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中国自動車産業の開発･調達戦略
巨大市場､低コストと開発人材の三拍子が揃い始めた中国のサプライチェーン

■ 発刊：2010年4月　■ 体裁：A4判、261頁+CD　■ 価格：95,000円+税　国内送料込

◆中国自動車産業における完成車及び戦略部品の開発競争を捉える

◆2010年代中国自動車産業における調達戦略の主要各社方針を分析

◆中国自動車メーカー、部品メーカーの技術提携、買収動向を整理

◆乗用車、商用車別の開発･調達最新動向から今後のトレンドを把握

◆車種別パワートレーン開発･提携･調達動向からトレンドを把握

◆戦略部品と素材設備分野における開発･提携･調達動向を整理

◆中国7大自動車産業集積地及び内陸部への進出動向と特徴を分析

　中国自動車市場は、2009年に世界的な景気後退に襲われた米国、欧州、日本など多くの先進国の販売不振とは対照的に、40%

以上の高い成長を記録。1,300万台の世界最大生産･販売国へ成長してきたことで世界から衆目を集めています。また、2010年に

入ってもその成長ぶりが鈍化する様子は見られず、世界自動車メーカーにとって、中国自動車市場は垂涎の的であり最重要戦略市場

として改めて認識されています。

　中国民族系自動車メーカーは、取得税減税措置、農村部インセンティブの支給など政府景気浮揚策を最大限に活用し、シェア上昇

の勢いが鮮明となっています。一方で、BYDによるオギハラの館林工場の買収、北京汽車によるSaab資産の買収、吉利汽車によるAT

メーカーの豪DSI及びVolvoCarsの買収など海外企業への買収を通じて、技術力の獲得を進めており、開発能力も急速にキャッチ

アップしています。こうしたことから、世界自動車メーカーは、これまでの製品開発、部品調達戦略を見直す機運が高まっています。

　また中国は、BRICs諸国の中でも、ブラジルに比べ人材面で、インドに比べ市場成長力が、ロシアに比べ製造業の基盤が優れてお

り、新戦略への舵切りに必要な人材、市場、生産が揃っている点が中国自動車産業の特長と言えます。

　当調査報告書は、中国系および外資系自動車メーカー、自動車部品サプライヤー、素材メーカー、設備メーカー延べ数百社に及ぶ

経営動向を取り上げ、部品取引関係、技術開発と提携、統合再編という3つの視点から2010年代に向けた中国自動車産業の競争環

境を俯瞰した調査報告書です。目がますます離せない中国自動車産業の生々しい動きを理解する上で重要な参考資料になることを

確信いたします。当案内書をご高覧の上、関係部署ともご相談頂き、ぜひともご採用を賜りますようお願い申し上げます。
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【中国、自動車･エンジン･変速機年産能力推移（1998～2009年）と予測(2010～2015年)】

（FOURIN作成）
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2010年に2,219万台にな
る見込みであり、更に現
行計画では2015年には
3,119万台に達し、世界
の生産能力の3分の1を
占める。
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完成車生産能力の約9割
程度の能力が整備され
ている。現行各社の計画
では、2010年に1,981万
基、2015年には2,649万
基に達する。
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変速機年産能力

完成車生産能力の約7割
前後の能力が整備され
ている。2010年に1,606
万基、2015年には2,129
万基に達する見込み。
日系がCVT、欧州系が
DCTの現地化を強化。

見　本

沿岸部から内陸部へと増産競争を繰り広げる世界自動車メーカー
主要乗用車･商用車生産75拠点マップ
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上汽GM五菱 (2001年上海汽車、GMが資本参加)

上海汽車工業50.1％、GM34％、柳州五菱汽車15.9％

Spark、乗貨両用車、微型トラック 能力68万台

長安Fordマツダ重慶工場 (2003年稼働)

Ford35%、マツダ15%、長安汽車50%

Mondeo、Focus、Volvo S40 能力25万台（2工場合計）

重慶長安スズキ (1995年稼働)

スズキ35%、長安汽車51%、双日14%

新型Alto、Cultus、Swift、SX4 能力20万台

慶鈴汽車 (1985年稼働)

いすゞ20%、慶鈴汽車集団51%、他

軽･中･重型トラック、Wizard 能力10万台

天津一汽夏利汽車 (1986年稼働)

第一汽車85%、公開株15%

夏利、Vela、Vitz 能力25万台

天津一汽トヨタ (2002年稼働)

トヨタ50%、第一汽車50%

Corolla、Crown、Mark X、RAV4 能力47万台

鄭州日産 (1996年稼働)

東風汽車51%、日産30%、他

Paladin 能力9万台

鄭州宇通客車本社 (1993年設立)

鄭州宇通集団(有)31.40％

中･大型バス 能力4万台

西安Volvo (1994年設立)

Volvo50%、西安飛機50%

観光バス 能力1,500台

東風商用車 (2003年再発足)

日産50％、東風汽車50％

軽･中･大型商用車 能力19.5万台

江淮客車包河工場 (2009年着工)

江淮汽車100%

中大型バス 能力1.2万台（予定）

四川一汽トヨタ成都工場 (2000年稼働)

第一汽車50%、トヨタ45%、豊田通商5%

Prado、Coaster 能力1.3万台

一汽VW成都工場 (2007年稼働)

一汽VW100%

Jetta 能力2万台

江鈴控股

長安50%、江鈴50%

Transit、Elfベース商用車 能力12万台

広汽ホンダ (1999年稼働)

ホンダ50%、広州汽車50%

Accord、Odyssey、Fit 能力36万台

本田汽車（中国） (2002年設立)

ホンダ65%、東風汽車10%、広州汽車25％

Jazz 能力5万台

広汽長豊汽車永州工場 (1996年11月設立)

広汽集団50.14%、三菱自14.59%、他

Kylin、猟豹 能力5万台

広汽客車 (2008年9月設立)

広州汽車50%、香港中隆投資50%

中･大型バス 能力3,000台

華晨金杯 (1988年稼働)

華晨中国汽車控股51％、金杯汽車39.1％、他

Hiace、「中華」乗用車  能力30万台

瀋飛日野汽車 (2003年稼働)

日野自24%、瀋陽飛機51%、他

中･大型バス 能力2,000台

上海GM北盛 (2001年稼働)

GM25%、上海GM50%、上海汽車25%

Chevrolet Cruze、GL8 能力20万台

華晨BMW (2003年稼働)

BMW50%、華晨集団50%

3シリーズ、5シリーズ 能力4.4万台

済南中国重型汽車 (1956年稼働、2001年再編) 

山東省国有資産監督管理委員会100％

重型トラック 能力8万台

一汽吉林汽車

第一汽車100%

森雅M80、Jiabao 能力10万台 

上海GM東岳

GM25%、上海GM50%、上海汽車25％

Epica、Aveo/Lova 能力24万台

哈飛汽車 (1994年稼働)

中国航空科技工業股份74.81%、

Lobo、Dingo、乗貸両用車 能力35万台
（威海工場を含む）

Daimler33.67%、中華汽車6.33％
（’09年7月北京汽車40％、福建汽車10％で合意）

Vito、Viano、Sprinter 能力4万台

福建Daimler (2009年末稼働予定)

一汽轎車 (1996年稼働) 

第一汽車63.6%、公開株36.4%

「紅旗」乗用車、Mazda 6 能力16万台（2工場合計）

一汽VW (1991年稼働)

VW30%、Audi10%、第一汽車60%

Jetta、Audi A6/A4、Bora、Golf 
能力76万台（成都工場を含む4工場合計）

上海VW (1985年稼働)

VW50%、上海汽車50%

Santana、Passat、Polo、Touran 
能力45万台（南京工場を除く）

一汽解放汽車 (1957年稼働)

第一汽車集団100%

軽･中･重型トラック 能力20万台

四川一汽トヨタ長春工場 (2003年発足)

第一汽車50%、トヨタ45%、豊田通商5%

Land Cruiser、Prius 能力1.3万台→10万台（未定）

東風悦達起亜汽車 (1999年稼働)

起亜自50%、悦達集団25%、東風汽車25%

Cerato、Optima、能力28万台

上海VW南京工場 (1999年稼働) 

VW50%、躍進上海汽車50%

Santana 3000  能力6万台

Ford35%、マツダ15%、長安汽車50%

Mazda2、新型Fiesta 能力16万台

蘇州金龍 (1998年12月設立)

金龍聯合汽車工業(有)60％

中大型バス　能力2.2万台

日産50%、東風汽車50%

Teana 能力10万台

東風日産襄樊工場 (2004年稼働)

北京現代 (2002年稼働)

現代自 50%、北京汽車 50%

Sonata、Elantra 能力50万台（2工場合計）

北汽福田(1996年8月設立)

北京汽車摩托車聯合製造公司32％

小型商用車 能力80万台（3工場合計）

北京Benz (1986年稼働)

Daimler 50%、北京汽車50%

M-Benz Eクラス/Cクラス 能力10.5万台（2工場合計）

北京福田Daimler (2009年8月設立)

Daimler 50%、福田汽車50%

中･重型トラック 能力10万台

上海GM (1999年稼働)

GM50%、上海汽車50%

Buick La Crosse、Cadillac SLS 能力32万台

上海申沃 (2001年稼働)

Volvo50%、上海汽車50%

都市バス 能力2,500台

吉利汽車 (1998年稼働)

吉利集団 100%

自由艦、金剛、熊猫 、帝豪EC718
能力33万台 (寧波10万台、台州路橋15万台、台州臨海8万台) 

東風日産柴汽車 (1998年稼働)

日産ディーゼル50%、東風汽車50%

大型商用車シャシ 能力5,000台

長城汽車 (1984年設立)

魏建軍38.13％

SUV、ピックアップ、炫麗 能力60万台（1～3工場合計）

河北長安汽車 (2002年稼動)

長安汽車100%

微型トラック、乗貨両用車 能力20万台

厦門金龍汽車集団(股有)51％

中･大型バス 能力1.3万台

東南汽車 (1999年稼働)

三菱自25％、中華汽車25%、福州汽車50%

Freeca、Grandis、Lancer 能力15万台

奇瑞汽車 (2000年稼働)

奇瑞汽車80%、他20%

旗雲、QQ、A5、Tiggo 能力75万台（3工場合計）

比亜迪汽車深圳工場 (2007年稼働)

比亜迪100%

F6、F0、S8 能力20万台

哈飛汽車深圳工場 (2006年稼働)

中国航空科技工業股份74.81%、

HF5 能力10万台

広汽日野汽車 (2007年11月設立)

日野自50%、広州汽車50％

重型トラック2万台、軽型トラック3万台

広汽トヨタ (2003年合意)

トヨタ50%、広州汽車50%

Camry、Yari、Highlander 能力36万台

東風日産花都工場 (2000年稼働、2003年再発足)

日産50%、東風汽車50%

Sunny、Tiida、Sylphy 能力36万台

江淮汽車 (1997年設立)

安徽江淮汽車集団(有)34.68％

瑞風、瑞鷹、商用車 能力54.5万台

一汽海馬汽車 (1994年稼働)

第一汽車49%、海南汽車50%、他

普力馬、福美来 能力15万台

丹東黄海 (2002年11月設立)

遼寧曙光汽車集団(股有)77.25％

中大型バス、SUV 能力1.2万台（2工場合計）

上海汽車50.1％、GM(中国)34％、
柳州五菱汽車15.9％

乗貨両用車 能力30万台

上汽GM五菱青島工場 (2005年6月設立)

昌河スズキ (1995年稼働)

スズキ45.4%、岡谷鋼機3.6%、昌河汽車51%

Every、Carry、Wagon R+ 能力16万台

中部地域中部地域

力帆汽車 (2005年12月稼働)

力帆汽車100%

LF320､LF520 能力5万台

東風乗用車 (2009年稼動)

東風汽車100%

風神S30 能力12万台

広汽Fiat (2011年稼動予定)

広州汽車50%、Fiat50%

Linea 能力14万台

東風ホンダ (2004年稼働)

ホンダ50%、東風汽車50%

CR-V、Civic、Spirior 能力20万台

華泰オルドス工場 (2007年稼動)

華泰汽車100%

SUV 能力5万台

長安汽車 (1996年10月設立)

中国南方工業汽車(股有)45.55％

乗貨両用車 能力36万台（河北長安除く4工場合計）

北方奔馳 (1988年稼働)

M-Benz技術供与

重型トラック 能力3万6,000台（3工場合計）

力帆内蒙工場 (2009年稼動)

力帆汽車100%

SUV 能力5万台

華晨華瑞汽車 (2008年稼動)

華晨汽車100%

SUV 能力6万台

（2010年3月時点）

注） 海外自動車メーカーのロゴマークはその合弁企業のロゴマークを意味するものではありません。

神龍汽車 (1996年稼働)

PSA50%、東風汽車50%

Citroën ZX、Elysee、Peugeot 206/307 
能力35万台

湘潭湘潭

比亜迪汽車 (2003年発足)

比亜迪100%

F3 能力20万台

吉利済南工場 (2009年稼動)

吉利汽車100%

帝豪EC825 能力10万台

吉利上海華普工場 (2002年稼働)

吉利集団90％

海域、海尚、TX4 能力15万台

吉利蘭州工場 (2007年8月稼働)

吉利集団100%

自由艦 能力5万台

吉利湘潭工場 (2008年11月)

吉利集団100%

遠景 能力10万台

長安Fordマツダ南京工場 (2007年稼働) 

厦門金龍 (1988年12月設立)

中国自動車生産拠点の俯瞰図を掲載、
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第1章　中国自動車産業の製品開発競争
-2010年代の技術競争焦点とは何か-  

1. 中国自動車産業の開発戦略、規模の拡大がもたらす質的変化が競争の焦点に

2. 中国テスト施設、R&Dの加速を背景に押し寄せるテストコースの建設ラッシュ

3. 技術提携、海外技術の導入･共同開発から技術取得を狙った外国企業の買収が活発化

4. 中国自動車産業の統合再編、行政主導の元で「四大四小」メーカーを中心に推進、

商用車事業が合弁化へシフト

5. 中国企業による海外経営資産取得、2010年以降は台湾･日系も視野に更に拡大の見通し

6. 中国系自動車メーカーの製品開発戦略、外資の低価格車の参入で問われる開発体制の見直し

7. 中国系自動車部品サプライヤーの製品開発戦略、資源共有と開発効率の向上に向けて

産･学･研連携体制の構築を重視、電子制御技術も強化

8. 外資系メーカーの中国製品戦略、小型車化への需要シフトに対応し、

低価格車プロジェクトが本格化

9. 外資系サプライヤーの中国製品戦略、低コスト製品から先進技術製品まで現地化を推進

10. 中国自主ブランド事業、政府の振興策を追い風に、さらなる成長が見込まれる

第2章　中国自動車産業の調達購買競争
-2010年代のゲームルールとは何か- 

1. 中国自動車産業の調達戦略、調達システムの最適化と共に戦略部品サプライヤーの

育成を重視

2. 中国自動車メーカー、基幹部品の内製体制構築を進めながら、外注体制も強化

3. 中国自動車部品サプライヤー、内外自動車メーカーへのOEM納入を拡大しつつ、

高機能部品の整合能力が問われる

4. 外資系メーカーの調達戦略、日系は積極的な調達姿勢に転換、欧米系は中国調達ソースを

再強化

5. 外資系サプライヤーの調達戦略、低コスト調達体制の要としてTier 2/3部品の

現地調達を加速

6. 自動車部品発注動向、低価格車とエコカー関連を中心に新たな取引関係が展開

第3章　車種別開発･調達戦略と経営動向
-技術･購買リソースの最適ミックスの方程式を探る-
1. 乗用車開発･調達戦略、外資系は低価格車向け調達網、中国系は高性能部品の

技術獲得が課題

1-1. 次世代エコカー、コア技術の獲得に向けて調達・開発提携を強化、基幹部品の

納入体制整備が課題

1-2. ミニ･スモールカー、外資系の徹底したコストダウンで再参入、中国系の5割シェアの

防衛策が課題

1-3. ロワーミディアム･アッパーミディアム、持続成長を背景に現地調達と提携開発が進行中

1-4. 高級車、KD組立規制の関税撤廃により輸入部品採用が拡大

1-5. MPV･SUV･Sports、新製品投入の拡大に伴い、部品の現地調達が拡大

2. 乗貨両用車開発･調達戦略、新規参入活発化で求められる一層のコスト削減、

注目されるインド進出

3. トラック事業、自主開発製品の商品化を加速しながら、サプライヤー体制を見直す

3-1. 次世代エコトラック、天然ガス仕様車の開発が活発、量産体制も整備、

EVとHEVは試験運用にとどまる

3-2. 中重型トラック、サプライヤーの絞り込みと技術協力強化を背景に、生産回復を推進

3-3. 軽型トラック、政策の恩恵を受け高需要が続く、DE車やエコカーの開発が注目

3-4. 微型トラック、エコカーやEVの開発に注目、進む部品調達体制の「乗用車化」

4. バス開発･調達戦略、欧･日の車台技術をベースに製品の上級化を推進、基幹部品は

外注に依存 

4-1. 次世代エコバス、開発製品が80型式以上に拡大、量産に向けてサプライヤーとの

提携強化が課題

4-2. 中大型バス、世界最大の生産規模を背景にグローバルな調達と開発提携が進行

4-3. 小型バス、上級、大型志向の高まりを背景に欧米系が日系の牙城を崩す

第4章　戦略部品の開発･調達戦略と経営動向
-コア技術の達人になれ、さもなければうまく付き合え-
1. 乗用車エンジン、2009年生産規模が700万基を突破、コア技術の外資依存脱却が課題

2. 乗用車変速機、自動変速機の搭載比率が上昇する中、DCTとATの主導権争いが激化

3. 小型商用車エンジン、欧米エンジニアリング会社やエンジンメーカーと提携し

排ガス対応と出力性能を向上

4. 小型商用車変速機、年間400万台を超えるOEM納入需要から生まれる低価格生産基盤

5. 大型商用車エンジン、2011年以降Euro 4排ガス規制の導入で過剰能力の整理が進む見通し

6. 大型商用車変速機、トラックはAMTと多段化、バスはトルコンATを軸に進む業界再編

7. 安全関連部品、規制強化と安全意識の向上でOEM部品搭載が拡大、開発も

受動安全から能動安全へシフト

8. 車載電子部品、乗員のエンターテイメントや情報要求増大で需要拡大、外資系が

現地開発や調達を強化

9. ブレーキシステム、求められる高安全性能でABSからESCへと新技術の現地化が加速

10. ステアリングシステム、EPSを巡り中国系は量産確立、外資系はコストダウンで、

競争が熾烈化

11. サスペンションシステム、商用車向けエア式が着実に拡大、自主技術の獲得が注目

12. カーナビ、公共交通機関への納入が拡大、機能の充実が今後の課題

13. 自動車カーエアコン、外資系は市場拡大を背景に能増加速、現地メーカーによる

新製品開発が注目

14. 自動車照明装置、テールランプを始め、LEDランプへの切り替えが進む

15. タイヤ、国内OEM、市販市場の拡大が輸出減少を補完、日系メーカーは脱系列が課題

16. 内外装システム、欧米系サプライヤーが中国系OEM納入を拡大、日系は現地開発力を増強

第5章　戦略素材･設備の開発･調達戦略と経営動向 
-素材を制すものが2010年代の熾烈競争を勝ち抜く-
1. 自動車鋼板、高強度・軽量化へ切り替え、合弁拠点は能力拡張に注力、現地メーカーは

完成車メーカーと提携強化  

2. 自動車向け特殊鋼、開発強化により輸入依存度が縮小傾向、技術向上や企業集約などが

依然として問われる

3. エンプラ、現地素材メーカーが新製品開発に取り組み、自動車軽量化向けの部品開発が

今後の課題 

4. 自動車塗料、需要が拡大する一方、水系塗料の現地開発体制の整備が注目

5. レアメタル、資源開発や輸出規制の強化が進む中、国内統合再編・新技術獲得が活発化

6. プレス金型、現地完成車メーカーの需要増に対応し、内製化と能力拡張が活発

第6章　競争格差広がる地域別自動車産業集積動向
-地の利を活かせない企業はハンディを負うことになる-
1. 広東･華南地域、自主ブランド事業の始動により、サプライヤーの新規進出が加速

2. 山東･華東地域、自動車メーカーを軸に自動車産業の集積を進めながら、競争力の

向上を問われる

3. 上海市、中国最大の乗用車集積地に成長、土地･人件費などコスト上昇で懸念される

競争力の維持

4. 長春･東北地域、地元完成車企業をめぐる納入体制を強化、自動車産業基盤の

再強化を目指す 

5. 武漢･華中地域、電気自動車産業に注力、東風系以外の完成車メーカーの進出が活発化

6. 北京市･天津市、自動車産業集積地を形成、半時間経済圏を利用、部品調達相乗

効果の向上が課題 

7. 慶市･西南地域、自動車メーカーの現地進出活発化とともに、工業団地の整備を加速

8. 西北内陸部、内陸部需要増加に伴う産業集積の加速、懸念される行政区同士による

進出誘致競争

巻末掲載＋CD収録､EXCELファイル形式
-実績基礎データは2010年代を見通す鑑である-
F-1. 中国、自動車産業分野別経営データ推移（2001～2008年）

F-2. 中国、グループ別ブランド別モデル別国産･輸入乗用車新車登録台数推移 (2005～2009年)

F-3. 中国、メーカー別モデル別乗用車生産･工場出荷台数推移 (1998～2009年)

F-4. 中国、グループ別メーカー別車種別自動車生産･出荷台数 (1998～2009年)

F-5. 中国、自動車関連製品輸入統計 (2005～2009年)

F-6. 中国、自動車関連製品輸出統計 (2005～2009年)

F-7. 中国、主要乗用車･商用車生産75拠点マップ                           　　　　　　　　  
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