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J.D. パワー報道資料： 

自動車メーカーは使いやすいテクノロジーを搭載した車両を発売しようと苦戦しているにも関わらず、

不具合指摘件数が増加 
 

ポルシェがブランド別ランキングで２年連続第１位 

ゼネラルモーターズが６モデル、ヒュンダイが５モデルでセグメント別ランキング１位 

 

 

    ※本報道資料は、日本時間６月 19日午前２時に米国で発表された資料を翻訳したものです 

 
 

米国カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジ：2014年６月 18日－自動車メーカーが高度な先進

技術を新車に導入することに対処し続けている一方で、新車所有者が経験する不具合指摘件数が昨年

より増加していることが、 J.D. パワー2014年米国自動車初期品質調査 SM（IQS）によって明らかにな

った。 

 

今年で 28 年目を迎えた本調査は、車両購入後 90 日間の新車の品質を調べるものである。初期品質は、

100 台当たりの不具合指摘件数（PP100）として算出され、数値が小さいほど不具合指摘が少なく品質

が良いことを示す。  

 

2014 年の業界平均の初期品質は 116PP100で、昨年の 113PP100から３パーセント増加した。この傾向

は、２月に発表された新車購入後３年が経過した時点での車の耐久品質について調べる J.D. パワー

2014 年米国自動車耐久品質調査 SM（VDS）の不具合指摘件数の増加に続くものである。 

 

新テクノロジーにてこずる消費者 

本調査では、今年の不具合指摘件数の増加の要因となった２つの主な原因が明らかになった。１つ目

は、従来モデル（大きな変更がないモデル）よりも、新たに発売された車両（完全な新型モデルおよ

びモデルチェンジ車）に対して、引き続き多くの不具合が報告されていることである。新型の車両の

不具合指摘件数は平均して 128PP100だったが、従来モデルに対する不具合指摘件数は 113PP100に留

まった。新型車に対する不具合は、主に音声認識、Bluetooth対応、オーディオシステムで増加が見ら

れた。 

 

「自動車メーカーは、品質に関する不具合を発生させることなく消費者が望む新機能と新テクノロジ

ーを提供しようと試みているが、一部の消費者から新テクノロジーはわかりにくい、使いにくい、設

計されたように機能するとは限らないと指摘され、大半の自動車メーカーは苦心している。」と J.D. 

パワーのグローバル・オートモーティブ部門バイス・プレジデントのデヴィッド・サージェントは述

べている。 

 

厳しい気候も品質に影響 

一部の地域では、厳しい気候に関連した不具合に対する指摘が増加した。米国南部と西部の消費者で

は、2013年の不具合指摘件数（114PP100）と同じ水準の件数が報告されている。対照的に、北東部と
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中西部の消費者では今年の不具合指摘件数は 117PP100 と 2013年の 112PP100から増加した。この不具

合の多くは、厳しい気候が車両に悪影響を与える空調、外装、エンジン／トランスミッションの３つ

のカテゴリーに見られた。 

 

サージェントは「自動車メーカーは、機能が適切に作動することを確認するために苛酷な条件で車両

をテストしているが、厳しい気候の影響を完全になくすことはできない。暖房と換気システムには改

善の余地があるが、エンジンとトランスミッションは気温が低いと円滑に作動せず、モールディング

と塗装はすべて劣化する。消費者は概してこれを承知してはいるが、所有している車両が期待に応え

ないと不具合として報告されることになる。」と述べている。 

 

初期品質とブランドロイヤルティの相関関係 

当調査では、不具合指摘件数が少ないほど、ユーザーのブランドに対するロイヤルティが高いことも

わかった。昨年の IQS の調査結果と J.D. パワーのパワー・インフォメーション・ネットワーク®（PIN）

からのデータを合わせると、不具合を全く経験しなかったユーザーの 57パーセントが次に新車を購入

した時に同じブランドを選択したことが示されている。一方で、不具合を１件経験したユーザーでは

ブランドロイヤルティは 53 パーセントに低下し、２件以上の不具合を経験したユーザーでは 48パー

セントとさらに低下する。 

 

「新車を購入してからわずか 90日間で経験する不具合でさえも再購入行動と強い相関関係にある。購

入初期に経験する不具合は、その自動車の所有期間全体にわたる印象を左右するものであり、ユーザ

ーが何年も経ってから自動車を買い替える時にも依然影響を及ぼすものである」とサージェントは述

べている。 

 

ブランド別ランキングとセグメント別ランキング 

ブランド別ランキングでは、不具合指摘件数 74PP100 でポルシェが２年連続第１位となった。第２位

はジャガー（87PP100）、第３位はレクサス（92PP100）、第４位はヒュンダイ（94PP100）だった。 

 

セグメント別ランキングでは、ゼネラルモーターズが６つのセグメントでアワードを受賞し、対象ブ

ランドのうちアワードを受賞したセグメントが２年連続最多だった。セグメント別で受賞したモデル

は、ビュイック・アンコール（同率）、シボレー・マリブ、シボレー・シルバラード HD、シボレー・

サバーバン（同率）、GMC・テレイン、GMC・ユーコン（同率）である。ヒュンダイは５つのセグメン

トでアワードを受賞した。受賞したモデルは、ヒュンダイ･アクセント、ヒュンダイ・エラントラ、ヒ

ュンダイ･ジェネシス、起亜・カデンツァ、起亜・スポーテージ（同率）である。その他に複数のセグ

メントでアワードを受賞したのはフォード（フォード・エッジ、フォード F-150 LD、リンカーン 

MKX）、日産（インフィニティ QX50、インフィニティ QX80、日産・ジューク（同率））、フォルクス

ワーゲン（ポルシェ 911、ポルシェ・ボクスター、ポルシェ・パナメーラ）、フィアット・クライスラ

ー（クライスラー・タウン&カントリー、ダッジ・チャレンジャー）、マツダ（マツダ・マツダ５、マ

ツダ・MX-5 ミアータ）だった。その他に、ホンダ・リッジライン、レクサス ESがセグメント別アワ

ードを受賞している。 

 

プラントアワード 

レクサス RXを製造するカナダのオンタリオ州のトヨタのケンブリッジ南工場（TMMC）が、不具合指摘

件数が最も少ないモデルを生産してプラチナ賞を受賞した。プラントアワードには設計不具合は含ま

れず、製造不具合の平均値のみに基づいて判断される。 

 



アジア太平洋地域では、２つの姉妹プラントがゴールド賞を受賞した。レクサス CTと RXを製造する

トヨタの九州第１工場（TMK）と、道路の向かい側のレクサス ES、IS、RXを製造するトヨタの九州第

２工場である。 

 

欧州／アフリカ地域では、ポルシェ・カイエンとパナメーラを製造するポルシェのライプツィヒ工場

（ドイツ）がゴールド賞を受賞した。 

 

2014 年の米国自動車初期品質調査は、2014年型車を購入もしくはリース契約した 86,000人以上の対

象者に、購入(またはリース)後 90日を経てから調査した回答を基にしている。本調査は、233の質問

から構成され、自動車メーカーに不具合の特定を促し、車の改善に役立つ情報を提供することを目的

とし、2014年２月から５月にかけて実施された。 

 

初期品質の調査結果の詳細、および車両モデルの写真や仕様は、JDPower.com/quality に掲載している。 

 
＊J.D. パワーが結果を発表する調査はすべて J.D. パワーが第三者機関として自主企画により実施したものです。 

 

＜J.D. パワーについて＞ 

マグロウヒル・フィナンシャルの一部門である J.D. パワー（本社：米国カリフォルニア州ウェストレイク・ビ

レッジ）は、パフォーマンス改善、ソーシャル･メディア、顧客満足に関するインサイトとソリューションを提

供している国際的なマーケティング情報サービス企業である。数百万人の消費者からの回答をもとに品質や顧客

満足度に関する調査を毎年行なっている。 

 

＜マグロウヒル・フィナンシャルについて＞ 

マグロウヒル・フィナンシャル（NYSE：MHP）は国際的な金融並びに商品市場に対する信用格付、ベンチマーク、

情報・分析サービスを提供する事業を行う金融情報サービス企業である。主なブランドはスタンダード＆プアー

ズ レーティングサービス、S&P Capital IQ、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、プラッツ、クリシル、J.D. 

パワー、マグロウヒル・コンストラクションである。世界 27 カ国に約 17,000 人の従業員を有する。詳細はウェ

ブサイト www.mhfi.com まで。 
 

＜当調査に関するお問合わせ先＞ 

J.D. パワーのメディア関係連絡先 

John Tews（米国ミシガン州トロイ）：電話＋1 (248) 680-6218 

電子メール media.relations@jdpa.com 

 

（株）J.D. パワー アジア・パシフィック 

コーポレート コミュニケーション 

住 所： 東京都港区虎ノ門 5-1-5 メトロシティ神谷町（〒105-0001） 

電 話： 03-4550-8060 

ＦＡＸ： 03-4550-8152 

e-mail： cc-group@jdpower.co.jp 

 

＜ご注意＞ 

本紙は報道用資料です。（株）J.D.  パワー アジア・パシフィックの許可無く本資料に掲載されている情報およ

び結果を広告または販促活動に転用することを禁止します。 

#  #  # 
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注：以下に 4 つの図表を添付。 

  

http://www.jdpower.com/quality
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2014年ブランド別ランキング
（100台当たりの不具合指摘件数：PP100）

出典：J.D. パワー2014年米国自動車初期品質調査SM

本報道用資料に使用されている図表およびグラフを引用する際には、必ず、調査レポート発行者および出典（J.D. パワー2014年米国自
動車初期品質調査SM）を明記してください。ランキングは数値スコアに基づいており、必ずしも統計上の優位性に基づくものではありませ
ん。J.D. パワーから事前に書面による明示的同意を得ない限り、本報道用資料またはJ.D. パワーの調査結果から得た情報を広告また
は販促活動に使用することを禁じます。
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J.D. パワー
2014年米国自動車初期品質調査SM （IQS）

  



セグメント別ランキング トップ３モデル
乗用車セグメント

スモール
第１位：ヒュンダイアクセント

マツダ マツダ２
起亜 リオ

コンパクト
第１位：ヒュンダイエラントラ

トヨタ カローラ
ホンダ シビック

コンパクト・プレミアム
第１位：レクサス ES

アキュラ TL
アキュラ ILX（同率）

BMW ４シリーズ（同率）

コンパクト・スポーティー
第１位：マツダ MX-5 ミアータ
フォルクスワーゲン GTI

サイオン tC

コンパクト・プレミアム・スポーティー
第１位：ポルシェボクスター

ポルシェ ケイマン
日産 Z

ミッドサイズ
第１位：シボレーマリブ
ヒュンダイ ソナタ
トヨタ カムリ

ミッドサイズ・スポーティー*
第１位：ダッジチャレンジャー

シボレー カマロ

ミッドサイズ・プレミアム
第１位：ヒュンダイジェネシス

リンカーン MKS
BMW ６シリーズ（同率）
レクサス GS（同率）

メルセデス・ベンツ CLSクラス（同率）

ミッドサイズ・プレミアム・スポーティー*
第１位：ポルシェ 911

ジャガー Fタイプ

ラージ
第１位：起亜カデンツァ

日産 マキシマ
トヨタ アバロン

ラージ・プレミアム
第１位：ポルシェパナメーラ

レクサス LS
ヒュンダイ エクウス

* セグメント平均を上回るモデルが受賞モデル以外にないカテゴリー。
注） 受賞対象カテゴリーとしたのは、モデルが３モデル以上あり、受賞対象カテゴリー内における市場での売上の80%を構成
するカテゴリーのみ。「シティー」はこれらの基準を満たしていなかったため、受賞対象カテゴリーとしなかった。

新車の品質性能に関する調査結果の詳細は、
www.jdpower.com/qualityをご参照ください。

出典：J.D. パワー2014年米国自動車初期品質調査SM

本報道用資料に使用されている図表およびグラフを引用する際には、必ず、調査レポート発行者および出典（J.D. パワー2014年米国自
動車初期品質調査SM）を明記してください。ランキングは数値スコアに基づいており、必ずしも統計上の優位性に基づくものではありませ
ん。J.D. パワーから事前に書面による明示的同意を得ない限り、本報道用資料またはJ.D. パワーの調査結果から得た情報を広告また
は販促活動に使用することを禁じます。

J.D. パワー
2014年米国自動車初期品質調査SM （IQS）
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セグメント別ランキング トップ３モデル
スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）、マルチ・パーパス・ビークル（MPV）、

バン、ピックアップ・セグメント

スモール SUV
第１位：ビュイックアンコール（同率）

起亜スポーテージ（同率）
日産 ジューク（同率）

コンパクト SUV
第１位：GMC テレイン
シボレー エクイノックス
トヨタ FJ クルーザー

コンパクト・プレミアム SUV
第１位：インフィニティ QX50

BMW X3
アウディ Q5

コンパクト MPV
第１位：マツダマツダ５

起亜 ソウル
フォード C-Max

ミッドサイズ SUV
第１位：フォードエッジ

ヒュンダイ サンタフェ（同率）
日産 ムラーノ（同率）

ミッドサイズ・プレミアム SUV
第１位：リンカーン MKX
ポルシェ カイエン
インフィニティ QX70

ミッドサイズ・ピックアップ
第１位：ホンダリッジライン
日産 フロンティア（同率）
トヨタ タコマ(同率）

ミニバン
第１位：クライスラータウン&カントリー

トヨタ シエナ
ダッジ グランド・キャラバン

ラージ SUV
第１位：シボレーサバーバン（同率）

GMC ユーコン（同率）
シボレー タホ

ラージ・プレミアム SUV*
第１位：インフィニティ QX80
キャデラック エスカレード

ラージ・ライトデューティー・ピックアップ
第１位：フォード F-150 LD

トヨタ タンドラ
ラム 1500 LD

ラージ・ヘビーデューティー・ピックアップ*
第１位：シボレーシルバラード HD

GMC シエラ HD

出典：J.D. パワー2014年米国自動車初期品質調査SM

本報道用資料に使用されている図表およびグラフを引用する際には、必ず、調査レポート発行者および出典（J.D. パワー2014年米国自
動車初期品質調査SM）を明記してください。ランキングは数値スコアに基づいており、必ずしも統計上の優位性に基づくものではありませ
ん。J.D. パワーから事前に書面による明示的同意を得ない限り、本報道用資料またはJ.D. パワーの調査結果から得た情報を広告また
は販促活動に使用することを禁じます。

J.D. パワー
2014年米国自動車初期品質調査SM （IQS）

* セグメント平均を上回るモデルが受賞モデル以外にないカテゴリー。

新車の品質性能に関する調査結果の詳細は、
www.jdpower.com/qualityをご参照ください。
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2014年プラントアワード受賞工場
（米国市場向け生産モデルが対象）

レクサス RX

ポルシェカイエン、
ポルシェパナメーラ

レクサス CT、レクサス RX

インフィニティQX50
インフィニティQX70

BMW X3

シボレーエクイノックス、
GMC テレイン

トヨタ自動車—ケンブリッジ南（TMMC）
（カナダ、オンタリオ州）

欧州／アフリカ

ダイムラーAG—イーストロンドン（南アフリカ）
シルバー賞

アジア太平洋

トヨタ自動車—九州第２（TMK）（日本）

ゴールド賞（同率）

トヨタ自動車—九州第１（TMK ）（日本）
ゴールド賞（同率）

BMW AG—スパータンバーグ01
（米国、サウスカロライナ州） ブロンズ賞

北米／南米*

ゼネラルモーターズ—インガーソル（CAMI）
（カナダ、オンタリオ州） シルバー賞

日産自動車—栃木第２（日本）

ブロンズ賞

レクサス ES、レクサス IS、
レクサス RX

アウディAG—ネッカーズルム（ドイツ）
ブロンズ賞

ポルシェAG—ライプツィヒ（P）（ドイツ）
ゴールド賞

メルセデス・ベンツ Cクラス

* トヨタが、初期品質において世界第１位のアセンブリ工場に与えられるプラチナ賞を受賞したため、北米／南米地域におけるゴールド
賞はありません。

アウディ A4、アウディ A5/S5/RS5、
アウディ A6/S6、アウディ A7/S7/RS7、
アウディ A8/S8、アウディ R8

100台当たりの不具合指摘件数
（製造不具合のみ） 生産モデル

プラチナ賞

出典：J.D. パワー2014年米国自動車初期品質調査SM

本報道用資料に使用されている図表およびグラフを引用する際には、必ず、調査レポート発行者および出典（J.D. パワー2014年米国自
動車初期品質調査SM）を明記してください。ランキングは数値スコアに基づいており、必ずしも統計上の優位性に基づくものではありませ
ん。J.D. パワーから事前に書面による明示的同意を得ない限り、本報道用資料またはJ.D. パワーの調査結果から得た情報を広告また
は販促活動に使用することを禁じます。

J.D. パワー
2014年米国自動車初期品質調査SM （IQS）

 


