでも、技術者に対する積極的な投資が行わ
れており、自動車専門教育機関が設立されて有能
な技術者が養成され、トップ自動車メーカーに雇用
されています。

多くの多国籍企業は現地人材の不足に対するソ
リューションとして本部からの人材派遣に依存して
いますが、これは近視眼的な解決方法に過ぎませ
ん。現地の雇用を確保するために保護貿易主義的
な政策を取る一部の東南アジア諸国では、このよう
なアプローチにより更なる問題が生じます。たとえば
インドネシア政府は、現地人材よりも外国人材の雇
用が優先されることがないように、外国籍従業員の
就労ビザ更新の難易度をあげています。

成長市場の従業員は往々にして向上心を有してお
り、しかも大きな経済的責任を背負っているというこ
とを国際的企業は念頭におきつつ、上記の方法を
参考にすることができます。従業員のこのような
ニーズを理解し、扶養家族にもサポートを提供する
取組みにより、絶え間ない昇給や競合他社との給
与引上げ競争なくして、貴重な人材のリテンションを
図ることができます。

現地従業員のスキルアップをサポートする取組
みのほうが、一層長期的で持続可能なソリュー
ションであるといえます。ある自動車メーカーは
シニア職従業員に日本での三ヶ月の研修を受け
させ、帰国してから彼らが他の従業員を訓練す
る方法をとっています。この方法により、スキル
の向上が図れるのみならず、現地従業員に自分
が単なる安価な現地労働力ではなく、グローバ
ルビジネスの一員であると実感させることにより、
モチベーションやモラルの向上を図ることも出来
ています。
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ストラテジー 6 –現地のノウハウの活用

新しい成長市場での参入や拡大に伴う課題やリス
クを低減する上で、成長市場に存在する既存のプ
レイヤーのノウハウを活用することは極めて有用で
す。そのプレイヤーが現地企業である必要はあり
ません。

たとえば、インドの自動車メーカーであるBajaj Auto

が日本の川崎に提携を要請した際には、アライアン
スの一環として他市場への進出を要望しました。

成長市場でのノウハウ活用のもう一つの重要なポ

イントは、サプライチェーンの現地化です。現地サプ
ライヤーとの協力により、サプライチェーンを強化し、
一層の効率化と低コスト化を実現可能です。近年の
東南アジアの自動車部品産業の成熟に伴い、また
生産量増加や現地部品調達に対する政府インセン
ティブなども追い風となって、各自動車メーカーは首
尾よく現地化を進めています。

1996年、フォード社はタイ政府から、世界的に競争

力のある自動車産業を振興させるべく、フォード社
が支配持分を有しているマツダ社と合弁で5億米ド

ルの投資を行い、生産・輸出施設を立ち上げるよう
要請を受けました。当時としてはこの金額は、この
種の投資の最大規模のさらに5倍近くの金額でした。

フォード社とマツダ社のアライアンスにより、フォー
ド社の国際的マーケーティングやファイナンス面で
の知識と、マツダ社は製造及び製品開発の面で知
識といった貴重なノウハウが首尾よく共有されるこ
とになりました。両社は自動車モデルの生産・設計
面で協力し、フォード社はスタイル設計の大半を担
当する一方、マツダ社は主要技術面で貢献しまし
た。合弁工場であるAutoAlliance Thai  Co. Ltd.は最

初の投資以来拡大を続け、生産車の半分をアジア、
アフリカ、ヨーロッパに輸出しています。

トヨタの自動車部品は東南アジア現地部品が高い
割合を占めていますが、三菱自動車はさらに高い
現地部品使用を目指してインドネシアで現地パート
ナーのPT Krama Yudha社と合弁で製造会社を設立

しました。これは中国の事例からの教訓になります
が、GM社は中国パートナーと協力し、中国モデル

で使用する材料コストを低減しつつも更に高価格帯
のSUVを生産することで、下り坂にある中国市場で
利益率を維持することに成功しました。

さらには、東南アジア各国の政府は国内企業の権
益を保護するポピュリスト政策を取っています。その
場合、外国企業が現地市場で事業展開するには現
地企業との提携が必要になります。インドネシアで
は、完成車(CBU)に対して40％の重税が課せられる
のに対し、ノックダウン車(CKD)に課される税率は、
部品がASEAN諸国以外から輸入された場合を除い

て低減されています。よってメーカーはコスト削減の
ために現地組立または現地調達を強いられること
になります。

外国自動車メーカーは、フォード社とマツダ社の
ケースのように、既に成長市場に拠点を設立してい
る多国籍企業と提携するという選択肢があります。
あるいは、現地でのコネクションや市場へのアクセ
スを有する現地の既存事業者との提携も可能です。
フィリピンで、韓国の自動車メーカーである現代は
現地ディーラーと提携し彼らのネットワークを活用
することにより、市場参入後の短期間に販売を伸
ばすことが出来ました。

とはいえ自動車セクターのパートナーシップが全て
収益を上げているわけではありません。成功の鍵
は、潜在的パートナーの期待を十分理解すること
にあります。成長市場の企業は、パートナーシップ
に従来よりも高い期待を持つようになっている可能
性があります。以前であれば、外国企業側が技術
や高度な管理ソリューションを提供し、ローカル
パートナー側が現地政府とのコネクション作りや低
コスト生産を担当する、という関係で十分でしたが、
今は現地会社が資本投資や技術開発への参加、
国際的なチャンスにも繋がるきっかけをもたらすグ
ローバルパートナーシップへの参加等を望む可能
性があります。
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カンボジア,ラオス, ミャンマー,ベトナム
(CLMV) –次世代の自動車セクターフロンティア
東南アジア各国間の自動車セクターの業績は均
一ではありませんし、二大自動車市場であるタイと
インドネシアで販売が低下しているとはいえ、我々
がインタビューした業界関係者の見方は依然とし
て楽観的です。

タイは国内市場の販売低下と飽和状態をカバーす
るため、東南アジア地域の製造・輸出ハブとなろうと
しています。一方インドネシアは、自動車ハブとして
タイと互角に競合しており、国内販売は既にタイを
抜いています。インドネシア政府は外国投資を誘致
するべくインフラ投資やガバナンスを強化していま
す。フィリピンの自動車セクターは堅調に成長してお
り、それ自体が大きな市場でもあります。

ミャンマーでは、インフラプロジェクト及びダム建設
プロジェクトで使用する大型トラックの需要が既に
存在していますが、道路の改善により貨物の長距
離運送状況が改善されるにつれ、大型トラックの需
要はさらに増大しそうです。非常に多くのインフラプ
ロジェクトが現在進行中です。カンボジアでは港が
不足して貿易が阻害されていますが、中国のインフ
ラ投資輸出の増大及びシルクロード基金から恩恵
を受けています。中国の駐カンボジア大使である布
建国（Bu Jianguo）によれば、中国はカンボジアの
2,669kmの道路建設に財政援助をしており、これは
カンボジアの道路総距離の35％に相当するとのこ
とです。ベトナムの当市開発銀行(BIDV)も同様に、
ラオスの二つのインフラ開発プロジェクトに対し1億
4700万米ドルを貸し付けています。これらのプロ

ジェクトには昆明－ラオス－タイを結ぶ鉄道の計画
も含まれています。

タイ、インドネシア、フィリピンは比較的成熟した自
動車セクターを有しており、依然として外国投資を
ひきつけている一方で、新しいフロンティア市場も
同様に外国投資の目をひきつけてきています。カン
ボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム(四カ国合わせ
てCLMV)は1億5,600万人を擁する成長市場です。

タイの年間経済成長率は0.7%であるのと比較する
と、CLMV四カ国の年間経済成長率は7％以上です。

当該地域の中産階級消費者が経済成長の主要な
促進要因となっています。とはいえCLMV四カ国の
一人当たりGDPはタイの6,022米ドル、インドネシア
の3,513米ドルと比べて1,700米ドル以下に留まって

おり、自動車の需要が確立されるまでにはまだ時
間がかかります。にもかかわらず、堅調な都市化
率が消費財の需要を後押ししています。ラオスだ
けをみても、年間5％の都市化を記録しています。

CLMV四カ国の一人当たりGDPが低く、しかも成長

中であることを考えると、開拓する余地のある成長
機会が依然として存在します。CLMV四カ国の人々

の多くはまだ車を所有したことがありません。インド
ネシア及びタイでの車の所有率はそれぞれ千人当
たり75台及び184台であるのと比べて、当該地域平
均の車の所有率は千人当たり32台です。現時点で

は、タイ及びインドネシアの自動車販売数がそれぞ
れ88万台及び121万台であるのに比べて、ベトナム
及びカンボジアの自動車販売は少なく（2014年に
それぞれ13万台及び3万台）、自動車セクターには

まだ広大な発展の余地が残されていることが分か
ります。
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これまで述べてきたとおり、東南アジアの自動車市場
潜在力を実現することは容易ではなく、各国で異なる
成長の軌道やニーズに適応できる、機敏な成長ストラ
テジーが必要とされます。単に現地ニーズに焦点を当
てるのみのストラテジーから、地域的・グローバル的消
費ニーズにも応えることのできるストラテジーへと転換
することが、困難ではありますが不可欠なプロセスとな
ります。そのようなアプローチが首尾よく実行される時
に、東南アジアを、アジアやさらに広域な市場に対する
自動車生産の次なるグローバル・ハブへと転換するこ
とがになります。

CLMV四カ国における自動車ニーズは高いとはい
え、当該地域には依然として大規模なインフラ構
築の必要性があります。タイの道路網：国土の比
率が1：5であるのに比べ、ミャンマーのそれは1:19
です。結果として、貨物の50％が川船で運ばれて
おり、季節によって異なる水量変化の影響を大き
く受けています20。道路網整備の不足に加え、既
存の道路の品質にも問題があります。例えば
World Economic ForumのGlobal  Competitiveness
報告書によれば、世界144カ国の道路品質ランキ
ングにおいてカンボジアが93位、ミャンマーが134
位そしてベトナムが102位となっています。
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