
．新興国に挑む日産自動車

成功神話に安住した結末は哀れだ。自動車業界では日産自動車と米ゼネラル・モーターズ

（ ）とに典型的な事例を見出すことができる。カルロス・ゴーン（現ルノー会長）なる

人物が乗り込み、日産自動車はフランスの自動車大手ルノーの植民地と成り果てた。販売台

数は日産自動車のほうが多いにもかかわらず、ルノーが日産自動車に ％を出資する。他

方、日産自動車のルノー出資比率は ％に過ぎない。フランス政府もルノーに ％を出資し

ている。小（ルノー）が大（日産自動車）を飲み込んだ格好だ。資本提携とは美しい用語だ

が、その実態はと言えば植民地化である。

カルロス・ゴーンは最高経営責任者（ ）として辣腕を振るった。過去の柵に縛られ

ないゴーン社長は取引先の総点検を断行、情け容赦なく取引先を選別した。ただ、社長就任

直後から生産現場を隈なく回り、日産自動車の現状把握に取り組んだ。当然のことだが、現

場重視の姿勢は高く評価されるべきだろう。ゴーン社長の大号令下、日産自動車は文字通り

字回復を実現した。

奇跡的な復活を遂げた日産自動車ではあったが、御多分に洩れず、日産自動車もリーマ

ン・ショックに見舞われる。泣き面に蜂。さらに、その傷が癒えぬ間もなく、東日本大震災

が襲いかかった。サプライチェーン（供給の鎖）が寸断され、生産停止に追い込まれた。サ

プライチェーンの壊滅は世界の自動車大手にも悪影響を及ぼした。グローバル化した世界経

済の脆弱性を誰もが痛感した。加えて、日本では電力供給が不安視された。日本全体が節電

に傾注し、電力確保に奔走した。
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さまざまなマイナス要因が複合的に絡まり、日産自動車も現状を打破する試練に直面し

た。米自動車最大手の が倒産の憂き目に遭ったが、やはり生産現場を軽視した結果

だった。日産自動車の社員のなかには とかつての自社の姿を重ね合わせた社員がいた

ことだろう。経営が行き詰った原因は両社とも本質的には同じである。現場と社員を顧みな

い企業は必ずや倒産する。

日産自動車は新たな活路を見出すべく、新興国市場を重要視する戦略を打ち出した。先進

国市場に期待できない以上、新興国に着眼することは当然だろう。また、正しい方向であ

る。だが、日産自動車が新興国市場を開拓できるかどうかは別問題。日産自動車が再び赤字

転落すれば、親会社のルノーは切り捨てにかかるだろう。そして、ルノーの都合がよい自動

車大手に売り飛ばすことだろう。日産自動車がルノーの植民地である以上、日産自動車に意

思決定権はない。すべてがルノーの判断に委ねられる。新興国市場争奪戦で勝利できるか。

その行方が日産自動車の命運を左右する。

．中期経営計画は成就できるか

東日本大震災の影響で公表が遅れていたが、 年 月 日、日産自動車の 年 月期

連結業績見通しが発表された ）。それによると、最終的な儲けを示す純利益の減少幅は対前

期比 ％減に留まるという（ 億円）。同じ日系自動車大手ホンダの減益幅が ％（連結

純利益は 億円）に達することと比較すれば、日産自動車の回復ぶりを物語っているとい

えよう。日産自動車の減益幅が小さいのは新興国市場を重視するからだと経営陣は胸を張

る。

だが一方で、スズキは 億円の連結純利益を見込み、対前期比 ％の増益となる見通し

だ。三菱自動車も対前期比 ％増益の 億円、マツダも 億円の純利益を見込み、黒字転

換する見通しとなっている ）。世界販売を増やすことで純利益増を果たす。日産自動車だけ

が例外的な企業ではない。

はたして日産自動車が描く新興国市場開拓が成功するかどうか。

日産自動車が発表した世界販売台数（小売りベース）は 万台、対前期比 ％増だとい

う（ 年実績で 万台、このうち 分の を中国市場が占め、米国市場を上回ってい

る）。 期連続で過去最高を更新することになる。売上高は 兆 億円（対前期比 ％

増）と見込まれている。中国市場で ％増、米国市場でも ％増と主要市場の販売が伸びる

結果だとしている。生産台数は販売台数に見合う 万台だとされている。

ただ、本業の儲けを示す営業利益は ％減少の 億円となる（為替相場は ドル 円の

想定で 億円、原材料高で 億円それぞれ押し下げ要因となる）。この営業利益見通し

はトヨタ自動車の 億円（対前期比 ％減）、ホンダの 億円（同 ％減）を大きく上

回る。日産自動車が堂々の国内首位に立つ計画だ。
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日産自動車の新興国マーケティング戦略（中津）

ルネサスエレクトロニクス製の部品を震災以前に大量発注していた日産自動車に軍配が上

がった様相を呈している。と同時に、日産自動車の国内生産比率が 分の 程度（トヨタ自

動車は 割を超える）であることも震災の悪影響を抑える要因となっている。

日産自動車が示した数字通りに事が運べば問題はない。今後の活路とした新興国市場の開

拓が思惑通りに成功するか。日産自動車の問題はこの 点に尽きる。

業績見通しを発表した日産自動車は、返す刀で同年 月 日、 年度までの カ年中期

経営計画を発表、新興国戦略の全容を明らかにした ）。ここではまず、その内容を概観する

ことにしよう。

中期経営計画で示された目標は次の 点である。すなわち、それは第 に、世界の自動車

市場で日産自動車の占有率を現行の ％から ％に高めることである。これは 万台の販

売台数に相当する（ 年度の生産実績は 万台）。ルノーと合わせて 万台超が目標数

値とされる。

次に、売上高営業利益率を ％（ 年 月期）から ％に改善することだ。つまり

マーケットシェアを伸ばしつつ、効率的な利益水準を確保しようとする姿勢をうかがい知る

ことができる。

さらに、高級車・インフィニティの世界販売台数を 万台から 万台に拡大することも目

標として掲げられている。インフィニティの標的市場は先進国である。 カ国・地域以上の

市場で 車種以上の自動車を販売することも目標として打ち出されている。累計で 車種の

新型車が投入される。首尾良く計画が実現されれば、ルノーと合わせた世界販売台数は

万台を突破する。

こうした三つの目標を実現するための具体策は何か。この点についても触れておこう。

まずは販売拠点を拡充することである。現在 店舗ある販売店を 店舗に増強すると

いう。新設される予定の に及ぶ販売拠点はロシア、南米、中国といった新興国が中心と

なる。先進国市場では大幅な販売増を見込めない。それを新興国に絞り込んで販売増強を目

指す。

さらなる具体策として、年間 ％のコスト低減を図りながら、 年間で の新型車を投入

することも挙げられている。 年末に日本国内で発売されたリーフを代表とする電気自動

車（ ）も 車種に拡充され、親会社のルノーと合わせて 年間で を 万台販売する

計画だ。ドイツのダイムラーとは燃料電池の共同開発が進められる。また、ダイムラーとは

高級車も共同で開発する計画だ。

同時に、車種を統合して削減し、 車種当たりの平均年産台数を 万台（現行の 倍弱）

とすることも具体策として掲げられた。ルノーとは車台（プラットホーム）が共同開発され

る。生産の効率化を徹底することで利益率の向上が目指される。

加えて、新興国市場開拓との関連では、中国で生産能力の増強を図ることと販路拡大に

よって市場占有率を現在の ％から ％に高めるという数値目標も掲げられた。ブラジル

には年産 万台規模の新工場が建設される。ロシアでは自動車最大手アフトワズ

（ ）をルノーと共同で買収する。インドではチェンナイ工場で新型車 車種を立ち
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上げるという。東南アジアにも攻勢を掛ける。すなわち、洪水に見舞われたタイを生産と輸

出のハブ拠点として仕立て上げると同時に、インドネシアでは生産能力が年産 万台（倍

増）に増強される。

このような内容が具体策として盛り込まれた。アフトワズ買収に関しては、ゴーン

によると ％以上の出資比率になるという。

ここで 年 月期の連結決算を点検してみよう。

世界販売台数は対前年同期比 ％増の 万 台。 月期としては最高の販売台数

だった ）。殊に、中国（ ％増）と欧州（ ％増）の伸びが目立つ。これに伴って、売上高

は対前年同期比 ％増の 兆 億円であった。円高や原材料高が主因で（ 億円程度の減

益要因）、純利益は同じく ％減の 億円、営業利益も ％減の 億円だったものの、同

業他社に比べて東日本大震災後の生産復旧は速い。先に示した 年 月期の通期予想純利

益（ 億円）の進捗率は ％。収益は計画以上のペースで回復している。

経営努力が実って、実績を着々と積み上げているように見受けられる。ちなみに、ルノー

の 年上半期純利益も対前年同期比 ％増の 億 万ユーロと好調だった。ゴーン社

長は今の日産には資金不足などの制約がないと豪語する ）。日産自動車の先行きには本当に

点の曇りもないのか。

ルノー・日産連合がライバルとなるドイツのフォルクスワーゲン（ ）や米国の 、

フォード・モーター、それにトヨタ自動車に打ち勝つことがはたしてできるのか。

トヨタ自動車に挑む自動車会社は欧州最大手の 。 年上半期実績で の世界販

売台数は 万台（生産台数は 万台） ）。 ％増を記録している。 年通期の世界販売

台数が 万台を突破するのは確実な情勢だ。 にとって初の快挙となるばかりか、世界

首位を争う公算が大きくなった。 の 年上半期の純利益は対前年同期比 倍の 億

万ユーロ（ 億円）。売上高は同じく ％増の 億 万ユーロであったが、ユーロ

安が利益を押し上げた。 経営陣は 年に年間 万台の販売を狙う。実現すれば、

世界初の記録を残せる。

韓国の現代自動車も確実に実績を伸ばしている。 年上半期の連結決算はウォン安を背

景に、純利益が対前年同期比 ％増の 兆 億ウォン（ 億円）となった。世界販売台

数実績も 万 台と、日産自動車と肩を並べる。だが、現代自動車が日産自動車をライ

バル視する様子は微塵もない。米中市場を攻略することで一層の飛躍を遂げようとする野心

が垣間見える。

年の世界自動車市場規模は 万台。対前年比 万台増で、新興国が ％を占め

る。日産自動車が収益を伴う 万台の販売を実現できるか否かは、ひとえに新興国で市場

を開拓できるかどうかに依拠する。新興国シフトを鮮明にした日産自動車。新興国重視の戦

略は正しい。だが、実現できるかどうかは未知数である。世界の自動車大手が推進する戦略

は新興国事業の拡大と環境技術開発の加速。日産自動車がこうしたまさしく未知なる地平を

切り開けるか。失敗すれば、ルノーは容赦なく日産自動車を切り捨て、他社に売り飛ばす。
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日産自動車の新興国マーケティング戦略（中津）

ルノーに有利な新興国の自動車大手に引き取らせるかもしれない。日産自動車の置かれた環

境が極めて不安定であることを肝に銘じておく必要がある。

．なぜ、アフトワズを買収したのか

例のリーマン・ショックでロシアの自動車業界も例外なく大打撃を被った。資金繰りが悪

化し、倒産の淵へと追い込まれた。ロシアではいわゆる企業城下町を多数散見できる。巨大

企業に街全体が依存する社会的構造だ。その巨大企業が経営破綻すれば、たちどころに街全

体が墓場と化す。 年に産声を上げたメドベージェフ新政権はその船出でリーマン・

ショックの洗礼を浴びた。クレムリン（ロシア大統領府）は原油価格が急落し、疲弊したロ

シア経済を早急に立ち直らさなければならなかった。ロシアでは概して、外交は大統領の専

管事項、内政は首相が前面に出る構図となっている。プーチン首相はロシア経済の再建に奔

走した。

そこでプーチン首相は自動車業界を復活させるべく、外国資本を積極的に導入する姿勢を

鮮明にする。従来ロシアではエネルギー資源分野への外資進出には制約がある。戦略産業と

位置付けられているためだ。だが、自動車業界にはこのような縛りがない。逸早くトヨタ自

動車がロシアでの現地生産に踏み切ったが、ロシア政界の思惑と一致した結果に他ならな

い。トヨタ自動車はサンクトペテルブルク近郊に生産工場を新設したが、当時、ロシアの政

財界から熱烈なる歓迎を受けた経緯がある。トヨタ自動車のロシア進出を確認して、日系自

動車企業がロシア市場開拓へと舵を切った。日産自動車もサンクトペテルブルクに生産工場

を設置した。

エネルギー資源産業からは外資を締め出す一方で、自動車産業界へは外資が導入されてき

た。安価で勝負する中国勢に打ち勝つ目的も絡んでいるだろう。しかし、自動車産業をロシ

アの新たな主力産業として育成したい首相府の思惑が作用している。プーチン首相はルノー

にアフトワズ救済を要請。期待に応えてルノーは ％強を出資することと相成った。これを

契機にルノーと緊密な関係が構築されるようになる。

今回の日産自動車とルノーとによるアフトワズの共同買収はアフトワズ救済劇の延長線上

にある。ルノーによる ％強の資本参加に加えて、日産自動車が ％前後を出資することで

発行済み株式の過半を取得する。結果として、日産自動車・ルノー連合がアフトワズの経営

権を掌握する。日産自動車はアフトワズの大株主ロステクノロジー（ロシアの国策企業）や

投資銀行トロイカ・ディアローグなどから株式を譲り受ける。ここに日産自動車・ルノー・

アフトワズ連合が誕生する。

世界販売台数ではこの企業連合が世界第 位に浮上することになる（ 年実績で日産自

動車・ルノーが 万台、アフトワズが 万台、合計 万台となり、トヨタ自動車の 万

台、 の 万台に次ぐ規模となる。そのすぐ後を の 万台が続く ））。サハリン沖

の資源開発プロジェクト・サハリン では、ロシア国営の国策企業・天然ガス独占体ガスプ
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ロムが経営権を略奪したが、今回の買収劇では逆の現象となった格好だ。

当然、アフトワズ買収は日産自動車による中期経営計画の主柱の一つに据えられる。ロシ

ア市場を本格的に開拓しようとする強い意思の表れでもある。ただ、アフトワズ買収はル

ノーが意思決定したことを忘れてはならない。植民地・日産自動車には意思決定権はない。

司令塔はあくまでもルノーの経営陣だ。

実はアフトワズの共同買収が発表される少し前、日産自動車とルノーが共同持ち株会社を

設立することが検討されていると 日本経済新聞 （ 年 月 日号）が報じた。その構

想によると、共同持ち株会社創設後、その傘下に日産自動車、ルノーをはじめ、この両社の

提携先であるアフトワズ、ルノーサムスン自動車（韓国）、ダチア（ルーマニア、ルノーの

子会社）などが置かれるという。共同持ち株会社設立構想も新興国市場を開拓するための手

段に他ならない。

アフトワズの主力工場はロシア中部の都市トリヤッチ、ボルガ川市に置かれている。日産

自動車・ルノー連合は 億ユーロを投じ、このトリヤッチ工場を大幅に拡張した上で、日産

ブランドの超低価格小型車を生産する計画だ。ロシアでは従来の日産、ルノー、アフトワズ

ブランドの自動車に加えて、小型車マーチが登場することだろう。新興市場では低価格戦略

を前面に打ち出すことで幅広い顧客層を開拓する必要がある。ここで顧客を獲得し、乗り換

え需要へと繋いでいく。そして、中型車や高級車販売の糸口をつかむ。

アフトワズ共同買収発表の直前、ロシア政府は外資系自動車大手に対して、年間生産能力

を 万台にまで引き上げるように要求していた。その見返りは現地生産開始から 年間認め

られている部品輸入関税の優遇措置が 年間延長されることだ。この優遇措置で部品の関税

率は ％に据え置かれることになる。こうしたロシア政府の要請に応答して、日産自動車・

ルノー・アフトワズ連合は 年までに最大 億ドルを投じ、生産台数を大幅に引き上げ

る。ロシア極東地域での現地生産も検討されているという ）。

と同時に、日産自動車がロシアでエンジン生産（年産 万基以上）に乗り出す ）。日系自

動車大手がエンジンのロシア現地生産に踏み切る初の案件だという。アフトワズにはロシア

鉄鋼大手マグニトゴルスク・スティール（ ）が高級鋼板を供給するが ）、日産自動車

やルノーも の鋼板を採用する可能性が高い。

日産自動車はロシアに研究開発拠点を設けることも明言している。最新の生産設備の導入

も図り、ロシア現地のサプライチェーン（部品調達網）も拡充する方針だ。ロシアだけでは

ない。従来、車のデザインは日本、米国、英国の拠点で決定してきた。しかし、中国の首

都・北京にもデザインセンターを開設した ）。新興国重視の姿勢を強化していることは明白

だ。ただ、新興国に攻勢を掛けることだけが自動車業界にとってのバイブルではない。特

に、投資家の視線は冷静だ。少なくとも投資家が日産自動車の中期経営計画を評価している

とは断言できない。

アフトワズのロシア市場シェアは 割。 年にロシア自動車市場は 万台まで拡張した
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が、 年には 万台と半減した。だが、 年実績でロシアの新車販売台数は 万台、対

前年比 ％増だった。生産台数も 年の 万台から 万台に急回復している。 年の販

売は対前年比 ％増の 万台と予想されている ）。ロシアの経済回復が順調に進めば、

年には 万台規模に市場が拡大すると見込まれている。

直近の実績（ 年上半期）でロシア自動車市場における各社の販売状況を比較してみよ

う ）。

その首位に輝いたのはアフトワズ、 万 台を販売した。ただ、その伸び率は対前年同

期比で ％増に過ぎなかった。反対に外資系の販売増加率が際立っている。第 位はシボ

レーで 万 台を販売している。その増加率は ％であった。第 位にはルノーが食い込

んだ。 万 台が販売され、 ％増の伸び率であった。僅差で第 位となった企業は現代

自動車。 万 台を販売したが、その伸び率は ％に達している。

ここのところ現代自動車は絶好調。世界販売台数を着々と増やしてきている。日本勢の脅

威と認識されるに至っている。と同時に、ロシア市場では現代自動車傘下の起亜自動車も大

健闘。 万 台を販売した。その伸び率も ％増と上出来だった。現代自動車と起亜自動

車の販売台数を合計すると 万 台となり、アフトワズに続いて、堂々のロシア第 位に

のし上がる。

ロシア第 位に登場する企業が日産自動車。 万 台を販売した。その伸び率は ％

を記録している。文字通りの大躍進。企業連合の効果が一足早く表出した格好だ。しかしな

がら、ルノーの販売台数と合計しても 万 台と、現代自動車・起亜自動車連合の販売台

数には届かない。

以下、第 位トヨタ自動車 万 台（伸び率 ％）、第 位フォード・モーター 万

台（同 ％増）、第 位 万 台（同 ％増）、第 位 万 台（同 ％

増）と続く。

年 月、アフトワズは創設 周年を迎えた。同社は旧ソ連時代からラーダ（軽乗用

車）を販売してきた。ラーダは旧ソ連市場のみならず、当時、旧ソ連の支配下にあったコメ

コン（経済相互援助会議）加盟国でも販売された。もちろんその性能は劣悪。デザイン性に

も欠ける粗末な代物だった。アフトワズはルノーに救済され、そして今、日産自動車とル

ノーの傘下に入った。

アフトワズの販売チャネルを巧みに活用できれば、日産ブランドにもルノーブランドにも

追い風となる。 年までの目標販売台数として掲げられている 万台が達成可能かもし

れない。ただ、足元では中・高級車の販売が好調な一方、低価格車の販売は伸び悩んでい

る。日産自動車のロシア販売台数は増加傾向にあるけれども、同社が目論む低価格車の販売

が伸びるかどうかは予断を許さない。

ロシア極東のウラジオストクではアジア太平洋経済協力会議（ ）の首脳会談が、黒

海に面する保養地ソチでは冬季五輪が開催される。ロシアが有望な新興国の一つであると一

般に認識されている。しかしながら、そのような前途有望な見通しとは別の所に、日産自動

） 日本経済新聞 年 月 日号。ルノーをはじめ、ロシア市場に進出した自動車メーカーは 年
のロシア自動車販売台数を 万 万台と予想している（ ）。
）



車にとっての思わぬ落とし穴が潜んでいるように思われてならない。杞憂であれば問題な

い。それでも、備えあれば憂いなし。日産自動車の経営陣はロシアリスクを冷静に見極めね

ばならない。

それにフォード・モーター、 、フィアットといったライバル企業もロシアへの投資

増強を宣言している。中国勢も低価格を武器に執念深く食い込んでくるだろう。ロシア自動

車市場争奪戦は今後、一層激しくなる。日産自動車・ルノー・アフトワズ連合はこの熾烈な

競争に打ち勝てるか。クレムリンとの癒着に固執すれば、この企業連合は単なる政商に成り

下がってしまう。

そもそも日産自動車のブランド力は見劣りする。殊に、先進国市場ではそれが顕著だ。日

産自動車にとって新興国市場の開拓、すなわち販売台数の増強のみで中期経営計画を達成で

きるのか。

一足早く 販売を実現し、中国でも を投入する日産自動車だが、 販売に期待を

寄せる自動車会社は日産自動車だけではない。起死回生を図る も の大幅増産を表

明している。中長期的には の時代が必ずや到来しよう。大量生産で販売価格も低下する

だろう。だが、その時に日産ブランドの が世界で認知され、定着しているかどうか。

インドでの現地生産を現行の年間 万台から 万台に拡張し、ブラジルでも新工場（年産

能力 万台超）を建設する。トルコにも自社工場を建設することが検討されている模様であ

る。日本からタイに移管された小型車マーチの車台で中型セダンやミニバンを開発・生産

し、現地のタイ、インド、中国、メキシコで生産・販売される予定となっている ）。

しかしながら、新興国の政治経済にまったく問題がないわけではない。新興国が日産自動

車の救世主であるかのような錯覚は即刻、捨て去ることだ。そこでここでは新興国の経済を

診断することとしよう。

．原油価格に翻弄されるロシア経済

資本逃避が止まらない。 年第 ・四半期には 億ドルがロシアから流出した ）。

年 月期とほぼ同じ水準で資本流出が続いている。リーマン・ショックの影響も

あって 年には 億ドルの出超、 年の純流出額は 億ドルに上る。趨勢として資本流

出が顕著となっている。

確かにエネルギー資源の国際価格が高値圏で推移していることで（ロシアの主要な輸出品

目である原油の国際価格は バレル ドル近辺で推移）、短期の投機マネーは流入してい

る。そのために株価は上昇するが、外国直接投資（ ）やロシア系企業による投資が増え

ない（ 年の対ロシア は対前年比 ％減の 億ドルに留まる）。企業の投資が慎重

なことを物語っている。ロシア経済の不確実性を警戒しているからに違いない。 年に

億ドルを超える資本が純流入したのとは対照的だ。企業や投資家がロシアリスクをヘッジす
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べく、外国に資本を逃避させている。

これには二つの理由がある。第 に、ロシアの投資環境が一向に改善されないこと。メド

ベージェフ大統領は司法の強化を訴えているものの、汚職が依然として払拭されない。加え

て、司法制度も今もって不備な状態にある。第 の理由は 年春に予定されている大統領

選挙後の行方が不透明なことだ。

メドベージェフ大統領はロシア経済を近代化しなければならないと切々と訴え、経済改革

の必要性を説いている。狙いは外国資本の誘致。具体策も発表した。 億ドル規模のロシ

ア企業向け投資ファンドを設立し、対ロシア投資を促す構えだ ）。ロシア経済改革は進展す

るか。先に資本逃避が顕著だと書いた。ただ、幸いに国内預金は対前年比で ％増加したと

いう。これは金融機関による融資が増えていることを意味する。理論上、投資に充当されて

いることになる。ところが、消費者金融に流れている可能性が高い。これが消費を支えてい

るのだろう。同じ産油国・ブラジルの動向と酷似している。ロシアでは貯蓄が投資に振り向

けられていない。

ある日の早朝、ロシア のニュース番組を見ていると、メドベージェフ大統領が次の

ように語っていた。ロシアは産油国なので原子力から化石燃料にシフトする世界的傾向は一

見、ロシアにとっては追い風のように見える。だが、ロシア経済に必要なのは近代化であ

り、改革である、と。メドベージェフ大統領の指摘は正しい。しかし、化石燃料に依存する

ロシア経済の体質はまったく改善されていない。原油価格が上昇すると潤沢なオイルマネー

がロシア経済を支える。逆に、下落すると、所得が低下する。典型的な開発途上国の経済体

質だ。

原油価格の上昇局面では実質賃金も上昇し、国民の生活水準は向上する。ロシア市民もそ

れを期待する。しかし、下落局面ではすべてが逆回転してしまう。担当政権がロシア市民の

期待に応答できるか。一刻も早く産業構造の高度化を実現する必要がある。メドベージェフ

大統領も十二分に承知している ）。

しかし、笛吹けど踊らず。原油価格上昇局面では逆にロシア経済の近代化は停滞する。ま

た、大統領選挙の争点にもならない。有権者自身が脱石油路線よりも眼前の賃金水準の上昇

のみに関心を持つ。政府にも泡銭が舞い込み、財政は黒字を維持できる。この財政黒字が社

会政策で国民に還元される。サウジアラビアと同様だ。結果として、ロシア経済の近代化は

遅々として進まない。エネルギー資源産業にロシアの経済全体が支えられている以上、生産

性は向上しない。生産性が向上しないにもかかわらず、賃金は上昇する。もってロシア経済

が歪められていく ）。

言うまでもなく、ロシアはいわゆる （ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフ

リカ）の一員だ。市場規模も小さくはない。確かに日本経済は低成長とデフレに苦悩してい

るけれども、ロシアの経済成長率は日本のそれよりも高いとはいえ、 ％程度に過ぎない。

エネルギー資源価格が大暴落したリーマン・ショック直後の 年経済成長率は ％のマイナ

ス成長だった。
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経済の近代化が進展するどころか、オイルマネーすら有効的に活用されていない。ロシア

は世界が期待を寄せるほどの新興国ではないのではないか。少なくとも日本にとってはエネ

ルギー資源の供給国としてしか価値がないのではないか。日産自動車だけではないが、ロシ

ア市場でマーケティング活動を展開している日系企業群はロシア経済の限界を見極める必要

があるのではないか。そのように思われてならない。

ロシア市場で失敗すれば、退却、撤収すれば良い。しかしながら、アフトワズを買収した

日産自動車はそうはいかない。成功するまでロシア市場撤退はできない。ここに日産自動車

の運命が潜む。それだけではない。新興国に別天地を求めた日産自動車が新興国で数字を出

せなかったら、日産自動車の命運は尽きる。

アフトワズ再建に失敗すれば、ルノーは日産自動車とアフトワズとを合併させるかもしれ

ない。アフトワズ買収が日産自動車にとって吉と出るか、凶と出るか。不安定なロシア国内

でしか販売拠点を持たないアフトワズ。そのアフトワズにロシア事業を委ねる日産自動車。

ゴーン社長のお手並みを拝見するしかないが、先行きは余りにも不透明に過ぎる。

．日産自動車の中国ビジネスは大丈夫か

創立 年を迎えた中国共産党。この 年の間に中国共産党は革命政党から既得権の巨塔に

姿を変えた。既得権を死守すべく、共産党一党独裁が貫徹されてきた。その結果は周知のと

おり。富裕層と貧困層の格差は是正されず、むしろ固定化されている。中国の共産主義も社

会主義市場経済も失敗したことを現実が如実に示している。

江沢民が死去、胡錦濤国家主席が引退。華麗なる世代交代は期待できないけれども、一

応、新たな指導者が早晩、北京に登場する。習近平国家副主席が共産党指導部を継承する。

既得権の巨塔は共産党だけではない。軍部にも当てはまる。海洋国家として脱皮すべく、中

国軍部が海洋戦略を強引に推進する。共産党一党独裁を打倒できる能力を備える巨大組織

だ。共産党は中国を発展途上国だと主張する一方で、軍部は大国意識を誇示している。

だが、軍部の野心とは裏腹に中国国内では経済的矛盾が噴出しつつある。月並みな表現で

恐縮だが、中国経済のバブル崩壊。投資先に恵まれない中国では不動産に投資マネーが集中

投下された。共産党と軍部とは不連続な関係にある。現実には対立軸に立つ。共産党が警戒

すべき相手は外国ではない。軍部だ。

中国では不動産価格が急上昇。ここにきて当局が価格統制に踏み切ったが、万事休す。不

動産には投機マネーが流入しなくなり、不動産価格は大暴落するだろう。都市部、地方を問

わず、金融機関や投資ファンド会社には山のように不良債権が積み上がる。

中国国家統計局は 年 月 日、同年 月の消費者物価指数（ ）が対前年同月比

％、同年上半期のそれが ％、それぞれ上昇したと公表した ）。物価上昇率は前月の

％を大幅に上回り、リーマン・ショック直前、すなわち 年 月の ％以来、 年ぶり

の高水準を記録した。全国人民代表大会（国会に相当）は 年通年の物価上昇率目標を

％としたが、早くも目標の達成が困難な情勢となった。

インフレの元凶は食料品、食品価格は全体で ％高騰。中でも中華料理に欠かせない豚
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肉の価格が際立った上昇となった。豚肉の値上がりは ％に達する。生産コストの上昇に

加えて、供給量が落ち込んだからだ ）。食料品と住居関連の価格暴騰によって、いわゆるア

ラブの春を誘発した事実を想起せずにはいられない。

物価上昇率が発表される直前の 月 日、中国人民銀行（中央銀行）は金融機関の貸し出

しと預金の基準金利をそれぞれ ％引き上げ、その結果、基準金利は貸し出しが ％、

預金が ％となった ）。 年に入って 度目、 年 月以降では 度目の利上げと

なった。景気の減速よりもインフレ抑制を最優先した格好だが、現行の金利水準でインフレ

が鎮静化すると信じる者は誰もいないだろう。預金金利が物価上昇率を下回り、金利水準は

実質マイナス。物価上昇率を大幅に上回る金利水準を維持し、実質マイナス状態を解消しな

い限り、インフレは退治できない。天安門事件（ 年）の引き金がインフレ（ ％に迫っ

た）であったことを中国指導部が忘れたわけではないだろう ）。

中国経済は改革・開放路線が打ち出されてから一貫して高度成長期にあった。リーマン・

ショック後ですら成長は衰えなかった。当局が財政政策と金融政策を総動員して高度経済成

長へと強引に導いてきた。無理を通せば必ずや副作用がある。今、その矛盾と歪さが一気に

噴出している。その結果が景気の減速だ。消費が成長のエンジンにならない限り、中国経済

が一層、発展することは困難だ。日系企業はそれでも中国経済に成長のエンジンを求めるつ

もりか。

ここでは中国の自動車販売にスポットを照射して観察してみることにしよう。

年上半期の新車販売台数は対前年同期比 ％増の 万 台だった ）。ちなみに米

国のそれは 万台。 年も新車販売台数で中国が世界首位となる。 年連続世界首位は

快挙だ（ 年 万台、 年 万台）。ただ、 年上半期の伸び率が ％を記録し

ていたことと比較すれば、伸び率は急減速している事実が判明する。 年通年の見通しで

も伸び率は ％程度に留まると予想されている。

中国政府が小型車向けの取得税減税を打ち切り、大都市のナンバープレート発給を抑制し

たことが販売減速の主因とされる。中国の自動車市場が頂点に達したのか。短期的な市場の

伸び悩みなのか。人口規模を勘案すると、今後とも販売台数が伸びると判断するほうが自然

だろう。しかし、中期的にみても踊り場に差し掛かっているのではないか。

日本と中国を単純に比較することは慎まねばならないが、世帯可処分所得が 万 ドル

以上の所得層は日本の場合、 ％であるのに対して、中国では僅か ％ ）。仮に自動車を

購入できる所得層を ％だとしても、人口の実数で 億 万人に留まる。ほぼ米国の市場

規模に匹敵する。とすれば、中国の自動車市場規模は 万台程度ではないか。

要するに、天井知らずに市場規模が拡大すると想定するのは、単なる幻想に過ぎないので

はないか。中期的なピーク状態から脱却するには、中国経済がさらなる飛躍を遂げることが

大前提となる。そうだとすれば、中国内外の自動車メーカーが先を競って準備している生産
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能力は短中期的には過剰。販売台数が急減速するなかで生産能力を拡大すると、自ずと販売

競争は激化。作れば売れる時代は終焉を迎えている。中国の経済発展は早晩、休止する。

こうしたリスクを秘めた中国に日産自動車はどの程度、食い込んでいるのか。

結論を先取りするならば、日産自動車は健闘している。 年上半期を見ても、東日本大

震災の悪影響で苦戦したトヨタ自動車やホンダ（マイナス成長に甘んじた）を横目に、 桁

の増加率を達成した。その新車販売台数は 万 台、伸び率は ％に及ぶ。

桁増えたのはドイツ勢、すなわち 、 、ダイムラーと中国現地企業の長城汽車

（河北省）のみである。いずれも新車を投入したことが奏功した格好だ。日産自動車に限定

すれば、低価格の新型サニーがヒットしたという。

桁の販売増は成し遂げられなかったものの、中国新車販売では が群を抜く。

年上半期には 万 台を販売し、対前年同期比で ％増となった ）。同年 月だけでは

対前年同月比 ％増の 万 台である。小型商用車販売では苦戦したが、乗用車の販売

が好調だったという。同じく米国のフォード・モーターは対前年同月比 ％増を記録し、

その販売台数は 万 台だった。同年上半期では 、フォード・モーターともに過去最

高を更新した。米国勢も中国で健闘している。それだけに中国での競争が激化してきたと診

断できる。

そこで、日産自動車は 億人民元（ 億円）の投資を断行 ）。中国事業の中期経営計

画（ 年）で生産台数を 万台（ 年実績）から 万台と倍増する。低価格車、

を含めて 車種を投入、国産化率をほぼ ％に引き上げると同時に、販売網を現在の

店舗から 店舗（うち 店は低価格車専門）に拡充。中国自動車市場の占有率を ％

から ％引き上げる方針を打ち出した。

日産自動車の勢いがいつまで続くか。一時的な現象なのか。それとも同社の底力が発揮さ

れた結果なのか。今しばらく精査する必要があるだろう。ただ、中国に過大な将来性を求め

ることは再考するほうが得策だ。

．インドでつまずく日産自動車

今から 年前、ゴーン社長はインドの商用車市場に本格参入すると言明した。インドの商

用車市場は世界第 位に急成長を遂げ、乗用車市場の規模を上回る。

日産自動車はインドの財閥系企業と提携を締結、合弁形式で事業を拡大する戦略に出た ）。

すなわち、ロンドンを拠点とするヒンドゥージャ財閥傘下のインド商用車第 位アショッ

ク・レイランドと 年に車両、部品、研究開発の 分野で合弁企業を設立、 年 月末に

積載量 トンの軽トラック （小型商用車）をお披露目した。アショック・レイラ

ンドがインド南部ホスールに保有する工場で年間 万台を生産するとともに、チェンナイ近

郊に新工場を建設し、 万台を上乗せする算段だ。小型トラックから中型トラックへと事業
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日産自動車の新興国マーケティング戦略（中津）

を拡大する戦略が描かれている。

日産自動車にとってインドの商用車市場が金のなる木になるか。インドの商用車市場では

タタ財閥傘下のタタ・モーターズが既に 割のシェアを握る。ここに加えて、タタ・モー

ターズは小型トラック生産を年産 万台から 万台に増強する構えでいる。あわせて僅か

万ルピー（ 万円）のスーパー小型トラックを発売した。

強敵はタタ・モーターズだけではない。ダイムラーが 億ルピーに上る巨費を投下して

チェンナイ近郊に工場を新設、バーラト・ベンツの販売を開始するという。ダイムラーがイ

ンドで攻勢を掛ける。加えて、ダイムラー傘下の三菱ふそうトラック・バス、スウェーデン

のボルボも参入を表明している。さらに、北京汽車傘下の北汽福田汽車までもが参入してく

る。 億ルピーを投資して、中小型トラックを生産する計画だ。

インドの商用車市場では日産自動車・アショック・レイランドは弱小連合に過ぎない。し

かも日産自動車・ルノー連合はバジャージとも提携を結んでいる。ルノーが主導するとはい

え、バジャージとの合弁でも小型商用車の生産を開始するという。日産自動車は身内にもラ

イバルを抱え込む結果となった。

つまずいているのは日産自動車だけではない。 輪自動車販売ではホンダも苦戦する。イ

ンドの乗用車市場は過去 年間で 万台から 万台に急拡大したが、 年度実績でホン

ダのインド 輪車・ホンダシエルカーズインディア（ ）は対前年度比 ％減に甘んじ

た ）。ホンダのインド乗用車市場シェアは 年度 ％、 年度 ％、 年度 ％、 年

度 ％と年々シェアを低下させるという不名誉な結果となっている。ディーゼル対応で遅

れた結果が如実に表れている。

インドの乗用車市場にはスズキの現地法人マルチ・スズキが君臨する。ただ、ホンダには

輪車という強みがある。 輪車で大敗しても 輪車で挽回可能だ。しかしながら、日産自

動車にはホンダのような強みがない。

インドでプレゼンスを誇示できるのか。それとも尻尾を巻いて退散するのか。日産自動車

には以前にインドから撤退した経験がある。同じ轍を踏むのか。客観的に見て、日産自動車

がインドの商用車市場で成功する公算はない。

中国に進出した日系企業は頻発する労働争議に苦悩した。今では労働争議の報道が少なく

なったが、現地では今もってストライキが多発しているのかもしれない。現地法人で働くス

タッフの要求は賃上げ。安価な労働コストが中国現地生産の魅力だった。しかし今、そのメ

リットは剥げ落ちた。加えて、中国ではいつ、不動産バブルが崩壊しても不思議ではない。

同様の現象がインドでも観察できる。

インドのインフラが未整備であると指摘されて久しい。そこで、インド政府は本腰を入れ

てインフラ整備に資金を振り向ける姿勢を鮮明にしている。これはインドに進出する日系企

業にとっては朗報だ。インド政府は 年 月から始まる第 次 カ年計画で、インフラ整

備向けに 兆ドル（インド の ％に相当）を投じるという ）。 兆ドルの 割を発電

部門に充当し、道路、鉄道、ネット環境（農村部）といった社会インフラを整備する。第
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次 カ年計画を通じて、発電能力は 万 メガワットから 万メガワットに倍増される。

ニューデリー・ムンバイ間、ニューデリー・コルカタ間では高速貨物鉄道が、ニューデ

リー・チェンナイ間、ムンバイ・コルカタ間では自動車専用道路がそれぞれ最優先的に整備

される計画だ。

ところが一方で、看破できない憂慮すべき経済現象も散見される。

第一に住宅価格の高騰。転売目的の投機マネーが流入して、不動産バブルが懸念されてい

る。南部の産業都市チェンナイでは住宅価格が 年で 倍に跳ね上がった。インド最大都市

のムンバイでは 年で 倍に急騰した地区があるという ）。不動産の購入はマネーロンダリ

ング（資金洗浄）と脱税の手段でもある。

第二に賃上げ。物価に加えて賃金も上昇しつつある。 年 月の卸売物価指数は対前年

同月比 ％増。 年 月以来、 カ月連続で ％台が続く ）。インドの政策金利は既に

年率 ％ ）。当然、企業の負担が増える。スキルの高いスタッフを確保するには、他社より

も高給を雇用条件にする必要がある。高賃金で人材を確保しながら、収益性を維持するのは

難しい ）。

現段階では （情報技術）産業でそのような傾向が顕著だが、早晩、他業種も巻き込ま

れていく。そこには自動車産業も含まれていくことは間違いない。

インド特有のリスクも潜む。それはテロ。 年 月 日にも商都ムンバイ（人口 万

人）で連続テロが発生した。ムンバイにはインド準備銀行（中央銀行）、ムンバイ証券取引

所、ナショナル証券取引所がある。インドの金融拠点となっている。同時に、インド内外企

業の活動拠点でもある。多額の も流れ込んでいる ）。

インドで発生するテロには隣国パキスタンの軍統合情報部（ ）が関与している可能性

が高い。インドとパキスタンとの和平を妨害するためだろう。この が米特殊部隊に射殺

された、国際テロ組織アルカイダの首謀者ウサマ・ビンラディンを匿っていたことは明らか

だ。 はアフガニスタンの反政府武装組織タリバンの後ろ盾となってきた経緯がある。そ

のアフガニスタンではカルザイ大統領の弟がタリバンに殺害されている。

インドで企業活動を展開する企業群はテロとも向き合わねばならない。ロシアではアフト

ワズ・リスク、中国でも販売ピーク・リスク、インドでは事業失敗・リスクと向き合わなけ

ればならない。新興国を重視する視点は正しい、つまり戦略は正しいが、戦術に誤りがある

のではないか。これはブラジル市場でも同様だ。

．ブラジル市場に挑む日産自動車

英経済紙 フィナンシャル・タイムズ （ 年 月 日号）は 通貨戦争は終わってい
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日産自動車の新興国マーケティング戦略（中津）

ない と題する記事をトップで掲載した ）。ブラジルのマンテガ（ ）財務相

がグローバル規模で広がる通貨戦争が終息しない状況であることに懸念を示し、それに対抗

すべく、ブラジルも追加措置を講じると断言していることをこの記事は伝えている。

ここでいう通貨戦争とは厳密に表現すれば、通貨安戦争である。先進国経済が低成長に喘

ぐ中、低金利政策を継続。その結果、米ドル安やユーロ安が常態化している。反対にブラジ

ルは通貨レアル（ ドル レアル）高に苦悶。製造業の国際競争力が削がれているとマ

ンテガ財務相が訴えている。そこでマンテガ財務相は市場介入を断言。米ドル買いレアル売

り介入の姿勢を鮮明にした。

と同時に、外国為替先物取引の規制を強化。具体的には、米ドル売りの持ち高超過額（ド

ル売りの持ち高から買いの持ち高を差し引いた金額）の ％分が金融取引税として徴収され

る。ただ、 万ドル未満の持ち高超過額には課税されない ）。

市場介入するか、しないかは、ブラジル当局が決定すれば良い。だが、マンテガ財務相は

間違っている。確かにブラジル・レアルは資源高を反映して、オーストラリア・ドルやカナ

ダ・ドルとともに上昇した。しかし、実効為替レート（ある通貨の複数通貨に対する為替

レートを貿易額などに応じて加重平均で算出する指数）でみると ）、日本円やスイスフラン

のほうが上昇幅は格段に大きい。ブラジル・レアルだけが突出して高いわけではない。市場

介入はレアル高を憂慮していることを内外に訴える意思表示となるけれども、その有効性に

は疑問がある。

ブラジルの金利水準は既に高い。 年 月にも政策金利が ％引き上げられ、 ％

になった ）。 年に入ってから利上げは 度目、合計 ％も引き上げられた。ブラジル

が高金利政策を強いられる理由は唯一つ。インフレを抑制するためだ。ブラジルの物価上昇

率は 年 月には対前年同月比 ％増となった。当局の目標値が ％ ％であるか

ら、上限の枠を上回る水準だ ）。金利を引き上げるとブラジル国内に投機マネーが流入し、

さらなるレアル高を招く。ブラジル当局は投機マネー流入を規制する方針を断行している

が、このような措置は市場の秩序を乱す。

ブラジル当局が着手すべきは製造業の競争力強化である。日系企業は円高という逆風下、

一貫して国際競争力強化に邁進してきた。日系企業の競争力は今もって強靭だ。同時に、通

貨供給量を抑制することも重要な政策手段である。ブラジル沖の深海油田では国営石油会社

ペトロブラスが開発・生産に精を出す。ブラジルは名実ともに原油の純輸出国となった。エ

ネルギー資源価格が高値圏で推移していることから、ロシアのようにブラジルにも資源マ

ネーが舞い込んでいる。自ずと通貨供給量が増加する。

クレジット（信用供与）の伸び率は 年に ％増を記録、 年も ％増の勢いで伸び

ると予想されている ）。レアル高で輸入に拍車が掛かる。ブラジルの消費熱は鎮静化してい

ない。ブラジルでは内需が経済成長の主導的な役割を果たしている。その一方で国内産業は

） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号夕刊。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



衰退する。消費者は分割払いで財・サービスを購入するが、それに比例して借金の返済額は

否応なく膨らむ。それだけにブラジルでは貯蓄性向は低い。景気が過熱しやすい経済体質だ

といえる。投資の担い手が政府、すなわち国営企業に集中すると、中国の二の舞となる。投

資の担い手はあくまでも国内民間企業と外資系企業でなければならない。

対米貿易は年間 億ドルの黒字から 億ドルの赤字へと転落した ）。対中貿易でもブラ

ジルから眺めると、人民元が極端に安いことは明白である。通貨安戦争に参戦することは、

直線的に貿易戦争へと突入することを意味する。構造改革（たとえば行財政改革）に取り組

まない限り、ブラジル経済の矛盾は解消されない。エネルギー資源部門は増税の対象とすべ

きだろう。ブラジル経済は今が勝負時である。

リーマン・ショックの荒波を乗り越えて、ブラジル経済は文字通り 字型の回復を実現し

た。 年はマイナス成長を余儀なくされたが、 年には実質経済成長率は ％と見事、

プラス転換を果たした。米州開発銀行（ ）によると、 年の経済成長率は ％、

年でも ％の成長、 年までの年平均率では ％の成長が見込まれるという ）。

堅調に推移するということだ。

年の国内総生産（ ）規模は 兆 億ドルで、世界第 位にランキングされる。

イタリアの にほぼ匹敵する規模だ。だが、今後 年以内には世界五指に入るとの予測

もある ）。国民 人当たり総所得額は ドル。これは中国の 倍、インドの 倍に匹敵

し、ロシアに迫る水準だ。ブラジルの中産階級に仲間入りできる層は 万人とされる ）。

年にはサッカー・ワールドカップ（ 杯）が、その 年後の 年にはリオデジャネイ

ロ五輪がそれぞれ開催される。相次ぐ国際イベント開催を目前に大規模なインフラ整備が強

行されている。 年期に 億レアルがインフラ整備向けに投下される計画だ ）。ブ

ラジルは鉄鉱石や原油といった資源にも恵まれる。当分の間は持続可能な成長が確保できる

との見方が大勢を占めている。

ブラジルでは初の女性大統領が登場、ジルマ・ルセフ大統領が政界の頂点に立つ。ルセフ

大統領は前任者のルラ大統領の政策を踏襲。投資家や外資系企業はブラジルの将来性に資金

を投下している。一点の曇もないように見受けられるブラジル経済。落とし穴はないのか。

ブラジル特有のコストは直線的にリスクに結び付く。先に通貨レアルが過大評価されてい

ると述べた。既述のとおり、レアル高は国内製造業を圧迫する。このレアル高はさらに物価

水準も押し上げる。ここに税金が加わる。ブラジルの税制は複雑、かつ負担重で悪名高い。

自動車価格の ％、砂糖小売価格の ％が税金といわれる。あわせて、流通網の整備が遅れ

ていることも足枷となっている。さらに加えて、官僚主義や治安問題がのしかかる。

世界銀行（ ）のブラジル評価は手厳しい。 のビジネス環境世界ランキング（
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年）によると、ブラジルの順位は 位。その 年版では カ国中、 位にランキング

される。ナイジェリアを下回る評価だ ）。ブラジルのビジネス環境はお世辞にも良いとは評

価できない。日産自動車をはじめとする日系企業はこのような環境下で事業展開しなければ

ならない。問題はないのか。

ブラジル経済は軟着陸できるか。市場はここに最も着目している。消費者は身の丈以上の

借入を繰り返し、その返済負担が増大している。返済遅延率の上昇も目立ってきたという ）。

その結果、リスクマネーが株式市場を敬遠するようになった。ボベスパ指数（ブラジル・サ

ンパウロ証券取引所の代表的な株価指数）は趨勢として下落基調にある。上昇に転じるのは

いつか。株式市場の動向は将来のリスクを映し出す鏡でもある。

ブラジルの新車販売台数は 年に 万 台となった ）。対前年比 ％増を記録。

ドイツを追い抜いて世界第 位にランクインした。乗用車・小型商用車の新市場企業別シェ

ア（ 年）を列挙すると次のようになる。イタリアのフィアットが ％で首位に立つ。第

位は で市場占有率は ％、第 位は の ％、第 位はフォード・モーターの

％と、上位 社で ％のシェアを確保している。欧米勢が 割以上のシェアを占める構図

だ。

これに続くのがルノー・日産自動車連合で、そのシェアは ％である。さらにフランスの

プジョーシトロエン（ ） ％、韓国の現代自動車（傘下の起亜自動車を含む） ％、

ホンダ ％、トヨタ自動車 ％、三菱自動車 ％、その他 ％と続く。日本勢がブラジル市

場では劣勢であることが判明する。

ブラジルの完成車輸入関税率は ％に上る。そのために外資系自動車会社はブラジル現地

生産に拍車を掛けている。特に、アジア勢の攻勢が目立つ。

現代自動車はサンパウロ州に小型車の生産工場を建設、 年の稼働を目指す。その傘下

の起亜自動車を含めた現代自動車の販売台数は 年に僅か 台に過ぎなかった。だが、

年には 万台を販売、大躍進を遂げた。その増加率は ％に達する。驚異的な成長

だ。現代自動車の大躍進はブラジルだけの話ではない。東日本大震災で苦闘する日本勢の間

隙を突こうと、主力市場となる中国や米国でも現代自動車のプレゼンスは確実に高まってき

た。

ブラジルとの貿易摩擦で応酬する中国の自動車会社も現地生産の拡充に着手するように

なった。奇瑞汽車は 億ドルを投下して、サンパウロ州に工場を新設する。 年の稼働を

見込むが、完成すれば生産能力は現行の 万台から 万台に大幅拡張される。

日本勢も重い腰を上げた。トヨタ自動車は 年からサンパウロ州に建設される新工場で

小型車を年間 万台生産する計画でいる。大衆車市場に本格参入する構えなのだ。欧米勢の

牙城を突き崩すことができるか。一方、スズキは現地の代理店企業に生産を委託。 年か

ら小型多目的車（ ）を投入する。

ここに日産自動車も手を上げた。ブラジル市場ではルノーが中心的役割を果たしてきた格

好だが、日産自動車も新工場を建設する。はたして日産自動車のブラジル市場攻略は成功す
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るか。現状のシェアを見る限り、日産自動車が苦戦することは想定内とすべきだろう。これ

を承知で日産自動車はなぜ、ブラジル市場に打って出るのか。日産ブランドをブラジルで定

着させるのは容易ではないだろう。むしろルノーとの棲み分けを図るほうが得策ではないの

か。 杯と五輪を睨んだゴーン社長の意思決定なのだろうが、欧米勢からシェアを奪還する

ことは至難の業である。

日産自動車だけに限らず、日系企業ブランドの認知度はブラジルで低いのではないか。欧

米勢に凌駕されているのが現状ではないのか。これを百も承知で参入するとなれば、かなり

の覚悟が必要だ。マーケティング活動のみならず、あらゆる戦術を駆使して、欧米勢の牙城

を崩していかねばならない。資源と市場の二兎を追えるか。日系企業の正念場はこれから

だ。

．日産自動車はカントリーリスクを厳密に計算したか

一時的な現象か。あるいは踊り場が長期間続くのか。新車販売が停滞している。世界の新

車市場はリーマン・ショックの影響で 年に 万台に落ち込んだ。だが、翌年には 万

台に急回復。中でも新興国が健闘し、新車販売の半数以上を占有した。 年についても当

初は最大で 万台程度まで拡大すると予想されていた。しかし、残念ながら、その見通し

は的中しそうにない。

年上半期の新車販売動向を概観してみよう ）。

国別で首位に輝いたのは中国、 万 台が売りさばかれた。ところが、その伸び率

（対前年同期比）は僅か ％。 年上半期の ％（同）であったことと比べると、大幅に

失速したことがわかる。 年通期の市場成長率は ％増から ％増に下方修正された。

第 位は米国の 万 台。伸び率は ％増だった。他方、欧州主要 カ国の新車販売

は ％減の 万台。ドイツやスウェーデン、オランダなどは好調だったが、南欧諸国の不

振（ギリシャ 割減、ポルトガル 得割減、スペイン 割減）が欧州全体の足枷となった格

好だ。東日本大震災に見舞われた日本も大苦戦。 年上半期の ％増から ％減へと急落

している。

しかしながら、期待していた新興国までもが減速している。中国だけではない。インドも

％増に留まり、 万 台に甘んじた。その伸び率は 年上半期の ％増から半減し

ている。 年通期の予想についても中国と同様に、下方修正されている。

ブラジルは ％増の 万 台だった。

その反面、ロシアが ％増を記録し、 万 台となった。しかし、ロシアでも新車買

い替え補助制度は打ち切られる。今後、高い伸び率は期待できなくなるだろう。

ブラジル、ロシア、インド、中国の新興国 カ国合計は 万台。対前年同期比で ％増

だったが、 年上半期の 割増から大きく減速している。各国の購入促進策が打ち切られ

たこと、金利が引き上げられたこと、ガソリン価格が上昇したこと、日本の震災がサプライ
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チェーンを寸断したこと、などが影響した模様だ。

欧米は南欧の財政問題で青息吐息。日本も電力不足が足枷となっている。唯一、期待でき

た新興国でも伸び率が大幅に鈍化してきた。世界の自動車大手は新興国を原動力にしてきた

が、既に手詰まっている。早晩、生産設備の余剰感が強まるだろう。値引き合戦が繰り広げ

られれば、不毛な消耗戦を余儀なくされる。

まさか盲目的に新興国へと飛び込んでいくのではあるまい。費用対効果を弾き出し、市場

調査を断行した上での決断だろう。だが、日産自動車は所詮、ルノーの植民地。日産自動車

単独では意思決定できない。ゴーン社長はルノーの会長職を兼務することから、新興国攻略

作戦はゴーン社長、あるいはルノーの執行部が練り上げた産物だろう。ブラジルにもロシア

にもインドにも中国にも、その国特有のカントリーリスクが潜む。

アフトワズを買収したロシアが日産自動車にとっての鬼門とはならないか。アフトワズが

日産自動車の足枷になる気がしてならない。中国では早晩、自動車市場が飽和状態に近づ

く。頭から成長市場だと決めつけることそれ自体に問題がある。インドでは日産自動車の身

から出た錆が制約になる可能性が高い。ブラジルで欧米勢を押しのけることは難しいだろ

う。韓国系自動車企業は日本では目立たないが、円高・ウォン安を追い風に、欧米でも新興

国でも市場占有率を伸ばしている。その分、日系企業の占有率が縮小する有様だ。現状を放

置すると、韓国系企業が一方的に日本勢から市場を奪う結果となる。一刻も早く、日本政府

は各国政府と自由貿易協定（ ）を締結しなければならない。

・ カ国が新興国の先頭を走っていると頭から決めつけるのはなぜか。日本、米

国、欧州の経済は本当に絶望的な状況なのか。まったく希望が見えない縮小する一方の市場

なのか。ブランド力を強化しつつ、性能の良い製品を開発、生産、市場投入しつつ、生産拠

点と市場の最適な組み合わせを探ることが重要なのではないか。社内内部を活性化し、ス

タッフの組織運営力を高めることこそが日産自動車に求められているのではないか。日産自

動車、否、ゴーン社長は今一度、現場に回帰する必要がある。

そうでないと、日産自動車は消滅するか、あるいはいずれかの企業に買収される憂き目に

遭うだろう。アフトワズの姿は明日の日産自動車の姿でもある。




