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序文
COVID-19のパンデミック（世界的大流行）は自動車業界を直撃した。自動車部品サ
プライヤーは、危機の影響に対処すると同時に、自動車バリューチェーンのトランス
フォーメーションを進めるべく奮闘している。

パンデミックのような極端で単発の事象が無くと
も、業界の主要リスクを体系的に評価し管理する
時間をかけることは賢明な選択である。業界で進
んでいるトランスフォーメーションが、多くの自動
車部品サプライヤーに非常に大きなリスクをもた
らすことは、疑いようがない：最新技術や顧客起
点のトレンドの実装、新規制への準拠が遅すぎる
事業は失敗の憂き目にあうだろう。結局のところ、
パンデミックは変化の促進要因であると考えられ
るかもしれないが、実際には、自動車部品サプラ
イヤー業界がすでに直面しているリスク要因と構
造的な傾向を明らかにしているにすぎない。

COVID-19パンデミック以前でさえ、数年の成長
の後 1、この業界は将来において、様々なリスク要
因に直面するだろう、ということが、当社の見立て
であった。

1デロイト、自動車バリューチェーンの未来–部品サプライヤーの財務変革モデル、2018年
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「本調査は、業界のトランスフォーメーションから最も影響を受ける製品群が抱える、戦略的課題
に焦点を当てている。明確な戦略的方向性を定め、能動的なアクション・プランを策定し、この
非常に不確実な状況下であっても大きな変化を起こす意欲を示すことは、今日の自動車業界の根
本的な課題を克服しようとする自動車部品サプライヤーにとって重要な事柄である。」
デロイト グローバル・オートモーティブ・リード、ハラルド・プロフ （Dr.）

とりわけ、デジタル化と電動化トレンドに起因する、
製品群固有の課題（例：内燃機関関連部品）を
含むリスクの認識と備えが、より差し迫った問題と
なる。シナリオベースの思考と戦略策定により、有
益な支援が可能となる。各社と資金調達先がリス
ク領域を自ら特定し、事業への潜在的脅威を軽減
するための優先施策を評価できるようになるので
ある。

現時点では、世界的な危機がどの程度の規模に
なるか確証は得られていない。経済の完全回復と
いうベスト・シナリオにおいてさえ、世界的規模で
の操業停止により、各社の手元資金が激減したこ
とを示す証拠が増えている。異なる製品群間（例：
内燃機関と電動ドライブトレイン）でのボリュー
ム・シフトや、全体としての販売台数減が起こる
可能性がある。自動車業界におけるバリュー

チェーンのトランスフォーメーションは、それ自体
に注意を払うことが重要となるが、他のリスク要
因や、乏しい資本余力が、状況をさらに悪化させ
るだろうと、我々の経験上、見立てている。不確実
性が高い現在でさえ、試行錯誤の時間は残されて
おらず、自動車部品サプライヤー業界は、トランス
フォーメーションを初めから正しく実行しなければ
ならない。

デロイト・グローバル・サプライヤー・リスクモニ
ターは、自動車部品サプライヤーの戦略策定プロ
セスを支援するために開発された。�自動車バ
リューチェーンの未来� に関する研究シリーズと同
様のアプローチを採用し、自動車部品サプライ
ヤー市場を19の車両構成製品群に分けて整理し
た。これにより、製品群固有のリスクに焦点を当て、
想定される変化による潜在的影響を概観した上で、
実行可能なアクションを提言したい。

現在の市場動向に関する認知を高め、自動車部
品サプライヤーと、OEMから資金調達先までを含
む利害関係者に対して、今日におけるリスクを管
理し軽減するために必要となる支援を提供するこ
とが、本調査の目的である。

本調査が示す、自動車部品サプライヤー市場にお
ける明確なリスクと課題、そして、これらに対する
事後対応シナリオが、皆様のご関心を高める一助
となれば望外の喜びである。
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*フォントサイズは各キーワードの頻度を示す

図1－自動車業界のトランスフォーメーションに関するニュース：キーワード群*
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出所：IHS Markit

出所：ヤフーファイナンス
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自動車業界全体にわたる、トランスフォーメーショ
ンの必要性
中小型乗用車の販売台数が、COVID-19の影響
によって、大幅に減少した。同時に、代替ドライブ
トレインを搭載した乗用車の割合が増加している。
このことで、従来型OEMメーカーの株価は大幅
に下落した一方、テスラなどの新規参入企業の株
価はこれまでにない高値をつけている。

あくまで主観であるが、現在や将来における自動
車業界の大改革や、差し迫った構造的変化につい
て、毎日、新たなストーリーが展開されていると感
じることが多い。特に、電気自動車、自動運転、
車両のデジタル化、およびカーシェアといった、い
わゆるメガトレンドに関するメディアの報道が、業
界の不確実性を高めている。もちろん、グーグル、
フェイスブック、ウーバー、テスラといった将来性
ある企業も、これらのトレンドの背後に存在してい
る訳で、既存ビジネスモデルおよび市場へ根本的
な変化をもたらしている。電動化とデジタル化が
急速に進んでいることと対照的に、かつては大々
的に打ち出されていた自動運転に関する話題は、
技術面、法的側面および、コスト高を原因として
遅々として進んでいないことから、控えめな論調と
なっている。カーシェアリングの分野でも同じこと
が言え、持続可能なビジネスモデルを構築するこ
とは、当初の想定ほど簡単ではなさそうだ。

図2－中小型乗用車の世界販売台数（百万台） 図3－株価推移（2015年1月= 100）
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自動車産業のトランスフォーメーションへ向けた喫
緊の要請を考慮すると、主観的な感覚を客観的に
確認することは容易であり、議論の余地はないか
もしれない。それにも拘わらず、この見解が世界
中の政治家や製造業の間で議論の的となっている
ことは注目に値し、出版物、公式発表、マネジメン
トレポートにおける明確な注記や、マネジメントの
公式見解の増加がその証左である。

COVID-19の危機が、自動車部品サプライヤー
における、経営の自由度を制約している
COVID-19のパンデミックが発生した時点で、多
くの自動車メーカーはすでにトランスフォーメー
ションのプロセスを進めていた。その後に続く世界
的な経済活動の停止が、とりわけ、今後数年間続
くであろう、世界的な経済生産の低迷を引き起こ
した。本調査の公表時点において、ほとんどのグ
ローバルOEMおよび自動車部品サプライヤーは、
販売台数および結果としての株価について、極め
て厳しいプレッシャーにさらされている。政治的
リーダー間における緊急支援の要請、政府資金に
よる奨励策や刺激策に関する議論は、パンデミッ
クが世界の多くの人々にとっていかに深刻である
かを示している。中長期的見通しの不透明感以上
に、大多数の企業において、危機対応策の実施に
より、手元資金は枯渇してしまっている。その結果
として、自動車部品サプライヤーにおいて、トラン
スフォーメーションへの準備資金がほぼ消えて失
せてしまった中で、今後の舵取りの余地が著しく限
られてしまっている。

現状へどのように対応するか
現状を考えると、自動車部品サプライヤーが今後
の道程において遭遇する可能性がある急速で激烈
な変動を体系的に特定するために、これまでの想
定を検証した上で、これらのリスク要因と、関連す
る事柄に関する今後の展開を、継続的にモニター
していくことが、これまでに以上に重要となる。

かかる取り組みをビジネスリーダーが遂行するた
めの一助となるべく、当社は、グローバル・サプラ
イヤー・リスクモニターを開発した。このツールを
利用することで、各サプライヤー市場―自動車部
品サプライヤー市場を19の製品群に分類してい
る （P.11参照）―において異なるリスクを体系的
に把握できる。

当社のモニターは、企業がコントロール出来ない、
純粋な外部リスク要因と、コントロール可能な内
部リスク要因を区別する。このように網羅的なリス
ク要因の組み合わせにより、自動車部品サプライ
ヤー各社や、OEM、株主および債権者といった利
害関係者が、関連するリスクだけでなく、複数の
異なるサプライヤー群同士、更には特定の単一サ
プライヤー群内においても、リスク対応の進捗度
合いを重層的に評価することができる。

*キーワードについては6ページを参照
出所：Factivaデータベースに基づくデロイト分析
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昨今どんな新聞を開いても、自動車業界のディスラプション
に関する記事がいくつも見つかるだろう。この状況は、
COVID-19のパンデミックを受けて激化しており、勝者と敗
者の両方がメディアの脚光を浴びるようになった。ほとんどの
OEMの販売台数と株価が共に急落する中、電気自動車メー
カーのテスラの株価は急上昇している。業界全体の自動車部
品サプライヤーがこれまで以上に力強く立ち直ろうとするな
らば、危機から正しい結論を導き出すことが重要になる。
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製品群全体にわたって、自動車部品サプライヤーにおけ
るリスクを検出し、予測するために能動的なアプローチ
を採ることは、貴社のトランスフォーメーション戦略を策
定するために重要であり、貴社が長きにわたって事業継
続し、自動車バリューチェーンにおける大きな変化の中
を突き進むための、最初のステップとなる。

世界の自動車部品サプライヤー業界が直面している、製
品群固有のリスクを特定し、評価するためのガイドである。

最初に、貴社の競争環境における、貴社がコントロール不可
能なリスク要因（外部要因）と、世界的・社会的トレンドを
カバーする、23の先行指標を評価する。

次に、貴社の各事業、財務状況、および、戦略的ポジショニ
ングに基づく、コントロール可能なリスク要因（内部要因）を
評価する。

当社 「自動車バリューチェーンの未来 2」シリーズにて紹介し
た、19の製品群からリスク評価を始める。

2 デロイト、自動車バリューチェーンの未来―部品サプライヤーの財務変革モデル、2018年

なぜ？ 何を？ どうやって？

アプローチと主な結果
グローバル・サプライヤー・リスクモニターの概要
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グローバル・サプライヤー・リスクモニターにより、
各19分類におけるリスクを継続的かつ体系的に
モニターすることが出来る。ここでは、各分類につ
いて、3つの外部リスクカテゴリー（市場構造と圧
力、規制および社会環境、将来的な市場の重要性）
と、3つの内部リスクカテゴリー（現金創出力、環
境適応力とイノベーション能力、信用力）に基づ
いて、5点評点で評価した。各リスクカテゴリーに
割り当てられた値は、複数のリスク指標を組み合
わせたものであり、 当社の広範な調査とセクター
知見に基づいて評価された。これにより、個別の
クラスターに関連するリスクを特定する際に、依拠
できる全体像を把握することができる。

様々なリスクに影響を与える、外部および内部要
因を理解することは、リスクへの対応策および軽
減策の策定を開始するための、強固な基盤を提供
することになる。図6で示すリスク・マトリックス
上でのポジショニングに基づいて、リスクの発生要
因および主要なドライバーに関する初期仮説を立
案し、リスク削減イニシアチブを定義することが出
来る。しかしながら、ここでは、貴社特有のリスク
構造を深く理解した上で、取り組むことが重要と
なる。

現状維持
この象限ではリスク・レベルは低いものの、継続
的にリスク・エクスポージャーを監視することが
不可欠である。

社内の課題を一掃する
この象限では、重大な内部リスクを特定したが、
それらをコントロールするために導入できる事業
上および財務上の対策がある。

市場の課題に対応する
この象限では、コントロール不可能なリスクへのエ
クスポージャーを最小限に抑える必要がある。市場
および戦略的課題に対して、メリハリをつけたリ
ソース活用により対応する。

火消し
この象限では、内部および外部リスクの両方が顕
在化している。最善の施策は、ビジネスモデルを完
全にトランスフォームすることだが、社内リソースが
限られる場合には困難である。

内燃機関関連の製品群の構造と、政治家および一
般大衆からのカーボンニュートラル・ドライブシス
テム採用への圧力から、この領域における外部リ
スク（コントロール不可能）へのエクスポージャー
は高い。また、内燃機関関連の構成部品に注力し
ている企業は、概して高い内部リスク（コントロー
ル可能）に直面していることが多い。

当然のことながら、新技術に注力する製品群につ
いては、リスク・プロファイルが低くなっている。電
動ドライブトレイン（外部リスクが、高電圧バッテ
リー／燃料電池を僅差で抑えて最も低い）および
ADAS＆センサー（内部リスクが、他の製品群に大
きく差をつけて最も低い）のリスク評価は低いが、
高電圧バッテリー／燃料電池の状況はより微妙で
ある：外部リスクは、電動化の進展度合いに基づ
いて、低く分類されることになる。また、本調査に
おけるデータサンプルは、関連する内部リスクの存
在も示唆している。

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
総合的なリスクスコアを達成するために、スケール1～5の内部および外部のリスク要因は50：50で加重する（次ページを参照）
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最もリスクが高いのは、内燃機関と排気システム
である。アクスルの内部リスクが最も高く（収益性
の低さと、資産負債状況の悪さ）、内燃機関の外
部リスクが最も高い（市場規模縮小、市場集中度
の高さ、規制からのマイナス影響の大きさ）。

最もリスクが低いのは、ADAS＆センサーおよび
電動ドライブトレインである。ADAS＆センサーは、
最もリスクが低い5つの製品群においても、6つの
リスク・カテゴリーの内で5つについて、最もリス
ク・エクスポージャーが低い。特に、環境適応力、
イノベーション能力、信用力が、リスク・レベルに
プラスの影響を及ぼしている。

COVID-19による危機により、自動車部品
サプライヤーは、その製品群の内容如何を
問わず、リスク対応する余地を狭められて
しまった。その一方で各国政府は、当該危
機の結果、持続可能性を推進する好機がも
たらされたと捉えている。結果として
COVID-19は少なくとも短期的には、特に
従来型ドライブトレインを搭載した自動車
への需要に悪影響を及ぼす。代替ドライブ
トレインを搭載した自動車の市場は、これ
とは対照的に今後も成長し続けると見られ
る。

リスク・ランク 変化* 製品群 リスク・スコア
1 内燃機関 4.74

2 排気システム 4.25

3 内装 4.09

4 燃料システム 4.01

5 クライメート・コントロール 3.55

6 アクスル 3.51

7 サスペンション 3.45

8 トランスミッション 3.44

9 ボディ 3.37

10 ステアリング 3.19

11
インフォテインメント
コミュニケーション 3.04

12 ブレーキ 3.03

13 電装品 3.02

14 シート 2.98

15 ホイール&タイヤ 2.87

16
高電圧バッテリー／ 
燃料電池 2.68

17 フレーム 2.62

18 電動ドライブトレイン 2.26

19 ADAS＆センサー 1.36

*  これらのリスク・スコアを公開するのは今回が初めてである。今後のは、この
チャートに前期のリスク・スコアに関する情報が含まれる予定。

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021

表1－リスク・リーグ・テーブル（製品群別）

高リスク

低リスク
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リスク要因

包括的な視点を担保するために、各製品群を
3つの外部リスク・カテゴリー（コントロール
不可能な要因と定義される）および、3つの
内部リスク・カテゴリー（コントロール可能な
要因として定義される）に基づいて評価する。
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リスク－外部要因
これらは、コントロール不可能な要因として定義され、現在あるいは将来の企業業績
に影響を与える可能性が高いが、その大部分が経営陣の影響力の範囲外となる。

リスク－内部要因
これらは、コントロール可能な要因として定義され、外部リスクの悪化あるいは軽減要
因となり得る。ある製品群における全企業が、外部要因からは同程度の影響を受ける
一方で、内部リスクは各社で大きく異なる。

現金創出力
新たなトレンドへの適応力と、OEMおよび市場全体からの厳しいプ
レッシャーにより、自動車部品サプライヤーは収益性の維持が要請
される。つまり、柔軟なコスト構造、安定した営業キャッシュフロー、
および運転資本の固定化を最小限にすることが求められる。

環境適応力とイノベーション能力（各製品群における）
各製品群における、現在および将来の市場トレンドに対する準備状
況、および当該市場に関する将来に渡る各社の投資意欲を見定め
るために、中期的な特許と研究開発投資水準を評価した。加えて、
イノベーティブな製品群においては、自動車部品サプライヤーがイ
ノベーションを通じて競合他社と一線を画したり、あるいは、新たに
収益性の高いニッチ市場を創出する機会がもたらされる。

信用力
ここでは、外部資本や借入、および既存融資での対応による、必要
な変化への資金手当や、新規プロジェクトへのファンディングといっ
た、各製品群における資金供給能力を評価する。高格付により、借
入および資本金としての資金提供者から調達が容易となり、将来
の事業拡大、ニッチ創出、製品ポートフォリオ拡大、および、業界再
編の仕掛けといった、将来に向けた取り組みへの資金的支援となる。

市場構造と圧力
ある製品群における競争状況から生じるリスクである。これは、
市場規模と比較して、現在の市場構造（細分化レベル等）を検
証することが重要となる。原材料や高スキル人財等の、重要なイ
ンプットに関する見通しが、各製品群における市場圧力に関する
評価を行う際の、追加的な考慮要因となる。

将来的な市場の重要性
グローバル・メガトレンドから生じるリスクに加えて、起業や
M&Aの魅力度等、各製品群の将来における市場の重要性に影
響する可能性がある、追加的なリスク指標がある。自動車メー
カーや新規参入企業によるイノベーションとディスラプションが、
現在の付加価値創出プロセスと付加価値そのもの、また、自動
車部品サプライヤー全体の状況を変えるものと想定される。

規制および社会環境
競争環境に加えて、企業の先行きは、社会的および規制上の、
規範や傾向―電動車への補助金や、CO2排出量の上限等―に
よりますます影響を受けるようになった。ここでは、安全性、持
続可能性から、今後の法的枠組みの予測可能性に至るまでの問
題を中心に、包括的にテーマ展開している。
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利益
営業キャッシュ・フロー
コスト変動

資産負債の構成
債務弁済能力
債務リスク・プレミアム

投資意欲
研究開発費
イノベーション能力

市場規模の拡大
市場の集中
M&Aの魅力度
原材料の入手可能性
人財の可用性

起業の魅力度

M&Aの魅力度
時価総額

IPOの魅力度
価値創造の進展

法制面での取り組み
補助金の影響
環境面での圧力
不測の事態

リスク－外部要因

先行指標

現金創出力

信用力

環境適応力と
イノベーション能力
（各製品群における）

リスク－内部要因

先行指標リスク要因 リスク要因

市場構造と圧力

将来的な市場の
重要性

規制および
社会環境

本リスク評価は、貴社が測定しモニタリングする、
広範にわたる一連の内部・外部リスクの先行指標
を対象とする。

本調査の目的に資するために、指標のデータベース
を常に更新することにより、最新の動向をリスク評
価に反映させた。

  デロイト「自動車バリューチェーンの未来」研究 3　   デロイトベンチマークデータベース　   デロイトの調査　   デロイトの専門知見

先行指標

図7－先行指標とデータソースの概要
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3、4デロイト、自動車バリューチェーンの未来－部品サプライヤーの財務変革モデル、2018年

本調査の範囲

関連する内部／外部 
リスク・レベルを反映した
自動車部品サプライヤー 
個社別のレポート

デロイトの自動車部品サプライヤー向け
ファイナンス・トランス 

フォーメーション・モデルの注力分野4

リスク・モニタリング リスク軽減

マクロ・リスクの
分析とモニタリング 主要リスクの特定 軽減策の策定

 • 各製品群におけるリスクを評価す
るために先行指標を分析する。

 • グローバル・デロイト・リスク・イ
ンデックスを精査し、個別企業毎
のシナリオに転換する。

 • 各社の製品群における様々なトラ
ンスフォーメーション・シナリオを、
大枠で、また、デロイトのリスク評
価に照らして評価する。

 • 客観的なリスク評価を可能にする
ために、主要な内部および外部指
標を使用する。

 • リスク評価をグローバル・レベル
で実施し、結果を定期的に更新／
公表する。

 • 各製品群における、前回のリスク
評価結果との比較を可能とするた
めに、時間経過に伴うリスク・エ
クスポージャーの進展をトラッキン
グする。

 • 企業固有のリスクを分析：

 – ある企業が、当該製品群とは異
なるリスク・エクスポージャーを
有するか？

 – 前回評価と比較して、リスク・
レベルはどのように進展してい
るか？

 • 企業への想定されるインパクトに
基づいて、主要なリスクを特定する。

 • コントロール不可能なリスクと可
能なリスクを区別する。

 • 主要なリスクを軽減するためのト
ランスフォーメーションの道筋とア
クションプランを定義する。

 • 変更されたリスク・エクスポー
ジャーに基づいてアクションプラン
を更新する。

リスクのモニタリングと軽減

表2－モニタリングおよび軽減アプローチの概要

内部および外部リスクをモニタリングし、
評価するための、継続的かつ体系的な
アプローチを確立することが各社にとっ
て肝要である。長期的な事業の成功を
実現するためには、リスクを早期に特
定し、適切な対策を講じるための、構
造化された方法論が必要となる。
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自動車部品サプライヤー、OEM、銀行および投資
家は、当社の強力な先行指標データベースを活用
し、様々な製品群や、自動車部品サプライヤーにお
ける、ベンチマークや相互比較をすることが出来る。
データベースの定期的な更新とともに、時間経過に
伴うリスク・レベルの変化についての洞察を、グロー
バル・サプライヤー・リスクモニターの次号以降
において提供する予定である。

リスクカテゴリーと指標 : 
製品群毎の評価
自動車部品サプライヤー、OEM、銀行および投資家が、23の
客観的な先行指標セットを活用し、継続的にリスクを特定およ
びモニタリング出来るように、当社は、独自の方法論を開発した。
これらの指標は6つの異なるリスク要因カテゴリに分類され、
継続的なリスク・モニタリングをサポートするために定期的に
更新される。
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次頁以降、各製品群毎のリスク・カテゴリーにおける、全先
行指標と、その影響についてご説明する。貴社、事業ポートフォ
リオ、顧客、および仕入先を、競合他社と比較する際には、ぜ
ひ当社にご連絡頂きたい。貴社事業における具体的なリスク
を特定し、軽減施策を策定することにお役に立てると考えて
いる。
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市場規模の 
拡大 

市場の集中 M&Aの 
魅力度

原材料の 
入手可能性

人財の 
採用難度

リスク・スコア リスク・スコアに対する指標の影響

高リスク 5

インフォテインメント 5.00

クライメート・コントロール 4.08

燃料システム 4.08

排気システム 3.86

高電圧バッテリー／燃料電池 3.68

…

ADAS&センサー 2.42

フレーム 2.42

電動ドライブトレイン 1.87

ボディ 1.86

ホイール&タイヤ 1.00

低リスク 1

  高リスク　   中リスク　   低リスク

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021

高リスク低リスク

インフォテインメントとクライメート・コントロール
は、市場圧力の点で最もリスクの高い製品群であ
る。インフォテイメントは、5指標のうち4つで、最
も高いリスク・スコアとなっている。当該市場は今
後の拡大可能性は低いと想定され、プレーヤーは
直接の競合他社を買収（市場の集中）することで、
販売数量を安定させようとする。

同時に、インフォテインメントに投資したいと考え
る投資家を、同一製品群以外で見つけられる可能
性は低い。ホイール&タイヤ製品群のプレーヤー
は、市場圧力の観点からリスクが最も低い。市場
の集中が進んでいないため、投資家が資金提供す
る意思があり、必要な原材料も広く入手可能であ
る。

新しいドライブトレインやコネクテッド・ドライビン
グ、電装製品群へ重大なリスクをもたした、人財
の枯渇および、最近の半導体危機は、今後も続く
と予想される。自動車業界は、これらいずれの分
野でも、ITおよび家電業界の企業と競合している。
これらの業界は、自動車業界全体と比較しても、
さらに魅力的な雇用主であり、大口の部品供給先
となる企業が属している。

市場構造と圧力

表3－リスク・リーグ・テーブル：市場構造と圧力
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リスク指標の説明

M&Aの魅力
製品群間でのM&A：異なる製品群において事業運営する企業に対
する投資。この場合、投資家は今後成長が見込まれる市場にのみ参
入を望む。同一製品群内でのM&Aとは異なり、必ずしも競争環境を
変えることにはならない。

市場規模の拡大
各製品群に対する、グローバル市場規模に関する期待値に基づく。市
場規模の大幅な拡大が期待される場合、通常、短期的にな競争環境
は低くなり、結果として、市場の全参加者においてリスク水準が低く
なる。

原材料の入手可能性
各製品群における生産活動に必要となる原材料について、世界的な
入手可能性と価格動向の分析。原材料の不足は、特定の製品群内全
市場参加者にリスクをもたらす。

市場の集中
製品群内におけるM&A：ある製品群において事業を行う企業が、同
一製品群における別企業を買収する。製品群内においてM&A活動
が活発であることは、市場の集中を示す指標となり、結果として、極
めて少数の自動車部品サプライヤーへの集中が高まることから、小
規模で市場支配力が弱い自動車部品サプライヤーについて、高いリ
スクが生じる可能性がある。

人財の採用難度
技術変化（電動化）および、自動車のデジタル化（Car to x）の進展
ペースを考えると、専門スキルを有する人財の採用難度は、非常に重
要なファクターとなる。適切な知見（教育と経験）を有する人財を見
つけることは、一部の製品群において予想される市場トレンドを活用
する鍵となる。
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 同一製品群内のターゲット 
 異なる製品群のターゲット

出所：Mergermarket；デロイト分析

内燃機関関連の製品群以外におけるM&A活動
は、2018年から2021年第1四半期迄において、
主に業界再編（買主と売主が同一製品群で直接
競合している場合）によって加速された一方で、電
動ドライブトレイン関連の製品群においては、多角
化（他製品群に注力するターゲットへの投資）から、
同一製品群内のトランザクション（再編の加速）へ
と、完全に逆転した。

内燃機関関連技術を詳しく見てみると、買主は、
再編・統合戦略（48%）あるいは多角化戦略 
（52%）のどちらかに、ほぼ均等に2つの陣営に
分かれている。いずれの陣営も、構造的に重要で、
かつイノベーティブな、将来的により重要となる製
品群をターゲットにしている。

従来型テクノロジーの外装製品群における買主は、
一義的には再編・統合に注力している（67%）が、
ここでの買主は、自動車部品サプライヤー業界以
外、例えば、フィナンシャル・バイヤー（PE等、
27%）が主である。

内燃機関関連の製品群を対象とするM&Aが、圧
倒的に業界再編目的の買収（67%）に牽引されて
いる一方、金融投資家（PE等、15%）が規模第2
位の買主グループとなっていることは、注目に値す
る。

買主

新しい
ドライブトレイン

2016－2017

2018－2020

コネクテッド
カーと
電装品

2016－2017

2018－2020

従来型
テクノロジー
－内装

2016－2017

2018－2020

内燃機関
関連技術

2016－2017

2018－2020

従来型
テクノロジー
－外装

2016－2017

2018－2020

買主は...に注力するターゲットに投資する

1,312 

...異なる製品群

多角化 統合

...同一製品群

77% 23%

48% 52%

17% 83%

76% 24%

70% 30%

72% 28%

68% 32%

52% 48%

67% 33%

92% 8%

図8－買主グループ別のM&Aの推移（2016－2020年）
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まとめ
フル・システム・プロバイダーとして発
展している自動車部品サプライヤーの
存在は、多角化の主なドライバーである。
製品ポートフォリオを定め、個々の構成
部品ではなく、システムをOEMに供給
する自動車部品サプライヤーがますます
増えている。

原材料商品の入手可能性は、デジタル
化と自動化、並びに電動ドライブシステ
ムへの切り替えにおいて、特に重要とな
る。コバルトや希土類金属のような、重
要な原材料の調達は、人権や環境問題
に加えて、原産国の政治的安定にかかっ
ている。

特に、ADAS&センサー、電動ドライブト
レイン、電装品、クライメート・コントロー
ル、インフォテインメントの分野は、半導
体危機のインパクトを大きく受けており、
今後も長期的な影響が予想される。

熟練した ITおよび電装技術の専門家が
限られているため、ADAS＆センサー、
インフォテインメント、e-モビリティ、電
動ドライブトレイン、高電圧バッテリー／
燃料電池などの製品群においては、激
しい人財獲得競争が予想される。逆に、
従来型の専門家の役割は影響を受けな
いであろう。
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内燃機関および燃料システムの製品群は、規制およ
び社会環境の観点から、最も高いリスクに直面して
いる。

CO2排出について、ますます厳しくなる法律、政府
の補助金の影響、および環境面での圧力が、内燃
機関および燃料システムなどの、内燃機関技術に
関連する製品群におけるリスクの主要因となってい
る。一方で、大規模かつ不測の事態が、全製品群に
等しく影響している。

新技術、つまり電動ドライブトレイン、および、高電
圧バッテリー／燃料電池の製品群において、リスク
が最も低かった。電池生産によるCO2排出量が少
ないとは言い切れないが、政治家たちは電気自動
車を推進しようと決意しているようだ。このことは、
事実上どこにでもある環境面での圧力と相まって、
この領域におけるリスクが低いことを意味している。

法制面での 
取り組み

補助金の 
影響

環境面での 
圧力

不測の 
事態

リスク・スコア リスク・スコアに対する指標の影響

高リスク 5

内燃機関 5.00

燃料システム 3.29

トランスミッション 3.00

電装品 2.72

内装 2.66

…

サスペンション 2.25

高電圧バッテリー／燃料電池 2.22

ステアリング 2.09

アクスル 2.09

電動ドライブトレイン 1.00

低リスク 1

 高リスク　  中リスク　  低リスク 高リスク低リスク

規制および社会環境

表4－リスク・リーグ・テーブル :規制および社会環境

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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環境面での圧力
今日のOEMには、カーボン・ニュートラル生産への移行を求める大
きな社会的圧力がかかっている。結果として、OEMは、一部の構成
品目を、カーボンニュートラルのバランスを改善するためCO2排出量
が少ない代替構成品目に切り替えるべく取り組む。OEMは、これら
のソリューションに関連する価格プレミアムの少なくとも一部を、自動
車部品サプライヤーに転嫁することもできる。これにより、当該製品
群における部品サプライヤーのリスクが高まり、自動車部品サプライ
ヤーは、これらの追加コストをカバーするために、さらなる効率向上
とイノベーションを達成する必要に迫られる。

法制面での取り組み
法規制は、一部の構成製品群における市場トレンドを加速させ、その
他の市場においては減速させ得る。法規制が強すぎると、技術的ポテ
ンシャルを市場において十分に活用できない可能性（例：自動運転）
がある一方で、新たな制度制定により他のトレンド（例：電動化）が
後押しされる場合もある。他方、法律が未整備であることによる不確
実性、言い換えるとリスクは、他の規制が十分な市場よりも高いこと
を意味する。

不測の事態
戦争、現在の危機のようなパンデミック、生態学的災害、政治的不安
定（例：Brexit）、事故（例：BEV（バッテリー電気自動車）のバッテ
リーの爆発や、自動運転車による死亡事故）などの偶発的な事象は、
製品群内の需要に直接影響を与える可能性がある。

補助金の影響
競合製品に対して不利な状況下でも、政府の補助金が、製品の寿命
を延ばしたり一時的に需要を押し上げることがある。一部の製品の
初期生産コストが高すぎる場合（限られた購入者にしか手が届かな
い）、補助金によって製品をより早く量産市場へ投入できる。補助金は、
長期的な依存度を高め、競争力を低下させるとしても、ある製品群に
おける企業のリスクを軽減する可能性がある。

リスク指標の説明
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COVID-19の影響
実際のインパクト
COVID-19のパンデミックは、ここ数十年で自動
車業界を襲った最大の危機の1つかもしれない。
欧州連合（EU）では新車購入が大幅に落ち込ん
でいるものの、代替ドライブシステムを搭載した自
動車については、どうにか対応出来る水準で持ち
堪えている。

現在の対策－ドイツの例
パンデミックにより、大きな課題に直面しているに
も関わらず、各国政府はこの機会を捉え、持続可
能性に向けた取り組みを強化している。例えば、
ドイツ政府による対策は、パンデミックによる代替
ドライブトレインへのマイナス影響を補償し、長期
的に持続可能な開発を促進している。

世界的な展望
世界的に見ると、COVID-19の危機は、少なくと
も短期的には、従来のドライブトレイン技術を搭載
した自動車の需要へ、特に悪影響を及ぼしている。
一方、2040年までに、新しい代替車の年間販売
台数は世界中で4,000万台を超えると予測してい
る。

今回の危機における、CO2削減目標を緩和する試
みにも関わらず、2030年までにそれを厳しくする
要求も見られた。既に世界で最も厳しいCO2規制
について強化を検討する計画を、欧州委員会は
2021年に発表した。

2023年までに代替ドライブトレイン
を搭載した自動車がやや緩やかに増
加、2024年以降はその傾向が加速す
ると予想する。
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 代替ドライブトレインを搭載する車両（中国）

出所：デロイト、Elektromobilitat in Deutschland-Marktentwicklung bis 2030 und Handlungsempfehlungen, 2020

図9－ドイツ、NAFTA、中国における代替ドライブトレイン車の年間販売台数と内燃機関搭載車との比較（百万台）
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まとめ
排ガス規制の強化を中心とする法規制
のトレンドは、モビリティにおける競争
環境のトランスフォーメーションを促し、
e-モビリティ関連の製品群にプラスの
影響を、排気システム製品群にもある
程度のプラスの影響を与える。

法制面での取り組みに加えて、パンデ
ミック関連の課題に直面する業界を支
援する政府の補助金が、内燃機関関連
のシステムではなく、代替ドライブトレイ
ンに向けられていることは明らかである。

二酸化炭素排出量について、バッテリー
生産は二酸化炭素を大量に排出してい
る。資源集約的な生産工程であるが故
に、ボディ、電動ドライブトレイン、およ
び内燃機関の生産に次ぐ量となってい
る。
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規制環境は、ある製品群が内包するリスクに、大きな影響
を与え得る。内燃機関や内燃機関関連の構成部品に関し
て、法規制が特定の製品を陳腐化させたり、あるいは、少
なくとも収益性を低下させるかもしれない。一方、政府の
補助金はBEVなどのトレンドを押し上げ、当該分野の変化
のペースを速めるかもしれない。新しい代替車の年間販売
台数は、2030年までにドイツ、NAFTA、中国全体で約
1,700万台に達すると予想されるが、この数字は2040年
までに4,000万台以上に増加する可能性がある。
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専門家たちは、内燃機関は将来、それほど重要で
なくなると予想している。本調査のリスク指標も同
様の結果を示した：

 •スタート・アップの活動が極めて少ない

 •時価総額の急激な減少

 • EBIT倍率が低く、IPOによるリファイナンスの機
会が少ない

起業活動の欠如（高い参入障壁のため）とIPO魅
力度の低さにも拘らず、高電圧バッテリー／燃料
電池の製品群は、リスク・スコアが最も低い。

起業の 
魅力度

時価総額 M&Aの 
魅力度

IPOの 
魅力度

価値創造の 
進展

リスク・スコア リスク・スコアに対する指標の影響

高リスク 5

内燃機関 5.00

排気システム 4.99

燃料システム 4.73

トランスミッション 4.61

ボディ 4.61

…

電装品 2.60

サスペンション 2.50

電動ドライブトレイン 2.27

ADAS&センサー 2.19

高電圧バッテリー／燃料電池 1.00

低リスク 1

起業の魅力度

表5－リスク・リーグ・テーブル :将来的な市場の重要性

  高リスク　   中リスク　   低リスク 高リスク低リスク

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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リスク指標の説明

起業の魅力度
製品群における、アクティブな、および、新規のスタートアップ数は、
将来の競争環境に関する良い指標となる。同時に、特定の製品群が
新たな事業機会において、いかに魅力的か、将来の見通しがいかに
明るいか、新しく、かつ若い競合他社からどのような潜在的脅威がも
たらされるかについても、多くのことを語っている。

時価総額
様々な製品群に属する企業の時価総額は、これらの製品群における
株式の購入・売却の潜在的なリターンについて、外部利害関係者が
どのように評価しているか、すなわち、市場の魅力度を評価している。
株価が下がれば、外部からの資金調達の機会はますます限られてくる。

M&Aの魅力度
EBIT倍率は、時価総額の変化と同様に、外部の利害関係者が企業
が属する市場の魅力をどのように判断するかを示している。EBIT倍
率が高いということは、企業の将来性が高く、将来のトランスフォー
メーションの取り組みへ向けて、一部事業を売却する能力があること
を示す。

IPOの魅力度
過去数年間の IPO件数から、各製品群に関する、市場の一般的な魅
力度を推定出来る。IPO件数が多いことは、当該製品群が投資家に
とって非常に魅力的であることを示し、IPO件数が少ないことはその
逆である。

価値創造の進展
平均的な中型車について、各製品群別（材料）費用のシェアを2028
年の予測と比較することによって、各製品群の将来的な重要性に関す
る洞察が得られる。例えば、電気自動車の需要そして結果としての生
産が増加するにつれ、内燃機関を搭載した自動車のみに注力する製
品群の将来性期待は低くなる。この指標はまた、各製品群について、
将来の魅力度を評価することも可能にする。



32

内燃機関およびトランスミッションの製品群は、付
加価値創出のシェアという観点から、最大の損失
を被ると予想される一方で、高電圧バッテリー／
燃料電池、および、電装品の製品群において、こ
の数値は大幅に高くなると予想される。

投資家の感覚も同様であることが示唆される：

 •内燃機関関連技術の企業のEBIT倍率は低く、新
しいドライブトレインに注力する企業は、EBIT倍
率が最も高い。
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図11－EBIT倍率でみた市場の魅力度図10－原材料費における内訳の推移（標準的な中型車）



33

自動車バリューチェーンの未来 | グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021

 従来型の技術－外装
 内燃機関関連技術
 従来型の技術－内装
 コネクテッドカーと電装品
 新しいドライブトレイン

出所：Refinitiv Eikon
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図12－COVID-19前後の時価総額のの推移（2018年12月=100）
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まとめ
新たなスタートアップの活用の大多数
が、ADAS&センサーや電動ドライブト
レインなどの新技術に関連しており、少
なくとも市場全体の成長鈍化や停滞が
予想される中でさえ、これらの製品群に
おける、長期的成長ポテンシャルは明ら
かである。

COVID-19が全世界を席巻する前の
14ヶ月間に、新技術に関連する企業は、
時価総額が2桁の成長率（>30％）とな
り、他の製品群の時価総額を上回ってい
た。燃料システムとフレームの製品群は、
同期間において2桁のマイナス成長と
なり、パフォーマンスが低下した。

ホイール、フレームおよびサスペンショ
ンの製品群におけるIPO件数は平均を
上回っており、この製品群は今後も重要
性を保ち、投資家が、これらの製品群を
潜在的な安全領域として見ていること
を示している。
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市場は既に、将来的には、内燃機関や当該関連技術の重
要性が低下すると予想している。内燃機関関連技術に注力
する企業のEBIT倍数が低いばかりか、COVID-19のパン
デミック以降、時価総額の伸びも停滞している。
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資金力の観点から見ると、アクスル、および排気シ
ステムの製品群が、自動車部品サプライヤー・セ
クターにおいて、最もリスクが高い。

この2つの製品群においては、利益（EBITマージ
ン）と営業キャッシュ・フローの水準も最も低い。
一方で、高電圧バッテリー／燃料電池の製品群に
ついて、2018年における高水準の研究開発投資
と、未だ低い稼働レベルが利益にインパクトを与
えているものの、非常に柔軟なコスト構造により、
リスク・エクスポージャーは軽減されている。

インフォテインメント、および、ADAS&センサーの
製品群が、最も低リスクとなっている。高収益性と、
高い営業キャッシュフロー水準が、比較柔軟性に
欠けるコスト構造を補う形となっている。

利益 営業キャッシュ
フロー

コスト 
変動

リスク・スコア 指標がリスク・スコアに与える影響

高リスク 5

アクスル 5.00

排気システム 4.01

ステアリング 3.93

内燃機関 3.89

高電圧バッテリー／燃料電池 3.84

…

フレーム 2.34

トランスミッション 2.07

ホイール&タイヤ 1.87

ADAS&センサー 1.00

インフォテインメント 1.00

低リスク 1

現金創出力

表6－リスク・リーグテーブル：現金創出力

  高リスク　   中リスク　   低リスク 高リスク低リスク

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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リスク指標の説明

利益
本調査におけるベンチマーク分析の対象企業（計519の部品サプラ
イヤー）において、EBITは各製品群の収益性の代理変数となる。本
調査においては、各製品群において獲得された総利益額に基づき、
特定の製品群に関する業績の巧拙、および、将来変化への独力での
適応力を考察する。

営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローは、いわゆる通常のビジネスにおける企業の資金
稼得能力を測定する。

本調査におけるベンチマーク分析の対象企業について、より適切に営
業キャッシュフローを分析するために、非現金項目についてEBITを調
整し、運転資本を追加している。

コスト変動
各製品群あるいは各社における、変動費と固定費の比率として、ここ
でのコスト変動を定義する。景気後退局面における低収益水準に、
自社オペレーションをより容易に適応させることが出来るため、高い
変動比率はプラスとみなされる。

本調査のベンチマーク分析では、対象企業の変動費と固定費を比較
した。
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電装品、アクスル、電動ドライブトレインを除く、全
製品群において、過去2年間で収益性が低下した。

イノベーションが、高業績をもたらすと共に、自動
車部品サプライヤーは競争環境から抜け出し、市
場における参入障壁を築くことが出来る。新技術
領域において、このような多くの例がみられる。

ただし、これらの成長領域および、新技術の製品
群以外にいても、利益成長が見られ、例えば、ア
クスルの製品群は、利益水準は低いものの、過去
2年間においてEBITマージンが増加している。

対照的に、電装品におけるEBITマージンの増加
は著しく、自動車部品サプライヤー業界で最もリ
スク耐性が強い製品群だと考えられる。

一般に、自動車部品サプライヤーは、高収益性を
持続的に達成するために、競争優位性、最高水準
のプロセス、および、バリューチェーン全体にわた
る、厳しいコスト最適化を必要とする。また、規模
の経済による攻勢や、業界再編を仕掛けることに
より、成功している企業も存在する。ただし、重要
性が低下している製品群における、持続可能かつ、
長期的な生き残りができる保証はない。
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図13－EBITマージンの推移
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iuntem eiunt enectaquame 
pelest mod et adio.

まとめ
電装品の製品群においては、既に高い
収益性がさらに高まった一方で、ADAS
およびインフォテインメントの製品群は、
業界平均上にある利益率を維持するこ
とに苦労している。

既に低い収益性がさらに低下し続けて
いるという事実に基づいて、シートの製
品群を �ディスラプションの犠牲者� とし
て分類出来る。高電圧バッテリーの製品
群は、手堅いEBITマージンを創出して
いるが、現在の生産規模の拡大が、
キャッシュフローにマイナス影響を与え
ている。この製品群は、さらなる成長に
向けた資金（投資および運転資金）とし
て、外部から資金調達する必要がある。

新技術は、必須かつ極めてコストがか
かる研究開発投資と低収益性により、
最も高い変動費・固定費比率となって
いる。特に、今日の市場における不確
実性と期待値の変化を考えると、これら
の企業は、売上高の減少に対して非常
に脆弱である。
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サスペンション、ホイール＆タイヤ、ブレーキの各
製品群における、投資意欲、研究開発費およびイ
ノベーション能力は、全て同じ方向に向かっており、
イノベーション能力の観点からは比較的リスクが
高い。

ADAS＆センサーの製品群は、高い研究開発費と
高水準の特許により、イノベーション能力が最も高
く、その結果、競争環境から抜け出せる可能性も
ある。

投資意欲 研究 
開発費

イノベーション
能力

リスク・スコア 指標がリスク・スコアに与える影響

高リスク 5

サスペンション 5.00

ホイールとタイヤ 4.85

ブレーキ 4.78

ステアリング 4.70

インテリア 4.29

…

電動ドライブトレイン 2.64

電装品 2.62

フレーム 2.61

シート 2.49

ADAS&センサー 1.00

低リスク 1

製品群の環境適応力とイノベーション能力

表7－リスクリーグテーブル：環境適応力とイノベーション能力

  高リスク　   中リスク　   低リスク 高リスク低リスク

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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リスク指標の説明

投資意欲
設備投資比率は、ある製品群における投資を、他の製品群における
投資と比較する。この比率が高いことは、当該製品群における拡大
投資の可能性が非常に高く、新たな市場機会がある事が示唆される
る。この比率が低い場合、当該製品群における企業は、刈り取り戦略
を追及していることを示唆している。

研究開発費
製品群における研究開発費は、当該製品群における企業が考える、自
社製品の将来に渡る重要性について、その長期的な可能性や程度の指
標となる。一方で、研究開発費が低い場合、当該製品群は、将来の技
術進歩への対応力が弱い可能性がある。

イノベーション能力
各製品群における公開特許数も、研究開発費と同様に、将来的な事
業継続可能性のパラメーターとして活用できる。研究開発費と公開
特許件数は、正の相関関係を有し、特許数が多いほど、当該製品群
に関する、将来に渡る市場全体での重要性が高くなり、特許数が少
ないほど、重要性が低くなる。
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本調査によると、新技術に注力する製品群におけ
る、売上高研究開発費比率は、他の全ての製品群
を上回る。

市場規模の違いを考慮しなくとも、過去24か月に
おける公開特許の大半が新技術に関するものであ
り、電装品のみで、全特許出願数の19％を占めて
いる。特許出願件数は電装品の製品群が最も多い
（2,208件）が、相対的には、ADAS＆センサーの
製品群の方が、企業当たりの特許出願件数が多い。

この結果は、研究開発費の水準と一致しており、
インフォテインメント&コミュニケーション、および、
ADAS&センサーの製品群が、最も高い順位となっ
ている。

フレーム 1.6%
ブレーキ 2.2%
サスペンション 2.2%
燃料システム 2.4%
ホイールとタイヤ 2.5%
クライメート・コントロール
ボディ
内燃機関
ステアリング
アクスル
排気システム
トランスミッション
シート
内装
電動ドライブトレイン
電装品
高電圧バッテリー／燃料電池
ADAS&センサー
インフォテインメント

2.6%

3.2%

4.8%
6.9%

5.0%0

売上高研究開発費比率

10.0% 15.0%

14.4%

Ø 4.6%

11.2%

4.5%

2.9%
2.8%

4.0%

3.3%
3.4%
3.5%

9.0%

 新技術

 内燃機関関連技術

 その他技術

出所：デロイト・サプライヤー・ベンチマーク・データベース

図14－製品群毎の研究開発費
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アクスル 71
ホイールとタイヤ 140
ブレーキ 187
ステアリング 192
燃料システム 205
シート
サスペンション
排気システム
インフォテインメント＆コミュニケーション
電動ドライブトレイン
クライメート・コントロール
高電圧バッテリー／燃料電池
内装
トランスミッション
フレーム
ボディ
内燃機関
ADAS&センサー
電装品

210

523

913

5000 1,500 2,000

過去2年間の特許件数

2,500

1,957

243

658

419
465
470

807
823
825

2,208

539

 新技術

 内燃機関関連技術

 その他技術

出所：デロイト分析、DPA

図15－製品群毎の特許件数
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まとめ
長期的な見通しには疑義があるにもか
かわらず、内燃機関関連の製品群は、
依然として平均以上の投資を行ってい
る。衰退市場への継続投資は、これら
の製品群における財務的圧力を増加さ
せるだけである。

研究開発費のシェアが最も高いインフォ
テインメントは、自動車の価値提案を再
設計し、これらの特徴を、重要な差別化
ポイントとして確立することを目指して
いる。

電気自動車と自動運転の新しいバ
リュー・ネットワークにおいて、強い存
在感を持つ電装品、および、ADAS&セ
ンサーの製品群においては、新技術が
積極的に開発されている。ここでの特許
は、新規特許全体の約30%を占めてい
る。
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特定の製品群（ADAS＆センサーや電動ドライブトレイン
等）において、研究開発費と生産能力への高水準の投資が
確認できる。このことで、今後の市場の成長が確信できる
一方で、これらの企業群における財務状況の課題が示唆さ
れる。
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債務負担が大きく、資本水準が低い（低収益性を
原因として）場合、企業は既存融資の借り換えや、
新規借入が難しくなる。フレーム、および、排気シ
ステムの製品群に属する企業の信用力は比較的
低い。

資産負債の構成が良好であり、債務弁済能力が高
いため、ADAS＆センサーの製品群に属する企業
の信用力は高い。投資家も同様に考えており、結
果として、当該製品群におけるリスク・プレミアム
は低い。

資産負債
の構成

債務弁済 
能力

債務リスク・ 
プレミアム

リスクスコア 指標がリスクスコアに与える影響

高リスク 5

インテリア 5.00

ボディ 4.81

排気システム 4.78

フレーム 4.69

アクスル 4.61

…

シート 2.73

インフォテイメント 2.73

トランスミッション 2.40

気候制御 2.28

ADASとセンサー 1.00

低リスク 1

信用力

表8－リスクリーグテーブル：信用力

  高リスク　   中リスク　   低リスク 高リスク低リスク

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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リスク指標の説明

債務リスク・プレミアム
各製品群における借入への平均支払金利と、EURIBORの差により、
金利スプレッドを見積もる。スプレッドが高ければ高いほど、リスクは
大きくなり、将来の資金提供者にとって、当該製品群の魅力は低くな
るであろう。この金利スプレッド、各製品群のリスク・プレミアムと呼
ぶことにする。

債務弁済能力
製品群毎に、借入弁済に必要となる期間を、この指標によって評価する。
ここでは、純有利子負債とEBITDAの比率に基づいて、各製品群にお
ける一定の債務負担と収益を前提として、債務弁済の必要年数を見積
もることができる。

資産負債の構成
製品群あるいは企業が、危機の際に融資を確保できる可能性を自己
資本に対する負債の比率を用いて評価する。負債比率が低いことが、
ここではプラス要因となり、製品群あるいは企業が、必要な時に簡単
かつ迅速に外部から資金を調達できるだろうから、危機を乗り切るた
めに、自社の借換能力に依拠できることを示唆している。
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いくつかの製品群は、収益性と比して、債務負担
が大きい。大規模生産設備が債務で賄われ、担保
に供されることも多く、製造業全般、特に自動車
部品サプライヤーが高い債務負担を抱えることも
珍しくない。純有利子負債／EBITDAとして表さ
れる財務レバレッジが2.5未満の場合に、専門家
は、製造業の企業を「投資適格」と評価する。

特に、内燃機関関連の製品群においては、高い債
務負担と、予想される収益性の低下により、リスク
－資本市場による定量的なモニタリング－がもた
らされる。

金利スプレッドは、多くの場合、資金提供者が借
主に要求するリスクプレミアムを示す。内燃機関関
連の製品群において、借主が支払う金利スプレッ
ドが、依然として比較的低いことは注目に値する。
これは、担保として活用できる比較的高い資産
ベース、あるいは、競合他社と比較して、歴史的
に安定したキャッシュフローと、十分な収益性によ
るものだろう。

クライメート・コントロール 0.2
トランスミッション 0.4
ADAS&センサー 1.0
電装品 1.2
インフォテインメント＆コミュニケーション 1.3
シート
電動ドライブトレイン
ステアリング
高電圧バッテリー／燃料電池
燃料システム
フレーム
ホイール&タイヤ
ブレーキ
ボディ
内燃機関
サスペンション
内装
排気システム
アクスル

1.3

2.1
2.2
2.2
2.2

3.1
3.2

3.4

1.0倍0 2.0倍 3.0倍

純有利子負債／EBITDA （単位：倍）

4.0倍 5.0倍

3.9

Ø 2.1倍

3.7

2.7

1.6

2.4

1.9

 新技術

 内燃機関関連技術

 その他技術

出所：デロイト・サプライヤー・ベンチマーク・データベース

図16－製品群毎の債務弁済能力
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ADAS&センサー 125
トランスミッション 146
フレーム 182
インフォテインメント＆コミュニケーション 183

183クライメート・コントロール
内燃機関
排気システム
電気ドライブトレイン
高電圧バッテリー／燃料電池
燃料システム
ブレーキ
サスペンション
電装品
シート
ステアリング
アクスル
内装
ボディ
ホイール&タイヤ

197

233
247

339

1000 200 300

金利スプレッド

400

Ø 237

343

207

250

214
217
222

279
280
284

379

 新技術

 内燃機関関連技術

 その他技術

出所：トムソン ロイター ローンコネクター

図17－製品群毎の債務リスク・プレミアム
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* COVID-19前の評価

まとめ
自動車業界は比較的強固な資本基盤* 
（資産負債の構成）を有しており、レバ
レッジ比率が1.7（フレーム）を超える
製品群は存在しない。そうは言っても、
業界内の個々の企業の財務状況とその
結果としてのリスク・プロファイルは大
きく異なる。

収益性に関しては、比較的債務負担が
大きいいくつかのクラスターがある。ア
クスル、排気、内装の製品群は、
EBITDAの3倍以上の負債を有する。し
たがって、市場低迷の恐れが、特定の製
品群における債務弁済能力についての、
最大のリスク要因となる。

新技術や内燃機関関連技術は、他の製
品群に比べてリスク・プレミアムが低い。
逆に、一部ではコモディティ化した部品
とみなされている、ボディや内製の製品
群においては、高リスク・プレミアムを
支払わなければならない。
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フレームと排気システムの製品群は、債務負担が高く、自
己資本水準が低いため、信用力が比較的低く評価される
一方で、ADAS＆センサーの製品群に対する信用力は、良
質な資産負債の構成および高い債務弁済能力故に、高く
評価されている。
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ケーススタディ

ケーススタディでは、グローバル・サプライヤー・
リスクモニターのリスク分類システムを用いて、ク
ライメート・コントロール・サプライヤーが直面す
るリスクを評価した。図における大きな丸は、この
リスク指標が現在、サプライヤーのリスク・エクス
ポージャーに大きな影響を与えていることを示し
ている。

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021
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図18－クライメート・コントロール市場のリスク－ 
マクロリスク分析

高リスク 低リスク
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マクロ・リスク分析：クライメート・コントロール・
サプライヤーの出発点

 •コモディティ化は、当該セクターにおける競争力
に関する最大のドライバーである：市場規模は
2024年までにCOVID-19以前の水準に達する
とは予想されていない。しかしながら、当社の経
験上、イノベーション能力が低く、収益性向上や
競合との差別化の機会が限られる分野において
は、コモディティ化は既にリスク要因となってい
る。その結果、市場の圧力は比較的高くなってい
る。

 •革新的な構成品の生産や、システムサプライヤー
への戦略変更は、有望な適応戦略となる：自動
車部品サプライヤーが、電動車向け向けカスタ
マイズ部品、あるいは、クライメート・コントロー
ル・システムを提供しているならば、競争環境か
ら抜け出せる可能性はまだある。

 –電動コンプレッサーは、ハイブリッドおよび電
気自動車の主要構成品である。そのため、今
日の販売台数は極めて少ない（2020年に
ヨーロッパで220万台販売された）が、専門
家は魅力的な価格かつ、力強い成長を予測し
ている。しかし、自動車部品サプライヤーは、
内燃機関向け（機械式コンプレッサーなど）と、
EV向け（電動コンプレッサーなど）製品を同
時にOEMへ供給しなければならず、財務的
にも人的リソース面でもひっ迫する。

 –コスト圧力が高まるにつれて、システム全体を
含む、追加機能の提供を自動車部品サプライ
ヤーへ要求するOEMが増えている。その結果、
個々の構成部品ではなく完全なシステムを提
供できるプレイヤーだけが、より戦略的に有利
な立場に立つことになる。

 •クライメート・コントロール市場は寡占化してい
る。例えば、欧州市場では、世界的な大手企業
は5社しかなく、各社がかなり安定した市場シェ
アを保持している（ただし、シェアは地域毎に異
なる）。これらの競合各社のポジションはそれぞ
れわずかに異なり、主に熱マネジメントに重点を
置いているのは2社のみである。5社とも完全な
HVACシステムに対応しており、そのうちの1社
だけが、主に個別のHVAC関連の構成部品を提
供している。

 •直接の競合他社は有利な立場にある：競合する
自動車部品サプライヤーの規模と、製品ポート
フォリオの幅広さを考えると、現金創出力と信用
力は比較的高いと分類できる。

出所：グローバル・サプライヤー・リスクモニター2021

リ
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社内の課題を一掃する 火消し

現状維持 市場の課題に対応する

高

ケーススタディ・
自動車部品
サプライヤーの
ポジション

クライメート・コントロールの
製品群のポジション

図19－リスク・マップ－クライメートコントロール気候制御
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大打撃：パンデミック、コモディティ化、新しいド
ライブトレイン技術への移行は、クライメート・
コントロール市場に大きな影響を与えている
当社の自動車部品サプライヤーは、ヨーロッパの
低コスト国と西ヨーロッパの両方に生産拠点を有
する。

当社の自動車部品サプライヤーのリスク・プロファ
イルは、クライメート・コントロール市場で一般的
に見られるリスクとは異なる。

内部リスクの増大：自動車部品サプライヤーが完
全なシステムではなく、内燃機関関連の製品およ
び構成部品のみに注力しており、生産性向上に
よって相殺出来ないほどの、大幅な価格低下が起
こっている。同時に、従来は低コスト労働市場と考
えられていた生産拠点において、人件費が上昇し
ている。

外部リスクの増大：コモディティ化が進展する中、
内燃機関関連製品を中心とする自動車部品サプラ
イヤーは、安定した収益を維持するためには、販
売数量の増加に依存せざるを得ない。電気自動車
用の電動コンプレッサーを製造する自動車部品サ
プライヤーは、高い成長環境において競争し、世
界市場向けの車体・車両への部品供給契約を獲
得するために、世界中に生産拠点を必要とする。
自動車部品サプライヤーの生産拠点がヨーロッパ
に集中しているため、世界市場の成長に参画する
機会は限定される。内燃機関に注力していること
も、成長可能性の制約要因となっている。
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「COVID-19危機と、OEMのe-モビリティへ
の移行という、市場が前例のないディスラプ
ションを経験する中で、我々は、部品製造と
�コモディティ� 生産の岐路に立っている」

Tier.1自動車部品サプライヤー、CEO

クライメート・コントロールサプライヤーの高リスク要因

市場構造と圧力
価格圧力
部品事業は全般として、内燃機関関連部品は特に、コモディティ化の真っ只中
にある。自動車部品サプライヤーが、固定費をカバーするために、数量規模の
大きなプロジェクトを確保することは不可欠であり、これは、十分な生産能力
を備えた世界規模の生産拠点の構築が決定的な要因となることを意味する。

将来における市場の重要性
安定的な市場拡大
ほぼすべての車種に熱マネジメントシステムが搭載されているため、全体的な
販売台数は引き続き安定すると予想される。特に内燃機関部品に注力してい
る自動車部品サプライヤーにとって、ターゲット市場が縮小すると予想される
場合には、数量面での成長が課題となる。

イノベーション能力
イノベーション機会の欠如
この分野における新たな、かつ、画期的なイノベーションの可能性は低い。e-
モビリティの構成品目がまだポートフォリオに含まれていない自動車部品サプ
ライヤーは、継続的なコモディティ化の環境にさらされる可能性があろう。

現金創出力
限定的な多角化
現時点では、ほとんどの自動車部品サプライヤーは比較的強固な財務状況に
あるが、価格圧力および横ばいの市場動向が将来の収益性に影響を与える。
熱マネジメントのみに注力するプレーヤーは、新技術に注力する他の構成部
品の製品群からの安定したキャッシュフローと、事業のトランスフォーメーショ
ン（たとえば、e-モビリティ向け構成部品の開発と、OEMへの利益率の低い
内燃機関向け構成部品の供給を同時に行う）に対して、相互に資金融通出来
ず、特に影響を受ける。
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 •市場のコモディティ化が進んでおり、貴社が世界規模の生産拠点を有さない場合は、他の自動車部品サプライ
ヤーと協業する。
 •バリューチェーン全体でコストの最適化（例えば、生産拠点の再構築、アウトソーシング・パートナーの探索、間
接費の削減）を徹底し、粗利益を安定させる。
 •生産性を向上させるために、大量生産に向けた、最高水準のプロセスを実現する。
 •製品ポートフォリオを合理化する。

 •競合他社の退出を促し、追加的な市場シェアを獲得することで、市場の集中化を進め
る。（例えば、電動コンプレッサーのサプライヤーへの投資、成長市場における生産拠
点の構築、利益率の高い市場への参入を検討する）
 •他の構成部品サプライヤーに投資することにより、製品ポートフォリオを補完し、システ
ムサプライヤーとなる。

 •他の自動車部品サプライヤーと共同でe-モビリティ向け製品を開発する。

 •競争の少ない市場で事業を展開する自動車部品サプライヤーに投資することにより、生産ポートフォリ
オをシフトする。
 •運転資本管理を強化し、現金創出力を向上させる。
 •業績の良くない生産拠点／事業体を分離して、出血を止め、その収益をトランスフォーメーションの資
金として活用する。
 •新規資金調達力向上のためのリファイナンス。

クライメート・コントロール・サプライヤーが直面する主要なリスクに対処するためのアクション・プラン 「COVID-19危機の深刻な兆候を
克服するだけでなく、基本的なビジ
ネスモデルの再考が、多くの企業に
求められている。即時かつ積極的な
構造改革は、プレーヤーがより強固
で持続可能な競争上の地位を取り
戻すために有益である」
デロイト リストラクチャリング・サービス パートナー 
フィリップ・キンズラー（Dr.）



58

製品群 リスク・ランク リスク・スコア リスク分類 EBITマージン

アクスル 1 5.00 3.4%

ステアリング 2 4.47 4.9%

排気システム 3 4.24 5.5%

サスペンション 4 4.12 5.8%

シート 5 3.97 6.2%

電動ドライブドレイン 6 3.88 6.5%

内燃機関 7 3.77 6.8%

ボディ 8 3.64 7.1%

インテリア 9 3.63 7.2%

フレーム 10 3.51 7.5%

ブレーキ 11 3.46 7.6%

クライメート・コントロール 12 3.39 7.8%

高電圧バッテリー／燃料電池 13 3.30 8.1%

電装品 14 3.18 8.4%

排気システム 15 3.16 8.4%

ホイール&タイヤ 16 2.89 9.2%

トランスミッション 17 2.65 9.8%

インフォテインメント＆
コミュニケーション 18 2.18 11.1%

ADAS&センサー 19 1.00 14.3%

全先行指標について、全製品群を相互比較している。パフォーマンスが最も高い製品群とパフォー
マンスが低い製品群の両方が、低リスク［1.00］または高リスク［5.00］としてランク付けされる。
他の全製品群は、先行指標の元となるドライバーに基づいて、これらの両端から相対的に分配・
配置される。

それぞれのリスク要因分類内の全先行指標は、全体的なリスク要因
を構成するために、他のリスク要因間で均等に加重平均される。

レベル3（p.36）:先行指標

営業キャッシュ・フロー

利益

コスト変動

リスク評価アプローチのためのドライバー・リスト
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レベル2：リスク要因 レベル1（p13）：全リスク・スコア

最終的な内部リスク（および各外部リスク）要因を決定するために、
全てのリスク要因は互いに等しく加重平均される。

最終的には、内部および外部リスク要因に50：50の加重平均をして、
各製品群の全体的なリスク・スコアを決定する。

環境適応力とイノベーション能力
（製品群毎）

現金創出力

信用力

リスク－内部要因

リスク－外部要因
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