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はじめに

自動車部品サプライヤー業界の将来には、論
点が山積している。テクノロジー、市場、社会、
政治、そして環境に関わるアジェンダにおける
不確実性を変数として、2030 年の見通しは、
その振れ幅に大きく依存する。車両とインフラ
の電動化をいつ達成出来るのか？コネクティ
ビティと自動運転技術が量産化され、市場に
広まるのはいつ頃だろうか？自動車 OEM 部
品サプライヤーの勢力図は 2030 年迄に、ど
のように変わっていくだろうか？ 地政学的要因
がどう作用していくのか？政府はグリーン政策
に投資するだろうか？そして最も重要なことは、
貴社の戦略的意思決定の手がかりを、この複
雑な状況下において、どのように引き出すか
である。
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これらの問題に対応するために、当社の戦略
コンサルティングのエキスパートが、シナリオ・
ベース・モデリングという革新的なアプロー
チを開発した。一般的に企業は、過去事象か
らの外挿的な推定と、確率論的な予測に基づ
いて、将来の不確実性に対処する。しかしなが
ら、自動車部品サプライヤー業界に対して、そ
のようなアプローチは明らかに不十分である。
線形での推定では、自動車業界に起きうる展
開やその予兆ー大半が破壊的であり、いくつ
かは相互排他的な動きをするーを全て捉える
ことはできない。過去に基づく意思決定ではな
く、当社のシナリオ・メソッドにおいては、個々
に独立した重要な不確実性ーインパクトが大
きいが未だ今後の展開が不確実なーを変数と
して取り入れることを推奨する。このアプロー
チにより、「実際に起こりうる」将来を確実に
網羅する、4 象限のシナリオの枠組みを作成
することが出来る。

これらの 4 象限に基づいて部品サプライヤー
各社に起こり得る様々な影響を推測出来る。
想定される今後の展開を、これら 4 つのシナ
リオの枠組みへ織り込むとともに、定量化モ
デルと組み合わせる。そうすることによって、
経営者は戦略を策定し、考え得る結果への備
えとして、必要となる具体的なアクションを定
めることが出来る。当社は 2016 年に、自動
車部品サプライヤー業界に関する 2025 年の
予測を含む将来シナリオ（初版）を発表し、近
年、これらを 2030 年の予想に基づいて更新
した。
以降において、方法論の詳細を説明し、新た
な 4 つのシナリオについて概観した上で、2 つ
のケース・スタディを用いて定量的な検討を
加える。
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構造的変化に直面する自動車部品サプライ
ヤーは、そこに内在する将来の不確実性に
どのように対応すれば良いのだろうか？
デロイトは戦略的意思決定のためのシナリ
オベース・フレームワークを更新した：
今後 10 年間における、自動車部品サプラ
イヤーへ向けた 4 つのシナリオ
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ドライバーからストーリーへ：
業界シナリオの組み立て
シナリオは、将来に関する各種変数やドライ
バーに係る洞察、結論および予測を織り込ん
でいる。部品サプライヤー業界のシナリオ策定
が、まず業界に対して最もインパクトがあるド
ライバーに関する徹底的なトレンド調査から
始められる所以である。最初のフェーズとして、
当社の AI ツールである Deep View1 による、
ニュースや記事、およびブログの分析結果に
基づき、約 100 の経済的、技術的、環境的、
政治的、そして社会的ドライバーを特定した。

どのドライバーが最も重要であり、相互にどの
ように相関しているかを判断するためには �ヒ
ト� からの専門的意見も重要であることから、
多数の業界専門家へインタビューも実施した。
選定した 74 のドライバーから、影響と不確実
性の程度に基づき、18 の「重大な不確実性」
に優先順位付けを行った（図 1 を参照）。さら
に、 当 社 の 2017 年 の 調 査「Automotive
Value Chain 2025+ and Beyond2」と比較
して、新たな 32 のドライバーを追加した。

シナリオ・プランニングは、将
来予測ではない。たとえ、現時
点では極端な絵姿であろうと、
市場環境の時間経過に伴う進
化を適切に描くことがゴールと
なる。

1
2

デロイト：Automotive Value Chain 2025+、 2017 年
デロイト：Understand your market and competitors 、2020 年
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図 1 – ドライバー調査結果
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次のフェーズとして、「重大な不確実性」を 4
つの主要テーマ：「アジア市場での売上高の
伸び」、
「新技術の採用」、
「OEM の部品サプラ
イヤーへの依存度」、「市場自由化の程度」に
分類した。各分類における妥当かつ究極の到
達点を定めつつ、今後起こり得る展開の範囲
を定義し、かつ、シナリオの視覚化の軸となる
2 つの最重要テーマを特定した。：

01. OEM の部品サプライヤーへの依存度
02. 技術的、経済的エコシステムレベル
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これらの軸に沿って、様々な展開の組み合わ
せを考案し、4 つのキー・シナリオにまとめた
（図 2 を参照）。これには、 短期および中期
（2023、2025 年）に関する洞察が含まれる。
シナリオは予測ではないが、部品サプライヤー
業界に対して、当社の定量化モデルを適用す
る際、そのフレームワークとして利用される。
これらのシナリオが貴社にとってどのような意
味を持つのか、細部に拘ることなく全体像を
捉えることが重要となる。各シナリオにおいて、
自動車業界におけるどのトレンドが効いてくる
のだろうか？（図 3、CASAトレンドを参照）

現時点では予期できない将来シナリオを考え
ることが、ここでは重要となる。実際に、これ
がまさにシナリオ思考の勘所ー想定を疑い、
想定外に備えるーである。
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図 2 – シナリオフレームワーク
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したOEM が、車両プラットフォームを開発し、
部品サプライヤーを支配し、車両ソフトウェア
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図 3 – 各シナリオにおける CASA トレンド
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コネクティビティ
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各シナリオは、自動車部品サプライヤーの
将来がどのように展開するかを示す
シナリオに基づき適切な対応策を講じること
で、明確な競争優位を得ることが出来よう
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シナリオ 1：
専門特化型ジャイアントに
よる支配

シナリオ 1 の主なドライバーは、グローバル貿
易の自由化、経済成長、技術革新である。
2023 年迄に、現在の COVID-19 危機から景
気は迅速に回復する。国際協調、規制緩和、
およびグローバルスタンダードにより、カー
シェアリングやロボタクシーなどの代替的で
革 新 的 なコンセプトが 展 開、 成 長する。
2025 年までに、バッテリー式 電 気 自 動 車
（BEV）が新車販売の内、相当なシェアを占め
ることになる。しかし、自動車の総販売台数
は 2030 年までに大幅に減少する。ハードウェ
アからソフトウェアに付加価値が移行すること
により、データ・エコシステムを構成し、自動
車用オペレーティング・システム（OS）を提
供するテクノロジー企業が業界をリードするこ
とになる。このシナリオでは、グローバル競争
が激しくなる。従来の大手部品サプライヤー
は、センサー内臓部品を提供し、小規模プレ
イヤーを買収する。従来型の OEM は、ソフト
ウェア・ソリューションに対応するためにテク
ノロジー企業や部品サプライヤーとのコラボ
レーションを強化する可能性が高く、イノベー
ションのペースに追いつくのに苦労するため、
最終的には影響力を失う。一方、部品サプラ
イヤーは、バリューチェーンの少なくとも 1 つ
の重要な部分（バッテリーパック、自動運転用
センサーなど）をカバーする専門特化型ジャ
イアントとしての地位を確立する。これらのプ
レーヤーが、グローバルでの寡占状態を創り
出し、標準化された車両プラットフォームに依
拠するように OEM に強制力を働かせる。
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シナリオ 2：
モビリティの孤島

シナリオ 3：
単独での歩み

シナリオ 4：
規模による生き残り

持続可能性、スマート・アーバン・モビリティ、
および各市場固有の要件が、自動車業界にお
ける地域毎の差異をもたらし、技術進歩を遅
らせることになる。しかしながら、COVID-19
による景気後退局面における、顧客の自家用
車所有への支出減として顕在化した、2023
年までの短期的な需要減少は、モビリティ分
野の変革を促す。COVID-19 危機後の国際的
な緊張による保護主義と、より高まる貿易障
壁のために、2025 年まで経済成長は抑制さ
れる。
こうした傾向と技術的な依存性が相まっ
て、OEM メーカーは自国市場に回帰する。各
地域における補助金は活用できるものの、
OEM が新しい技術に投資するには十分でな
く、各国ローカルの部品サプライヤーがイノ
ベーションの重要な推進力として浮上する。
各地域におけるニーズを満たすべく、これらの
プレーヤーは、各地域におけるエコシステム
を構成するテクノロジー企業との協業により、
テイラーメードのソフトウェア・ソリューション、
車両プラットフォーム、専用部品を開発する。
貿易障壁を回避し、かつ規模を実現するため
には、グローバルなジョイント・ベンチャーや
パートナーシップがこれまで以上に重要とな
る。シナリオ 1 ほど顕著ではないが、各地域
のニーズと規制環境に注力した、モビリティ・
イノベーションは依然として成功する。しかし
ながら、これは不況と同様に、自動車販売停
滞の一因となる。OEM はその勢力の一部を
失い、各国ローカルの部品サプライヤーやテ
クノロジー企業は、テクノロジー分野で OEM
を追い抜くことになろう。地域固有の規制に
迅速に対応することで、部品サプライヤーは
収益を改善し、2030 年までに OEM を支配す
るようになる。

シナリオ 3 は、経済成長の鈍化、景気後退、
技 術 革 新 の 深 刻 な 限 界 を 描 い て い る。
COVID-19 危機を契機に、グローバル経済は
2023 年も低迷を続けている。これにより、
2025 年までにポピュリスト政府が台頭、地政
学的な対立が続き、結果として 2030 年まで
経済が停滞することになろう。貿易障壁が出
現し、自動車産業の市場自由化は地域レベル
に限定される。バッテリー技術の開発は鈍化
し、内燃機関（ICE）自動車は 2030 年の市場
でまだ重要な役割を果たすことになろう。ア
ジアが世界自動車販売の主要成長ドライバー
となる。中国の産業政策が内向きになり、技
術的エコシステムのグローバルでのフラグメン
ト化が進む。グローバル・レベルでの、
ニュー・
モビリティやコネテッド・サービスの革新をカ
バーするには、各地域プレーヤーの資金余力
は十分では無い。このような �孤立した� 市場
においては、OEM がソフトウェア機能に投資
するための十分な資本を持つ唯一のローカル
プレーヤーとなる。OEM は、サプライチェー
ンを地域レベルに集約し、バリューチェーンに
そって垂直統合を進める。OEM は、エンド・
ツー・エンドでイノベーションにおけるリー
ダーシップを発揮し、独自 OS およびモバイル
プラットフォームの開発を目指す。この世界で
は、OEM は依然としてモビリティの顔であり、
強い価格決定力を持ち、部品サプライヤーは
ますます OEM に依存することになる。

シナリオ 4 では、成長、革新、および厳しい価
格競争が、世界レベルでの自動車業界のエコ
システム化を促進する。中国の部品サプライ
ヤーの世界展開、および、中国市場の開放に
より、強烈に促されることになる。2023 年ま
での COVID-19 危機からの迅速な景気回復、
ならびに、貿易及び規制に関する国際協定に
よってさらに促進される。全固体電池技術の
飛躍的進歩は、安価な BEV の基盤を提供し、
中国における生産台数を増加させ、電動化へ
のシフトを加速させる。アジア諸国における
自動車販売台数は 2025 年まで増加するが、
先進国では減少する。規模の経済の重要性が
増すことで、大手 OEM はグローバル・レベル
での合従連衡を追及することになろう。自動
車 のシステム構 造 は、プラットフォームと
OEM が管理する一元化された OS によって高
次に標準化され、OEM は新しいイノベーショ
ンリーダーとして台頭する。ハードウェア部品
のサプライヤーは生き残るために統合を余儀
なくされるが、OEM は、特定の領域（ソフト
ウェア、バッテリマネジメント）における統合
を後押しすることにより、これまで以上にバ
リューチェーンの大部分の主導権を握ること
になる。2030 年までに、新しいソフトウェア
機能により、OEM はデータ処理能力を獲得し
マネタイズを実現しつつ、モビリティサービス
を提供することになろう。全体として、このシ
ナリオでは OEM が 2030 年までに業界を支
配する一方で、資金不足の部品サプライヤー
は、イノベーションへの新たな道を見つけるこ
とに苦労する。
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シナリオ実例：
各ケースの含意と定量化
これらのシナリオが各社にとって持つ意味は
何だろうか？進むべき道を決定するために、ま
ずは自社の分析が必要となる：各シナリオの
含意は何か？アクションを取る必要があるか？
必要ならば、どうやるか？これらの質問への回
答をしたなら、その影響の定量化が次の重要
なステップとなる。これによって、最適な戦略
を策定し、関連するアクションのポートフォリ
オを構築した上で、実際の展開に合わせて、
各アクションの実行とモニタリングが出来るこ
とになる。このような定量化が実際にどういっ
たものかは、以下の例が示すように、各時間
軸によっても異なる。短期から中期的には、各
社の既存事業計画に織り込まれることになり、
長期的には、よりトップダウンでの定量化アプ
ローチを採ることになる。
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自動車部品サプライヤーのケース 1：
長期的戦略決定の定量化
最初のケースは、さまざまな部品群を持つ部
品サプライヤーの長期的な将来変革である。
全社利益の大部分が、今後減少が予想される
内燃機関関連の従来型部品から創出されてお
り、特定の利益プールが長期的には大幅に減
少することから、当該部品サプライヤーは積
極的なアプローチに打って出ざるを得ない。こ
こでは、ターゲット市場の動向、トランスフォー
メーションに必要となるリードタイム、衰退セ
グメントにおいてでも利益創出するための �残
存者利益獲得� 戦略の妥当性、そして、コア事
業のトランスフォーメーションに向けた資金調
達能力をレビューすることになる。各戦略・シ
ナリオを長期視点で定量化するには、市場と
個社、両方の視点を組み合わせることが重要
となる。市場の視点として、500 以上の部品
サプライヤーのベンチマークデータベース（シ
ナリオに合わせて調整）に基づくシミュレー
ションが含まれ、部品群全体で数量と収益性
がどのように展開し、これが関連する利益プー
ルにどの程度影響するかを判断した。一方で、
個社の視点は、利益の大部分が減少傾向にあ
る利益プールから創出されていることが明ら
かとなった。内燃機関関連の部品群に基づく
ケースでは、2030 年迄に利益貢献が約 74%
減少し、EBIT 利益率が同期間で 2.0～6.5%
低下することが示された。

次のステップは、これらの定量化結果の数値
に基づいて、考え得る戦略を検証することで
あった。例えば、�刈り取り� 戦略（挑戦的アプ
ローチ）は、現在の市場ポジションを活用し、
オペレーショナルエクセレンスと R&D 改革を
通じてコストを削減することで利益貢献と利
益率を大幅に改善（6.0%）することを骨子と
する。しかしながら、この戦略は限られた期間
しか有効ではなく、すでに非常に効率的なこ
と業を最適化することは難しい。M&A 活動を
通じた成長を含む再編・統合戦略は、�刈り
取り� 戦略と比較すると魅力的ではないように
見える（1.5％から 3.0％のマージンに加えて、
取り組み難易度に応じた利益貢献）。しかし、
買収企業の規模が十分であれば、規模の拡大
によって長期的かつ持続的な利益獲得につな
がる可能性もある。これらの戦略に加えて、各
ケースにおいて、例えば、初期段階ではコスト
がかかるものの、従来型部品群の最適化によ
り回収出来るであろう �ポートフォリオ・シフト
戦略� を採用し、成長分野への投資を同時に
実施することが不可欠である。シナリオに基づ
く定量化の大きな利点は、従来型の事業セグ
メントと変革的な事業セグメントの相互依存
性をシミュレート出来ることである。これらの
定量的な洞察により、部品サプライヤーは各
オプションの明確なビジネスケースを作成し、
リスクと課題を検討し、十分な根拠に基づい
た意思決定が可能になる。
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自動車部品メーカーケース 2：
短期・中期のアクション・プラン
他の部品サプライヤーにおいて、当社のシナリ
オとアクション・プランニングの方法論を活用
して、短期的な改善を実現したケースである。
および、業界におけるディ
同社は、COVID-19、
スラプションから多大な影響を受けており、迅
速なアクションが必要であった。複数の要因ー
自動車販売台数の世界的な低迷、ビジネス・
トランスフォーメーションを緊急で進める必要
性、そして、陳腐化した情報に基づいた、視野
の狭い、線形予測に基づく既存の事業計画ア
プローチーが状況を複雑化していた。当社の
シナリオとアクション・プランニングのアプロー
チを活用し、同社は視野を広くもち、様々な視
点から今後の計画を策定することができた（ア
プローチの詳細については、当社の「CFO
Insights」を参照 3）。様々な製品・部品群（例：
アクスル、ブレーキ、燃料システム、内燃機関、
トランスミッション）のトレンドに関する深い知
見を活用し、シナリオとアクション・プランを
策定、定量化した。定量化に際しては、専門
的知見に基づいて、ドライバー・ベースの財
務計画モデルに対して、外部ドライバーを結び
つける作業を実施した。今後 2 年間の財務計
画（損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フ
ロー計算書）策定に際して、各ドライバーの今
後の展開に関する予測を織り込んだ。同社の
ビジネス・モデルの 80% をカバーするために、
約 15 の財務ドライバーと、5 つの計画対象で
十分であったことは、注目すべきポイントであ
る。

3

次のステップとして、サプライチェーンに沿う
形で、戦略レバーー成長性、収益性、資産効率、
現金ーに基づき、ヘッドカウント関連施策、製
品ポートフォリオ最適化、価格差交渉、および、
R&D 機能移転等のアクションを策定し、定量
化を実施した。定量化においては、該当期間
に渡る、特定のシナリオ・施策の効果を、季
節性や COVID-19 の影響等の視点を含めて
調整を行った。当社独自の、アドバンスド・プ
ランニング & シミュレーション・ツールは、こ
れらの定量化における重要なデジタル・イネー
ブラーである。本プロジェクトは、トレンド調
査からアクションの優先順位付けまで、必要な
すべてのステップを含めて、わずか 6 週間で完
了した。今後は、定例会議（コントロール・タ
ワー・セッション）を設けて、アクションの進
捗状況、および、シナリオの展開状況をモニタ
リングする予定である。

デロイト、Scenario and Action Planning in Uncertain Times 、2020 年
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自動車部品サプライヤーの
道を拓く
本来、将来は予測出来ないものである。シナ
リオ・ベースのアクション・プランニングや戦
略策定は、自動車部品サプライヤーにとって
の未来を占う、魔法の水晶玉にはなり得ない。
しかしながら、恐らくは、当社のシナリオ・フ
レームワークは、AI ベースの実証分析、業界
専門家からの高品質な定性的インプット、そし
て、定量的な財務分析の組み合わせにより、
次善の策となろう。
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自動車部品サプライヤーは、将来に向けて難
しい選択に直面しているが、それにアプローチ
する最善の方法は、次に何が起こるかを現実
的に捉えることである。どのシナリオが最終的
に 2030 年に自動車産業の現実となるかに関
係なく、シナリオに関する知見と、アクション・
プランニングを備えた部品サプライヤーは、今
後の変化にも十分に備えることが出来ると言
えよう。
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図 4 – 補足資料
自動車部品サプライヤーのトランスフォーメーション戦略：将来
展望
気候変動、e- モビリティ、およびグローバル・サプライチェーンに
おける、COVID 関連のディスラプションが起こっている時代にお
いて、自動車部品サプライヤー業界の多くの企業にとって、トラン
スフォーメーションは不可避である。各社は、業界変革のダイナミ
クスを積極的にコントロールし、新たな戦略を展開する機会に直
面している。本レポートから、今後 3 ～ 4 年で予測される、主な変
革ドライバーと、部品サプライヤーが採り得る選択肢を見出して
頂きたい。

自動車部品サプライヤーの
トランスフォーメーション戦略
将来展望

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

グローバル・オートモーティブ・リスク・モニター
異なる部品サプライヤー群に渡るリスク・エリア
の予防的検知と予測は、長期的に事業を維持し、
自動車業界のバリューチェーンにおける急激な変
化を乗り越えるためのトランスフォーメーション戦
略策定の主要なインプットとなる。戦略策定プロ
セスを支援するために、当社はグローバル・オー
トモーティブ・リスク・モニターを開発した。現在
の市場動向に関する認識を深め、自動車部品サプ
ライヤーと利害関係者が採るべきアクションを提
案することによって、リスクを上手く管理し、軽減
することを支援する。
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シナリオとアクション・プランの双方を、策定、
定量化そしてモニタリングする当社のモデル
を活用することにより、貴社特有のケースを
分析し、貴社事業についてのベストな戦略
策定をご支援する
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