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要 旨 

 
 
１．中国の自動車市場の規模は大きく拡大している。しかし、自動車の普及率がなお低く、

今後も市場規模がさらに大きく拡大する潜在力が大きい。中国の自動車市場は小型車

が中心で、価格競争が激しいなどの特徴が見られる。自動車の産業政策も市場の発展

に大きな影響を与えている。 

 
２．生産者の自動車メーカーは、外資系合弁企業が主力であり、外資の出資を受けず、独

自のブランドを持つ本土系は近年大きく伸びている。外資系と本土系に棲み分け関係

が形成された。 

 
３．近年、中国の自動車市場と自動車産業には、独自ブランドの開発、環境対策の強化、

統廃合、輸出と海外展開など、さまざまな新たな変化が現れている。これらは、自動

車市場の今後の発展にプラスに働くと期待できる。 

 

４．日系自動車メーカーは中国で大きく発展し、市場シェアにおいて最大の勢力に成長し

ている。中国市場のメインプレイヤーとして、さらなる発展には競争の優位性を発揮

し、問題点を克服する必要がある。 

 
キーワード：自動車市場、外資系自動車メーカー、本土系自動車メーカー、価格競争、独

自ブランド 
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１．はじめに 

 
 中国の経済発展に伴って個人所得が増加し、その結果、自動車の普及は急速に進んでい

る。このため、中国の自動車市場は世界第二の市場にまで成長し、しかも世界でもっとも

発展が早く、今後もさらに大きく拡大が期待される市場となっている。 

 中国の急拡大する自動車市場に対して、世界各国の自動車メーカーは競い合って中国市

場に進出し、現地生産と現地販売を展開している。日系自動車メーカーも積極的に中国に

進出し、外国メーカーや中国の本土系メーカーとの競争を展開している。日系自動車メー

カーは中国市場の特質に対応し、優位性を発揮すればより大きい市場シェアを獲得でき、

メインプレイヤーにもなりうる。中国市場における日系自動車完成車メーカーが成功すれ

ば、部品産業や他の関連産業にも成長が波及できる。 

 本論文は、日系自動車産業が如何にして中国の自動車市場をより成功させるかを分析す

ることを目的とする。構成として、まず、中国の自動車市場の発展と今後の成長の潜在力

を検討する。次に、中国の自動車市場の特質や競争事情を分析する。さらに、中国におけ

る日系自動車メーカーのプレゼンスや、優位性と弱点を分析したうえ、改善策を提案する。 

 ちなみに、本論文の分析は乗用車の完成車に限り、トラック、バスなどの商用車や、部

品産業に関しては、分析の対象としない。 

 

２．急拡大する中国の自動車市場 

 
2.1 中国の自動車市場の規模 

 中国での自動車販売台数は、近年、急速に拡大してきている。2002 年に 324.8 万台であ

ったが、2007 年には 2.7 倍の 879.2 万台まで増え、年平均伸び率は 22％である。そのう

ち、乗用車販売の増加がとくに注目に値し、同 112.6 万台から 5.6 倍の 629.7 万台まだ拡

大し、年平均伸び率は 41.1％と高い（図表 1）。一方、自動車の生産台数は販売台数とほぼ

同じスピードで成長している。2007 年、中国は合計 888.2 万台、うちの乗用車は 638.1

万台を生産した。すなわち、中国で販売された自動車のほとんどは国内生産、いわゆる国

産車である。 
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図表 1 自動車販売台数の推移 
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（出所）中国汽車工業協会、中国商務部。 

 
 中国はすでに米国に次いで世界 2 位の自動車市場、米国と日本に次いで第 3 位の生産国

となっている。 

 中国の業界団体である中国自動車工業協会の予測によると、2008 年には自動車販売は

1,000 万台、乗用車は 730 万台に増える。1～3 月の販売実績は前年同期比 21.4％増の 257.9

万台である。 

 
2.2 今後拡大の潜在力 

 中国の自動車市場は、大きな潜在力を持ち、今後も大きく拡大していく。市場の拡大を

支える潜在力を以下の面で確認できる。 

 第 1 に、現段階に中国の自動車普及率はまだ低い。都市住民百世帯における自動車保有

台数は、1997 年に 0.19 台、2002 年に 0.88 台であったが、その後の販売の急拡大を経て、

2007 年 9 月には 5.9 台、すなわち世帯普及率は 5.9％まで拡大した（図表 2）。この水準は

依然として低い。全国で普及率が最も高い北京市でも、2006 年の保有水準は 18.1％と高

くない。中国の都市人口は 2007 年に約 5.7 億人、約 2 億世帯になる。都市部の百世帯の

自動車保有台数が 1 台増え、すなわち普及率が 1％拡大すれば、200 万台の新規保有が増

える。普及率を現在の 5.9％から 10％まで上昇する場合、800 万台強の新規保有が増える

計算となる。更新需要も加えると、大きな需要が存在していることが分かる。すなわち、

自動車の普及が加速すれば、自動車市場の規模もさらに拡大していく。 
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図表 2 都市部の自動車普及率 
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（出所）中国国家統計局、中国自動車工業協会。 
（注）年末値。 

 

 第 2 に、自動車の保有状況が、依然として少ない。2006 年末の保有台数は 3,697 万台、

前年比 17％増え、97 年の 1,219 万台と比べて 3 倍になった（図表 3）。しかし、13 億の人

口規模に比べると、4,000 万台未満の保有量は少ないと言わざるを得ない。この意味では、

今後大きく伸びる可能性も大きい。 

 
図表 3 自動車保有台数の推移（年末） 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

万台

自動車保有全体

個人保有乗用車

年  
（出所）『中国統計年鑑』各年版。 
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 第 3 に、運転免許保有者数は自動車の保有台数よりはるかに多い。中国公安部の統計に

よると、2007 年末において、中国で自動車運転免許を取得した人の総数は 1 億 709 万人、

前年末に比べると 12.9％も増えた。運転免許保有者には、若い世代が多く、今後自動車を

購入する予備軍でもある。 

 第 4 に、所得水準の向上も自動車の普及、自動車市場の拡大を支える。中国の 1 人当た

り GDP は、経済の高成長に伴って伸びている。2000～07 年の 1 人当たり GDP の年平均

伸び率は 12.8％と高い。ドル換算では、2001 年に 1 人当たり GDP は初めて 1,000 ドルを

上回り、2006 年に 2,000 ドルの大台に乗り、2007 年には約 2,490 ドルまで上昇した。一

方、都市部の 1 人当たり可処分所得も同様のスピードで拡大している（図表 4）。所得レベ

ルの上昇は、消費を拡大させ、今後も自動車市場の拡大を支えるであろう。 

 
図表 4 所得水準の向上 
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（出所）中国国家統計局 
（注）2007 年の 1 人当たり GDP は筆者推計。 

 

 第 5 に、経済発展により、生活環境の変化は自動車への需要を喚起し、インフラ整備の

進展は自動車の利用をより便利にした。例えば、都市部の不動産開発は、市内から郊外に

拡大し、公共交通手段の未整備のもとで、自動車は通勤などの必需品となっている。また、

高速道路の建設は、自動車普及の追い風となっている。中国の高速道路建設は 80 年代か

ら始まり、90 年代に入ってから加速し、完成して運行中の高速道路総延長は、95 年に 2,141

キロしかなかったが、99 年に 1 万キロを上回り、2007 年末に 5 万 3,600 キロまで増え、

米国に次いで世界 2 位を誇る。ほかにも、高速道路の総延長とほぼ同じ規模の自動車専用

道路もある（図表 5）。不動産開発と高速道路建設などのインフラ整備は今後も続くため、
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自動車市場の普及と市場拡大に貢献するであろう。 

 
図表 5 高速道路の総延長 

0

1

2

3

4

5

6

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

万キロ

高速道路

自動車専用道路

年
 

（出所）中国国家統計局。 
（注）年末値。中国の一級道路は自動車専用道路に相当。 

 
３．中国の自動車市場の特質と競争事情 

 
 中国において自動車の普及は始まったばかりで、自動車市場もなお拡大中にあり、自動

車市場は未熟であるほかに、中国の文化と伝統や消費の習慣などが中国の消費者の選択に

影響を及ぼしている。また、中国市場での競争に参加する各メーカーは、それぞれの優位

性に基づいて経営活動を展開している。しかも、このような競争は、さまざまな規制、す

なわち中国政府が策定した自動車の産業政策のもとで展開されている。すなわち、中国の

自動車市場は、独自の特質と競争事情を有している。日本企業は中国の自動車市場でより

大きなシェアを勝ち取り、よりよい業績を収めるためには、以下に述べるような中国市場

の実態を理解しなければならず、この実態に対応できる経営方法をとらなければならない。 

 
3.1 消費者の選択 

 中国市場でどのような車が売れているのかは、当然、消費者の好みと選択によって決め

られる。これも、中国の文化、社会の習慣、および経済発展のレベルと関連する。とくに

自動車市場はまだ普及の段階にあり、消費者の所得レベルはまだ高くないことから生じて

いる要因が多い。具体的には、以下の事情があると指摘できる。 

 第 1 に、小さい排気量の大衆車が乗用車販売の主流であり、より大きい排気量にシフト
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している。これは、消費者の所得レベルがまだ低いこと、まだ 1 台目を購入することが多

いと関連している。自動車工業協会の統計によると、07 年の乗用車販売には、排気量 1-1.6L

クラスは 48.5％、1L クラス未満も加えると、小型車は 60.7％を占めていた。一方、1.6L

クラス以上の中大型車は 39.3％と比較的少ない。近年の変化で見れば、小型車のシェアは

やや低下し、中型車のシェアがやや上昇する傾向が見て取れる（図表 6）。今後の短・中期

的には、小型車が依然として主流であるが、より大きな排気量へ移行、すなわち中型車の

シェアの上昇が加速すると考えられる。 

 
図表 6 国産乗用車販売の排気量別シェア 
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（出所）中国自動車工業協会。 

 
 第 2 に、中国の消費者は価格に敏感であり、「価格性能比」がとくに重要視され、激し

い価格競争を引き起こしている。中国の消費者は所得がまだ低いため、自動車を購入する

際、とくに 1 台目の車を購入する場合、価格にとくにこだわっている。しかも、単なる価

格が安いというだけではなく、「価格性能比」という同じ性能のもとで安い車を求める消費

者の要望が強い。 

 中国の自動車市場は長い間、完成車と部品輸入の高関税に保護されてきたため、国内で

の自動車販売価格が国際市場よりも高く設定されていた。中国の WTO 加盟後、自動車関

税が大幅に引き下げられたことによって、自動車販売の大幅な値下げが可能となり、消費

者の価格へのこだわりとあいまって、激しい価格競争が引き起こされた。近年、自動車販

売価格は、クラスの違いにかかわらず、大幅に下落した（図表 7）。国産乗用車の前年比平

均値下げ幅は、2004 年に 13.1％、05 年に 3.0％、06 年に 6.5％、07 年に 7.2％であった。

2008 年は原材料価格と賃金の上昇により生産コストが上昇するが、完成車の価格は 5％の

下落と予測される。 
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図表 7 国産乗用車の価格下落 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2004 2005 2006 2007 2008

04年1月=100

豪華車

軽乗用車

中型車

小型車

国産乗用車平均

上級車

年  
（出所）中国自動車工業協会 
（注）月別自動車価格指数。 

 

 第 3 に、中国人の文化、社会的伝統と価値観も消費者の心理として自動車市場に影響を

与える。例えば、経済発展に伴って、中国人の所得も増えているが、多くの消費者は自動

車を生活必需品と見る一方、いまだに富の象徴、事業の成功、社会的地位の象徴とみる傾

向がある。このため、小型車でも豪華な内装を求める。中国での乗用車の伝統的なイメー

ジはセダンであり、他のボディタイプが好まれない。このため、ハッチバック、ワゴンな

どセダンと違う形の車は、普及の初期段階には売れ行きがよくなかった。外国メーカーが

導入したハッチバックの小型車の車種が売れず、セダンの形に設計を修正する事例もある。 

 さらに、消費者として尊重されることも重要である。確かに、中国の消費者はまだ金持

ちではなく、購入する車も低中級の小型車が主流である。しかし、自動車メーカーは古い

車種、既存の車種の簡略版を中国市場に投入する場合、中国の消費者は貧乏人が軽視され

た感覚で受け止められる可能性があり、このメーカーが嫌われることさえある。また、中

国の消費者は最新の車種、新しい技術にこだわる傾向がある。新たに開発、発売する最新

の車種、最新の技術を応用したと宣伝すれば、実際の技術が最新であるかどうかがかかわ

らず、中国の消費者に信頼される。実際、一部のメーカーは最新型の車種の発売を、中国

を含めて世界同時行うことは大きく評価された。実際、一部の外資系メーカーは車種を中

国に投入する際、中国の道路事情や、消費者の受け入れる価格を考慮して、一部の機能と

設備を省略する設計をし直したこともよくある。すなわち、同じ名前の車種でも、中国バ

ージョンが世界の他の市場で販売されるものより性能が劣る状況が生じた。これは、当然、

中国の消費者から敬遠される。すなわち、選択、購入するかどうかにかかわらず、最新、

フル装備の車でなければ、消費者が軽視され、見下ろされたと受け止めることは、中国の
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消費者の心理である。 

 
3.2 メーカーの競争と棲み分け 

 以上では中国の自動車市場の特質を需要者側の視点でみたが、以下は供給者側の視点か

ら、自動車市場の事情を検討する。 

 まず、中国で生産、販売している自動車メーカーは、おもに外資系企業と本土企業とい

う 2 大勢力がある。それぞれの企業形態、市場戦略、投入車種、研究開発が異なり、競争

と棲み分けの体制が形成されている（図表 8）。 

 
図表 8 外資系と本土系の棲み分け 

  外資系 本土系 
企業形態 国内企業と合弁 独立系 
ブランド グローバルブランド 独自ブランド 

ハイエンド ローエンド 
中・大型車 小・中型車 主要生産車種 
既存の車種 開発する車種 

販売価格 高価格 低価格 
主要販売市場 国内市場 国内・海外市場 
輸出 消極 積極 

研究開発 持ち込んだ技術、車種

の現地化 
独自の技術、車種の開

発 
（出所）各種資料により筆者まとめ。 

 
 外資系自動車メーカーは、中国では中国企業との合弁が必要条件である。外資系メーカ

ーは、一般的に既存の車種を中国に持ち込み、おもに中・高級車を生産し、外資側のブラ

ンドで中国国内に販売し、価格は比較的高い。中国進出の目的は主として中国の国内市場

を獲得するためであり、中国で生産した完成車の輸出には熱心ではない。また、外資系メ

ーカーも中国で研究開発を行っているが、持ち込んだ技術、車種の現地化、すなわち中国

市場の事情に合わせて設計などの修正や、現地調達の部品の認証などに止まっている。外

資系メーカーの競争優位はおもに技術力とブランド力である。 

 比較して、本土系メーカーは外資系企業と合弁せず、独自の力で自動車を生産、販売す

る独立系のメーカーである。生産する車種はおもに低・中級の小・中型車であり、技術は

模倣、もしくは自ら開発するものであり、販売価格は比較的安い。研究開発に関して、外

資系メーカーよりも力を入れている。本土系メーカーは国内市場で外資系メーカーと比べ

て競争に不利な立場にあるため、積極的に輸出を拡大している。本土系メーカーの最大の

競争力は低コストと低価格である。 

 このように、外資系と本土系メーカーは、実質上棲み分けの関係が形成されている。次
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章でもさらに詳しく述べる。 

 また、自動車の販売にも中国的な特色がある。例えば、政府の規定によると、会社別で

ブランドごとに販売会社を設立する必要があり、外資系メーカーは複数の中国企業と合弁

する場合、1 ブランドに複数の販売系列を構築しなければならない。この規定のもとでは、

外資系企業のブランド戦略にある程度の困難をもたらし、販売網の構築に他国でのケース

に比べより多くの資源を投入しなければならない。 

 

3.3 自動車に関する産業政策 

 中国は 80 年代以降、「技術と市場の交換」という方針のもとで、外資を積極的に導入し、

技術の導入を前提に、中国企業との合弁による現地生産、国内販売を認めるという自動車

の産業政策を実施してきた。同時に、国内市場がまだ小さいことから、過度の競争を防ぐ

ため外国企業と国内企業の新規参入を厳しく規制した。しかし近年、自動車の産業政策を

以下のように大きく転換した。 

 第 1 に、国内での需要の拡大と市場規模の拡大によって、90 年代半ば以降、外国企業と

国内企業の新規参入への規制を緩和した。このため、近年、外資が相次いで中国に新規進

出し、多くの国内企業もさまざまな分野から乗用車生産に新規参入した。 

 第 2 に、外資導入を引き続き奨励するが、国内の自動車メーカーとくに本土系メーカー、

国内ブランドの育成にとくに力を入れている。 

 第 3 に、完成車と部品輸出を奨励する。輸出はおもに本土系メーカーが行っているため、

輸出奨励も実際、本土系メーカー、国内ブランドの育成となる。 

 第 4 に、自動車の環境基準を強化する。燃費、排気ガスに関してより厳しい基準を導入

し、適用した。例えば、2005～06 年に排気ガスの国Ⅲ基準（ユーロⅢに相当）、08 年に国

Ⅳ基準（ユーロⅣに相当）を導入した。ガソリンなどの燃料の基準も厳しくした。環境対

策の一環として、小型車の使用を推奨した。これに合わせて、税金、通過料などの優遇措

置も実施した。 

 第 5 に、市場の急拡大によって、各メーカーの拡張投資と新規参入も急増し、2005 年

以降、投資と生産能力が過剰気味となっている。過剰を防ぐため、政府は再び新規参入を

規制し、合併を推奨する措置をとり始めた。この政策のもとで、大手自動車メーカーによ

る中小メーカーの統合が進んでいる。将来、数社の大手メーカーへの集約も期待している。 

 一方、外資に関する政策については、中国進出を認可する条件として、技術導入と中国

企業との合弁（出資比率が 50％まで）であったが、近年、研究開発センターの併設も外資

進出の新規認可の条件として加えられた。また、外資の合弁相手としての中国企業に関し

ても、1 社につき外資との合弁は乗用車 2 社、商用車 1 社限ると変化した。 

 また、外資導入の奨励対象にも変化が見られた。2007 年末に発表した外資導入の産業目

録には、優遇範囲の拡大と新たな奨励業種の適用を決定した。例えば、完成車・エンジン
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の研究開発、軽量化および環境配慮型の素材・部品生産などが新たに奨励の対象に加えら

れた。 

 
４．中国の自動車市場の担い手と主要プレイヤー 

 
 中国で自動車を生産、販売しているメーカーは、すでに指摘したとおり、大きく分ける

と外資系と本土系の 2 種類で構成される。外資系の中でも欧州勢、米国勢、日本勢、韓国

勢があり、それぞれの競争優位と市場におけるプレゼンスが異なる。本土系なかでは、乗

用車生産に参入する経緯や、重点分野も異なる。以下、外資系における各国勢と本土系の

各主要メーカーのプレゼンス、競争優位と弱点を検討した上、日本勢の競争実態などを検

討する。 

 
4.1 中国市場における主要プレイヤー 

 乗用車の市場シェアでみれば、2001 年以降、先発の欧州勢はシェアを落としているが、

本土勢、日本勢は勢力を伸ばしており、米国勢はシェアを維持し、一時的に急成長した韓

国勢は 2006 年以降低迷している。2007 年には、乗用車販売において本土勢は 40.3％で最

大であり、日本勢は 24％で 2 位である。セダン販売でみれば、日本ブランドの販売台数は

28.6％で 1 位であり、本土勢は 26.4％で 2 位、欧州勢は 25％で 3 位である（図表 9）。 

 

図表 9 自動車販売における各勢力の市場シェア 
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（出所）中国自動車工業協会のデータにより筆者計算。 
（注）販売台数のブランド国別シェア。左の線グラフはセダンの市場シェアの推移、右の円グラフは 2007

年の乗用車の市場シェア。 
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 一方、メーカー（ブランド）別でみれば、上位 14 社のうち、欧州勢は 3 社（1、2、10

位）、米国勢は 2 社（3、9 位）、日本勢は 4 社（5、6、7、13 位）、韓国勢は 1 社（11 位）、

本土勢は 4 社（4、8、12、14 位）をそれぞれ占めている（図表 10）。ちなみに、本土勢

のなか、一汽夏利と一汽海南の 2 社は発展段階において日本と密接な関係を持っていた会

社である。 

 

図表 10 乗用車（セダン）販売の上位メーカー 
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（出所）中国自動車工業協会。 

 
4.2 外資系メーカーのパフォーマンス 

 現段階では、中国の自動車市場の主力は外資系メーカーである。乗用車の分野では、90

年代まで中国の国内メーカーはほとんど存在しなかったため、外資系メーカーが中国市場

をほぼ独占し、先発利益を享受していた。中国の自動車市場が大きく発展し始めた時期に

も、数多くの外資系メーカーが中国への新規参入を果たした。現在、世界中の主要自動車

メーカーのほとんどは中国で中国企業との合弁企業を設立し、乗用車を現地生産し、それ

ぞれのブランドで販売している（図表 11）。 

 そのうち外国メーカー1 社が異なる中国企業と複数の合弁企業を設立し、同様に、中国

メーカー1 社が複数の外国企業と合弁企業を設立している。もちろん、中国から撤退する

外国メーカーもある。例えば、フランスのプジョーと米国のクライスラーは、80 年代に中

国に進出し、90 年代に撤退したが、最近再び中国に戻ってきた。イタリアのフィアットは

2008 年に中国での乗用車生産からの撤退を決定し、生産工場の株式を売却した。 
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図表 11 中国の主要外資系乗用車メーカーと資本関係 
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（出所）各種資料により筆者まとめ。 
（注）左は中国メーカー、右は外国メーカー、真ん中は合弁企業。矢印は出資、点線はライセンス生産。

乗用車のみ、商用車を含まない。 

 
 外国メーカーのプレゼンスと競争優位に関して、国別で検討しよう。 

 欧州勢は先発組みとして、90 年代において中国市場の約 7 割の市場を誇っていたが、現

在は守りの体制に入っている。ドイツのフォルクスワーゲンは中国でトップの 2 社の合弁

企業を有している。フランスの PSA はシトロエンとプジョーの 2 つのブランドで生産販

売し、中国市場で中堅的な存在である。BMW とベンツは近年、新規参入を果たし、高級

車市場ではプレゼンスが大きい。欧州勢の実力はやはり技術力であり、先発利益もプラス
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に働く。 

 米国勢は中国の乗用車市場で 1 割強のシェアを維持し、善戦している。GM は 90 年代

半ばに上海で生産工場を構え、現在も乗用車 3 位である。また、中国で軽自動車最大手の

五菱にも資本参加し、五菱ブランドの軽乗用車と GM ブランドの小型車を生産、販売して

いる。フォードは中国進出が比較的遅かったが、成長が早い。フォードは重慶の長安汽車

と合弁会社を設立し、その後マツダもこれに資本参加した。フォード、マツダのブランド

のほか、傘下のボルボブランドの乗用車も生産、販売している。クライスラーは 80 年代

北京でジープを生産したが 90 年代に撤退した。現在は委託生産の形で中国に再進出を果

たした。米国勢の優位性は、投入する米国の車種を中国市場に合わせて設計を変更するな

ど、研究開発に力を入れる一方、欧州と韓国の傘下企業が開発した車種を投入することで

業績を維持している。 

 韓国勢は中国進出が比較的遅かった。急成長を遂げた時期もあったが、現在、市場シェ

アが 1 割未満に止まっている。現代自動車は、乗用車分野で現代と起亜の 2 社を設立し、

2 つのブランドで販売している。韓国車の競争優位は外資系より安い価格と本土系よりよ

い性能と品質である。加えて、日中関係が悪化する時期に、日本車を好む中国の消費者は

仕方なく、日本車に近い韓国車を選んだ経緯もあった。しかし現在、外国メーカーが値下

げし、国内メーカーが品質を向上させ、日中関係も改善したため、韓国車の優位性が活か

せず、市場シェアが低下してしまった。 

 日本勢は中国への本格的進出の時期は欧州勢や米国勢より遅れていたが、21 世紀に入っ

て急速に勢力を拡大し、現在は最大勢力に成長している。ホンダ、トヨタ、日産、スズキ、

マツダ、三菱など日系 6 社はそれぞれ異なる経営形態で事業を展開し、投入する車種も外

資系のなかで最も多い。日本勢の強みは高品質と低燃費であり、価格が高いことと安全性

がまだ認識されていないことが問題である。日本勢に関しては、第 5 章で詳細を述べたい。 

 上記の中国における各国勢のプレゼンス、競争優位について、各国勢に対する消費者の

評判も参考となる。欧州車は技術的に優れており、品質に優位性がある。米国車に関して

は、意外に好評であり、品質と燃費など、欠点としてよく指摘される問題はとくに意識さ

れず、安全性が評価されている。韓国車は価格面と技術面のいずれも優れておらず、他の

外資系に比べて優位性ははっきりしない。日本車は品質、燃費が優れているが、安全性に

疑問がある。このようなイメージは、各国勢の競争にも影響を与える。 

 また、世界の主要自動車メーカーがそれぞれ中国市場において、大きな市場シェアを勝

ち取っている。フォルクスワーゲンと GM はずっと 1 位と 2 位である。日系メーカーのな

かでは、トヨタは 3 位、ホンダは 4 位、日産は 7 位である。これらの企業のなかで、トヨ

タとフォードはシェアを伸ばしたが、GM と現代は落としている。ホンダと日産は横ばい

である（図表 12）。 
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図表 12 中国市場における世界の主要自動車メーカーのシェアの変化 
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（出所）太平洋汽車網（PCauto.com.cn）の資料により筆者計算。 
（注）セダン販売における各メーカーのシェア。2008 年 1～3 月のシェアでランキング。 

 

4.3 本土系自動車メーカーの台頭 

 既に述べたとおり、本土系メーカーは近年急速に発展し、まだ外資系メーカーと対抗で

きないが、一大勢力に成長している。 

 ここでいう本土系自動車メーカーとは、外国自動車メーカーの出資を受けず、外国ブラ

ンドを使わない独立系メーカーであり、国有企業もあるが、純粋な民間企業も多い。主要

本土系メーカーは図表 13 で示したとおり、そのうち、販売台数で上位を占める企業も少

なくない。ちなみに、外資と合弁している国内企業のなかでも、独自ブランドで乗用車を

生産販売し、独自ブランドがその合弁企業の外資側のブランドよりも多い企業もある。例

えば、スズキ、フォードと合弁する長安汽車、三菱と合弁する長豊汽車はその例である。 
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図表 13 主要本土系メーカー 
販売量(万台) 

 
設立 
時期 

乗用車生 
産開始 

企業形態 従来の事業 
07年実績 08年目標 

07 年輸

出(万台)
奇瑞 1997 1999 国有 新設 38.1 48 12.0 
華晨 1991 2000(ｾﾀﾞﾝ) 国有、上場 ワゴン車 30.0 33 1.6 
哈飛 1980 2002(ｾﾀﾞﾝ) 国有 飛行機 24.3 32.5 2.0 
吉利 1986 1998 民間 オートバイ 22.0  3.5
一汽夏利 1986 1997(改組) 国有、上場 ﾀﾞｲﾊﾂとの合弁 18.0  0.5

一汽海南 1988 1991 国有民間の
合弁、上場

ワゴン車 12.3 18  

長城 1990 2007(ｾﾀﾞﾝ) 民間、上場 トラック 11.9 20 5.1
比亜迪 1995 2003 民間 携帯電話電池 10.1 20  
力帆 1992 2004 民間 オートバイ 4.0  0.5
中興 1999  外資と合弁 トラック 3.7  0.5
（出所）各種新聞報道によりまとめ。 
（注）設立時期は本体（親会社）の企業設立である。従来の事業は乗用車生産前の中核事業、もしくは親

会社の事業内容。 

 
 本土系メーカーの乗用車生産は、おもにトラック、オートバイなどの分野から出発し、

次に乗用車に参入したケースと、異業種から参入したケースもある。例えば、吉利と力帆

はオートバイから乗用車に参入し、長城と中興は小型トラックとピックアップトラックか

ら乗用車に参入したが、比亜迪はもともと携帯電話電池の世界最大手であった。また、従

来の外資との合弁、委託生産の契約終了後、独立系の本土系メーカーになった企業もある。

例えば、一汽夏利の前身はダイハツとの合弁企業であり、一汽海南は従来マツダの委託生

産を行う企業であった。 

 本土系メーカーの生産販売は、おもに低・中クラス、小・中型乗用車に集中している。

セダンでは外資系に及ばないが、SUV と MPV の分野では本土系メーカーは圧倒的なシェ

アを持っている。本土系ブランドの車は、技術レベルが外資系より劣るが、販売価格が極

めて低い。驚異的な低価格は本土系メーカーの最強の競争優位である。 

 本土系メーカーの技術は、一般的に外国から入手した技術をベースに自ら開発するもの

である。例えば、以前に導入した技術、従来の合弁もしくは委託生産の際に入手した技術、

もしくは期限切れの特許をベースに自前の開発を加えたもの、などが挙げられる。 

 実際、本土系メーカーの発展において、外国メーカー、とくに日本メーカーの協力と技

術は大きな役割を果たした。例えば、一汽夏利は現在なお過去の合弁相手のダイハツの技

術と車種を活用している。一汽海馬は従来委託生産したマツダの車種を現在も生産し、自

前のブランドで販売している。華晨はトヨタのワゴン、ハイエースを生産することで発足し

た。哈飛は 80 年代の操業初期に、三菱の技術移転を受けた。ちなみに、一部の本土系メーカ

ーは、独自ブランドで販売する乗用車の一部に、三菱、トヨタが中国で現地生産したエンジン
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を搭載していることもある。 

 確かに、本土系メーカーの技術レベルは、外資系メーカーより劣る。とくに電子制御、電子

装置の分野では大きな遅れをとっている。技術面の弱点は、価格面の優位性でカバーされてい

る。本土系メーカーの価格競争力はとくに注目に値する。 

 中国国内で販売された本土系メーカーブランドの車の価格は、セダンの場合、排気量 1L ク

ラスは 3 万元前後（約 45 万円）、1.5L クラスは 5 万元前後（約 75 万円）、1.8L クラスは

8 万元前後（約 120 万円）、2L クラスは 10 万元前後（約 150 万円）である。これは、国

際価格より大幅に安いのみならず、外資系が中国で生産した車と比べても価格優位性があ

る。もちろん、性能と品質の差もあるが、消費者にとっては半値ぐらいの価格差が魅力的

であろう。 

 本土系メーカーはなぜこのような驚異的な低価格を維持できるのか。低価格、そして低コス

トの秘密の 1 つは、既存の技術と独自のブランドを使うため、外資系と違って、技術のロイヤ

リティーやブランド使用料を払う必要がないことである。もう 1 つは、外資系メーカーは一般

的に系列の部品メーカーを連れ込んだことと違って、本土系メーカーは部品をほとんど本土系

部品メーカーから調達している。とくにトラックとオートバイから乗用車に参入したメーカー

は、自前の安いサプライチェーンを構築した。また、メンテナンス用部品を世界に供給する本

土系部品メーカー、他の外資系に育てられた本土系部品メーカーが存在し、これを活用できる

ことも強みとなる。 

 価格優位性を有するにもかかわらず、本土系メーカーは乗用車生産にまだ時期が短く、中国

国内市場においては先発し技術の優位性を持つ外資系ブランドに対抗できず、不利な立場に立

たされている。多くの本土系メーカーは輸出を強化し、海外生産にも積極的である。海外市場

で磨いて、規模を拡大して、国内外での競争に勝ち抜くことは、その経営戦略でもある。いま

まで、輸出先はおもに途上国であり、2008 年以降は先進国への輸出も開始するとみられる。本

土系メーカーの輸出、とくに先進国へ輸出に関しては、低価格が競争力であるが、輸出先の環

境基準、安全基準を如何にしてクリアするかが大きな課題である。 

 

５．自動車市場の今後の発展 

 
 中国の自動車市場は、今後どのように発展していくのか、中国経済、そして世界にどの

ような影響を与えるのか、日本企業などの外国企業にとって、今後の大きなビジネスチャ

ンスをつかめるのか。以下、自動車市場の発展と変化を示す最近の新しい動き、中国の自

動車市場と自動車産業の優位性や、問題点を検討し、将来の発展を展望する。 

 
5.1 自動車産業の新しい動き 

 近年、経済の発展や、自動車市場の拡大に対応して、外資系と本土系メーカーは、さま
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ざまな対策をとっている。これは、自動車市場の今後の発展方向に影響を与えるであろう。 

 第 1 に、独自ブランドの開発である。 

 すでに述べたとおり、本土系メーカーは独自のブランドで販売しているが、中国での外

資系自動車メーカーは、合弁企業でも外資側のブランドを使っている。合弁企業の中国側

大手自動車メーカーは、外資との合弁により、従来使っていた自前のブランドを放棄させ

られ、生産販売する車種も外資側の投入に依存し、研究開発さえ放棄した経緯もある。企

業の今後の発展のため、外資側に依存しない独自ブランド、独自の技術を開発する必要が

ある。一方、合弁企業の外資側にとっても、グローバルブランドを使うと、多額のブラン

ド使用料を外資系の親会社に支払うのみならず、ブランドイメージに縛られる問題が生じ

た。また、投入車種は親会社に依存すると、中国市場の事情と特殊性に対応しにくい。加

えて、中国政府もイノベーションを重視し、中国企業の独自の知的財産権の掌握を推奨し、

企業の研究開発と独自ブランドの創設を奨励している。 

 こうした背景のもとで、外資との合弁企業を傘下に置く中国の大手自動車メーカーは、

従来の自前のブランドを復活させたり、新たに独自ブランドの創設、知的財産権を持つ技

術の開発に取り込み始めた。例えば、フォルクスワーゲンやトヨタと合弁する第一汽車は、

従来のブランド「紅旗」の乗用車の復活に力を入れている。また、一部の企業は海外での

企業買収を通じてその企業が持つ技術とブランドを入手し、独自ブランドの乗用車の生産

販売を始めた。例えば、フォルクスワーゲンや GM と合弁する上海汽車は、独自ブランド

を開発するため、2004 年に倒産した韓国の双竜自動車を買収し、2005 年に倒産した英国

の MG ローバーからローバーブランドと関連技術を購入し、上海に生産工場を設立し 06

年に「ROEWE・栄威」ブランドのセダンを発売した。一方、フィアットと合弁する南京

汽車はMGローバーの生産工場と設備、MGブランドを買収し、南京で生産工場を設立し、

07 年に「MG 名爵」というブランドで乗用車を発売した。2007 年に、上海汽車は南京汽

車を買収し、それぞれの自社ブランドになった MG とローバーはこれで再び統一した。 

 一方、外国企業も中国で独自ブランドの創設を計画している。ホンダが広州汽車と折半

出資で設立した合弁の広州本田は、中国市場向け車種を設計し、独自ブランドで中国に販

売することを決定した。これは、「ホンダ」ブランドに縛られず、低価格で販売し、低コス

トの部品を使って、中国のローエンド市場に進出し、将来は輸出も考えている。北京で合

弁企業を展開している韓国の現代自動車も中国で、中国市場向け独自ブランドの開発を計

画している。 

 このように、本土系メーカーのほかに、大手国内企業、外国企業も中国で独自ブランド

を開発すれば、中国の自動車産業は外資に依存せず、独自の道を歩み、中国のみならず、

世界市場にも大きな影響を与えるであろう。 

 第 2 に、環境対策の強化である。 

 既に述べたように、中国は自動車の産業政策の一環として、排気ガスの基準を導入し、
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規制を厳しくした。同時に、省エネと低排出の車の開発も奨励している。国内の自動車メ

ーカーの多くは、燃料電池車、電動車とハイブリット車の開発に力を入れている。大手の

第一汽車と上海汽車、長安及び一部の合弁企業のほか、本土系の奇瑞、吉利、哈飞、中小

と新規参入の力帆、中興、比亜迪などもハイブリット車を開発し、一部はすでに発売し始

め、量産体制も整った。比亜迪は携帯電話電池の技術を活かして、家庭の電源で充電でき

るハイブリット車の開発に取り込んでおり、米国市場で発売しようとしている。中国メー

カーによる省エネ、低排出の車の開発は、低コストと低価格によって、世界に大きな衝撃

を与えるであろう。 

 第 3 に、自動車メーカーの合併と統合が進められている。 

 自動車メーカーの数が多すぎて、しかも各メーカーの生産規模が小さく、競争が激しい

ことに対応して、中国政府は 2003 年からメーカーの合併を奨励し始めた。自動車産業の

第 11 次五カ年計画（2006～10 年）では、合併と統合を奨励し、販売量に独自ブランドが

50％以上、輸出が 10％以上占め、年産 200 万台以上の大型企業 1～2 社、年産 100 万台以

上の中核企業数社を形成させるという目標を打ち出した。実際、上海汽車、第一汽車と東

風汽車は第一陣営として、生産販売の規模は 2007 年にすでに 100 万台を上回り、第 2 陣

営の長安汽車、北京汽車と広州汽車は 50 万台の規模を上回っている。こうした企業はい

ずれも 2010 年に 200 万台に増える目標を立てている。30 万台規模を上回った奇瑞と華晨

（金杯）はいずれも独自ブランドの本土系企業である（図表 14）。今後、どの企業は生き

残り、成長するのかは、如何にして他社を併合するかにかかっている。 

 
図表 14 中国の大手自動車企業グループの販売台数 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

上海汽車 第一汽車 東風汽車 長安汽車 北京汽車 広州汽車 奇瑞 金杯/華晨

万台

2005年 2006年 2007年

 

（出所）中国自動車工業協会。 
（注）グループ全体の販売台数、乗用車と商用車、自主ブランドと外資側ブランド（外資と

の合弁企業）を含む。上海汽車と奇瑞は乗用車のみ。奇瑞は単体、グループではない。 
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 2007 年末、上海汽車は南京汽車を買収したことで、新しい大型買収の幕を開けた。2008

年には、東風自動車による哈飛、北京汽車による東南汽車の買収も予定している。今後、

買収と合併による再編がさらに加速し、結果として、世界的にも影響力のある大規模な中

国メーカーが現れるであろう。ちなみに、大型トラック、バスの分野でも買収と合併は展

開されている。 

 第 4 に、完成車輸入が増え、国産車との競争となる。 

 従来、完成車の輸入は、高額の関税が徴収されるため、販売価格が国産車より大幅に高

く、国産車が保護されていた。中国が WTO 加盟後、完成車と部品の輸入関税が大幅に引

き下げられたが、国内市場における販売価格は依然として国産車より高かった。実際、自

動車輸入は 90 年代後半以降減少し、WTO 加盟後、高級車を中心に若干恢復したが、輸入

台数は低水準に止まっていた。しかし、2006 年を境に、自動車輸入台数が再び増え始めた。

2006、07 年の輸入台数は 22.8 万台と 31.3 万台に増加し、自動車販売全体に占める輸入車

のシェアも 3.2％と 3.6％に上昇した（図表 15）。 

 
図表 15 自動車輸入の推移 
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（出所）商務部貿易統計、中国自動車工業協会。 
（注）割合は輸入自動車台数が中国の自動車販売台数に占める割合。 

 

 最近の輸入車の増加には従来と異なる事情もあった。まず、関税の引き下げや、国産車

との競争などにより、輸入車の価格が大幅に引き下げられ、国産車との差が縮小し、一部

は同クラスの国産車に接近してきた。また、中国で現地生産している外資系メーカーは中

国で販売ネットワークを構築したため、この販売ネットワークにおいて同じ系列、同じブ

ランドの輸入車の販売もできるようになった。さらに、従来の輸入車種は中国で生産でき

１９ 



ない中高級、大排気量の車種が中心であったが、最近、中型車の輸入も増えている。最後

に、中国で現地生産している車種も輸入され、同一車種が国産と輸入と同時に販売され、

しかも価格が接近する状況も生じている。 

 ちなみに、輸入部品に関する関税税率が変化しうることも競争体制に影響を与える。中

国は完成車輸入に 25％の関税を徴収しているが、部品輸入の関税税率は 10％と低い。中

国は部品の国産化を促進するため、2005 年から、中国で自動車を組み立てる際、輸入部品

が完成車の価値の 60％以上を占める場合、部品輸入も完成車とみなして 25％関税を徴収

することとなった。この制度に対して、米国、EU とカナダは WTO 加盟時の中国のコミ

ットメントと違って、自由貿易の原則に違反したことを理由に WTO に提訴した。2008 年

3 月、WTO は中国の制度が WTO ルールに違反すると裁定した。中国はこの裁定に従う場

合、外資系メーカーによる組み立て生産の自動車も競争に加わることになろう。 

 今後、中国の自動車市場において、輸入車と組み立て生産の自動車も国産車と競争する

ことになる。 

 第 5 に、自動車輸出と自動車産業の海外展開が急速に進んでおり、次節で検討する。 

 
5.2 本土系メーカーの輸出と海外展開 

 自動車産業におけるもう 1 つの新しい動きは、輸出と海外展開である。すでに述べたが、

外資系メーカーはおもに中国国内市場に専念するが、本土系メーカーは国内市場の競争に

やや不利な状況にあるため、輸出と海外生産に力を入れ、国内外市場で同時に発展する戦

略を実施した。 

 中国の自動車輸出は、2004 年に 7.6 万台だったが、07 年に 61.3 万台に増えた。そのう

ち、乗用車は同 1.3 万台から 26.5 万台、セダンは 0.9 万台から 18.9 万台まで増えた（図

表 16）。2005 年には、自動車輸出台数は初めて輸入台数を上回った。ただし、乗用車は依

然として輸入超過である。乗用車の輸出は小型車が中心であるが、輸入はほとんど排気量

2.5L 以上の大型車である。2007 年の 26.5 万台の乗用車輸出の金額は 20.9 億ドルに比較

して、30.2 万台の乗用車輸入は 98.3 億ドルにもなる。乗用車の輸出単価（一台当たりの

平均価格）は 7,887 ドルと安いが、乗用車の輸入高は 32,532 ドルとはるかに高い。すな

わち、乗用車輸出もまだ低付加価値の域から出ていないといえよう。 
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図表 16 自動車輸出の急増 
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（出所）中国自動車工業協会、商務部。 

 
 ちなみに、自動車部品の輸出入については、大幅な出超となっている。2007 年、自動車

部品（エンジンも含む）の輸出は前年比 36.9％増の 295 億ドル、輸入は 14.8％増の 152.9

億ドルである。 

 中国の自動車の輸出先については、完成車はおもにロシア、中東、東南アジア、中南米、

アフリカなどの途上国に集中するが、2008 年から欧州、米国など先進国への輸出もスター

トする。部品の輸出先はおもに先進国である。 

 輸出を拡大させると同時に、対外投資を通じて、海外で生産工場を設立し、現地生産も

始まった。奇瑞は世界 6 各国に 7 工場を設け、他のメーカーも複数の国で現地生産を行っ

ている（図表 17）。ただし、海外での現地生産の多くはまだ CKD/SKD 輸出と組み立てに

止まっている。 

 
図表 17 本土系自動車メーカーの海外展開 

企業 輸出(2007 年) 海外での現地生産・組立 輸出・現地生産の主要車種

奇瑞 12.0 万台 ロシア、ウクライナ、イラン、エジ
プト、インドネシア、ウルグアイ、
マレーシア 

セダン、SUV 

長城 5.1 万台 ロシア、ガーナ ピックアップトラック、
SUV、セダン、MPV 

長安 4.0 万台 パキスタン、ベトナム 軽乗用車、セダン 
吉利 3.5 万台 ウクライナ、ロシア、インドネシア セダン 
哈飛 2.0 万台 マレーシア 軽乗用車、ワゴン 
華晨 1.6 万台 エジプト、ベトナム、北朝鮮 セダン、ワゴン 
中興 0.5 万台 ロシア、ヨルダン、メキシコ ピックアップトラック、

SUV 
力帆 0.5 万台 ロシア、ベトナム、ベラルーシ セダン 
（出所）各種資料により筆者まとめ。 
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 中国企業の海外進出は輸出と海外生産のほかにもさまざまな形で行われている。1 つは、

海外で技術を持っている自動車メーカーを買収することである。例えば、上海汽車は韓国

の双竜自動車、南京汽車は英国の MG ローバーを買収した。もう 1 つは、海外メーカーへ

の OEM 供給である。奇瑞は米国のクライスラーと小型車の OEM 供給の契約を結んだ。

同社はイタリアのフィアットへのエンジン供給もすでに始めている。さらにもう 1 つは、

海外で研究開発を行うことである。例えば、2008 年 4 月、長安汽車が日本で研究開発セ

ンターを設立した。 

 ただし、中国の自動車輸出と海外での現地生産は課題も抱えている。輸出先の安全基準

をクリアするには難しい。アフターサービスの体制とネットワークもまだ整えていない。

中国政府は、2007 年から自動車完成車の輸出を行う企業に対して、許可制を実施した。ま

た、組み立てのみの海外生産は進出先でも規制され、困難に直面している。例えば、マレ

ーシアは、吉利の現地生産の申請に対して、組み立てを理由に、マレーシアでの国内販売

を認めなかった。また、2007 年に、ロシア政府は外資による自動車組み立てを禁止する措

置を発表した。これは、ロシアで生産工場を設立した多くの中国メーカーに打撃を与えた。 

 中国メーカー、とくに本土系メーカーは、海外進出において最大の優位性はやはり低価

格である。グローバルブランドに比べて、中国車の性能、品質そして安全性に若干問題を

抱えているが、驚異的な安さでこうした問題点をある程度カバーできる。すなわち、「価格

性能比」では、中国車は海外市場で競争力が強い。したがって、自動車輸出は今後も大き

な成長を潜めている。ただし、先進国への輸出拡大は、貿易摩擦を招く可能性が高い。 

 
5.3 中国自動車市場と産業の強みと問題点 

 中国の自動車市場と産業の将来展望をする前に、その強みと問題点を明らかにしなけれ

ばならない。 

 その強みとして、まず、中国経済の高成長が今後も続き、所得の向上やインフラ整備の

進展などによって、自動車の普及はさらに進展し、自動車市場の規模がさらに拡大してい

く。2007 年の市場規模は 880 万台に達し、すでに世界 2 位になり、2008 年は 1,000 万台

の大台に乗り、数年後は米国市場に匹敵する規模にまで成長するだろう。すなわち、巨大、

且つ拡大中の国内需要を有し、国内市場が拡大していることは最大の強みである。 

 第 2 に、生産コスト、そして販売価格が低いことは供給側の優位性である。中国は労働

力が豊富で、賃金コストが安く、原材料なども安い。中国企業は生産コストを抑えること

には長けている。完成車のみならず、部品産業も一定の品質を維持するうえ、低コストの

生産体制を構築した。これはさらに外資系企業にも影響し、中国市場全体の低価格体制を

形成させた。この優位性は輸出など海外進出の際に、メリットがとくに大きい。賃金上昇

や原材料価格の上昇は、コストの優位性を蝕むこともあるが、今後数年間、この優位性が
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揺るがされないであろう。 

 第 3 の強みは、中国企業のイノベーション能力と中国にある裾野産業の力である。中国

の自動車メーカーの技術レベルがまだ低いが、海外で企業を買収するなど、さまざまな方

法で技術を獲得し、研究開発に力を入れている。中国で自動車産業の研究開発を行ってい

るのは、技術の蓄積のある外資系企業ではなく、技術レベルが低い中国企業、とくに本土

系といわれる独自ブランドの国内メーカーである。低コストをもとに、力を入れた研究開

発が成果を出せば、より競争力の強い車を市場に送り出すであろう。 

 しかし一方では、中国の自動車市場と自動車産業が抱えている問題も見逃してはならな

い。こうした問題の解決が成長の推進力にもなりうる。 

 第 1 の問題は、市場の未熟と市場環境の未整備である。市場規模の拡大に応じて、販売

ネットワークが構築されたが、さまざまなサービスを提供する機能がまだ弱い。金融サー

ビスや、中古車の取引、駐車場、廃車の処理など、関連サービスと関連産業の発展は遅れ

ている。これは、自動車市場の発展を妨げる要因になりかねない。 

 第 2 に、生産能力は過剰となっている。中国の自動車市場の急速な発展に刺激され、各

メーカーは、外資系と本土系によらず、いずれも積極的に生産能力を拡大してきている。

結果として、中国全体の生産能力が市場のキャパシティを大きく上回り、激しい価格競争

を引き起こしている。過剰生産能力は、自動車市場の発展に伴って、今後長期にわたって

存在する問題になろう。 

 第 3 に、生産能力の過剰という問題が存在すると同時に、各々の自動車メーカーの規模

が小さく、生産能力が分散している。このため、競争力の発揮にマイナス影響を与えてい

る。中国は、現在、商用車と乗用車を生産している完成車メーカーは 100 社を超え、年間

数千台しか作れないメーカーもある。最大手の上海汽車は 2007 年に 143.6 万台を販売し

たが、3 社の合弁企業による生産販売がほとんどを占め、自主ブランドは僅かである。す

なわち、大手メーカーであっても、合弁相手の外国企業に握られている状況にある。独立

する本土系メーカーの場合、大手でも 40 万台未満の規模に止まっている。生産能力の分

散はもう 1 つの問題点である。中国の 31 の地域（省・直轄市・自治区）のなか、自動車

を生産しているのは 26 地域、セダンを生産しているのは 20 地域である。年産 1,000 台の

地域も数箇所あるが、地方政府の支援と補助が経営を支えている。少なくても 20 の地域

は自動車を中核産業として奨励している。したがって、自動車メーカーの統合と合併、業

界再編を加速し、メーカーの実力を強化させることは重要な課題である。 

 第 4 に、輸出と海外展開はさまざまな摩擦に直面している。世界市場において、中国は

自動車の生産販売の新規参入者であり、既存の自動車生産大国、主要市場で強い抵抗に遭

遇することも不思議ではない。中国国内市場、途上国市場では、中国メーカー、とくに本

土系ブランドは世界の大手メーカーとある程度の棲み分け関係が形成されている。しかし、

中国は世界の大手メーカーの牙城でもある欧米などの先進国市場に進出すれば、激しい貿
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易摩擦が生じるであろう。実際、欧州市場では、中国産乗用車は安全テスト、環境面にお

いてさまざまな障害に遭遇している。これは、中国メーカー側の技術的な問題のほか、相

手市場で設けられた非関税障壁という要素もある。2008 年から中国ブランドの乗用車の欧

米市場への本格的販売がスタートすれば、アンチダンピングなどの貿易摩擦も激しくなる

であろう。 

 
5.4 将来展望 

 中国の自動車市場と自動車産業の今後の発展について、以上の分析をまとめて、以下の

ことが発生すると予測できる。 

 第 1 に、中国の自動車市場はさらに拡大していく。2007 年、中国市場では 880 万台の

自動車が販売され、米国に次いで世界 2 位であり、2008 年は 1,000 万台の規模になろう。

世界最大の市場の米国では 2007 年に 1,600 万台強、欧州を 1 つの市場で見る場合は 1,500

万台弱である。中国市場はいままでの勢いで成長し続ければ、例え年平均 10％で成長すれ

ば 2013 年、20％で成長すれば 2011 年にも 1,500 万台を上回り、米国と欧州市場に匹敵

する規模まで成長すると予測できる。この成長の勢いは普及の需要が十分に満たされ、更

新需要に移るまで続くであろう。 

 第 2 に、中国の自動車メーカーは大きく成長する。統合と合併、独自ブランドの開発、

積極的な海外進出によって、年間販売台数は 200～300 万台の規模に達し、世界レベルの

大手企業が登場するであろう。ただし、現在、中国の大手メーカーの販売台数のうち、合

弁企業による外資系ブランドも含まれている。本当の意味での大手企業は、今後の本土系

メーカーの発展に期待せざるを得なくなろう。 

 第 3 に、中国ブランドの自動車の輸出が急増し、ある程度の品質と圧倒的な低価格で世

界市場に売り出す。本土系メーカーの輸出と海外生産がとくに注目される。同時に、中国

の自動車輸出に関する貿易摩擦も激しくなり、かつての日米自動車摩擦は、中国と米国、

中国と EU との間にも生じるであろう。 

 
６．日系自動車メーカーのプレゼンスとビジネスチャンス 

 
 中国の自動車市場と自動車産業の発展は、日本にもさまざまな影響を与え、大きなビジ

ネスチャンスとなる。ここでは、中国市場における日系自動車メーカーのプレゼンス、競

争体制、優位性と弱点、そして中国市場でより大きく発展するための対応策などを検討す

る。 

 
6.1 中国における日系自動車メーカーのプレゼンス 

 中国の自動車産業の発展には、日本の自動車メーカーは深く関わってきた。80 年代、中
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国の自動車産業が発足する時期に、ダイハツ、いすゞ、富士重工などは中国企業と提携し、

技術を供与した。93 年に日産は鄭州日産、スズキは長安鈴木に出資し、合弁企業を設立し

て、日本ブランドの自動車を生産販売し始めた。日系メーカーの対中進出はホンダが広州

で合弁企業を設立した 1998 年から本格化した。その後、トヨタは 2002 年、日産は 03 年

から生産販売を本格的に始めた。その後、三菱とマツダも現地生産に参入した（図表 18）。

これで、日系自動車メーカーは中国にほぼ出揃い、生産と販売体制を構築した。 

 

図表 18 日系自動車メーカーのプレゼンス 
販売台数(万台)

 合弁企業 合弁相手 
07 実績 08 計画

主要生産工場 主要生産車種 

広州本田(50) 広州汽車 29.5 34 広州 ｱｺｰﾄﾞ､ﾌｨｯﾄ､ｵﾃﾞｯｾ 
東風本田(50) 東風汽車 12.7 15 武漢 CR-V､シビック ホンダ 
本田汽車(100)  4.3 広州 ジャズ(輸出向け) 
東風日産(50) 東風汽車 27.2 34.5 襄樊､広州 ﾃｨｱﾅ､ﾃｨｰﾀﾞ､ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ

日産 
鄭州日産(30) 東風汽車 4.0 6 鄭州 ﾊﾟﾗﾃﾞｨﾝ 
一汽豊田(50) 第一汽車 28.7 40 天津､長春､成都 ｶﾛｰﾗ､ｸﾗｳﾝ､ﾏｯｸ X 

トヨタ 
広州豊田(50) 広州汽車 17.0 21 広州 カムリー 

スズキ 長安鈴木(50) 長安汽車 13.4 15 重慶､昌河 ｱﾙﾄ､ｽｲﾌﾄ､ｶﾙﾀｽ 
一汽馬自達[25] 第一汽車 5.4 6 長春 ﾏﾂﾀﾞ 6(ｱﾝﾃﾞｻﾞ) 

マツダ 長安福特馬自

達(15) 
長安汽車 
フォード 

 重慶､南京 ﾏﾂﾀﾞ 3(ｱｸｾﾗ) 

東南汽車 
福建汽車 
中華汽車 

6.0 8 福州 ﾗﾝｻｰ､ﾃﾞﾘｶｰ､ﾌﾘｰｶｰ 
三菱 

長豊汽車(25) 長豊汽車 3.0 4 長沙 パジェロ 
（出所）各種資料により筆者まとめ。 
（注）括弧内は日本企業側の出資比率。マツダが出資する一汽馬自達は販売会社、生産は第一汽車が引き

受けて行う。三菱は東南汽車とは出資する合弁ではなく、技術協力、ライセンス生産。 

 
 日系各社は中国での経営形態が異なり、それぞれの特徴がある。ホンダは、広州本田の

ほか、2003 年に東風汽車と 2 社目の合弁会社を設立した。ホンダは日系企業で唯一、輸

出専門の乗用車を生産する会社も設立している。トヨタは 02 年に天津で第一汽車との合

弁企業を設立し、自社工場のほか、合弁相手の第一汽車が長春と天津にある工場も利用し

ている。04 年に、トヨタは 2 社目の合弁企業を広州汽車と設立し、06 年から操業を開始

した。日産の中国事業は、中国で 3 位の自動車メーカーである東風汽車との合弁企業で行

っている。他の外資系合弁企業は、合弁相手の中国側企業の一部事業と合弁するが、日産

の場合は東風汽車の本体と全社的な合弁である。しかも、乗用車のみならず、商用車も合

弁事業に含まれる。すなわち、諸外国メーカーのなか、日産は最も有利な経営体制を構築

した。マツダは第一汽車と技術提携、委託生産の関係を結んだが、マツダは生産工場には

２５ 



出資しなかった。2005 年、販売会社である一汽馬自達銷售が設立され、マツダは 25％出

資した。フォードと長安汽車の合弁企業、長安福特（2001 年設立）に対して、マツダは

2006 年に 15％出資し、社名も長安福特馬自達に変更した。これを通じて、マツダは自社

工場を南京に設けた。ちなみに、海南馬自達（海馬）は従来マツダの委託生産を行い、マ

ツダブランドで販売していたが、マツダは出資しなかった。現在、海南馬自達は従来のマ

ツダの車種を生産し、自前のブランドで販売している。三菱は中国で東南汽車と長豊汽車

の 2 社で三菱ブランドの自動車を生産している。東南汽車の外資系側会社である台湾の中

華汽車は、三菱が出資しているため、東南汽車の設立当初から三菱が協力し、現在、東南

汽車は三菱ブランドの自動車も一部生産している。三菱は以前から東南汽車への出資を計

画していたが、三菱の日本国内での事業再編などにより、出資はいまだに実現できなかっ

た。一方、三菱が 25％出資する長豊汽車では、SUV のパジェロを生産販売しているが、

規模がまだ小さい。 

 上記の通り、日系自動車メーカーは中国で生産販売体制を構築し、生産と販売台数、及

び市場シェアも堅調に伸びている。2007 年、中国で生産された日本ブランドの乗用車は合

計約 150 万台が販売され、市場シェアが 24％で本土勢に次いで第 2 の勢力となった。一

方、セダンの場合、日本勢が合計 130 万台を販売し、市場シェアは 28.6％まで上昇し、最

大勢力の地位を守った。 

 中国における日系自動車メーカーの競争相手は、おもに現地生産の他の外資系メーカー

である。いままで日系メーカーの発展も他の外資系より速いため、結果として他の外資系

メーカーの市場シェアを奪って成長を果たした。一方、中国の国内メーカー、いわゆる本

土系メーカーとの間に、棲み分け関係が事実上形成されている。しかし、本土系メーカー

の成長によって、今後は競争関係になりうる。 

 
6.2 日系自動車メーカーの優位性と問題点 

 中国市場における日系自動車メーカーの成功は、高品質、低燃費、環境対応など日本ブ

ランドの自動車の競争優位が十分に発揮できたためといえる。 

 まず、中国での現地生産は高い品質を維持する。日系メーカーによる中国での現地生産

は、日本とまったく同じ技術基準で行われている。同時に、部品調達の品質も厳しくコン

トロールする。各メーカーは日本から系列、もしくは関係の深い部品メーカーを中国に連

れ込み、部品の高品質を可能とした。 

 また、日本メーカーの車は、低燃費という優位性も明らかである。石油価格が高騰し、

環境対策が重視されたいま、この優位性は中国の消費者に認められている。 

 さらに、諸外国勢のなか、日本勢による投入車種が最も多い。これによって、製品のラ

インアップは最も充実している。しかも、中国市場への新車投入は、世界の他の市場と同

時に実施する。開発した新車種を世界の他の市場よりも早く中国市場に投入し、発売する
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こともある。 

 しかし一方では、中国における日系自動車メーカーの経営において、さまざまな問題に

も直面している。 

 第 1 に、政策的制約として、現地で生産、販売の現地法人を設立する際、中国の規定に

より、中国企業と合弁しなければならず、しかも出資比率は 50％を超えてはならない。ま

た、複数の生産企業を異なる中国企業と合弁する際、販売会社を別々に設立しなければな

らない。すなわち、同じブランドの車であっても、異なる販売系列を運営する必要がある。

これによって、他国市場に比べると余計なコストをかけることになろう。ただしこれは、

中国で他の外資も同様に直面する問題である。 

 第 2 に、日本ブランドの車は現地生産であっても、販売価格は本土系に比べてはもちろ

ん、他の外国勢よりも高い。高品質と低燃費という優位性は、高価格を維持できる原因の

1 つであるが、コストが高いことも一因である。高コストの一因は、部品調達と関連し、

なるべく系列、連れ込んだ日系部品メーカーから調達することにある。また、他のメーカ

ーに比べると、日本勢の値下げは遅く、柔軟性にかけている。ちなみに、中国での販売価

格、そしてコストを抑えるため、投入する車種を再設計する際、コストがかかる機能、装

置を省いてしまい、「簡略版」の車を投入することもある。 

 第 3 に、販売系列の分断や、価格が高いため、日本ブランドの車の販売は沿海部の大都

市に集中し、中国全土に広げておらず、とくに内陸部と中小都市では販売力が弱く、空白

もある。 

 第 4 に、中国文化、消費者心理への理解はやや不足している。いままで、一部のメーカ

ーは広告宣伝と車種名の中国語の命名は、中国文化への尊重に不十分のため、企業イメー

ジにマイナス影響を与えた経緯もあった。品質と性能の問題、サービスへの苦情処理、リ

コール、顧客への補償への対応が遅いため、「日本企業が中国の消費者に傲慢だ」というイ

メージを消費者に与えた。また前述のコストがかかる機能、装置を省いて、同じ車種名で

も、中国仕様は他国市場向けの商品よりレベルが低いことも、中国の消費者の不満を募っ

た。さらに、日本車の安全性に関する宣伝が不十分のため、日本車が他の外国ブランドよ

り安全性が劣るというイメージが形成されてしまった。 

 
6.3 とるべき対応策 

 中国市場におけるさらなる発展を図り、より大きな市場シェアを獲得するため、日系自

動車メーカーは、優位性を活かし、問題点を克服しなければならない。 

 第 1 に、中国市場の特質に対応するため、単なる既存の車種を中国に投入するではなく、

中国市場向け独自の設計、中国仕様の車種、中国向けブランドの開発を強化する必要があ

る。沿海地域と大都市に満足せず、中国全土の市場へのアクセスを強化しなければならな

い。 
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 第 2 に、価格競争力を強化する。中国のローエンド市場を放棄しないため、低価格車を

開発する必要がある。これに関しては、2 つの側面で推進することができる。1 つは、従

来のグローバルブランドは引き続き主力とし、中国市場向けの独自のブランドを新たに開

発し、ローエンド顧客を囲い込む。もう 1 つは、部品調達コストを抑え、とくに中国の部

品メーカーからの調達を拡大する。現在、ほとんどの日系完成車メーカーは、Tier 1 のサ

プライヤーに連れ込んだ日系部品メーカーを充て、中国の部品メーカーからの調達は Tier 

2、Tier 3 レベルに止まっている。今後、品質を維持する前提のもとで、中国の部品メー

カーからの安い部品の調達を拡大し、レベルも向上させるべきである。連れ込んだ日系部

品メーカーを配慮しつつ、新車投入もしくは中国向けブランドの開発の際には、なるべく

中国の部品メーカーから調達する必要がある。 

 第 3 に、日本車の優位性を発揮し、指摘された問題点を克服するには、宣伝活動を重視

しなければならない。品質に関しては、日本車が中古になっても高く売れることを大いに

宣伝すべきである。日本車の安全性も宣伝し、中国の消費者が持つ「日本車は安全性が弱

い」をいうイメージを転換させる。 

 日本の自動車メーカーは中国市場で優位性を発揮し、問題点を解決していけば、中国市

場における日本勢はトップの地位を維持し、より大きな市場シェアを獲得できよう。日本

メーカーにとって、中国市場はいずれ米国市場と同じ規模、同じ重要性になろう。 
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