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日本中古車市場の分析

要旨

人生で大きな買い物と言えばお部屋、その次に来るものはおそらく車である。しかし車

を買うにあたり必ず新車を買うとは言い切れない。

車を買う場合、自分の年齢、経済能力、社会的な位置等と伴に、ある程度妥協しなけれ

ばならない。

新車を購入したユーザーは早くて 1 から 3 年、平均で 5 から 10 年で次の車に買い換え、

それまで乗っていた車をディーラーに下取りに出すか、中古車業者に売り渡す。 業者が買

い取った中古車は、整備して自ら売るか、あるいは中古車業界のオークション市場に出さ

れる。オークションに出された中古車は再び新規ユーザーに販売されるか中古車輸出業者

を通じて海外に輸出される。

そこで、本レポートでは、国内販売・海外輸出に分けた分析をすると供に、日本中古車

産業の市場動向を展望し、将来的なビジネス展開を備え、その課題を指摘したい

日本中古車市場の分析をするに先立って

第 1 章では日本自動車市場の現状と新車販売の現状を分析する。

第 2 章では新車販売状況などの影響を受けた中古車市場の現状を分析する。

第 3 章では中古車市場が拡大した原因をさらに分析し、

第 4 章では中古車販売が国内に留まらず海外輸出する現状を分析する。

第 5 章では将来の展望とその課題を指摘したい。
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第1章 日本自動車産業の現状

自動車は早ければ１年から３年、遅くければ 5 年から 10 年で中古車市場に出回る。しか

し登録から 10 年経つと多くの自動車は登録が抹消され、使用済自動車（廃車）となりがち

である。年間 500 万台の廃車の内約 100 万台が海外に輸出される。2005 年 1 月から自動車

リサイクル法案が実施され、廃車期間が近づくと消費者はリサイクル料金を避けるため、

中古車として売り出す。

消費者意識も徐々に環境保護に移っており、環境に優しい車を求めている。しかし、低

公害車のハイブリット車、電気自動車、天然ガス車、燃料電池車などは価額の高い面から

も消費者は低燃料の価額の合理的な車を選ぶ。また、このような車は車齢が短く中古車市

場に出回る数が少ない。

国内の状況を見ると少子高齢化と人口減の影響で、今後は新車需要が減退するという懸

念がある。実際日本人口は 2005 年から減少に転じており、自動車購買について、世帯シェ

アが急拡大する高齢者では自動車購入意欲が小さいのに対し、自動車購入意欲が強い若年

層では世帯数が大きく減少するため、全体の新車購入が減少するのである。

実際、ガリバーインタナショナルで調査した報告によると団塊世帯の自動車購買意欲が

小さく、中でも新車購買意欲はさらに小さい。

国内の自動車産業を支えていたのは今までの既存ユーザーの買い替えに依存していた。

しかし現在は買い替えは激しく低下している。

車の買い換え需要が低下したのは「耐用年数増」が根本的原因として見られる。次に、

車に対するユーザーの思考が変わったという点が上げられる。

クルマを“趣味のひとつ”として乗っている人が多かった時代は、乗り換えサイクルが

短かった。しかし、車を「単なる移動手段」として扱うようになり「古くなるまで」や「壊

れるまで」というタイミングまで買い換えない考え方が一般的になった現在には乗換えが

少なくなっている。つまり車は今や冷蔵庫や洗濯機と一緒に「家電」の一部になっている。

また、無駄な買い換えをしなくなったのは、女性（特に主婦）の運転免許保有率が上昇

し、車の購入に関してイニシアティブを取るようになった点が上げられる。（運転免許保

有者動向によると、過去10年の伸び率は男性：13%／女性：30%）

図表１）で表したのは日本国内自動車産業の現状である。国内自動車販売について中古

車登録台数が新車登録台数を上回っている状況で中古車市場は更なる成熟と拡大を図って

いる。
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図表 1）自動車関連統計数値

出所：矢野経済研究所
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１－1．新車販売状況

図表 2）新車販売台数（単位：万台）

グラフは軽自動車を含む新車販売台数

出所：日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会

表 3）新車販売台数の推移

出所：日経景気ウォッチ

図表 2 からは近年日本新車販売の横ばい化、図表 3 からは社会景気の影響を受け、長期

的見れば、新車販売が伸び悩んでいるのが分かる。その背景には、国際情勢不安定による

ガソリン価格の高騰と自動車の維持費（部品、用品、駐車料、任意保険など）上昇で、消

費者が新車の買い替えに慎重になったことと消費者意識の変化がある。また、軽自動車に

需要が大きくシフトしていることも、登録車の販売減少に響いている。
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１、新車販売伸び悩む原因：

① 自動車品質の向上

図表４）車種別平均使用年数

出所：自動車検査登録協会

新車販売が伸び悩む根本的原因としては自動車自体の性能の向上であり、既存ユーザー

は乗り慣れた車が問題なく走れば長年使うことができる。2005 年 3 月時点の平均使用年数

を見ると乗用車の平均使用年数は 10.93 年である。また、長年続いた日本経済低迷の要因

に加え消費者の意識も変化し新車への拘りが落ち、平均使用年数は今後も増えると予測さ

れる。

②運転免許所有者の変化

表5）高齢者と若者の運転免許保有者数の推移

出所：警察庁交通局 注 1：高齢者（65歳以上）、若者（24歳以下）

注2：括弧内は保有率（年齢層別の人口に占める免許保有者の割合）
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社会的原因としては都市部の渋滞に伴う自動車需要に低下、新規購入者になる若者の減

少、古いユーザーの高齢化、言わば人口減と少子高齢化である。日本の出生率はもう 1.25

を切っていて 2005 年から減り始め、2050 年には半分まで減ると予測されている。社会的

動きのもう一つとして高齢者の増え続ける交通事故で、高齢者の自発的免許の納付である。

人口構造の上下からの問題で免許所有者は減り、車の購買に影響を及ぼしている。

１－2．自動車周辺環境と保有状況

図表６）自動車保有台数推移表（軽自動車を含む）

出所：自動車検査登録協力会 各年 3 月現在

自動車保有台数は年々増加している。2004 年 11 月時点で国民 1.7 人に一台の割合で自動

車が普及し、世帯普及率も 1.5 台以上となっている。

新車販売は横ばいになっている状況で保有台数の増加はユーザーが新車だけに拘らず中

古車に視線を向けたことを表示している。保有台数は増加しているがその伸び率は年々減

減少している。車種別に見ると、乗用車および軽自動車が増加している一方で、トラック

は横這い傾向になっている。
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第2章 中古車市場の現状

図表７）中古車流通マーケットの概念図

出所：矢野経済研究所

図表８）中古車流通業者

中古車販売業は新車ディーラー、中古車店、買い取り店などに分けられ、消費者へも同

業者へも販売している。中古車の流通は大きく分けて、“小売”（一般ユーザーへの販売 C to

B）と“業販”（業者間での取引 B to B）があり、各販売業者は流通業務、販売業務を同時に

行っている。

パソコンとインターネットの普及で中古車の仕入れルートはオークションが主流で、

次に消費者、そして他業者から仕入れている。

中古車販売事業店（ヤナセ）

新車ディーラーの中古車販売事業

（トヨタ系Ｔ－ＵＰ、日産系カウゾー、）

中古車買取事業者（ガリバー、カーチス）

オートオークション事業者（USS、JAA、オークネット）

中古車輸出事業者（アップル、トラスト）

中古車リサイクル関連事業者

中古車流通事業者

その他中古車関連事業者
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2－1．中古車販売の現状

従来の自動車買い替えには、自動車メーカー系列の新車ディーラーに下取りをしてもら

うのが一般的だったが、現在は中古車の買い取りを専門で行う事業者も登場した。

中古車の買い取り自体は、既存の中古車販売店などによって以前から行われてきたが、

従来の中古車販売店は、車両の「在庫リスク」、「展示コスト」が発生することと複数の

中間マシンが介在することにより低価格査定、高価格販売が一般的であった。

図表９）既存の中古車販売のビジネスモデル

これに対して買い取り専門業者は、買い取った車を全国のオークション会場に出品して

販売することを基本としており、買い取りから販売までの期間を大幅に短縮することで、

「在庫リスク」を軽減し、「展示コスト」を削減した。粗利は低いが数多く取り扱うこと

で利益を上げていく仕組みであることから、より高い値段で中古車を買い取ることができ

るため、少しでも高く自分の車を売却したい人には魅力となり、急成長を遂げた。

上記のように、買い取った車をオークションに出品して販売することを基本とする事業

者以外に、買い取り用の店舗とは別に、販売用の大型店舗などを自社で運営し、そこで販

売することを基本とする買い取り業者の形態もある。この場合、流通過程における中間業

者が存在しないため、中間マージンが発生せず、買い取り金額を高めることが可能である。

消費者から買い取り専門業者に買い取られた車は、オークションに出品され、中古車店

（新車ディーラーの中古車部門や中古車専門店）が落札して、展示販売などで再び消費者

に販売される。買い取り専門業者がオークションを通さず、直接中古車店や消費者に販売

するケースもある。
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図表８）中古車流通像

出所：独立行政法人国民生活センター

２－2.中古車販売に影響を与える要素：

中古車販売は、新規販売台数、自動車平均車齢、平均使用年数、保有台数、オートオー

クション、中古車取扱い業者の事業動向など多くの要因に影響される。

特に新車販売の影響を受けることになるが現在の新車販売台数は低迷の状況が続いてい

る。したがって買い替えによる中古車の発生も減少している。国内販売は買い替え需要に

依存しているが良質な中古車の不足から販売価額の影響も出ている。

オークションの登場により、中古車販売業者との情報ネットワーク構築と出品車の信頼

性評価システムを確立し、中古車仕入れシステムに変化をもたらした。

中古車登録台数も新車販売の影響を受け、横ばいの傾向を示している。その原因は環境

の規制による抹消車の数の増加と自動車平均使用年数の長期化、品質のいい中古車が市場

に出回らないことがあげられる。

図表９）自動車総販売(登録)台数の推移グラフ（新車・中古車）

出所：矢野経済研究所
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図表９で分かるとおり中古車販売・登録台数が新車販売・登録台数を上回る。その原因

としては中古車登録台数には実際の新規登録、移転登録、名義変更など全ての台数がカウ

ントされているからだだ。また、中古車販売台数には、ディーラーや業者間で売買された

ものも含まれており、最終消費者の市場規模を表していない。同じ車がオークション市場

に数回登録されることもあるため、中古車販売台数は中古車が売買された回数の合計とい

える。

その故、実際に一般ユーザーへ小売された台数の実態把握は困難で 800 万台のうち 280

～300 万台と推定される。

２―3 中古車販売に生じる諸問題：

中古車では、交通事故で破損した自動車（事故車）を修理して販売する場合もある。事

故車の場合は事故によって目だった破損の他に、気付かれ難い欠陥がある場合があり、消

費者がそれを知らずに使用していて、機械的な問題から事故を起こす危険が伴う事もある。

ニコイチ車（二つの不良個体から良品だけを組み合わせ、一つの個体にすること）、盗難

車、水没車、メーター戻し車(走行距離計の数字を巻き戻し、走行距離を短く見せかける）、

過去の整備履歴を記した整備手帳が処分されて整備状況がわからない車などが経歴を隠し

てオークション市場に流れることも少なくない。このような販売は中古車市場の健全な取

引に黒い影を落としている。

一方、日本では自動車においては、環境負荷の低減方策については、修理などによる長

期的な使用よりも新車への置き換えが政策的に進められている。この一環である（自動車

から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法）の関係で、関東地方や関西地方などでは、機能的には全く問題がないにもかかわ

らず古い自動車の変更登録ができなくなりつつあるため、中古車販売市場が規制対象外の

地方に限定される問題がある。規制対象となるのはトラック/バンやバス、ディーゼルエ

ンジン搭載乗用車である。規制が適応されていない他地域への中古車売却は公害の移転だ

として反対を示す場合もある。

第3章 中古車市場拡大の背景

中古車市場は、オークション市場の拡大や自動車メーカーの本格参入、乗用車の品質向

上などの要因に支えられて成長を続けてきた。今後も消費者意識の変化を背景に中古車へ

の抵抗感が弱まり、新車に価値を求める「新車プレミアム」が希薄化していくと考えられ

る。2005 年中古車流通マーケットの小売市場規模は、年間販売台数約 280～300 万台と推

定。 （内訳：中古車専業者 165 万台、ディーラー115 万台）
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3－1．業者間の差別化

①ガリバー：ユーザーから買い取った車をすぐオークションに販売し、在庫を持たない。

映像販売、無在庫システムでオークション以外のユーザーも顧客対象に含まれてもはや現

在、日本一の中古車買い取り専門業者に成長している。現在カリフォルニアに関連会社を

設立し、4 年後の全米進出で 2000 店のチェーンを目指している。今後買い取った中古車の

うち、人気車種を日本市場に販売するのも検討中である。

②カーチス：「日本中古車査定センター」の商標のもと、中古車買い取り店を全国展開し、

車輌の無料査定、買い取り及び車輌情報を提供している。新しいビジネスモデル「買取直

販」としては買い取った車をオークションに出品すると供にユーザーへの直接販売も手か

け中間マシンをカットしている。「ジャックホールディング」からインターネット大手ライ

ブドアの傘下に入り、情報配信を図ったものの、ライブドア騒動から名前を「カーチス」

に変更した。大型展示場「カーとレット」を展開。カーとレット店舗に車検整備と軽板金

が可能な整備工場（ヤマト車検、カーコンビニ倶楽部）、カーアクセサリー類の販売店、飲

食店などを併設し、家族連れの顧客向けサービスで地域の浸透と拡大を図る。また、「リニ

ューカー」というパッケージ商品を開発し、買い取り者の直接販売システムを構築してい

る。

注：リニューカーとは、クルマを次々と買い替えるのではなく、自分好みのクルマを作

り上げ、１台のクルマに長く乗るという新しい発想である。

③アップルインターナショナル

アップルオートネットワークを完全子会社化し輸出向けの良質な中古車を確保した。現

在国内中古車輸出業者の最大手である。2003 年 12 月、中古車輸出業者として始めてマザ

ーズへ株式上場した。現在子会社を通じて中国で新車販売を行い、今後中国の規制緩和を

狙って中古車輸出を図る。

3－2．自動車メーカー・ディーラーの新規参入

中古車の価額設定において、消費者の嗜好が多様で、商品の品質にもばらつきがあり、

標準的な価額設定が困難である。したがって、同一車種の販売も、地域消費者の好みによ

って違う。こうした商品特性は新規参入の障碍となっている。また、新規参入には技術的

投資、長期的な在庫計画、豊富な品揃えを確保するのも困難である。

激しい市場競争から地域の片隅の小さな中古屋さんはもう多様化する顧客ニーズに応対

することができなくなり、無くなりつつある。既存業者は経験、ノウハウがあり、大型化

による商品の品揃え、チェーン化による在庫情報が共有を提供し、中古車産業の基盤を固
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めたと考える。

このような市場背景の中、自動車メーカー・ディーラーの参入は一層中古車に対する信

頼を高めた。

自動車メーカーにおける中古車戦略は、中古車の展示と販売、検索システムなどが行わ

れているものの、実際には系列ディーラーの収益確保支援、自社ユーザーの確保の側面が

強い。しかし、自動車大手メーカーの本格参入により中古車買い取り事業の社会的認知度

が高まり、消費者の中古車に対するイメージも向上させた。

2002 年ごろトヨタ自動車が「Ｔ－ＵＰ」、日産自動車が「カウゾー」の宣伝報告を強化し

始め、そのブランド力と信用度で中古車市場の一押しを図ろうとしている。

自動車ディーラーも中古車販売によるメーカーからの新車削減というジレンマを抱えて

いるが新車販売が低迷している状況では中古車販売を主な販売賞金の収益源とせざるをえ

ない。

3－3．車品質の向上

図表１０）自動車の平均車齢と平均使用年数の推移

出所：矢野経済研究所

中古車市場の拡大の根本的な要素は新車の品質向上、技術的成熟化だと考えられる。モ

デルチェンジされるたびに行う品質差や機能差が小さくなり、車を買うに当たり必ず「新

車」という意識が薄くなっている。日本は道路、車検などのインフラ設備が整えて、10 万

km 以上を走っても保存状態が良好である。

乗用車の平均使用年数は 11 年近づき、長期的な使用は新車販売にも大きな影響を及ぼす

ことになった。
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3－4．オークションの登場

旧来中古車はディーラーの下取りとしてディーラー経由で中古車販売業者に販売されて

いたが、個人からの買い取りで流通が簡素化され、ディーラーマージンをカットすること

ができた。

オートオークションでの中古車出品台数は 800 万台に近い、10 年の間 2 倍近く延びてい

る。オークションも会場ごとに特徴があって、何でも揃う大型会場、良質車が多いディー

ラー系、輸入車中心の会場などがある。

オークションは業者間流通期間短縮、コスト削減などの役割を果たし、中古車を高く売

りたいユーザーと良質な中古車を仕入れたい中古車販売業者間のマッチングを行い、中古

車流通市場を活性化させた。買い取り業者はユーザーから買い取った中古車を短期間のう

ちにオークションに出品し、販売を行う。したがって在庫リスクがないため高い利益を得

ることができる。

図表１１）新車・中古車・オークションの登録台数

出所：ＵＳＳ株式会社より編集

３－5．インターネットと情報誌：

中古車業者が開設している中古車情報サイトは多く存在していて、インターネット上で
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無料査定などを行っている。消費者は数十社の中から高値を選択し、愛車を売ることがで

きる。

市場に手回る数多くの情報誌の Goo（株式会社プロトコーポレーション）、カーセンサー

（株式会社リクルート）、カッチャオ（株式会社ティーネットほか 3 社）などがある。

これら情報誌のデータベースと連動したウェブサイトもそれぞれ用意され情報の受け取

り手としてのユーザーの選択肢を豊かにした。

第4章 中古車輸出の現状

図表１２）中古車流通構造

中古車流通には国内販売と国際販売（輸出）がある。国際輸出は既に中古車流通の 25％

を占めていて、輸出中古車の対応が日本中古車相場に大きい影響を与えている。近年、中

古車輸出の増加傾向で輸出市場への新規参入する業者も増えている。輸出売上高最大手の

アップルインターナショナル㈱など、株式公開を行う企業も出ており、市場での認知度も

高まっている。今後はいっそう透明で公正な市場を形成していく必要がある．

4－1 輸出中古車ビジネス始まり

日本では自動車がおよそ 10 年過ぎると登録が抹消され解体処理されがちである。

中古車輸出ビジネスは最初、在日外国人を中心に、解体業者から使用済み自動車を仕入

れ、自国に輸出したことが始まりである。パキスタン人、ロシア人、バングラディシュ人

が最初事業を手かけていたが、海外における日本車需要の高まりと高利益に日本企業も相

次いで参入した。
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しかし、組織的に行われているのは少数であり、多くは小規模事業者や個人業者が中心

である。現在中古車輸出を手かける業者は 1000 程度と推測されている。

4－2 中古車輸出の現状

図表１３）中古車輸出台数の推移

出所：JETRO Working Paper No.2

年間およそ 110 万台もの中古車が海外に輸出されていると推測されるが、2004 年におけ

る財務省貿易統計によると、中古車輸出台数は 84 万台、密輸車輌など 26 万台と推測され、

輸出台数は年々増加しているが市場構造は不透明な部分もある。2005 年の輸出台数は 94万

551 台となっており，2004 年の 83 万 5233 台と比べて大幅に増加している。

2005 年の自動車リサイクル法施行が拍車をかけ、国土交通省によれば、自動車リサイク

ル法施行に連動して開始された輸出抹消登録の台数が 2005 年 7 月からの 6 ヶ月間で 70 万

台を上回っているとのことである。年換算では 130～140 万台に達すると推計され、自動車

リサイクル法施行以降の中古車輸出の大幅な増加を裏付けているといえる。

中古車輸出仕入れルートの 80％はオークションを通じ、年式が古い中古車はオークショ

ンに出品されず、解体業者を通じて輸出される。リュース・リサイクル車オークションの

登場、2005 年 1 月自動車リサイクル法実施と伴い廃車するにはもったいなく、リュース・

リサイクル車の台数が多く増加している。そして、低年式車に対する流通構造が変化して

いる。
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図表 14）リュース車オークション出品台数

出所：ＵＳＳ株式会社

出所：矢野経済研究所

図表 15を見て分かるように輸出国の上位はほぼ左ハンドル国になっているが左ハンドル

への輸入する場合、右ハンドルから左ハンドルへ改造されるケースも多い。しかし、全体

的に見ると右ハンドル国への輸出は中古車輸出全体の半分以上の割合を示している。

ＵＡＥは左ハンドルの国であり、輸出された右ハンドルの車は１ヵ月しか走行許可が下

りない。１ヵ月後には走行不可で、第３国へ（70％はケニア、ウガンダ、スーダン、タン

ザニア等。30％は CIS 諸国のイラク、アフガニスタン、イエメン、ウズベキスタン等）輸

出される。ロシアも極東を中心に右ハンドルが走行しているほか、極東港湾を経由して中

央アジアへ輸出している。その面もあって、近年の中古車輸入は妬く 2倍に増加している。
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図表 15）日本からの国別中古車輸出台数（2004 年統計）

注：貿易統計より作成 注：薄い水色で表示した国は左ハンドルの国

日本からの型別中古車輸出台数
NO. 輸出国

自動車 トラック バス 総計

1 ニュージーランド 117,170 6,706 1,255 125,131

2 UAE 63,210 20,634 4,096 87,940

3 ロシア 35,822 6,910 43 42,775

4 ペルー 32,327 1,093 101 33,521

5 イギリス 29,471 276 12 29,759

6 フィリピン 15,690 8,754 581 25,025

7 スリランカ 14,000 6,621 168 20,789

8 キプロス 18,543 328 22 18,898

9 ジャマイカ 15,176 2,825 240 18,241

10 バングラッディシュ 11,781 2,374 22 14,177

11 南アフリカ 11,466 2,263 381 14,110

12 オーストラリア 13,362 318 126 13,806

13 シンガポール 3,068 7,715 2,898 13,681

14 マレーシア 11,573 723 7 12,303

15 トリニダッド 11,279 238 40 11,557

16 ケニア 9,726 1,545 97 11,368

17 イラン 9,386 881 27 10,294

18 アフガニスタン 7,476 1,863 36 9,377

19 チリ 7,555 712 203 8,470

20 スリナム 7,131 563 175 7,865

21 パキスタン 405 1,513 29 1,947

22 インド 32 7 0 39

23 ネパール 2 0 0 2

24 ミャンマー 203 1,509 666 2,378

25 中国 331 6 1 338

26 インドネシア 1,214 1,056 50 2,320

27 アメリカ合衆国（左） 3,536 347 23 3,906

28 カナダ 37 62 0 99

29 その他 140 ヶ国 53,305 12,200 934 66,439

総計 504,284 90,042 12,233 606,559
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4－3 主な輸出業者の動き：

日本車品質の信頼性高く、10 万 Km の走行車でも市場価値が高い。高潮する日本中古車

の海外需要から拡大が見込まれ、輸出業界で株式を公開し、上場する企業が登場している。

中古車輸出業界の主な上場企業

正 式 社 名 アップルインターナショ（株） （株）アガスタ
（株）ジー・トレーデ

ィング
（株）トラスト

英 文 社 名 Apple International Co., Ltd. Agasta Co., Ltd. G-Trading Co., Ltd. Trust Co., Ltd.

上場市場名 マザーズ マザーズ ジャスダック マザーズ

相 場 欄 名 アップル アガスタ ジー・トレ トラスト

設立年月日 1996 年 1 月 12 日 1998 年 12 月 1 日 2000 年 4 月 21 日 1988年12月27日

資 本 金 4,816 (百万円) (2006/06 現在)
364 (百万円)

(2006/06 現在)

170 (百万円)

(2006/02 現在)

1,349 (百万円)

(2006/03 現在)

発行済み株式数 124,614 (株) 30,690 (株) 122,325 (株) 281,500 (株)

うち普通株式数 124,614 (株) 30,690 (株) 122,325 (株) 281,500 (株)

売 買 単 位 1 (株) 1 (株) 1 (株) 1 (株)

決 算 期 12 月 6月 2月 3月

出所：NIKKEI NET 総合企業情報 （売上高も作成） 2006 年 9 月 30 日現在

株式を公開するメリットは、車両仕入れの資金調達、自社ＰＲと社会的信用力の向上に

よって船会社との関係強化を図ることである。輸出業者にとって、一番悩まされることは

船の確保であるからだ。しかし、デメリットとしては自社の事業戦略を公表することで他

社が同様の戦略を取り、パイの分配が影響を受けることである。

４－4 中古車輸出産業への新規参入：

米国マイクロソフトのビル・ゲイツ氏と、ソフトバンクの孫正義氏が 1999 年に設立した

クルマ総合サイト「カービュー」はインターネットを活用した【オンライントレード事業】

を支援している。【オンライントレード事業】とは、インターネットを利用した、まったく

新しい【中古車の無店舗型流通事業】で、無店舗、無在庫販売、中間マージンなしのこの

新しいビジネスモデルは中古車ビジネスを企業しようとする事業家たちに高い評価を得て

いる。

横浜貿易株式会は 1999 年から“中古車輸出の実務講座”という通信教育を開設し、海外

向け在宅独立起業を支援した。この講座では独自のテキストとビデオを通じて、中古車輸

出に関する実務を解説している。また受講者には『海外から引き合い情報』を提供し、オ

ークションでの輸出中古車の仕入れ方や船積・通関などの手続き代行も行っている。
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４－5 中古車輸出の課題：

船：自動車を専門で輸送する船（PPC：Pure Car Carrier）はメーカーの新車を専門に運

送する船である。中古車は新車輸送の空いたスペースに割り当てられるが、中古車は不定

期的に台数もまとまらないことから船の確保が困難である。また、海外における日本車需

要が増えた点もあり、中古車向けのスペースは開かない状況で多い。このような状況でコ

スト高めのコンテナを利用する中古車輸出業者もいる一方、共同で船便を確保しようとす

る動きもある。

ハンドル：世界的に見ると日本のように右ハンドルの国は少数派で右ハンドル仕様の自

動車世界保有台数は 30％程度である。左ハンドルの国の中には右ハンドルの新車・中古車

を問わず、一切輸入を禁止する国もある。中古車輸入を許可している国でも輸入条件とし

て、右ハンドル車を左ハンドルに改造して輸入する国もある。

４－6 中古車輸出の将来展望

発展途上国における中古車需要の拡大に応じてこのような地域への輸出拡大、新規輸出

国の開拓が今後中古車輸出の鍵を握るとも言えよう。

しかし、これらの多くの国々では高関税や厳しい規制を設定し実質上輸出ができなくな

ったり、中古車輸入そのものを禁止している。これらの国については今後、自由貿易体制

が確立されていくにつれて、中古車輸入に対して門戸を開いてくることを期待できる。

その中でも期待が高いのがＢＲＩＣs（Brazil,Russia,India,China の頭文字）である。ロ

シアは左ハンドルであるが極東を中心に左ハンドル車が流通しており、日本車の輸出は 12

万台を超え地域別輸出上位では３番となっている。インドは右ハンドルの国であるが国内

自動車メーカーの保護から高関税率を適応し、中古車輸入にさまざまな条件をつけている。

中古車輸入禁止国の中には、近年自動車産業の発展が目覚しい中国も含まれている。

中国商務省が 2005 年 8 月 10 日発表した「自動車貿易政策」(2005 年 16 号令)第七章「自

動車対外貿易」の第三十七条で「国は如何なる貿易方式でも中古自動車およびそのアッセ

ンブリ、備品および右ハンドル用自動車を輸入することを禁止する(輸出製品の開発に使用

する右ハンドル車は除く)。」と規定しており、原則輸入禁止となっている。その狙いは中国

の自動車産業を守り、国の主要産業に育て上げることからだ。

2005 年中国の自動車生産は 560 万台を超え、世界３位の生産大国になった。中国のマイ

カーブームの下、多くの日本中古車事業者は中国の巨大市場に進出しようと現地法人部品

店などを設立するなりいろいろな工夫をしている。アップルインターナショナルは中国に
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新車ディーラーを設立して中古車輸入開放時に向けた市場開拓と供に、中期的には、中国

を足がかりに東南アジアへ左ハンドル車を輸出し、三国間取引も視野にいれて展開を行っ

ている。

中国自動車産業と海外メーカー 中国自動車販売台数の推移

出所：日本政策投資銀行

第5章 中古車業界将来的の展望

国内販売については、人口減少、少子高齢化、保有台数の増加、販売台数の横ばいか、

保有期間の長期化により国内市場は厳しくなる。将来的には消費者の間では環境注視の意

識が定着し、燃費のよく、安全面、環境に優しい車を選ぶことになる。

中古車流通業者の間でも比較検討しやすい大型展示場の開設が主流で顧客囲みのアフタ

サービスの一本化を図ることになる。

また、ディーラーの事業も変化が現れ、新車依存からアフタサービス・販売・中古車事

業に力を入れるだろう。

人口減によりガソリンスタンドを持つ業者は手放すことになり、自動車リサイクル法の

影響を受け、中古車部品、リサイクル用品、中古車用品などの業者が拡大する。

国内情勢と逆に、海外の日本中古車需要は伸びるだろう。海外輸出国々の環境意識の改

善に伴い、日本車の環境に対する配慮は高く評価されるだろう。発展土壌国では自動車産

業が相対的に日本に遅れており、高性能、環境に優しい車がまた開発中である。その面で

は日本のハイブリット車などが大人気であろう。

輸出業者の間でもハーフカットやノーズカットを行って、中古部品扱いで輸出し，現地
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で再度組み立てる輸出業者も増えるだろう。（CKD）

終わりに

中古車の信頼性を高める業界の一層の努力が加われば、中古車市場は堅調に成長を続け

ていくと考えられる。当面は、新車販売の伸び悩みが予想されるなかで、中古車市場が、

日本の乗用車市場の鍵を握ることになるであろう。
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