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自動車メーカーの米国ライトトラック戦略
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(要旨)

○ 日本の自動車メーカーにとって最大の収益基盤である米国自動車市場において、ライトトラック

の販売比率が上昇している。ライトトラックは大型車が中心で価格帯も高く、自動車メーカーに

とって非常に重要性が高い。

○ 近年、日本メーカーのライトトラック市場への進出が本格化してきた。従来はライトトラックの

中でも乗用車ベースの中・小型車が中心であったが、Big３（注）の牙城とも言えるフルサイズの

ピックアップトラックの新製品投入、米国南部での現地生産拡大計画が相次いで発表されている。

○ 2004 年の米国自動車市場は横ばいが見込まれるが、日本メーカーのシェアは引き続き上昇しよう。

従来まで Big３の独壇場であったフルサイズのピックアップトラックに対する日本メーカーの戦略

が成功すれば、更なるシェア上昇の可能性もあろう。

（注）ＧＭ社、フォード社、ダイムラークライスラー社

１．米国ライトトラック市場

（１）伸びるライトトラック比率

米国自動車販売台数が伸び悩む中で、ライ

トトラック比率は上昇を続けている（資料１）。

本稿では日本の自動車メーカーにとって最大

の収益基盤である米国市場におけるライトト

ラック市場の動向及び日本メーカーの戦略に

ついて述べる。

 (２) ライトトラックとは

「ライトトラック」は米国自動車市場特有

の用語で、資料２にその概要を示す。日本で

言えばＲＶ（レクリエーションビークル）が最

も近いが、車体は一回り大きく、全長６ｍ弱、

全高２ｍ、排気量５リッター以上という巨大な

車も珍しくない。乗用車と比べて価格帯も高く、

自動車メーカーにとっての重要性は非常に高い。

その中でも、日本でほとんど目にしないピッ

クアップトラックが、米国自動車市場では中心

的な存在である。日本市場の販売台数ランキングではコンパクトカーが上位を占めるが、2003 年

に米国で最も売れた上位３車種は排気量４～５リッターのピックアップトラックであった。

車種 ・ピックアップトラック
・SUV(スポーツユーティリティビークル）
・ミニバン　など

サイズ 排気量3000cc～6000ccの大型車中心
価格帯 ２万ドル～５万ドル程度の中・高級車中心
各社の 米国メーカー：大型車中心
販売状況 日本メーカー：小型～中型車中心

欧州メーカー：高級車中心

資料２　ライトトラックとは

　　　　～大型車中心で高価格帯～

（出所）株式部作成

資料 1　米国自動車販売台数

　　　　～ライトトラック比率が上昇中～
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（万台）



２．日本メーカーのライトトラック戦略

（１）伸びる日本メーカーの販売シェア

米国自動車市場において日本メーカーの販

売シェアは上昇し続け、直近では３割を超え

た（資料３）。内訳を見ても乗用車、ライト

トラックの両セグメントでシェアが上昇して

いる。また、日本メーカーの販売台数に占め

るライトトラックの構成比は４割を超え、収

益の柱となりつつある。しかし、日本メーカ

ーが販売するライトトラックは中・小型モデ

ルが中心で、乗用車の車体をベースにしたも

のが多く、フルサイズ（大型）のライトトラ

ックの販売は少なかった。

（２）フルサイズ・ピックアップトラック市場

への本格参入

2004 年１月のデトロイト・モーターショー

では多くの日本メーカーからライトトラック

の新製品やコンセプトモデルが発表された。

その中でもフルサイズ・ピックアップトラッ

クの新製品は、日本メーカーの本格的参入を

意味するものとして注目を集めた。

以下の要因から、日本メーカーにとってフ

ルサイズ・ピックアップトラック市場への参

入障壁は高いと考えられる。①車体が大きく

既存の乗用車プラットフォームを転用できな

いため既存の工場設備が利用できず、多額の

新規設備投資が必要になる、②米国以外では

タイなど一部地域にしか需要が無く販売地域

が限定される、③日本から輸出した場合には

25％の関税が掛かる（ライトトラック全般）

ため海外生産が必須となる、④Big３が圧倒

的シェアを確保している、ことなど。

その障壁を乗り越え、本格的進出を決断さ

せたのは、近年の乗用車セグメントの縮小（前

掲資料１）が各社の危機感を煽ったからであ

ろう。
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資料３　米国自動車販売シェア

　　　　～高まる日本メーカーのシェア～

（出所）各社資料より株式部作成

（出所）日本自動車工業会及び各社資料

資料４　日本メーカーの現地生産の拡大

　　　～米国南部での工場の新・増設が続く～
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（３）米国南部での現地生産拡大戦略

Big３の牙城とも言えるフルサイズ・ピッ

クアップトラック市場に参入するにあたり、

各社は米国南部での現地生産拡大という戦略

を採った。ピックアップトラックの最大の消

費地である米国南部（７台に１台はテキサス

州で販売されている）で工場を増設もしくは

新設する計画が相次いで発表された（資料４

の太線囲み地域。州名が記入されている地域

は従来までの工場所在州）。これには、需要

地で生産することによるコスト削減効果に加

え、現地の雇用を増やし、地域経済に貢献す

ることによるイメージアップや、政治的リス

クを低下させる狙いがあると考えられる。

北米における日本メーカーの自動車生産台

数は増加してきたが（資料５）、米国南部で

の増産を背景に、今後も増加傾向が続く見込

みである。

３．今後の見通し

2004 年の米国自動車販売台数は、年後半に

かけての減税効果の剥落、金利上昇懸念の高

まりなどから、前年比横ばい程度で推移する

ことが想定される。このような環境下で、以

下の要因から日本メーカーのシェアは引き続

き上昇トレンドが続くと考えられる。

① 昨年に引き続き競争力のある新車が数

多く投入される見込みであること

② Big３と比較して日本メーカーのイン

センティブ（ディーラーに対する販売

奨励金）が低水準にとどまり、販売余

力があること

③ Big３と比較して日本メーカーのブラ

ンド力が強いこと（資料６）

④ ガソリン価格が高騰している局面では

低燃費な車が好まれる傾向があること

（資料７）

資料６　2003 年米国自動車商品性調査

　～日本車有利だがフルサイズピック

    アップラックは米国勢強し～

（出所）J.D.POWER

資料５　日本メーカーの北米自動車生産台数

　　　～今後も増加傾向が続く見込み～

（出所）日本自動車工業会

（万台）

メーカー別ランキング（上位10社）
1位 ポルシェ
2位 ＢＭＷ
3位 フォルクスワーゲン
4位 ホンダ
5位 日産
6位 トヨタ
業界平均

7位 現代
8位 フォード
9位 ダイムラークライスラー
10位 ＧＭ

乗用車セグメント
プレミアム・ミッドサイズ
1位 日産　マキシマ
2位 ホンダ　アコード
3位 マツダ　６

ライトトラックセグメント
フルサイズピックアップ
1位 キャデラック　エスカレード
2位 シボレー　アバランチェ
3位 ダッジ　ラム
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これらの要因に加え、従来までは Big

３のブランド力が圧倒的に高かったフル

サイズのピックアップトラックに対する

日本メーカーの戦略が成功すれば、更な

るシェア上昇の可能性もあろう（資料６

下段）。

                                            

             さはし　まこと（課長補佐）

（出所）各社資料及び米国エネルギー省

資料７　米国ガソリン価格と日本メーカーシェア

　～価格高騰は日本車有利か～
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