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FOURIN中国自動車調査月報 別冊

燃料税導入の市場と業界への影響を考える
－中国燃料税導入が自動車販売と自動車業界にもたらす影響を、フォーインが多面的かつ多角的シミュレーション－

■ 原油価格の乱高下と経済後退局面でも導入のチャンスをつかんだ中国
■ 中国エネルギー構造の解明と2020年代にかけての需要構造を掲載
■ 政府シンクタンクと、燃料付加費を先行導入する海南省取材内容を収録(2008年3月)
■ 燃料税の税率に応じて車種別･セグメント別の影響を分析
■ 燃料税の税率に応じて日中米欧韓国メーカーの競争力を比較
■ 世界主要国の自動車税制･燃料税制度との比較も掲載
■ 燃料税導入による自動車産業とバリューチェーンの構造調整を分析

■ 発刊：2008年6月　 ■体裁：A4判、90頁　 ■ 価格: 48,000円+税　国内送料込

　中国政府は、2008年12月5日に突如、政府広報部門を通じて燃料税の改革検討案を発表し、1994年から審議を重ねてきた燃料税は、既存の燃
料消費税に組み入れることを12月18日に発表しました。燃料税は、1994年から自動車の諸費用を燃料税への一本化を検討、当初は道路整備費用
に賄われる「養路費」に代わったものと位置づけられていたものの、税収担当部門における利益調整や、国際原油価格の高騰などにより、十分な
議論を成されたとはいえ導入が難航していました。しかし、2008年後半には、中国経済の減速、石油価格の40ドル台への急落と、欧米発金融危機
による先行き不安が広まる中で、燃料税導入のタイミングもいよいよ熟したと当局が判断した模様です。
　フォーインは、燃料税の導入が今後の中国自動車産業の姿に絶大な影響力を持つ政策であると認識し、燃料税をめぐる様 な々議論を踏まえて、
2010年代にかけた燃料税実施のシミュレーションを試みた内容を、調査報告書「燃料税導入の市場と業界への影響を考える」にまとめました。
　本調査報告は2008年6月にFOURIN中国自動車調査月報の特別別冊(無料)として発行したものであるが、調査内容の重要性を考慮し、定期購
読者以外にも広く単独で(有料)販売することにしましたので、これを機会にご活用ください。
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■中国における自動車燃料費消費規模■

■中国における燃料税率別自動車燃料小売価格の変化■ ■中国、乗用車1台あたり燃料税負担額試算■

■中国における燃料税徴収額試算■
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当調査報告書は書店では取り扱っておりません。

お申し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記

入の上、FA Xまたは郵送下さい。またE - m a i l

（info@fourin.jp）による受付も行っております。
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http://www.fourin.jp     E-mail：info@fourin.jp 

（国内送料込、海外送料別途）

世界自動車産業専門調査会社
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価格　48,000円+税『燃料税導入の市場と業界への影響を考える』 

見  本  頁

「第1章　燃料税率に応じたユーザー負担の変化と市場への影響」より「特集　1994年から燃料税の実験場となった海南島の現状」より
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（HP）

車種別セグメント別に
燃料税導入の影響を分析
車種別セグメント別に
燃料税導入の影響を分析

海南島における燃料税の導入実験を解説海南島における燃料税の導入実験を解説



「第4章　燃料税率に応じた自動車メーカー競争力への影響」より「特集　1994年から燃料税の実験場となった海南島の現状」より「総論　燃料税導入の政策意図と実施の段取り」より

中国自動車調査月報　別冊「中国燃料税導入の市場と業界への影響を考える 」 主 要 目 次

総  論　燃料税導入の政策意図と実施の段取り

1. 中国の自動車税制、
消費税･車船税の見直しに続き待望される燃料税改革

2. 年間2億トンに迫る自動車燃料消費、燃費規制も効果は限定的

3. エネルギー国家戦略、石油の輸入依存度上昇で進む行政規制の見直し

◇世界エネルギー国家消費における中国のプレゼンス拡大

◇モビリティ普及がエネルギー政策に破綻を来たす中国

◇エネルギー国家戦略における自動車のあり方

◇自動車排ガス規制の国際的協調が求められる中国

4. 世界各国の燃料税・自動車税制度概要

特  集　1994年から燃料税の実験場となった海南島の現状

第1章　燃料税率に応じたユーザー負担の変化と市場への影響

◇車種別セグメント別自動車ユーザー負担の変化と販売への影響

◇乗用車の税率に応じたセグメント別ユーザー負担変化
(高級車、中大型セダン、小型車、ベーシックカー、MPV、SUV)

◇乗貨両用車の税率に応じたユーザー負担変化

◇トラックの税率に応じたセグメント別ユーザー負担変化
(重型、中型、軽型、微型)

◇バスの税率に応じたセグメント別ユーザー負担変化
(大型、中型、小型)

◇二輪車・低速自動車の税率に応じたユーザー負担変化

第2章　燃料税率に応じた自動車産業構造の調整動向

◇自動車メーカーの製品開発計画への影響

◇自動車メーカーの部品調達政策への影響

◇自動車メーカーの設備投資計画への影響

第3章　燃料税と自動車バリューチェーンの構造調整

◇燃料税の導入で問われるバリューチェーン関連企業の対応力

◇燃料税の導入で想定される分野別影響

・新車販売業

・レンタカー・カーリース

・完成車物流・部品物流

・自動車用補修部品・カーアクセサリー

・自動車整備・修理業

・中古車販売業

・自動車保険業

・ガソリンスタンド

・自動車学校

・自動車リサイクル業・部品リビルド業

第4章　燃料税率に応じた自動車メーカー競争力への影響

◇車両の大型化とともに燃費改善が進む中国製乗用車

◇燃料税導入後の競争力影響

◇燃料税導入後の自動車メーカーの競争力分析

・中国メーカーの競争力への影響

・日系メーカーの競争力への影響

・欧州系メーカーの競争力への影響

・北米系メーカーの競争力への影響

・韓国メーカーの競争力への影響

付  録　中国自動車産業統計

乗用車自動車主要モデルスペック例

商用車自動車主要モデルスペック例

車種別自動車生産台数の年次推移 
(2001～2007年、2008年1～3月)

車種別自動車生産台数の月次推移
 (2004年1月～2008年3月)

メーカー別車種別自動車生産台数推移 
(2001～2007年、2008年1～3月)

モデル別乗用車生産台数推移 (2001～2007年、2008年1～3月)

車種別・地域別自動車保有台数（2006年）

地域別自動車保有台数（1995～2006年）

車種別個人保有台数、免許所持者数（1995～2006年）

中国主要経済指標とインフラ整備状況 (1995～2006年)
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