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　中国は、７５５9年に自動車の生産・販売において世界一となり、世界の自動車産業の構図を大き

く塗り替えるまでになった。こうした自動車産業の発展は、６949年の建国以来蓄積され、長春を

中心とする東北、天津・北京を中心とする華北、上海を中心とする長江デルタ、さらには、湖北

省や四川省を中心にした内陸部で発展してきた。東北・華北・長江デルタの自動車産業はドイツ

の st、dM など欧米の自動車企業の進出によって牽引されてきた。

　ところが、過去６５年広州を中心とする広東省において自動車産業が急速に発展してきている。

広東省ではもともと自動車産業の蓄積はほとんどなかった。仏プジョーが広州汽車と合弁で広州

に進出したが、経営に行き詰まってしまった。このプジョーの工場を引き継ぐかたちで６998年に

ホンダが進出し、中国の tTl 加盟直後日産、トヨタといった日本の大手自動車メーカーと、そ

れらに部品を供給する部品メーカーの進出によって発展が牽引されてきたのである。

　自動車産業は裾野が広いのみならず、自動車は世界市場を擁する高額耐久消費財であるため、

産出額、付加価値額が高く、雇用者数が大きいために、図抜けて集積地域扶養能力の高い高所得

型集積地となる⑴。

　そのため、地元経済発展を急ぎたい地方政府としては、自動車産業の育成をはかろうとすると

ころが多くなってきている。例えば、西南地方の四川省でも内陸振興策として自動車産業の育成

を目指している。中国酒類大手で四川省の経済を支える白酒で有名な五糧液集団は、７５５6年８月、

中国自動車メーカー、華晨汽車傘下のエンジン会社、「綿陽新華内燃機（四川省）」の発行済株式

の9８％を３億8I８５５万元（約55億円）で買い取ると発表している。新華内燃機が傘下に抱える自

動車メーカー、綿陽華瑞汽車は華晨汽車グループにとどまり、五糧液グループも当面は華晨汽車

グループ向けにエンジンを供給するという。st と組む華晨汽車と関係を強化し、今後は五糧液

を軸に内陸部で自動車生産基地を整備する計画も浮上している⑵。

　西南地方の重慶市がまとめた７５５6年からの新５ヵ年計画で掲げた「重慶デトロイト計画」もあ

る。同市は、７５６５年に年間自動車生産を７５５5年比７３5倍の６８５万台以上へ増やすという。投資額は

5５５億元（約7I８５５億円）である。重慶市は最大手の長安汽車集団がスズキと提携している。７５５6

年１月には二輪車メーカーの重慶力帆実業集団が初ての四輪車「5７５」を発売し、７５５6年春には

マツダも生産を始めている。さらに、浙江吉奥汽車が生産をおこなっている。同市は、自動車産

業育成などを軸に年率６５％以上の成長目標を掲げている。

　７５５5年の春、重慶市の呉家農副市長がデトロイトを訪問して米ビッグスリー首脳らと会談し、

デトロイト計画策定をスタートさせた。税制面の優遇策や部品メーカーが銀行から融資を受けや

すくする制度を導入するほか、６５億元を投じ自動車走行試験場を建設するなど、開発力強化のた

はじめに



─　　─７

めのインフラも整備しようとしている。

　また、華中の湖北省武漢市も同様の名乗りをあげ、李憲生市長は「中国のデトロイト」になろ

うと宣言している。市が１億元の自動車基金を設立して、東風汽車やグループ部品メーカー育成

を支援する計画である。同市に本社を置く東風集団は、７５５6年からホンダと乗用車を合弁生産し

ている。７５６５年までに市の年間生産を７５５5年の２倍強の６８５万台に増やす計画である⑶。

　なかでも、注目を浴びているのが本書で取り上げる華南の広州市を中心にした広東省の自動車

産業の発展である。しかも、その中心的な役割を果たしているのが、ホンダ、日産、トヨタなど

の日本企業と現地企業との合弁による生産であり、部品メーカーなどの進出が相次いでいる。

　林樹森書記は、７５５７年から「広州を中国のデトロイトに育てる」と宣言しており、デトロイト

構想の先駆けとなった。広東省に進出した日系部品メーカーは７５５5年にはそれ以前の２倍の６５５

社以上も進出した。広州市政府は中小部品メーカーの誘致を加速させるため、工場スペースを

リース形式で提供する「工場アパート」建設に乗り出した。同市は、７５６５年までには、自動車生

産を７５５5年の３倍前後の６８５万台へ拡大するという。

　広東省広州市の自動車産業の集積を一気に加速させたのが、世界最大のトヨタ自動車と広州汽

車集団が設立した広州豊田汽車（広州トヨタ）であった。同社は、７５５6年５月に中型セダン「カ

ムリ」の本格量産を始めた⑷。

　行政側のサポートも手厚い。すでに誘致したホンダ、日産自動車に続き、広州市はトヨタも呼

び込んで、中国の自動車産業の一大集積地にしたいと意気込んだ。バナナ畑が広がっていた南沙

経済開発区をトヨタのために開拓したのである。部品メーカー向けの土地も必要となると、周囲

の川の流れを変えてまで用地を生みだしたほどである。トヨタ広州工場から車で６5分ほど走る

と、６5棟の高層マンションが立ち並ぶトヨタの従業員用の寮である「豊田生活区」が現れるが、

これも広州市が用意したものである⑸。

　こうした直接的なバックアップと同時に、広州市は積極的な日本企業誘致にも余念がない。例

えば、７５５6年６月に広州市政府は名古屋、横浜、東京の３か所で「中国広州汽車産業投資交流会」

を開催し、８6件の投資プロジェクトを誘致している。投資総額は計６4億７I５５５万ドル（約６I59５億円）

に達した。市政府は、７５６５年には年間６6５万台の生産能力を達成し、部品産業の生産額も６I５５５億

元（約１兆4I５５５億円）以上に拡大すると期待している⑹。

　本研究の目的は、なぜ、どのようにして広東省の自動車産業の集積が短期間でおこなわれたの

かを明らかにすることである。

　一般に、産業集積研究はアルフレッド・マーシャル（Alfおed Maおかhal）の「産業地区」に遡る⑺。

また、工業立地論の古典的研究を成し遂げたドイツ人のアルフレート・ヴェーバー（Alfおed 

tebeお）も産業集積に関する理論の開拓者としてよくあげられる⑻。これらに基本的な考え方は、

ある限られた地域において気候、土壌、鉱物資源などの伝統的な生産要素の比較優位が存在し、

これらが宗教的、政治的、経済的な要因と相互にかみ合って産業の局地化が起こり、産業集積が
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生まれる。産業集積には集積の利益という外部経済性がもたらされ、それにより産業集積には持

続性があるというものである⑼。

　産業集積が世界的に注目されるようになった学術的な著作は、ピオリ＝セーブルの『第二の産

業分水嶺』であるといわれる⑽。彼らは、６97５年代初めの世界的な資本主義経済の危機を乗り越

えて新たに繁栄を謳歌するようになった国と、危機の克服に失敗した国とを対照させ、新たな繁

栄をもたらしたのはいかなる要因かを考察した。

　これにはアルフレッド・a３ チャンドラー・ジュニア（Alfおed a３ ChandleおI gお３）が指摘した統

合化された巨大企業経済が行き詰まり、消費者ニーズの変化、新たな技術の発展のために、代わっ

て「柔軟な専門化」が台頭してきたことが背景にある。新たな産業構造を持つ経済は、多品種少

量生産を柔軟にこなす中小企業が主役を占めるというものである。こうした背景から、「第３の

イタリア」や「シリコンバレー」に関心が払われた。これらの地域では複雑な中小企業間のネッ

トワークが形成され、その水平的ネットワークによって、グローバリゼーションと情報化時代の

経済をリードするという認識が広がっている⑾。

　一方、伝統的な産業集積論に対して、要素コストの優位性を超えた全般的な競争力について分

析を行ったのが、マイケル・ポーター（Michael moおがeお）である。彼は、企業の競争力を改善と

イノベーションに基づく生産性の向上と考え、これらが進展する環境とはなにかを議論してい

る。彼の議論のゆきつくところは、産業集中が国の競争優位の形成にとって重要であるとし、産

業集積に代わって、産業クラスター論を展開している。産業クラスターを「特定分野における関

連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、関連業界に属する企業、関連機関（大学、規

格団体、業界団体など）が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力している状態」と定義してい

る。そして、これをダイヤモンド理論として構築し、競争優位を作りだし、促進する構造および

ライバル間競争という４つの要素から成り立つとその議論を展開している⑿。

　さらに彼は、競争力の源泉としては、産業の地理的集中について以下のような効果を強調する。

それらは、①地域内で流れる情報が豊富になりかつ迅速化する、②ライバルの動向を察知し、そ

れに対抗する力を高める、③効率化と専門化の促進、④企業と大学の交流が活発になる、④人、

モノ、カネなど生産要素を引きつける、⑤イノベーションの伝達が早まる、⑥地域外部への情報

の拡散が抑制される、である。

　同時に彼は、国の重要性も訴えている。政府の政策、法的規制、資本市場の条件、要素コスト、

さらには、社会的・政治的価値や規範は国に連結していて、変化が遅いと認識している。国の条

件と地域の条件が結合して、競争優位を育てるのであり、国の政策は、それ自身では不十分であ

る。州と地方の政府が産業の成功には顕著な役割を演じているという。

　欧米先進国の産業集積の場合には、既存の資源の上に長い時間をかけて形成されたものが多

い。そのため、政府の役割などはあまり重要視されてこなかった。しかしながら、現在では日米

欧といった先進国でも、政府が主導したり、産官学で協調したりして新たな産業クラスターを生
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成したり活性化しようとする動きが生じている⒀。

　しかしながら、政府主導で産業クラスターを形成するという考え方は、先進国よりも後発国の

場合においては、いっそう重要になる。こうした政府の政策的誘導の典型的なものが、産業政策

の導入であった。日本は、戦前から産業政策的なものを展開し、政府主導型で先進国へのキャッ

チアップを図ろうとした。戦後の復興と高度成長はこの考え方をさらに押しすすめたものであっ

た。国内の産業を保護するために輸入に対して規制を課し、輸出主導で経済発展をするというも

のであった。

　戦後の日本の経済発展が産業政策にあったと理解され、日本に続いて発展したシンガポール、

韓国、台湾などの NIbか が６97５年代に、そして６98５年代にはマレーシ、タイ、インドネシア、ア

セアン諸国などアジア各国が産業政策をこぞって導入した⒁。さらには、６99５年代になると中国

やベトナムなど、社会主義から市場主義的な経済に転換したいわゆる移行経済国にも導入され、

急速な発展の原動力となった。

　しかしながら、６997年にはアジア通貨危機が生じ、アジア諸国は従来の産業政策では継続的な

発展が望めなくなり、多くの国が産業クラスター政策へ移行したという。現在では、産業政策を

堅持しているのは中国くらいで、他の国は一斉に産業クラスター政策を展開しているという論者

もいる。ここでは、中央政府が中心となっていた産業政策から地方政府を中心とする産業クラス

ター政策への転換が生じ、地方政府の役割が重要になったという⒂。

　自動車産業の集積とは、「自動車組み立てメーカーや部品メーカー、素材メーカー、関連サー

ビス企業などの企業群が空間的に近接・集中し、結果として自動車産業がある地域の中心的生産

活動となっている状態のことである⒃。」と定義づけられるであろう

　自動車産業の場合、製品の設計にはじまり、部品の製造・調達、完成車の組立、完成車の販売、

そしてアフターサービスといったバリュー・チェーンからなる。発展途上国の自動車産業の集積

過程においては、これらのバリュー・チェーンを担当するいくつかのプレイヤーが存在する。第

一は、その国の政府である。中央政府や地方政府は産業政策や産業クラスター政策を通して、自

動車産業をどのように発展させようとするのかを示す。第二は、もともと自動車産業をもたない

後発国では、中心的な役割を果たすのは外国の多国籍自動車メーカーである。これには、組立メー

カーと部品メーカーがある。第三は、自ら自動車の関連事業を行おうとすると地場の企業者であ

る。このなかには、自動車の販売業者や部品メーカーがある。第四は、現地の自動車関連の多国

籍企業、地場企業で働く経営者、技術者、労働者がある。さらに、自動車産業に人材を供給する

専門学校や大学といった教育機関がある⒄。

　また、地域の集積の性格によっていくつかのタイプが生じるとおもわれる。自動車産業の場合

の基本的な形態としては、自動車メーカーの組み立て工場が単独ハブとなって、周囲にこの工場

と取引関係のあるサプライーや事業者が取り巻く、階層状のハブ・アンド・スポーク型が形成さ

れる⒅。
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　中国における自動車の産業集積に関する研究は結構多い。たとえば、財団法人横浜工業館（の

ちに横浜産業振興公社）が上海地区部品産業調査ミッションを派遣し、調査結果をまとめたもの

がある。これは、上海 st を拠点に一大自動車産業が形成された上海市嘉定区安亭鎮を中心に

した自動車の産業集積が調査研究対象となっている。さらに、横浜産業公社は、上海のみならず、

重慶、天津、南京の自動車産業の集積について報告書を刊行している⒆。

　また、７５５５年代に入って急成長してきた広州市における自動車産業の集積の研究も次第に盛ん

になりつつある。広州では、市の中心地のプジョーの工場を引き継いで進出したホンダに続いて、

日産が花都区、さらにトヨタが南沙区に進出した。これら日本のトップ企業３社の進出によって

広州市は急速に自動車産業を蓄積していった。これらの地区のうち、まず花都区の自動車集積の

研究がまとめられた⒇。さらに、最近ではアジア各地の産業集積を分析し、形成プロセスもモデ

ル化する動きが出ており、そのなかで広州における自動車産業集積について分析されている�。

　とくに横浜産業振興公社の２つの研究にみられる関研究では、広州における自動車産業蓄積に

果たした各プレイヤーについて、それぞれの政策や進出について、その実態が詳しく調査・分析

されている。また、産業クラスター形成モデルを開発した朽木研究においては、後発の地域が産

業集積をつくりあげていくうえで、どういったことがどの段階で必要なのかを明確に示してあ

る。そのため実際の政策担当者などにとっては、きわめて有益な研究成果であるといえる。

　しかしながら、実際における産業集積の形成においては、政策が立案され、いろいろな施設が

できあがれば、それで自然発生的に産業集積が可能になるわけではない。きっかけはどのような

ものであれ、産業集積・産業クラスターの生成と展開にとって重要なのは、各プレイヤーがこう

したきっかけにいかに反応し、機会をつくりあげていったかということである。さらに、なぜあ

る特定のタイミングで、そのような方法で産業集積の形成プロセスに参加していったのか、プレ

イヤー相互の関係を具体的に分析していかなければ、産業集積のダイナミズムを明らかにするこ

とはできない。

　そういう意味で、従来の産業集積の研究は、地域全体の動きをマクロ経済的な視点から分析す

るものと、個々の企業や政府組織の内部的な行動を分析するミクロ経済的分析という二つの大き

な流れに分かれていたといえる。本研究では、こうした各プレーヤーの内部分析と同時に、プレ

イヤー間のダイナミックな相互作用とそこから生み出される産業集積全体のダイナミズムを分析

することにする�。

　そのため、本書の構成は、こうした産業集積を形成するプレイヤーを中心にしてまとめている。

この「はじめに」に続いて、第１章では中国自動車産業の全体像を考察する。ここでは、中国自

動車産業の概要、産業政策、そして中国自動車産業の市場的側面を概観する。

　第２章では、中国自動車産業における広東省の自動車産業の位置を分析している。まず、中国

自動車産業発展地区の地域的分布、そして広東省の自動車産業の特徴、そして自動車産業の発展

における広州市政府の役割について考察する。そして、広州市における自動車メーカーの集積地
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の動向についてみる。地域開発のなかで自動車関連産業を大きく位置づけている広州市花都区お

よび南沙経済開発区について考察する。

　第３章では、広州市への自動車産業集積の中心的な役割を果たしている自動車メーカーについ

て分析を加える。中国の自動車メーカーの広汽集団、広州市の自動車集積をリードするホンダ、

日産、そしてトヨタの日系自動車メーカー３社および商用車メーカーの日野、そして広東省の二

輪車産業をリードした五羊ホンダに焦点を当てる。

　第４章では、日系自動車メーカーを中心に自動車部品を供給する日系自動車部品メーカーであ

る三池、愛三、小糸製作所、デンソー、ユニタイトの５社を分析している。

　第５章では、自動車販売店を分析している。ホンダ系、日産系、トヨタ系の販売店に加えて汽

車交易市場である競馬場自動車城について考察を加えている。

　第６章は、完成車の輸送や自動車部品の流通に関与している日系物流会社の日本通運および日

本郵船、そして総合商社の丸紅を分析している。

　最後の「おわりに」では、第１章から第８章までの議論を整理し、「はじめに」で提起した問

題に合わせて本書の分析の成果を意味づける。
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第１節　中国自動車産業の現状と問題点

１．世界最大の自動車市場の誕生

　世界の生産・販売市場において、大きな地殻変動が生じている。７５５�年、中国は自動車の生産

台数・販売台数ともに日米を抑え、世界第一位となった。生産台数は前年比９8３８％増の６１８7�万台

となり、それまで世界１位にあった日本を上回った。販売も６１８6９万台と、米国を抜いて世界最

大市場となっている。さらに、中国汽車工業協会の７５６5年の中国における自動車の生産台数予測

は６１8５５万台となっている⑴。

　中国において、自動車産業が本格的に成長をはじめたのは、７５５５年代に入ってからで、まさに

急成長を遂げたことがわかる（図表１－１参照）。７５５8年９月の「リーマンショック」以後、一

時的な自動車販売の停滞がみられたが、７５５�年に入ると政府の購買支援政策などもあり、自動車

市場は急速に回復し、引き続き発展し続けている。

　現在、中国には、乗用車のメーカーが6５社、バスや商用車などのメーカーをいれると６５５社を

越える自動車メーカーがあるといわれる。第一汽車、東風汽車、上海汽車等生産能力5５万台を越

第 1章

中国の自動車産業

図表１－１　中国における自動車生産推移（単位：万台）

年 総生産台数 乗用車生産

６�78   ６９３�６ ─

６�8５   ７７３７８ 　５３5９

６�85   ９８３75 　５３�　

６��５   5６３９５ 　８３5　

６��5 ６９5３７7   ８８３7　

７５５５ ７５7３５５   6５３7　

７５５６ ７８９３６7   7５３８6

７５５７ ８７5３６５ ６５�３７　

７５５８ ９９９３８� ７５7３５8

７５５９ 5５�３６６ ７７7３6８

７５５5 57５３8� ７77３５６

７５５6 7７7３8� ８86３�９

７５５7 888３8� ９7�３78

７５５8 �８９３55 5５８３7９

出所：『中国統計年鑑』７５５�年版。
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す３グループがシェアの5６％を占め、それに次ぐ９グループが９５％を占める。

　今後は、競争激化が再編を促し、これからも生産の上位集中が続くと思われている。メーカー

再編の流れのなかで、海外資本との合弁事業も増えた。完成車と部品をあわせて合弁会社は6５５

社以上になっており、蓄積した資本は総額７５５億ドル以上に上っている。中国における自動車産

業総資本の９５％が合弁事業によるものであると考えられている⑵。

　中国は自動車の輸出も急速に伸ばしており、とくにアフリカ・中東における存在感が急速に高

まっている。７５５�年の中国自動車輸出台数（シャシーを含む）は、７５５8年比９９３7％減の８7万7１５５５

台で、７５５７年以来７年ぶりに前年比マイナスとなった。完成車だけでは、９5３7％減の８6万�１6５５台

であった。この理由は、海外市場の減速に加え、好調な国内市場への供給を優先した企業もあっ

たためのようである。

　７５５�年の輸出先を台数ベースでみると、７５５8年に４位であったアルジェリアが１位に浮上し、

同年１位のロシアは上位６５位以下に下っている。金融危機の影響などで全体の輸出台数が減少す

るなか、中国と連携する資源国がオイルマネーで受け皿となった。２位がベトナム（前年３位）、

３位シリア（同６位）、４位エジプト、５位イラクである。メーカー別輸出台数では、奇瑞、長城、

ハルビン哈飛、浙江吉利の中国企業が上位を占めている⑶。

　さらに、中国自動車企業は海外現地生産に乗り出し始めている。７５５6年半ばまでには、奇瑞汽

車や吉利汽車がすでにイランやロシアなどで組み立て生産を開始している。７５５6年６５月からは、

長城汽車がロシアで組み立て生産を始めている。南京汽車集団は、７５５6年７月に北米工場建設を

発表しており、各社の関心は早くも先進国へと移りつつあるといえる⑷。

　７５５6年６月には、厦門金龍聯合汽車工業は、タイのベストリン・コーポレーション（バンコク）

をOEM先として、ミニバスの生産委託を開始した。また、上海汽車工業は、７５５5年９月、タイ

のチャロン・ポカパン（CP）などと自動車分野での提携を決めている。上海汽車は小型乗用車

のタイ生産を検討中である⑸。７５５7年６７月には奇瑞汽車が、タイの CPと合弁でタイに自動車組

み立て工場を建設すると発表している。多目的スポーツ車（SUV）やピックアップトラックの

生産を検討しているという。タイ国内での販売のほか、東南アジア各国へも輸出する計画であ

る⑹。

　自動車分野に限らず、中国企業が海外展開を加速する理由の一つに、「国内市場回避」がある

といわれる。中国企業はシェア拡大を狙って一斉に設備増強を進める傾向が強く、国内市場では

すでに激しい競争を展開中である。製造技術力の向上で品質への自信を深めた中国勢としては、

海外市場こそが新たな収益源との期待があるといえる⑺。

　これらの組み立てメーカーを支える形で、多数の部品メーカーが存在する。７５５5年現在、国家

規模（売上額5５５万元以上）の自動車メーカーを含む自動車関連企業は6１８６5社（自動車、特装車、

エンジン、オートバイ、部品を含む）あり、そのうち自動車部品企業は９１5５5社（エンジンを含み、

オートバイを除く）で、これは自動車関連企業の7６３８％であった。また、自動車部品関連の従業
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員は６６5万人で自動車産業総数の5８３７％、総資産は９１７７7億元（約６兆76５億円）で自動車総資産の

８6３８％となっている。

　中国自動車部品の売上は、外国独資企業の売上が７５５6年で７5億8１９９6万ドル、外資系合弁企業

が７９億5１67�万ドルと続いている。なかでも、中国の民営部品メーカーの売上の伸びが、国有企

業はもちろん、外国系企業をも圧倒している⑻。

　７５５6年半ばごろまでに、中国の自動車産業地図は大きく塗り替えられはじめられた。これは、

中国の乗用車生産台数の２割超を占める中国ブランド車の急速な台頭によるものである。こうし

た状況のなかで、かつてのように作れば作っただけ売れたというのは、完全に過去の話になって

きた。急速な生産拡大で中国市場も飽和状態に近い。その過程で品質やコスト競争力に劣るメー

カーはふるい落とされる⑼。厳しい環境に入った中国市場でどう勝ち抜くか、欧米系、日系、韓

国系、そして地場系の間で今後厳しい戦いが展開されると思われる。

２．欧米系企業の進出

　６�78年の改革開放以後、中国政府は自動車産業の発展を外国企業からの技術・ノウハウを導入

することによって達成しようとした。その結果、大規模な現地自動車企業と欧米日自動車企業と

の合弁が発展した。

　中国における外資系自動車の現地生産は、独フォルクスワーゲン（VW）が他社に先駆けて、

６�85年に上海汽車との合弁で「上海VW」を設立した事に始まる。同社は、６�85年に外資の先頭

を切って、現地生産に踏み切っている。同社は、「サンタナ」「パサート」「ポロ」を生産している。

　さらに、フォルクスワーゲンは６��６年には、第一汽車と「一汽 VW」を設立し、現在では

「ジェッタ」「ボーラ」などの生産をおこなっている。フォルクスワーゲン・グループは現在でも、

中国のシェアの８５％以上を占める最大手である⑽。

　VWは、７５５８年に天津の自由貿易地域内に輸入専門の会社を作った。これは、中国のWTO加

盟で完成車輸入の規制も緩和されるので、必要に応じて、中国現地生産車と輸入車を合わせて顧

客に提供できる車種を増やし、フルレンジで製品展開する戦略である（ただし、現在の中国政府

の規制では、既存の販売網で輸入車を一緒に販売することができない）。７５５7年の VWの販売台

数は両社合わせて�６万台、７５６５年の販売計画を６55万台としている⑾。

　同じくドイツのダイムラークライスラー社は、傘下の米クライスラーが６�8８年に北京汽車工業

と「北京ジープ汽車」を設立し、ジープなどを生産している。また、ダイムラークライスラー社

は、福建汽車工業、台湾の中華自動車と共同で中国福建省に合弁会社を設立し、７５５5年からベン

ツの小型商用車も生産している。７５５９年５月北京汽車グループとベンツ乗用車の合弁会社「北京

ベンツ・ダイムラークライスラー」が設立認可され、翌７５５6年から高級車ベンツ Eクラスと C

クラスを生産している⑿。

　BMWは、上記ドイツ勢を追い上げるため、７５５８年６５月新興自動車企業グループの華晨集団と
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遼寧省瀋陽市で合弁生産した３シリーズ、５シリーズを発売している。デザインはドイツ生産の

タイプとほぼ同じだが、ギアシフトやコントロールパネル、タイヤは独自の仕様である。現在の

生産能力は４万６１５５５台である。７５５�年６６月には第２工場を建設し、年間生産能力を７万5１５５５台

にするという⒀。

　米ゼネラルモータース（GM）は、６��6年にパートナーである上海汽車と合弁を手がけたが、

ゼロからのスタートから順調にシェアを伸ばし、現在の市場シェアは８％に近い。上海汽車と最

初に「ビュイック」、その後「シボレー」を販売し、「セイル」を生産している⒁。GMは、韓国

の GM大宇で基本設計した車体を中国風にアレンジし、値ごろ感のある価格で提供し、それに

有名ブランド「ビュイック」をつけてヒットさせたといわれる。７５５7年の販売台数は６５８万で、

７５６５年の販売計画は６7５万台としている⒂。

　７５５７年、米フォード・モーターと長安汽車集団（重慶市）との新たな合弁工場の許可が下りて

いる。同社は、翌７５５８年から小型車「フィエスタ」生産を開始している。フォードは同じグルー

プのマツダと共同戦線をはっている。

　フランスのプジョーシトロエングループ（PSA）は、６��７年に東風グループと合弁会社神竜汽

車を設立し、総額８５５億元を投じて武漢市に工場を建設した。この新工場では、「シトロエン

ZX」を生産開始し、価格は１台６5万元前後とし、初年度は年産１万5５５５台を目指した⒃。シトロ

エンはすでに中国で知名度が高く、７５５８年末で７5５都市に９7５の販売拠点を有していた。中国乗用

車市場でのシェアは8３5％を占める⒄。また、PSAと東風汽車は７５５８年に新合弁会社を設立し、

７５５９年からシトロエンに加えてプジョーも生産を始めた⒅。

　ルノーは中国進出が遅れていたが、７５５９年６月東風汽車との合弁会社設立を発表した。７５５6年

から中型車の生産を初め、将来は８５万台体制を整える。同社は、日産と関係の深い東風と手を組

んでいる。生産こそルノー側で担当するものの、研究開発や部品調達などは日産と東風の合弁会

社の資産を活用している⒆。

　現代自動車は、ダイムラークライスラー・グループの一員として７５５７年に中国進出していた。

しかし、７５５９年の両社の戦略提携解消を受け、独自戦略強化に乗り出した。現代と北京汽車との

の合弁会社では、「ソナタ」や「エラントラ」を生産している。起亜と東風グループなどとの合

弁会社では、小型車「千里馬」を生産している。

　現代自動車の強みは、競合会社と比べた価格の割安さである。中国市場の場合、現代の車の価

格は競合する日本メーカーの同クラスの車種に比べて一割程度やすい。以前は課題とされていた

品質でも改善が著しく、ブランド・イメージも高くなっている。現代グループは販売網整備や金

融会社設立など事業拡大に向けた戦略をとり、７５５7年の販売実績は８９万台であるが、７５６５年の販

売計画は６５８万台と見込んでいる⒇。



第 1章

─　　─６８

３．出遅れた日系企業

　日系企業は、欧米企業に比べて中国への現地生産では遅かったといえる。日本でトップのトヨ

タは、第一汽車傘下の天津一汽夏利との合弁企業「天津トヨタ自動車」で、７５５７年６５月から

６5５５cc、６８５５cc の小型セダン「ヴィオス」の生産を、年間３万台を目標に開始した。

　トヨタグループのダイハツが７５５5年をめどに第一汽車と合弁生産を目指し、７５５８年に小型

SUV「テリオス」の生産技術を先行供与している。最高級 SUVについては、トヨタが第一汽車

に技術援助、７５５８年から長春で年間１－２万台生産している。７５５９年から成都でクロスカント

リー車「ランドクルーザープラド」の生産へ向かった。７５５5年に天津で第一汽車の親工場で、ク

ラウンなどの生産を開始している。トヨタの７５５7年の販売台数は5５万台で、７５６５年の販売計画は

６５５万台としている。７５５８年には、トヨタは広州豊田汽車（広州トヨタ）を設立し「カムリ」の

生産を始めている�。

　日産自動車は、東風グループと６��８年設立した鄭州日産（日産８５％所有）で小型トラックを

６���年に生産開始している。７５５８年乗用車・トラックなどを生産する合弁会社を設立した。６���

年に東風グループの風神汽車（広州）に「ブルーバード」の技術供与契約をし、同グループが生

産を開始した。７５５７年９月、日産自動車は東風汽車と合弁を含む包括協定にこぎつけ、７５５８年６

月東風汽車との合弁会社である東風有限公司が設立された。日産の７５５7年の販売台数は７�万台で

あるが、７５６５年の販売計画は6９万台である。

　ホンダは広州汽車との合弁会社広州ホンダで、６���年から「アコード」の生産を開始している。

７５５８年７月には、広州経済開発区で東風グループとアコード用エンジンを、７５５９年東風汽車との

合弁会社東風本田汽車（東風ホンダ）は、湖北省武漢市の工場で「CR２V」の生産を開始した。

また、ホンダは、広州汽車集団、東風汽車集団と７５５８年９月に輸出専用合弁会社「本田汽車（中

国）」を設立し、小型車「ジャズ（日本名フィット）」を７５５5年４月から量産し、６月から欧州に

向けて輸出している�。ホンダの７５５7年の販売実績は９6万台、７５６５年の販売計画は7９万台である。

　スズキは、６��８年６月に日本企業としては先行して長安汽車と合弁会社「重慶長安スズキ汽車

（長安スズキ）」を設立し、２年後に操業を開始した。この工場では、排気量8５５cc の「奥拓（日

本名アルト）」と６８５５cc の「羚羊（日本名カルタス）」を生産している。両モデルとも、基本設

計は６�8５年代に日本で発売されたものと同じである。しかし、価格は、アルトは中心が7５万円程

度、カルタスは６５５万円強と、価格競争力を持つものであった�。

　さらにスズキは、６��5年江西省北東部の景徳鎮に、航空機などを製造する昌河グループと合弁

で昌河スズキを設立した。工場は内陸部に立地するので、日本から部品を運んではコスト高にな

るため、昌河傘下の部品メーカーを利用してきた。景徳鎮の工場で昌河スズキが７５５６年から生産

を始めたのは、小型車「北斗星」である。排気量は日本の軽規格より大きい６３５～６３７リットルで

あるが、ボディは日本の軽自動車の代表格である「ワゴンR」の旧モデルを流用している�。

　いすゞも、中国との関係は古く、６�85年現地企業との合弁会社である慶鈴汽車有限公司（四川
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省重慶）での合弁生産、江西汽車廠（江西省南昌）への技術供与で「エルフ」の生産を開始して

いる。６��5年６６月には、海外自動車メーカーで最初の統括会社を設立し、中国事業に本腰を入れ

始めた。同社は、７５５５年２月には広州汽車集団との合弁で「広州五十鈴客車」を設立し、観光バ

スや大型路線バスの生産を始めた。７５５6年に、いすゞがトヨタグループ入りを表明してからは、

中国では日野と大型トラックの共同開発・生産を行うことが発表されている�。

　日野自動車は、７５５５年に瀋陽の現地企業などとバスの合弁生産会社「瀋陽瀋飛日野汽車製造」

を設立したが、思うように販売が伸びず赤字が続いていた。そこで、同社は広州汽車集団と大型

トラック・バスを生産するための合弁企業「広汽日野自動車」を資本金６5億元（７５５億円）で設

立した。広州市郊外に工場を設立し、７５５�年９月に生産を開始している。上記瀋陽の合弁会社も

この新会社が買収することになっている。日野は体制立て直しにより、日本の６５倍の規模に急成

長した中国のトラック・バス市場で巻き返しを狙おうとしている�。

　マツダは中国の自動車最大手、第一汽車集団（吉林省）との提携を拡大しつつある。第一汽車

の国産高級車「紅旗」の次期小型車開発に協力し、同時に主力ミニバンも委託生産する。「紅旗」

は、第一汽車の看板車種であり、官公庁需要が多く、中国要人が公用車として使う事で知られて

いる。マツダの中型乗用車「アテンザ」（６8５５－７８５５cc）をベースに開発、７５５6年に発売した。

紅旗には大型と小型があり、大型はトヨタ自動車が開発に協力している�。さらにマツダは、

フォードグループの中国戦略の一環として、７５５7年６５月に長安フォードマツダ汽車の新車両工場

を江蘇省南京市に完成させている。この工場は、マツダが管理する。第一汽車との提携も並行し

て強化、中国販売を７５６５年に８５万台に引き上げる考えである�。

　三菱自動車工業は、マレーシアの投資会社「MCIC ホールディングス」などとともに、瀋陽で

６��7年９月に中国航天汽車工業総公司と「瀋陽航天三菱汽車発動機製造公司」を設立し、ハルビ

ンで６��8年６５月には東安発動機製造公司と「ハルビン東安自動車エンジン製造有限公司」を設立

した。７５５５年以降、排気量７５５５cc ガソリンエンジンやトランスミッションを生産し始めた。完

成車については、６��6年に湖南省の長豊汽車製造廠に「パジェロ」の製造技術を供与している。

長豊汽車との合弁計画につまずいた後は、ダイムラー傘下の北京汽車工業に SUVの生産を委託

した。また、三菱が６5％出資している台湾中華汽車が合弁で設立している「東南汽車」を通して、

７５５８年半ばから「ランサー」ベースの小型セダンを生産している�。

　「スバル」を生産する富士重工は、他の日系メーカーと異なった戦略をとっている。「三大三小

二微」と呼ばれた中国政府認定の８大プロジェクトのひとつとして、６��７年から技術供与してき

た貴州航空工業と６��7年に合弁契約に調印し、７5％を出資した。同時に、エンジン、プレス、車

体の主要備品ごとの合弁会社も設立した。しかし、所得水準の低い貴州の地元市場では生産は伸

びなかった。そこで、富士重工は GMの工場を利用して「レガシィ」などを現地生産しようと

した。しかし、走行性能を売り物とするスバル車は中国ではまだ時期早尚として現地生産を断念

し、独自の販売網を構築し、日本からの輸入車を販売している�。
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４．地場民営企業の台頭

　中国自動車産業のなかで、近年存在感を増しているのが、異業種から自動車産業に参入した吉

利、奇端、躍進など国内市場重視の民営企業である。これらの企業は、近年独自モデル、独自技

術の開発を必死にアピールし、同時にミニバンと SUVの開発に力をいれている�。

　中国第４位の長安汽車グループの主力製品は、スズキとの合弁会社で生産する古い世代の「ア

ルト」や軽ワンボックスの「エブリイ」「カルタス」などである。しかし同グループは、独自に

開発したミニバンも有しており、軽自動車クラスの生産では、中国トップの座を占めている�。

　７５５7年２月、中堅商用車メーカー、安徽江淮汽車は乗用車事業に進出すると発表している。同

社は、国家発展改革委員会から乗用車生産開始の許可を得た。既存設備の活用を前提に乗用車進

出の許可をえたという�。

　中国のピックアップ大手の長城汽車も、従来からトヨタの「ハイラックスサーフ」そっくりの

SUVや日産の「ダットサン」そっくりのピックアップトラックなど、日本車のデザインを模倣

した製品を販売している。

　また、近年注目を集めているのが広東省深圳市の比亜迪（BYD）である。同社は Li イオン２

次電子では中国最大、世界でも３位のシェアを持つ。同社は、軽クラスの乗用車「Flけeお」をベー

スとしたハイブリッド車の「Hけbおid２S」、Li イオン２電池を搭載した「ET」などのモデルを開発

している。さらに、米の著名投資家バフェットが投資したことで有名になったが、日本の金型メー

カーであるオギワラの工場を買収している�。同社は、７５５８年に経営不振に陥っていた国有自動

車メーカーの西安奏川汽車（陜西省）を約３億元で買収した。西安奏川汽車が６５５店舗程度しか

持っていなかった自動車販売店を８５５店舗に拡大した。製造面でも西安に７５億元を投じて年産７５

万台の生産能力を持つ新工場を７５５5年に稼働させている。７５５5年自主開発車として発売したガソ

リン車で、カローラのコピー疑惑があったセダン「F８」が大ヒットした�。

　かつては、これら新興の中国企業は三菱自動車などからエンジンなど重要部品を購入してい

た。ところが、こうした分野にも自ら生産に乗り出している。奇瑞自動車は７５５5年３月にオース

トラリア企業と開発した「ACTECO」型エンジンの生産を開始しているし、瀋陽航天三菱汽車

発動機製造がエンジンを提供する中型セダン「東方之子」などでも搭載するなど、中国車はエン

ジン内製化の道を歩み始めた�。

第２節　中国政府の自動車産業政策

１．中国自動車産業の起源

　中国における自動車産業の急速な発展は、経済発展の結果人々の自動車購買意欲が高まったこ

とも大きいが、政府が打ち出した自動車産業政策も、「自動車大国」につながった大きな要因と

いえる。本節では、この自動車産業政策の展開について歴史的に考察を加える�。

　中国の自動車生産の歴史は、６�９�年６５月の中華人民共和国の建国とともに始まる。この年、ソ
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連にトラック生産の技術支援を要請して、吉林省長春市に第一汽車製造廠（一汽）が設立された。

６�56年にはソ連の ZIL 社の技術援助を得て、最初の国産４トントラック「開放号」の生産が８１５５５

台規模で開始された。一方、乗用車については、６�57年に一汽が共産党幹部向けに米クライスラー

「C6�」をベースに開発された「紅旗」の生産を開始している。

　６�58年からの大躍進運動期に、各地方が自動車メーカーを設立している。南京汽車（小型トラッ

ク７３5トン「躍進号」）、北京汽車（「ジープ」）などを例外として、他の地方ではもともと開発能

力がない自動車組み立て工場だったため、例えば一汽の開放号をノックダウン方式で組み立てる

ことで生産を行った。

　中国政府はその後、旧ソ連との関係悪化から、「国防三線建設」の一環として国家の重要産業

を東北地区より中西部へ移設し、６�6�年に湖北省十堰に新たなトラック工場の第二汽車製造廠を

設立して、５トンクラスの「東風号」の生産を開始した。一方、地方政府は独自に小型トラック

の開発に力を入れた。北京汽車が開発した２トンクラスの小型トラック「BJ６８５」が代表的なも

のであり、これをベースに地方のメーカーに無償で技術援助を行い、約７５社の「BJ６８５」系生産

拠点ができた。

　このようにして、トラック・乗用車生産をベースに各地方でノックダウン方式の組み立て工場

が増えていった。同時に、一汽、二汽などの生産車両は計画経済による配分であったために市場

競争を欠き、開発や改良に力を入れなかった。そのため、製品は国際的競争力もなく、品質レベ

ルでも大きく立ち遅れた。

　中国政府は、６�78年に改革・開放政策を発表し、自動車産業においても外国の技術導入を積極

的に取り入れ始めた。同時に、軍需産業を基盤にもつ中国の自動車産業は、トラックなどを中心

とする体制から、外国企業との合弁・合作を通じた乗用車生産に重心を移行することになった。

　６�8７年５月、中国政府は自動車業界をまとめるために中国汽車工業公司を設立し、乱立する自

動車メーカーに対する整理・整頓を行い、統一指導を行おうとした。６�8８年６月には、先進技術

導入や計画的製品の輸出入などを行うため、中国汽車工業公司の付随機関として中国汽車工業進

出口公司（貿易担当）が設立された。

　政府は、近代化を促進させるため資本と技術の導入を目的に、日本や欧米の自動車メーカーへ

協力を依頼した。しかし、当時アメリカ進出に重点的に資本投下していた日本企業は消極的で

あった。その結果、６�85年に上海汽車とドイツのVWが合弁で「上海大衆汽車」を設立し「サ

ンタナ」の生産を開始した。その結果、サンタナは当初中堅幹部用の公用車、またタクシーとし

てほぼ市場を独占することになった。ただ、政府は部品の国産化率アップを要求したことにより、

販売価格に「国産化課徴金」を上乗せしたため、通常の３倍近い価格になった。また、この課徴

金で部品メーカーが、海外から技術導入していった。

　中国政府は、第７次５ヵ年計画（６�86～６��５年）において、自動車産業を「重点支柱産業」と

位置付けた。中国政府はそれまでのトラック中心の産業育成から乗用車中心の技術移転へと政策
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を転換することを決定した。中国自動車産業が本格的にスタートしたのは、この時期といえる。

　６�87年８月に政府は、乗用車発展政策を発表し「３大・３小」政策を打ち出した。３大とは第

一汽車、東風汽車（旧第二汽車）、上海汽車のことで、３小とは北京汽車、天津汽車、広州汽車

のことであった。ただ、当時スズキなどより技術導入し、軽自動車（中国では微型）を生産して

いた兵器工業部系や航空工業部系の軍需産業側より強い要求もあり、２微（北方工業と航空工業）

が追加され、この８社の乗用車生産が重点育成政策とした開始された。

　この８社に外資との提携が許されたことにより、３大の第一汽車がVWとの合弁、東風汽車

が日産ディーゼルとの技術提携、上海汽車がVWとの合弁を行った。また、３小の北京汽車は

AMC（のちのクライスラー）との合弁、天津汽車はダイハツとの技術提携、広州汽車は仏プ

ジョーとの合弁を行った。そして２微は兵器工業部が長安汽車ほかとスズキからの技術援助、航

空工業部が富士重工からの技術援助といった提携関係ができあがった。

　６��９年７月に中国は新しい自動車産業政策「中国自動車産業発展政策」を打ち出した。このと

きから、自動車産業振興策が公表されるようになったといえる。この政策では、６５５社を超える

自動車メーカーをいくつかのグループに集約化し、強い企業を育てることを狙っていた。つまり、

「三大三小二微（大型・中型・軽）」とのテーマを掲げて、大手メーカーへの集約を図ろうとした

のである。そのため、必要な技術と資金を求め、大量生産方式を確立し、７５５５年には生産規模

８５５万台（うち乗用車６5５万台）を目指すことになった。これに協力してくれる外国メーカーを募

集し、６��6年に最終的に相手を決定することにした。この政策では、外資自動車メーカーには中

国において２社以上との合弁を認可しなかった。ただ、中国側メーカー（３大・３小・２微）に

ついては、そうした規制を行わなかった。

　その後、ホンダは広州プジョーが撤退した後を受け、６��8年に広州汽車と合弁で広州ホンダを

設立している。６���年 GMが上海汽車、７５５５年にトヨタが一汽、７５５７年フォードが長安汽車、

７５５８年日産が東風汽車と、それぞれ合弁の認可がおり合弁会社が設立された。なお、トラックに

ついては、いすゞ自動車が技貿結合政策に協力したこともあり、小型トラックのエルフを生産す

る目的で、６�85年に合弁で慶鈴汽車（重慶）、７５５７年には江鈴汽車との合弁認可が下りた。また、

７５５８年には北京旅行車へマイクロバスなどを生産するための出資が認められた。

　中国政府は、６��6年以降、乗用車生産へ新規参入を認める方針を打ち出したが、第９次５ヵ年

計画（６��6年～７５５５年）では、乗用車用部品、経済型乗用車と大型車を重点的に発展させ、自主

的な自動車技術体制を建設し、規模の経済を実行することを意図していた。さらに、部品の標準

化、シリーズ化、共用化を加速させるなどの施策が推進された。

２．乗用車の本格的発展

　７５５５年６５月中国共産党第６5回５中全会で通過した「国民経済と社会発展の第６５期５ヵ年計画の

制定に関する中共中央の建議」のなかで、「公共交通を大いに発展させ、乗用車、コンピュータ
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を家庭に入れることを奨励する」方針が打ち出された。指導部内には、家庭での自動車保有に対

する反対意見が残っていたが、党が自家用乗用車の奨励の方針を出したのはこれが初めてであっ

た。

　こうしたなか、中国政府は既存の包括的な自動車消費促進政策を検討していた。その一環とし

て進められてきた自動車の税費改革では、「養路費」の「燃料税」への切り替え（６���年６５月の

道路法改正）があった。また、７５５５年６月には、財務省と国家発展計画委員会が国務院の承認を

得て、地方政府が徴収している「一部の交通・車両費用廃止に関する通達」を出している。

　また、この関連では、７５５５年に「自動車登録法」が改正され、７５５６年６５月から施行された。こ

れによって、自動車を抵当として設定できるようになり、自動車ローンの制度整備が一段とすす

んだ。また、従来は居住地に戸籍がない人の自動車登録を認めていなかったが、この改正により

一時滞在者や臨時の滞在地でも自動車登録ができるようになった�。

　６���年６６月に米中WTO合意によって、中国は７５５６年に世界貿易機関（WTO）加盟すること

になった。これは、中国の自動車産業、なかでも乗用車産業に大きな影響を与えた。７５５6年まで

に乗用車完成車の輸入関税を現行の６５５％（排気量３リッター以上）や8５％（同３リッター未満）

から、輸入関税を７5％に引き下げる方針をとり、輸入数量の制限も７５５5年までには撤廃される予

定となった。７５５６年５月には、国家計画委員会がこれまでの政府による自動車の価格管理制をや

め、市場の変動による自由価格制に移行させた�。

　さらに、外国投資案件の認可要件から外貨バランス、輸出入均衡、国産化要求、輸出要求を削

除することが盛り込まれた。同時に、自動車の卸売業、小売業への外資の進出を３年以内に完全

自由化するとしている。このため、輸入車の攻勢から国産車を守るために自動車産業の育成を急

ぐことになったのである�。

　７５５６年６月、国家経済貿易委員会は自動車産業を含めた６８産業の第６５次５ヵ年計画を発表し

た。自動車工業については、「公平な競争の促進」「対外開放の拡大」と「自主的発展」に重点を

置き、優良企業の発展を加速させ、産業構造の再編を促進し、７５６５年までに自動車産業を中国の

基幹産業にする目標を定めた。モータリゼーションの到来に備え、同計画は、今後重点的に発展

させていく製品として、排気量６８５５cc 以下、８万元前後で、燃費が国際基準を満たし、安全性

が高く、省エネの経済車をあげている�。

　具体的なものとして、「６５・５」計画が発表されている。その主な内容は、７５５5年の自動車生

産台数が８７５万台前後、うち乗用車が６５５万台前後、７５５5年までには、一定の国際競争力を持つ大

型自動車企業グループが２～３社形成され、それらの製品の国内市場占有率が7５％を超すであろ

う、というものであった。

　７５５７年３月に、中国は「外資投資方向指導規定」を交付し、自動車及び二輪車の完成車製造、

同エンジン製造、一部の重要部品の製造業などを投資奨励業種に指定した。また、中国政府内で

はWTOへの加盟承認前後から、自動車産業においても「中国を製造基地とする」との方針を鮮
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明にしている。華晨汽車と BMWの高級乗用車合弁計画、東風汽車とルノー・日産の乗用車合

弁計画、第一汽車とトヨタとの乗用車提携計画、北京汽車と韓国現代自動車の乗用車合弁会社契

約の締結など、世界の主要メーカーが出そろう形となった新生産プロジェクトは同方針にそった

ものであった�。

　７５５９年６月には、中国は「新自動車産業政策」を発表した。従来の外国企業に対して、中国合

弁先を、乗用車と商用車についてそれぞれ２社に制限し、出資比率も5５％以下とする制限を継承

し、経営権で結ばれた外国企業を同一企業とみなすことを明確化した�。同時に、中国自動車企

業の技術開発力を高め、有力ブランドを育成することが強調された。このために、業界再編を促

し、現在の小企業が乱立する状態から、国際競争力のある大手自動車メーカー数社に再編して

７５６５年までに、中国メーカーが技術面で一人立し、国内市場の自動車販売の過半数を握るのみな

らず、世界企業ランク上位5５５社入りを目指すというものであった�。部品については、生産量

の９５％を輸出するとした。

　一方では、新規参入が相次ぎ、当時でも自動車メーカーの数は６７５社を超え、そのうちの３分

の１は赤字に陥るなど危機的な状況にあった�。この６７５社以上が乱立する国内メーカーの再編

を促し、シェア６5％以上を持つ数社に集約していく方針が打ち出された。この時点で６5％シェア

を達成しているのは、第一汽車集団と上海汽車集団のみであった�。

　さらに、第６６次５ヵ年計画（７５５6年～７５６５年）では自主ブランド乗用車の育成、自主知的財産

権を擁する自動車エンジン、電子部品、重要部品のアッセンブリなどの開発を加速した。また、

６５５万台規模の企業を育成促進する政策が掲げられている。

　７５５6年には中国の自動車販売は7５５万台に達し、日本を抜き世界２位になった。しかしながら、

需要増をあてにして各社が競って生産能力を増やした結果、年産能力は６１５５５万台を超え、供給

過剰になる懸念が高まってきた。そのため、中国政府は生産能力の過剰が深刻な自動車産業の構

造改革に向けて新しい指針を出している。指針では、⑴本据地以外で工場を新設するには前年の

販売実績が生産能力の８割以上、⑵第２工場を建設するには前年の販売実績が６５万台以上、など

の条件を設けた�。

　その結果、自動車メーカー各社は、規模の拡大で生き残りを図ろうとし始めた。乗用車最大手

の上海汽車は中堅の南京汽車集団との提携交渉を開始し、７５５7年７月には上海汽車は南京汽車の

親会社である躍進汽車集団との間で、「全面提携」に関する趣意書に調印した�。

　自動車メーカーの新設条件はさらに厳しくなり、研究・開発施設と、エンジン生産を義務付け、

総投資額７５億元以上、自己資金８億円元以上を明示した�。再編への外資の参画も、国内大型自

動車が外資自動車グループと共同で、国内外の自動車メーカーを合併・再編し、経営範囲を拡大

することを支援するとした�。

　輸出加工区での輸出車生産は、合弁先数と出資比率制限の外枠となった。つまり、輸出の目的

の合弁の場合は、5５％超でも可能になったが、これはホンダが設立している合弁会社など、すで
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に外資が過半数の株式を握る企業を追認したにすぎないものといえる。

　一方で、中国の国内メーカーの育成を全面的に押し出している。外資と提携し技術、販売など

さまざまなノウハウを吸収するという政策を推し進める。中国が自動車大国の仲間入りをするに

は、自分たちで新製品を開発できるまで技術力を高め、最終的な目標としては自主的な製品開発

の技能を育成し、強い部品産業の基礎を打ち立てること、販売・サービス体制の確立、関連産業

の同時発展の４点が課題となる�。

　中国政府は、旧政策ではすべてのプロジェクトは中央クラスの認可が必要であったが、新政策

では中央政府の認可そのものの範囲をかなり縮小（規制を緩和）し、地方政府に大きな権限をあ

たえているという�。また、新政策は許可が必要だった新モデル生産など、投資の一部に届出制

を導入した。また、新産業政策の中では環境問題にも考慮しており、ハイブリッド車など環境対

応車に言及している。

　さらに、新政策では、販売、消費、金融などのサービス分野や交通インフラも対象としており、

販売網構築やブランド構築、中古車市場形成などへの支援を明確化した。条件はまだ示されてい

ないが、国産車と輸入車の併売も可能になったと理解されており、主要自動車メーカーはフルラ

インでの中国販売展開も可能になる�。

　７５５8年には中国国内経済は調整局面に入り、同年秋の「リーマンショック」による金融危機に

よる景況感の悪化を食い止めるため、７５５8年６６月には内需拡大策を柱とした景気刺激策を発表し

た。同時に、内需拡大策に合わせて主要６５大産業の７５５�年から７５６６年までの３年間にわたる振興

計画を打ち出した。さらに、７５５�年３月には自動車産業支援策を発表した。これには、排気量

６6５５cc 以下の乗用車の車両購入税（購置税）率の引き下げ、買い替えインセンティブ、開発助

成金、電気自動車の産業化促進などが盛り込まれた。また、産業再編方針も示されたが、これは

７５６６年までに年産７５５万台超のメーカーを２～３社、同６５５万台規模４～５社を育成するというも

のであった�。

３．民族系メーカー・自主ブランド車の開発政策

　７５５５年以降になると、中国の地場企業の台頭がめだってきた。国家発展改革委員会は７５５6年か

らの自動車産業の５ヵ年計画要綱で、国内乗用車市場における自主ブランド車の割合を７５６５年ま

でに6５％以上に高める、こんな目標を掲げるまでになった。

　こうした新政策をにらみ、外資と合弁を組んで海外ブランド車を生産してきた中国メーカー

も、相次いで「自主ブランド路線」に踏み出しつつある。VWや GMと合弁を組んで海外ブラ

ンド車を生産してきた上海汽車集団は、７５５6年２月自主ブランド車を生産する新会社「上海汽車

製造」を、６５５億元（約６１９５５億円）を投じて設立し、第１号車を年末に生産する予定であった。

ホンダやトヨタ自動車と合弁を組む広州汽車集団もエンジンや変速機を自主開発し、７５６５年まで

に自社ブランドを投入するという�。
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　こうしたなか、日産自動車などと合弁事業を展開している東風汽車は７５５�年、自主ブランドの

独自開発の乗用車「風神 S８５」を初めて発売している。排気量６6５５cc のセダンで、価格は６５万元

（約６９6万円）であった。同社は、６５５億元をかけて本社のある武漢市に専用工場を建設している。

同様に、ホンダやトヨタとの合弁生産車が主力の広州汽車集団も、総額68億元をかけて、広州市

南部に自主ブランド乗用車を手掛ける大型の生産・研究開発拠点を建設した。７５６５年に３車種を

投入することになっている�。

　中国地場乗用車メーカーは、６��7年に安徽省蕪湖市の奇瑞汽車、浙江省杭州市の吉利汽車など

を代表に、新規参入企業が格安モデルを投入してきたことにより、急速にシェアを伸ばしてきた。

これらの多くは、もともと家電メーカーや電池メーカー、また二輪車メーカーなどが、自動車産

業に各地で進出したものである。

　これらの新興地場企業の実力については、７５５6年の半ばごろまでは、まだ否定的な見方が強

かった。とくに、独創的な研究開発ができるようになるかについては疑問が持たれた。奇瑞や吉

利などは「自主開発」とうたっても、車のデザインは欧州の設計会社に発注し、エンジンは三菱

自動車から調達するのが実態であり、地場企業に流出した日本車のボディ金型の設計図をそのま

ま利用することも珍しくなかった。ましてや、ハイブリッド車や燃料電池車など、環境対応車の

開発を競う世界の大手との開発力の差は歴然であるといった論調であった�。しかし、その後中

国政府の支援をうけながら、いくつかの地場企業は急速にその技術力を向上していった（図表１

－２参照）。

　奇瑞汽車は６��7年３月に設立され、生産車種として「QQ」「東方之子」「風雲」または SUV

の「瑞虎」をラインアップしている。とくに同社は、民族資本No３１である企業独自ブランドの

QQモデルをもって、安価な価格設定の市場戦略で国内、海外でのシェアを着実に伸ばしてきた。

当初は、乗用車の生産資格を持っていなかったため、上海汽車集団の傘下で生産を開始したが、

図表１－２　中国自動車メーカーの販売台数上位10社（2009年）

順位 メーカー名 販売台数（６１５５５台） 前年比（％） 主な合弁相手

１ 上海汽車集団 ７１7５5３5５ 57３７５％ GM、VW

２ 中国第一汽車集団 ６１�９９３6５ ７6３�５％ VW、トヨタ

３ 東風汽車集団 ６１8�7３7５ ９８３7５％ 日産、ホンダ

４ 中国長安汽車集団 ６１86�３8５ 56３８５％ フォード、マツダ、スズキ

５ 北京記者工業控股 ６１７９８３５５ 6６３６５％ 現代、ダイムラー

６ 広州汽車集団 6５6３6５ ６5３８５％ ホンダ、トヨタ

７ 奇瑞汽車 5５８３５５ ９５３5５％ ─

８ 比亜迪（BYD） ９９8３９５ ６6５％ ─

９ 華晨汽車集団控股 ８９8３８５ ７７３６５％ BMW

６５ 浙江吉利控股集団 ８７�３６５ ９8３９５％ ─

出所：「中国、小型車勢が急進、昨年の販売台数、BYDは６３6倍」『日経産業新聞』７５６５年１月７6日。



─　　─７７

イミテーション問題で上海汽車グループより追及された。その後、政府より生産権を得て、７５５８

年６月に上海汽車グループより離脱した。当面生産能力を６７５万台に拡大し、７５６５年の販売目標

を６５５万台としている。

　吉利汽車は、６�86年６６月に浙江省杭州市で設立された。当初は家電メーカーであったが、６��５

年代に自動車メーカーに転身した。生産車種は、「豪情」「吉利」「美日」「自由艦」「金剛」など

乗用車を主体としている。同社の主力製品は１リッターから６３8リッターで生産・販売を伸ばし

ている。

　また、吉利は７５５�年６月オーストラリアの自動変速機メーカーDSI を推定7１５５５万豪ドル（約

5５億円）で買収している�。７５６５年３月には吉利は、ロンドンタクシー製造会社の買収に合意し、

その後スウェーデンの高級車ブランド「ボルボ」を買収している。これは、規模の拡大に加えて、

品質やブランド力向上を重視し始めた中国自動車産業の姿勢を象徴するものでもある。とくに、

国内市場のみならず海外市場においても存在感を高める狙いがあるといえる。

　同社は７５５�年から海外での買収攻勢を開始している。対象は、完成車メーカーに加え、変速機

など基幹部品メーカーに及んでいる。同社は、「一般大衆が買える車」を売り物にしてきたため、

低価格車メーカーのイメージが強い。そのため、海外企業からの技術習得で品質を高め、国内で

のシェア拡大を狙うと同時に、欧米など先進国市場への本格的な進出を果たそうとしている。

７５６５年６５５万台の生産を目指している�。

　そのほかの民族系自動車メーカーでは、哈飛（ハルビン）、長城汽車（河北省保定）、比亜迪汽

車（陜西省西安）、江淮汽車（安徽省）などが自主ブランドメーカーとして進出している。

　今後の自動車産業政策の狙いはどのようになるのであろうか。おそらく、これからは規模では

なく、産業の強さを追及し、７５７５までに世界最強の自動車産業を作ることが目標になると考えら

れる。

　そのために柱となるのは、次世代環境車の開発・普及である電気自動車（EV）とプラグイン

ハイブリッド車（PHV）の２つの産業化を国家戦略として位置づけることと思われる。すでに

７５５�年２月にまとめた「自動車産業振興計画」で、国内メーカーの研究開発力の強化や自主ブラ

ンドなど車の購入奨励を柱に据えている。３月の全人代では、自動車の消費政策などの充実を可

決している。開発や財政上の支援などを通じて、地場メーカーの技術力の高度化、販売の拡大を

後押しをする方針を打ち出している。

　中国自動車最大手である上海汽車集団は、ハイブリッド、燃料電池、メタノールなど異なる技

術を使った８種の新エネルギー車を開発済みといわれている。上海 GMが発表した「ビュイッ

ク・ラクロス」のハイブリッド車を７５５8年には発売している。７５６５年にハイブリッド車の生産能

力を１万台規模にし、自主ブランドのハイブリッド車の商用化を目標としている。燃料電池車も

上海万博でのモデル走行をにらみながら一定水準を達成しようとしている�。

　新たな政策を受けて、とりわけ中堅の独立系メーカーは外資依存から脱却へ向けて、独自の環
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境対応車の投入に本腰を入れ始めた。奇瑞汽車は、政府の支援を受けて７５５�年には一度の充電で

６５５キロメートル走行できる、７万元前後の電気自動車を中国国内の６９都市で発売し始めてい

る�。

　７５５8年６７月、BYDは世界初の PHVを発表している。BYDは６��5年に「電池大王」の異名を

もつ王伝福が創業し、家庭用電源で充電できる PHVの商品化に成功し、自社開発した鉄系のリ

チウムイオン電池を採用している。同社の王伝福総裁は、BYDを７５６5年に中国一、７５７5年には

世界一の自動車メーカーにすると豪語している。環境対応車では６５年以内に世界トップになると

自信をしめしている�。

　BYDのほか、山東省聊城市の民営農業車両メーカー自風集団は、農業用運搬車を改造した１

万�１５５５元（約７９万円）の小型車の EVを発売している。これは、家庭で充電でき、通常年１万

元以上かかるガソリン代や諸経費がほとんど不要なものである。深圳市陸地方舟電動車は、すで

に警察向けに市街地巡回用のEVを１万台納入した実績を持っている。また、商用車大手、北汽

福田汽車（北京）も電気自動車「迷迪（Midi）」を７５５�年には発売する予定である。中国には、

こうしたEVメーカーが5５社以上あるとされている�。

　次の自動車産業政策の発表時期は未定であるが、税制など制度改革に踏み込む可能性もある�。

いずれにせよ、中国政府の自動車産業政策は、大きな転換期にきているといえる。

第３節　大衆消費社会の形成と自動車産業

１．中国における大衆消費社会の出現

　建国以来、中国は右へ、左へと大きく揺れ動き、鄧小平が実権を取り戻した６�78年末の共産党

第６６期３中全会（第３回中央委全体会議）で、改革・開放が始まった。これによって、とくに上

海や広東など沿海部は急速に豊かになった。

　６�8�年６月天安門事件でこの路線は後退したが、鄧小平が６��７年１月から２月にかけて中国南

部を視察した「南巡講話」以後、改革・開放はさらに加速化した。この路線は６��８年３月に開催

された全国人民代表大会で憲法に明記され、経済大国への歩みを速めた。

　改革・解放政策を導入した当時、中国は安くて豊富な労働力を武器に、西側企業の「工場」と

して、世界経済の表舞台に登場してきた。これが、７５５５年ごろまでには「市場」として注目を浴

び始めた。これは、急速な経済発展により、国民生活は着実に向上し中国は大規模な６８億人から

なる消費社会を創出し、中国当局も大胆な市場開放に動き始めたからである�。上海と揚子江河

口域だけでも１億人を越える大市場である。また、高級品やブランド品を購入する、富裕層も相

当厚みが増してきたといえる。これに対応して、日本だけでなく、欧米や香港などの資本はこの

「巨大市場」を狙った投資へと走り始めた�。

　自動車市場に絞ってみると、６��５年代半ばの中国の乗用車市場規模は年5５万台にも満たなかっ

た。しかも８割が政府公用車やタクシーであった。しかし、マイカー時代がやがて来ることが期
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待された�。７５５6年までには、官公庁向けを含むビジネスユースを最終ユーザーとする乗用車の

卸売ベースの販売構成比は７６％、タクシー市場向け販売の構成比も６％へと低下している。これ

に対して、個人ユーザーは7７％に上昇している�。

　中国では、「中間層」と呼ばれる消費者層が急速に勃興して来ている。一般に、世帯可処分所

得が5１５５６ドル以上３万5１５５５ドル以下をボリュームゾーンと呼ぶ。中国は９３９億人がこれに相当す

るといわれている。

　各国企業はこの需要を見逃すわけにはいかないし、これは日本企業にとっても例外ではない。

日本企業はこれまでの対中投資戦略を転換し、生産基地としてではなく、中国市場そのものに照

準を定めた投資に重点を移し始めている。その典型が、６��５年代以降の日系自動車メーカーの高

所得地域である広東省への進出であった。

２．自動車購入における消費者行動

　近年急速に発展した中国の自動車市場は、先進国市場とは異なるいくつかの特徴をもつ。第一

は、中国における自動車購入者はエントリーユーザーが多く、自動車に対する好みが定まってい

ないし、また自動車販売方式にも一定のパターンが形成されていないことである。

　第二は、６��５年代までは、個人客への小売販売比率は非常に低かったことである。中国におけ

る乗用車の個人需要の急拡大は６��５年代半ばからのことである。それまでは、法人客が主なター

ゲットであった。そのため、例えば上海VWの販売店において、法人客への接客になれた１級

店の営業スタッフは個人客への対応に関するノウハウをほとんど持っていなかった。１級店のな

かにはショールームや展示室を持たないものも少なくなかった。これは、当時のサンタナはまさ

に「国民車」のような存在で、あえてそれを展示してユーザーにアピールする必要性がないと思

われていたからである。結局、個人への販売は２級店、３級店にまかせていたのである�。

　自動車保有台数に占める個人所有の比率は、６��５年代半ばの７５％から７５５５年には約９５％へと成

長している。そのため、従来法人需要をターゲットとしてきた上海大衆の販売チャネルは、個人

需要の増加というあらたな市場課題への対応が迫られていた。個人需要の囲い込みには、ブラン

ド・イメージの確立やアフター・サービス体制の徹底が必要不可欠になる。

　６��５年代末ごろから、後発の外資大手メーカーであるホンダや GMなど、日系・米系が中国

に進出した。彼らは自己製品の販売チャネルを構築する際に中国側の合弁パートナーに任せるの

ではなく、自らのマーケティング政策に基づいて販売網の構築を図り、中国市場における自社ブ

ランド・イメージをいち早く築きあげようとしたのである�。

　この過程で、中国自動車流通には後発メーカーによる新たな体制構築が行われ、複数のマーケ

ティング機能が一元化した３S店・４S店を中心とする販売チャネルが登場した。メーカーのマー

ケティング政策が３S店・４S店に徹底され、そして、なんといっても標準化された販売手法、

均一販売価格、高いレベルのアフター・サービスが提供された。その結果、３S店・４S店に対
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する消費者の信頼が生まれ、多くの個人ユーザーが３S店・４S店に足を運ぶようになった。既

存の販売体制に対する３S店・４S店体制の優位性がはっきりと現われたのである�。

　同じように、６��５年代半ばには、中国の自動車流通が計画分配から市場販売へと全面的に代わ

りいく段階にあり、政府および産業界から既存の計画分配経路に変わる市場販売経路を早急に構

築せよとの要請が出された。また、市場からも自動車製品を自由に購入できる販売主体の出現に

対する期待が強かった。しかし、長年計画分配経路に甘んじてきた国営の自動車販売企業にとっ

ては、組織管理体制や従業員意識などの面から、そうした転換は容易ではなかった。国営自動車

販売企業に代わる、市場経済に早く適応できる新たな流通の担い手をどのように育て上げるかが

重要な課題となった。

　しかしながら、長年計画経済を続けてきた中で、私営経済が否定されたために、資本蓄積が進

んでこなかった。そのため、担保がなく、銀行からの融資を受けられない状況の中で、私営経済

の参入を手助けする最も有効な手段として、政府主導で商業集積を作り、それを安価に私営経済

に貸し出し、それによって私営経済の固定費用を下げ、彼らの手元にあるわずかな資金を商品流

通に集中させるという方法が用いられた。

　こうして、他の商品流通にも活用されていた交易市場の経験とノウハウが、汽車交易市場の出

現において大きな役割を果たしたのである。実際に、初期の汽車交易市場の多くは不参加のディ

ベロッパーによって作られたものであり、このディベロッパーの多くは政府の行政機能も持って

いたのである�。

　こうした市場経済移行過程において現われた汽車交易市場の強みは、なんといっても一般消費

者向けの販路開拓となったことである。この理由は、自動車製品を展示するスペースが確保され、

集客力が極めて高かったことにあるといえる。個人ユーザーのほとんどが生まれて初めて自動車

を購入する「エントリーユーザー」であった。彼らは自動車を購入する際に交易市場に足を運び、

そこで車種や価格の比較を行い、必要な車種情報や価格情報を収集していた。その意味では、個

人ユーザーにとって交易市場は、商品に関するすべての情報を入手するための場でもあったので

ある。

　というのは、まだ中国では消費者は自動車の購入にさいして特定のブランドに対するロイヤリ

ティが小さく、複数のブランド、複数の店舗を比較・評価した上で購買を決定する買い回り型の

消費者が多い。しかし、多くの３S店・４S店は分散立地しており、消費者の比較購買にとって

非常に不便な状況にあった�。

　中国は先進国の水準をも上回る富裕層が存在している一方で、自動車の購入そのものが不可能

な大量の貧困層が存在しているといった、所得格差の大きな社会構造を有している。これまでは、

富裕層を中心にした比格的裕福な市場を中心に自動車産業の発展がみられた。しかしこれから

は、市場の中心が下方にシフトしていくことが予想される。つまり、本当の意味でのモータリゼー

ションの到来である。こうした動きについて、これからは各社が、どの市場をターゲットに、ど
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のような製品を投入していくのかという戦略構築能力がますます問われ、買い替えムードの広が

りとともにその生産台数は急速に減少し始めていくことになろう�。

　消費者はWTO加盟に伴う関税引き下げで、乗用車価格が下がることへの期待から、買い控え

が起こった。販売を促進するため、各乗用車メーカーは７５５５年に入ると、先ず購入者に商品券や

パソコンをつけるなどの販売促進策をとったが、あまり効果はなかった。そのため、サンタナ、

シャレードなどの旧モデルのみならず、ビュイック、ジェッタ、富康、アルトなども相次いで値

下げされることになった。しかし、その値下げ幅は消費者の期待水準を下回っており、かつ値下

げ頻度の多いことが、かえって買い控え心理を強くさせ、乗用車販売は一部のモデル（アウディ

A６、パサート、アコード）を除いて引き続き冷え込んだ�。

　７５５６年に入ってもこの傾向は続き、自動車市場はいっそう冷え込んだ。市場シェアを確保する

ため、各メーカーは７５５６年に相次いで値下げを打ち出し、熾烈な価格競争を展開した。７５５７年に

入ると、天津汽車は新年早々、１月に主力製品の価格を一気に７５％引き下げる方針を発表し、新

たな価格競争の様相を呈した。輸入車の市場も同様に冷え込んだ�。

　市場の冷え込みにもかかわらず、各社は新モデルの発売合戦を繰り拡げた。７５５６年の１年間で

８6の新モデルの乗用車が中国市場に登場した。１ヵ月あたり３モデルの登場ということで、従来

みられなかったことである。新モデルの半数は６５万元前後の経済車であり、５～６万元ぐらいの

モデルも少なくない。発表された新モデルは、ほとんどが低めに価格を設定している。モデル・

チェンジの新車の価格は、従来モデルよりも安くなるケースがしばしば見られた�。

　７５５5年ごろには、成長著しい中国の自動車市場において、大きな問題点として浮かび上がって

きたのが、価格問題である。企業競争などにより、価格が急速に低下してきた。中国系メーカー

の台頭もあり、価格競争は激化し、乗用車販売価格は低下の一途をたどっている。小型車の新車

販売価格も下降傾向で、５万元（１元＝約６5円）を下回る車種も登場している。国家信息中心は

「相次ぐ値下げで消費者が購入に動くとみているが、業界の在庫は７５５5年２月初めで5５万台とい

われている。」と伝えている。

　こうした中で、企業は消費者の低価格志向をあげているが、これに対して学習院大学の上田隆

穂教授は、調査結果から実際の消費者はもっと複雑な購買行動を取っていることを指摘してい

る。消費者が自動車を購入するときの選択基準、好みの相対的重要性を図る分析手法を用いて、

消費者の自動車購入時の属性重要度を図り、消費者を４つのクラスターに分けている。

　第一のクラスター（構成比率８８％）は、「価格」重視だが高価格を受容する。次にブランド国

籍を重視し、欧州、次いで日本を評価する。第二のクラスター（６９３６％）は、排気量とブランド

国籍を重視する。小排気量ほど評価が高く、ブランド国籍では純国産を好む。第三のクラスター

（７6３６％）は、「低価格」重視で、最低設定価格の５万元を高く評価する。しかし、純国産の評価

は低く、日欧の評価が高い。第４クラスター（７6３8％）は、「日本車」を極度に嫌う反日グルー

プといえる。企業戦略としては、これら消費者の購買行動に対応した形で販売することが必要に
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なる�。

　これまで自動車を購入する世代は、おもに改革開放前に生まれ、古い消費スタイルが染みつい

ている世代であった。急速な経済発展により、成功をおさめた彼らは大きな車に乗り、周りに社

会的地位を感じさせたいという消費行動をとるケースが多かった。

　これに対して、今後の自動車商品の主力世代は６�8５年以後に生まれた「8５後」と呼ばれる世代

である。彼らは６�7�年に導入された一人っ子政策で、親や親族から大きな期待を背負い、消費経

験が上の世代より豊富であり、個性を重視する世代ともいえる。世代交代とともに、自動車メー

カーは自社ブランドの訴求性を考慮する上で、「8５後」世代に求められた個性要素に対応する開

発力が問われる�。

３．自動車購買促進政策

　かつては、大規模な国有企業と外国企業の合弁自動車メーカーの製品が市場を押さえていた。

しかしながら、近年急速に中国地場企業の製品が市場に受け入れられ始めている。この理由は単

なる安さのみではなく、積極的な販売・流通政策によるものである。たとえば、奇瑞自動車は

７５５5年、車種ごとに主要販売店を設置するチャネル別販売政策を導入した。同社は６���年に乗用

車生産を始めたが、主力車種は「新旗雲」「QQ」「A５」「東方之子」「V５」と増加したためで

ある�。

　中国のモータリゼーション台頭をにらみ、米欧勢も小型車に照準を定め始めた。７５５７年の春、

独VWが「ポロ」を、伊フィアットが「パリオ」を投入した。他にも米 GMの「セイル」など

有力小型車がひしめいている。６５万－６5万元の価格帯に集中する小型車は、早くも激戦区の様相

を呈している�。

　WTO合意によって、外資のノンバンク金融機関（自動車販売金融会社）の中国市場への参入

が認められた。７５５７年６５月、中国人民銀行は「自動車金融機関管理便法」草案を公表し、約１年

の検討をへて７５５８年６５月正式公布した。このなかで、「自動車金融機関」とは、中国内の自動車

購入者に対し、自動車ローンを提供するノンバンク金融機関を指し、企業形態は中国資本、中外

合弁、６５５％外資企業などが認められた。外資系自動車金融会社は、認可申請後６ヵ月の審査期

間を経て、独立法人として中国で自動車ローン関連サービスを展開できるようになった。

　フォード、GM、VWといった欧米自動車メーカーは、６��５年代半ば以降、中国で準備事務所

を設立し、自動車販売金融業への参入を準備していた。７５５８年末には GM、VW、トヨタの外資

系自動車販売金融会社の設立が認められた。今後、中国の地場の自動車販売金融機関との間で激

しい競争が展開されることになると予想される�。

　現在では、自動車ローンは主要銀行がメーカー、販売店、保険会社などと提携し提供している。

自動車ローン事業の上位企業は、全国に支店網を持つ中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行で

ある。中国建設銀行は、７５５７年６月に広東分行（支店）において自動車販売会社や保険会社と協
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力し、広州で中国初のマイカーローンセンターを設立している。利子を低目に設定し、審査手続

きを簡素化するなど、各種の優待対策を実施した。自動車の市場情報、購買ガイダンスからロー

ンや保険の手続きまで消費者に便利なサービスを提供し、２カ月で２億元（８５億円）のローンを

貸し付けた。

　７５５７年は、中国の乗用車市場が前年比９５％近くの拡大をみた。その要因の一つに監督官庁であ

る中央銀行である中国人民銀行による自動車ローンの利用を促進させるための政策の変更が挙げ

られている�。しかしながら、担保の設定や手続きの煩雑さ、厳しい返済条件などの理由から、

自動車ローンの利用率は低いのが現状であった。

　中国政府が最初に自動車消費促進政策を考慮し始めたのは、６��９年であった。６��９年の「自動

車工業産業政策」の制定作業が行われたさい、自動車市場の拡大なくしては自動車産業の発展は

ないとの認識のもと、家庭向け自動車普及の是非をめぐり、激しい議論が交わされた。しかし、

政府部内には家庭への自動車普及に反対する意見が強く残っていたため、自動車消費を奨励する

構想についてコンセンサスを得られなかったため、この政策は６��９年の自動車工業産業政策には

盛り込まれなかったという。

　自動車消費促進政策が具体的な検討に入ったのは、７５５６年からであった。７５５６年の第６５次５ヵ

年計画では、自動車の消費を促す画期的な方針が示され、自動車の個人購入を奨励する方針に転

換した。乗用車の購買認可政策も６��５年末頃からは国有企業に対しては緩和された。また、廃車・

更新管理政策の緩和や新車市場活性化のための中古車販売の実験も行われるようになった�。

　７５５5年６６月開催の次年度の経済政策を決める中央経済工作会議で、過剰投資が原因で加熱しや

すい経済体質を改め、個人の拡大を促すことを打ち出した。同時に、エネルギー効率を高め、環

境汚染を食い止めることも掲げた。会議で演説した胡錦濤国家主席は７５５6年度の課題として８つ

を提案した。その筆頭に「投資と消費の関係を調整し、特に農民の消費拡大に重点を置くこと」

を掲げた。中国は６８億の人口のうち農村部が約６割を占める。発展から取り残された農村の所得

を増やし、消費を刺激するのが狙いであった。消費拡大策としては、農業の経営効率を固めると

ともに、あまった労働力をサービス業などに移転することも検討されている。

　中国の固定資産投資は GDPの5６％に達し、消費の８�％を大きく上回る。投資に頼りすぎる成

長は生産過剰のリスクがある。設備投資が盛んな自動車産業は、７５５5年上半期で利益が前年同期

比半減した�。

　７５５6年３月には、中国政府は５ヵ年計画で「資源節約型社会への転換」を打ち出した。４月に

は消費税制も改訂し、排気量の大きな乗用車の税率を大幅に引き上げる一方、小型車の税率を下

げた。これは、自動車の急速な普及で大気汚染が深刻化し、ガソリン価格も上昇しているためで

ある。中国政府が開発を後押しする方針で、優遇税制など普及に向けた具体策を導入し始めた。

　自動車産業でも環境対応車や新型燃料自動車の開発を促進するとの姿勢を鮮明にし、自動車各

社の開発意欲も高い。もっとも、消費者は環境対応車に即座に目を向けているわけではない。
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７５５5年末から現地生産したトヨタ自動車のプリウスは、価格が通常のガソリン車の２倍近くする

ため苦戦している。というのは、現地生産といっても基幹部品を日本から輸入し、現地で組み立

てる形なので、完成車並みの７6％もの関税がかかるからである。販売価格は７8万8１５５５元（約９５５

万円）で、「クラウン」や「マークX」が買える水準である。インターネットによる先行受注に

続いて、７５５6年２月からはトヨタの販売店でも売られるようになった。しかしながら、爆発的な

人気というわけにはいかない。中国では、環境意識がまだ米国や日本のように大衆化していない。

優遇税制などが打ち出されない限り本格販売は難しいとの声も少なくない。中国政府には、中国

車メーカーに技術力が付いていない段階で優遇策を導入すれば、外資系に市場を席捲されるとの

警戒感もあった�。

　中国政府は、７５５９年に発表した新自動車産業政策で、排気量６6５５cc 以下の小型車を対象とし

た減税や、農村部での自動車購入に補助金を出す「汽車下郷」制度を実施している。そのため、

トヨタは、中国で低燃費車の現地生産を本格化した。需要増を追い風に世界的に人気の高い低燃

費車を投入し、販売台数を拡大したい考えであった。７５５8年から広州では小型車「ヴィッツ」（海

外名ヤリス）、天津では多目的スポーツ車（SUV）「RAV９」を、両車種合わせて年間６８万台生産

する。原油高を背景に中国では低燃費車の需要が高まっていたことから、競争力の高い独自の技

術を生かせる国際戦略車を投入し、シェア拡大をねらった�。

　しかし、このヤリスの販売も低迷してしまった。それに対して、日産のティーダは爆発的に人

気がでた。ヤリスもティーダも同じ排気量である。しかし、ボディサイズはヤリスよりもティー

ダが大きい。欧州では人気のあるヤリスではあるが、中国ではまだ見てくれのよい大きな車が消

費者には好まれる。そのため、「リーマンショック」以後の不況対策として、中国政府が、消費

者の６6５５cc 以下の小型車の購入に対して補助金を提供するようになったとき、消費者は日産

ティーダに殺到したのである。

　７５５5年４月と８月には、中国政府は相次いで「汽車品牌鎖售管理実施弁法（自動車ブランド販

売管理実施方法）」と「汽車貿易政策（自動車取引に関する政策）」を公布し実施した。それらの

政策の中で、今後、同社の新車販売に従事する業者に対して、メーカーまたはその販売統括会社

からの正式な授権を受けなければならないと規定している�。

　７５５�年になると、中国の地方政府がハイブリッド車など環境に配慮した自動車の購入優遇政策

を相次ぎ打ち出している。これは、地元メーカーの経営支援もかねて、環境対応車にも優遇対象

を広げる形となっている。例えば、上海市は７５６５年から高額のナンバープレート取得料を無料に

する方針である。同市では、交通状態の緩和のために毎月のナンバーの発行数を限定している。

入札制を導入し、直近ではナンバーの取得に３万元強（約９５万円）の費用がかかっていた。無料

化は環境対応車への買い替えを促進すると思われる。広州市も７５６５年に環境対応車の購入時の税

金を引き下げることなどを検討している。

　一方、７５５�年６６月には重慶市では個人やタクシー会社向けに、ハイブリッド車など環境対応車
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を購入する個人に対し補助金を与える方針を打ち出した。個人の購入に際しては、１台当たり４

万７１�５５元（約56万円）の補助金を支給する政策を始めている。タクシー会社に対しても、購入

した環境対応車１台当たり6１�５５元（約６５万円）の補助金を出す優遇策をまとめた。中国自動車

各社が開発を進める環境対応車の普及を後押しする狙いである。

　これまでの中国自動車市場では、ロワーミドルやアッパーミドルが中心となって市場拡大をけ

ん引してきた。この階層を対象にして強みを持っていた日系自動車メーカーは、７５５8年９月の

「リーマンショック」までは、強い競争力を保持していた。

　しかしながら、リーマンショックによる不況以後、中国の自動車市場の動きは大きく変化した。

消費者の倹約志向の高まりや７５５�年１月に実施された排気量６6５５cc 以下の乗用車購入税半減効

果により、主役はミニカーやスモールカーへと移った。そのため、ミニカーで競争力を持つ中国

地場自動車メーカーがシェアを伸ばす一方で、日系自動車メーカーのシェアは、日産のティーダ

のような例外はあるが、一般的には下降傾向にある。

　また、同じ背景から沿岸地域より中心地域、西部開発地域が、また１級都市よりも、２級、３

級、４級、５級都市のほうが販売の伸び率が高くなるなど、乗用車販売の内陸部への移行が進ん

でいる。このため、今後はいっそう小排気量車や内陸部向け販売体制の整備などが求められるよ

うになるとおもわれる�。

　事実、中西部地区へ拠点を展開する企業が増加傾向にある。四川、河南に拠点を置いたトヨタ

と日産に加え、一汽VWは四川成都に大工場を設置し、吉利汽車は湖南湘潭、甘粛蘭州に、華

泰汽車は内モンゴルに、海馬汽車は河南鄭州に、青年汽車は貴州省に拠点を設置している。これ

らの企業は中西地区を拠点に７５６５年代の拡販に備えている�。
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「ダイムラークライスラー、北京の合弁工場始動─北東アジア戦略拠点」『日経産業新聞』７５５6年９月６�日。

⒀　「BMWの中国合弁、政府の認可取得、今年後半生産開始」『日本経済新聞』７５５８年３月６5日。「ドイツの

BMW、中国製の BMW発売（中国アジアNOW）」『日経産業新聞』７５５８年６５月７６日。「BMW、中国で増産、

76５億円投資、年間台数７３９倍に」『日本経済新聞』７５５�年６６月６８日。

⒁　「７５５８東京国際自動車会議─アジアは成長の要に国ごとの成長目指」『日経ビジネス』７５５８年６７月６5日号、７５

－７６ページ。

⒂　「背水の陣敷く欧米組み─先行の利を行かせる、急速なシェア低下に危機感強まる」『日経ビジネス』７５５９年

７月６７日、９6－９7ページ。「中国自動車市場─新自動車政策で大手企業を育てる」『Aきがomoがiぎe Technologけ』

７５５９年夏季号、８８ページ。

⒃　「点検中国産業地図（６）自動車─『３大３小』から４強に」『日経産業新聞』６��5年２月７６日。

⒄　「仏プジョー会長会見、トヨタ合弁候補地年内決定、『資本提携伴わない』」『日経産業新聞』７５５６年９月６８日。

⒅　「背水の陣敷く欧米組─先行の利を生かせるか、急速なシェア低下に危機感強まる」『日経ビジネス』７５５９年

７月６７日、９7ページ。

⒆　同上。

⒇　「現代自、独自に中国開拓─７５６５年、６５５万台目標、月内にも持ち株会社」『日本経済新聞』７５５９年５月８日。

「プジョー抜く、１－６月、新車販売６8３９％増─中国、ほぼ倍増」『日本経済新聞』７５５5年７月８５日。

�　「トヨタ広州の5５５日（下）日式モノづくりの反省─現地企業育成、次の課題」『日本経済新聞　地方経済面

（中部）』７５５7年６７月７５日。

�　「本田の輸出専用工場フル生産、欧州認めた『中国車』─人とロボ、品質に答える」『日経産業新聞』７５５7年

６月４日。

�　「戦略国際展開　長安スズキ（スズキの中国合弁会社）─『お値打ち追及車』で中国攻略」『日経ビジネス』

７５５８年６５月６８日号、5５ページ。

�　「スズキ─『軽』激戦へ積極販売策（５年後カルテ）」『日本経済新聞』６��7年６６月６５日。

�　「いすゞ、中国で生産、５人乗り１トントラック─乗用兼ね、まず生産６５５台」『日経産業新聞』６��９年月６７日。

「いすゞ、中国に統括会社─海外自動車メーカーで初」『日経産業新聞』６��5年９月６６日。「いすゞ、バス生産、

中国で合弁─大・中型、まず６５５台規模で」『日経産業新聞』７５５年１月６7日。「中国生産など５分野、いすゞ・

日野、提携交渉加速」『日本経済新聞』７５５6年６６月８日。

�　「中国でバス合弁、日野、７５５８年に新工場稼動」『日本経済新聞』７５５５年６７月６日。『日野自の中国合弁工場、

大型トラック生産開始』『日本経済新聞』７５５�年９月７７日。

�　「中国高級車、小型『紅旗』、第一汽車に、マツダ開発協力─委託生産も拡大」『日本経済新聞』７５５９年６月

７８日。

�　「マツダ、中国で２本柱戦略─フォードの一翼─一汽とも協力」『日本経済新聞　地方経済面（広島）』７５５９

年６月７８日。

�　「三菱自工、『パジェロ』の製造技術、中国企業に供与」『日本経済新聞』６��6年５月８６日。「三菱自工、中国

でエンジン生産合弁を設立」『日本経済新聞』６��7年９月４日。「三菱自も中国生産、SUV、ダイムラーに委託」

『日本経済新聞』７５５７年５月６５日。「三菱自系、中国で小型セダン生産─台湾車、年３万台、乗用車攻勢」『日

本経済新聞』７５５７年６７月６6日。

�　「『知名度はゼロ』のスバル」『日経ビジネス』７５５９年７月６７日、９７ページ。「中国合弁生産の軽自動車、富士

重、新型供与せず─需要低迷で拡大難しく」『日経産業新聞』７５５８年６７月６７日。

�　「Aきがo China ７５５９（７５５９年北京国際汽車展覧会）─独自デザイン・独自技術の開発に邁進する中小メーカー」

『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年夏季号、88ページ。

�　同上、86－87ページ。

�　「中国・江淮汽車が乗用車事業（ダイジェスト）」『日本経済新聞』７５５7年２月７日。

�　「Aきがo China ７５５９」8�ページ。
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�　「中国車の実力（８）エコカー始動─内製化徹底、インフラ固め」『日経産業新聞』７５５6年７月７7日。

�　「中国車の実力（９）黒子の三菱自合弁─戦略変更迫られる外資系（終）」『日経産業新聞』７５５6年７月７8日。

丸川知雄・高山勇一編『グローバル競争時代の中国自動車産業』蒼蒼社、７５５９年、７６5－７７７ページ。

�　中国の自動車産業の歴史的発展については、多くの文献で触れられている。ここでも、それらのものを利用

している。趙容「第１章　中国自動車産業の史的展開」丸山恵也編著『中国自動車産業の発展と技術移転』つ

げ書房新社、７５５６年。肖威『中国自動車産業の経営構造分析』晃洋書房、７５５５年、第一章。中村研二「第２章　

巨大化する中国自動車産業─発展の軌跡」上山邦雄『巨大化する中国自動車産業』日刊自動車新聞社、７５５�年。

遠藤誉『中国の自動車産業がニッポンを追い抜く日─長春台頭でみえてきた中国の対WTO国家戦略』中経出

版、７５５９年、第５章。李春利『現代中国の自動車産業─企業システムの進化と経営戦略』信山社、６��7年。

�　『中国年鑑（７５５６年版）』６９�ページ。

�　『中国年鑑（７５５７年版）』６�６ページ。

�　「日産、中国で合弁生産、４車種を年６５万台─東風汽車と持株会社」『日本経済新聞』７５５７年５月９日。『中

国年鑑（７５５６年版）』６９�ページ。

�　『中国年鑑（７５５７年版）』６�６ページ。

�　同上、６９�ページ。

�　「中国自動車産業─新自動車政策で大手企業を育てる」『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年夏季号、８８ページ。

�　「７５５９北京国際自動車会議─中国自動車市場は長期の成長続く」『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年夏季号、

�５ページ。

�　「市場拡大阻む脆弱な経済構造─在庫率６５％、早くも始まった供給過剰」『日経ビジネス』７５５９年７月６７日、

5７ページ。「中国自動車市場─新自動車政策で大手企業を育てる」『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年夏季号、

８８ページ。

�　「２極化進む中国自動車産業、生産台数は日本抜き２位に─ CSM  Woおldくide  社の予測レポートから」

『D&M』７５５８年６７月、７７ページ。

�　「中国が過剰生産対策、自動車工場新設に制限、企業再編促す」『日本経済新聞』７５５6年６７月７8日。「中国車

の実力（１）民族ブランド台頭─世界へ視線、課題は開発力」『日経産業新聞』７５５6年７月７5日。

�　「中国で国有企業再編、外資買収に先手─自動車、上海汽車、南京汽車と提携へ」『日本経済新聞』７５５7年８

月８日。「上海汽車と南京汽車、提携交渉を開始」『日経産業新聞』７５５7年７月８６日。

�　「市場拡大阻む脆弱な経済構造─在庫率６５％、早くも始まった供給過剰」『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年

夏季号、８９ページ。

�　同上。

�　「中国の自動車産業─主役は『個人所有』と『合弁メーカー』新自動車産業政策に注目」『日経ビジネス』

７５５８年６７月６5日、６５５ページ。

�　「市場拡大阻む脆弱な経済構造─在庫率６５％、早くも始まった供給過剰」『Aきがomoがiぎe Technologけ』７５５９年

夏季号、5９ページ。

�　同上、８９ページ。

�　周政毅監修・フォーイン中国調査部編著『中国を制す自動車メーカーが世界を制す─世界一の自動車大国に

なった中国』フォーイン、７５５�年、７5－７6ページ。

�　「変わる中国自動車地図（下）強める自主路線─『外資超え』技術力課題」『日本経済新聞』７５５6年５月７５日。

７6ページ。

�　「中国東風汽車、乗用車も『自前』発進、『風神』月内にも生産、武漢に専用工場」『日経産業新聞』７５５�年

５月６９日。

�　「中国車の実力（６）民族ブランド台頭─世界へ視線、課題は開発力」『日経産業新聞』７５５6年７月７5日。

�　「中国・吉利汽車、豪部品メーカーを買収、ボルボ買収も検討」『日経産業新聞』７５５�年６月６�日。

�　「ボルボ買収、吉利が合意、中国勢『品質』に照準、先進国市場へ本格進出」『日本経済新聞』７５６５年３月７�

日。

�「変化に挑む中国企業世界戦略を聞く（5）上海汽車集団総裁陳虹氏」『日経産業新聞』７５５8年４月６５日。

�　「中国の国有大手、独自開発車を積極投入、政府、技術力向上など後押し」『日本経済新聞』７５５�年３月６８日。
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�　「第２部カーガイの挑戦（5）『電池大王』エコカー旋風（自動車産業地殻変動）」『日経産業新聞』７５５�年１

月８日。「中国経済の羅針盤、『世界の工場』広東に試練、産業構造変革半ば（NeくかEdge）」『日経産業新聞』

７５５8年６６月６8日。

�　「世界最大市場中国自動車の実像（下）相次ぐ電気自動車参入─乱立解消へ再編急ぐ」『日本経済新聞社』

７５５�年６６月７7日。「新『自動車王国』は快走するか（大機小機）」『日本経済新聞』７５５�年６５月８６日。

�　「『自動車強国』への脱皮へ、『中国、エコカーを戦略車に』政府関係者が語る」『日経産業新聞』７５６５年３月

６7日。

�　中国の大衆消費社会の形成については、以下を参照。李海峰『中国の大衆消費社会─市場経済化と消費者行

動』ミネルヴァ書房、７５５９年。

�　「上海NOW消費革命（中）先進国並み「第３次ブーム」─消費者金融が下支え」『日経流通新聞』６��９年８

月９日。

�　「中国自動車産業の老門頭（１）広州ホンダ元総経理門脇轟二氏（仕事人秘録）」『日経産業新聞』７５５7年６７

月６8日。

�　周監修『中国を制する』8６－8７ぺージ。

�　孫飛舟「第１章　製版分離体制の歪み」塩地洋・孫飛舟・西川純平『転換期の中国自動車流通』蒼蒼社、

７５５7年、８９ページ。

�　孫飛舟「第２章　製版統合」塩地洋・孫飛舟・西川純平『転換期の中国自動車流通』蒼蒼社、７５５7年、８7－

８8ページ。

�　同上、5８－5９ページ。また、新車販売、部品販売、アフター・サービスと情報フィードバックの４機能をも

つものを４S店という。トヨタの場合は、アフター・サービスと情報フィードバックを販売ディーラーの当然

の機能として認めているため、この機能を持っている販売店も３S店と呼ばれている。上海VWでは、新車

販売、部品販売、アフター・サービス、中古車の下取り・販売の４機能を新たに４Sと定義しなおしていると

いう。同上、57ページ、注⒃参照。

�　孫飛舟「第５章　汽車交易市場の歩み」塩地洋・孫飛舟・西川純平『転換期の中国自動車流通』蒼蒼社、

７５５7年、６７6ページ。

�　同上、６７6ページ。

�　上山邦雄「はじめに─自動車産業にも波及した中国経済の巨大化と今後の展望」上山邦雄編『巨大化する中

国自動車産業』日刊自動車新聞社、７５５�年。

�　『中国年鑑（７５５６年版）』６8�－６�５ページ。

�　『中国年鑑（７５５７年版）』６�６ページ。

�　同上、６�７ページ。

�　「学習院大学経済学部教授上田隆穂氏─中国意外な「高価格志向」（消費分析）」『日経MJ（流通新聞）』

７５５6年６６月１日。

�　周監修『中国を制する』６８６ページ。

�　「中国車の実力（６）民族ブランド台頭─世界へ視線、課題は開発力」『日経産業新聞』７５５6年７月７5日。

�　「反攻ダイハツ（中）動き出した海外事業─出遅れ挽回、トヨタと連携」『日経産業新聞』７５５７年６５月６7日。

�　高山勇一・塩地洋「第５章　マーケティング」丸川・高山編『グローバル競争時代の中国自動車産業』６56ペー

ジ。

�　同上、６6７－６6９ページ。

�　高山勇一・寥静南・呉保寧「第２章　産業政策」丸川知雄・高山勇一編『グローバル競争時代の中国自動車

産業』蒼蒼社、７５５９年、6７－6８ページ。

�　「経済政策、中国、商品拡大に重点─来年方針、投資主導から転換」『日本経済新聞』７５５5年６７月２日。

�　「ハイブリッド車、現代自も中国生産─市場本格化これから、中国、開発を後押し」『日本経済新聞』７５５6年

５月８６日。「クリーンカーウォーズ（９）中国市場に乗り込む（ドキュメント挑戦）」『日本経済新聞』７５５6年３

月９日。

�　「低燃費車、トヨタ、中国で本格生産、『ヴィッツ』など年６８万台」『日本経済新聞（夕刊）』７５５6年２月７９日。

�　孫飛舟「第６章　汽車交易市場の優位性と問題点」６56ページ。
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�　周監修『中国を制す』6６－6７ページ。

�　周監修『中国を制す』76ぺ－ジ。

  （川邉　信雄）
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第１節　中国自動車産業の集積地とその地域分布

　近年、中国における自動車産業の集積地の研究において、東北地方、北京・天津地帯、中部地

方、西南地方、長江デルタ、珠江デルタを中心とする中国自動車産業の６大集積地が形成されて

いるという指摘がされている⑴。本書で取り扱う広東省の自動車産業は、この中の珠江デルタに

相当する。

　広東省における我々の調査では、日系自動車メーカー４社（ホンダ、日産、トヨタ、日野）は

すべて広州市内に生産拠点を持ち、日系部品メーカーは、市内を含め工業の発展している珠江デ

ルタ６５５キロメートルの範囲に及んでいる。７５５8年度の広東省の自動車生産台数88万７１５５５台の内、

広州市内の日系大手３社の合弁企業、広汽ホンダ、東風日産、広汽トヨタの合計が77万Ｂ１５５５台で、

約88％が広州市内で生産されている。改装車、オートバイメーカーは省内に分散してはいる⑵が、

広州市が珠江デルタ集積地の中心だと考えることができる。広汽ホンダ、東風日産、広汽トヨタ

の設立と成長が、日系部品メーカーの進出、現地部品メーカーの育成を促進し、珠江デルタ集積

地を形成したと言える。

　本節では、中国自動車産業の生産地として有名な、長春、北京、天津、上海、広州、重慶の６

市、および湖北省を採りあげ分析の対象とする。これらは、上に述べた東北地方（長春市）、北京・

天津地帯（北京市、天津市）、中部地方（湖北省）、西南地方（重慶市）、長江デルタ（上海市）、

珠江デルタ（広州市）の６大集積地の中心地に相当する。これら６大集積地の中心地の特徴を分

析し、これら中心地形成の理由について考察する。

１．中国自動車産業の発展地区とその中心地について

１．１　自動車産業の発展地区

　中国の地区別の自動車工業総生産額および自動車生産台数から中国自動車産業の発展地区を見

てみよう。中国では、地区とは、省、自治区、直轄市などの一級行政区を指し、その統計は中国

で公表されている。下の図表２－１は、７５５8年の自動車工業総生産額上位６５位の地区である。図

表２－２は、自動車生産台数上位６５位の地区である。図表２－１、図表２－２で示されているよ

うに、自動車工業総生産額および生産台数がともに６５位以内の地区は、広東省、吉林省、湖北省、

山東省の４省と上海市、重慶市、天津市、北京市の４直轄市である。この８地区は、自動車工業

総生産額および自動車生産台数がともに６５位以内に位置しており、中国自動車産業の最も発展し
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た地区といえる。しかし、この中には、省と市がともに含まれている。広東省、吉林省、湖北省、

山東省の４省は、市に比べ面積ははるかに広く、人口もはるかに多いため、省内の集積状況を観

察し、どの都市が集積地の中心なのか確認する必要がある。４つの省の中で、山東省は、自動車

の生産地が省内の各市に分散しているため⑵、分析の対象から除外する。

１．２　自動車産業の中心地

　広東省（珠江デルタ集積地）の中心地は広州市であることはすでに述べた。吉林、湖北の２省

の省内の状況を観察してみよう。

⑴　吉林省の場合、第一汽車集団の販売総台数（７５５8年）は６Ａ８万台で、そのうち、吉林省内で

の生産台数が8Ａ万9１7５５台、長春市内の生産台数が8Ａ万Ｂ１５５５台であり、ほとんどが長春市内で

生産されており、部品メーカーは、市内および周辺の各市に位置している⑶。したがって、長

春市が自動車産業の集積地の中心だと考えられる。

⑵　湖北省は、中核企業・東風の発展に伴い、湖北省内の十堰・襄懋・武漢の三市に分散してい

る。湖北省の７５５8年の自動車生産台数は8９万9１５５５台であるが、武漢市の自動車生産台数は８９

万Ａ１５５５台にすぎず、同省の自動車工業総生産額は６7Ｂ５億Ａ１５５５万元であるが、武漢市はＢＢ７億元

にすぎない⑷。

　以上の分析から、発展地区の３省においては、集積地の中心は、吉林省が長春市、広東省が

広州市であり、湖北省は中心が十堰・襄懋・武漢の三市に分散しているといえる。

⑶　直轄市の北京、天津、上海、重慶については、上の図表２－２の自動車生産台数は、市内で

生産された数量を示しており、完成車メーカーは市内に位置しており、部品メーカーは周辺の

省にまで及んでいると考えられる。

　このような分析から、集積地と中心地の地理的特徴として次のような仮説を立てた。「集積地

において、主要な自動車メーカーは、中心となる市内に位置し、集積地の中心を形成し、部品メー

図表２－１　自動車工業総生産額　上位10位

順位 地区名 総生産額（億元）

６ 広東省 ７６Ｂ9３７

７ 吉林省 ６8７7３７

８ 上海市 ６Ｂ9６３７

９ 湖北省 ６８9６３６

Ａ 山東省 ６８８８３６

Ｂ 浙江省 ６７8８３8

7 重慶市 ６７Ｂ７３８

8 江蘇省 ６５９Ａ３９

9 天津市  88８３7

６５ 北京市  8Ｂ9３Ａ

出所： 『中国汽車工業年鑑』７５５9年版、表６9

－７５（９９8ページ）を参考に筆者作成。

図表２－２　自動車生産台数　上位10位

順位 地区名 生産台数（万台）

６ 広東 88３６8

７ 吉林 8Ｂ３６８

８ 上海 8５３ＢＡ

９ 重慶 7Ｂ３8Ａ

Ａ 北京 7Ｂ３Ｂ６

Ｂ 湖北 7Ａ３Ｂ７

7 広西 7５３６Ｂ

8 安徽 Ａ7３６９

9 天津 Ａ９３６７

６５ 山東 ９７３8８

出所： 『中国汽車工業年鑑』７５５9年版、表６9

－７8（９ＡＢページ）を参考に筆者作成。
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カーは、市内に止まらず周辺の市或いは周辺の省に及んでいる。」長春市、広州市、湖北省の十堰、

襄懋・武漢市は、周辺は他の市の領域となるが、北京市、天津市、上海市、重慶市の４直轄市の

場合は、周辺は、他の省の領域となる。

　上の表１の自動車工業総生産額６位の浙江省と８位の江蘇省は、上海市を取りまく省である。

上海市の自動車生産台数は３位を占めているが、浙江・江蘇２省の自動車生産台数は、上位６５位

に含まれていない。浙江省の特徴は、二輪車・自動車部品生産額が自動車工業総生産額の7Ｂ％を

占め極めて高いことである。また、江蘇省の特徴は、二輪車・自動車部品生産額と改装車生産額

が極めて高いことである⑸。浙江、江蘇でも完成車は生産されているが、長江デルタでは、上海

市の自動車メーカーが中心となり、部品メーカー、改装車・二輪車メーカーは長江デルタ全域に

分散しており１直轄市、２省に及んでいると考えられる。

１．３　中国自動車産業の集積地

　冒頭で、東北地方、北京・天津地帯、中国地方、西南地方、長江デルタ、珠江デルタを中心と

する中国自動車産業の６大集積地が形成されているという指摘が中国でされていると述べたが、

この中で、北京・天津地帯、長江デルタ、珠江デルタというのは地域的にかなり限定されている

が、東北地方、中部地方、西南地方というのは、範囲があまりにも広大すぎて漠然としている。

従って、範囲をさらに限定し、東北地方は「長春市を中心とする吉林省」に、中部地方は「十堰・

襄懋・武漢市を中心とする湖北省」に、西南地方は「重慶市および四川省」に置き換え、また、

北京・天津地帯は、北京・天津市に周囲の河北省を加え、長江デルタは上海市に周囲の浙江省と

江蘇省を加え、珠江デルタは広東省に置き換えた。このようにすると、実際の集積地より範囲は

少し広くなるが、地区別の統計数値を利用することが可能である。

　これらを中国の６大集積地と考え、６大集積地の自動車総生産額の比較を行うと、第１位が長

江デルタで、全国自動車総生産額の７６３９６％を占め、第２位が珠江デルタで６６３Ａ％を占め、第３位

が北京・天津地帯で６６３６５％を占め、中国自動車産業の３大集積地が沿海地方の三大都市圏に形

成されている。３大集積地の合計が全国自動車産業総生産額の９９３５Ｂ％を占め、６大集積地の合

図表２－３　中国の６大自動車産業集積地

６大集積地 中心地 範　囲
全国自動車総生産

額に占める比率　
地域

１ 長江デルタ 上海市 上海市・浙江省・江蘇省 ７６３９６％ 長江下流

２ 珠江デルタ 広州市 広東省 ６６３ＡＡ％ 華南

３ 北京・天津地帯 北京・天津市 北京市・天津市・河北省 ６６３６５％ 華北

４ 長江を中心とする吉林省 長春市 吉林省 9３7７％ 東北

５ 重慶および四川省 重慶市 重慶市・四川省 8３Ａ8％ 西北

６
十堰・襄懋・武漢市を中

心とする湖北省

十堰・襄懋・

武漢市
湖北省 7３９６％ 華中

出所： 『中国汽車工業年鑑』７５５9年版　表６9－７５（９９8ページ）を参考に筆者作成。



─　　─８8

計がＢ9３77％を占めている。次の図表２－３は、中国６大自動車産業集積地の順位、中心地、範囲、

全国自動車総生産額に占める比率を示した表である。

２．発展地区における中心地の特徴について

　長春、北京、天津、上海、広州、重慶の６市、および湖北省の自動車産業には共通する特徴と

して、中核企業の特徴と地理的特徴が挙げられる。

２．１　中核企業の特徴

⑴　国有企業が中核企業となっており、国有企業には、中央政府所轄、市政府所轄、軍関連企業

の３種類がある。長春市は第一汽車、湖北省は東風（元第二汽車）が中核企業で、中央政府所

轄の企業である。北京市は北京汽車、天津市はかっては天津汽車（７５５７年に第一汽車が買収）、

広州市は広州汽車が中核企業で、これらは市政府所轄の企業である。重慶市は重慶長安汽車が

中核企業で、同社は軍関連企業である。

⑵　これらの中核企業は、それぞれ複数の外資自動車メーカーと合弁企業を設立しており、合弁

企業が中核企業（集積地）発展の推進力となっている。外資自動車メーカーとの合弁事業の状

況については、第２項の２「三大三小二微」政策で述べる。

２．２　地理的特徴

⑴　これらの集積地は、東北（長春市）、華北（北京・天津市）、長江下流（上海）、華中（湖北省）、

華南（広州市）、西南（重慶市）のように中国の６大地域に概ね一都市づつ分散している。

⑵　これらの都市は、概ねその地域の中核都市である。北京・天津市は華北、上海市は長江下流、

広州市は華南、重慶市は西南の中核都市である。しかし、東北の長春市と華中の湖北省（十堰・

襄懋・武漢市）が規格から若干はずれている。長春市は、吉林省の省都ではあるが、一般的に

東北の中核都市は瀋陽市だと考えられるからである。華中の中核都市は武漢市であるが、東風

の生産拠点は湖北省の十堰・襄懋・武漢の３市に分散している。長春市は第一汽車、湖北省は

東風の生産拠点であり、工場立地は、設立当時の国策が関係している。

３．中核企業の設立過程と計画経済時代の中国工業体系

　中国で何故このような自動車産業の集積地が形成されたのであろうか。これらの集積地におけ

る中核企業は、計画経済の時代に設立され基礎が築かれた。つまり、計画経済時代の中核企業の

設立過程と自動車産業を含めた中国の工業体系が集積地形成の土台を築いている。

３．１　第一汽車と第二汽車の設立

　計画経済の時期に、二つの中央政府所属の自動車メーカーが、当時の国策の下に設立された。

長春市の第一汽車と湖北省十堰の第二汽車（東風の前身）である。

　第一汽車は、第一次五ヵ年計画の重点プロジェクトとして、６9Ａ８年にソ連の援助と指導の下に

吉林省長春市にて工場建設を開始し、６9ＡＢ年に操業を開始した⑹。当時中国は建国後間もない頃
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であり、第一次五ヵ年計画の重点プロジェクトは、華北、東北に重点配分されており、首都北京

を中心とした北方の経済建設が中心である。また、北京、長春、ソ連を結ぶ鉄道が敷設されてお

り、長春はその中間に位置しており、ソ連及び中国各地からの機械、資源、人材の輸送に便利で

あった。東北地方は、原料で最も必要な鉄を生産する製鉄所があり、鉄の生産に必要な鉄鉱石、

石炭が豊富である。そして、自動車産業の発展には、一定程度の工業、技術水準が必要であるが、

長春、瀋陽、撫順、鞍山一帯は、接収した多くの旧日本の工場があり、工業はかなりの水準を有

していた。また、長春市は吉林省の省都であり、自動車生産に必要な技術者や労働者も集めやす

かったことなどが理由として考えられる。計画経済の時代、第一汽車は、中型トラックを中心に、

紅旗などの高級乗用車も生産しており、当時、他を圧する中国No３１の自動車メーカーに成長し

ている。

　第二汽車（現在の東風）は、６9ＢＡ年、三線建設の下に、第３次５カ年計画の重点プロジェクト

としての建設が決定され、６9ＢＢ年に湖北省の山間地・十堰に工場建設が決まった⑺。三線建設と

いうのは、６9Ｂ５年代、中国はソ連と西側諸国（特に米国を中心とする日本、韓国、台湾）という

二つの敵と軍事的に対峙しており、東部沿海地域とソ連国境地帯を第一線と位置づけていた。第

一線から最も離れた地域を第三線と位置づけ、陝西省、四川省、雲南省などで工場建設を重点的

に行ったのである。十堰は、武漢からはるか離れた陝西省近くの山間地に位置している。戦争に

備えるための建設であり、経済的合理性は無視されたのである。６9Ｂ7年に工場の建設が始まった

が、中国全国で文革が始まり、操業開始となったのは６97Ａ年のことである。その後、６98９年に襄

懋に第２の基地が作られ、デイーゼルエンジン、軽トラック工場が建設された。また、６99７年シ

トロエン（仏）との合弁会社「神龍汽車」の設立に伴い、武漢で乗用車生産が始まったのである⑻。

東風は、乗用車生産のため、インフラのよい武漢市へ進出したのである。現在、東風の生産拠点

は、かなり距離の隔たった武漢市・襄懋市・十堰市の三都市に分散している。

３．２　中国の工業体系

　改革・開放政策以前、６97５年代、中国では、ほとんどの省、大都市ですでに自動車が生産され

ていた。というのは、自動車は、市民生活や産業の発展に欠かせない必需品だったからである。

当時、民需産業は、省・市などの地方ごとに工業体系が形成されており、独自の開発能力は無く

ても、資材・部品が調達できれば、第一汽車や第二汽車の中型トラックの車体を利用した少量生

産はそう難しいものではなかったからである。中でも、需要があり、工業水準のある大都市ほど

早くから自動車生産が行われていた。天津汽車や広州汽車は、多い年には６１５５５台以上のトラッ

クを生産している⑼。

　また、中央政府も地方の主要企業に対して特別な任務を与えていた。６97５年代、上海汽車は、

乗用車「上海」を生産し、多くの大都市で、幹部用、タクシー用として使われていたし、北京汽

車は、ジープを生産しており、軍幹部・地方幹部用に人気が高かったのである。

　６978年に改革・開放政策が始まり、６98９年の中国共産党第６７回全国代表大会で、計画経済から
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商品経済の発展へと政策変更が行われた。当時、市民の足は、公共バスか自転車であり、長距離

の移動は、鉄道輸送に限られていた。市内のバスおよび列車は混雑を極めていた。また、農民が

生産した農作物も、運送手段が無く、市場に届けることができない状態であった。自動車産業の

発展が急務とされていたのである。６98５年代に入ると、多くの企業が外国自動車メーカーの技術

を導入し、旧型生産設備を購入したり、合弁事業を競って行い始めた。北京汽車、上海汽車、広

州汽車、長安機器製造廠（重慶長安汽車）、天津市なども、６98９年から６98Ｂ年にかけて相次いで

外国企業との合弁会社を設立したり、ライセンス契約を結んでいる⑽。また、中国全体の制度改

革の中で、軍事工場や航空機工場もこの時期に自動車産業に参入を始めている。６98５年代末には、

これらの工場で生産された自動車が市場に投入され始めたのである。

　計画経済の時代、地方企業は、各地方政府内のある部門に所属する一工場にすぎなかった。生

産、製品の分配も各政府の計画でおこなわれていた。また、各地方政府のなかでは、省や市の交

通系統や機械工業系統など多くの工場に分かれており、省や市政府のもとに自動車生産が一元化

されていたわけではない。６98５年代後半から、分散していた地方自動車企業の集約化が徐々に始

められている。しかし、この集約化が本格化するのは、市場経済の導入、企業制度の改革が始め

られる６99７年以降のことである。

４．中央政府の「三大三小二微」政策（1990年代の政策）

　上で述べたように、集積地における中核企業は、計画経済の時代に設立され基礎が築かれた。

そして６99５年代に採られた中央政府の「三大三小二微」政策により他地域の企業が排除され、こ

れらの中核企業の育成が図られたのである。

４．１　「三大三小二微」政策について

　６987年８月、北戴河で自動車生産の分散体制を見直し、中国乗用車の生産点を定める会議が開

催され、６988年３月「産業政策要点」が発表された。この産業政策要点で、第一汽車、第二汽車

（東風）、上海大衆（VW）の三大企業と天津微型（天津汽車）、広州標致（プジョー）、北京吉普

（ジープ）の三小企業を乗用車生産基地として発展させる方針が強調された。そして、６988年６７月、

乗用車生産点以外の生産を認めない国務院の通知が出されている。その後、６99７年には、重慶長

安、貴州航空の「二微」が追加され、「三大三小二微」を乗用車メーカーとして育成する方針が

出された。その後６99９年、中国政府は新たな自動車産業政策「中国自動車産業発展政策」を発表

し、８社への制限は撤廃されるが主要な自動車メーカーの育成は基本とされている。

　次の図表２－４は、これら８社と外国自動車メーカーとの乗用車の提携・合弁事業を示したも

のである。６98Ａ年前後に市所属の企業が集中しており、次いで、６9５５－６9５８年にかけて中央政府

所属と軍関連企業が集中している。その後、新たな合弁企業の設立は認可されておらず、WTO

加盟前の６997－７５５５年にかけて、新たな設立が認可され、その後は、WTO加盟後の７５５７年以降

に集中している。
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　当初は、合弁企業を含めたこれらの個別企業を発展させると理解されたのであるが、その後の

経過を観察すると、「三大三小二微」政策には二つの側面が存在していたと考えられる。

４．２　「三大三小二微」政策の目的

⑴　国内自動車メーカー育成への変化

　「三大三小二微」政策は、当初、「三大三小二微」に指定された合弁企業の育成と考えられてい

た。しかし、その後の経過を観察すると、第一汽車、第二汽車（東風）、上海汽車、天津汽車、

広州汽車、北京汽車、重慶長安、貴州航空などの各中国企業の育成に変化している。合弁企業の

上海大衆（VW）、広州標致（プジョー）を発展させるということではなく、上海汽車、広州汽

車などの中国企業育成に変化したのである。上の図表２－４に見られるように、上海汽車は、

VW（独）以外に、６997年に GM（米）との合弁会社「上海通用」を設立したし、広州汽車は「広

州標致」を解散し、６998年にホンダとの合弁会社「広汽ホンダ」を設立し、７５５９年にはトヨタと

の合弁会社「広汽トヨタ」を設立しているのである。これは、当初の政策が中国企業育成に変わっ

たことを示している。

⑵　国内自動車メーカーの地域分散化

　これらの企業は中国の広域地域に整然と分散されており、広域地域に分散した自動車産業の育

図表２－４　「三大三小二微」企業と外資との提携

６98９年－６99７年 ６997年－７５５８年（WTO加盟前後）

［三大企業：第一汽車、東風（元第二汽車）、上海汽車］

一汽 「一汽大衆（VW）」６99６ 「天津一汽トヨタ」７５５７

東風 「神龍汽車」６99７ 「風神汽車」７５５５ 「東風日産」７５５７

シトロエン（仏） 裕隆汽車（台湾） 「東風ホンダ」７５５８

「東風標致（プジョー）」

上海汽車 「上海大衆」６98Ａ 「上海通用」６997

VW（独） GM（米）

［三小：北京吉普（北京汽車）、天津微型汽車（天津汽車）、広州標致（プジョー）］

北京汽車 「北京吉普（ジープ）」６98９ 「北京現代」７５５６

AMC（ダイムラークライスラーに

吸収）
現代（韓国）

天津汽車
「天津微型汽車」６98Ｂ（後の「天津

夏利」）
「天津トヨタ」７５５５

ダイハツとライセンス契約

広州汽車 「広州標致」６98Ａ 「広汽本田」６998 「東風日産」７５５８

プジョー（仏） 「広汽トヨタ」７５５９

［二微：重慶長安汽車、貴州航天］

重慶長安汽車 長安機器製造廠６98９ 「重慶長安鈴木」６99８ 「長安フオード」７５５６

スズキとライセンス契約 スズキ

貴州航天（貴州） 富士重工の生産ライン導入６99７

出所：劉源張（７５５Ａ）、『中国汽車工業年鑑』（７５５9）などを参考に筆者作成。
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成が図られたと考えられる。東北から第一汽車が選ばれ、華北から北京汽車と天津汽車、長江下

流から上海汽車、華中から東風、華南から広州汽車、西南から重慶長安が選ばれたと考えられる

のである。当時の中国は、市場経済の導入前、計画経済時代の時代であり、各企業は建設された

地区に限定されたものであり、企業が地区を越えて生産地を移動させることは考えられなかった

時代である。したがって、これらの企業を発展させるということは、同時にその企業の存在する

都市を自動車の生産基地として発展させることだったのである。

　中国の自動車工業は、全国各地の多数の企業による、小量生産、低品質、低効率、重複投資が

６98５年代末には出現している。「三大三小二微」政策は、これを避けるために、そして、もう一

方では、自動車産業を全国的に平均化し発展させる（当時は、国防上からも必要であった）ため、

広域地域から一企業が選ばれたと考えられる。

⑶　地域中核都市における自動車産業の集積化

　北京・天津、上海、広州、重慶、武漢は、もともとその地域における中核都市である。中核都

市の地位は、この７５年間で強化されてきた。特に工業生産に必要なインフラ面の充実度は、他の

都市を圧倒している。これらの都市は、その地域における、工業・産業、文化・教育、消費の中

心であり、交通の中心でもある。トラックやバスの生産とことなり、乗用車メーカーは、大規模

工場における大量生産でなければ、競争に生き残れない。地域の中核都市は、乗用車生産基地と

して必要なインフラがもっとも備わった都市なのである。

　東風の生産基地が、十堰から襄懋へ、そして乗用車の生産基地が武漢、襄懋市に集約されたの

も、これと同じ理由である。武漢市は、湖北省のみならず華中全体の中核都市である。重慶は、

もともと四川省の一都市だったものが、６997年に直轄市となり一級行政区に組み込まれた。重慶

市は、西南地域全体の経済促進のために直轄市に指定されたのである。

　このような中核都市は、外資乗用車企業にとっても、中国の中では優れた立地条件だと考えら

れたであろう。

５．地方政府の役割

　上で述べたように、計画経済の時代、地方企業は、各地方政府内のある部門に所属する一工場

にすぎない。政府と企業の分離、財産権と経営権の分離、国営企業から国有企業への分離が中国

全体の課題となるのは、６99７年の市場経済導入決定以降のことである。したがって、企業が政府

部門から独立するまでは、地方政府が直接或いは間接的に所属する企業を指導する立場にあり、

最終的な責任は所属している地方政府が負わなければならなかったのである。

　地方政府の果たした内容は、各市により各時代により異なり、且つ広範である。地方政府の果

たした役割について、ここでは、地方企業の集約化、合弁企業のパートナーの選定、合弁企業に

対する優遇政策、自動車生産基地の建設の４点について概略だけ述べる。
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⑴　地方企業の集約化

　各市は、市政府の中で機械工業系統、交通系統などに分散していた自動車企業の集約化を６98５

年代、６99５年代にかけておこなっている。この集約化は、市政府のリーダーシップによって行わ

れている。

⑵　合弁企業のパートナーの選定

　６98５年代、多くの企業が外資との技術提携、合弁事業に乗り出しているが、これらの事業は、

所属する政府の指導でおこなわれている場合が多い。自動車企業の投資案件は、地方では規模の

大きい投資案件であり、地方政府にとっても重要な関心事だったと考えられる。また、次節広東

省の自動車産業において述べるが、６997年の「広州プジョー」の解散、それに代わる「広汽ホン

ダ」の設立には、当時の広州市副市長が直接指導力を発揮している。

⑶　合弁企業に対する各種の優遇政策

　各地方政府によって違いがあるものの、それぞれ所属する自動車企業の育成策が採られてい

る。例えば、上海市は６987年に「上海大衆国産化協調弁公室」を市政府の中に設置し市政府とし

ての協力体制をとっているし、また部品メーカー育成のために一定期間に限り物品税や付加価値

税の免除などを行っている⑾。

⑷　自動車生産基地の建設

　現在、企業は、政府機構から分離されたものの、所轄の自動車企業の発展は、地方政府の重要

関心事である。特に大型の乗用車メーカーが地方に与える影響は大きい。自動車産業は裾野の広

い産業である。税金、雇用は直接その地方を潤すし、その地方の工業化、都市化にとっても大き

な役割を担う。現在、これら自動車産業の中心地では、乗用車メーカーを中心に、自動車生産基

地の建設が盛んである。この自動車生産基地の大型のものは、自動車産業を中心に住宅地、商業

地、行政センター、文化センターを備えた小型工業都市に近い。自動車生産基地の建設には、そ

の地区の地方政府が指導力を発揮している⑿。

おわりに

　以上、中国自動車産業の集積地の中心地として、長春、北京、天津、上海、広州、重慶の６市、

および湖北省を採りあげ、これらの中心地の特徴を分析し、中心地形成の理由について考察した

が、簡単に整理しておく。

Ａ　中心地の特徴

⑴ 　集積地の中心においては、一つの国有企業が中核企業となっている。これらの国有企業は、

傘下に多くの企業を抱え、複数の外資合弁の乗用車企業を有している。集積地の発展の推進力

は、これら外資合弁の乗用車企業が中心となっている。集積地では、中心となる市内に乗用車

工場が位置し、部品メーカーは、市内又は周辺の他市および省に及んでいる。

⑵ 　これらの中心地は、東北（長春市）、華北（北京、天津）、長江下流（上海）、華中（湖北省
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の十堰、襄懋・武漢）、華南（広州）、西南（重慶）のように、概ね中国の広域地域の中核都市

に位置している。

Ｂ　中心地形成の理由

⑴ 　中心地の中核企業は、計画経済の時代に設立されており、計画経済の時代の中核企業の設立

過程と中国の工業体系がその形成に大きく関係している。

⑵ 　中央政府が６99５年代に採用した「三大三小二微」政策が、これらの中心地の発展を確固とし

たものにした。

⑶　地方政府が集積地および中心地の発展に様々な役割を果たしている。

　以上、中国自動車産業集積地の中心地について整理したが、広東省の例を取り上げると、中心

地の中に３つの核（自動車生産基地）が形成されている。この３つの核の中核になっているのが

「広汽ホンダ」「東風日産」「広汽トヨタ」である。この中核の成長が珠江デルタ集積地全体を成

長させてきた。広州市における３つの核は、広州市郊外の東部、北部、南部に位置しているが、

この配置は、市政府の地域発展戦略と日系合弁企業３社の広州市内での地理的棲み分けの結果だ

と考えられる。他の中心地においても、このような中核の存在が想定できる。それぞれの中心地

の中核企業は、複数の外資合弁企業を内包しており同じように地理的棲み分けを行っていると考

えられるからである。

　自動車発展地区から６大集積地の中心地を絞ったが、集積地の外延は、個々の集積地により異

なっている。広東省の場合は、珠江デルタという名前が相応しく、広東省の一部の地域に限定さ

れるが、長江デルタは、上海市、江蘇省、浙江省など３地区に跨っているが、上海市を中心に江

蘇省、浙江省のどの辺りまで及んでいるかは明らかでないし、また他の集積地についても同様で

ある。今後の研究が必要とされる。

注

⑴　曹彦春「中 汽车产业 群发展趋勢探究」『汽车前沿覌察』７５５9年８月。

⑵　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）６Ｂ9ページ。

⑶　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）６7Ｂ、Ａ98－Ｂ５５ページ。

⑷　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）６ＡＢ－６Ａ8ページ。

⑸　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）６7７－６7９ページ。

⑹　劉源張（７５５Ａ）「中国の自動車産業─発展と課題」『アジアの自動車産業と中国の挑戦』６99ページ。

⑺　同上、７６Ａページ。

⑻　『十堰誌』（６999）巻七、中国第二汽車制造廠。

⑼　『広東省誌・機械工業志』「汽车及汽车配件工业行业」７９Ａ－７９7ページ。

⑽　劉源張（７５５Ａ）「中国の自動車産業─発展と課題」『アジアの自動車産業と中国の挑戦』。

⑾　吉松秀孝（７５５Ａ）「東アジアの自動車産業と政府の役割」『アジアの自動車産業と中国の挑戦』６Ｂ９ページ。

⑿　本書、「広州市南沙開発区区──トヨタの進出した開発区──」を参照。

  （櫨山　健介）
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第２節　広東省の自動車産業

　広東省の自動車産業は、６998年ホンダの進出、７５５７年日産の進出、７５５９年トヨタの進出を経て、

過去６５年間で飛躍的な発展を遂げた。広東省の自動車産業の飛躍を牽引したのが日系大手３社と

それに伴う日系部品メーカーの広東省への進出である。

　本節では、第１項において、広東省の自動車産業について。第２項において、広東省の日系自

動車関連企業について概観する。そして、第３項において、日系大手３社の広東省進出プロセス

について分析する。第４項において、WTO加盟直前の中国経済と中国WTO加盟時の自動車産

業政策の変化について分析し、第５項において、日系大手３社の広東省集積の理由について考察

する。

１．広東省の自動車産業

１．１　広東省の概況

　広東省は、東は福建省、北は江西省・湖南省、西は広西チュワン族自治区に接しており、南は、

南中国海が広がり、南西部には海南島が位置している。面積６7万8１５５５km７、人口約9１Ａ５５万人で

ある。省内の面積は、沿海部が１／３、山間部が２／３を占め、沿海部は、珠江デルタ地帯、東

部地域、西部地域に分かれる。気候は大部分の地域が亜熱帯に属している。

　広州は、古くから貿易港として栄え、明清朝の鎖国政策の時期にも、東南アジア、欧州との貿

易港として栄えた。アヘン戦争後、香港がイギリスに割譲され、６997年に返還されている。中華

人民共和国成立以降、広州では、春秋年２回交易会が開かれ、中国と西側諸国の経済交流の窓口

となっていた。６978年の改革・開放政策実施後、深圳、珠海、スワトウが経済特区に指定されて

いる⑴。深圳市は、特区指定以前、一農村に過ぎなかったが、現在では、戸籍人口７８７万人の大

都市に変貌している。同省の経済発展は以後８５年にわたり中国屈指である。

　広東省内では、次の図表２－５に見られるように、珠江デルタ地帯が経済的に最も発展してお

り、東部、西部、山間部とは、地域格差がかなりある。珠江デルタ地帯とは、広州湾の湾岸部一

帯を指す。広州湾の東側に深圳、恵州、東莞市が位置し、西側に江門、珠海、中山、仏山市が位

置し、広州湾の最も奥に、広州市が位置している。

　また、次の図表２－６に見られるように、同省の家電製品、小型パソコン、アパレル産業、プ

図表２－５　広東省内一人当たりGDP（2008年）  単位：元

省全域 珠江デルタ （広州市 深圳市） 東部 西部 山間部

７５５8年 ８7１Ａ89 Ｂ７１Ｂ９９ （8６１７８８ 89１8６９） ６Ａ１８9Ｂ ６7１97８ ６Ａ１Ａ８9

７５５５年 ６７１7８Ｂ ７５１７78 （７Ａ１Ｂ７Ｂ ８７１8５５）   7１７9９   7１５99   Ａ１８９９

出所： 『広東統計年鑑』（７５５9）8Ｂページを参考に筆者作成。
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ラスチック製品は全国でも屈指であるが、これらの産業も主として珠江デルタに集まっている。

１．２　広東省の自動車産業

　７５５8年度、広東省の自動車産業は、自動車工業総生産額が全国の６６３Ｂ％を占め、地区別で全国

１位である。そのうち、自動車生産額（乗用車・トラック・バス・４輪駆動車）が６９３５％を占め

全国２位である。エンジン生産額が６8３Ｂ％を占め全国１位で、二輪車生産額が６8３Ｂ％を占め全国

２位である。しかし、部品生産額は９３Ｂ％しか占めておらず、全国順位も７位で、他省或いは国

外からの移入に頼っている部分が多い⑵。

　広東省の自動車関連企業は、自動車メーカー（乗用車、トラック、バス、４輪駆動車）が６５社、

各種の改装車（清掃車、救急車などの専用車）メーカーが９５社ある。その他に二輪車メーカーが

Ｂ５社、主な部品メーカーが約Ａ９５社、自動車部品企業は６１５５５社以上になる。自動車関連企業の従

業員は約７５万人に達する。自動車総生産台数は88万７１５５５台で、全国生産量の9３９％を占め、その内、

乗用車の生産台数が87万9１５５５台で、それぞれ全国第１位である⑶。

　広東省自動車産業の中核企業は、広州汽車集団（以下、広汽集団と呼ぶ）である。その傘下に、

乗用車、商用車、二輪車、部品等の各メーカー、販売会社、保険会社などを擁している。そして、

広州汽車集団の傘下で、「広汽ホンダ」「広汽トヨタ」「広汽日野」「五羊ホンダ」などの日系合弁

企業もその一翼を担っている⑷。

　次の図表２－８に見られるように、６５年前の６998年、中国の自動車生産台数は６Ｂ７万8１５５５台で

あるが、広東省の自動車生産台数は、１万６１５５５台にすぎず、全国の５３7％にすぎなかった。その後、

図表２－７　広東省自動車工業総産額（2008年）  単位：億元

自動車工業

総生産額
自動車 改装車 二輪車

自動車

エンジン

自動車・

二輪車部品

全　国 ６878５３Ａ９ ６５８7Ａ３８Ｂ ６７５９３９7 ６６８５３9５ 898３９Ｂ Ａ６7６３８Ａ

広　東 ７６Ｂ9３６7 ６９ＡＢ３8 ９９３７６ ７Ｂ８３８９ ６ＢＢ３8８ ７８7３99３

全国比率 ６６３ＡＡ％ ６９３５９％ ８３Ｂ7％ ７８３７9％ ６8３Ａ7％ ９３Ｂ５％

出所： 『中国汽車工業年鑑』（７５５9）表６9－７５、９９8ページを参考に筆者作成。

図表２－６　広東省と沿海他省との比較（2008年）

一人当たり

GDP

従業員

平均賃金

外資（香港・マカオ・台湾を

含む）工業企業工業総生産高

家庭用

冷蔵庫

室内用

エアコン

カラー

テレビ

単位 元 元 億元 万台 万台 万台

遼寧省 ８６７Ａ9 ７77７9   Ａ６８9３９６ ６８9３８８   ７６８３Ａ９   Ａ５５３６9

山東省 ８８５8８ ７Ｂ９５Ｂ ６６8Ｂ６３9５ Ａ9Ｂ３７７   ８Ａ7３9Ｂ   ７８9３９９

江蘇省 ８9Ｂ７７ ７６５５５ ７8６５７３８Ａ Ｂ５７３9６   7５７３６9   8７Ｂ３７９

浙江省 ９７７６９ ８９６９Ｂ ６６５7Ａ３７9 Ａ88３９９   ８９７３Ｂ８   ８ＡＢ３９５

広東省 ８7Ａ89 ８８６６５ ８779Ａ３7７ 8５８３８9 ８9６8３７Ｂ ９５8Ａ３77

出所： 『中国統計年鑑』（７５５9）を参考に筆者作成。
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日系大手３社が進出し、広汽ホンダ、東風日産、広汽トヨタの生産開始に伴い、７５５8年には、全

国生産台数の9３９％にまで増加したのである。

　改装車の生産台数は４万６１５５５台である。改装車メーカーは、各市にあり、清掃車、消防車、

救急車などの特殊車両を生産している。商用車の生産は、近年減少しており、生産台数は、８１５８8

台で、その内小型バスの生産は６１６７９台にすぎず、全国の１％に達していない。かって生産して

いたバスが市場に受け入れられなくなったため企業再編がおこなわれている。

　二輪車生産台数は、9５Ｂ万8１５５５台で、全国第２位である。二輪車メーカーには、江門市の大長

江集団（７9Ｂ万台）、広州市海珠区の広州摩托車集団（9７万台）、従化区の天馬集団（９５万台）、増

城区の海利摩托（９８万台）、五羊ホンダなどがある⑸。二輪車生産は６99５年代ホンダの進出以来、

伝統的に強い。エンジン生産額は、全国の６8３Ａ7％を占め、全国第１位である⑹。エンジンは日系

３社が広州で生産しており、その一部を他地域に供給している。一方、部品生産額は全国７位に

すぎない。

　広汽集団は、７５５8年に８8億元を投資し、傘下に乗用車有限公司を設立し自主ブランド車の量産

を準備している。深圳の改装車メーカー・五洲龍汽車が電気自動車とハイブリッド車の開発に成

功しており、少量の輸出を始めている⑺。近年、電気自動車の生産で有名な比亚迪（BYD）社の

総本部は、深圳市にあるが、電気自動車の主要な生産拠点は西安市に位置している。

　広州市には、三カ所の自動車生産基地が建設されている。広汽ホンダを中心とする東部（黄埔

区、広州経済開発区、増城市）、東風日産を中心とする北部（花都区）、広汽トヨタを中心とする

南部（南沙区）の生産基地である。広東省の自動車産業は、広州市内の３つの生産基地を軸に、

広州、仏山、東莞、さらには、珠江デルタ地帯全域に拡散している。広東省全体から見ると、自

動車産業は、３大基幹産業に入っていないが、広州市の自動車産業は、石油・電子産業を含めた

３大基幹産業の中で、トップの位置にある。

　広東省では、近年自動車関連のサービス業が急速に発展している。自動車部品の販売、検査、

メンテナンス、物流、展示、金融、保険、教育などの面で専門化の方向に発展しつつある。広州

市には、自動車販売会社が約７５５社、部品および関連商品の販売会社が約７１５５５社、修理・メンテ

ナンス会社が約８１９５５社、中古車の販売会社が約９５５社ある。７５５7年度の広州市の販売台数は９５万

台を越え、中国の都市では最大の自動車市場となっている。

　南沙区に自動車用コンテナ船の専用埠頭が建設され、７５５Ｂ年に業務が開始された。広州－上

図表２－８　全国と広東省の自動車生産台数推移  単位：万台

生産台数 ６998年 ７５５５年 ７５５７年 ７５５９年 ７５５Ｂ年 ７５５8年

全　国 ６Ｂ７３8 ７５Ｂ３8 ８７Ａ３９ Ａ５7３６ 7７8３５ 9８９３Ａ

広東省 ６３６ ８３8 ６５３９ ７7３7 ＡＡ３Ａ 88３７

出所： 『中国汽車工業年鑑』（６999、７５５６、７５５８、７５５Ａ、７５５7、７５５9）を参考に筆者作成。
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海・天津・大連間で大量輸送を行っている。積み出し能力は、年間６５５万台で、中国最大規模の

完成車積み出し港となっている。

　「広東省自動車工業７５５Ａ－７５６５年発展計画」（７５５Ａ年２月発表）によれば、広東省自動車工業の

課題として、中核技術と自主ブランドの欠如、部品工業の停滞、トラック・バスメーカーの競争

力の欠如、経営・研究開発面での人材不足が挙げられている⑻。この発展計画は７５５Ａ年に発表さ

れたもので、一部は改善が進んでいる。広州汽車は、傘下に汽車工程研究院を設立し、自主ブラ

ンドの開発を始め、すでに試作車を完成している。また、乗用車有限公司を設立し量産を準備し

ているが、まだ量産には至っていない。商用車では、広州駿威と広州いすゞを再編して広汽集団

客車有限公司を設立し、７５５9年には広汽日野が新たに中型トラックの生産を開始した。しかし、

課題も多く残っている。ホンダの進出から６６年、トヨタの進出から６年が経過し、乗用車生産は

飛躍的な成長を遂げたが、成長の速さに追いついていない部分が多々ある。広東省の部品産業は

まだ相対的に弱いし、人材不足も挙げらる。これらの解決には、まだ一定の時間が必要であろう。

２．広東省の日系自動車関連企業

　広州市には、日系大手３社のホンダ、日産、トヨタおよび商用車メーカーの日野が進出してお

り、一都市に日系４社の進出する珍しい例である。７５５8年度、広汽ホンダの生産台数が８５万8１８7Ｂ

台、東風日産の生産台数が７9万７１６９９台、広汽トヨタの生産台数が６7万8１97６台である。日系３社

の合計が77万9１９9６台で、広東省の乗用車生産台数の88３８％を占めている⑼。

　ホンダは、６998年７月に広州汽車と合弁会社「広州ホンダ汽車」（後に広汽ホンダ汽車に改称）

を設立し、６999年９月に生産を開始し、現在、アコード、フイット、オデッセイ、シテイなど５

車種生産している。また、第一（黄埔）、第二工場（増城）以外に輸出専用の「ホンダ（中国）

汽車」が広州経済開発区にある。

　日産は、７５５７年９月に東風と合弁会社「東風日産乗用車」を設立し、７５５８年６月に生産を開始

し、現在、シルフイ、テイーダ、リブイナ、SUVの X－トレイルなど６車種を生産している。

トヨタは、７５５９年９月に広州汽車と「広州トヨタ汽車」（後に広汽トヨタ汽車に改称）を設立し、

７５５Ｂ年５月に生産を開始し、現在、カムリ、ヤリス、ハイランダーの３車種を生産している。日

野は、７５５7年６６月に広汽集団と合弁会社「広汽日野汽車」を広州・従化市に設立し、７５５9年９月

に低公害の中・小型商用車の生産を開始した⑽。

　エンジンメーカーには、東風ホンダ発動機、広汽トヨタ発動機、東風日産発動機があり、それ

ぞれ完成車メーカーにエンジンを供給している。

　日系部品メーカーは、日系大手３社の広州進出に伴い、１次、２次サプライのみならず、３次

サプライヤーも進出しておりその数は７５５社以上になる。日系部品メーカーの広東省への進出は、

最初の段階は、６99７年中国の市場経済導入決定から６998年広汽ホンダの設立以前である。この時

期には、広東省を海外生産基地として進出した企業と、ホンダの二輪車生産に伴い進出した企業
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の２種類がある。前者は、フジクラ（６99７年、珠海、ワイヤーハーネス）、ホンダ（６99９年、恵州）、

ジーエス・ユアサ（６99Ｂ、仏山、蓄電池）などで珠江デルタに分散して進出している。後者は、

ショーワ（６99９年、ショックアブソーバ、パワーステアリング）などで広州経済開発区に進出し

ている。その後、広州ホンダの設立に伴いホンダ系部品メーカーが進出したが、数はそう多くな

い。部品メーカーの進出が増えるのは、WTO加盟が決定した７５５６年以降である。特にニッサン、

トヨタの進出が決まった７５５７年から数年間進出ラッシュが続いている。大手３社の進出と部品

メーカーの進出により、現在の自動車基地が形成されてきた。

　日系部品メーカーは、広州経済開発区に、ホンダ系列を中心に約Ａ５社、花都区に日産系列を中

心に約８５社、南沙区にトヨタ系列を中心に約７５社、広州市に約Ａ５％が集中している。そして、広

州市周辺の仏山、東莞市に約８５％が集まっており、その他の部品メーカーは、広州市を中心に

６５５キロメートル範囲内の珠江デルタの開発区・工業団地に分散している。

　また、日系物流企業の日本郵船、日通が広州市に進出し、部品メーカーと自動車メーカーを結

ぶミルクランを走らせているし、それ以外にも、中国国内で、日本郵船は航路を中心とした物流

網、日通は陸送を中心とした物流網を構築している。丸紅などの商社も自動車関連の物流事業に

進出している。また、ホンダ、日産、トヨタは、それぞれ広州汽車販売集団と協力し独自の販売

網を構築している。

　南沙区の自動車専用埠頭は、「広州湾南沙汽車码头有限公司」が経営しているが、日本郵船と

図表２－９　日系自動車メーカー一覧

日系自動車 広汽本田汽車 東風日産 広汽豊田汽車 広汽日野汽車

メーカー名 有限公司 乗用車公司 有限公司 有限公司

設立時期 ６998年７月 ７５５７年９月 ７５５９年９月 ７５５7年６６月

生産開始 ６99８年９月 ７５５８年６月 ７５５Ｂ年５月 ７５５9年９月

所在地
広州市黄浦区

広州市増城区
広州市華都区 広州市南沙区 広州市従化区

生産能力

第一工場（黄浦）

７９万台

第一工場

８Ｂ万台
８７万台

中型８５５５台

（将来２万台に増強）

第二工場（増城）

６７万

６７万台（増強予定）

第二工場

７９万台

（７５６７年稼動予定）

小型8５５５台

（将来３万台に増強）

生産車種

アコード、フイッ

ト、オデッセイ、シ

テイなど５車種

シルフイ、テイーダ、

リブイナ、X－トレ

イル（SUV）など６

車種

カムリ、ヤリス、

ハイランダーの３

車種

低公害中・小型商用

車

合弁パートナー 広州汽車集団 東風汽車 広州汽車集団 広州汽車集団

販売実績

７５５8年 ８５万8１８7Ｂ台 ７9万７１６９９台 ６7万8１97６台 ─

７５５9年上半期 ６Ｂ万８１８Ｂ９台 ６7万9１９５９台 ７万8１97６台 ─

出所： ジェトロ広州事務所所長横田光弘氏作成。
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商船三井が管理面で技術協力を行っている。広汽トヨタの完成車の搬送は、中国北部は６５５％、

中部（長江流域）はＡ５％が海上輸送に頼っている。また、南沙区では、JFE が自動車メーカー

向けの鋼板を生産しており、新日石が潤滑油工場を稼動している。

　ジェトロ（日本貿易振興機構）広州事務所が毎年秋に広州市で日系自動車部品調達展示商談会

（広州）を開催している。広東省の日系部品・材料メーカーを中心に、物流企業、商社が参加し

ており、香港・台湾などの外国企業を含め、約７8５社（７５５8年度）が参加している⑾。広東省は、

中国で、日系の自動車関連企業が最も集積している地域である。

３．日系大手３社の広東省進出プロセス

３．１　プジョー（仏）の撤退とホンダの進出

　改革・開放政策以前、広東省では、機械工業系統、交通系統、司法系統などの自動車工場が広

州、韶関、汕頭、湛江、仏山、梅県、海南島などに分布し、６9Ｂ８－６98６年の間には７５社に達して

いた。プジョーとの交渉を始めた広州汽車製造廠（広州汽車の前身）は、６9ＢＢ年に８３Ａトン「紅衛」

トラックを試作し、６9Ｂ9年から少量の生産を始めている。同廠は、改革・開放政策開始以前に年

産６５５５台以上を生産していた広東省唯一の自動車工場である⑿。

　広州汽車は、６98Ａ年３月、Ａ５９型ピックアップ・トラックとＡ５Ａ型乗用車生産の契約をし、７月

に「広州標致（プジョー）」を設立した。出資比率は、広州汽車が９Ｂ％、プジョーが７７％、中国

国際信託投資公司７５％、パリ国立銀行４％、国際金融公社８％で、資本金は、２億９１５５５万フラ

ン（当時のレートで約Ｂ１Ａ５５万元）である⒀。広州プジョーは、広州市黄埔区にある広州汽車の土

地で、ピックアップ・トラックの生産を始めた。その後、６988年に第２期プロジェクトを開始し、

Ａ５Ａ型乗用車の生産を始めたが、しかし、旧型車種を生産していたため、販売不振が続いた。経

営不振におちいった広州プジョーの債務はすべて広州市の負担となったのである。

　広州市政府は、市の自動車産業発展のために、６997年に「広州汽車集団有限公司」を設立した。

広州汽車集団の党書記には、当時副市長に抜擢された張広寧氏（後の広州市長）が任命され、広

州プジョーの問題解決と広州市の自動車産業の建て直しに指導力を発揮することになった。広州

汽車は、プジョーに株式の売却を求め、プジョーは広州から完全に撤退することになったのであ

る。

　ホンダは、中国の市場経済導入後、いち早く広東省への進出を計画している。６99８年に、広州

五羊集団と合弁会社「五羊本田摩托（広州）有限公司」を設立し、広州市で二輪車の生産を開始

した。また、６99９年には、東風との合弁会社「東風ホンダ零部件公司」を同省恵州市（深圳市の

東隣、良港がある）に設立した。当時、中央政府の自動車生産に関する規制は厳しく、同社は、

自動車部品を生産し、すべてが東南アジアを中心とした輸出であった。

　広州市および広州汽車は、プジョーとの合弁を解消し新たなパートナー探しを開始し、意欲を

示していた多くの外資メーカーの中からホンダを選択した⒁。広州汽車は、負債の肩代わり、新
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型車の提供、旧工場の利用などを条件として提示していた。外資の中国での合弁事業は、旧型の

車種の生産が主流であったが、本田は当時世界で評価の高い車種「雅閣（アコード）」の生産、

新型車の世界同時スタートを提案した。また、中央政府の政策では、生産台数の目標と部品の国

産化比率が重視されていたが、ホンダは、５万、６５万、８５万台の生産拡大を予測しており、他社

より高い代価、優れた提案が評価された⒂。

　新会社の設立について、ホンダ、広州汽車、東風の三社による出資も検討されたようである。

ホンダは東風とすでに広東省で業務提携をしており、東風は中央所轄の国有企業で、中央政府の

後押しもあったことが理由だと考えられる。しかし、最終的には、ホンダと広州汽車が完成車を

生産し、ホンダと東風がエンジンを生産するという変則的な内容に決定した。ホンダ・広州汽車

が共にＡ５％を出資する「広州ホンダ汽車有限公司」、ホンダ・東風が共にＡ５％を出資する「東風

ホンダ発動機有限公司」が設立されたのである⒃。６998年７月、広州ホンダが設立され、設立と

同時に操業準備を開始し、６999年に生産を開始し、その後順調に生産を拡大した。

３．２　東風と日産の進出

　東風は、湖北省に生産基地を持つ商用車メーカーであるが、６98５年代後期には、新たな発展戦

略として、乗用車生産と南方への進出を検討していた。６99７年には、南方事務所を設立している。

そして、６99９年、ホンダとの合弁会社「東風ホンダ零部件公司」を恵州市に設立し、６998年には、

ホンダと合弁で「東風ホンダ発動機有限公司」を広州市に設立している。

　その後、東風は、６999年６６月にブルーバードの技術移転に関する議定書を日産と結び、南方で

の乗用車生産に取り組み始めた。７５５５年３月に、公安部関連の「広州京安雲豹汽車」（広州市花都）

と共同出資し先ず深圳市に「風神汽車」を設立した。また、７５５６年５月には、ブルーバード生産

のために、台湾の自動車メーカー・裕隆汽車（日産系）が風神汽車に出資している⒄。しかし、

深圳では完成車工場の建設が不可能なため、風神汽車は７５５６年６７月に広州市花都に移転し、「広

州風神汽車有限公司」と名称を改めブルーバードの生産を始めたのである。７５５６年６７月というの

は中国のWTO加盟が決定した時期である。広州風神汽車の設立の際には、花都区政府が、土地

の使用、通関、教育、病院など様々な支持を与えている。風神汽車は、ほぼ同時期に湖北省の襄

懋（武漢の北西）と花都の２ヵ所で風神１号（ブルーバード）の生産を開始した。

　日産は、６99８年に河南省鄭州市で合弁会社・鄭州日産汽車を設立し、小型バス、ピックアップ

トラックの生産を始めた。しかし、対中国戦略の本格的な開始は、６999年のカルロス・ゴーン氏

の社長就任以降である。上で述べたように、東風は中国のWTO加盟が決定した７５５６年６７月に広

州市花都で広州風神汽車を設立しており、東風が広州市花都に広州風神汽車を設立できた背景に

は、WTO加盟を視野に入れた日産と東風との提携交渉が進んでいたことが理由にあると考えら

れる⒅。

　WTO加盟直後の７５５７年９月に、日産と東風との包括提携が調印され、日産と東風との合弁会

社「東風汽車有限公司」が設立された。包括提携の内容は、バス、トラック、小型商用車、乗用
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車などフルラインの自動車メーカーを設立すること、そして商品企画、購買、工場生産、物流、

品質管理、ブランドマネジメント、マーケテイング・販売、流通網、財務など多くの分野で経営

ノウハウを提供すること、既存の東風の商用車開発センターの強化と新たな乗用車研究開発セン

ターの設立である⒆。この包括提携は、中国自動車業界において過去最大規模で、内容も最も広

範なものであった。登録資本金は６Ｂ7億元である。７５５８年６月には、「東風汽車有限公司」の傘下

に、「東風日産乗用車公司」を設立し、広州市花都工場と湖北省蘘懋工場で乗用車生産をおこな

うことになった。花都工場は、７５５９年５月に操業を開始した。

３．３　トヨタの進出

　トヨタは、中国との関係が長く、様々な技術援助をおこなっているが、ここでは、広州進出に

絞って述べる。トヨタは、６99８年６月「トヨタ汽車（中国）有限公司」を北京に設立し、本格的

に中国進出を模索し始めた。先ず、華北への進出をおこなっている。６99Ｂ年５月、天津汽車と合

弁会社「天津トヨタ発動機有限公司」を設立し、６998年にエンジンの生産を開始した。そして、

７５５５年７月には、天津汽車の一分社である天津夏利と合弁会社「天津トヨタ汽車有限公司」を設

立し、小型乗用車の生産を開始した。そして、華北への進出に続き、西南への進出をおこなって

いる。６998年６６月に、四川旅行車製造有限公司と合弁会社「四川トヨタ汽車有限公司」を設立し、

７５５５年６７月中型バスの生産を開始した。

　その後、トヨタは、WTO加盟直後の７５５７年８月に第一汽車との包括的な合弁事業に調印して

いる。包括的合弁事業の内容は、中高級乗用車、軽自動車、中高級 SUVの三分野に関する生産

である⒇。

　しかし、第一汽車は、トヨタとの包括的合弁事業の調印前後に、一連の企業買収を行っている。

第一汽車は、先ず、７５５７年６月天津トヨタ汽車の中国側パートナー・天津夏利を吸収合弁し「天

津一汽夏利」を設立し、同時に天津夏利の子会社・天津トヨタを吸収し、「天津一汽トヨタ」を

設立している�。その後、７５５７年６５月四川トヨタ汽車の中国側パートナー・四川旅行車製造を買

収し、「成都一汽汽車」を設立しているのである。

　第一汽車がトヨタの合弁パートナーの天津夏利と四川旅行車製造を買収することにより、トヨ

タの合弁パートナーは第一汽車のみとなったのである。WTO加盟後も外資自動車メーカーの合

弁先は、乗用車、商用車それぞれの分野で各２社に限定されていたが、トヨタは、さらに一社合

弁パートナーを持つチャンスが生まれたのである。一方、第一汽車は、天津夏利と四川旅行車の

買収により、華北と西南への進出を果たすと同時に、それまで、VW（独）のみであった外資合

弁パートナーに日本のトヨタを加えることが可能となったのである。

　WTO加盟後、広州汽車は、東風と武漢において新たなプロジェクトを計画したいというホン

ダ側の意向をうけ、それを承諾すると同時に、ホンダ以外の外資パートナーの検討を始めた。そ

して、かって交渉を持ったことのあるトヨタとの合弁事業に踏み切ったのである。広州市政府は

トヨタへ広州市南沙への進出を勧め、広州市街地と南沙を結ぶ地下鉄の敷設を約束している。ト
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ヨタは、７５５９年２月に「広州トヨタ発動機有限公司」を設立し、７５５９年９月に「広州トヨタ汽車

有限公司」を設立したのである�。

４．WTO加盟前後の中国自動車産業政策の変化

　日産とトヨタの広東省への進出はWTO加盟直後のことである。その背景にあるWTO加盟直

前の中国経済とWTO加盟前後の自動車産業政策の変化について概観する。

４．１　WTO加盟直前の中国経済の変化

　中国経済は市場経済の導入後６99７年から６99Ａ年まで順調な成長を遂げたが、６99Ｂ年から停滞が

始まる。生産基地として中国へ進出する企業が一巡したこと、中国政府の外資優遇政策の見直し

などが影響している。６997年に始まったアジア金融危機の発生も中国経済に影響与えた。

　６998年３月朱镕基氏の国務院総理就任以降、中国の経済政策に大きな変化が始まる。経済停滞

に対して、中国政府は、各種の内需拡大政策を採り始めたのである。６997年には、住宅産業を支

柱産業に育成する政策が打ち出されていたが、６998年には、銀行ローンによる持家奨励制度が図

られた�。また、６998年には、北京、上海、広州では中国銀行が試験的に自動車ローンを開始した�。

６998年、中国各地で洪水が発生したが、赤字国債が発行され被災地の救済と復興に当てられてい

る。また、６999年６月には、西部大開発戦略が発表され、インフラ整備など大量の資金が投入さ

れ始めたのである。

　この時期に、６997年の上海 GMの設立、６998年の広州ホンダの設立など新たな合弁会社が認

可されている。中国経済が活発になると同時に、魅力のある新型車が市場に投入されはじめ、個

人の乗用車購入も増加し始めた。乗用車生産量のうち個人購入は、次の図表２－６５に見られるよ

うに、６99Ａ年６Ａ３７％にすぎなかったが、６999年には、Ａ9３Ｂ％を占めるようになったのである。

４．２　中国のWTO加盟と自動車政策の変化

A　WTO加盟と対外自動車政策の変化

　中国は、６99７年の市場経済導入決定の時期から GATT（関税と貿易に関する一般協定）への

加盟交渉を進めていた。６99Ａ年世界貿易機構（WTO）が GATTに代わり発足した際、中国は再

度加盟申請をおこなっている。６999年６６月、米中二国間交渉が妥結し、７５５５年５月 EU中国間の

交渉が妥結した。そして、７５５６年６７月に中国のWTO加盟が正式に決定したのである。WTOの

図表２－10　乗用車の個人購入の変化  単位：万台

年　度 ６99Ａ ６99Ｂ ６997 ６998 ６999

乗用車生産量 ８８ ８8 ９Ｂ Ａ６ Ａ7

個人購入量 Ａ 7 ６５ ６7 ８９

個人購入比率 ６Ａ３７％ ６8３９％ ７６３7％ ８８３９％ Ａ9３Ｂ％

出所： 劉源張（７５５Ａ）８５8ページ。
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合意事項は、２国間交渉のため経過には違いがあるものの、最恵国待遇の取り決めがあるため、

最終的には同じ内容となる。

　WTO加盟の合意事項は、様々な細かい事項を含んでいるが、WTO加盟を通じて、中国政府は、

自動車産業に関する対外的政策を次のように変更している�。

⑴　自動車の関税の引き下げ。

　乗用車の関税については、７５５６年始めには、7５－8５％まで引き下げ、７５５７年に８１５５５cc 以上は

９８３8％とし、８１５５５cc 以下はＡ５３7％とし、７５５Ｂ年７月までに７Ａ％に引き下げる。

⑵　輸入割当・輸入許可証の解消。

⑶　加盟後２年間で、自動車製造許可に関する種類・型式・モデルの制限措置の撤廃。

⑷　エンジン・部品生産に関して、外資の持ち株Ａ５％以下の制限解除。

⑸　自動車販売・流通業の開放。

⑹ 　完成車・エンジン・部品生産への外資の参入制限の削減のため、一級行政府の投資許可の拡

大。それまでの８１５５５万ドルを１年後Ｂ１５５５万ドルに、２年後9１５５５万ドルに、４年後に１億Ａ１５５５

万ドルとする。

　米中二国間協議の合意によりWTO加盟が確実視され、７５５５年から、再び大量の外国企業の対

中投資が開始している。７５５５年からは、外資小売業が大都市で競って新店舗を開設し始めてい

る�。将来の大市場を目指した外国企業の進出が開始したのである。また、７５５５年には、春節以

外に春・秋の長期休暇が設けられ、国内・海外旅行ブームが出現し始めた。中国における消費時

代の到来である。このようにWTO加盟を前にして、国内の経済環境が変化する中で、７５５５年に

は、トヨタの最初の乗用車生産会社「天津トヨタ」が設立され、東風が広東省で乗用車生産のた

めに「風神汽車」を設立したのである。

B　内需拡大政策と自動車産業振興政策（10期５カ年計画）

　この時期、中国は、WTO加盟後の中国の将来を想定し、７５５５年６５月中国共産党第６Ａ期中央委

員会第５回総会で「国民経済と社会発展の第６５期５カ年計画に関する中共中央の決議」を採択し、

そして、７５５６年３月全国人民代表大会で「第６５期５ヵ年計画要綱」を批准した。６５期５ヵ年計画

は、WTO加盟後の中国の将来を想定し、様々な産業の育成、振興を提起している。自動車産業

に関しては、経済型乗用車の発展とマイカーの促進を提起している。

　この第６５期５カ年計画要綱をうけて、７５５６年に発表された「汽車工業“十五”规划」（自動車

工業“６５期５カ年”規画）において、以前６99９年に発表された「自動車工業産業政策」について、

問題点が指摘されている�。

　主な問題点は、個人の自動車購入を促進させるとしたが、個人の購入が進まなかったこと。そ

の理由としては、購入促進政策が採られなかったこと、地区保護主義の存在、乗用車購入手続き

の煩雑さ、各種経費の徴収、少車種、高価格、アフターサービスの欠如があったことなどが挙げ

られている。そして、今後採用する政策として、自家用乗用車市場の拡大、マイカー奨励のため
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の自動車消費政策の策定、自動車消費税と各種費用に関する全国統一の徴収、自動車購入・登録・

使用を便利にする手続きの簡素化、管理の規範化などの問題点を指摘し、かって６99９年に発表さ

れた「自動車工業産業政策」の修正を提起している�。そして、その後、７５５９年６月に、国家発

展改革委員会がこれらの問題点を解決するため、「自動車産業発展政策」を発表したのである�。

　WTOの加盟に対して、中国政府にとって最重要事項の一つは、如何に早く大型の中国乗用車

メーカーを育成するのかということであろう。自動車関税の引き下げは、輸入車にとって有利と

なり、輸入車の急激な増加を招くため、早急に国内自動車産業の育成が必要となる。また、加盟

２年後には乗用車製造の車種に関する許可制限を撤廃しなければならず、これは、競争を激しく

するため、大型の国内自動車企業の育成がやはり急務とされたのである。特に、第一汽車、東風、

上海汽車の三大企業の育成が喫緊の課題だったのである。

５．日系大手３社の広東省集積の理由

　長年「トヨタ中国」の総代表を務めていた服部悦雄氏のインタビュー�によれば、トヨタが広

州へ進出した理由として以下の４点が挙げられている。

⑴　広東省は中国で成長が最も早い市場である。

⑵　歴史的な経緯があった。６98５年代、トヨタは中国に多くの完成車を輸出していたが、当時広

東省が最大の需要地で、６98７年に、修理サービス部を北京と広州に開設した。8５年代中期には、

広東省第一汽車製配廠に技術協力をし、トラック生産をおこなったことがある（後に中央政府

の批准が得られず、中止にいたる）。

⑶　多くの部品工場が集まり、自動車産業の基礎がある。

⑷　地方政府の支持があった。省政府、特に市政府が自動車産業を重視し、高速道路、地下鉄の

建設をしてくれた。

　日系大手３社が広東省広州市に集積した理由については、以下の４点が大きく関係している。

第１点は、広東省の経済発展と所得水準の向上による自動車需要の拡大と需給のギャップであ

る。２点目は、中国経済の変化と中国のWTO加盟、及びそれに伴う中国政府の自動車産業政策

の変化である。３点目は、中国政府の自動車政策の変化に対応した日系自動車メーカーの経営戦

略である。４点目は、地方政府、特に広州市政府の役割である。地方政府の役割については、次

の第３節に譲り、ここでは触れない。

５．１　広東省の所得水準の向上と自動車需給のギャップについて

　改革・開放政策の開始後、対外開放政策は、当初、南方の広東省、福建省で率先して推進され

た。広東省では、全国に先駆けて深圳、珠海、スワトウで経済特区が開設されたし、様々な権限

が広東省に与えられた。華僑資本、外資の広東省への進出に伴い、特に珠江デルタ地帯の経済発

展は目を見張るものがある。

　次の図表２－６６は、経済成長の早い省と都市の平均賃金の推移である。この表に見られるよう
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に、６988年には、広東省の平均賃金は、すでに他の都市・省の平均賃金を凌駕している。６988年

には、北京市と上海市が広東省を追い越し、７５５8年には、浙江省・江蘇省が広東省に追いついて

いる。しかし、広東省の中でも、珠江デルタ地帯と他地域の格差が大きいことを考えると、珠江

デルタ地帯の賃金所得の高さを理解することができる。

　また、１．２で述べたように、ホンダの広州進出以前、６998年の全国自動車生産台数は６Ｂ７万

8１５５５台であるが、広東省の自動車生産台数は、わずか１万６１５５５台にすぎず、全国の５３7％にすぎ

なかったのである。その当時、広東省の自動車需要は、全国需要の６５％を超え全国でトップクラ

スの位置にあった。需要と生産のギャップが大きく、多くは輸入や他省からの移入に頼っていた

のである。日系大手３社が中国最大の需要地で、需給ギャップの大きい広東省を進出のターゲッ

トに選んだ第一の理由であろう。

５．２　中国政府の自動車産業政策の転換

　７５５６年６７月WTO加盟直後の７５５７年１月、当時のトヨタ奥田会長が訪中し胡錦濤副主席と会見

をおこない、７５５７年８月には、トヨタと第一汽車との包括提携が調印された。また、７５５７年３月

には、ゴーン日産社長が訪中し、呉邦国副首相（工業担当）と会見をおこない、７５５７年９月に、

日産と東風との包括提携が調印されている。これら一連の提携交渉は、中国政府の支持の下に行

われていたことを示している。

　それぞれの包括提携の内容は、WTO加盟以前の中国政府の政策を大きく変化させたものであ

り、WTOの合意事項に沿う形のものとなっている。国内大型自動車企業の育成は、中国政府に

とって重要かつ緊急の課題であり、WTO加盟以前、すでに欧米の主要乗用車メーカーは中国に

進出していたが、乗用車生産で本格的な中国進出を果たしていなかった日産、トヨタが提携先に

選ばれたと考えられる。韓国の現代もこの時期に中国進出を果しているのである。

５．３　日系大手三社の中国進出戦略

　６98５年代、中国政府は、日系大手三社へ中国進出を要請していた。しかし、日系大手３社は、

中国への直接投資は行っていない。６98５年代、日系大手３社は、欧米への進出に懸命であったこ

図表２－11　従業員平均賃金の地区比較

  単位：元

６988年 ６998年 ７５５8年

北京 ７８５５ ６７Ａ５５ ＡＢ８５５

天津 ７８５５   99５５ ９６7５５

上海 ７Ｂ５５ ６８Ｂ５５ ＡＢＢ５５

江蘇省 ６9５５   8８５５ ８６7５５

浙江省 ７５５５   98５５ ８９６５５

広東省 ７7５５ ６６５５５ ８８６５５

出所： 『中国統計年鑑』６989、６999、７５５9年を参考に筆者作成。
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と、そして、中国進出のリスクを避けたことが考えられる。６99５年代に入り、ソ連の崩壊、中国

の市場経済の導入とともに、中国進出リスクが後退した。日系大手３社は、中国進出を計画した

が、東北、華北、長江下流、華中には、すでに欧米のメーカーが進出しており、当時の中国自動

車産業の需要地であり、未開拓地の華南・広東省への進出が検討されたのは極めて自然である。

中国メーカーの東風でさえ、北方への進出を避け、華南への進出を模索していたのである。

　ホンダが早くから中国南方の広東省への進出に目標を絞っていたことは、本節第３項で述べた

通りである。日産は、東風との全面的な包括提携を結ぶことにより華南（広州市花都）と華中（湖

北省襄懋）２ヵ所の生産拠点を確保することとなった。トヨタは、第一汽車との一連の複雑な提

携交渉によって、第一汽車以外の中国側パートナーを持つ権利を獲得したのである。

　日産とトヨタの提携交渉が成功したのは、日産とトヨタの日本側、東風と第一汽車の中国側双

方の中国自動車市場の将来性に対する見通しと熱意が一致した結果であろう。中国側にとって喫

緊の課題であることはすでに述べた。WTO加盟の合意事項の達成は、時間的な制約がある。日

本側にとってもこの機会を逃すと中国への本格的な参入は困難だとの認識があったであろう。

　トヨタは、華北と西南にすでに生産拠点を有しており、第一汽車の生産基地の東北（長春）で

も将来的には進出の可能性を残している。次の目標は華南、長江下流、華中からの選択となるが、

広大な中国で合弁パートナーを２社と限定した場合、１社が北方の第一汽車ならば、他の１社は、

地域の離れた南方の華南が選ばれるのは自然な考えだと思われる。珠江デルタは中国でも最大規

模の自動車の需要地であり、広州市政府も好条件を提示しているうえ、華南の中核都市広州市に

はホンダ・日産、そして多くの日系部品メーカーがすでに進出しており、すでに華南最大の自動

車産業集積地となっていたからである。

注

⑴　宇野和夫「広東省」『中国年鑑７５５7年』９６７－９６８ページ。

⑵　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）表６9－７５、９９8ページ。

⑶　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）「广东省汽车工业」６7Ｂ－６77ページ。

⑷　『GAIG　广州汽车』（会社案内）。

⑸　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）。

⑹　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）表６9－７５、９９8ページ。

⑺　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）「广东省汽车工业」６7Ｂ－６77ページ。

⑻　广东省人民政府「广东省汽车工业７５５Ａ－７５６５发展规划」。

⑼　『中国汽車工業年鑑』（７５５9）「広東省汽车工业」６7Ｂページ。

⑽　ジェトロ広州事務所・横田所長の口頭報告を参考。

⑾　『７５５8日资汽车零部件购销展览会 aが广州汽车展』会刊　JETRO广州代表处

⑿　『広東省志・機械工業志』７９7ページ。

⒀　向渝「広州プジョーの盛衰から見た広州市乗用車生産における外資導入の経験」７87－７9６ページ。

⒁　稲垣博史（７５５Ｂ）５ページ。

⒂　姚斌華・韓建清（７５５8）を参考にした。稲垣博史（７５５Ｂ）５ページでは、ホンダの選定には、欧米系企業は

すでに中国進出を果たしており、欧米企業とのバランス上、日系のホンダが選ばれた模様との見解が示されて

いる。

⒃　姚斌華・韓建清『见证　广州汽车十年』６６９ページ。
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⒄　「台湾・裕隆汽車、中国自動車大手に出資──東風系企業と乗用車生産」『日本経済新聞』７５５５年６５月７7日。

⒅　「日産、中国大手と合弁交渉、７５５８年にも小型車生産」『日本経済新聞』７５５６年７月４日。

⒆　「日産と東風、中国の乗用車、商用車事業で広範囲に亘る長期的な協力関係を樹立──日産、東風の主要事

業にＡ５％資本参加」日産ホームページ　プレスリリース　７５５７年５9月６9日　hががp:４４くくく３niかかan２global３com４

JP４NEWS。

⒇　「第一汽車、トヨタ、中国での自動車事業で協力関係構築へ」トヨタホームページ・ニュースリリース　

７５５７年８月７9日。

�　「第一汽車、天津汽車を吸収──トヨタと包括提携に道」『日本経済新聞』７５５７年６月６Ａ日。

�　『広汽トヨタ』会社案内。

�　『中国年鑑』（６999）。

�　高山勇一「自動車産業」『中国年鑑』（７５５６）６９7ページ。

�　『中国汽車工業年鑑（７５５７）』「中 加入汽车部分谈判结果（摘要）」，『中国汽車工業年鑑（７５５８）』「加入

WTO第一年汽车行业运行情况」。

�　櫨山健介「イオンの中国北方への進出」『日系流通企業の中国展開』7６、7７ページ。

�　『中国汽車工業年鑑（７５５７）』「汽车工业“十五”规划」７９ページ。

�　『中国汽車工業年鑑（７５５７）』「汽车工业“十五”规划」７9ページ。

�　『中国汽車工業年鑑（７５５Ａ）』「 家发改委发布《汽车产业发展政策》」６９ページ。

�　姚斌華・韓建清（７５５8）『见证　广州汽车十年』７Ａ７－７Ａ８ページを参照。

  （櫨山　健介）

第３節　広東省の自動車産業と地方政府の役割

　前節でみたように、現在広東省は、日系三大自動車メーカー及び関連部品メーカーの集中的進

出により、自動車の一大生産拠点となっている。また、その産業集積はきわめて短期間で実現さ

れており、今後はそのさらなる拡大が予測される。

　ポーター（６999）は産業集積（クラスター）を次のように定義する。「クラスターとは、ある

特定の分野における、相互に結びついた企業群と関連する諸機関からなる地理的に近接したグ

ループであり、これらの企業群と諸機関は、共通性と補完性によって結ばれている。」また、そ

の構成要素として、ある特定の最終製品・サービス分野において、販売企業やサプライヤー、専

門インフラ提供者、金融機関などの相互に結びついた企業群、または産業団体、教育・研究・技

術支援の諸組織（大学、シンクタンク、公設試、職業訓練機関、行政）などの関連する諸機関が

近接して立地している状態、すなわち集積を指している⑴。しかし、原田（７５５9）はポーターが

企業内部（内部経済）のイノベーション力と企業の外部のネットワークのメリット（外部経済）

との関係に触れず、外部経済のメリットを生産性向上、イノベーション能力、新規事業形成など

として現象的にとられていると指摘する⑵。

　広東省の自動車産業の集積過程においては、外部経済の機能が強調されるといった後発地域と

しての特徴が見られる。それは先進国と異なる点である。先進国の自動車産業の地域集積の場合、

市場の力や企業の戦略によって自発的に形成される。日本では、系列化によって組立メーカーの

周辺に系列の部品サプライヤーが集まるといった集積が一般的である。広東省においても、ホン
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ダ、日産、トヨタの進出に応じて、現地に生産拠点を構えた日系部品メーカーが多くある。しか

し、なぜ日系三大自動車メーカーが近年になって進出を果たすようになり、またその進出先をな

ぜ広州に集中するようになったのか、一方で広東省がいかにして短期間に中国の一大乗用車の生

産拠点になったのかといった問題を説明するには、市場や企業戦略以外に別の要因が働いている

と考えられる。

　朽木（７５５7）は、「アジアの産業クラスターの形成には、産業政策が中央政府の政策であるの

に対し、産業集積政策は地方政府の役割が大きい」と指摘する。地方政府は、外資進出の受け皿

として工業団地を建設する。多くの工業団地は、税制優遇や手数料の優遇など公共財的な性質を

持つ。地方政府のひとつの重要な役割がアンカー企業の誘致であり、その誘致に成功するかどう

かは、産業クラスターが形成され、発展するかどうかを左右する⑶。

　実際、広東省は自動車生産の後発地域として、省・市・区の各レベルの政府機関は、外資企業

を導入しながら、地域経済の開発と発展を図っている。自動車産業の地域集積の形成とともに、

産業の高度化と構造転換、国有企業の改革、技術・人材の蓄積による産業の自立化などを実現し

ていくという狙いが組み込まれている。こうした政府の発展計画が外資企業の進出戦略やそのタ

イミングに合致し、様々な偶然的・必然的な内外要因によって、広東省の自動車産業が大きな発

展を遂げたと言ってもよいであろう。

　本節では、広東省の自動車産業の地域集積の形成において、地方政府、すなわち広東省政府、

広州市政府、さらに下部の市・区政府がそれぞれどのような役割を果たしているのかを明らかに

する。特に、集積の中心地である増城市、花都区、南沙区の政府機関が具体的にどのような発展

方針を挙げ、それをどのように実施したのかといったことに焦点を合わせて分析していく。

１．広東省政府と地域間の産業構造の調整

　広東省政府は７５５Ａ年に「第６６次五ヵ年発展計画」を発表し、先進的な製造業とサービス産業を

重点的に発展させることで、従来の“三来一補”に依存した発展路線を是正するとった方針を確

立した。改革開放以降、広東省は繊維・アパレル製品や電子製品、玩具などの軽工業製品の輸出

加工によって著しく経済成長を遂げたが、次第にその発展パターンには陰りが見えてきた。特に

７５５8年の金融危機後、その問題はさらに顕著化した。海外からの注文が減り、輸出の伸びが鈍化

し、閉鎖に追い込まれた工場も少なくなかった。

　広東省政府は発展パターンを是正するために、いち早く産業の高度化戦略に取り組んだ。経済

発展の牽引力を石油化学、自動車などの重工業部門、またはハイテクやサービス産業にシフトさ

せた。重工業・軽工業の構成比率は７５５7年にＢ６：８9となり、７５５５年のＡ８：９7から大きく変わった。

　産業の高度化の推進に伴い、衰退産業と見られる産業は省内の先進地域から後発地域へ移転さ

せられた。先進地域にはより付加価値の高い産業を再配置する一方、後発地域には新たな雇用機

会が創出される。これは、いわゆる「雁行形態」の発展パターンに類似したものと言われている⑷。
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　地域間の構造調整が進むなか、広東省は７５５８年の第６５回人民代表大会１次会議において、自動

車産業を広東省の基幹産業とし、重点的に発展させていくという方針を定めた⑸。しかし、従来

軽工業を中心とした広東省にとっては、重工業を発展させるための基盤整備や製造技術の習得が

早期に解決しなければならない問題となった。また裾野の広い自動車産業を広東省に根付かせ、

産業の自立化を目指すには、如何に部品産業を育成するかは特に重要であった。これらの問題に

対応するために、省政府は外資系企業の積極的導入による発展戦略を定めた。

　外資系企業を誘致するために、広東省政府はまず投資環境の改善に力を入れた。既存の経済開

発区のほかに、広州市を中心に新たな自動車工業団地を設けた。団地内において、省政府は税制

面での優遇措置を実施するとともに、企業の経営活動がスムーズに展開できるように、電力、水

道の安定的な供給を確保し、インフラ基盤の整備に取り組んだ。また、省政府は道路建設への投

資を拡大し、交通状況を改善させることによって、省内での部品供給率を高め、部品産業の育成

を図っている。広州市のほかに、東莞、仏山、珠海、中山、恵州、清遠、湛江、肇慶、汕頭など

の新興工業都市へも部品メーカーの進出を促している。

　また、広東省政府は７５５Ｂ年に職業技術教育を関する規定を発表し、機械製造や精密加工、石油

化学、医薬などの新興産業の専門コースを早期に増設し、専門人材の育成に取り組む方針を定め

た。現在、華南理工大学には機械・汽車工程学院が設けられ、エンジンや冷却装置などのシステ

ム設計のエンジニアを育成している。また、省内では自動車製造組立や修理の技術工、販売店の

営業職などの人材を育成するための自動車専門学校が近年急増している。

　こうした広東省政府の強力なバックアップにより、広東省の自動車産業が急速に発展した。

７５５9年、広東省の自動車生産台数は６６８万台に達し、前年比７8％増であった。特に乗用車の生産

台数は全国の約１割を占めるほどとなっている。省政府の大きな発展方針のもと、市・区政府は

それぞれの地域状況に合わせて、具体的な政策を制定し、自動車産業の発展を図っている。次に、

広州市政府の取組みについて考察する。

２．広州市政府と自動車の産業集積

　広州市は広東省の自動車産業集積の中核地域であり、自動車の生産量では全省の8Ａ％以上を占

めている。産業集積の形成過程の中で、広州市政府、またはその管轄下の区政府はコーディネー

ター的な役割を果たしている。

　実際、当初ではプジョーとの合弁事業の「広州標致（プジョー）」の失敗した経験、また広東

省の部品産業基盤の脆弱さといったことから、広東省政府は一時自動車産業の発展が見込めず、

自動車製造からの撤退さえ考えていた。しかし、広州市政府は裾野の広い自動車産業は新たな産

業群を形成させ、大規模な雇用を創出することができ、広州市の構造調整に相応しい産業分野で

あると認識した。自動車産業を発展させる方針を堅持した最も大きな原因は、広州標致の失敗か

ら広州人が重工業には向いていないという世間の見方に対する反発があったからとも言われてい
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る⑹。

　広州標致の失敗から再スタートし、一大自動車生産拠点に発展するまでには、広州市政府がき

わめて重要な役割を果たした。広州市政府の取組みは、以下の二つの側面から考えられる。

　第１に、政府官僚および国有企業の広州汽車工業集団が自動車産業への直接的なバックアップ

である。広州市政府は広州標致の経営不振および同時期の上海市の成功経験から、自動車事業の

推進における行政機能の重要性を認識した。６99８年頃、自動車工業指導チームや市汽車弁公室の

設置などによって改革措置を取り始めた⑺。また６99Ｂ年、現市長の張広寧氏は広州鋼鉄集団のトッ

プから副市長に抜擢され、広州市自動車事業の責任者を務めた。当時、「汽車市長」と呼ばれた

張氏は強いリーダーシップを発揮し、プジョーとの合弁契約を解消させる一方、新たな合弁パー

トナーのホンダとの交渉を成功させた。広州本田の設立時に、張氏はホンダ側の要求に応えて合

弁会社の取締役会会長までも務めたのである。同社は後に中国で大きな成功を収め、それを受け

て多くの日系自動車メーカーや部品メーカーが次々と進出するようになった。本田の進出は広州

の自動車産業の集積のスタートとも言える。

　また、広州市政府は国有企業の広州汽車工業集団（広州汽車集団を含む）を通じて、広州市内

の自動車関連企業を整理・再編し、企業経営にも影響を与えている。６997年、広州市政府は駿達、

羊城と広客など広州市内の自動車会社を合併させ、自動車関連国有資産の管理会社である広州汽

車集団有限公司を設立した。広州市政府は広州汽車集団の名義で対外交渉や契約締結などに参加

し、実質的に広州汽車集団が広州市自動車関連事業の発展に組織的な後ろ盾を提供することと

なったのである⑻。また、７５５５年広州市政府は広州汽車集団と広州摩托集団をベースに広州汽車

工業集団を設立した。市政府国有資産監督管理委員会から同社に自動車・オートバイ関連の国有

資産の経営権を委譲させ、旧広州市増城県書記であった張房有氏に取締役会会長を務めさせた⑼。

　広州汽車工業集団は国有資産の経営を受託した国有企業として、政府の利益と利害を最優先さ

せる。傘下グループ会社に派遣する高級管理人員の中にも旧政府幹部が多く、人事異動も給与も

別立てにしている⑽。こうして、広州汽車工業集団と市政府は一丸となり、自動車産業の発展を

強く後押しした。広州市政府による合弁の目的は、外資の持つ経営と技術の移転を受けて、早期

に自動車企業として自立することであった。つまり、市場を外資企業に開放する一方、自動車事

業の経営と技術を移転する交換契約である⑾。ホンダとトヨタとの合弁を果たした広州汽車集団

は、７５５7年に投資総額Ｂ8億元の番禺自動車産業基地を建設した。同基地は、広汽集団が汽車工程

研究院を中核とし、自主ブランドの乗用車の開発に取り組むための研究開発基地である。

　第２に、広州市政府は開発区の設置により産業集積を促進し、投資環境を改善しながら積極的

に外資企業を誘致したことである。現在、広州の自動車産業の地域集積は東部、南部、北部の三

つから構成される（図表２－６７）。東部には、広州経済技術開発区自動車基地（輸出加工区を含

む）、黄埔自動車産業園と増城自動車産業園があり、主にホンダ及び関連部品メーカーが進出し

ている。南部にはトヨタを中心とした南沙国際自動車産業園と広州汽車集団の番禺自動車産業基
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地がある。北部には東風日産を中心とした花都自動車産業基地と従化自動車・部品産業基地があ

る。７５５8年には、広州市政府は花都区、南沙区、広州開発区、番禺区、増城市を「国家自動車部

品輸出基地の広州分基地」に認定している。

　現在、広州市の自動車産業の促進を担う政府機関は経済貿易委員会である。当委員会の担当者

図表２－12　広州市における自動車の産業集積

集　積　地 位置 面積（km７） 進出の日系企業（［ ］を除く）

東　
　
　

部

広州輸出加工区 黄埔区 ５３9 本田技研工業

広州

開発区

広州経済技術開

発区自動車基地
蘿崗区 ８8３Ｂ

ショーワ、日本ペイント、新電元工業、九州

柳河精機、本田技研工業、三桜工業、ミツバ、

菊池プレス、丸順、倉敷紡績、日本発条、

NTN、スタンレー電気、寿屋フロンテ、日

本ゼオン、豊田通商、シロキ工業、住友鋼管、

住友商事、JFE、テイ・エステック、ブリヂ

ストン、トヨタ紡織、アイシン精機、オーハ

シテク二カ、林テレンプ、アーレステイ、長

瀬産業、立松モールド工業、住江織物、丸紅、

旭鋼管、新日本製鉄、三井物産、小糸製作所、

デンソー、関西ペイントなど

黄埔自動車産業園 黄埔区 Ａ３５

増城自動車産業園 増城市 ８５３５
本田技研工業、森六、テイ・エステック、デ

ンソー、旭テックなど

南　
　
　

部

南沙国際自動車産業園

番禺区

７６３Ａ

（Ａ区：

　　　７５３５、

　Ｂ区：

　　　６３Ａ）

トヨタ、フタバ産業、デンソー、大紀アルミ、

豊田鉄工、三五、マルヤス工業、アドヴィッ

クス、豊田通商、アラコ、タカニチ、日本

ビー・ケミカル、中央精機、アスモ、アイシ

ン高丘、鹿島精機、アラコ、アイシン精機、

豊田紡織など

広汽集団番禺

自動車産業基地
６３Ａ ［広汽集団自動車研究開発生産基地］

北　
　
　

部

広州花都自動車城

（省級、７５５８年）
花都区

Ａ５３５

（第１期：

　　　６Ａ３５、

　第２期：

　　　７８３５、

　第３期：

　　　６７３５）

シチズン精密、エイチワン、今仙電機製作所、

ミドリ安全、関東工業、マーレテネックス、

日本特殊塗料、三井物産、キョクトー、日立

ユニシア、三池工業、ユニプレス、ヨロズ、

鬼怒川ゴム工業、星ダイカスト、第一金属工

業、桐生、伊藤忠商事、丸紅、河西工業、西

川ゴム工業、アルフア、カルソニックカンセ

イ、富士機工、タチエス、東洋クオリィティ

ワン、南条装備工業、日産自動車、ネツレン

高周波熱錬など

従化自動車・

部品産業基地
従化市

６７３Ｂ7

（第１期：

　　　Ｂ３Ｂ7）

日野
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は、広州市内の企業リストを常に把握しており、用地の取得、電力供給、融資等の面において優

遇策を講じている⑿。委員会は毎年企業を訪問し、聞き取り調査を行うことによって、企業が抱

えている問題を取り上げて解決策を考案する。例えば、数年前まで広州市は深刻な電力の供給不

足に陥り、多くの工場が停電に悩まされていた。他産業では、週に１～３日間の停電がよくあっ

たが、自動車および関連部品企業への電力供給はほとんど確保できた。広州市内の企業はもちろ

ん、広東省内、他の省にある部品調達先で問題が起こった場合でも、広州市政府は当該地域の政

府と話し合いをし、問題解決に努めた⒀。

　また、広州市政府は進出企業が迅速かつ円滑に事業活動を行うために、公共サービスの効率性

を高めている。例えば、工場建設の場合、「グリーン通路」による支援が実施される。グリーン

通路とは、特別に編成したチームで、１人の副市長を総責任者とし、国土、企画、環境保護、発

展改革などのプロジェクトに関わる部署から担当者が参加するものである。これにより、様々な

手続きや審査を一箇所にまとめて行い、工場建設を通常より迅速に進めることができる。

　広州市政府は外資企業への誘致にも力を入れている。７５５Ａ年、市長の張広寧、副市長の陳明徳、

甘新は広州市政府代表団と経済貿易代表団を率いて、日本やヨーロッパに赴き、企業の誘致を

行った。結果的に、代表団はＡＢの投資プロジェクトを引き受けることになり、投資総額は６Ａ億米

ドルにのぼった。これはそれまで最大規模の経済貿易交流活動となった⒁。

　また、企業誘致だけでなく、進出した部品メーカーへの支援も行われている。７５５Ａ年から、広

州市経済貿易委員会は日本貿易振興機構（JETRO）との共同主催により「日系自動車メーカー

部品調達展示商談会（JAPPE）」を開いている。「逆見本市」というコンセプトのもとに、出展

企業が現地で調達したい部品や材料のサンプルを展示し、それを製造できるメーカーを求める

「調達エリア」、日系自動車部品メーカーが販路拡大を目的にバイヤーを求める「販売エリア」な

どが設けられている⒂。JAPPE は日系自動車部品の展示商談に的を絞った中国で唯一のイベン

トと言われている。

　このように、広州市政府の強力なバックアップにより、広州市の自動車産業が急速に発展した。

７５５8年、広州市の一定規模以上の自動車企業の総生産高は６１8９9億元に達し、それが６998年の９８

倍に相当するものであり、年間成長率が９Ａ３Ｂ％である。また、同年の自動車生産台数は88万６１Ｂ５５

台に達し、６998年の9６３Ａ倍であり、年間成長率がＡ7３６％である。そのうち、乗用車が87万9１９５５台

であり、全国生産台数の６Ａ３Ｂ７％を占めている。しかし、これらを実現するには、広州市政府の

力だけではなく、外資企業の進出先にあるさらに下部単位の政府機関も大きな役割を果たしてい

る。というのは、省・市政府の方針を徹底的に実行し、地域の状況に合わせて具体的な発展計画

を講じるのはこれらの政府機関である。次に、ホンダ、日産、トヨタがそれぞれ進出している増

城市、花都区、南沙区の政府の取り組みについて分析する。
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３．市・区政府の取組み

３．１　増城市

　広州の東部に隣接する増城市は、６１Ｂ６Ｂkm７の面積を持ち、人口が約8６万人の県級市である。広

州東部は、広東省において最初に乗用車の生産に取り組んだ地域である。黄埔自動車産業園には、

旧広州プジョーを基に建て直した広州本田第一工場、ホンダと東風汽車、広州汽車との合弁のエ

ンジン工場がある。また、広州経済技術開発区にはすでに６７５社の部品メーカーが集積しており、

輸出区にある本田（中国）はヨーロッパ向けに年間５万台の完成車を輸出している。しかし、都

心部に近い同地域でのさらなる拡大が困難であるため、広州市政府は増城市への「東進」戦略を

打ち出した。増城市政府は、こういった戦略によって、自動車産業を中心とした産業構造の調整

を進めている。

　産業構造の調整を機に、増城市政府は都市の再計画を進めている。現在、増城市は３つのエリ

アに分けられている。南部は広州開発区、黄埔区、東莞市などの先進地域へ接近し、交通が発達

する一方で、地価が安く、外資進出にとっては良い投資環境が揃っていると言える。現在、敷地

面積Ｂ５５km７を有する新型工業集積区が計画されている。中部は快適な居住や生活環境が整備さ

れた住宅地であり、北部はエコ・ツーリズム産業を導入した都市型農業地である。

　総投資Ａ５億元の増城自動車産業基地は、南部の新型工業集積区に入っており、８５km７の建設面

積を持つ。第１期の建設面積は６５km７で、広汽ホンダ第２工場や五羊ホンダを中心に、すでに約

8５社の組立メーカーや部品メーカーが進出している。産業園内には、組立および部品生産区、研

究開発区、物流区、試車場、展示ルーム、関連サービスの提供区などのエリアが備わっている。

　広汽本田第２工場や五羊本田の進出により、増城市政府は自動車やオートバイ、またそれらの

関連部品産業の発展に重点を置いている。特に、環境配慮型の新型製造業、物流などの関連サー

ビス業の発展も促進している。７５５Ｂ年、広州本田増城工場の竣工に合わせて、広州市対外経済貿

易局と増城市政府が広州（東部）自動車産業拠点投資説明会を開催した。増城市政府は８１Ａ５５ムー

（１ムーはＢ３Ｂアール）の土地を工業用地として進出企業に提供し、また投資額が６１５５５万ドルを超

える企業に対し、一連の優遇措置を実施した。また、増城市は外資企業を誘致するために、交通、

通信、電気や工業用水の供給などのインフラ整備、公平性を保つ競争環境の改善なども迅速的に

取り組んでいる。

　一方、増城市政府は産業構造の転換を進めるために、７５５8年にＡ９の PCB（Pおinがed  Ciおcきie 

Boaおd）工場や９9のセメント工場を閉鎖させた。これにより、８万Ａ１５５５ボルトの電力消耗の節約

ができるとともに、８１７５５トンの SO７排出が削減され、７１５５９ムーの工業用建設地を獲得した。

３．２　南沙区

　南沙開発区は６99８年に国務院の認可により、国家レベルの開発区として設立された。同区の面

積はＡ７7平方キロであり、常住人口が約７９万人である。広州市政府が７５５６年に打ち出した「南沙

大開発」戦略により、南沙区政府はインフラの整備に着手した。重工業の基盤が未整備であった
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南沙区は、自動車、鉄鋼、造船、石油化学、ハイテクおよび港湾物流などの７大産業を重点的に

発展させる方針を定めた。その後、南沙は急速に発展し、工業総生産は７５５７年のＢ６億7１５５５万元

から７５５7年に8Ａ８億元７１8５５万元に急増した。７５５7年、軽工業と重工業の割合は６Ａ：8Ａとなってい

る。そのうち自動車産業の生産高は９Ｂ６億７１５５５万元であり、南沙区経済全体のＡ９３7％を占めてい

る。

　南沙区開発の指揮機関である南沙経済技術開発区管理委員会は、事実上南沙区人民政府との統

一機関である。そのため、開発区の建設に必要なインフラ基盤の整備や行政サービスの提供が迅

速に行うことができた。７５５９年にトヨタの進出を受け、広州市政府は市エリアから南沙まで達す

る地下鉄４号線を開通させた。また市内に直結した南沙港快線と呼ばれる高速道路も建設され

た。現在、港湾エリア、龍穴島保税物流区および広東南沙輸出加工区は、中国で最も開放度が高

く、制度が完備された保税港湾区となっている。一方、南沙区政府は外資企業の誘致を促進する

ために、サービス・センターを設置し、日本語を話せるスタッフを配置し、外資企業の進出手続

きや現地での生産活動をサポートしている。

　南沙国際自動車産業園は、総７６３Ａkm７の面積を持ち、Ａ区とＢ区に分かれる。Ａ区は約７５平方

キロあり、広州トヨタエンジン工場と組立工場、また１次サプライヤーが集まっている。産業園

内には組立および部品生産区、研究開発区、物流区、総合的サービス提供などの機能が備わって

いる。Ｂ区は南沙開発区の中部にあり、総面積はわずか６３Ａkm７であるが、インフラが完備されて

いる。現在、主にトヨタ自動車の２次、３次サプライヤーや、物流サービス企業を中心に企業誘

致が行われている。また、産業園の管理会社は進出企業に社宅、食堂、文化娯楽などの施設を提

供しながら、緑化、掃除、照明などのメンテナンス管理も行っている。

　南沙区政府は香港資本や日系企業を誘致する一方で、これまで進出の少なかった欧米企業への

誘致も進めている。南沙は広州市の産業構造の調整による一部の優良の国有工業企業の移転も受

け入れている。そのほか、臨海都市としての地理的優位性を活かし、先端技術産業や文化創意産

業の発展も促進している。

３．３　花都区

　花都区は広州市北部に位置し、総面積9Ｂ8km７である。花都自動車城は、７５５８年に広東省政府

の認定により設立された。「新産業、新城区」として、広東省では最初の自動車生産基地であった。

花都区政府は、第６Ａカ年計画において「発展第一、工業第一、汽車第一」といった発展方針を挙

げ、花都自動車城の建設を最も重要なプロジェクトとして支援している。

　花都区には、完成車生産区、自動車開発区、自動車部品工業園区、自動車貿易サービス区、物

流センター、行政管理区、輸出加工区、自動車テーマパーク、居住生活区の九つのエリアが建設

されている⒃。花都自動車城はＡ５km７を有し、第１期の建設面積が６Ａkm７である。現在すでに東

風日産など６８５社の企業が進出している。また工商銀行や招商銀行、農業銀行などの金融機関も

進出し、汽車城発展のための金融サービスを提供している⒄。
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　汽車城の運営は汽車城管理委員会によって行われている。また、管理委員会は区政府の管轄下

に入っている。同委員会により、土地の徴収、立ち退き、補償、外資の誘致、プロジェクト支援、

公共サービスの提供などの業務を含め、統一的な計画・管理を行っている。

　また、花都区政府は「汽車城の開発建設を促進する政策規定」を制定し、土地利用や水道、電

力、資金支援、申請手続きの簡素化、ワンストップサービスの提供による投資コストの削減を目

的に投資環境の改善を図っている。投資企業に対して専用のサービス・センターを設け、企業を

設立する一連の手続きが一か所でまとめて行えるようになった⒅。投資総額８１５５５万 US ドル以下

の企業の場合、申請書類が揃えれば、７日間以内に営業許可証が発行される。また、区政府は共

同審査会議制度を設け、各部署を集めて同時審査を行うことによって、従来では１ヵ月要する審

査手続きを６Ａ日間に短縮させた。また、花都区委員会は五つのチームを組み、日本、イギリス、

マレーシア、韓国、香港、台湾などの国・地域に行き、積極的な PR活動を行った。そのほか、

進出した日系企業の増加に対応し、日本語中・小学校を設立し、病院などの公共機関では日本語

のサービスを提供することにも取り組んでいる。

　また、花都では中国初めての自発的な業界社団法人である「広州花都自動車産業協会」が設立

された。同協会は様々な業界活動を主催することにより、花都自動車産業全体の発展を促進させ

ようとしている。花都汽車城管理委員会との共催で企業の情報化管理フォーラムを行う一方で、

広州汽車学院と共同で専門家を招いた人材育成の研究会を開いている。

４．まとめ

　以上のように、広東省の自動車産業の地域集積が形成する過程においては、省・市・区の地方

政府が重要な役割を果たしているということが明らかになった。

　広東省政府は、従来の発展パターンを是正する方針のもとに重工業部門の比率を高め、特に裾

野が広く付加価値の高い自動車産業を経済発展の新たな牽引力として取り入れた。また省政府

は、先進地域の構造転換や後発地域への産業移転を調整し、地域全体の発展を図ろうとしている。

さらに、道路などのインフラ整備を強化し、広州と省内の他新興都市との連携を強めることに

よって、省内での自動車部品の調達率を高め、自動車産業を広東省に根付かせようとしている。

　一方、産業集積の中核地域である広州市においては、市政府の役割が最も重要であった。産業

構造の転換を進行させるとともに、市政府は旧合弁事業の広州標致の失敗の経験から、広州市内

の自動車関連企業を整理・再編し、国有企業の広州汽車集団を設立させた。政府トップによる自

動車産業を基幹産業に育成する方針を堅持し、経済貿易委員会などの政府機関が自動車および部

品企業の進出に様々な支援を提供した。こうした強力な政治的なバックアップを背景に、広州市

の自動車産業は急速に発展した。

　しかし、自動車生産の後発地域である広州にとって、部品産業基盤の脆弱さや自動車の製造技

術の遅れを克服するためには、外資の手に頼らざるを得ない。つまり、外資導入策の成否は自動
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車産業の発展に直接につながるのである。ホンダやトヨタの進出においては、広州市政府の役割

が大きかったが、それらの関連部品メーカーの誘致に際して、進出先の市・区政府が重要な役割

を果たしたのである。増城市、南沙区、花都区の政府は、それぞれの地域の状況に合わせて政策

を講じ、自動車産業の発展に取り組んでいる。

　増城市の場合、自動車産業への構造転換をしながら、廃水ゼロを実現した広州ホンダなどの環

境配慮型の製造企業を積極的に誘致している。また同市は広州市に接近しているため、交通が発

達している。市政府による工業用地の提供や安い地価は、外資進出に良い条件が揃っている。

　一方、南沙区は増城市と違い、工業基盤が極めて弱かった。区政府はインフラの整備を急ぎ、

特に重工業を重点的に発展させる方針を挙げた。トヨタエンジン工場と組立工場、またその１次

サプライヤーの進出により、南沙区の自動車産業が急速に発展し、区全体の工業総生産高の半分

以上を占めるようになった。

　花都区は広東省最初の生産基地として、日産およびその関連部品メーカーの進出を受け入れて

いる。花都区の汽車城には自動車の部品生産、完成車組立、物流、輸出加工などの一連の機能が

完備して、金融機関も備わっており、総合的生産基地となっている。

　それぞれの集積地において、地域の発展状況や産業基盤、進出企業の戦略展開の違いなどに

よって、政府の発展方針には異なる点が見られる。しかし、いずれの地域の政府も、行政サービ

スの効率性を高め、企業の進出手続きをサポートする体制を充実させ、また土地使用や税制面で

の優遇措置を実施することによって投資環境を改善させるなど、積極的な誘致政策を取ってい

る。

　このように、広東省における自動車産業の地域集積は、単に市場や企業の戦略行動によって自

然に形成したものではなく、各レベルの地方政府が地域経済発展を図るために、計画的に実施し

た産業の高度化戦略がもたらした結果とも言える。自動車産業を基幹産業に育成するプロセスの

なかで、広州市政府が強力なバックアップをし、市・区政府はコーディネーター的な役割を果た

し、外資企業の進出が受け入れた。しかしこの場合、政府の誘致政策は外資企業の海外進出戦略

のタイミングにも合わせなければならないし、それが成功するか否かは産業集積の形成に直接的

に関わってくる大きな問題である。これは、後発地域における産業集積が形成される一つのパ

ターンとも言えるであろう。
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  （李　　　雪）

第４節　広州市花都汽車城──東風日産の城下町

１．はじめに

　中国語で「汽車城」とは自動車「産業クラスターと都市化の有機的結合の産物」⑴であると説

明される。日本流にいえば、自動車企業の城下町のことである。世界的に有名な「汽車城」には、

アメリカのデトロイトや日本の豊田市、ドイツのヴォルフスブルク（フォルクスワーゲン社）、

イタリアのトリノ（フィアット社）などがある。

　一方、中国で形成されている「汽車城」には、本節で考察する「広州花都汽車城」（東風日産、

計画面積Ａ５km７）のほか、現在最大規模の「上海国際汽車城」（安亭地区、上海大衆、総投資額

Ａ５５億元、敷地面積Ｂ8km７）や「長春汽車城」（一汽集団、計画面積６５５km７）、「北京順義汽車城」

（北京現代、北京ジープ、Ｂ３７Ａkm７）、「武漢汽車城」（東風集団、計画面積Ａ５km７）などがある⑵。

　広東省広州市北部にある花都区で東風日産を中核とする「汽車城」が形成されているが、その

目的は自動車産業を集積して、自動車産業を花都区、ひいては広州市の基幹産業に育成すること

である。以下、まず花都区の現状を概観し、次に花都汽車城の歴史、現状、課題について考察す

る。

２．花都区の概況

２．１　位置と交通

　花都区（旧名、花県）は広州市の北部（市中心部から７７kmの距離）、珠江デルタの北端に位

置する。面積は9Ｂ8km７、戸籍人口はＢＡ万６１Ｂ５５人（７５５9年末）である。歴史的には清末の太平天

国運動の指導者・洪秀全の故郷として知られる。
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　同区はきわめて交通至便なところに位置している。まず、同区には７５５９年８月にオープンした

広州白雲国際空港（中国三大空港の１つ）があり、広州地域における空の玄関口となっている。

同区の行政中心（新華鎮）から空港までの距離は約６kmで、所要時間わずか６５分と非常に近い。

　次に、現在同区には５本の高速道路が通っている。すなわち、広清（広州─清遠）高速道路、

京珠（北京─珠海）高速道路、空港高速道路、広州北二環高速道路、北三環高速道路である。こ

れらの高速道路を利用すれば、広州市中心部まで７５～７Ａ分、また仏山市までＡ５分、東莞市まで９５

分、そして深圳市までＢ５分ほどで到達できる。

　さらに鉄道は、中国の南北大動脈の幹線鉄道である京広（北京─広州）鉄道が通り、同区に広

州北駅が設置されている。地下鉄は、７５６７～６８年に広州市中心部と同区を結ぶ地下鉄９号線と６９

号線が開通する計画になっている。

　同区には河川港の花都港（国家二類港湾、水深４m）があり、６１５５５トン級の貨物船が接岸で

きる。税関等があり、自動車部品の輸入に利用されているが、大型の自動車運搬専用船は入港で

きない。

２．２　基幹産業

　花都区は①自動車、②皮革製品、③ジュエリー、④空港経済が四大基幹産業となっている。同

区内の「花都汽車城」（後述）には東風日産の花都工場があり、部品メーカーも多数進出し、自

動車産業の集積が進んでいる。同区の工業生産総額のうち自動車産業の占める割合は、７５５Ａ年頃

には約３分の１にすぎなかったが、７５５9年には約６割に達した。短期間のうちに、自動車産業は

同区最大の基幹産業に飛躍したのである。一方、広州白雲国際空港の周辺に「空港経済区」（後述）

が設けられ、空港経済（物流など）が急速に発展しつつある。

　こうして花都区は、自動車産業（完成車製造、部品生産）と空港物流が結びつく形で自動車の

産業リンケージが形成された地域となっている。

　同区北部にある獅嶺鎮は皮革製品関連産業の非常に盛んな地域で、７５５７年には中国工業連合会

から「中国皮具之都」（「皮具」は皮革製品の意味）の称号を与えられている。獅嶺鎮郊外には、

広州四大卸売市場の１つといわれる「獅嶺（国際）皮革皮具城」（敷地面積９５ha、建設面積約Ａ５

万m７、店舗数約８１８５５）が建設されている。現在、花都は中国最大の皮革製品生産・販売の拠点、

皮革製品原材料の集散地に成長している。皮革製品の取扱量は中国全体の約３分の１を占める。

　さらに、ジュエリー産業が７５５６年ごろから発達し始め、新しい基幹産業となっている。新華鎮

に、７５億元を投資した中国最大規模のジュエリー加工・物流基地の「中国花都（国際）珠宝城」

（約８８８ha）が建設され、台湾・石頭記（広州石頭記飾品有限公司）をはじめ、台湾、香港、ト

ルコ、ポーランド、アメリカなどから88社のジュエリー生産・加工企業が進出し、ジュエリー産

業の一大集積地となっている。

　「７５５9年広州市花都区統計公報」によると、７５５9年度花都区の工業総生産額は６１８７５億７１7５５万元

に達し、対前年比６９３７％の増であった。また一定規模以上の工業のうち、完成車企業の生産額が
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Ｂ９９億Ａ１８５５万元（対前年比Ａ５３９％増）、自動車部品企業の生産額が６7７億8１Ｂ５５万元（同９8３Ａ％増）

に達した。業種別にみると、第１位の交通運輸設備製造業が8８８億Ｂ１Ｂ５５万元（同９Ｂ３9％増）、第２

位の皮革・毛皮・羽毛製品業が８7億８１Ａ５５万元（同９３8％増）となっている。以上の数値から、花

都区では自動車産業の比重が圧倒的に大きいことがわかる。また同区の第１次、第２次、第３次

産業の比重は９３９：ＢＡ３６：８５３Ａとなっている⑶。

２．３　空港経済

⑴　空港経済区

　広州白雲国際空港の存在は花都区の経済成長をさまざまな形で促している。空港周辺では、総

面積８Ｂkm７の広大な「空港経済区」が建設され、高付加価値・技術集約型企業などの誘致が図ら

れている。この空港経済区は①空港ハイテク・物流産業区（６Ｂkm７）、②加工・物流・保税区、

③空港ビジネス区などから構成されている。

　まず、空港ハイテク・物流産業区では、航空機材の加工、航空機の部品製造などの航空工業を

重点的に発展させ、また自動車部品、製薬、医療器械、IT製品などの製造業も発展させている。

次に、加工・物流・保税区では航空貨物、飛行機修理、保税航材配送、物流、倉庫などを主に発

展させている。世界最大の総合航空貨物輸送会社の「FedEぐ」（フェデックス）はこの区画に進

出した。さらに、空港ビジネス区では香港のホープウェル（合和）集団が都市開発プロジェクト

を推進している。「合和」ニュータウンが建設され、マンションなどが分譲された。空港ターミ

ナルまで近いという地の利を生かしてホテルやオフィスビルなども建設されている。

　空港経済区には、アメリカのFedEぐ、UPS（Uniがed Paおcel Seおぎice）、BAX Global、オランダ

のTNT、ドイツのDHLなど世界的に有名な国際総合輸送会社を含む６８５余りの物流企業がすで

に進出している⑷。なかでもFedEぐ がフィリピンを引き揚げて、この広州白雲空港のハイテク・

物流産業基地に拠点（施設面積Ｂ８ha、総投資額７９億９１Ｂ５５万元）を置くようになることの意味は

大きい。今後広州白雲国際空港が拡大・整備されるに伴い、将来東アジア全体をにらんだハブ空

港になっていく可能性が高い⑸。

　７５５9年４月、花都区の王中丙区長は広州白雲国際空港の周辺地区に総面積６５５km７の空港経済

区を建設する計画であると述べた⑹。現在の空港経済区（８Ｂkm７）は今後さらに拡大され、

６５５km７→７５５km７→９Ｂ５km７へと広域の空港経済圏に発展させる計画である。

　ちなみに中国では広州白雲空港経済区のほかに、北京首都空港経済区や上海虹橋空港経済パー

ク、青島流亭空港物流パークなどの空港経済区（空港経済パーク）があり、激しい競争が繰り広

げられている。

⑵　空港経済の発展戦略

　広州白雲国際空港の７５５8年度の年間旅客数は８１８９９万人で、北京首都空港（Ａ１Ａ9９万人）に次ぐ

全国第２位であった。一方、貨物取扱量は年Ｂ8万Ａ１５５５トンで、上海浦東空港（７Ｂ５万トン）、北

京首都空港（６８7万トン）に次いで全国第３位であった⑺。
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　広州市政府は、広州白雲国際空港のさらなる発展を図るべく「広州空港経済発展計画綱要

（７５６５－７５７５年）」を策定・発表した。計画によると、７５７５年までに年間旅客数を7１５５５万人、年

間貨物取扱量を年８Ｂ５万トンにする予定である。そのために、具体的に次のような措置が講じら

れている。

　⑴３本目の滑走路（FedEぐ の専用滑走路になる予定）を建設する。⑵７５６８年までに第２ター

ミナルを建設する。⑶空港経済の影響力を高めるため、白雲国際空港を中心とする総合交通体系

を整備する。具体的には、①空港と広州北駅（花都区）を結ぶ鉄道を敷設し、鉄道網とリンクさ

せる、②地下鉄３号線北延線、９号線、６９号線の建設を加速する、③広楽高速道路、珠三環高速

道路、大広高速道路などの高速道路建設を加速し、７５６７年までに空港が計６７本の高速道路とつな

がるようにし、珠江デルタ２時間交通圏を形成する。

　発展計画によると、今後６５年間かけて「広州空港経済区」を成熟した第４代の「国際空港経済

区」に発展させる計画である。広州空港経済区の範囲は、計画では花都区のほか、白雲区、従化

市の一部も含み、総面積は広州市面積の６％に当たる約９Ｂ５km７に及ぶことになるという。

３．花都区自動車産業基地（「花都汽車城」）

　７５５8年に中国最大の自動車生産拠点への躍進を果たした広州市には、３つの自動車産業集積地

がある。すなわち北部自動車産業基地（東風日産のある「花都汽車城」、広汽日野基地）、東部自

動車産業基地（広州ホンダ基地）、南部自動車産業基地（広汽トヨタのある南沙国際汽車城）で

ある。この中で北部の「花都汽車城」は、広東省政府が唯一認可した省クラスの「汽車城」（自

動車タウン）と位置づけられている。

３．１　「花都汽車城」形成の経緯

　中国南部の広東省は自動車消費の旺盛な地域であったにもかかわらず、長らく「自動車産業不

毛地帯」であった。その状況を一変させる契機となったのは、広州市に進出したホンダ（広州ホ

ンダ）が６999年に高級車のアコードを投入して劇的な成功を収めたことである。中国第３位の自

動車集団の東風汽車は広州ホンダの成功などに刺激されて、７５５６年に広東省広州市花都区に進出

し、東風日産の前身である広州風神汽車有限公司を設立した。この点につき、ある中国側文献は

「広州ホンダ発展のモデル効果の下、７５５６年に東風汽車は南下し、広州花都に広州北部汽車城を

構築すべく、広州風神汽車有限公司を設立した」⑻と記述している。

　その後、東風汽車は花都区政府と協力して、完成車工場周辺の広大な地域に自動車部品メー

カーや研究開発拠点、人材養成学校、職員住宅などを取り囲むように集め、自動車産業の集積し

た企業城下町「花都汽車城」を形成していった。

　ところで、東風汽車はなぜ新たな進出先を広州市花都区に決めたのだろうか。当時、東風汽車

には２つの選択肢があった。１つは広東省西部の湛江市にあった湛江三星汽車製造公司（マイク

ロバス製造）と提携する道、もう１つは広州花都区において現金輸送車やパトカーなどを生産す
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る工場をもつ公安部系の京安雲豹汽車製造公司（以下、雲豹汽車という）と提携する道である。

東風汽車は、広州ホンダの成功に刺激を受け、広州に地の利を感じたことと、雲豹汽車に自動車

組み立てラインがあったこと等を考慮に入れ、最終的に雲豹汽車を選択した。東風汽車は雲豹汽

車を管轄する公安部との関係を利用して同部と交渉を行った。

　東風汽車、雲豹汽車、台湾裕隆汽車の３社の合弁会社として設立された広州風神汽車は設立当

初、雲豹汽車に委託加工の方式でブルーバードの生産を代行させていたが、７５５６年から風神汽車

のチームが雲豹汽車を直接管理する形になり、同年７月には買収案を提示した。しかし、１つに

は合弁企業であった雲豹汽車の買収手続きが面倒であったこと、２つには風神汽車の業務委託を

受けて経営状況が好転した雲豹汽車側にフィアットや韓国企業、台湾裕隆と合弁する動きがあっ

たため、別の道を模索することになった。すなわち、雲豹汽車の最大の債権者（東方資産管理公

司）が、所有する６７億元の債権を買い取って風神汽車自身が雲豹汽車の最大の債権者となり、最

大の株主となるという道である。

　当時、雲豹汽車には８５５余の債権者がおり、負債額が７８億元に達し、すでに債務超過となって

いたという。そこで７５５６年末、風神汽車は雲豹汽車を破産させることにした。法院の破産宣告の

下、風神汽車は雲豹汽車のすべての債権者と協議をし、債務を完済して、ついに７５５７年７月に雲

豹汽車を完全に手中に収めた⑼。

　一方、風神汽車の成功を目の当たりにした花都区の党委員会や政府は、技術集約型で産業の裾

野が広い自動車製造業を発展させればこれまでの同区の工業問題（小規模、低い技術水準、低い

製品競争力）を一挙に解決できるという認識に至り、直ちに自動車産業を花都区の基幹産業とし

て位置づけ、「発展第一、経済第一、工業第一、自動車第一」という発展戦略を打ちたて、風神

汽車の花都区での発展を全面的に支援した。当時、「風神汽車の従業員が安心して生産に専念で

きるようにし、生産以外のことは花都区がやろう」といったスローガンが叫ばれた。

　花都区政府の果たした役割について、同政府自身は次のように評価している。花都区党・政府

の「指導者が重視し、各方面が支援したために風神公司は花都での発展に対する自信をより深め

ることができ、そのことが東風日産の全面的な合弁、乗用車プロジェクトの推進を促した」⑽。

　７５５８年６５月７8日、広東省政府は広州花都自動車産業基地（花都汽車城）の設立を認可した。広

州市には東部や南部にも自動車産業基地があるが、省政府が認可した省クラスの自動車産業基地

はこれが唯一である。この花都汽車城第１期（用地面積６Ａkm７）建設工事は、広州市の７５５９年度

の重点建設プロジェクトとされた。花都汽車城の開発・建設や管理は、上級管理部門の広州花都

汽車城管理委員会の下にある「広州花都汽車産業基地発展有限公司」が当たった。

　企業誘致や資金導入などの面で、広州市の党委員会や政府の指導者が果たした役割は小さくな

かった。指導者自らが条件交渉をしたり、プロジェクト推進過程で発生した問題の解決に当たっ

たりしたこともあったという。また花都区の党委員会や政府の指導者も外国に赴いて誘致活動を

したり、自動車産業の投資家が遭遇した問題の解決に当たった⑾。さらに政府は、インフラ建設
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のために多額の資金を提供した。

　花都汽車城の形成に当たっては、⑴自動車産業、とくに部品メーカーの誘致、⑵人材の育成、

⑶完成車メーカーと部品メーカーの連携に有利であることが考慮された⑿。

３．２　「花都汽車城」の発展計画

　花都汽車城の全体の計画面積はＡ５km７に達する。第１期から第５期までの計画が策定されてい

る。第１期（自動車産業分区）の用地面積は６Ａ３９7km７で、完成車生産区、自動車研究開発区、自

動車部品・部材区、自動車科学教育区、自動車交易区、文化娯楽・スポーツ・観光区、輸出加工

区、物流センター区、総合工業区の９区からなる。東風日産を中核として自動車関連の産業、人

材育成、研究開発がリンケージするように設計されている。すでにインフラ建設と企業誘致は終

了した。

　現在（７５５8年４月）、第２期の建設が推進中である。第２期地区は第１期地区の西部に位置し、

用地面積は7３Ａ8km７で、一類工業用地が主となっている。また第３期地区（用地面積は７３ＢＢkm７）

は第１期地区の西南部に位置し、花都港の発展に備え、倉庫物流用地や二類工業用地が主となっ

ている。そして第４期地区（用地面積は７３８８km７）は第１期地区の東部に位置し、二類工業用地、

商業用地、二類居住用地が主となっている。自動車企業の従業員が快適な居住場所を確保できる

よう不動産（マンション）開発がなされている。同じく、第１期地区の東部に位置する第５期地

区（用地面積は８３５６km７）は、計画中の段階にとどまっている。

　花都区政府が打ち出している発展全体計画は、「汽車城を自動車製造、研究開発、交易、物流、

サービス、観光などが一体化した国際性、先進性、生態（エコ）性を備えた新型都市に発展させ

る」、すなわち自動車関連産業の集積が進んだ都市にすることを目標にしている。また就業者５

万人と居住者７５万人を目標にしている⒀。

３．３　自動車産業

⑴　完成車メーカー

　現在、花都区には３つの完成車メーカーがある。すなわち、東風日産有限公司、広州風神汽車

有限公司、広州羊城汽車旅行車有限公司である。７５５９年段階の３社の規模は、東風日産（工業総

生産額６６８億8１8５５万元、従業員数Ａ79人）、風神汽車（５億７１５５５万元、６１99７人）、羊城汽車旅行車

（7１Ａ５５万元、8Ｂ人）であった。７５５Ｂ年には東風日産の従業員数は６１7７Ａ人に達している。以下、花

都汽車城において圧倒的な存在となっている東風日産の歩みについて考察したい。

　６999年６６月、日産自動車と東風汽車（中国三大自動車集団の１つ）はブルーバードの技術移転

に関する協定を結んだ。日産と東風汽車との関わりはここから始まる。

　７５５５年３月、東風汽車は台湾最大手の自動車メーカー裕隆汽車製造株式有限公司（日産が一部

出資）とＢ５％対９５％の出資比率で、乗用車生産の合弁企業「風神汽車有限公司」（資本金６３８億元）

を深圳で設立した。従来トラック生産が中心で乗用車生産の経験が浅かった東風汽車の狙いは、

風神汽車を通して、委託生産方式を利用することで日産から乗用車生産の先進技術を導入するこ
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とにあった。同年４月、湖北省の東風汽車襄樊工場でブルーバード（風神Ⅰ号）の生産が開始さ

れた。また、広東省広州市花都区新華鎮の雲豹汽車でもブルーバードの委託生産がなされた。

　７５５６年６７月、東風汽車と台湾裕隆はＢ５％対９５％の出資比率で「広州風神汽車有限公司」（資本

金５億７１５５５万元）を設立した。その後、雲豹汽車を買収し、同社の工場を改造して広州風神汽

車の工場を造った。そして風神汽車の主体は深圳から花都に移転した。

　７５５８年６月９日、日産と東風汽車はＡ５％対Ａ５％の出資比率で「東風汽車有限公司」（資本金６Ｂ7

億元）を湖北省武漢で設立し、また６月６Ｂ日広州風神汽車有限公司を基礎として「東風汽車有限

公司乗用車公司」（東風日産乗用車公司）を花都で設立した。花都工場は広東省十大重点プロジェ

クトの１つに位置づけられた。こうして花都は、日産の中国における最大の乗用車生産基地と

なった。

　７５５９年５月、花都で年産６Ａ万台の生産能力をもつ新工場（敷地面積６7５万 m７、建築面積６５万

m７）が完成し、正式操業を開始した。その後、７５５Ｂ年２月末には新エンジン工場「東風日産発

動機公司」（総投資額８５億元、工場敷地面積８9万m７）も完成し、エンジン内製の体制が整った。

　一方、研究開発面では７５５Ｂ年３月に華南地区最大規模の研究開発拠点である「東風日産乗用車

技術中心」（総投資額３億８１５５５万元、総敷地面積７５万 m７）がスタートした。これは、日産が日

本以外で設立した３番目の R&Dセンターである。さらに７５５7年２月、「広東省乗用車及び部品

（零部件）工程技術研究開発中心」が正式に東風日産乗用車技術中心内に設置された。

　７５６５年５月、東風日産の第二工場（投資額Ａ５億元）の建設が始まった。７５６７年に完成の予定で、

最大生産能力は年産７９万台となる。現在の花都工場の生産能力（８Ｂ万台）と合わせれば一挙にＢ５

万台になり、華南地区最大の自動車製造基地となる。

　花都工場では、７５５８年にサニー、７５５９年にブルーバード、７５５Ｂ年秋にブルーバード・シルフィー

の生産が開始され、今では「奇駿」（X２TRAIL）、「騏達」（TIIDA）、「頤達」（TIIDA）、「軒逸」

（SYLPHY）、「駿逸」（GENISS）、「驪威」（LIVINA）、「逍客」（QASHQAI）などの車が製造さ

れている。

⑵　部品メーカー概況

　７５５Ａ年時点の統計によると、広東省の部品メーカー（部材メーカーを含む）は約７9５社存在し、

うち日系の部品メーカーは約７７５社に上り、全体の7Ｂ％を占めていた。系列別では日産系が約１

割、ホンダ系が約３～４割、トヨタ系が２割強、独立系・その他が約３割という構成比であった。

日産系の比重はそれほど大きくなかったといえる。

　その後、日系部品メーカーの広東省進出は一段と活発化した。広州市対外貿易経済合作局の統

計によると、７５５8年末、広東省の自動車及び部品メーカーは６１Ａ５５余社に上り、都市別内訳では

広州市９Ａ５社（８５％）、仏山市７Ａ５余社、深圳市８５５余社、東莞市６５５余社、中山市９５余社であった⒁。

　広州市進出の部品メーカー９Ａ５社中、花都汽車城に進出した部品メーカーは約６７５社（広東省の

８％、広州市の７7％）に上り、投資総額は約６Ａ５億元に達した（７５５Ｂ年８月末）。うち投資額８１５５５
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万ドル以上の企業は約６５社、Ａ５５万ドル以上の企業は約９５社であった。また、汽車城第１期地区

の部品・部材区に進出した部品メーカーは、全体の４分の３を占める約9５社ほどであった⒂。こ

れは、約４分の１の部品メーカーが花都区には進出したものの、政府の期待通り汽車城内の部

品・部材区には進出しなかったことを意味している。

　ところで、花都汽車城に進出した部品メーカーのうち、日系部品メーカーの占める比重はどの

くらいだろうか。企業数では全体の７Ｂ％を占める８７社にすぎないが、投資額（8９億8１５５５万元）

は全体のＡ7％を占めた（７５５Ｂ月８月末）⒃。

　花都汽車城の形成に当たっては、とくに部品メーカーの誘致に力点が置かれたことは言うまで

もない。しかし、その企業誘致は広州市内の他の区（黄埔、増城、南沙）や珠江デルタ内各市（仏

山、中山、東莞、恵州、珠海など）との激しい誘致合戦の中で必ずしも順調にはいかなかった。

たとえば、日産系列の部品メーカーとして知られる橋本フォーミング（阿迪雅汽車用品有限公司、

合弁）は完成車メーカーのない仏山市南海区に進出している。また同じく南海区に進出したトヨ

タ系列のアイシン精機は、トヨタだけでなく東風日産にも部品を供給している⒄。

　多くの部品メーカーが完成車メーカーのすぐ近くに進出することを希望せず、完成車工場から

車で約２時間の物流圏内に工場を建てる理由は何であろうか。１つは、広州市に進出したホンダ、

トヨタ、日産とそれぞれ等距離の関係を保つためである。２つは、独立性を保つためである。一

定の距離を保持すれば、完成車メーカーによる検査を減らすことができる。３つは、労使関係を

安定させることができるからである。一般的に、完成車メーカーのほうが部品メーカーより従業

員の給料が高い。両工場の距離が近すぎると給料の比較がされやすくなる。４つは、ライバル地

区の政府のほうが企業に対するサービスがよいからである。たとえば、工場がまだ出来上がって

いないときでも、事務所の場所や設備を提供してくれるなどのサービスが他の地区ではあった⒅。

　花都汽車城では、完成車メーカーと部品メーカーの連携に有利であることを考慮し、部品メー

カーに対し自動車部品・部材区に囲い込む形での誘致を図ったが、事前に部品メーカーの特性を

読みきれず、当初の期待通りの成果が上がらなかった。日系の自動車部品メーカーを誘致する上

で、空港へのアクセスがよいという花都区の強みは必ずしも効果的ではなかったといえよう。花

都区における完成車メーカーと部品メーカーとの関係は、珠江デルタ約２時間物流圏という広域

的な観点で考えていく必要があるのはなかろうか。

⑶　日系部品メーカー

　東風日産は、中核のサプライヤーに対して花都汽車城の内側に集中して抱え込む体制をとって

いる。一方、汽車城の外の花都周辺でも日系を含む６５５社以上の部品メーカーが集っている。完

成車メーカーとサプライヤーとの間の物流は、ミルクラン方式で行っている。

　広州ホンダの場合、部品メーカーは珠江デルタの各市に幅広く分散しているのが特徴である。

また広汽トヨタの場合は、大手１次サプライヤーは完成車工場の周辺６３Ａkm圏内に集中し、それ

以外のサプライヤーは同社工場のある南沙区から８５分圏内に分散して分布している。
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　花都区に進出した主な日系部品メーカーは、以下のとおりである。まず、エンジン系部品メー

カーとしては、日産と東風汽車の合弁会社である東風日産発動機公司（エンジン組立）のほか、

カルソニックカンセイ（排気系システム、独資、投資総額２億９１8５５万元）が進出している。次に、

駆動系部品メーカーとしては日立ユニシア（パワーステアリング、独資）やヨロズ（サスペンショ

ン、合弁、投資総額Ｂ１9５５万元）、桐生機械（ブレーキ、独資）などが進出している。

　また、外装部品メーカーではアルファ（ドアハンドル、独資）、鬼怒川ゴム工業（ボディシール、

独資）、西川ゴム工業（ボディシール、独資）、三池工業（車体プレス部品、独資）、ユニプレス（車

体プレス部品・同金型、独資、投資総額３億Ｂ１８５５万元）、シチズン精密（外装部品・金型）など

が進出している。さらに、内装品メーカーにはカルソニックカンセイ（インストルメントパネル、

独資）、タチエス（シートアジャスター、独資、投資総額１億Ｂ１7５５万元）、富士機工（シートトラッ

ク、独資）、今仙電機製作所（シートトラック、独資）、河西工業（ドアトリム、合弁）、緑安全（シー

ト用皮革製品）、関東工業（シートカバー）、東洋クオリィティワン（シート、ドア、天井等の内

装材）、南条装備工業（ドアトリム等）などがある⒆。

　その他、エイチワン（車体骨格部品）、マーレテネックス（自動車用フィルター）、日本特殊塗

料（防音材）、三井物産（コイル加工）、キョクトー（溶接機械）、星ダイカスト（ダイカスト製品）、

第一金属工業（自動車プレス製品）、伊藤忠・丸紅（コイル加工）、ネツレン高周波熱錬（部品の

熱処理受託加工）などの部品メーカーも進出している。

　このうち、日産系列の部品メーカーはカルソニックカンセイ、ヨロズ、桐生機械、鬼怒川ゴム

工業、タチエス、富士機工、河西工業の計７社であった。この時点では、日産系列の部品メーカー

として知られる計７７社中、７社しか進出していない⒇。

⑷　その他

　７５５Ｂ年秋、花都汽車城に政府、大学（華南理工大学）、企業（広州雲峰企業集団）が提携して

設立した「華南理工大学広州汽車学院（Gきangげhoき  Aきがo  College  Soきがh  China  Uniぎeおかiがけ  of 

Technologけ）」（総投資額６億元、建築面積８Ｂ３8万 m７）が開校した。自動車工程学部、機械・電

力設備工程学部、電子・情報工程学部、経貿・管理工程学部など７つの学部があり、また車両工

程、自動車サービス工程、機械工程・オートメーション、工業設計、国際経済・貿易など６8の専

攻がある。同学院は主に自動車関連産業発展のための人材を養成することを目的に創立された。

　このほか、汽車城には広州汽車製造物流センターや広州花都区税関保税物流センターなども設

置されている。

４．問題点と課題

　花都区政府は、７５５Ａ年の時点で花都区の自動車産業の発展段階を次のように描いていた。雲豹

汽車の自主的発展のあった第１段階、広州風神汽車が自動車産業の基礎を築いた第２段階、東風

汽車と日産の合弁企業である東風日産によって質的飛躍を遂げた第３段階、そして韓国の現代自
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動車が空港経済区に進出し、乗用車（東風日産）に商用車（現代）が加わり、総合的な自動車産

業基地になるという第４段階である�。

　７５５Ａ年６月、広州汽車集団と現代自動車は合弁会社「広州現代汽車」を設立し、７５５7年までに

商用車（トラック、バス）の生産工場を建設することで合意し、覚書に署名した。この覚書は、

⑴７５５7年までに年間２万台の商用車を生産するため、両社は合弁企業に４億８１５５５万ドルを投じ

る、⑵７５６６年までに生産能力を年間７５万台に引き上げるため、８億６１５５５万ドルを追加投資する、

⑶協力には研究開発や販売、アフターサービスも含まれる、という内容であった。

　しかし、７５５Ｂ年４月、現代自動車会長の鄭夢九（チョン・モング）が不正資金疑惑で逮捕され

る事件が起き、海外案件は凍結状態となってしまった。そして７５５8年７月、採算面や戦略の食い

違い等もあり、両社は合弁事業を白紙撤回した。こうして、花都区政府が描いた「乗用車＋商用

車」の総合的な自動車産業基地にするという計画は頓挫してしまい、新たな合弁相手捜しを模索

することになったのである。

　花都区の自動車産業が持続可能な発展をする上で克服すべき課題となるのは、次の２点であろ

う。１つは、中国の地場部品メーカーの発展が立ち後れていることである。それは、広東省の完

成車メーカーの生産額と部品メーカーの生産額の比例が１：５３Ａにすぎず、国際平均の１：６３7よ

りはるかに低いというデータが雄弁に物語っている。主要な部品のほとんどが日系メーカーに依

存しているのが現状である�。日系企業にとっても、今後部品の現地化率を高めてコストダウン

するには地場部品メーカーの成長が欠かせないのはいうまでもない。

　２つは、地場メーカーに核心的技術がなく、自主ブランドを造れないことである。花都区でも

自主ブランド車の構想がある。この角度から次のような問題提起がなされている。「一部の市場

で競争力のある目玉製品および核心技術の8５％は依然として多国籍企業の手に握られている。多

くの重要なハイテク技術を、合弁を通じて導入、獲得できないことは明らかだ。中国自動車工業

および花都区自動車工業の発展を制約するこのネックは必ず解決すべき課題となっている」�。

５．おわりに

　近年における自動車産業の設備投資拡大に対する中国側の評価は、「不動産投資と自動車産業

への投資は中国経済を牽引してきた二大基幹産業であった」というものである�。広東省などの

地域では、すでに自動車産業は地域経済の成長を牽引する強大な力となっている。

　自動車産業を集積させる目的で造られた花都自動車産業基地（汽車城）は政府主導の下、遠大

な発展計画を策定し、広大な土地�を使ってインフラを整備し、きわめて短期間に大規模な発展

を遂げ、中核の東風日産の事業の成功に多大の貢献をしたといえよう。ただ、多様な部品メーカー

をどれだけ数多く誘致できたかという角度からみると、空港に近いという強みをアピールしたに

もかかわらず、必ずしも期待どおりにはいかなかったように思われる。

　花都区政府サイドは完成車メーカーと部品メーカーの連携がうまくいくように、汽車城内の自
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動車部品・部材区に囲い込む形での誘致を図った。しかし、１つには珠江デルタ内各地で激しい

誘致合戦が繰り広げられ、花都より有利な条件を提示する区や市があったため、２つには完成車

メーカーのすぐ近くに工場を建てることを希望しない部品メーカーもあったため、誘致できた部

品メーカーの質と量の面で期待通りの成果は上がらなかった。また、韓国の現代自動車に代わる

商用車合弁パートナーを見つけられなかったため、乗用車と商用車を含む総合的な自動産業基地

にするという当初の課題も今後に残された。
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⒂　花都区経済貿易局「打造中国産業鏈最完整的汽車産業集群」『広州藍皮書　中国広州汽車産業発展報告
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⒆　「広東省の自動車産業（７）広東省進出の日系自動車部品関連メーカー集積状況」『香港海外代表事務所現地
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  （宇野　和夫）
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第５節　広州市南沙開発区──トヨタの進出した開発区

　広州市南沙開発区はトヨタの進出した開発区である。同開発区には、広汽トヨタ、広汽トヨタ

発動機をはじめトヨタ系１次サプライヤー６５数社の進出するトヨタ汽車城が形成されている。ま

た、トヨタ自動車城以外に、２次、３次サプライヤーの進出する自動車部品工業団地、新たに整

備されつつある物流基地、自動車専用埠頭などがあり、自動車産業と関連のある素材産業も進出

している。

　本節では、第１項において、南沙開発区と南沙区の産業構造について概観する。第２項におい

て、自動車産業について、第３項において、物流基地について、第４項において、素材産業につ

いて分析する。そして第５項では、トヨタが南沙開発区に与えた影響と南沙開発区の課題につい

て考察する。

１．南沙開発区の概況⑴

１．１　位置と交通

　南沙開発区は、珠江の河口、広州市の最東南部に位置している。全区の総面積はＡ７7平方キロ

メートル、陸地面積は８８8km７である。形状は、芭蕉の葉のように、珠江河口にそって広がって

いる。河川が縦横に流れ、湿地帯、湖沼が多い。南沙区は、２街道（南沙街道、珠江街道）、３

鎮（黄閣鎮、横瀝鎮、万頃沙鎮）を有しており、常住人口７Ｂ万７１５５５人（戸籍人口６Ａ万人、外来

人口６６万７１５５５人）である。水稲、甘蔗、ライチ等の農作物中心の農村が海浜都市に変化しつつ

ある。

　南沙開発区は広州湾の最も奥、珠江デルタ地帯の中心に位置し、南沙より水路で、香港まで８8

カイリ、マカオまで９６カイリにすぎず、人口９１５５５万人を有する珠江デルタ都市群が、半径６５５km

以内に位置している。交通は、高速道路・自動車専用道路を主とし、地下鉄、海運、内陸航路、

航空、鉄道を従とする総合交通システムが完成しつつある。自動車道は、広州から２本の高速道

路、京珠高速道路（北京－珠海）と南沙港快速道路（南沙港－広州市）が南沙へ走っており、南

沙で東西に走る２本の高速道路、虎門高速道路、珠三環高速道路（未開通）と交差する。珠江デ

ルタの南北と東西を結ぶ交通の要衝である。

　地下鉄４号線が広州市街地から南沙の中心地まで開通しており、南沙・広州間は約９Ａ分である。

快速フエリーが南沙フエリー・ターミナルから香港まで１日６７便往復している。地下鉄４号線は、

７５６５年に南沙フエリー・ターミナルまで延長する予定である。完成すれば、広州から地下鉄で南

沙を経て、フエリーで香港まで連結される。南沙から7Ａkmの範囲に、広州、深圳、珠海、香港、

マカオなど５カ所の国際空港がある。南沙沿岸部は水運に適しており、６５万トン級の南沙港が完

成しており、第３期工事完了後、国際レベルの港となる。また、南沙には、石油化学専用埠頭、

自動車専用埠頭など、多数の専用埠頭が建設されている。龍穴島の南沙港と石油化学・鉄鋼基地
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を結ぶ鉄道が着工の予定である。

１．２　南沙開発区の歴史

　南沙開発区は、６99８年国務院に批准され、建設が開始された。当時、中国は、６99７年２月の鄧

小平氏の南巡講話、６99７年６６月中国共産党第６９回大会の市場経済導入の決定により、外資の対中

投資が活発になり、経済が順調に成長を遂げ始めた時期である。６99５年代は、香港の企業家で全

国協商会議副主席の霍英東氏が、率先して南沙に投資し、港湾、土地の造成など数多くの開発を

行った。６99Ａ年、国家級広州ハイテク産業開発区が批准され、同年、南沙資讯科技園が設立され、

香港・マカオ向けのアウトソーシング基地、ハイテク産業基地として開発が行われた。

　その後、７５５６年６７月中国のWTO加盟が正式決定し、外資が中国市場へ向けて再度投資を活発

化させた時期に南沙にも大きな変化が生まれている。７５５７年４月、共産党広東省委員会と広東省

政府は、南沙開発建設指導委員会を組織し、南沙を経済発展基地とする決定をし、同年８月、広

州市政府は、市の審査権限を有する広州南沙経済開発区建設指揮部を設立した。当時副市長で、

広州市の自動車関連の最高責任者であった張広寧氏が建設指揮部の責任者を兼ねることになっ

た。同氏は、トヨタに南沙進出を勧め、地下鉄の敷設を約束している⑵。トヨタは、７５５８年６月

広州汽車と合意し、７５５９年９月南沙に広州トヨタを設立している。７５５９年３月に開発区の拡張が

批准され、７５５Ａ年４月に広州市南沙区が成立した。南沙区一帯は、それまで番禺県に属し、一つ

の県の一部にすぎなかったが、開発促進のために番禺県から切り離され南沙区となったのであ

る。また、７５５Ａ年６月には、輸出加工区が批准されている。そして、７５５8年４月には、広州南沙

経済技術開発区管理委員会、広東南沙輸出加工区管理委員会などが設立され、南沙開発の体制が

整えられた。

１．３　南沙開発区の８大産業

　南沙には、自動車、鉄鋼、造船、機械設備、石油化学、ハイテク、港湾・物流、商業・サービ

ス業など８種類の産業があり、５ヵ所の地区に散在している。

⑴　自動車産業

　自動車産業の集積地は、国際自動車産業園Ａ区（通称、トヨタ汽車城）と国際自動車産業園Ｂ

区の２ヵ所がある。トヨタ自動車城は、北部の黄閣鎮に位置し、トヨタの完成車工場、エンジン

工場とトヨタ系１次サプライヤー地区から構成されている。

　国際自動車産業園Ｂ区は、トヨタ自動車城から南へ６8キロの珠江街道に位置している。広州ト

ヨタの２次、３次サプライヤー企業を中心に発展させる計画である。

⑵　機械設備産業

　機械設備産業は、黄閣鎮に位置している。三菱重工、東方ガスタービン、東方電気（原子力発

電設備）、西安電気（高圧送変電設備）などの企業があり、大型発電設備、港湾作業機器、ロー

エミッション機械、軌道交通設備などの製品を生産している。
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⑶　ハイテク産業開発区

　ハイテク産業開発区は、南沙街道の南端に位置している。南沙のハイテク産業は、フラットディ

スプレーパネル、半導体、光電技術、IC、炭素繊維材料、バイオ医薬及びアウトソーシングサー

ビス産業などを重点的に発展させている。香港とマカオのアウトソーシングの移転に対応して、

アウトソーシング産業園区には、南沙资讯科技園、ナンオウ（南沙奥園）サービスアウトソーシ

ング団地、南沙科学技術イノベーションセンター、デジタルコミュニティーの４つのテクノロ

ジーパーク、そして、中国科学院の広州工業技術研究院、香港科学技術大学のホウイントン（霍

英東）研究院の二つの研究組織が作られた。７５５8年３月には、中国アウトソーシング基地のモデ

ル基地となっている。

⑷　商業サービス施設とニュータウンの建設

　蕉門河両岸（黄閣鎮と南沙街道との境界）の景観地区にニュータウンを建設中である。南沙区

政府の新しいオフイスビルを中心とする行政センター、市民サービスセンター、５つ星ホテル、

大型ショッピングセンター、ビジネスセンターなどが相次いで建設中である。南沙街道の南端に

位置する南沙フェリーターミナル付近には、南沙大酒店、香港中華総商会ビル、珠江デルタ世界

貿易ビルなどの重点施設があり、南沙区政府と南沙開発区管理委員会の行政センターも現在はこ

こにある。地下鉄４号線の終着駅が建設される予定である。

　豊田生活区、黄閣麒麟生活区、南沙中心医院、区内サービスセンター、南沙中心小学校などの

公共施設が完成しつつある。図書館、アジア競技大会関連施設、科学館などの文化・スポーツ活

動のための大型施設も建設中である。レジャー施設として、ヨットクラブ、南沙湿地公園、南沙

ゴルフ場、大角山砲台、大角山海浜公園等が完成している。

　南沙は、周囲を海に囲まれリゾート地にも適しており、南沙の開発には、環境汚染の防止、環

境バランスが重視されており、汚水処理場、浄水場、公園、緑地などの公共施設も相次いで完成

している。商業と観光と環境を結びつけた臨海都市の建設を目指している。

⑸　石油化学基地

　石油化学工業基地は、黄閣鎮の小虎島、万頃沙鎮、三民島に位置している。小虎島は、現在、

珠江デルタ最大の石油製品集積地であり、６５万トンクラスの石油化学専用埠頭８ヵ所と、７５５万

トンの石油化学総合施設があり、石油備蓄基地が建設中である。万頃沙では、石油精製、石油化

学工業一体化産業を中心に発展させる予定である。また、三民島では、製油、エチレン、エチレ

ン関連合成材料及び精密化学工業を発展させる計画である。石油化学工業については、クウエー

ト石油公社との合弁による中国最大の石化プロジェクトが計画されていたが⑶、７５５9年９月に突

然中止となった⑷。

⑹　製鉄基地

　広州 JFE 鋼板有限公司が７５５８年に設立され、７５５Ｂ年より亜鉛メッキ鋼板工場の操業を開始し

た。広州 JFEは、日本の JFEスチール（株）と広州鋼鉄企業集団との合弁会社で、万頃沙鎮に位
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置している。自動車、家電、建築向けの高品質の薄板を生産している。また、年産６8５万トンの

冷間圧鉛鋼板工場が現在建設中である⑸。広州鋼鉄企業集団が南沙に移転する計画があると言わ

れている。

⑺　港湾と物流基地

　南沙区最南端の龍穴島に、国際航路と国内物流を結びつけた総合物流基地が建設されている。

物流基地には、保税港湾区が含まれている。保税加工、貿易サービス、倉庫サービス、貨物集配

などの物流産業を発展させ、珠江デルタを軸とした国際的な港湾物流基地の建設を目指してい

る。龍穴島以外にも、黄閣鎮の小虎島に、石油化学専用埠頭があり、小虎島の隣の沙仔島には、

自動車専用埠頭がある。

⑻　造船基地

　龍穴島造船基地は、華南最大で、中国３大造船基地の１つである。総投資額Ａ8億元、占有面積

約４km７である。中国船舶工業集団が７５５8年に試験造船を始めた。８５万トンクラスの造船が可能

で、年間造船能力は２－８５５万トンで、コンテナ船、油送タンカーを中心に建造する予定である⑹。

　以上８大産業について概観したが、南沙開発区には、３つの大きな特徴がある。一つは、大型

企業の有力プロジェクトを中心とした８大産業園区の建設である。二つ目は、製造業、物流、サー

ビス産業、エネルギー供給、環境保護などを一体化した開発区の建設である。三番目は、生産、

生活、リゾート観光に適した海浜都市の建設である。現在、これらの特徴をどのように発揮させ

るかについては、少しぶれがある様である。素材産業の発展と環境保護をどのように調和させる

のかという問題である。この問題については、第４項、第５項において言及する。８大産業の中

で、自動車産業、自動車産業と関連の深い物流基地、素材産業（製鉄業と石油化学工業）につい

ては、以下の項でより詳しい分析を行う。

２．自動車産業基地について

２．１　南沙国際自動車産業園Ａ区（トヨタ汽車城）⑺

　トヨタ汽車城には、広汽トヨタ（完成車生産）、広汽トヨタ発動機（エンジン生産）およびト

ヨタ系サプライヤーが集積し、面積７５km７を占めている。広汽トヨタの北隣にエンジン工場、東

隣に１次サプライヤーの工場が位置している。

　広州市街地から地下鉄４号線で約９Ａ分、高速道路で約Ａ５分の場所に位置する。トヨタ工場正門

より徒歩５分の場所に地下鉄の駅・黄閣汽車域があり、工場周囲は緑化に力が入れられている。

⑴　広汽トヨタ汽車有限公司（完成車工場）

　トヨタと広州汽車集団との間で「広州トヨタ乗用車プロジェクトの基本協議」「広州トヨタ有

限公司プロジェクト提案書」が７５５８年調印され、「広州トヨタ汽車有限公司」が、７５５９年に設立

された。資本金は、６８億元で、資本構成は、トヨタ自動車がＡ５％、広州汽車集団がＡ５％である⑻。

７５５8年に「広汽トヨタ汽車有限公司」に名称を変更している。７５５9年５月には、広汽トヨタ第２
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工場が生産を開始した。

　敷地面積が６87万 m７、周囲７３97kmの完成車のテストコースを備えている。工場面積９９万 m７、

従業員Ｂ１５８7名である。カムリ、ヤリス（ヴィッツ）、ハイランダーを生産している。工場内に３

万本、外周に６５万本の植樹をおこない、循環水を利用し、環境対策に力を入れている。第３食堂

の屋上には、太陽パネルを設置し食堂用の電気に使っている。

⑵　広汽トヨタ発動機有限公司

　資本金は６６億元で、トヨタ側が7５％、広州汽車が８５％の出資である。完成車工場の北隣りに位

置し、土地面積８７万m７、従業員Ａ８５人（７５５Ａ年６６月）、７５５Ａ年６６月AZエンジン（ガソリン用７３９リッ

トル）の生産を開始した。当初生産能力は、年産８５万基、７５５Ｂ年より年産Ａ５万基に増産が可能と

なった。完成車工場は、７５５Ｂ年にAZエンジン搭載の「カムリ」の生産を開始した。

⑶　トヨタ系部品メーカーの集積地

　地下鉄４号線（高架）と自動車道路により分断されているため、地下に専用トンネルが掘られ、

トンネルにより完成車工場と結ばれている。この地域に、トヨタ系自動車部品メーカー６６社が進

出しており、建設用地は、トヨタが豊田通商と協力して、南沙開発区と交渉を行った。以下の部

品メーカーがこの地域に生産拠点を設けている。６７のデンソーは独立系の部品メーカで、他のト

ヨタ系部品メーカーとは敷地を別にし、一本の道路を隔てた場所に位置している。

２．２　自動車産業基地Ｂ区（広州南沙平謙汽車産業園）⑼

　自動車産業基地 B区は、広州南沙平謙汽車産業園有限公司が経営と管理を行っている。同公

司は、香港平謙国際（南沙）発展と南沙開発区政府の合弁会社で、香港平謙国際（南沙）発展が

図表２－13　トヨタ汽車城に位置する日系部品メーカー

日系企業名 主要生産部品 現地中国名

６ （株）三五 排気・吸気系、駆動系部品 广州三五汽車部件 司

７ 豊愛イナックス シートフレーム、シート用部品 丰爱 广州 汽车座椅部件有限 司

８ 豊田鉄工（株）
ブレーキまわり、ラジエー

ターサポート
广州丰铁汽车部件有限 司

９ フタバ産業（株） ボデイ、排気系部品 広州双叶汽车部件有限 司

Ａ アドビックス ブレーキシステム 爱德克斯 广州 汽车零部件有限 司

Ｂ 豊通ブランキング 鋼板ブランキング 广汽丰通钢业有限 司

7 中央精機 アルミホイール 广州中精汽车部件 司

8 豊田通商・大紀アルミ アルミ原材料 广州捷士多铝合金有限 司

9 マルヤス工業 フユーエル、ブレーキチューブ 広州马鲁 斯管路系统有限 司

６５ アラコ・タカニチ・豊田紡織 シート、ドアートリム 广州樱泰汽车饰件有限 司

６６ アイシン高丘 ドラム・ディクスブレーキ 高丘 和 広州 機械工業有限 司

６７ デンソー 燃料噴射装置 電装 広州南沙 有限 司

出所：現地インタビューをもとに筆者作成。
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8５％、開発区政府が７５％を出資している。香港平謙国際（南沙）発展の親会社は、香港で貿易会

社を経営し、中国で電子部品会社、工業団地の経営をおこなっており、南沙以外に、東莞市で２ヵ

所、上海に近い昆山市で１箇所の工業団地を有している。同公司は工場のリース、管理、各種手

続き、コンサルタント業務をおこなっており、工場には共用工場とオーダーメイド工場の２種類

がある。

　共用工場の敷地面積は、４万平方メートルである。共用工場のリース代は、１ヶ月、１平米当

たり７５元、その他に管理費が１ヶ月、１m７当たり１－６３Ａ元必要である。１棟の面積は、８１５５５m７

とＡ１５５５m７の２種類がある。現在、広州徳来路博（金属面の潤滑剤）、友成（ライター、ランプ）、

新晨（タイヤのカバー、バックミラー）、浜名（自動車用電線）、中国造船船舶（船舶の配管）な

どの企業が生産をおこなっている。

　オーダーメイド工場は、道路を隔てて５万m７と３万m７の２カ所により構成されている。オー

ダーメイド工場は、１ヵ月、６Ｂ－７８元／１m７で、その他に管理費が１ヵ月、１－６３Ａ元／１m７必

要である。現在、イタリアのUTIL（ブレーキパッド）、フインランドのWARTSILA（エンジ

ンオイル）、浩鑫公司（板金）、中国企業の熵能（エンジニヤープラスチックス）、ドイツの索特（コ

ンプレッサー、PVC管）、アメリカの伊莱斯特（小型船舶）が生産をおこなっている。

３．港湾及び物流基地について

３．１　広州南沙港区⑽

　最南端の龍穴島に、港湾と物流基地が一体となった広州南沙港区が建設中である。同港区は、

７５５8年に保税港区の認可を受け、７５５9年９月に正式に業務を開始した。龍穴島は、面積ＢＡ平方キ

ロメートルの砂州で作られた島で、現在では２本の橋が建設され南沙港快速道路が通じている。

南沙港区は、港湾地区、物流地区、輸出加工区により構成されている。

　港湾地区は、現在、６５万トンコンテナ埠頭が６５基（壁長８１Ａ５５m）完成しており、７５６５年末には、

６５万トンコンテナ埠頭が６基（壁長７１６５５m）増設される予定である。国際航路６7本、国内航路

６５本が就航しており、欧州航路が最多である。また、内陸河川専用埠頭と穀類専用埠頭が建設予

定である。

　物流地区は、広州湾集団傘下の南沙物流公司が管理と運営を行っている。海外との物流と国内

の配送網を充実させる計画で、国内配送は、海運、内陸河川、自動車道路、鉄道、空運を組み合

わせておこなう。国内配送時間は広州Ｂ５分、順徳８５分、中山9５分である。ライバル港湾として、

広州湾一帯には、香港、深圳（蛇口、塩田）、恵州、黄埔などの港があるが、価格は、香港６１89５元、

深圳６１Ａ５５元に対して、南沙は9５５元で、地理的有利性と価格有利性がある。物流地区は、第１期

工事６３ＡＡkm７、第２期工事６３９7km７が完成しており、第３期工事が着工の予定である。保税区と非

保税区があり、保税区は、保税倉庫６km７と加工区６３８Ｂkm７に分かれる。非保税区は３km７が予定

されている。標準型倉庫と専用型倉庫のリースをおこなっている。非保税区に、６7階建て、延べ
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面積９３Ａ万 m７のオフイスビルが完成している。

　輸出加工区は、万傾沙鎮に位置しており、計画面積が６３８Ｂ平方キロメートル、中国で６番目の

輸出加工区である。出水興産（プラスチック）、日立工機（電動工具）など機械・部品の大手企

業５社がすでに進出している。IT、光電子、精密機械、家電などの誘致をおこなう予定である。

３．２　自動車専用埠頭⑾

　黄閣鎮沙仔島に、広州湾南沙汽車碼頭有限公司の経営する自動車専用埠頭が建設されている。

トヨタ自動車城から、車で約６５分の位置にある。同公司は、広州湾集団、広州汽車集団、広州南

沙資産経営の共同出資により７５５Ａ年に設立された。自動車専用埠頭は広州市６６期５カ年計画の重

点項目で、日本郵船と商船三井が管理面で技術協力をしている。

　同埠頭は、２基の自動車専用埠頭と１基の多機能埠頭を有し、水深６７３Ａm、壁長Ｂ７８mである。

完成車の駐車面積は、８7万m７で、１度に２万台の完成車の待機が可能である。積み出し能力は、

年間６５５万台で、中国最大規模の完成車積み出し港となっており、近いうちにアジア最大の自動

車専用埠頭になると予測されている。現在この埠頭から上海、天津、大連に運ばれている。トヨ

タ車を中心に７５５Ｂ年使用が開始され、７５５9年３月より、ホンダ車の業務も開始した。７５５9年６月

の積み下ろしは、１万8１６６9台である。トヨタの完成車は、東北、華北向けは、全量が海上輸送

で運送され、長江下流、華中地域向けは、海上輸送と陸送がそれぞれ半分を占めている。

３．３　石油化学専用埠頭

　黄閣鎮小虎島に、５－６７万トン級の石油化学専用埠頭８基と石油化学倉庫区７５５万 m７が建設さ

れている。

４．素材産業について

　自動車産業にとって鉄鋼と樹脂製品材料のエチレンは重要な素材である。南沙開発区では、こ

の二つの素材産業を発展させる計画であったが、主要プロジェクトが外部環境の変化により計画

変更を余儀なくされている。

４．１　鉄鋼業

　広州 JFE鋼板有限公司が、７５５８年に万頃沙工業園区に設立された。計画面積が６５km７、工場面

積が５３７8km７である。同公司は、日本の JFEスチール（株）と中国の広州鋼鉄企業集団有限公司と

の合弁会社である。初期総投資額は約２億ドルで、資本構成は、日本側がＡ６％、中国側が９9％で

ある。第１期プロジェクトは、年間９５万トンの生産能力を持つ溶融亜鉛メッキ鋼板工場で、自動

車、家電、建築用の高付加価値薄板鋼板の製造である。７５５Ｂ年に生産を開始した。７５５7年に、冷

延鋼板製造設備（年産６8５万トン）、連続焼鈍設備（年産６５５万トン）、溶融亜鉛メッキ鋼板第２製

造設備（年産９５万トン）の建設が合意され、７５６５年の生産を目指している⑿。

　中国の鉄鋼業界には、現在、三つの流れがある。一つは、中小メーカーの乱立する鉄鋼業界の

淘汰・再編と製鉄所の大型化が課題とされている。もう一つは、都市の環境問題を考慮して市街
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地からの移転という課題である。三番目は、原料の海外調達の増加に伴い、これまでの内陸地の

資源立地から港のある沿海と長江沿岸に大型高炉を建設するという立地の変化である。

　北京市市街地に工場のあった首都鉄鋼公司が、７５５8年の北京オリンピックに向けて、北京より

退出し、河北省唐山市から南方8５キロメートルの渤海湾沿岸に移転した。首都鉄鋼公司の移転は、

上で述べた中国鉄鋼業界の流れに沿ったものである。

　広州鋼鉄企業集団（以下広州鋼鉄と略称する）は、６9Ａ8年設立の広州鋼鉄廠から発展した広州

市所属の国有企業で、資本金７７億元、現在の年間生産能力は８Ａ５万トン、売上高７５9億元、従業員

約１万Ｂ１５５５人（７５５Ｂ年）である。広州鋼鉄は、現在、広州市街地の荔湾区芳村に位置している。

設立当時は、周囲は農村地帯であったが、今では周囲は市街地となっており、騒音や環境汚染が

住民の問題となっている。広州鋼鉄も首都鉄鋼公司と同様に７５６５年のアジア大会開催に向けて広

州市街地から南沙へ移転し、年産Ａ５５万トン規模の工場新設が検討されていた。しかし、その後、

いくつかの問題があり、南沙への移転は、いまだ結論が出ていない⒀。

　南沙への移転問題で大きな影響を与えたのが、宝山製鉄所の年産７１５５５万トン製鉄所の新設計

画である。広東省の経済発展は中国でも屈指であるが、経済発展に見合う鉄鋼の生産は不足して

いる。現在、省内の生産能力は、省内の需要に追いつけず、省外および国外からの移入に頼って

いる。

　宝山製鉄所は、上海郊外の長江沿岸に６98５年代に建設された。上海および長江下流の市場を視

野に入れ、輸入原料の使用を前提にして建設された製鉄所である。建設当時は、外貨不足の中国

では、極めて無駄な計画だという意見が数多く出されていたが、今では中国屈指の鉄鋼メーカー

である。宝山製鉄所の新工場は、広東省西部・湛江市の東海島に建設が決定された。第１期投資

Ｂ9Ｂ億元、６１５５５万トンの生産から始まり将来的には７１５５５万トンまで増やし、総投資額６１５５５億元

の予定である⒁。湛江市は、広東省西部の沿海に位置し、喫水の深い良港に恵まれている。広東

省の中では比較的人口密度が低く、珠江デルタ地域に比べ経済発展の遅れた地域である。また、

宝山製鉄所は、広東省湛江市への進出に先立ち、広州鋼鉄の7５％の株式を所得し広東省への進出

を準備していたのである。

　宝山製鉄所の湛江市への進出は、上に述べた中国鉄鋼業界の流れに沿ったものであるが、この

問題は、当然、広州鋼鉄の南沙移転に影響を与えている。広州鋼鉄の当初の計画は、南沙で年産

Ａ５５万トンクラスの工場建設を考えていたが、いまでは、６１５５５万トン以上の工場でなければ競争

に打ち勝てないのではないかという意見がある。湛江での７１５５５万トン計画以外に、新たに６１５５５

万トンの製鉄所を作れば、広東省の鉄鋼は生産過剰になってしまうという問題があるのである⒁。

４．２　石油精製とエチレン生産プロジェクトについて

　万頃沙に、中国石油化学工業集団公司とクウエート石油公社が共同出資する６１Ａ５５万トンの石

油精製と６５５万トンのエチレン生産プロジェクトが建設予定であった⒂。総投資額はＡ５億ドルを

越え、これまでの外国の対中投資では最大級の投資額であり、中国最大の石油化学コンビナート
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である。このプロジェクトは、７５５9年中に中央政府の認可が得られると考えられていた。ところ

が、７５５9年８月に、広東省湛江市に建設することが発表されたのである⒃。

　湛江が選ばれた理由として、⑴湛江市は、港の水深が深く８５万トン級タンカー用の埠頭がある。

⑵同地は、開発が進んでおらず広い土地が確保でき、工場用地に適しているということが挙げら

れている。しかし、この二つの理由以外に、大きな理由が二つあると考えられる。一つは、環境

汚染に対する批判が出たことである。省の全人代でも意見が出されたというし、筆者の現地視察

の折には、香港から強い意見が出されたという話であった。もう一つは、上で述べた宝山製鉄所

の湛江進出計画にみられるように、湛江市を中心に広東省西部の開発が重視されたということで

あろう。広東省の産業は、珠江デルタ地域に集中しており、その他の地域を如何に発展させるか

は広東省が抱えている課題である。

　しかし、湛江市の製鉄所建設と石油化学コンビナート建設は、広東省だけの問題ではないと考

えられる。湛江市は広東省の西端に位置し、広西チュワン族自治区に接しており、広東省と広西

チュワン族自治区を合わせた中央部に位置しているのである。湛江市の２大プロジェクトは両地

区を市場と考え、湛江市の工業化は、広東と広西を視野に入れたものと考えられる。

５．おわりに

５．１　トヨタが南沙開発区に与えた影響

　トヨタの進出に伴い、南沙の工業化が飛躍的に進んでいる。南沙区の規模以上工業総生産額は、

７５５Ａ年（トヨタの生産開始前の年）７８8億Ａ１５５５万元であったが、トヨタが生産を開始した翌年の

７５５7年には、8９７億Ａ１５５５万元へと、２年間で、８３Ａ倍に増加している。その内、広汽トヨタ単独で

８６8億９１５５５万元、約８7３8％を占めているのである⒄。トヨタ自動車城の従業員総数は、恐らく１万

人以上になるであろう。自動車関連の従業者の賃金は、他の産業より高い。トヨタの進出により、

地下鉄４号線の付設が決定され、交通網が整備され、トヨタ自動車城で働く従業員の増加が、南

沙の都市建設の方向にも変化をもたらしている。

　現在、南沙区政府および南沙開発区管理委員会の行政オフイスは、南沙フエリーターミナルの

すぐ傍に位置している。また周囲にはオフイスビル、高級ホテルが建設されており、もともとは

フエリーターミナル付近が南沙区の中心部として建設されていたと考えられる。トヨタの進出以

前は、香港のアウトソーシング基地とハイテク産業の発展を中心に、観光とリゾート地の建設が

香港を中心に考えられており、行政オフイスとこれらの施設は、風光明媚な南沙フエリーターミ

ナル付近に集中して建設されたのである。

　現在、新しい行政オフイスビルが約８km離れた地下鉄・蕉門駅（トヨタ自動車城の隣の駅）

の傍に建設中である。また、その周囲に商業地が建設され、更にその周囲に住宅地や公共施設が

建設中である。そして、その外辺部に、自動車基地、機械設備産業、ハイテク産業開発区が位置

し、その外の沿海部に港湾・物流基地、造船基地、石油化学基地が位置する設計となっている。
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トヨタ自動車城の形成およびその後の南沙の産業発展が、都市計画の構想を変化させたと考えら

れる。

５．２　南沙開発区の課題

　石油化学・鉄鋼産業など素材産業に関する計画が余儀なく変更され始めている。南沙開発区で

は、はやくから、黄閣鎮の小虎島で、石油製品集積地が建設されていた。当時、南沙は、広州市

街地からはるか離れた僻地と認識されていたのである。広東省のプラスチック製品生産は全国で

も屈指であり、その需要を満たすために、石油製品の集積地であった南沙に石油コンビナート基

地の建設が計画されたのも、自然な流れではあるが、珠江デルタの経済発展と生活水準の向上に

伴う環境重視の意識が、今では逆に石油コンビナート基地の建設を拒否するようになってきたと

いえるのである。

　湛江市の製鉄所と石油化学コンビナートの建設決定は、広州市、広東省、全中国の経済環境が

大きく変動してきたことの表れであろう。WTO加盟以降、中国の経済発展により社会全体が大

きく変化した。所得の向上によりマンション・自動車を購入する中間層の急増、都市の再開発、

新市街地・ニュータウンの建設、高速道路網が整備され、現在は、地下鉄網と高速鉄道網が建設

中である。一方大気汚染、河川の汚染が厳しさを増している。都市の環境問題の解決が急務とさ

れているのである。

　一方、経済発展から取り残されている広範な地域がある。中国全体で沿海部から西部開発へと

経済建設の軸が移されているが、各省の中でも経済発展の格差、所得格差の問題がある。大型素

材産業の湛江市への進出は、広東省だけではなく広東、広西の二つの地区の経済発展と広州市お

よび珠江デルタ地帯の環境保全を見据えた問題だと考えられる。

　中国の開発区には、３つのタイプがある。一つは、工業団地である。早くから作られた開発区

にはこのタイプのものが多い。鎮、市、省、国家級さまざまなものがあるが、工場が集積したも

のである。もう一つは、工業都市を目指しているものである。規模が大きく、工場以外に、住宅

地区、商業地区、行政地区、公共施設を備えたものである。三番目は、工業都市とリゾート観光

地を一体化させたものである。青島市の黄島開発区のように中国でも数は多くないが、すでに存

在している。南沙開発区もこの方向を目指すべきであろう。

　南沙のリゾート観光化も早くから計画されていた。しかし、これまでの考え方は、香港行きの

フエリーターミナルを中心に計画されているように香港を意識したリゾート観光化が強い。広州

市および周辺都市を意識したリゾート観光化の発展を考えるべきだというのが筆者の考えであ

る。広州市街地から地下鉄に乗り１時間で行くことができる海浜のリゾート地である。南沙は、

リゾート観光を発展させるに充分な自然、環境資源を有している。

注

⑴　第１項については、『南沙　広州南沙開発区投資指南（広州南沙開発区投資案内）』、『南沙視界』、『南沙区』

旅游交通地 および現地でのインタビューを参考に整理した。
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⑵　姚斌华・韩建清『见证广州汽车十年』を参照。

⑶　「科威特６Ａ５５万吨炼油项目选址广州」『第一财经报』７５５Ｂ年６月７Ｂ日

⑷　「中国最大規模の合弁石化プロジェクト、広東省湛江市に決定」『中華経済』７５５9年８月６８日　hががp:４４くくく３

eぐciがe３co３jp４Neくか４china４７５５9５8６８４おecoおdchina

⑸　「中国・広州市南沙開発区での冷延プロジェクトに関する合弁契約書の締結について」JFEスチール（株）ホー

ムページ、ニュースリリース、７５５7４５7４８６　hががp:４４jfe２かがeel３co３jp４おeleaかe

⑹　造船基地

⑺　本項は、トヨタパンフと現地インタビューを参考に整理した。

⑻　「広州集団とトヨタ、中国広州での車輌合弁生産・販売会社を設立」トヨタホームページ、プレスリリース　

７５５９年５9月５Ｂ日。hががp:４４くくく７３がoけoがa３co３jp４jp４neくか

⑼　『広州南沙平謙国際自動車産業団地　投資説明』『広州南沙平謙国際自動車産業園有限公司』パンフレットお

よび現地インタビューを参考に整理した。

⑽　物流基地パンフと現地インタビューを参考に整理した。

⑾　「亚洲最大的汽车码头后年崛起南沙」『广州日报』７５５Ｂ年６６月６日。

⑿　「中国・広州市南沙開発区での冷延プロジェクトに関する合弁契約書の締結について」JFEスチール（株）ホー

ムページ、ニュースリリース、７５５7４５7４８６　hががp:４４jfe２かがeel３co３jp４おeleaかe

⒀　広州製鉄の移転

⒁　「宝钢湛江项目配套动工 广东钢铁 团年内挂牌」『中 经营报』７５５8年６月６５日。

⒂　「科威特６Ａ５５万吨炼油项目选址广州」『第一财经报』７５５Ｂ年６月７Ｂ日

⒃　「中国最大規模の合弁石化プロジェクト、広東省湛江市に決定」『中華経済』７５５9年８月６８日　hががp:４４くくく３

eぐciがe３co３jp４Neくか４china４７５５9５8６８４おecoおdchina

⒄　広州市南沙区政府　hががp:４４くくく３gげnか３goぎ３cn　南沙統計

  （櫨山　健介）
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第１節　広汽集団

１．広州市における自動車産業の概要

　広州は広東省中南部、珠江デルタ北部に位置し、南海に臨む中国南部の玄関口である。また広

東省の省都として、中国南部の政治、経済、科学技術、教育、文化の中心地であり、中国におけ

る交通の要衝のひとつでもある。

　改革開放以降、広州は目覚しい発展を遂げ、現在では中国第三の経済都市へと成長している。

７５５9年第１四半期から第３四半期における GDｂ は、6１８86億７１9５５万元（前年度同期比６５３5％増）

であり、７５５9年は9１５５５億元（前年度比６６％増）を超えると見込まれている。

　広州の三大主要産業は自動車産業、電子製品産業、石油産業であるが、７５５6年以降は自動車産

業が中核産業となっている。７５５8年からの世界的な金融危機にもかかわらず、急速な発展を遂げ

る自動車産業が同市における工業生産の牽引役となり、７５５9年１月から６６月の工業総生産額は前

年度同期比で9３９％増加した。その内、自動車産業の生産額は７１５７8億7１7５５万元（前年度比７6３9％増）

であった。この成長率は、同市の平均と比較して６7３5％上回っている。また全国規模で比較して

も、７５５8年には同市の自動車生産台数は88万６１6５５台に達し、上海を上回っている。さらに、

７５５9年には６６５万台に達する見込みで、今後も全国をリードしつづけるであろうと予想されてい

る。

２．中国における自動車産業の発展過程

　中国では改革開放後、自動車産業分野に多くの外資が進出した。フォルクスワーゲン、GM を

はじめとする欧米企業の成功を見て、日系メーカーも本格的に中国へ進出した。６998年にホンダ、

７５５５年にトヨタ、７５５８年に日産がそれぞれ進出し、その後も三菱、マツダ、ダイハツ、スバルな

どが相次いで参入した。日本のメーカーは市場参入こそ出遅れたものの、長年培ったセールスと

アフターサービスのノウハウを活かし、市場シェアの獲得に成功した。中国は７５５9年に自動車生

産量および販売量ともに６１５５５万台を超え、世界第１位の自動車大国となったが、その内訳を見

ると、日系車総販売台数が７６9万6１6５５台を占めている。これは乗用車総販売台数の７６３７6％に相当

し、外資ブランド車のなかでトップの座を占めている。

　中国の自動車市場は「閉鎖から開放へ」「不足から繁栄へ」という道をたどり、３つの段階を

経て今日に至っている。

第 3章
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　第１段階：６95５年代から7５年代の自動車誕生期。各種自動車の研究開発に成功した。

　第２段階：�６98５年代から9５年代の発展期。主として国産ブランドは商用車市場、外国との合弁

メーカーは乗用車市場を占めていた。

　第３段階：�７５５５年以降の急激な発展期。外資との合弁ブランドも強みを発揮しているが、国産

メーカーも独自のブランド力で大きな成果を上げている。

　７５５8年は世界的な金融危機のあおりを受け、中国経済は「前高後低」⑴という状況となり、自

動車産業も少なからずその影響を被っている。同年における中国の自動車の生産台数と販売台数

は、それぞれ約9８９万5１６５５台（前年度比5３７％増）と約9８8万5５５台（前年度比6３7％増）であったが、

成長に減速の兆しが見えはじめていることは否めず、楽観視できない状況であるといえよう。

　ところが、こうした厳しい状況下においても、広州の自動車産業は依然として高い成長率を維

持している。自動車生産拠点の建設を推進することで、中核産業としての地位および持続的な成

長の礎を築き、広州の経済発展に寄与している。

　とりわけ、広州における自動車産業の発展に貢献度が高い企業として、広汽集団が挙げられる。

７５５8年における同社の生産台数は5８万６１６５５台（前年度比８３７７％増）、販売台数は5７万6１５５５台（前

年度比７３８7％増）であり、これらの数値は中国６8社の重点的自動車企業のうち、総合競争力指数

がトップであることを示している。すなわち同社を中心とした自動車産業が、広州における中核

産業であることを裏付けているのである。

　以下、広汽集団の歴史、概要、中国の自動車産業における位置付け、日本の自動車メーカーと

の関係、今日の課題および今後の展望について論じる。

３．広汽集団の発展経緯および概要

３．１　広汽集団の歴史と変遷

　６985年、広州汽車廠はフランスのプジョーと合弁で広州プジョーを設立した。広州プジョー・

プロジェクトは改革開放以降、自動車産業における２番目の合資プロジェクト⑵で、広州自動車

産業の嚆矢といえるものである。同時に、自動車生産基地の建設を目指して推進されていた「三

大三小」⑶の基地の一角を担うものでもあった。

　同社の柱である広州プジョーは設立当初こそ順調な滑り出しであったが、経営問題、国家の経

済政策、自動車振興政策の変更などに直面し、次第に経営が行き詰まるようになった。経営問題

としては、同社とプジョーのジョイントベンチャーには政府各方面から参与が多く、株主構成が

非常に複雑であった点が指摘できる。また提携当時、プジョー自体の経営が瀬戸際に立たされて

いた時期であったため、中国との間で立ち上げた事業に必要かつ充分なコミットメントができな

かったことも問題であった。結局、新型モデルの導入は進まず、最終的にはプジョーの退役車種

を現地に導入し、新たな販売モデルとして充当することとなった。

　一方、経済政策面においては、外国為替の自由化などの国際ビジネスを行う上で必要不可欠と
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なる経済的なインフラが未整備であり、為替の評価を正確に行うことが困難といった問題があっ

た。そのため為替レートの変化に振り回され、ジョイントベンチャーのファイナンスは放任状態

となった。

　その結果、同社とプジョーともに、膨大な損失を抱えることとなった。同時に、中国市場に対

するプジョーの信頼度を失墜させることになり、市場の弱みにのみ目を向かわせる結果を招い

た。他方、広州汽車集団有限公司は資金、人材、技術、市場のいずれにおいても充分とはいえず、

プジョーに将来への明るいビジョンを提示することができないままであった。そして６996年、プ

ジョー側がジョイントベンチャーの７７％の持ち分のすべてを１フラン（当時）という象徴的な対

価と引き換えに中国側へ譲渡し、中国市場から撤退した。６99８年からは、産業の合理化を図る目

的で広州の自動車産業に第一次統廃合を実施した。その結果、６997年に自動車関連国有資産の管

理会社である広州汽車集団有限公司（広汽集団の前身）が設立された。フランスとの合弁が解消

され、広州の自動車産業は深刻な打撃を受け、ときの広東省長蘆瑞華が「広東省は今後、自動車

産業にいっさい手を出さない」と明言するほどの苦い経験となった。

　しかし同社内では、こうした自動車産業にとっては極めて厳しい時期にもかかわらず、広州の

自動車産業を再興させる役割を果たす、次なる提携先を探す動きも見られた。BMW、KIA、ベ

ンツ、フィアット、マツダ、オペル、フォード、ホンダ、現代など、世界有数の自動車企業と新

たな合弁会社設立に向けての交渉を続けたのである。そして６998年、日本のホンダとの間で提携

の合意に至り、広汽本田自動車有限公司が設立された。広州プジョーでの教訓を活かし、広汽集

団と本田技研工業が各々5５％出資し、提携期間８５年という契約を交わした。設立後、「最大利益

を目指す」「重大な意思決定には双方がサインをする」「世界最新の製品を投入する」などの経営

理念を掲げ、急成長を遂げた。

　広州市政府はホンダとの提携の成功に後押しされる形で、同年６６月に「一個中心、両地流通、

四大基地」と称される自動車産業発展の青写真を構想した。「一個中心」とは、広州に開発能力

の優れた人材を招集し、中国の自動車研究開発の中核的存在のひとつとしての役割を担う計画で

ある。「両地流通」とは、香港および広州の両地にある複数の投資会社を通じ、自動車産業発展

のための資金調達を行うものである。そして「四大基地」は、乗用車、バス、小型トラックと自

動車部品の４部門を基地化する政策である。

　６999年以降、中央政府は国有企業改革のテンポをいっそう速め、その成果を深化させるべく改

革の見直しを行った。当時の主管副市長である張広寧が中心となり、「主要工業集団化」構想を

掲げ、鉄鋼業、電子機器産業、自動車産業および軽工業の４産業体制で広州の産業構築を整えて

いくという計画を打ち立てた。現在、鉄鋼業を除く３つの産業が広州の主要産業となり、国内で

もリーダー的な存在としてその地位を確立している。

　以上のような流れを受け、７５５５年に広州汽車集団有限公司と広州五羊集団有限公司を基盤にし

た広州汽車工業集団有限公司が設立された。広州汽車工業集団有限は国有資産管理会社であり、
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傘下企業の株式を保有しながらも経営には参画しない体制となっている。とりわけ、同社の中核

を成す広州汽車集団有限公司に関しては、発行株式の9８％を保有している。したがって、広州汽

車工業集団有限公司のパフォーマンスは広州汽車集団有限公司のパフォーマンスに連動する形に

なっており、両社は名称を混同されるほど一体化している。

　７５５５年の設立当初は、広州の自動車生産の約8５％が、広州汽車集団有限公司とホンダのジョイ

ントベンチャーである広汽本田１社によって占められていた。そのため、産業構造における多様

性の欠如がしばしば指摘され、ビジネスリスクを低減させると同時に発展の可能性を拡大させる

ことが急務となった。

　こうした問題に対応するため、広州汽車集団有限公司は７５５９年に広汽豊田自動車有限公司を設

立した。出資比率は5５％で、契約期間８５年という提携内容である。広汽豊田は、提携当初から部

品の国産化率が7７％という高水準にあることが特徴であった。その内、広東地域の部品メーカー

からの供給が5５％以上を占めており、広州汽車集団有限公司の設立が広東地域に経済発展を導い

たといっても過言ではない。７５５5年には、広州汽車工業集団有限公司、万向集団、中国汽車工業

集団、広州鉄鋼企業集団有限公司、広州市長隆ホテル有限公司の５社が共同発起企業として、広

州汽車集団株式会社（以下、広汽集団とする）を設立した。

　広汽集団は中国の自動車産業においては初となる企業グループレベルでのパートナー制を導入

し、株式会社として設立された企業である。また、広汽集団は今後の発展に新たな活力源として

民営企業も受け入れるようになった。７５５8年現在、自動車生産台数および販売台数が5８万台、バ

イクは9８万台に達し、販売収入が６１６７5億元に達している。

３．２　自動車産業における広汽集団の位置づけと傘下企業

　中国の自動車産業における広汽集団の位置づけを明確にするため、７５５9年度の自動車販売状況

を以下に示す（図表３－１参照）。

　表からわかるように、広汽集団の販売量は６位である。また、上位５社とは大きな差を開けら

れており、第２グループに属している。政府による自動車産業調整・振興計画では、広汽集団は

区域別の M&A を奨励されており、「四大四小」の自動車産業においては「四小」のひとつとい

図表３－１　2009年の中国10大自動車グループの販売順位
単位：万台

グループ名 販売台数 順位 グループ名 販売台数 順位

上汽集団 ７7５３55 ６ 広汽集団 6５３66 6

一汽集団 ６9９３９6 ７ 奇瑞汽車 5５３５８ 7

东风汽車 ６89３77 ８ 比業迪汽車 ９９３8９ 8

長安集団 ６86３98 ９ 华晨汽車 ８９３8８ 9

北汽集団 ６７９３８５ 5 吉利汽車 ８７３9６ ６５

出所：�李江涛・蒋年雲・朱名宏『中国広州汽車産業発展報告』（７５５9）社会科学文献出版。
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う位置づけがなされている。たしかに上位５社と比較すると、広汽集団の歴史は浅いが、十数年

来ホンダやトヨタなどの日系メーカーとの合弁によって力を蓄えてきている。したがって、今後

も現在の勢力を維持しつつ、上位を伺う存在になることが予想される。

　広汽集団の組織構成は図表３－２のようになっている。広州汽車工業集団有限公司が9６３9８％

と最大の株主である。

　広汽集団は幅広く投資しており、数多くの完成車メーカー、部品メーカー、金融投資会社、物

流業者と提携している。広汽集団の事業内容は主に国内外向けの自動車および部品の設計と生

産、販売と物流、自動車関連の金融と保険および関連サービスなどであり、研究開発から生産、

輸送、販売までの広範なバリューチェーンを網羅する方向に向かっている。現在、グループ企業

として、広汽乗用車、広汽本田、広汽豊田、本田（中国）、広汽長豊、広汽客車、広汽日野、広

汽部品、広汽豊田エンジン、広汽商貿、広愛公司、同方環球、中隆投資、広汽自動車研究院など、

数十社を抱えている（図表３－３参照）。

　次に、広汽集団を構成する各企業の概要について述べる。

⑴　広汽本田自動車有限公司

　広汽本田自動車有限公司（広汽本田）は６998年にかつての広州プジョーの跡地に設立された。

共同経営の期間は８５年である。ホンダは広州プジョーが残した設備の遺産を活用し、工場設立時

のコストを大幅に削減することで、成功への足がかりを築くことができた。黄埔、増城の２か所

に工場を設立し、生産能力は年間８6万台である。増城工場は環境に配慮し、廃水ゼロを実現させ

たグリーン工場としても知られている。

　ホンダは中国市場に進出した当初から、中国の将来性と市場の発展を有望視しており、グロー

バル戦略のなかで中核的な存在として位置づけている。参入初期から、ホンダの最有力のグロー

バル車種であるアコードで市場浸透を目指す計画は、その表れであるといえよう。広汽本田が設

図表３－２　広汽集団の組織構成



─　　─96

立されたころ、中国では小型車と高級車の品揃えは整っていたものの、高品質の中堅車はほとん

ど見当たらなかった。アコードはこうした新興の中流階級のニーズを充足することで功を奏し、

７５５9年現在、同車種の累計生産台数は６５５万台に達し、中国市場で初めて６５５万台を突破した中高

級車となっている。

　現在ではアコードに加え、主力商品のオデッセイ、フィット、シビックなどの４大シリーズを

はじめ７７車種を投入している。いずれも日本および北米市場における売れ筋商品であり、中国市

場を先進諸国の市場と同等に見なしていることがうかがい知れる。

　同社では管理体制における「共同決議制度」、工場生産における「コストを抑えることで多く

の利益を生む」といった販売体制における四位一体型の４S（販売、アフターサービス、部品調達、

情報のフィードバック）店舗の全国販売ネットワークの構築などの企業努力により、加速的に成

功を手中に収めることができた。

　７５５7年７月には、広汽本田自動車研究開発有限公司を設立した。これは中国初の独立法人方式

での自動車産業の研究開発機構である。製品コンセプトの設計、造形設計、完成車の試作、実車

テスト、部品開発を含め、完成車を単独で開発できる能力を有している。研究開発機構の誕生は、

自動車産業の研究開発能力の向上に大きく寄与し、将来的には自動車市場勢力の変化にも大きな

影響を及ぼすことになるだろう。

　本田技研工業との単独提携以外にも、広汽集団は本田技研工業、本田技研工業（中国）投資有

限公司、東風汽車集団株式会社との共同資本金8７５５万ドルを出資して、７５５８年に中国で最初の完

全輸出に特化した本田汽車（中国）有限公司を設立している。同社は溶接、塗装、エンジン組立、

完成車のテストなどの工程において、最先端の設備を投入することで、効率性と高品質を追求し

た生産ラインを構築し、設立初期から生産能力は年５万台を上回っている。同社の設立は中国に

おける自動車産業の新たな試みであり、自動車産業のグローバル化をいっそう速めることになる

図表３－３　広汽集団のグループ企業
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だろう。

⑵　広汽トヨタ汽車有限公司

　上述した広汽ホンダの提携は成功を収め、広汽集団の総売上高の約8５％を占めるに至ってい

る。それを受け、広汽集団は自社の発展には日系メーカーとのさらなる提携が不可欠と判断し、

７５５９年にトヨタ自動車と広州汽車工業集団有限公司が各々5５％出資し、資本金６８億元（約６7８億

円）広汽トヨタ汽車有限公司（以下、広汽トヨタとする）を設立した。７５５6年からカムリの生産・

販売を開始し、年間６５万台を生産した。「トヨタの世界的な模範工場を作る」ことを経営ビジョ

ンとして掲げ、トヨタの経験を活用し、最新鋭の生産設備と生産ラインを有する工場を立ち上げ

た。また環境保護にも配慮し、環境管理体系 ISａ６９５５６を取得している。

　広州市南沙区の完成車工場周辺６３5km 圏内には、大手サプライヤーが集積している。完成車工

場とは道路１本を挟んだだけのこうした大手部品メーカー６６社（三五、豊田紡織、アドビックス、

豊田鉄工、双葉など）は、地下道でつながっており専用ローリーを使って６5～７５分ごとに（将来

的にはさらに短縮する計画である）ジャスト・イン・タイム方式で部品が納入されるようになっ

ている。広州トヨタから離れた部品メーカーとは、専用ウイング車輌を使ったミルクラン方式で

納品されている。また、自動車の生産に加え、エンジンにおいても提携し、広汽豊田エンジン有

限公司（以下、GTEとする）を７５５９年に立ち上げた。GTEは中国初の海外市場を主要なターゲッ

トとした自動車エンジンメーカーであり、現在年産5５万台の規模となっている。さらに７５５7年に

は、両社に一汽を加えて物流面でも提携し、同方環球（天津）物流有限公司を設立した。同社は、

トヨタの中国事業関連の物流管理、企画、コンサルタント業務などを行っている。７５５9年３月現

在、広汽豊田は従業員5１6５５人を抱え、カムリシリーズなどの高級乗用車を年間７５万台生産して

いる。

⑶　広汽日野汽車有限公司

　広汽日野汽車有限公司（以下、広汽日野とする）は、７５５7年に広州汽車集団株式有限公司と日

野自動車が各々5５％出資して設立された合資企業である。広州羊城汽車有限公司と瀋陽瀋飛日野

汽車製造有限公司の２つの生産基地を有する。広州基地は主に各種トラックを生産し、年間生産

台数は大型トラックが２万台、小型トラックが３万台である。一方、瀋陽基地は主に各種バスを

生産し、年間生産台数は完成車が９１５５５台、車台が5１５５５台である。また、羊城汽車の現有製品を

継続生産するとともに、７５５9年には広州市従化に新工場を建設し、生産を開始した。従化工場で

は、先進の排出ガス技術、省燃費技術、高品質なハイエンドトラックを輸入トラックの３分の１

の価格で提供することで、中国のローエンド競争から迂回し、ハイエンド市場を制覇する戦略意

図を順調に推し進めている。

⑷　広州汽車集団乗用車有限公司

　広州汽車集団乗用車有限公司（以下、広汽乗用車とする）は、７５５8年に広汽集団の単独出資で

設立された子会社であり、自社ブランドの大衆車（乗用車）の推進母体として、国際レベルの完
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成車、エンジン、部品、自動車用品の生産および研究開発を行っている。

　当初の計画では乗用車は年産６５万台、エンジンは６５万台で、段階的に自動車は９５万台、エンジ

ンは９5万台まで生産規模を拡大する計画である。しかし現在のところ、計画どおりには進んでお

らず、実際には個別部品の調達にかかわる程度にとどまっている。こうした状況を打開すべく、

広汽乗用車は独自に乗用車のメーカーを設立し、合弁企業から技術と経営能力を学習し、独自の

メーカーを育成する戦略を打ち出そうとしている。

⑸　広汽長豊汽車株式有限公司

　７５５9年、広汽集団は長豊汽車に5５３98％を出資する長豊集団から発行済み株式の７9％を取得し

筆頭株主となり、社名を広汽長豊汽車に変更した。広州汽車では、今後５年で約６５５億元を出資し、

長豊汽車の年産能力を5５万台、年間売上規模を９５５億元以上に引き上げる計画である。

⑹　広州汽車集団客車有限公司

　広州汽車集団客車有限公司は、７５５５年７月に広汽集団と香港中隆投資有限公司が共同出資して

設立された。同時に年産能力８１５５５台の広州駿威客車有限公司も設立された。主要ブランドは駿

威バスである。また高級ブランドバスとして、同じく７５５５年に広州五十鈴客車有限公司（広州五

十鈴）を立ち上げた。同社の高級観覧バスの年産能力は６１７５５台である。

⑺　広州汽車集団部品有限公司

　広州市を一大自動車生産基地に発展させる構想においては、完成車を支える効率かつ柔軟な部

品サプライチェーンが不可欠である。そのため７５５５年８月、上述の駿威の系列企業をベースに部

品供給能力を向上させる目的で、広汽集団と香港駿威汽車有限公司が5６対９9の比率で共同出資

し、広汽集団部品有限公司を設立した。創設後、数度の統廃合を経て、採算性を高めている。ま

た外資部品メーカーを誘致し、部品メーカーのジョイントベンチャーを設立するに至った。これ

らの部品メーカーのジョイントベンチャーに対しては、政府からの手厚い優遇措置が与えられ、

立ち上げ当初は比較的順調な経営だったが、現在では人材の不足、賃金の高騰などにより、必ず

しも一筋縄では行っていない状況である。

　上述の各企業の資本構成における広汽集団の出資比率と投資状況は、図表３－４のようになっ

ている。

図表３－４　広汽集団の出資比率と投資状況

広汽集団の出資比率 企　　業　　名

�７5％ 本田汽車

�７9％ 広汽長豊

�８５％ 広汽豊田エンジン

�5５％ 広汽本田、広汽豊田、広州汽車集団客車、広汽日野

�5６％ 広州汽車集団部品

６５５％ 広州汽車集団乗用車
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４．広汽集団の経営分析

　６997年の設立当初、広汽集団有限公司は８５億元の債務を抱えていた。しかし、その後の十数年

の成長の結果、総生産額、販売額ともに６１５５５億元を超え（７５５9年現在、それぞれ６１７６６億元、６１８56

億元）、中国有数の大手自動車企業に成長した。自動車生産・販売台数においても、設立以降６５

年間にわたり合計６6９万台の自動車を販売し、中国企業5５５強の5５位以内に数えられるに至ってい

る。

　本節では、このような成長を促進した要因を大きく外部的環境要因と内部的企業要因に分けて

分析を行う。

４．１　外部的環境要因

　７５５8年は国際的な金融危機の影響により、中国の自動車産業も少なからずあおりを受けたが、

７５５9年に発表された政府主導の「自動車産業調整・振興計画」は、広汽集団に大きな機会を与え

るものとなるであろう。その理由として、以下の５つを指摘することができる。

⑴　中国経済の持続的かつ急速な成長

　７５５9年の中国のGDｂは８８兆5１８5８億元に達し、前年比8３7％の増加となった。順調な経済成長が、

自動車産業発展の礎をいっそう強固にするだろう。

⑵　政府の自動車産業振興政策の発表

　中国経済の中核をなす自動車産業は、経済ならびに社会の発展に重要な役割を果たしていてお

り、「自動車産業調整・振興計画」は、自動車産業の持続的・安定的な発展に明確な指針を示し

ている。同計画では、一汽、東風、上汽、長安は全国を対象とした M&A、また北汽、広汽、奇

瑞、重汽は区域別の M&A を奨励している。この発表により、広汽集団は長豊集団の７9％の株

を取得することでき、SUV 車に強みを発揮する長豊集団の筆頭株主となり、車種不足を補完す

ることができた。

⑶　中国における自動車市場の潜在的成長力

　中国における自動車保有台数は千人当たり９7台で、世界平均レベルの６７５台の半分にも満たな

い。すなわち、自動車市場には潜在的なニーズが秘められており、広汽集団にとってチャンスと

捉えることができる。

　同社へのインタビューでも、中国の自動車産業は必ず発展していくという自信を持っているこ

とがうかがえた。同社によると、日本、アメリカ、ヨーロッパなどの先進諸国は、今日に至るま

で7５年間にわたり成長を続けている。これを、自動車が8５年代末期に一般家庭へ導入された中国

に適応すれば、今後も８５～９５年間は成長を続けると予測できる。その間に、一時的な苦境や調整

を経験することはあるかもしれないが、的確な政策により切り抜けることができると考えてい

る。また、中国の国民の生活水準は徐々に向上してきており、市場のニーズも拡大傾向にある。

巨大な人口を抱える自国の内需が拡大すれば、必ず経済を牽引していくと確信している。
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⑷　日系車が持つ強みの顕在化

　高品質かつ省エネの日系車は、すでに世界中で高い評価を得ているが、近年台頭を見せる中国

の富裕層の間でも、日系の高級車種の支持層が拡大しつつある。そのため、日系車の主力車種で

ある広汽集団のブランド力の向上につながりやすく、広汽集団はこのトレンドをチャンスと捉

え、富裕層向けの販売台数を伸ばす戦略を打ち出すべきであろう。

⑸　広州アジア競技大会による企業のイメージアップ

　７５６５年６６月に広州で開催されるアジア競技大会は、広汽集団にとってアジアひいては全世界に

アピールできる絶好の機会である。アジア競技大会の VIｂ スポンサーである広汽集団は、同大

会に自社開発の新型エネルギー自動車を提供する予定である。同大会を通じて、企業のイメージ

アップを図ることができ、企業ブランドの向上につながるだろう。

　広汽集団が設立された７５５5年を振り返ってみると、中国の自動車産業にとって極めて重要な１

年であったといえよう。まず、自動車市場が拡大しつづけていたことである。７５５８年および７５５９

年は、自動車販売数の増加率がそれぞれ GDｂ 成長率の８３5倍と９３７倍に達した。その理由として中

国における消費需要構造の変化が挙げられるが、今後、継続的な経済発展および消費需要のさら

なる高まりによって、自動車販売台数は２桁の増加が見込まれる。

　つぎに、中国の自動車産業がプラスのサイクルに入りはじめたことである。WTａ の加盟時に

は急成長を期待されなかった自動車産業であるが、政府の指導の下、自動車消費の環境が改善さ

れ、国民の自動車への消費ニーズが顕在化しはじめたのである。また、外資および民間資本の導

入とともに、政府は道路などのインフラに対する投資を増やしたことも、自動車消費をよりいっ

そう促進させている。

　最後に、自動車産業の構造調整が進んでいたことである。自動車産業の規模の拡大に伴い、構

造改革も絶えず行われていた。企業の株式制度の改革、部品製造業の急速な発展、市場構造の進

化など、自動車産業の構造の調整も産業全体の発展に新たなチャンスをもたらしたのである。

４．２　内部的企業要因

⑴　合弁提携に伴う経営管理能力の向上

　広汽集団は設立以来、完成車分野において、日本の三大自動車メーカーのホンダ、トヨタ、日

野と提携してきたため、長期計画に基づいて日系メーカーの技術を学習でき、競合他社に比べ技

術優位性を持っている。７５５9年には、長豊自動車の７9％の株式を買い上げ筆頭株主となるなど、

国内の M&A にも積極的である。また部品分野においては、トヨタ、デンソー、ブリヂストン、

トヨタ紡織などの自動車部品会社と提携し、広汽豊田エンジン有限公司をはじめとする自動車部

品製造企業を６5社設立した。さらに自動車貿易分野においては、豊田通商、あいおい保険などと

提携し、８５社余りの貿易物流関係の合資企業を設立した。

　このように、広汽集団は完成車生産を中軸に、川上の自動車部品分野と川下の貿易・サービス

産業にも進出し、グループ全体のバリューチェーンを確たるものとし、経営資源を集中させるこ
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とで、競争力の持続的な向上を実現しているのである。同時に、日本の企業は「詳細管理」「詳

細生産」といわれるように、きめの細かい経営・生産管理体制を確立している。こうした管理体

制は中国の企業には浸透しておらず、日本企業との合弁により、企業全体の管理体制も大きく改

善されてきている。

　以上のように、広汽集団の成功の要因は、とりもなおさず日系自動車メーカーとの提携関係に

あるといえる。提携によって、生産技術、生産コスト、販売、アフターサービスなどの点におい

て、国内の競合他社との差別化を図ることができ、競争優位の確立に成功したのである。

⑵　企業文化の許容度および経営の質の向上

　提携に際し、かつては中国側が5６％出資し、意思決定の主導権を握るケースが多く見られたが、

昨今の日系企業との提携においては出資比率が各々5５％というケースが多く見られる。この場合

の意思決定の有効性については、合弁企業の設立時に当事者間で懸案事項となっていた。しかし

実際には過去６５年間で、意思決定にからんだ問題は生じていない。それは、定款で規定された実

務上の規約以外に、両国企業がともに自社の利益よりも合弁企業の利益を重視しているからであ

る。すなわち、両社が株主の立場から発言するということである。また相手を尊重し、相手から

学び、自社の欠点を補完することで、協力関係を強化するという考えに立脚していることも一因

であろう。

　合弁企業の管理モデルとして、広汽集団は「重大な意思決定に際しては、両社が共同でサイン

をする制度」を発案した。特に広汽プジョーの失敗を鑑み、広汽本田は出資比率を5５％とし、両

社のバランスを図るシステムを採用している。この管理手法は広汽集団内の他の合弁企業でも採

用され、広汽集団の急速な発展要因のひとつとなった。

　自主革新戦略において最も重視されるのがブランド戦略であるが、ブランド戦略においても柔

軟な発想のもとで独自のブランドを発案・実行した。また、これまでにもブランド戦略に基づき

さまざまなプロモーション活動を行ってきたが、７５５9年に広汽集団のブランド強化戦略の一環と

して、広州本田と広州トヨタをそれぞれ広汽本田と広汽豊田と改称した。その結果、広汽集団の

ブランドはターゲット消費者に広く浸透している。

⑶　経営戦略の明確さ

　広汽集団は創設以来、「世界的な広汽、社会的な広汽、卓越した広汽」をミッションとして掲

げている。そして「仁達、調和、循法、精業」を企業の経営理念に、「コア・コンピタンスを高

める」ことを持続的発展の目標にし、グループ内に徹底させ、段階的かつ計画的に実践している。

発展戦略としては、以下の３点に力を注いでいる。

　ａ．�できるだけ早期に上場し、融資ルートを拡大し、構造改革・革新をさらに進める。それに

より、資源を集中させ、M&A の実行や技術構造および産業構造のレベルアップなど、広

汽集団のさらなる発展に確固とした基盤を構築する。また、東南自動車、華晨自動車の買

収、三菱自動車との提携なども積極的に推進し、早急に「大広汽集団」構想を実現させる。



─　　─６５７

　ｂ．�主力事業である完成車事業を強化するとともに、部品、サービス、貿易、金融投資などの

領域にも拡大し、強い産業集約的グループを構築する。

　ｃ．�外資との提携および国際的な先進技術の導入を加速させると同時に、自主革新戦略も促進

し、自主革新能力を高め、広汽のコア・コンピタンスを早期に確立させる。

　以上のように、柔軟性に富んだ金融戦略に支えられ、積極的に M&A を実現させることがで

きるようになることが、フットワークの軽い経営につながるのである。

⑷　技術の研究開発と技術者の養成

　企業として、研究開発を疎かにし生産重視の経営をしていれば、成長を持続的に維持すること

はできないと広汽集団は強く認識しており、７５５6年に広汽集団汽車工程研究院を設立した。同研

究院は、広汽集団に車種プラットホーム、完成車製品、自動車部品の開発など、様々な技術サポー

トを提供している。研究開発には、アメリカ、イタリア、ドイツ、日本の専門家があたっており、

７５６５年には広汽集団初の自社ブランドの自動車を市場投入できる見込みである。

　研究開発と同時に技術者の養成にも力を注いでおり、広州汽車工業技工学院という養成機関を

設立した。工学院には現在6１５５５人の学生が在籍しており、営業、製造、サービスの３つの専門

分野のエキスパートを養成している。修了生の98％は、広州汽車グループの生産ライン部門や修

理・サービス部門などに就職する。その他の修了生もしっかりとした技術を習得しているので、

広州汽車グループ外の企業からも歓迎されている。

　以上のような外部的環境要因と内部的企業要因により、広汽集団は利益水準で全国のトップク

ラスの地位を確保し、７５５9年まで６年連続で自動車企業の経済効果ランキングの首位を独占して

きた。７５５8年の営業収入は69億元で、純利益は７9億元に達しおり、共同経営している広汽本田と

広汽豊田の販売収入も768億元に達し、純利益は6６億元に上っている。

４．３　広汽集団の課題

⑴　利益率と販売台数の不均衡

　前節で述べたように、広汽集団の利益率は大型自動車グループ内ではトップクラスであるが、

自動車の販売台数ではトップグループに大きな差を開けられている。図表３－１を見れば、自動

車販売台数はまだ拡大する余地が残されていることがわかる。当面は広州および広東省や近隣の

諸省をターゲットとして、販売拡大を進めることが課題である。

⑵　販売車種の不足

　販売車種では、商用車部門の劣勢が明確である。現在、広汽集団の商用車事業運営は主に広州

汽車集団客車有限公司と広汽日野汽車有限公司両社に委託されており、７５５8年におけるそれぞれ

の生産台数は６１６７９台と６１５56台であったが、生産台数が広汽集団の業界ポジションと必ずしも一

致していない。

　また、小型車と SUV 車部門も劣勢にある。７５５9年の政府による「汽車下郷」政策を受けて、

小型車の販売台数が急増したが、広汽集団はまったく小型車分野においてシェアを有しておら
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ず、販売台数を伸ばせない要因となっている。

⑶　企業の再編

　広汽集団は７５５9年に長豊集団の７9％の株式取得に成功したが、それをうまく軌道に乗せ、グ

ループ全体の収益に結び付けるまでにはまだ道のりは遠いといわざるを得ない。企業再編が失敗

に終われば、今後の M&A にも悪影響を及ぼすことは避けられないだろう。

⑷　中国国内の競争激化

　中国の国内状況は必ずしも楽観的な材料ばかりではない。７５５9年に世界最大の市場となった中

国の自動車市場では、各企業により６５５車種以上の新製品が投入されており、競争は今後いっそ

う激しさを増すだろう。こうした状況は７５６５年に入っても変わっておらず、新製品の開発と市場

への迅速な投入により、激しい競争に対処しなければならない。特に車種において劣勢を強いら

れている広汽集団は、経営方針を迅速に修正しなければ、今後の発展に暗い影を落とすことにな

りかねない。

４．４　広汽集団の挑戦

　前節では広汽集団の課題を考察したが、最後に広汽集団にとっての挑戦について指摘する。主

たる挑戦は、国際金融危機が自動車産業に及ぼす悪影響である。今回の金融危機はピークが過ぎ

去ったとはいえ、世界経済は依然として回復の途上にあり、慎重に行動する必要がある。

　また、かねてより自動車産業は世界的に供給過剰という問題を抱えており、中国も例外ではな

い。７５６５年には中国においても8５５万台以上が供給過剰になるという予測がなされており、綿密

な市場調査と需要予測に基づいた生産計画を立てることが要求される。

　本節で分析したように、広汽集団は政府の方針の追い風を受けながら、積極的な M&A、商品

ラインナップの拡充、生産規模の拡大、販売戦略を推進していく必要がある。そして自社ブラン

ド車の研究・販売を加速させ、日系車以外にも長期的な自社のコア・コンピタンスを確保し、優

位性を保持することができれば、競争が激化する自動車産業界で勝ち抜くことができるであろ

う。

５．今後の経営戦略の課題

　最後に、広汽集団の今後の課題について具体的な視点から指摘することで、本稿のまとめとし

たい。

⑴　新たなM&Aと提携

　広汽集団の組織をさらに拡大・強化するには、「大広汽」⑸戦略に基づいた積極的な M&A およ

び提携を推進するのが有効な手段となるであろう。長豊自動車の筆頭株主となったことにより、

SUV 車生産の不足を補い、生産地域を湖南省にまで拡大しており、全国展開への足がかりはす

でにできている。今後は、新たな提携にふさわしいパートナーを継続的に探し求めるべきであろ

う。同社へのインタビューでは、現在欧米の自動車メーカーは苦境に立たされているが、提携の
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条件が整い、市場のニーズがあれば、欧米のメーカーとの協力関係も歓迎するということであっ

た。そうなれば、日系企業と欧米企業との間で競争関係を生み出すといった新機軸の戦略も可能

となる。もちろん政府主導の M&A や合弁提携は可能な限り受け入れる必要があることはいう

までもない。こうしたM&Aや提携を利用し、早期に第１グループへ飛躍することが課題である。

⑵　戦略の見直し

　自家用車関連企業を重点的に育成すると同時に、広汽日野、広汽バスを中心とした商用車企業

の市場シェアの底上げを図る必要がある。７５５9年の中国における商用車生産台数と販売台数は、

それぞれ８９５万7１７５５台（前年比８８％増）と８８６万８１5５５台（前年比７8％増）であった。また、同年

のバスの販売台数は８5万９１５５５台（前年比４％増）であり、いずれも成長の勢いは衰えていない。

広汽日野は７５５9年から正式に生産を開始しており、商用車分野における広汽集団の発展に大きく

貢献することが予想される。したがって、広汽集団は現在の好機を認識し、広汽日野および広汽

バスの生産を強化する戦略へと見直しを図るべきである。

⑶　ブランドの研究開発および革新能力の育成

　７５６５年には、広汽集団の自社ブランドの生産が開始される予定であるが、今後はさらに研究開

発に重点を置き、企業の技術力および創造力を向上させることが望まれる。とりわけ、①国内外

の優れた技術を吸収する、②優秀な人材を獲得し、産業間の連携によって新たな研究課題への取

り組みを加速させる、③研究成果を迅速に実用化させることができる自主革新能力を育成する、

といった点が指摘できる。

⑷　バリューチェーンの整備と人材の育成

　自動車の生産および販売と並行して、川上の部品生産、川下の自動車販売・貿易、自動車金融、

物流、総合サービスなどにも投資することで、完成されたバリューチェーンを構築し、よりいっ

そう組織の拡大を図る必要があるだろう。また、広汽集団の長期にわたる企業競争力の源泉とな

る人材の育成も急務である。現在、広汽集団は自動車産業の発展の原動力となる専門職の人材育

成システムが未整備であり、あらゆる部門の人材が常態的に不足している。これが企業の発展、

ひいては自動車産業自体の発展のボトルネックとなっており、成長への道に大きく立ちはだかっ

ている。

　今後、自動車産業ならびに広汽集団の発展を戦略的に導いていくことができる上級専門管理者

の人材育成、および自動車の設計・開発に携わる専門職、現場での品質評価ができる専門職といっ

た日本が従来得意としてきた分野の人材育成の質が、同社の成否の決め手となるだろう。

注

⑴　１年を通して経済をながめた場合、上半期の成長が急激で各種経済指標が急伸するのに対し、下半期の経済

指標の伸びが緩やかでフラットになる現象のこと。

⑵　上海汽車集団とドイツのフォルクスワーゲンのジョイントベンチャーが最初のプロジェクトである。

⑶　这直接为广州日后成为国家定点生产小汽车的“三大三小”（三大指一汽、二汽、上汽；三小指北京吉普、天

津夏利、广州标致）
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⑷　政府による、内陸地域の消費を刺激するための自動車振興策である。郷は内陸地域の農村を意味する。

⑸　今後５年間にわたって、広汽集団が上汽集団、一汽集団、東風集団と比肩する中国自動車大企業グループの

仲間入りをするという目標。

� （井上　葉子）

第２節　広汽ホンダの生産体制とサプライヤー・システム

１．はじめに

　本田技研工業株式会社（以下、ホンダ）が、日本の自動車メーカーとして初めて中国で普通乗

用車の生産に乗り出してから今年で６７年目になる。ホンダは、プジョー（広州汽車と合弁を組ん

でいた）が６997年に撤退した際に、広州汽車の新たな合弁先として中国に進出した。当時、中国

政府が乗用車生産への新規参入を厳しく制限していたため、ホンダは他社が失敗した合弁企業の

後を継ぐという、マイナスからのスタートという形態で参入せざるをえなかった。しかし、ホン

ダは短期間で生産ラインを立ち上げ、「アコード」のヒットなどで毎年生産台数を増加させ今や

中国で尊敬される企業⑴の一つに選ばれるようになった。このようなホンダの躍進の原動力と

なったものには、「四位一体」体制などの販売システム、効率的なサプライヤー・システム構築、

起業家精神に富んだ現地トップなどが挙げられている（米谷（７５５６）、劉芳（７５５７）、出水（７５５９）、

ほか）。

　本稿では、ホンダの国際競争力の源泉の一つとして評価されているサプライヤー・システムに

注目し、どのような生産体制のもとサプライヤー・システムが構築されているのか明らかにする

ことを目的とする。その際、広汽ホンダ汽車有限公司（以下、広汽ホンダ）を事例として考察す

る。

２．ホンダの中国における事業展開

　広汽ホンダの生産体制をみる前に、ホンダの中国における事業を概観する。ホンダは、６98６年

に北方工業集団公司の「嘉陵機器廠」に対する技術提携により、オートバイの生産を開始した。

６985年には上海・易初摩托車有限公司、６988年に広州摩托車公司への技術提携契約を行っている。

６99５年代に入ると、３つの合弁会社（６99７年６７月設立の「五羊─本田モーター（広州）有限公司」、

同年６７月設立の「嘉陵－本田発動機有限公司」、６99８年１月設立の「天津本田モーター有限公

司」⑵）を設立し、オートバイの生産を行うようになった⑶。７５５７年２月には、日本の二輪メーカー

として初めての中国で全額出資の研究所である、「本田摩托車研究開発有限公司」を上海に設立

した⑷。ホンダは二輪事業の展開を通じて、ホンダの知名度を中国市場に浸透させたと同時に、

中国の市場環境や経営慣行などを理解することができ、これが四輪車事業展開に基礎を与えた⑸。

　中国での四輪事業における進出は、６99９年に東風汽車グループと自動車部品の生産合弁会社で

ある東風本田汽車零部件有限公司を広東省恵州市に設立したことから始まる。当初、中国政府が
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自動車部品、エンジン、完成車と段階を経た合弁展開を要請していたため、ホンダでは合弁相手

として東風汽車を選び、完成車生産を見据えた現地事業化に向け、第一歩として東風本田汽車零

部件を設立した⑹。続いて、ホンダは６997年に広州市に進出した。ホンダの進出以前の広州市に

はフランスのプジョー・シトローエンが、６年間乗用車等を年間３万台生産していたものの、う

まくいかず生産を半ば投げ出していた。広州市としては、プジョー時代の従業員や生産設備を

使って操業を再開したいと思っており、オペルや現代にも打診したが合意には至らなかった⑺。

紆余曲折の末、中国政府の進出要請を受け、ホンダは広州汽車グループとの合弁を承諾、既存工

場を改修して生産体制を再構築した。これにより、６998年７月に合弁生産拠点の広州本田汽車有

限公司（現・広汽ホンダ）を設立し、６999年末に「アコード」の量産を開始し、中国は東風汽車

と広州汽車の２系列で合弁事業を展開する体制となった⑻。

　しかし、ホンダとの合弁設立を目前にしていた東風汽車が異議を唱えた。そのため６999年３月

にエンジンを生産する東風本田発動機有限公司を設立し、広汽ホンダ向けにエンジンを供給する

体制を構築することで決着した。また、７５５８年７月には車両生産合弁会社の東風ホンダを設立し、

７５５９年４月から「CR２V」の生産を開始している。

図表３－５　ホンダの主要中国現地法人
（統括会社以降 ABC 順）

会　　社　　名 事業内容 会社区分

本田技研工業（中国）投資有限

公司

Honda� Moがoお� (China)� Inぎeかがmenが�

Co３１�Lがd３
中国における地域本部機能 統括会社

東風本田汽車有限公司 Dongfeng�Honda�Aきがomobile�Co３１�Lがd３ 四輪車の生産・販売 関連会社

東風本田汽車零部件有限公司
Dongfeng� Honda� Aきがo� ｂaおがか� Co３１�

Lがd３

四輪車用エンジン部品、足回

り部品の生産
連結会社

東風本田発動機有限公司 Dongfeng�Honda�Engine�Co３１�Lがd３ 四輪車用エンジンの生産 関連会社

広汽本田汽車有限公司 Gきangqi�Honda�Aきがomobile�Co３１�Lがd３ 四輪車の生産・販売 関連会社

広州本田汽車研究開発有限公司
Gきangげhoき� Honda� Aきがomobile�

Reかeaおch&Deぎelopmenが�Co３１�Lがd３

自動車の商品開発に必要な調

査・研究
関連会社

本田汽車（中国）有限公司 Honda�Aきがomobile�(China)�Co３１�Lがd３ 四輪車の生産・販売（輸出） 連結会社

本田汽車零部件製造有限公司
Honda� Aきがo� ｂaおがか� Manきfacがきおing�

Co３１�Lがd３

自動車用部品（トランスミッ

ション等）の生産
連結会社

本田生産技術（中国）有限公司 Honda�Engineeおing�China�Co３１�Lがd３
中国生産拠点の金型・生産設

備の研究開発、金型の生産
連結会社

門東本田発電機組有限責任公司 Honda�Mindong�Geneおaがoお�Co３１�Lがd３
小型発電機、ポンプの生産・

販売
連結会社

本田摩托車研究所有限公司
Honda�Moがoおcけcle�R&D�China�Co３１�

Lがd３

中国における二輪車の研究開

発及び調査
連結会社

嘉陵本田発動機有限公司 Jialing２Honda�Moがoおか�Co３１�Lがd３
汎用エンジン、芝刈機、ポン

プの製造
連結会社

新大洲本田摩托有限公司 Sきndiおo�Honda�Moがoおcけcle�Co３１�Lがd３ 二輪車の生産・販売 関連会社

五羊本田摩托（廣州）有限公司
Wきけang２Honda�Moがoおか�(Gきangげhoき)�

Co３１�Lがd３
二輪車の生産・販売 関連会社

出所：本田ホームページより筆者作成。
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　その後、ホンダは中国初の輸出専用工場を立ち上げた。この背景には、７５５９年６月に新自動車

政策改定で輸出目的の合弁会社において外資の過半数出資が認められたことがある⑼。同社は、

広州汽車と東風汽車の両合弁相手に輸出専用の車両拠点設立を打診し、広州汽車側は、７５５８年９

月から生産開始した「フィット（現地名・飛度）」での量産効果により価格競争力が強化される

ということから合弁に合意した。また、東風汽車側は、エンジン及び同部品の供給量増加で収益

性が増すことからこの合弁に合意している⑽。７５５5年４月に中国初となる輸出専用工場の本田汽

車を設立して「Jaげげ（日本名フィット」を、年間５万台生産を目標に量産を開始した⑾。

　一方、販売面では、輸入車の拡販をめざしてアフターサービス拠点の拡充が行われてきたが、

サービス拠点に必要な人材の育成や修理工を養成するトレーニングセンターが上海（６995年６月

開設）、北京（６995年７月）、広州（６995年６５月）の三か所に開設されている⑿。また、７５５６年７

月に中国政府が WTａ 加盟に先立ち日本車の輸入販売を許可したことから、香港の販売子会社

Honda�Moがoお� (China)�Co３１�Lがd３ を通じて輸入販売を開始している。その後、７５５９年２月に本田技

研工業（中国）投資の設立に至り、広汽ホンダと東風本田が独自に展開する販売網についてブラ

ンド戦略を統括する役目を移管して現地戦略の統一を図ったほか、増加しつつある富裕層向けに

アキュラブランドを立ち上げ、現在の販売体制を構築している。

３．広汽ホンダの生産体制とサプライヤー・システム

　前述のように、ホンダは中国で３つの乗用車生産拠点を有している。１つ目は広汽ホンダ汽車

有限公司（広州市）で、アコード、オデッセイ、シティ、フィットなどの生産をしている。２つ

目は東風本田汽車有限公司（湖北省）⒀で、CR２V、シビックなどを生産している。３つ目はホン

ダ汽車（中国）有限公司（広州市経済開発区）⒁で、欧州向けに JAZZ を生産している。

　以下では３つの拠点のうち、広州市の広汽ホンダを取り上げ同社の概要と生産体制とサプライ

ヤー・システムについて検討する。

３．１　広汽ホンダの概要

　広汽ホンダは、６998年に設立され６999年３月から操業を開始した。資本金は、７８億９１56９万元、

出資比率はホンダ９５％、本田技研工業（中国）有限公司６５％、広州汽車集団公司5５％である。統

治組織は４名の董事からなり、日中相互に半数を任命し、董事長は中国方より、総経理は日本方

より任命した。広州汽車集団は、董事長と副総経理を派遣し、環境の整備、税制の優遇措置、人

事労使関係の調整を主としている。一方、ホンダ本社は総経理を派遣し、中国における自動車生

産と販売の経営権限を大幅に委譲している⒂。現在の総経理は金山裕則氏（７５５9年４月１日以降）

である。金山氏は６998年の広州ホンダ設立時から同社で勤務し、その後は同省にある欧州向けの

小型車を生産する本田汽車（中国）の総経理を務めた⒃。

　同社の主要生産品目は、フィット（中国名：飛度、６８５５４６5５５cc）、シティ（同：思迪、

６5５５４６8５５cc）、アコード（同：雅閣、７５５５４７９５５４８5５５cc）、オデッセイ（同：奥徳賽、７９５５cc）
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である⒄。広汽ホンダの工場の生産能力は、段階的に増強された。７５５6年９月に車両生産で第２

工場となる増城工場を稼働している増城工場は、７５５９年６６月に約７７億元を投じて敷地8５万平方

メートルに一連の生産設備を導入し、年間６７万台の生産能力を有している。同工場では主力車種

「アコード」を生産しており、今後も需要動向をみながら設備を増強する考えで、将来的には年

間７９万台まで生産能力を拡大するとしている。また、黄埔工場については、７５５９年６月にサブラ

インなどを導入し、年間７９万台の生産能力を確保して以降は、第二工場（増城工場）の稼働もあ

り、現在まで大幅な生産関連の増強は実施していない。

　なお、広汽ホンダ内の各工場について説明する。黄埔工場は旧広州プジョーの工場を買い取っ

て設置されており、ホンダ主導によりフレキシブルライン導入により混流生産体制を構築したほ

か、工場内にあった引き込み線路を活用して鉄道による完成車輸送を実施している。この鉄道輸

送は、トラック輸送に比べコストを１割低減するなど高い生産効率とコスト競争力を実現してい

る。また、同拠点は従業員6５名規模の研究開発拠点を有しているほか、北京や上海、成都に物流

図表３－６　広汽ホンダの沿革

６998年７月 会社設立

６999年３月 撤退した広州プジョーの既存工場に設備を導入、KD によるアコードのテスト生産を開始

６999年６６月 国産化率９５％の基準を達成したことで、年間１万5５５５台体制での車両生産を開始

７５５５年２月 勤務体制を２直へ切り替え

７５５７年４月 オデッセイの生産・販売を開始

７５５８年１月

アコード（７代目）（７９５５cc）の生産・販売を開始

シリンダーブロックやシリンダーヘッドの塑型および加工を現地化し、現地調達率を6５％から

7５％に引き上げる

７５５８年２月 約６7５億円の設備投資を実施し、生産能力を年間５万台から６７万台に拡大

７５５８年６月 生産・販売累計７５万台達成

７５５８年９月 フィット・サルーンの生産を開始

７５５９年３月 生産累計８５万台達成

７５５９年６月 サブライン導入などで６７億8５５５万元の追加投資を実施、生産能力を年間７９万台に引き上げる

７５５９年９月 フィットの生産および販売を開始

７５５９年６６月 広州市増城地区新溏に年産６７万台規模の増城向上（第２工場）建設に着手

７５５９年６７月 約６５億円を投じて北京に物流センターを新設

７５５5年３月 オデッセイの生産および販売を開始

７５５5年６月 アコードの生産累計5５万台達成

７５５6年９月 車両生産の第２拠点となる増城工場の稼働を開始

７５５7年１月 広州本田汽車有限公司は、広汽本田汽車有限公司に改称

７５５7年２月 生産累計６５５万台達成

７５５8年６６月 新型シティの量産開始

７５６５年３月 生産累計７５５万台達成

７５６５年 クロスツアーを投入予定

７５６６年 自主ブランド「理念」を販売開始する予定

出所：ホンダホームページやアイアールシー『ホンダグループの実態　７５５9年版』、インタビューをもとに筆者作成。
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センターを設置、販売拠点向けに完成車及びアフターパーツの保管配送、訓練、管理業務などを

手掛けている。さらに、同拠点では新型オデッセイの生産開始に先立ち、７５５9年度内をめどにイ

ンダイレクト・スポット溶接の設備導入を予定している。同溶接方式は鋼板の裏表を溶接がんで

はさんで両側から通電することで溶接する仕組みで、薄板に取り付けるアースの位置と通電の制

御を変えることで片側通電による溶接を可能にする。車体溶接工程を一部削減できるほか、耐久

性を向上させられることから、中国でも同技術を導入して生産性と品質向上を図る方針である⒅。

　広汽ホンダの従業員数は6１6５５名（７５５9年３月現在）である。技術者や熟練工の一部は、ホン

ダの狭山工場等に派遣されて訓練を受けるとともに、広州で日本からの派遣者による訓練も受け

ている。

３．２　生産体制

　広汽ホンダは設立後１年で本格生産に移行し、それ以降順調に生産・販売台数を伸長させ、同

社の目覚ましい成長は内外で注目された⒆。６998年７月に広州本田汽車を設立、６999年３月から

６998年型米国仕様のアコード７３８L のテスト生産を始め、翌４月に量産を開始している。また、

量産後の生産は軌道にのっており、７５５５年２月には２直体制に切り替え、日産６７５台、年産３万

台の生産体制に入った。その後７５５６年にアコード V6� V２TEC エンジン８３５L、７５５７年にオデッセ

イを追加し、残業の増加などの対応によって年産５～６万台（生産能力アコード４万5１５５５台、

オデッセイ１万９１５５５台）のフル稼動に入った⒇。７５５８年３月には、アコードのモデルチェンジに

合わせて、設備ラインを増強し、年産６７万台まで引き上げている。生産実績は７５５7年が７9万5１９6７

台、７５５8年が８５万８１876台、７５５9年（１－６月）が６6万９67台となっている�。

　ホンダ・アコードは、米国で販売されていることもあり、欧米志向の強い中国の高所得層の人

気が集まっていることから、販売価格はアコード７３８L で７9万8１５５５元、同８３５L で８９万8１５５５元に達

している。中国で現地生産される同クラスのモデルと比べて割高に設定されており、他の地域に

比べて高い利益率を確保できているとされる。このようにホンダにとって中国事業は、将来的に

米国に次ぐ収益源となることが期待され、中国拠点強化にむけた動きを加速化させている。なお、

図表３－７　広汽ホンダの生産工場の概要

黄埔工場　敷地　6５５万平方メートル、建屋　６７５１5５５平方メートル

　　　　　従業員　９１８５５人

　　　　　生産工程　プレス、機械加工、溶接ライン、塗装、車体組立、検査

　　　　　生産品目　アコード、オデッセイ、シティ、フィット

　　　　　生産能力　年間７９万台

増城工場　敷地　６５５万平方メートル、建屋　─

　　　　　従業員　７１８５５人

　　　　　生産工程　プレス、機械加工、溶接ライン、塗装、車体組立、検査

　　　　　生産品目　アコード

　　　　　生産能力　年間６７万台（同７９万台に拡大予定）

出所：広汽ホンダからの提供資料とヒアリング調査により作成。
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７５５９年から広州の輸出用新工場では、日本を除くアジア・欧州向けに「フィット」をベースとし

た乗用車の全量輸出を始めている�。

　以上から、広州ホンダの生産体制の特徴として２点が考えられる。第１に、短期間に工業が立

ち上がったこと。一年以内というホンダの海外進出でも異例の短期間で立ち上がった。第２に、

工場の拡張とモデル追加のペースが速いこと。これはアコードの販売が大ヒットしたことが要因

として考えられる。なお、中小企業金融公庫調査部（７５５８）によれば、旧広州プジョーの車体プ

レスなど旧式の工場設備を上手く活用し、工場立ち上げの短縮と設備投資負担節減に成功したと

あるが、ヒアリング調査によると、海外のホンダ工場立ち上げのようにゼロからスタートしたほ

うが、設備投資負担は削減できた可能性があるとの回答があった。

３．３　サプライヤー・システム

　ホンダ・アコードの現地調達率は、６999年６６月に国産化規制９５％の水準をクリアし、７５５７年７

月時点で6５％弱（製造原価から KD 輸入分を引いた値）の水準にある。しかし、間接輸入分を差

し引いたネットの現地調達率はその半分程度であり、コンポーネント、原材料の大半は輸入に依

存しているのが現状である。

　広汽ホンダの工場では、旧広州プジョーの機械を多く使いながら、車体プレスを内製している。

エンジン及び足廻り部品は、ホンダと東風汽車が折半で６995年に設立した東風本田汽車零部件有

限公司で主に製造されている。同社では、東風汽車第一廠、第二廠等の素材工場から鋳物等の素

材を調達し、カムシャフトやシリンダーケースリーブなどのエンジン鋳造部品、ナックルやフロ

ントハブなどの足廻り部品、ディスクブレーキ、ブレーキドラムなどのブレーキ部品を機械加工

している。６999年設立のエンジン会社の東風本田発動機では、アコード用エンジンを製造供給し

ており、７５５６年に年産６５万個のアルミブロックを整備している�。また、同社では9３5億円を投資

して、７５５６年６６月に AT の現地生産を開始している。ダイキャスト製トランスミッションケー

スなどを製造し、ギアや電装品などの精密部品は輸入し組み立てている。

　広汽ホンダのサプライヤーは約8５社あり、そのうち６割が日系、３割が地場系、残りが日系外

の外資系となっている。上記の8５社のサプライヤーのうち、ホンダ系の部品メーカーは、現在二

輪車部品を含めて約６5～７５社進出している。６99５年代前半にホンダの二輪車生産の開始に伴って

進出し、ホンダの四輪車事業が始まって以降は、四輪部品向けに増設しているところが多い。ホ

ンダの二輪プロジェクトに伴い、中国国内に、九州柳川精機、九州ティエス、合志技研、スタン

レー電機、東京シート、三ツ葉電機、本田金属技術、ユタカ技研、ケーヒン、ショーワといった

本田系の部品メーカーも進出を果たしている�。四輪との関連では、ケーヒンが、７５５７年に広東

省東莞市に四輪向けの燃料供給システムの新会社を設立、ミツバは青島の旧工場を再編し四輪向

け電装部品の独資企業を設立している。

　また、７５５５年以降広州ホンダの生産が軌道にのるなかで、新規進出企業が増加している。プレ

ス部品メーカーのヒラタ・本郷は、「アコード」「オデッセイ」向けに、７５５６年から車体骨格部品
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図表３－８　広汽ホンダの主要サプライヤー

調　　達　　先 所在地 部　　　　　品
＊佛山市豊富汽配有限公司 沸山市 Accoおd１�Fiが１�CR２V 向け排気消音システム
＊広州珠鉄金属品有限公司 広州市 自動車用鋼材の供給
＊八千代工業（中山）有限公司 中山市 Fiが 向けタンクと Accoおd 向けのサンルーフ

上海三電汽車空調有限公司 上海市 Fiが 向けエアコンプレッサー

広州広愛興汽車零部件有限公司 広州市 Accoおd１�Fiが�ａdけかかeけ 向けドアパネル、Fiが 向けサンバイザー

東風本田発動汽有限公司 広州市 Fiが、Accoおd 向けガソリンエンジン

広州三葉電機有限公司 広州市 Fiが、Accoおd 向けワイパー

広州林駿汽車内飾件有限公司 広州市 Accoおd１�Fiが�ａdけかかeけ 等向け成型マット、遮音材

広州丸順汽車配件有限公司 広州市 フューエルフィラーパイプ

住江互太（広州）汽車紡織産品有限公司 広州市 シートカバー用の生地、カーペット

偉巴斯特（広州）車頂有限公司 広州市 サンルーフ

広州西川密封件有限公司 広州市 ゴムシール

広州関西塗料有限公司 広州市 水性塗料

広州盛旭汽車配件有限公司 広州市 鋼管

広州斯坦雷電気有限公司 広州市 ランプ

広州三葉電機有限公司 広州市 電装品

広州小糸車灯有限公司 広州市 ヘッドライトとリアライト

広州丸順汽車配件有限公司 広州市 センターピラー、バンパービームなど車体プレス部品

広州広電林仕豪模具製造有限公司 広州市 インストルメントパネル用樹脂金型

広州伊勢塑膠五金模具有限公司 広州市 樹脂射出成型部品用金型

広州堤愛思汽車内飾系統有限公司 広州市 四輪車用シート

広州愛機汽車配件有限公司 広州市 自動車骨格

広州昭和減震器有限公司 広州市 ショックアブソーバー

広州柳河精機有限公司 広州市 ホイールハブ

広州戴卡旭鋁鋳件有限公司 広州市 アルミホイール

広州駿興汽車零部件有限公司 広州市 シートフレーム、ドアパネル

広州駿安汽車内飾件有限公司 広州市 フロアマット

広州日正弾簧有限公司 広州市 コイルばね、スタビライザー

広州 TSK（CHAINA) 沸山市 コントロールケーブル、ウィンドウレギュレーター

佛山富士離合器有限公司 沸山市 クラッチ

広東多納勒振華汽車系統有限公司 沸山市 Accoおd１�Fiが 向け電動式バックミラー

藤倉化成（佛山）塗料有限公司 沸山市 樹脂向け塗装

神鋼線材加工（佛山）有限公司 沸山市 特殊鋼線材

日密科偲橡膠（佛山）有限公司 沸山市 カーボンマスターバッチ

佛山帕卡表面改質有限公司 沸山市 金属熱処理、表面加工

佛山東海理化汽車部件有限公司 沸山市 エレクトロニクス製品、スイッチ類

高木汽車部件（佛山）有限公司 沸山市 自動車用非金属部品鋳造、非金属部品関連製品

広州華徳汽車弾簧有限公司 沸山市 Accoおd１�Fiが など向けサスペンションスプリング

広州堤愛思汽車内飾系統有限公司 沸山市 Accoおd１�ａdeかかeけ１�Fiが 向けシート

中山日信工業有限公司 中山市 キャリパー、ブレーキアッシー、ABS

広州曙光製動器有限公司 中山市 ディスクブレーキ、ドラムブレーキ

偉福科技工業（中山）有限公司 中山市 車体部品、ブレーキ、駆動アクセル他

托普拉航標汽車緊固件有限公司 深圳市 ネジ

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司 東莞市 樹脂ファスナー

東莞京浜汽車電噴装置有限公司 東莞市
インテークマニホールド、スロットボディーの燃料噴射器部品、エンジ
ンコントロールユニット

東莞利富高塑料製品有限公司 東莞市 樹脂製ファスナー

寧波菱鋼弾簧有限公司 寧波市 懸架バネ

珠海住化複合塑料有限公司 珠海市 バンパー、ダッシュボード用樹脂コンパウンド

三井東洋精密工業有限公司 珠海市 ドアロック

広州従化科昴詩汽車配件有限公司 従化市 車体骨格用小物プレス部品

東風ホンダ汽車零部件有限公司 恵州市
Accoおd１�ａdeかかeけ１�Fiが 向けユニバーサルジョイント、ブレーキディスク、
コネクティングロッド

広東鴻図科技股フン有限公司 高要市 Accoおd１�ａdeかかeけ１�Fiが 向けシリンダーヘッド

広東肇慶動力配件有限公司 肇慶市 ａdeかかeけ１�Accoおd 向けピストン、インテークマニホールド

汕頭経済特区矢崎汽車部件有限公司 汕頭市 ワイヤーハーネス

成都東洋濾機有限公司 成都市 エアフィルター、フィルターエレメント

＊印がついているものはホンダ連結子会社

出所：フォーイン『中国の自動車部品産業７５５8』とインタビュー調査から筆者作成。
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（リアフロー回り）の製造の独資会社を設立した。つづいて、エフテックは７５５７年からサスペン

ション用プレス部品の独資会社を設立している。

　非ホンダ系日系メーカーでは、トヨタ系電装メーカーのデンソーが最大のサプライヤーであ

り、ラジエーター（天津）やエアコン（山東省煙台）を広汽ホンダに供給している。また華南地

域には、小規模の地場部品メーカーが集積していることから、広汽ホンダは主に周辺地域からプ

ラスチック等小物部品を調達している。この他、上海、無錫などの長江デルタ地域の地場メーカー

からも治具などを調達している。なお、主要輸入部品は、EMS（エンジン制御装置）、電子燃料

噴射装置（EFI）などのエンジン関連の精密部品、触媒コンバーター等となっている。

　広汽ホンダは当初中国での現地調達比率の目標を8５％に置いていたが、WTａ 加盟後、輸入車

コストが下がり、中国での新車のコスト競争が激化するなかで、調達部材のコストを大幅削減す

るために、米国並の調達比率（9５％以上と推測される）への引き上げを目指している�。また、

７５５８� 年以降生産量を６７万台体制に引き上げ、一定の量産効果が期待できることから、現地調達

拡大と並行してサプライヤーに対してコスト削減活動を展開している�。

　また、７５５９年に生産を開始した「フィット」ベースの車両については、５年間で日本の製造原

価に対して半値に引き下げるという、ホンダの歴史のなかでも画期的な「コスト・ハーフ」活動

を展開した。ホンダは日本のコストの8５％以下で部品調達することが可能であるとし、先行して

いる二輪車の分野では、７５５７年８月に合弁会社・本田新大洲の上海工場から日本向けに輸出する

5５cc のスクーターの価格を日本の従来価格の7５％に抑えている�。

　なお、現地生産拡大と現地調達拡大に合わせて、ホンダは東風との合弁協力工場の拡充と併行

し、ホンダ系サプライヤーの新規進出を誘導している。７５５９年には東風本田汽車零部件のシリン

ダーブロックラインで素材からの国産化を開始し、さらにクランクシャフト等の大物鍛造部品ラ

インも新たに追加し、エンジン主要部品の一貫製造体制を築いた。また NTN の２拠点（７５５８年

等速ジョイント部品・ニードル製造会社、別会社で等速ジョイント完成品製造）、ケーヒン第７�

拠点（７５５７年４月設立、燃料噴射装置）、エフテック（７５５７年１月設立、サスペンション用部品等）、

ヒラタ・本郷（７５５７年６７月操業予定、車体プレス部品）等ホンダ系サプライヤーが続々と集結し

ている。ホンダ系の部品メーカーの特徴として、国内市場規模の制約から、量産効果の実現のた

めに、供給先として国内市場に加えて日本や欧州等への輸出も対象にしていることが注目され

る�。

４．おわりに

　７５５9年に米国を抜き中国は世界最大の自動車市場となった。いままで見てきたように、広汽ホ

ンダの生産体制は、短期間に工業が立ち上がったこと、工場の拡張とモデル追加のペースが速い

点が優れた特徴として挙げられる。しかし、広汽ホンダは販売台数を伸ばしたものの、乗用車の

市場シェアは落ちている。例えば、アコードは７５５8年の販売ランキングでは４位であったが、
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７５５9年には６位と順位を下げている。その一因として、需要の伸びに生産が追いつかなかったこ

とと、中国向けの商品ラインアップが揃っていなかったことなどが考えられる。ホンダはこれま

で中大型セダンを主力としてきたが、減税対象である６３6リットル以下のモデルが少なかった�。

中国市場の拡大は今後も続くと思われるが、変化する政策や価格競争に打ち勝ちながら、今後さ

らなる工場の拡張やモデル追加など新たな一手を打つことが必要となってくるだろう。

注

⑴　在中国大手企業８5８社の「尊敬度」を比較する目的でイメージ調査アンケートを実施した『経済観察報』と

北京大学の７５５8年の調査によれば、日本企業では広汽ホンダ１社のみが尊敬される企業に選ばれた。

⑵　７５５６年９月、ホンダは天津本田モーター有限公司を海南新大洲摩托車と合併させ「新大洲本田摩托有限公司」

を設立した。

⑶　堺憲一（７５５５）「ホンダの広州プロジェクト」『東京経大学会誌』第７６5号。

⑷　『日経産業新聞』７５５７年３月５日。

⑸　出水力（７５５7）『中国におけるホンダの二輪・四輪生産と日系部品企業』日本経済評論社、６ページ。

⑹　アイアールシー（７５５9）『ホンダグループの実態　７５５9年版』アイアールシー、７６９ページ。

⑺　『週刊東洋経済』７５５６年１月８６日号。

⑻　アイアールシー（７５５9）前掲、７７９ページ。

⑼　『週刊東洋経済』７５５6年１月７8日号８９ページ。

⑽　アイアールシー（７５５9）前掲、７６９ページ。

⑾　『週刊東洋経済』７５５6年１月７8日号８９ページ。

⑿　堺憲一（７５５５）「ホンダの広州プロジェクト」『東京経大学会誌』第７６5号、８７ページ。

⒀　東風本田では、５9年７月に生産能力を年間６７万台から同７５万台へと引き上げている。能力強化については、

元々年間７９万台程度を生産するよう建屋が設計されていることもあり、既存ラインの延長や改修を中心として

自動化率向上を念頭に実施され、数十億円程度に設備投資を抑制したものとなっている。また年間７９万台の体

制構築は需要動向を見ながら順次行っていくとしており、「CV２R」や「シビック」の販売が好調なことから早

期に実施される見通しとなっている。

⒁　ホンダ汽車については、７５５7年４月に英国向けに「フィット」の右ハンドル仕様車を生産開始、欧州市場の

好調を背景に５7年に前年比８６３7％増の４万８１596台、翌５8年にも同７３5％増の４万９１675台と公称生産能力の五万

台に近い生産実績を記録してきた。しかし、５9年は１から５月の実績で前年同期比5５３９％減の１万９5５台と低

迷するほか。５9年６５月には英 HUM で「フィット（欧州名ジャズ）」を生産開始する予定もあることから今後

の他国・他地域への展開が必要な状況となっている。

⒂　出水力（７５５９）「広州本田汽車有限公司とそのサプライヤー・システム」『大阪産業大学経営論集』第６巻第

１号、６5ページ。

⒃　『日経速報ニュースアーカイブ』７５５9年３月２日。

⒄　７５５9年３月３日広汽ホンダ汽車有限公司（増城工場）ヒアリング調査より。

⒅　アイアールシー（７５５9）前掲、７６９ページ。

⒆　藤井正男（７５５8）「広州本田の経営戦略と生産システム（上）」『世界経済評論』１月号、6７ページ。

⒇　中小企業金融公庫調査部（７５５８）「大手自動車メーカーの中国進出と中小部品産業への影響と対応」『中小公

庫レポート』No３７５５７２７。

�　７５５9年３月３日広汽本田汽車有限公司（増城工場）ヒアリング調査より。

�　中小企業金融公庫調査部（７５５８）前掲。

�　フォーイン編・発行（７５５8）『中国の自動車部品産業７５５8』７５５8年６５月。

�　居城克治（６997）「日本自動車産業の現状とアジア・中国展開」関満博・池谷嘉一編『中国自動車産業と日

本企業』第１章、９5ページ。

�　７５５9年３月３日広汽本田汽車有限公司（増城工場）ヒアリング調査より。
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�　フォーイン編・発行（７５５７）「中国自動車・部品産業」７５５７�年６５月。

�　フォォーイン編・発行（７５５8）前掲書。

�　中小企業金融公庫調査部（７５５８）前掲書。

�　日経 Bｂ 社（７５６５）『日経ビジネス総力編集　徹底予測　中国ビジネス』日経 Bｂ 社。

� （竹之内玲子）

第３節　日産の広州進出

１．はじめに

　日産自動車株式会社（以下、日産）は、６99５年以降業績不振に陥り、この回復を目指して６999

年３月にルノーと資本参加を含むグローバルな提携関係を結び、７５５８年３月をめどとして再生計

画「日産リバイバルプラン」（以下、NRｂ）に取り組んだ。NRｂ では、連結黒字化、営業利益率

９３5％、連結有利子負債7１５５５億円以下（自動車関連事業）と高い目標が掲げられたが、日産は１

年前倒しで達成した。これに続き７５５７年４月からは、販売台数増による売上拡大への転換を課題

とし新たに３ヵ年中期経営計画「日産６8５」⑴に取り組んだ。日産は、１年目の７５５７年度末に有利

子負債ゼロを達成し、営業利益率も６５３６％を記録して必達目標の２項目をクリアし、また６５５万

台増の目標についても期限の７５５5年９月までに６５5万台増を達成した⑵。

　これらの再生計画の下、日産は、中国三大自動車メーカーの一つである東風汽車と乗用車・商

用車事業で広範に亘る長期的な協力関係を樹立することをめざし、７５５７年に包括提携を調印し

た。同社はその後、年産６5万台で「ティーダ」「サニー」などをフル生産し⑶、中国の日系企業

の中では最後発ながら販売好調が際立つようになる。中国汽車工業協会の発表によると、中国の

７５５9年乗用車市場は前年比９6％増となる６１８6９万９１8５５台であった（内、乗用車は同5８％増の６１５８８

万６１８５５台）。乗用車のうち、中国メーカー車が９９％を占めるが、日系メーカー車が第２位で７６％

を占める。そのような中、メーカー別売上高で東風日産が日系メーカーでは最高位の第５位（ホ

ンダの現地合弁・広汽本田が第８位、トヨタ自動車の現地合弁一汽豊田が第９位）にランクイン

した⑷。

　上記のように、日産が中国で躍進した一因として、「日産のフラッグシップであるティアナ等

４車種がマーケットに評価された」⑸など、中国の顧客に合った車種を低価格で投入できたこと

が挙げられる。そこで本章では、製品投入戦略と原価低減活動を中心に、同社の中国での事業展

開をみていくことにしたい。

２．日産の中国進出の経緯

　日産は、日中国交回復後の「技貿」政策より中国との係わりをもつ。６97５年代に「セドリック」

の輸出契約を締結するとともに、６98５年代は第一汽車へ商用車キャブの車体製造技術などを供与

した。６99８年には鄭州軽型汽車の工場へわずか５％を出資することで参入し、６995年からはピッ
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図表３－９　東風日産の歩み

７５５５年 ６６月 風神汽車で「ブルーバード」の生産を開始

７５５７年
６月 東風汽車公司と合弁生産することで合意

６５月 花都工場の第２工場建設に着手、大型プレスや塗装工場の新設を図る

７５５８年

２月 襄樊工場の乗用車生産能力増強に着手、年間６７万台程度まで拡大を図る

６月 東風汽車公司と折半出資により合弁持株会社の東風汽車有限公司（新東風）を設立

７月
旧東風汽車の乗商用車部門を移管して、風神汽車花都工場で「サニー（日本名ブルー

バードシルフィー）の生産を開始

７５５９年

３月 広州市に３億８５５５万元を投じて乗用車の開発センターを設立すると発表

５月
６8億元を投じて広州市花都区に建設を進めていた花都工場（生産能力６5万台）が完成、

セダン「サニー」の生産開始

９月
６億元を投じて建設を進めていた乗用車専用工場の新襄樊工場で「ティアナ」の生産

を開始

６７月 乗用車の研究開発センターである東風日産乗用車技術センターの建設に着手

７５５5年

３月
乗用車事業を担当する東風汽車有限公司乗用車分公司を東風日産乗用車公司へ名称変

更

４月 花都工場で「ティーダセダン」の生産を開始

８月 花都工場で「ティーダハッチバック」の生産を開始

６６月
乗用車生産累計８５万台達成

花都工場で生産していた「ブルーバード」を襄樊工場へ移管

７５５6年

２月 花都工場の新エンジン工場が完成、HR６6DE（９L４６１6５５cc）エンジンを生産開始

３月 花都工場に建設を進めていた東風日産乗用車技術センターを稼働

６月
武漢市に新社屋と商用車技術センターを完成、本社機能を新社屋に移転

「シルフィー」の生産を開始

８月
アンゴラ向けに６１５５５台規模で「ディーダ」の完成車輸出を開始

花都工場に６億5１５５５万元を投じて生産能力を年間７7万台に強化

６６月 ミニバン「ジェニス（リヴィナ　ジェニス）」の生産販売を開始

７５５7年
１月 累計生産台数5５万台を達成

３月 ハッチバック「リヴィナ」の生産を開始

７５５8年

３月 「キャシュカイ」の生産を開始

４月 リヴィナシリーズ第３弾となる「リヴィナ　C－Geaお」の生産を開始

６月 新型「ティアナ」の生産を開始

７月 花都工場隣接地に新たな生産工場を設置する計画を発表

９月

「エスクトレイル」の生産を開始

累計生産台数６５５万台を達成

エジプト向けに「リヴィナ」計９５５台、「シルフィ」計5５５台の完成車輸出を試験的に

開始

７５５9年
６月 襄樊工場で小型トラック「NT９５５キャブスター」の生産を開始

６５月 従業員６１７５５名を新たに採用、花都工場で初となる３直体制を導入

７５６５年 A プラットフォームを採用した低価格小型車「マーチ」を生産開始予定

７５６７年 花都工場隣接地に建設する新工場を稼働予定

出所：アイアールシー（７５５9）『日産自動車グループの実態　７５６５年版』をもとに筆者作成。
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クアップ・トラックを少量生産するようになる（八杉、７５５9）。

　６99５年代後半になると日産本体の業績が悪化し中国事業に本格的に参入できないなか、日産の

台湾でのパートナーである裕隆を経由する形で、６997年にブルーバードの KD 生産を開始した⑹。

日産は東風との包括的提携を前にして、裕隆の経験を踏まえ中国市場への本格進出、販売網の利

用、管理技術の利用などを目指していた（関、７５５6）。

　日産の日本本社が中国事業に本格的な取組みを開始したのは、経営状態が改善して以降のこと

で、７５５５年に経営トップから中国戦略の立案に関する指示があったと言われている。その後、

７５５７年９月に東風汽車との包括的提携に合意し、７５５８年６月に日産と東風汽車との合弁で、新会

社「東風汽車有限公司」が設立されて以降、日産の中国戦略は本格化する⑺。設立当時、会長に

あたる董事長には東風汽車総経理の苗圩氏が、社長にあたる総裁には日産自動車常務の中村克己

氏がそれぞれ就任した。日産と東風は７５５７年９月の提携発表以来、中国政府及び関係省庁などの

強い支援のもと、政府の定めた手続きに則り、新会社設立に関する実務レベルの協議を重ねてき

た。新会社設立に関するプロジェクトの内容は、旧国家経済貿易委員会及び旧国家計画委員会に

提出され、７５５８年３月に承認された。新会社「東風汽車有限公司」の資本金は６67億元（約７１９５５

億円）⑻である。東風はその子会社、関連企業の株式を含む既存の資産を段階的に新会社へ拠出し、

日産は東風の現物出資に応じ現金で出資を行った。登記上の本社は湖北省武漢市とし、事業分野

ごとにオペレーションの中心拠点が設けられた⑼。

　７５５９年９月には、湖北省襄樊新工場において、東風汽車の２つ目の新工場が稼働した。また、

以前から日産車を生産していた鄭州については、７５５９年６５月に東風汽車有限公司、中国中信（集

団）公司、鄭州軽型汽車製造有限公司の３社が、本格 SUV パラディンを導入していた鄭州日産

汽車有限公司の株式譲渡についての協議を締結することになった。中信集団の保有する鄭州日産

汽車の全ての株式を東風が買収し、日産と東風は中国における全ての分野で全面的な提携関係に

入ることになった。なお、広州花都における生産機能は、７５５６年に出資比率を東風6５％、台湾裕

隆９５％へと変更していた風神汽車が委託するという形態をとっている⑽。

３．生産体制⑾

　東風日産は、中国と外資の提携として初めてのフルラインの自動車メーカーとなる。乗用車は

日産ブランド、商用車は主に東風ブランドで販売している。

　東風汽車公司との合弁会社、東風汽車有限公司を中心に傘下の東風日産乗用車公司で主に乗用

車を生産するほか、同じく傘下の合弁会社、鄭州日産汽車有限公司では小型商用車の現地生産を

行っている。最近の動向をみると、乗用車事業については７５５8年から積極的な新型車攻勢を展開

しており、同年３月に花都工場で「キャシュカイ（日本名：ディアリス）」の生産を開始した。

７５５9年４月には「リヴィナ C－GEAR」の生産を立ち上げた。また、襄樊工場で７５５9年６月にフ

ルモデルチェンジした「ティアナ」の生産を開始したほか、同年９月には花都工場で「エクスト
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レイル」の生産を開始し、計４車種のラインナップ拡充を果たしている。体制面でも、政府の推

進する小型車（排気量６１6５５cc 以下）減税に「ティーダ」など主力車種が対象となったことで現

地販売が急拡大した。それを受けて、７５５9年６５月に花都工場の勤務体制を３直に変更し、生産能

力を年間８6万台から９6万台へ引き上げた。この他、７５６７年の稼働をめどに総額5５億元を投じ、花

都工場隣接地に年産７９万台規模の生産能力を有する車両工場建設を進めており、同国内や新興国

向けの低価格車を生産する計画である。

　一方、商用車事業では７５５9年６月に東風日産乗用車の襄樊工場で、小型トラック「NT９５５キャ

ブスター（同アトラス F７９）」の生産を開始している。従来、商用車事業は鄭州日産汽車が担当

していたが、全長５メートルを越える車体組み立てラインが整備できないため、東風日産で生産

し、鄭州日産汽車を経由して販売することになった。同車種は、中国で展開する日産ブランド車

で初めてディーゼルエンジン（排気量８１５５５cc）を搭載するモデルとなっており、搭載エンジン

については、７５５8年６６月に設立したエンジン生産拠点の東風微型発動機から調達して生産コスト

の抑制を図っている。

　この他、「パラディン」などの小型商用車（LCV）を生産する鄭州日産汽車では、日産が世界

規模で進める LCV 事業拡大に対応する形で量産体制の整備を進めている。同社は、７５５8年９月

に約６５億元を投じて車両生産の第２工場建設に着手し、７５６５年５月にも多目的車「NV７５５バネッ

ト」の生産を予定するなど、７５６７年までに年間７５万台の生産体制を構築する計画を進めている。

図表３－10　日産自動車の中国拠点⑿

出所：稲垣（７５６５）『中国進出企業地図』蒼蒼社。



─　　─６６8

　車体組み立て以外の動向では、中国市場での小型商用車事業拡大を目的として、７５５8年６６月に

新たなディーゼルエンジンの生産合弁会社、東風軽型発動機有限公司（東風汽車公司5６％、東風

汽車有限公司９9％）を設立した。また、東風汽車の襄樊工場に近い十堰市に年産６５万基規模の工

場を建設し、７５５9年３月から年産7１５５５基を目標に排気量８１５５５cc クラスのディーゼルエンジン

（NT９５５キャブスターに搭載）の生産を開始している。同拠点は、７５６５年に鄭州日産汽車で生産

を開始する NV７５５バテットエンジンを供給するほか、今後展開される商用車にも供給を拡大し

ていく方針で、将来的に年間６5万基規模に能力を引き上げ、拡大する現地需要に対応していく計

画である。

４．製品投入戦略と製造原価低減努力

４．１　製品投入戦略

　東風日産は、７５５８年の発足から翌年中国市場の一時的な冷え込みで販売が減少したが、７５５5年

以降は市場全体の伸びを超える成長を遂げている。その原動力の一つが、競合他社を上回るス

ピードで次々に新車を投入したことにある。７５５９年秋に発売した高級セダン「ティアナ」を皮切

りに、これまで小型車「ティーダ」、高級セダン「シルフィー」、小型ミニバン「リヴィナ・ジェ

ニス」、小型車「リヴィナ」の５車種を投入した。７５５8年には６車種目の小型 SUV「キャシュカ

イ」が加わった⒀。

　７５５6年に販売したシルフィーは排気量が多く（７１５５５cc と６１8５５cc）価格が高めだったため、当

初の目標を下回る売上げだった。そのため、７５５7年１月にモデル投入時期を早め６6５５cc を追加

販売したところ、シルフィーの販売は軌道にのった。搭載エンジンの違いだけとはいえ、新型車

の追加には部品の調達、生産計画の変更、販売員の研修など膨大な手間がかかる。それにもかか

わらず、６１6５５cc モデルは投入の意思決定からわずか数カ月で発売にこぎつけ、中国市場で好評

を博した。中国市場に対する東風の理解と、日産の技術を組み合わせ的確でスピーディーな軌道

修正が行われた⒁。

　東風日産では、自動車の基本技術、研究開発方法などの８割（部品ベースでは１割前半）を日

本から移転し、残りを現地の研究開発環境（市場環境、技術環境など）から蓄積している。現地

では東風日産がマーケット・イン重視にもとづくニーズ情報、競争企業情報、部品情報、規制・

認証技術、サプライヤー情報などを蓄積し、データーベース化している⒂。さらに花都工場の隣

接地に乗用車研究開発センターが設立され、日本の研究開発拠点と連携しながら、現地調達率引

き上げのための部品設計や中国仕様の乗用車開発を支援している。

　また東風日産は、新興国でも売れる価格の小型車（グローバル・コンパクト・カー）の開発に

も関与している。このグローバル・コンパクト・カーはタイで生産されており、７５６５年４月にタ

イを皮切りに中国やインドで発売され、最終的には世界６5５カ国で幅広く展開される計画である。

同車は、日本でも「マーチ」の後継車になるとされている。新興国向けの商品は価格が重要な要
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素となるため、中国人のエンジニアが現地でどのような部品が調達できるかを調査し、試作品を

使いながら部品として採用できる基準にあるか検証してきた。そして、中国が中心となって開発

した小型車をインドネシアなどに持ち込み、新興国向けの統一モデル開発の素地を固めてきた。

従来であれば日本で開発したものを現地で組立てるだけであったが、新興国モデルでは日本の関

与をできるだけ減らすことでコストを大幅に切り詰めた⒃。

　日産は現地市場に適した製品投入戦略を強化するため、中国での研究開発能力の拡大を進めて

いる。今までは、日本の親会社が基本的には設計・開発・実験したものを現地化、マイナーチェ

ンジする活動を行っていたが、今後は中国向け新車開発へのより一層の関与や初期段階からの移

管を目指している⒄。

４．２　製造原価低減活動

　東風日産は、製造原価低減を行うためにさまざまな試みを行っている。ここでは、日産が力を

入れている、グローバル部品購買戦略、インライン方式、ミルクラン方式をみていく。

　日産は、全社的にコスト競争力の高い国・地域からの部品をリスト・アップし、価格決定と継

続的な原価低減を徹底するグローバル部品購買戦略を採用している。また、ルノーとの提携から、

経営体制も東京、北米、欧州の３拠点をグローバル化し、予算制約も本社の CFａ（最高財務責

任者）、CIａ（最高情報戦略責任者）のもとに置かれている。このような体制に転換したことで、

アジア太平洋地域においては部品の輸出拠点を上海・タイ・インドネシアの極に集中させてい

る⒅。東風日産は、現地でのサプライヤーを整備するために、まず日本の部品会社に現地生産を

働きかけた。それが一巡すると、つぎに部品会社に原材料の現地調達を促す。東風日産の場合、

開発部門が原材料メーカーの選定から試作品の品質検査までを受けもち、部品会社へ調達先選定

の支援をしている。東風日産の花都工場では、部品の現地調達率が既に９割まで高まっており、

１台あたりの製造原価は数年前に比べ半減したという⒆。

　また、東風日産は仕掛品を減らすのが狙いで部品メーカーを工場内に組み込む「インライン方

式」を採用している。部品メーカーは、日産工場内で最終組み立てをしてできたモジュール製品

を完成車ラインに供給する。たとえば、東風日産の主要部品メーカーであるカルソニックカンセ

イは、同社がそれぞれ７6～９9％出資する台湾企業５社を中心に７５５６年に恵州東風易進工業（広東

省恵州市）を設立した。続いて、東風日産の花都工場の建設にともない、７５５８年に分公司を広東

省に設立した。そして、東風日産の工場に隣接して、部品倉庫を設置した。この進出によって、

運転席前のパネルをモジュールとして東風日産へ供給することになったのだが、同社の「工場」

は東風日産の生産ラインの中に組み込まれたのである。このように、部品メーカーをサブライン

として完成車工場の中に組み込む方式は、カルロス・ゴーンが社長になってから積極的に進めら

れた。

　東風日産では、「ミルクラン」という物流システムも取り入れている。このシステムの誕生の

きっかけとなったのは、湖南省にある襄樊工場で７５５９年に「ティアナ」の生産が開始されたこと
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であった。ティアナは、広州花都工場で作られる部品が数多く使用されていたが、広州から遠く

離れた襄樊工場への部品輸送コストは無視し得ないほど大きかった。そこで、巡回集配方式のミ

ルクランを７５５5年３月から採用した。このミルクラン方式のもとでは、東風日産が一括契約した

物流業者が、複数部品メーカーの工場を回り部品を輸送することになる。また、天津、上海、武

漢、広州の４か所には集配センターが設けられ、部品メーカーは最寄りの集配センターに部品を

納品し、物流会社がそれをまとめて組み立て工場に輸送する。このミルクラン方式は、全体最適

の観点から輸送費を削減する試みである。部品メーカーが単独で物流会社と契約し、輸送費削減

努力をするよりも、東風日産が大量の輸送量を背景に一括契約したほうが完成品１単位あたりの

輸送費は低くなるという判断に基づいている。また、購入部品費から部品輸送費を分離して完成

車メーカーが負担することにより、完成車メーカー主導でサプライ・チェーンを構築することが

できるという（伊達、７５５6）。

５．おわりに

　日産は、７５５9年２月に発表した「リカバリープラン」の中で業績の立て直しを優先する一方、

政府主導で堅調な市場成長を続ける中国では積極的な投資を行っていく考えで、小型車を主体に

７５６６年には電気自動車の投入も計画している⒇。

　また、日産は車台の共通化を前提に新型車を開発し、日産と東風の両ブランドで販売している。

これは外資系メーカーとして初の試みで、中国ブランド車の輸出を外資系メーカーが支援するの

も前代未聞である�。これまで日本メーカーと中国メーカーの協業は中国国内に限られてきたが、

今後は日産と東風のような共同で新興国市場を開拓する新たな動きはますます注目されると考え

られる。

注

⑴　６8５の数字は必達目標を示したもので⑴は出荷台数７５５６年度比６５５万台増（７５５5年９月をめどとする）、⑻は

営業利益率８％、0は有利子負債ゼロ化、さらに過去６５年間の赤字体質から「６8５度」の転換も意味する。

⑵　アイアールシー（７５５9）『日産自動車グループの実態　７５６５年版』アイアールシー、９ページ。

⑶　『日本経済新聞』夕刊、７５５6年１月４日。

⑷　『日経速報ニュースアーカイブ』７５６５年１月６７日。

⑸　７５５9年３月３日東風日産有限公司ヒアリング調査より。

⑹　裕隆が東風汽車と関係を形成しており、６999年に広州花都の小規模自動車メーカーの京安雲豹汽車に生産委

託し、風神汽車の名称で裕隆と技術提携しながらブルーバード・モデルの風神１号を７５５５年に生産開始してい

る。７５５６年には風神２号の生産が開始され、日産とも技術移転契約が結ばれた。その後は裕隆が東風汽車に

７5％の資本参加をし、７５５６年にはさらに増資し社名を広州風神汽車とし、花都の現在地の東風日産の場所に広

州工場を設立する。７５５７年には新型ブルーバードの風神３号の生産に入っている。

⑺　機械振興協会経済研究所（７５５8）『中国自動車部品市場と素形材産業のあり方』機械振興協会経済研究所、

６7ページ。

⑻　為替については７５５８年当時の為替相場、１元＝６９３5円を基に換算した。

⑼　『インサイド日産』７５５８年６月９日。

⑽　機械振興協会経済研究所（７５５8）前掲書。
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⑾　アイアールシー（７５５9）『日産自動車グループの実態�７５６５年版』アイアールシー、日産機関紙、７５５9年３月

３日東風日産有限公司ヒアリング調査に基づく。

⑿　生産拠点のほかに、北京には日産（中国）投資有限公司があり地域本社と輸出車ビジネスの役割と研究部門

の一部がある。上海には、日産（中国）投資有限公司の直轄部門であるデザインオフィスと販売金融会社があ

る。十堰には、大中型商用車事業があり、エンジン、部品、設備などが生産されている。武漢には、７５５6年に

十堰から移転した DFL の本社があり、東風の本社も置かれている。一方、販売面では、日産（中国）投資有

限公司を中心として現地日産ブランド計８8５拠点、インフィニティブランド計６8拠点の販売網を構築して事業

拡大に取り組んでいる。

⒀　『日経ビジネス』７５５7年６７月６7日号。

⒁　同上書。

⒂　岩田智、時鍵（７５５9）前掲書、６５8ページ。

⒃　『日経ビジネス』７５６５年３月８日号。

⒄　岩田智、時鍵（７５５9）前掲書。

⒅　八杉理（７５５9）「外資系と民族系メーカーの発展戦略」植山邦雄編『巨大化する中国自動車産業』日刊自動

車新聞社。

⒆　『日経ビジネス』７５５9年６６月２日号。

⒇　アイアールシー（７５５9）前掲書。

�　『日経ビジネス』７５５8年３月３日号。

� （竹之内玲子）

第４節　広汽トヨタ

１．はじめに

　広州トヨタ自動車有限会社（Gきangげhoき�Toけoがa�Moがoお�Co３１�Lがd３ 以下、GTMC）は、７５５９年９

月１日にトヨタ自動車と広州汽車集団股份有限公司（以下、広汽集団）⑴との間でそれぞれ5５％

の出資⑵により設立された乗用車生産・販売の合弁企業である。広東省広州市南沙経済開発区に

位置し、敷地面積６87万m７、従業員数約6１7５５名、生産能力８6万台の生産工場を有する（７５６５年４

月現在）。７５５6年５月のカムリの生産開始以降、ヤリス（７５５8年開始）、ハイランダー（７５５9年開

始）、カムリハイブリッド（７５６５年開始）の４車種を生産している⑶。

　GTMC は、トヨタ自動車の中国での車両生産拠点としては、７５５５年６月設立（７５５７年６５月生

産開始）の天津一汽トヨタ自動車（Tianjin�FAW�Toけoがa�Moがoお�Co３１�Lがd３ 以下、TFTM）、７５５5

年７月設立（７５５6年５月生産開始⑷）の四川一汽トヨタ自動車（Sichきan� FAW� Toけoがa� Moがoお�

Co３１� Lがd３ 以下、SFTM）に次ぐ３つ目の拠点である。トヨタ自動車は６997年に天津で初の自動車

部品の生産を開始し、７５５５年には成都工場で商用車の生産を開始したが、本格的に中国での大量

生産を開始したのは TFTM の設立以降のここ数年のことである。そのため、７５５9年の中国市場

における販売台数は7６万6１５５５台、生産台数は59万8１5５５台で、中国で販売する車のほぼ８割を現

地生産するものの、市場シェアは約９３９％に留まり⑸、米ゼネラル・モーターズや独フォルクスワー

ゲンに差を付けられている。

　欧米企業に対する出遅れを取り戻すべく設立された GTMC は、「究極のトヨタ生産システム」
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を実現した拠点である。事実、GTMC の立ち上げを指揮した葛原総経理は、「現在考えられる限

りの徹底したトヨタ生産システムを目指す。それが私に与えられた使命だ。これまでは制約が多

くてできなかったことを、ここで一気に実現させる」と語っていた⑹。「究極のトヨタ生産シス

テム」の実現を可能にした背景は、以下のような点にあったといえる。

　まず GTMC は、製造と販売が一体となった企業であるという点である。日本のトヨタ自動車

は、もともとは製造会社と販売会社が分かれていたものが合併した会社であるし、中国の他拠点

も、製造会社と販売会社が分かれている。したがって、立ち上げ時から製販一体での展開が可能

であったということが、GTMC の大きな特徴であり、トヨタグループの他拠点にはない強みだ

といえる。トヨタ生産システムの考え方をサプライチェーン全体に適用するという、「究極」の

姿を追い求めるために、製販一体の組織体制が取られた。

　次に国有企業である広汽集団との、出資比率が対等で、人事も対等な合弁事業であるという点

が挙げられる。トヨタ自動車と広汽集団からの出向者がほとんどの管理職についているが、課長

以上の役職には、日本側と中国側が１対１の割合で着任している。トヨタ自動車からの出向が59

名、広汽集団からの出向者が９6名と、日本側の出向者の数が多くなっているが、技能・技術面の

指導を行う専門職の出向者が多いためである。

　中国政府は、外資自動車メーカーから中国への技術移転を期待しているため、トヨタ自動車主

導でのトヨタ生産システムの移転に協力的であろうことは想像に難くない。さらに広汽集団は、

中国第一汽車集団など一般的な自動車メーカーに比べ、ものづくりの経験が浅かったため、トヨ

タ自動車の意見が入っていきやすいという利点もあった。

　逆に対等合弁であるため、中国側の経営面への関与も大きく、コミュニケーションが積極的に

図られている。幹部会議が比較的多く実施されており、部長連絡会が週１回、経営報告会が月２

回、経営管理委員会が月２回、といった頻度で行われている。このような努力は、とくに労務管

理面で生かされている。中国側のマネジメントの役割は、中国のステークホルダーとのコミュニ

ケーションにあり、従業員の管理を適切に実施することができる。トヨタ自動車側も、とくに労

務管理面では、中国企業・政府と協力するメリットが大きいと認識している⑺。事実、GTMC 自

身はストライキを経験しておらず、さらに７５６５年６月に起きた広州デンソーのストライキでも、

GTMC とともに広州市政府の関連部門の幹部らが工場を訪れ、問題の早期解決のため直ちに職

場復帰するよう従業員に呼びかけた⑻。

　本稿では、GTMC でどのように「究極のトヨタ生産システム」が実現されているかというこ

とを見ていきたい。大きく生産、調達、販売に分けて、見ていくものとする。

２．生産活動

　まず生産面では、理想的なジャスト・イン・タイムを実現するため、工場に隣接したサプライ

ヤーズパークを設けた点に特徴がある。７７５万m７の工場敷地内に GTMC とエンジンを供給する
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広汽トヨタエンジンが入り、大通りを挟んだ反対側８5５万m７に、大手部品メーカー６８社が入るサ

プライヤーズパークが位置している⑼。各部品メーカーの立地は、部品を運ぶ時間がもっとも短

くなるように決められている。このサプライヤーズパークの誘致は、トヨタ自動車と豊田通商が

共同で広州市に働きかけをし、広州市が土地を用意・整備し、豊田通商が各社を呼び込んだこと

で実現した。

　これら部品メーカーと GTMC との間にある同社専用の地下道を、親子台車が行き来し、直接

工場まで部品を運んでいる。１台９5分の作業量にあたる部品が積まれた台車は、渋滞や信号のな

い専用地下道を通り、確実なジャスト・イン・タイムの部品供給を実現する。しかも台車の費用

は GTMC が負担している。その結果、部品の供給は完全に後工程側からの要求でスタートする

ことになり、トヨタ生産システムの真髄である後工程引取りを徹底することができる。

　親子台車が横付けされる床は段差になっており、親子台車の中から部品が収められた棚ごと引

き出され、組み立てラインまで運ばれる。そのため、リフトレスが実現できており、リフトと人

の分離は、安全面で大きな効果を生んでいる。このような工夫を仕入先にも実施させている。

　トヨタ自動車では、工場ごとに何らかの設備を革新し、それを他工場に横展開するという手法

をよく使っているが、GTMC ではそれらすべての革新技術や設備を１ヵ所に集めたため、７５５９

年設立当時の最新技術がすべて GTMC に集結している⑽。その一つに、セット・パーツ・サプ

ライ（SｂS）システムがある。ちょうど日本で開発されたタイミングと重なり、導入された技術

である。SｂS とは、組立部品をすべて別のスペースに移動し、車両ごとに必要な部品を事前に作

業箱に用意して、車両と一緒にラインに流す仕組み⑾である。主として次のような特徴をもつ⑿。

１．組み付けラインの作業者は部品を選ぶ必要がなく、供給された部品をそのまま組み付けれ

ば良い。

２．部品をコンベアーの横の棚に取りに行く必要がない。

３．部品、車と一緒にコンベアー上に乗ったまま作業できる。

４．従来、組み付けと部品の選択を行っていた多能工が、それぞれに専念する単能工になって

いる。

　そのため、歩行の削減と部品を選択する労力の削減が実現できた。労働者の負担を減らすだけ

でなく、人材育成センターでの技能の習得が短い時間で行えるというメリットがある。車種別・

仕様別に部品を選択する技能と、組み付けの技能とを同時に習得する必要がないこと、また人材

育成センターでは、ベルトコンベアーがなく止まったまま訓練を行うが、それが現場でそのまま

応用できることが、その理由である。SｂS は短期間で大量の作業者の養成が必要であり、かつ豊

富な人材が存在する GTMC において、適切なシステムであったといえる。

３．調達活動

　次に調達について見てみると、現地調達率は85％であり、中国に進出している外資系企業とほ
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ぼ同等の水準にある。日本からの輸入部品は、オートマチックトランスミッション、バックソナー

など、日本でしかつくれないもの、あるいは日本側が技術を日本国内に留めたいと考えているも

のが占めている。サプライヤーの数は百数十社に上り、その約９割は日系を含めた外資系メー

カーである。さらにサプライヤーの55％は広東地区に位置している。主要部品は進出した系列企

業から調達し、ローカルメーカーからは主に単純なプレス部品や樹脂部品を調達する。物量では、

広東地区からの調達が9８％、天津１％、上海３％、日本３％という構成になっている。広東地区

からの調達の大部分を、隣接するサプライヤーズパークからの部品が占めるため、サプライヤー

ズパークからの部品の供給は全体の56％を占める。

　以上の内容を要約すれば、日系メーカーを中心としたサプライヤーズパークにより効率的な調

達体制を構築し、コストメリット面でローカルメーカーを活用し、最小限の高付加価値部品は輸

入で賄うという、競争優位のある調達網をつくり上げている。

　日本で行われているような仕入先とのコミュニケーション活動は、７５５8年あたりから本格的に

実施し始めている。サプライヤーとともに自主研究会、リスク勉強会を行っており、「華南懇談会」

と名付けられている。この会合の主な目的は、労働問題が発生しないようにはどうするか、イン

フルエンザが流行ったらどうするか、といった問題を検討することであり、２、３ヵ月に１度の

頻度で行われている。メンバーは56社であり、すべて日系企業である。また TｂS（トヨタ生産

システム）活動は、サプライヤー８６社で行っており、うち２社がローカルメーカーである。これ

らとは別に仕入先勉強会があり、59社が対象となり、そのうち６７社がローカルメーカーとなって

いる。さらに年間を通して、品質の良さ、納入精度の高さ、原価低減の努力など色々な評価活動、

期待値活動を行っているが、その対象は６66社に上る。

４．販売活動

　最後に、販売に目を向ける。GTMC 系列の販売店は６76社で、そのほとんどが沿岸部にある。

今後は内陸部への進出を図ろうと考えており、将来的には９５５店舗に拡大する計画がある。

　販売店では設立当初より、販売にトヨタ生産方式をもち込んだ仕組みである、販売管理システ

ム e２CRB（eぎolきがionaおけ� Cきかがomeお� Relaがionかhip� Bきilding）が導入されている。これは、車の商

談から販売、アフターサービスに至るすべてのプロセスにおいて、販売店の業務を標準化し、情

報通信技術により統合的に管理するものである。もともと６996年に日本で始まった試みだが、日

本では、導入に消極的な販売店が多く、全店での導入を行うまでに至っていない。この仕組みを

ソフトウエアに落とし込み、７５５８年にタイで導入した⒀。GTMC ではこのシステムをさらに進化

させ、販売開始当初から、全販売店（６５５店）に導入した。そしてその後も、販売店に対して同

システムの導入を義務付けている。

　e２CRB の特徴は大きく２つある。一つ目は自動車メーカーであるトヨタ自動車と自動車販売

会社ディーラーが、e２CRB のシステム上で顧客情報を管理することである。二つ目は顧客獲得・
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販売支援から、納車後のカスタマーサポート、アフターサービスや買い換え支援まで幅広い活動

を対象としていることである⒁。これにより、販売前から販売後に至る顧客情報のすべてが生産・

販売の双方で「見える化」された。

　さらに、７５５9年６月からは、e２CRB を発展させた新自動車流通システム SLIM（Saleか� Logiか２

がicか� Inがegおaがed� Managemenが）を本格的に運用開始した⒂。これは自動車メーカーの生産・物流

過程と、各販売会社の在庫・販売状況のすべての情報をシームレスに結ぶシステムである。

GTMC の生産状況と在庫状況、中国各地に輸送中の在庫の状況、そして中国内の GTMC 販売店

全店の在庫と受注状況がリアルタイムで一望できる。発注のキャンセルや長期在庫・過剰在庫の

発生など、販売現場での状況変化が工場内での生産や販売店への在庫割りあてにフィードバック

される仕組みになっている⒃。生産だけでなく販売においても、「１．異常がわかる」→「２．

改善につながる」→「３．必要な情報を、必要な時に、必要な人に」という、ジャスト・イン・

タイムの考え方を反映した仕組みである。e２CRB と SLIM によりサプライチェーン上の総在庫

が１／３に減少し、GTMC では注文・入金リードタイムが６９日間改善され、販売店では支払い・

販売リードタイムが７５日間改善された⒄。

５．考察

　以上のように GTMC は、生産・流通・販売全体において、「究極のジャスト・イン・タイム」

の実現を目指す、新しいトヨタ・ビジネスモデル推進のための拠点となっている。しかしながら、

なぜこのような新しいビジネスモデルの構築を、敢えて対等合弁の GTMC で実行したのだろう

か。そこには中国企業の模倣に対する警戒よりも、中国市場の獲得を優先する姿勢があるといえ

る。さらにはトヨタ自動車のビジネスモデルは、（６）サプライチェーン全体として有機的に機能

することで効果を発揮すること、（７）ツールだけでは意味がなく、トヨタウェイが備わって初め

て意味をなすこと、（８）トヨタ自動車の強みはビジネスモデルを常に「カイゼン」していくこと

にあるため、ビジネスモデルは常に進化していることなどが、中国企業との協業体制の中でも積

極的に最新の技術を導入している背景にあるといえよう。

　今後、中国企業では、e２CRB などの仕組みやトヨタウェイがどのように吸収されていくのか。

トヨタ自動車が、常に先を行くことができるのか、それとも中国企業は、そのビジネスモデルを

含めてコピーし、咀嚼することができるのか。サプライチェーン全体を有機的に機能させるため

の「すり合わせ」の技術、ツールから生み出される情報を活用するために人が判断する能力、カ

イゼンをし続ける組織文化・マインドなどは、コピーされづらいことは容易に想像される。また

中国企業側も、技術やツールというアウトプットから、それらを生み出し適切に活用していくた

めのマインドや企業文化まで、包括的かつ有機的に理解・習得している、あるいはしようとして

いる様子は少ない。たとえば、生産技術の共有のために日本へ行くような場合、中国側のマネジ

メント層も同行するが、車の雰囲気が良いかどうかといった程度のことしかわからないという。
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広汽集団がものづくりの経験が浅いということに起因しているのか、今後の経緯を見ないと判断

しかねるが、現時点では、自動車技術の表層レベルのキャッチアップに留まるのではないだろう

か。また、リーマン・ショックによる市場の急激な変化に直面し、中国側との間で議論がまとま

らないことが何度もあった。「こういう経営危機で信頼できるのは、長年、中国で自動車ビジネ

スをやってきた我々の勘だ」と声高に主張する中国人幹部がいる中で、SLIM の客観的データを

共有することにより、共通の危機感とつながりをもつことができるようになったという⒅。

SLIM 導入の効果として捉えられているが、この話は、中国側は SLIM に「動かされる側」とい

う位置付けにあるということを感じさせる。さらに、e２CRB のすべての情報は GTMC までしか

流れず、広汽集団には流れないという。生産面、販売面にも資本を投下しているため、e２CRB

で俯瞰的に見ることが有効ではないかと考えるが、そこまでは行われていない。物理的なハード

ルが高いとしても、GTMC への出向者が e２CRB というシステムを「戦略的に動かす側」に回っ

ている様子も見て取れない。

　以上のことから現時点では、トヨタのジャスト・イン・タイムとカイゼンを生みだしている有

機的な体系は、なかなか形式知化しづらいものである（部分的、象徴的には形式知化されている

が）。そのため、それを敢えて目に見えるものに解釈していくか、あるいは模倣するだけでなく、

競争優位を競う土俵を変えるような、中国企業独自の強みを新たに生み出さなければ、中国企業

がトヨタ自動車に先行することは難しいのではないかと考える。

注

⑴　広汽集団は、自動車および部品の開発、製造、販売および関連サービス業務を担う企業集団。

⑵　広汽集団5５％、トヨタ８５３5％、トヨタ自動車（中国）投資有限会社（TMCI）６9３5％の出資比率。

⑶　GTMC の現地調査は７５５9年９月６8日に実施した。本稿の記載はとくに注記しない限り、この調査で入手し

た資料およびヒアリングにもとづく。

⑷　統合前の四川トヨタ自動車有限会社は６998年６６月設立、７５５５年６７月生産開始。

⑸　トヨタの概況　７５６５。

⑹　『日経ビジネス』７５５6年９月６8日号。

⑺　インタビュー調査にもとづく。

⑻　日経ビジネスオンライン　hががp:４４bきかineかか３nikkeibp３co３jp４aおがicle４くoおld４７５６５５7５６４７６5７６8４〈７５６５年７月８６日

参照〉。

⑼　『日経ビジネス』７５５5年６月６８日号。

⑽　神尾、レスポンス編集部（７５６５）。

⑾　トヨタ　アニュアルレポート　７５５7。

⑿　野村（７５５8）。

⒀　「日経ビジネス」７５５９年４月６７日号。

⒁　次世代サービス共創フォーラム　hががp:４４くくく３ngか２foおきm３jp４libおaおけ４colきmn４deがail_f３php?cno=f７５５9５9５９５６

〈７５６５年７月８６日参照〉。

⒂　トヨタ　ニュースリリース　７５５9年６５月６6日。

⒃　Gaげoo３com　hががp:４４gaげoo３com４NEWS４NeくかDeがail３aかpぐ?NeくかId=９６７9facf２９ffd２９968２aaab２６87８8７ef６db９

〈７５６５年７月８６日参照〉。

⒄　レスポンス自動車ニュース　hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５５9４６５４７６４６８６６９６３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。同

hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５５9４５7４６6４６７7７5６３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。
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⒅　神尾、レスポンス編集部（７５６５）。

� （今井　利絵）

第５節　広汽日野──挑戦する商用車メーカー

はじめに

　トヨタ、日産、ホンダの日本三大自動車メーカーが進出した広東省は、乗用車の生産では中国

第１位を誇るが、トラックやバスなどの商用車では立ち後れが目立ち、長らく全国に占めるシェ

アが低かった。同省にとって商用車分野での躍進は悲願ともいえるものであった。

　そこで広州汽車集団は韓国の現代自動車や日本のいすヾ自動車と合弁事業を立ち上げる計画を

進めたが、挫折を余儀なくされた
⑴
。その結果、トヨタグループの一員である商用車製造メーカー

の日野自動車株式会社
⑵
と組むことになったのである。

　中国では、乗用車分野における合弁事業が大成功を収めているのに対し、商用車分野において

は「合弁必敗論」の風潮が蔓延している
⑶
。たとえば、７５５7年５月揚州亜星とメルセデス・ベン

ツ（ダイムラー・クライスラー）はわずか６５年で合弁事業を解消し、また７５５9年２月鄭州宇通と

マン（ドイツ）もわずか７年で合弁関係を解消した。さらに、北京北方とネオプラン（ドイツ）、

広州汽車といすゞ、北京汽車とダイムラー、東風汽車とボルボ（スウェーデン）などもすでに合

弁を取り止めている。商用車の分野では、外資は合弁でなく、提携（合作）などの方式を模索し

ているのが現状である。

　こうした中、広州汽車集団と日野自動車が合弁会社「広汽日野」を設立したことは、合弁は必

ず失敗するという中国特有の「宿命」に果敢に挑戦したものとして、中国自動車業界からは受け

止められている
⑷
。

　本節では、日野自動車の中国事業展開を概観した後、広汽日野従化工場の現状と課題について

考察する。

１．日野自動車の中国事業展開

　日野自動車の中国との関わりは、６985年第一汽車（吉林省長春市）に対してトランスミッショ

ン生産における技術援助をしたことに始まる

　６99９年、遼寧省瀋陽市でバスの組立工場として合弁会社の瀋陽瀋飛汽車製造有限公司（資本金

６億元）が設立された。出資比率は日野自動車（６７３5％）、三井物産（６７３5％）および中国資本

（75％）であった。中国資本は瀋陽瀋飛工業集団公司（以下、瀋飛集団という）、香港中国航空基

金有限公司、MａRVILLE� ASSETS� LIMITED（シンガポール）からなり、従業員数は７５～99名

であった。このバス組立工場は年産5５５～６１５５５台の生産を計画していたが、95年の生産台数がわ

ずか６５台にとどまるなど著しい販売不振に陥った。なぜなら、生産したバスは品質こそよかった
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ものの、現地メーカーの価格に比べ倍ほど高く、実需に結びつかなかったからである
⑸
。

　７５５５年９月、日野自動車および豊田通商は、瀋陽瀋飛汽車製造有限公司に対して増資をする方

式で、瀋陽瀋飛日野汽車製造有限公司（以下、瀋飛日野という）を設立した。出資比率は瀋飛集

団が5６％、それ以外が９9％であった。瀋陽経済技術開発区に新工場が建設された。しかしながら、

瀋飛日野の製造するバスの価格が７５５万～８５５万元と高く、中国地場バスメーカーとの価格競争に

敗れ、その後深刻な赤字に陥ってしまった。残ったのは、先進的な高級バスの生産ラインと工場

設備、そして３億元以上の債務と7５５余名の従業員であった。市場から淘汰され、忘れられそう

になっていた７５５９年、瀋飛日野と広汽集団との最初の接触が始まった
⑹
。

　その後の日野自動車の中国事業は、次のように展開された。７５５８年６５月、日野エンジンの生産・

販売をする上海日野エンジン有限公司が設立された。広汽集団や上海電機がこれに資本参加し

た。同社は日野の最も得意とするトラック生産につながるエンジン生産の合弁会社である。

　７５５7年６６月７8日、日野自動車と広州汽車集団はトラックの生産・販売を事業内容とする合弁会

社の広汽日野を設立した。出資比率は5５対5５であった。同社の設立は、「１つのプロジェクト、

２つの基地」という方式により、日野自動車が広州羊城汽車有限公司（トラック製造）と瀋飛日

野（バス製造）を再建することを条件に、国家発展改革委員会によって認可された。その際策定

された計画は、従化市（広州市の一部）の工場では日野ブランドの大型トラック、トレーラー（牽

引車）、羊城ブランドの小型トラックなどを生産し、瀋陽市（遼寧省）の工場では現有のバス生

産を保留した上で日野の多機能バスを導入し、年産９１５５５台のバスとシャーシー5１５５５台を生産す

るとしている。

　７５５8年２月、トラック・エンジンの販売を業務とする日野自動車（中国）有限公司が設立され

た。

　７５５9年９月７６日、広汽日野従化工場が正式に竣工し、操業を始めた。7５５系列の大型トラック

がラインオフした。このことは、日野自動車にとって中国で初めて得意分野のトラック生産がで

きるようになったことを意味し、また広東省にとっては大型トラックの生産能力がなかった同省

の歴史に終わりを告げることを意味した。

　現在、日野グループはトラック、バス、エンジンの供給など、中国内において４つの現地法人

（広汽日野、瀋飛日野、上海日野エンジン有限公司、日野自動車（中国）有限公司）が４種の事

業を展開している。

２．広汽日野従化工場

２．１　従化工場の概況

　広汽日野従化工場の概要は以下のとおりである
⑺
。

■会社名：広汽日野自動車有限会社（英語名：GAC�HINａ�MａTａRS�Cａ３１�LTD３）

■設立：７５５7年６６月７8日
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■所在地：広東省広州市従化市明珠工業園区宝珠大道１号

■敷地面積：６５6万 m
７
（建屋面積：６６万5１５５５m

７
）

■法定代表：董事長　袁仲栄（広汽集団）

■資本金：６5億元

■出資比率：日野5５％、広汽集団5５％

■事業内容：広汽日野製トラックの開発、生産、販売およびアフターサービス

■生産開始：７５５9年９月

■生産品目：大型トラック「HINａ7５５シリーズ」、小型トラック（羊城ブランド）

■生産能力：大型トラック　８１５５５台／年（１直・定時）（生産開始時点）

　　　　　　小型トラック　5１５５５台／年（１直・定時）（生産開始時点）

■従業員数：約8５５名（７５５9年８月時点）

２．２　製品

　従化工場では、大型トラックの「HINａ7５５シリーズ」（日本名：日野プロフィア）と羊城ブラ

ンドの小型トラックの２種を生産している。大型トラックは、優れた環境性能や耐久性など高品

質を特徴とし、７５５9年度は6５５台、７５６５年１～６７月は８１５５５台を生産する計画である。販売網の整

備に伴い、将来昼夜２直制をとると、約１万台の生産能力がある。将来的には年間２万台の販売

を目指す。

　一方、小型トラックは、７５５9年７月に生産を開始し、年間約5１５５５～6１５５５台を生産している。

年間生産能力は１万台以上ある。

　最初、小型トラックは日野自動車の計画にはなかった。広汽集団傘下の「羊城汽車」（広州市）

を吸収する形で広汽日野を設立したため、羊城の小型トラック・ブランドをそのまま引き継ぎ、

基本的な設計を変えずに、生産を続けている。この小型トラックは３世代ぐらい前の、いすヾの

エルフをコピーした車である。羊城汽車は一時、いすヾから委託製造を任されていた。

２．３　工場設備と従業員

　組立工場は大型トラックと小型トラックの組立ラインが同居している。従化工場には組立工場

のほかに、プレス工場や溶接工場、塗装工場、樹脂工場もあり、最新鋭の設備を備えている。同

工場の特色は、キャビン（人が乗るところ）部分のプレス、溶接組立、塗装、内装を同一工場内

で一貫してできる点にある。さらに、内製でフレームの組み立ても行っている。またシャーシー

成型機といった大型の輸入設備も備え、インスツルメントパネル、いわゆる内装の一部の樹脂も

工場内で生産している。工場の大型のプレス機（７１５５５トン）など大型の設備はほとんど輸入設

備である。

　工場の従業員数（７５５9年９月）は約8５５名である。うち日本人スタッフは出向者が６6名、出向

者以外に立ち上げ時に必要な一時的出張者が約８５人いる。
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２．４　現地調達率

　大型トラック「HINａ7５５シリーズ」の現調率は約8５％に達している。メーカーにとって8５％

の現調率は今までにないぐらいの高レベルである。それを実現できた一番の要因は、上海日野エ

ンジン有限公司の存在である。中国製のエンジンの生産によって、現調率が大きく引き上げられ

た。当面（１～２年の開発期間中）、現地調達が難しいのは高馬力のエンジンである。上海日野

エンジン有限公司で作っているエンジンは、８5５馬力や８8５馬力といった馬力の余り高くないエン

ジンで、９７５～９5５馬力ぐらいのエンジンはどうしても日本から調達しなければならない。今のと

ころ、いろいろなチューニングが必要なため、高馬力エンジンの中国での生産では難しい。

　現調率を高めるための課題として、ほかにディーゼルエンジン、サイドレール（フレームの一

番メイン骨格の部分）などがある。サイドレールは、ノウハウが詰まっているところで、現地化

するとノウハウが流出してしまうおそれがある。

２．５　今後の方針

　中国のトラック市場は、全体で年間約７５５万台の市場と予測され、そのうち小型トラックが約

６5５万台、大型トラックが5５万台強を占める。巨大な大型トラック市場は、過去４年間で２～３

倍に成長している。

　中国の小型トラック市場は激戦区で、数多くのメーカーが乱立している。第一汽車や東風汽車

をはじめ何十社もあり、今から参入することは難しい。まず大型トラックで実績をつくり、中国

市場を理解した後、小型トラックにも取り組む方針である。

　日本の大型トラックが４万台の市場であるのに対し、中国の大型トラックは約5５万台と市場規

模が非常に大きい。現在のシェアは、第一汽車が圧倒的に大きく、次は東風汽車となっている。

ほかに、エンジンやトランスミッション、アクセル、フレームなどを自社で製造も設計もせず、

ただ組み立てるだけの会社が何十とあり、地元で低価格のトラックを販売している。通常、トラッ

クの価格帯は１台当たり８５万元前後であるが、組立てだけのメーカーのものは約６5万～７５万元と

非常に安い。ただし、きわめて寿命が短いという特徴をもっている。

　広汽日野は、市場が既にあるところを占拠するという方針ではなく、市場を作るという方針を

とる。すなわち、第一汽車や東風汽車が８５万元で販売している大型トラックの市場は狙わず、少

し高級の８8万元前後の価格で市場を作っていく方針である。

　いま、中国の大型トラックには２種の価格帯がある。低価格（８５万元）の中国国産トラックと

ヨーロッパや日本から完成車として輸入した高価格（65万～7５万元）のトラックである。後者は

高価格であるが、耐久性や燃費が非常によい。輸入車の強みは、ダウンタイム（故障して止まっ

ている時間）が非常に短い点にある。現在、中国では９５万～6５万元の中間市場は空白地帯となっ

ている。広汽日野は８8万元前後の中間市場に打って出る方針である
⑻
。部品の現地化によってコ

ストダウンをはかるとともに、要の部分は輸入部品を使って、耐久性を確保する。
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３．今後の課題

　中国でも、排ガス規制が年々厳しくなるとともに、低燃費車への税制優遇が実施され、低公害・

低燃費のトラックへの関心が高まっている。このような現地ニーズに対応することが重要な課題

となっている。

　そのため、これまでのユーロⅢ相当の「国三基準」よりも高い基準の「国四基準」（ユーロⅣ

相当）を実施することが求められている
⑼
。広汽日野にとって、「国三基準」（ユーロⅢ相当）は

日本の規制よりもさらに甘い規制であり、次の「国四基準」（ユーロⅣ相当）の実施も容易にク

リアできるものである。しかし、中国のメーカーの中には「国四基準」はおろか、「国三基準」

さえクリアできないものが少なくなく、一定の猶予期間が与えられているのが現状と言える。規

制が強化されればされるほど、地場メーカーには達成できないところが出てくる。したがって、

排ガス規制の厳格化は先進的なクリーンディーゼル技術、省燃費技術を有する広汽日野にビッグ

チャンスを与えているといえよう。

おわりに

　中国では、商用車の分野で合弁会社がうまくいったケースはこれまでほとんどない。いくら品

質がよくても、低価格を売り物にする中国地場メーカーとの激しい競争に勝ち残れなかったから

である。しかし、近年における低公害・低燃費トラックへのニーズの高まりは、環境技術水準が

高く、中間市場に打って出た広汽日野に大きなチャンスを与えている。広汽日野の成功は商用車

分野における合弁企業必敗のジンクスが初めて覆されることを意味するだけに、今後の躍進に大

いに期待したい。

注

⑴　「広汽現代合作或将“夭折”」『商用汽車新聞』７５５7年９月７6日、「受鄭夢九事件影響� 広汽現代商用車項目進

程放緩」『南方都市報』７５５6年５月６5日。

⑵　日野自動車はトヨタグループの商用車メーカーである。６9６５年創業、６9９７年設立、トヨタ自動車と６966年に

業務提携、７５５６年に子会社となった。主要製品は、トラック、バス、各種エンジン、部品等である。これに加

えトヨタ自動車からトヨタブランドの車両を受託し、約７５万台／年を生産している。日野自動車は日本の大中

型トラック市場において、８９年間連続でトップシェアを獲得し続けている。また、中国向けには、大型トラッ

クを約６１5５５台／年輸出しており、耐久性、経済性、および信頼性等で、中国で好評を博している。

⑶　「広汽日野汽車挑戦宿命」『汽車商業評論』７５６５年７月７８日。

⑷　同上。

⑸　関満博・池谷嘉一編『中国自動車産業と日本企業』新評論、６997年、6８～65ページ。

⑹　前掲注⑶。

⑺　「日野、大型トラック、中国で生産開始」『日本経済新聞』７５５9年９月７７日、「日野自の中国合弁事業、大型

トラック生産開始」『日経産業新聞』７５５9年９月７９日、および７５５9年９月６7日に行った現地ヒアリングなどに

よる。

⑻　「広汽日野欲博“中間市場”」『商用汽車新聞』７５５9年９月７8日。

⑼　「広汽日野中間破局８月試産国Ⅳ標准新車」『広州日報』７５６５年７月６9日。

� （宇野　和夫）
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第６節　広東省の二輪車産業と五羊ホンダ

　広州摩托集団公司は、広州汽車工業集団のオートバイ事業に従事する子会社である。広州自動

車産業の発展以前は、オートバイ事業が広州市工業の重要な構成部門であった。特に、ホンダと

の合弁会社である五羊本田摩托（広州）有限公司は、広州摩托集団の総生産高のうち約９割を占

め、集団内の中核会社である。ホンダは、五羊ホンダを通じて広州市政府との関係を築き、後に

四輪合弁事業の広州ホンダへの展開を果たした。ホンダの二輪車の現地生産に応じて、系列の関

連部品メーカーが次々と広州へ進出した。当初、二輪車の部品を供給した一部のメーカーが後に

広州ホンダに四輪車の部品も供給するようになり、現地調達率の向上をいち早く実現するのに役

立った。

　ホンダは進出する際、事業リスクの少ない二輪車事業で先行進出し、需要拡大が見込めると事

業リスクの高い四輪車事業を展開するといったパターンを取ることが多い。しかしながら、広州

本田の場合は、広州プジョーの経営破綻をきっかけに事業参入したため、ホンダの主導意思決定

ではなく、偶発的な要素が存在していたと述べている⑴。また、ホンダの海外四輪現地生産にお

いて、ほとんどすべての工場を自前で作ってきた。広州の場合のように、他社が残した工場や設

備で生産することが初めてであることから、ホンダの臨機応変の「柔軟性」が指摘されている⑵。

　しかし、ホンダは広州ホンダの事業展開においては、６998年当時最新のアメリカ仕様アコード

（７３８L）車種を持ち込んで現地生産を開始し、またコスト削減にいち早く取り組むことにより８５

万元を切る発売価格を実現させた。こうした参入戦略には、ホンダが二輪事業を展開する際に直

面した問題や中国市場で培ってきた経験やノウハウなどが関係しているのではないかと想定され

る。

　本節では、広州摩托集団や五羊ホンダに焦点を合わせ、⑴五羊ホンダが中国のオートバイ市場

で成長する過程でどのような問題に直面し、それらにどのように対応したのか、⑵それによって

ホンダが中国のオートバイ市場ではどのような経営ノウハウを培ったのかといった二つの問題を

明らかにしたい。そのために、中国のオートバイ産業の概況、市場ニーズや競争条件の変化など

を分析したうえで、五羊ホンダの戦略展開について考察する。

１．中国のオートバイ産業の概況

　中国におけるオートバイの生産は６95６年に始まった。しかし、オートバイ産業の急速な発展は

６98５年代に入ってからである。６98６年の年間生産台数はわずか４万9１５５５台であったが、６99５年

に97万台に達し、６５年間で平均８９％で増加した。さらに、６99９年の生産台数は5７７万台に達し、

二輪車の最大生産国となった。

　６98５年代以降のオートバイ産業の発展は、国家投資に依存するのでなく、基本的に市場の需給

関係によるものであった。しかし、多くの企業は中小・零細規模に留まり、６99９年の統計では、
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全国６６9社のうち、年間生産台数１万台を超えた企業は８8社であり、残り8６社を合わせても生産

台数は７９万台しかなかった⑶。このような状況を改善するために、中国政府は６99９年に新たな自

動車工業産業政策を公布し、７５５６年までには６５５万台生産規模の二輪車メーカーを６５社程度育成

するといった方針を定めた。６99５年代後半から末にかけて、中国オートバイ市場需要は停滞期に

入ったにもかかわらず、組み立てメーカーも部品メーカーも、産業政策に合わせて一斉に生産を

拡大した。６997年にオートバイの生産台数は６１５５８万台に達した。

　一方、ホンダ、ヤマハ、カワサキなどの日系企業は、６98５年代から現地メーカーとの技術提携、

または合弁事業の設立によって、中国市場への進出を果たした。しかしそれに伴い、製品開発力

を備えていなかった地場メーカーは量的拡大を図るために、日系企業のコピー製品を作り、コ

ピー車や商標盗用車が中国市場に出回った。オートバイ基本モデルは８５年前に発展途上国向けに

開発されたもので、特許切れで技術的にも簡単に地場メーカーに模倣されることもあった。模造

品は国内販売では足が付きやすいため、全量輸出の模造品工場もあったと言われる。模造車を中

心とする中国製二輪車のシェアはベトナムで４割強、インドネシアで４分の１程度を占めてい

た。こうして、地場のコピー二輪との低価格競争に巻き込まれた日系二輪の合弁企業は、利益を

上げられない時期が続いた⑷。

　６99５年代半ば以前、二輪車のマーケットは都市部に限定されていた。しかし６995年ごろから、

大気汚染や騒音、交通事故の多発を防ぐために、二輪車のナンバープレート発給停止あるいは登

録制限が都市部で実施され始めた。これにより、全国約６７5都市では事実上新規の二輪車販売が

できない状況となり、二輪車の市場は都市部から農村へ移行した。

　農村部への市場移行によって競争条件が大きく変わった。所得レベルが高く、生活水準の高い

都会では、二輪車の選択基準はブランドや品質が優先された。しかし、農村の奥地に入れば入る

ほど、ブランドや品質による購買動機はパワーを失い、低価格だけが最優先の購買条件となる⑸。

低価格で圧倒的に競争優位に立てる地場メーカーは、既存車種の模造品を低価格で生産・販売し、

消費者に製品の利便性と安さを強く訴求した⑹。また、多様なブランドを同時に扱う販売店が増

え、業界の平均価格はどんどん下がっていった。これに対し、現地生産によるコスト削減を図り、

日系メーカーも価格の引き下げを模索した。

　一方、こういった状況が中国では６998年に ECE９５２５６、７５５７年に EURａⅠ、５９年に EURａⅡ、

５8年に EURａⅢと段階的に実施された規制強化によって大きく変わった。こうして排気ガス規

制を技術的に解決できないメーカーは生き残れなくなり、低価格による競争優位が次第に環境規

制に対応できる技術へと変わった。技術への取組みによってコストアップが発生し、価格が下が

り止る傾向が表れた。また、価格競争の限界が見え、近年７5５cc 以下が中心だった地場メーカー

は安さだけで勝負するのでなく、大型車の製造にも参入するようになった。嘉陵工業は自主開発

した6５５cc 車の海外からの受注を始め、高付加価値分野での成長を目指している。

　中国汽車工業協会によると、７５５6年の中国全体の生産は前年比７５３5％増の７１６９５万台であり、そ
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のうち輸出が９６３６％増の6９５万台で、輸出依存度が高まっていた。特に、中東やアフリカへの輸

出が増加している。輸出加速の原動力は圧倒的なコスト競争力であると言われる。しかし、７５５7

年７月、中国政府は貿易摩擦を回避するため、輸出時の増値税の還付率を６８％から９％に下げ、

実質的な輸出増税を取ることになった⑺。７５５8年、世界のオートバイ総生産台数は９１8５５万台で

あったが、中国は６１５５５万台の輸出量を含め、７１75５万台を生産している。中国のオートバイ生産

はすでに世界の半分を占めるまでになっている。

　現在中国のオートバイ生産の集積地は、重慶市、広東省、江浙地区、魯豫地区の四つに分けら

れる。これらの地域のオートバイ企業数は全国の約８割を占める。中国で政府に認可されている

メーカーが約６５５社強ある。模造品メーカーも相変わらず多いが、今では国内生産台数の７割を

上位７５社が占め、寡占化が進んでいる。

２．広州摩托集団の設立

　広州市政府がオートバイ生産に着手したのは６98９年である。６987年に二輪車の生産、販売を目

的として、広東省オートバイ工業連合公司広州公司が設立された。しかし、オートバイ生産の技

術基盤がきわめて弱かったため、広州公司は提携パートナーを探した。ホンダは広東省が中国最

大の二輪車市場であることから、技術協力を決めた。６988年、ホンダは広州公司と排気量６７5cc

図表３－11　中国の上位オートバイ企業（2008年）

順位 企業名 生産台数 販売台数

１ 江門市大長江集団（豪爵）有限公司 ７１955１６9６ ７１95６１９８６

２ 重慶隆シン机車有限公司 ６１97８１99８ ６１96５１６6８

３ 力帆実業（集団）有限公司 ６１776１976 ６１778１559

４ 重慶建設摩托車股份有限公司 ６１695１6７５ ６１7５５１６59

５ 中国嘉陵工業股份有限公司 ６１5７７１668 ６１5７５１８５5

６ 宗申産業集団有限公司 ６１5７５１75５ ６１5６8１575

７ 洛陽北方企業集団有限公司 ６１９5７１559 ６１９7６１７９７

８ 銭江集団有限公司 ６１７９5１5５8 ６１７９7１５96

９ 広州摩托集団公司 9７7１６７8 9７5１68９

６５ 新大洲本田摩托有限公司 9５９１６５９ 89６１９８５

６６ 金城集団有限公司 8８８１7８８ 8８9１77８

６７ 広州市太陽摩托車有限公司 68９１８7９ 68６１76５

６８ 済南軽騎鈴木摩托車有限公司 58５１５８５ 569１99６

６９ 重慶銀翔摩托車（集団）有限公司 569１6７8 56９１９79

６5 済南軽騎鈴木摩托車有限公司 559１６８5 559１５9７

出所：『中国汽車工業年鑑７５５9年』、９６６ページ。
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級の二輪車の生産・販売で提携した。ホンダは広州公司に対して二輪車の製造技術を供与する一

方、生産に必要な設備措置と部品も供給した⑻。６99７年６月、広州摩托車公司、広東省汽配一廠、

広州市電鍍廠の３社の合併により、広州摩托集団公司が設立された。同年８月、ホンダは広州摩

托集団公司との折半出資により、五羊－本田摩托（広州）有限会社を設立した。五羊ホンダは資

本金８１５５５万 US ドルで、８５年契約の合弁会社として発足した。広州側は土地、一部の家屋と設備

を提供する一方、ホンダ側は製造技術や専用機、日本製の研削盤などの精度の高い工作機械を提

供した。また出資会社は相互に合弁会社の運転資金を出すとの契約をした⑼。

　広州摩托集団は６996年までに約６66社の部品サプライヤーを持ち、６５５ml、６７5ml、６９5ml を中

心に６7車種を展開し、オートバイ6５万台とエンジン6５万台の生産力を持つようになった。６７5cc

機種の売上高は全国でトップを占め、販売台数ベースで第３位との実績をあげた。また６997年、

五羊自転車廠、華南縫製設備廠を傘下に収め、両社をバイク部品の生産部門に転換させ、部品段

階からの品質向上、コスト削減をはかった⑽。７５５５年、広州摩托集団はオートバイ事業として、

広州汽車集団とともに広州汽車工業集団の傘下に入った。その後、同社は急速に成長し、生産台

数は７５５５年の７6万9１997台から７５５8年に9７万7１６７8台に達した。そのうち、五羊ホンダは９割強を

占め、8７万９１6９8台であった（図表３－６７）。また輸出が約６６万台となり、全体の約６８％を占めて

いる。

３．中国の二輪車市場におけるホンダの現地化戦略

　ホンダは６957年に嘉陵機器廠、６959年に上海・易初オートバイ有限公司と提携ていたが、６98８

年に嘉陵工業と二輪車の技術提携したことをもって中国での事業展開を本格的に始めた。６99５年

代前半まで、ホンダは重慶市、広州市、天津市に三つの合弁企業を持ち、中国での生産規模を拡

図表３－12　広州摩托集団と五羊ホンダの総生産高の推移（2000～08年）

広州摩托集団 五羊ホンダ

総生産高（百万元） 生産台数（台） 生産高（百万元） 生産台数（台）

７５５５年 ─ ７69１997 ７１９５５ ７９５１９8５

７５５６年 ─ ７95１９８５ ７１57５ ７56１88５

７５５７年 ９１6７９ ８８5１5９8 ─ ７8９１８8５

７５５８年 5１９５９ ９57１5８7 ８１965 ８96１６88

７５５９年 ８１89８ 6６5１８57 ７１6７６ 5９5１５５8

７５５5年 ８１９7５ 7５6１775 ８１５9７ 6８8１５８8

７５５6年 ８１5６8 7７５１８7６ ８１６67 665１668

７５５7年 ９１６9９ 886１679 ─ 79５１9８8

７５５8年 ９１5８6 9７7１６７8 ９１６７6 8７９１6９8

出所：各年度の『中国汽車工業年鑑』により作成。
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大していた。合弁企業には二輪車の製造技術だけでなく、ホンダは販売面での支援も行った。特

に、整備技術者の養成に力を入れる一方、認証サービスセンターを増やし、アフターサービス拠

点を強化した⑾。

　一方、ホンダの進出に伴い、ホンダ系サプライヤーも６99７年前後の数年間に広州、天津、重慶、

成都などの都市に次々と進出した。６99９年、三条機械製作所は広州近郊の順徳市にある五羊ホン

ダの協力工場である機械メーカーの楽従鍛造廠に対して技術供与を開始した⑿。また、九州柳河

精機は広州で二輪車用アルミホイール、ブレーキパネルなどの合弁生産に乗り出し、五羊ホンダ

にホイール中心部のハブを供給した。６995年、ホンダは二輪車用エンジンを全量現地生産に切り

替えることを決めた。それに合わせて、ホンダを主要取引先とするショーワ、スタンレー電気、

新電元工業、エフ・シー・シー（FCC）、三ツ葉電機製作所のなど有力部品メーカー約６５社が広

州に集団進出し、現地企業と部品の合弁生産に踏み切った⒀。

　中国の二輪車市場では、「本田」ブランドの製品は抜群に高い人気を持っているが、進出当初

は日本からの輸入部品、また現地の日系部品企業から調達した部品を主に使用していたため、ホ

ンダ製品の価格が最多購買層の購入可能価格を大いにオーバーしていた⒁。一方、ホンダの製品

をコピーして割安の値段で売られる“コピーバイク”が急増した。その対策として、ホンダはコ

ストの削減をはかり、金型設備を内製化したり、生産設備を中国国内で調達し、価格の引き下げ

に努力した。また、一部の生産工程では、機械生産に頼らず手作業に切り替え、作業を標準化し、

従業員が容易に作業を習熟できる作業環境を整備した⒂。

　コピーバイクの打撃は完成車だけでなく、部品メーカーにも及ぼした。６99９年、二輪車用の

ショックアブゾーバーの供給を目的に中国に進出したショーワはコピー製品に悩まされ、中国の

ローカル企業の模造品との競争のなか、経営状況は芳しいものではなかった。五羊ホンダに部品

を納めている現地企業は日系企業を含め約６8５社あるが、そのうち数十社が二輪・四輪の両部品

を生産している。当初二輪車に部品供給をし、ホンダの中国への四輪車の導入によって、活路を

見出していった企業は数多いと言われている⒃。

　さらに６99５年代後半になると、五羊ホンダは新たな問題に直面するようになった。二輪車のナ

ンバープレート規制が広州市でも実施されるようになり、市場のニーズが急速に変わった。これ

まで広州を中心に「市」や「県」といった都心部エリアで展開していた五羊ホンダは、より農村

に近い「鎮」や「郷」といった地域へ打って出る戦略に方向転換せざるをえなかった。しかし、

これまで都市の富裕層向けの「高品質・高価格」戦略を採用してきたホンダは、市場の農村部へ

の移動、コピーメーカーの大量廉価販売によって競争力が低下した。強いブランド力や最高級の

品質を兼ね備えていたとはいえ、ホンダが農村市場で生き残るためには、価格の面で勝負しなけ

ればならなくなった⒄。こうして、農村市場において国内二輪メーカーとの価格戦がより一層厳

しくなった。

　こういった問題に対応するためには、ホンダは「高品質・低価格」へと戦略転換をし、日本市
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場を含めた世界的なローエンド・バイクの開発・製造拠点として中国を本格的に位置づけようと

した。そのなか、五羊ホンダは合弁会社主導でホンダ研究所と共同研究を行い、ローカル企業並

みの低価格バイクを開発し、ブランド力が通用しない農村部にも入り込める低価格の新型戦略車

を続々と市場に投入した⒅。

　７５５５年代に入り、ホンダはさらに新たな戦略を打ち出し、模造品を生産していた地場メーカー

との合併に踏み切った。７５５６年秋、ホンダは天津本田摩托を中国最大のオートバイメーカーであ

る海南新大洲摩托と合併させ、新大洲本田摩托を設立した。合併を機に、両系列で取り扱う車種

や系列の販売店の品揃え、補修・整備などサービスを共通化させた⒆。当時総経理の門脇轟二は

「重要なのは、コピー車が市場で受け入れられている事実。如何にして安くできるのか、逆にわ

れわれも謙虚にそうした作り方を学ぶ必要がある」と述べている⒇。

　コスト削減を進めるために、ホンダは生産拠点間で補完関係を築き、二輪車のエンジン生産体

制を見直した。それまで重慶、天津、広州にある合弁各社がそれぞれ自社の全機種向けのエンジ

ンを生産していたが、排気量や機種ごとに分担する体制を取るようにした。新たなエンジン生産

の分業体制では、五羊ホンダが６７5cc の単気筒とスクーター用、嘉陵が６７5cc 二気筒、新大洲ホ

ンダが9５～６５５cc の小型エンジンを担当する。エンジン分業生産の開始を契機に、３社の協力関

係を強化し、完成車でも３社間での生産分担や部品の共同調達などを進めた�。

　部品の共同調達を進めるために、ホンダは７５５5年に子会社のホンダ・エクスプレスを通じ、中

国で初めてトラック輸送の免許を取得した。中国で物流を担うのはホンダ・エクスプレスが全額

出資した本田物流（武漢）倉儲である。こうして、従来現地の生産企業が別々に外部の運送会社

に委託していた自動車や部品の輸送を一本化することが可能になった�。

図表３－13　五羊ホンダと業界の平均販売価格の推移

出所：出水力『中国におけるホンダの二輪・四輪生産と日系部品企業─ホンダおよび関連企業の

　　　経営と技術移転』（日本経済評論社、７５５7年）、55ページ。

６８１5５５

６５１５５５

6１5５５

８１５５５

単位＝元

年度６99９ ６995 ６996 ６997 ６998 ６999 ７５５５ ７５５６ ７５５７ ７５５８ ７５５９

業界全体の平均販売価格 上位６5社の平均販売価格 五洋ホンダの販売価格

６７１567

5１7５５

９１989 5１６85
９１7９９ ９１886

９１5８7 ９１９９9 ９１８7９ ９１７7５ ９１６5５ ８１96６ ８１779

5１8８７5１8８７

5１５９5
5１９6８

９１7９９ ９１657 ９１6７9 ９１９５６ ９１８９８ ９１５88 ８１9７９８１9７９

６６１８8５
６６１６6７ ６６１６７9

６５１７６7

9１９669１９66
9１６５５

7１７5６

5１78６5１78６
5１６78

９１7７9



─　　─６８8

　五羊本田は７５５５年から７５５９年にかけて、１機種あたり３割ものコストを削減し、農村部でも受

け入れられる5１５５５元を切る価格帯での販売を実現した（図表３－６８）�。また、７５５８年９月、五

羊本田は国内向けに排気量６５５cc のスクーターを生産し、その価格は国産の６５５cc に比べて３割

程度安く設定された。

４．販売強化とホンダの新たなグローバル戦略

　価格の引き下げだけでなく、ホンダは販売面にも力を入れている。「製品を売る所で、必ずサー

ビスを提供する」といった戦略により、ホンダは４時間のホットラインを設けると共に、新車購

入３ヵ月後、または６１5５５キロを走行した後、２回の無料メンテナンスを提供している。７５５７年

以降、五羊ホンダは全国で外装イメージを統一した「サービス専営店」と「サービス核心店」を

設立し、販売とアフターサービスを一体化した。また、全国約７１6５５ヵ所にサービス拠点を設け、

「陽陽 VIｂ カード」と「VIｂ 会員制度」を実施し、顧客データ管理や車両メンテナンスに関する

情報管理を強化している。販売員教育においても、毎年全国の優秀なサービスマンを集め、技能

コンテストや技術勉強会を実施し、販売業務の標準化や接客サービスの向上を図っている。

　また、ホンダは中国市場での販売だけでなく、他地域への輸出を拡大し、新たなグローバル生

産・販売体制を確率している。従来、アジアでの二輪車の生産は主に現地市場向けであったが、

低価格の二輪車を域内・域外への輸出を拡大する戦略へと転換した。それにより中国からアフリ

カへ、ベトナムから東南アジア域内へ、インドから欧州へといった新たな三つのルートの輸出が

始まった。そのなか、五羊ホンダはナイジェリア向けの出荷を開始した。同地域への輸出は従来

日本の国内工場に依存していたが、五羊ホンダでの生産により日本出荷より半値以下となる６５万

円弱の販売価格を実現することができた�。ホンダはこうして、世界各地にある生産拠点を補い

合う戦略を進め、特に中国での生産を強化した。

　こういったグローバルな生産・販売体制により、ホンダは R&D 戦略を改めた。先進国で

R&D 部門を設け、それを人件費の安い途上国の工場で生産するという従来の考え方とは対照的

に、ホンダはコストの安いところにも R&D 機能を持ち、開発の難易度によって、それを振り分

けていくという方針を定めた。先進国に依存するような開発体制は結果的にコストに上乗せする

こととなり、時間的にも市場需要の変化に間に合わない恐れがあるからである。五羊ホンダはホ

ンダとの TCK（Technologけ�Compaがibiliがけ�Kiが）契約によって、ホンダ側から技術を取り入れる

一方、独自の技術力への取り組みも始まっている。すでに CATIT 三次元設計システムや新しい

シャーシ／マスエミッションの測定設備等を導入し、商品企画・テスト実施・試作確認・計画管

理・コスト試算から部品試作までペーパーレスの科学的管理を実施している。こういった現地で

の R&D 戦略は後に四輪事業の展開にも見られた。アコード、オデッセイ、小型車のフィット・

サルーンのいずれも、技術的にグローバル市場と同歩調の製品を中国に投入したのである�。

　ホンダは地場メーカーの安いバイクに押され、中国市場で苦戦しているが、ホンダのブランド
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を崩すまで価格競争することはなかった。実用車のコミューターとスポーツ車などの趣味の二輪

車のファンの二つに開発体制を分け、日米欧はファン、アジアはコミューターなどそれぞれの目

線で開発を進めている�。五羊ホンダは、日本や欧州などの先進国向けには付加価値の高いスクー

ターの輸出に特化するといった戦略を取り、７５５9年からアメリカへの輸出も始めている。

５．環境配慮型の増城新工場

　７５５6年２月、五羊ホンダは生産規模の拡大に対応し、広州市東部にある増城市に工場を移転し

た。旧工場は広州市中心部に立地していたが、生産ラインの配置が非効率であり、拡張余地が乏

しかったのである。総投資総額は３億8１５５５万元の増城新工場は、敷地面積８７万平方メートルを

有し、溶接、塗装、車体組み立て、エンジン組み立ての一貫生産体制が整備されている。塗装工

程はホンダから最新塗装技術を取り入れ、中国の二輪企業のなかでは最も高いレベルにある。機

械加工は NC システムを採用しており、複数工程を一度に加工できる NC モジュールを揃えてい

る。溶接工程は同期化生産に対応し、WBS フレーム移載システムを取り入れ、塗装 ED ライン

まで自動的に搬送することができる。また、五羊ホンダは中国では最初にアクリル電着塗装、塗

装ロボットを取り入れたオートバイ企業である。無駄のない製造ラインの配置により、五羊ホン

ダは生産効率を高め、年間生産台数は旧工場の6５万台から６６５万台に増加している。また、生産

量の６５～７５％は輸出向けである�。

　増城新工場の最大の特徴は、地球環境に配慮した「グリーン・ファクトリー」のコンセプトを

取り入れたことである。ホンダは中国で低公害型二輪車事業を強化し、工場総面積の８８３８％が緑

化されている。屋根に独特の自然採光システムや自然換気システムを採用することにより、昼間

の照明使用の大幅な削減と同時に、エアコンの使用量を削減し、電力資源の節約につなげている。

また、雨水の処理水を集めて濾過し、緑化の散水、トイレの洗浄水として活用し、年間では

66１8５５トンの水の節約を実現している。そのほか、排塵、排水、排煙もすべて広州市の規制をク

リアしている。

　増城工場は中国の国家環境保全総局の生産許可に合格した最初の二輪車生産工場である。中国

の環境規制強化の動きを先取りし、価格競争に巻き込まれない収益モデルを構築した�。こうし

て製品と生産活動の双方を通じて環境に配慮した事業を展開することによって、五羊ホンダは中

国の二輪車業界でのブランド力を一層強化することを図っている。

　新工場の生産機種は、スクーターでは SCR６６５、SCR６５５（６５５cc）、@Sがおeam（６７5cc）、

Spacけ６５５（輸出専用）、オートバイではMCR６７5、GL６７5、CGL６７5、CG６７5、追影Fおeeくaけ（６７5cc）

である。五羊ホンダは率先して全機種が Eきおo２ll 法規（GB６９6７７２７５５７）、第２次騒音規制

GB６6６69２７５５5、ノンアスベストに対応した。特に、７５５6年７月に発売された F１・水冷エンジ

ンを採用した「SCR６６５」は、排気量６６５cc の小型スクーターで、燃料噴射をきめ細かく制御す

る ｂGM２F１（電子制御燃料噴射措置）と低フリクション技術の採用により、大幅な燃費向上と
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環境負荷低減を達成した。ｂGM２F１搭載機種の生産・販売は、中国ではホンダが初めてである。

SCR６６５は、軽量・コンパクトで高性能なエンジンにより動力性能、静粛性、耐久性が向上した

ほか、低重心設計による高い操縦安定性を実現した。また、大容量収納ボックスの採用により高

い実用性も備えている。SCR６６５の価格は9１98５元であり、同機種他社製品の価格の９１５５５元よりは

るかに高価であるが、販売は好調に推移している�。SCR６６５はまた世界で最も厳しい排ガス水準

とされる EURａⅢに対応したスクーターである。

　工場移転に伴い、五羊ホンダは管理体制を強化している。現在、総従業員数が約９１５５５人であり、

日本人のスタッフは現在７名が駐在している。その配属は、基本的には役員室２～３名、生産部

門に３名、営業に１名といった体制を取っている。従業員の平均年齢は８７～８８歳であるが、組立

ラインは７８～７5歳で若年者が中心である。五羊ホンダは、「自主、自立、科学」の原則に基づき、

生産部門、管理部門、サービス等の幅広い領域で ｃC 活動を展開している。また、従業員の自立

的な参画意識を高めるために、改善提案制度が設けられている。生産現場では、「不良品を受け

入れない、作らない、流さない」といったことを原則として、品質管理の徹底化を図っている。
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第１節　広州三池

　７５５７年、日産は東風汽車と中国における包括的、戦略的な提携関係を締結し、その２年後東風

日産の工場が広州市花都区に竣工した。花都区政府は東風日産を中心に、日産の関連部品メー

カーを積極的に誘致し、自動車生産集積地としての発展を図っている。こうしたなか、日産系サ

プライヤーが相次いで花都区に進出した。

　プレス加工の２次協力メーカーの三池工業はそのうちの１社である。７５５９年に同社は初の海外

工場である広州三池工業汽車配件有限公司を設立した。日本で長年に培ってきたプレス技術を活

かし、中国での事業拡大を図っている。しかし、中国での事業展開は日本とは異なっている点が

見られる。すなわち、日産系列への依存が弱くなり、従来の枠を越えた欧米や中国の自動車メー

カーとの取引が増えているという現象である。それは、三池が中堅規模の部品メーカーとして、

海外での生き残りを図るには、日産だけでなく新たな販路の開拓が必要とされたからである。本

節では、三池の成長経緯と概況、プレス製品とその製造技術、また広州での事業展開について検

討する。

１．三池工業グループ

　三池工業は６9９５年に資本金６9万5１５５５円（現在３億7１5５５万円）で横浜市鶴見区下末吉に設立さ

れた⑴。その三年後、日産の協力工場となり、自動車用のプレス部品を中心に生産を開始した。

６965年、三池は横浜市戸塚区（現戸塚工業団地内）に工場を建設した。新工場の建設に伴い、大

型プレスラインと金型製造の新規設備を投入し、量産の本格的体制が確立されるようになった。

また６97７年、三池は同工業団地に第２工場を増設し、納入業務の合理化を推進した。

　日産のプレス部品の協力メーカーである三池は、日産の日本国内の工場の増設に応じて、その

隣接地に他社との共同出資によりプレス工場を新設したり、６５５％出資の子会社を設立した。例

えば、６97９年日産の九州進出が決定された後、日産の「九州専門委員会」の協力と指導の下、三

池は大和工業、山川工業との３社共同出資により、福岡県京都郡に合弁会社の勝山プレス工業（現

ユニプレス九州）を設立した。６998年に大和工業と山川工業が合併し、新たにユニプレスとして

発足したが、三池は約２割の株式を保有していた。こうした同業分野にある企業の共同出資によ

る進出形態は日産グループ各社間の信頼と結束によって実現されたと見られる⑵。三池はユニプ

レスと競争関係にあると同時に、協力関係にもある。また、ユニプレスは大物を得意とし、三池
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は中小物を得意にし、補完関係にも立っている⑶。

　九州工場のほか、日産の栃木工場に対応する生産拠点として、三池は６995年に栃木県足利市に

６５５％出資の栃木三池を設立した。栃木三池は６9９6年に設立されたプレス用金型の製造の山本製

作所に遡る。同社は６96６年から三池の協力工場となり、６988年に三池からの資本参加を受けた。

６99９年、三池は山本製作所の全株式を取得し、翌年栃木三池に改称した。栃木三池は、金型製作

からプレス、組み立てまで本社と同様の機能を持つ一貫工場である⑷。

　三池は横浜の第１工場と第２工場、共同出資のユニプレス九州、完全子会社の栃木三池のほか、

７５５5年に日型工業に６５５％出資し、金型製造能力を拡充した。また、栃木での生産・供給体制を

充実させるために７５５6年に真岡工場を稼働し、新型スカイラインに使用される部品を製造するよ

うになった。

　また、日産の海外展開に応じて、三池は７５５９年から海外進出を始めた。７５５９年、中国に広州三

池を設立した後、三池は７５５6年に AAPICO との共同出資により、タイのアユタヤ県に合弁会社

の AAPICO Miがかきike (Thailand) Co３１ Lがd も設立している。

２．主要製品とプレス技術

　三池は自動車ボディ用プレス部品、プレス加工、板金加工、金型、治工具、人造・人工石等安

全や環境配慮製品の加工及び販売を主要業務としている。特に、金型・治工具の設計からプレス・

組立加工の一貫生産を得意技術としており、また自動車分野において防滑、蓄光性に富んだ人工

石材の販売を行なっている。主要製品は、バーセル・シェルフ、バーセル・シェルフ・サイド、

リア・コンビネーションランプ、リア・バネル、リア・ビラ─・インナー、クロスメンバー、アッ

シリアシート、レインフォース・A・クロスメンバー・リアシート、レインフォース・アッシー

トランス・コンチネンタル、レインフォース・アッシーフードリッジなどがある。

　三池の主要仕入れ先は日産、大和五十鈴、JFE 商事、宝ステンレス、住友商事などである。

製品の大半は、日産、日産車体、日産ディーゼル工業、日産工機、カルソニックカンセイ、三桜

工業などに納めている。７５５8年の売上高は６5６億８１56６万円に達している（図表４－１）。主要製

（単位：百万円）
図表４－１　三池工業の売上高の推移
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品の売上構成比は、ボディメタル8７％、トリムシャーシ９％、金型４％、その他５％となってい

る。

　プレス加工においては、まず金属を板状に加工し、その後プレス機械によって加圧し成形する。

部品によっては、さらに組み立てたり、溶接する工程がある。組立工程では、ロボットを駆使し

たスポット溶接、アート溶接が行われる。また、一度に加工するのではなく、曲げたり、パンチ

を開けたりなど数回にわたってプレス加工する場合もある。作業の多くは機械によるものの、オ

ペレーターの技量で１日の生産量が増減する。作業には非常に繊細な部分があり、高度な技術が

必要とされる。こうした高い技量を備えた熟練工の育成がプレスメーカーとしての大きな課題で

ある⑸。

　三池は、コイル状の材料から製品完成の最終工程まで、一貫して一つの金型の中で加工する工

法や設備を持っている。そのほか、さらに他部品を同時に組み付ける特殊加工技術を開発してい

る。また、深絞りや外板部品など比較的に難しい形状の金型の成形に独自の技術を蓄積している。

深い形状の製品の成形は、主に絞り加工を行うが、そのできあがりは金型の造形、材料の選定、

加工するプレス機の条件設定に大きく関係する。三池は、DR（デザインレビュー）とシミュレー

ションを事前に繰り返して行い、品質と短期間での量産といった短期プロセスを実現している。

一方、自動車の表面形状を構成する外板部品の場合、プレスによる歪やキズの発生が許されない

ため、三池は金型製造、金型の維持管理、材料管理、品質管理など全ての過程においてバランス

を調整し、不良品の発生を抑制している⑹。

　また、近年では車体の軽量化が重要な課題となり、軽くて強固な金属が多く使用されるように

なった。しかし、こういった金属は伸縮性が欠けており、金型の成形技術が大きく問われている。

例えば、強度を保ちながら軽量化された「高張力鋼板（ハイテン材）」を成形するには、通常の

７8５Mpa では対応できないため、三池は現在98５MPa 級による成形を試みている⑺。

３．三池の広州進出

　三池の広州進出には、当時の取締役会の会長である小林暢比古氏が大きな役割を果たしてい

る。小林氏は６967年に三池に入社し、６998年に代表取締役社長に就任した。７５５９年４月、同氏は

初めて広州市花都区を訪れ、現地調査を行った。９月の再度訪問の際に特に電力供給の問題につ

いて政府関係者と話し合った。花都区政府の対応に感心した小林氏はついに出資を決定し、翌月

に花都汽車城発展有限公司との調印式が行なわれた⑻。こうして、登録資本金６１７５５万ドル（７５５9

年現在６１65５万ドル）、投資総額７１98５万ドルの広州三池汽車配件有限公司が設立され、小林氏はそ

の法定代表人となった。

　三池にとって花都へ進出したのは、日産への追随によるところが大きい。７５５９年当時、花都汽

車城にはすでに日産の組立工場、エンジン工場、関連部品メーカーなど7６社の進出があった。一

方、こうした日系部品メーカーの相次ぐ進出は、当該地域政府による積極的な誘致や進出企業に
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対する様々な支援があったからと見られる。花都区政府は自動車産業を優先的に発展させること

を目標としてあげ、企業設立のための手続きの迅速化、工場建設や操業のための電力供給の確保

など進出企業に対し最大限の支援を行っていった。

　広州三池は７５５5年５月に工場建設を始めた。工場の敷地面積は約９万平方メートルであり、花

都汽車城では３番目の広さといわれる。７５５6年６７月、工場の竣工に伴い、操業を開始した。その

後、日産が好調な販売実績をあげ、部品の生産が追い付かなかったため、広州三池は７５５7年６５月

に第２期工場を増設し、翌年４月に操業を始めた。工場では、９５５トンのブランキングプレス（１

台）、5５５トンのトランスファープレス（１台）、７５５トンのブランキングプレス（１台）、６5５トン

のタンデムプレス（８台）、１ラインに設置されたタンデムプレス６５５５トン（１台）と6５５トン（３

台）、７５５５トンのトランスファープレス１台などがあり、またポータブル溶接機、ステーショナ

ル溶接機、CO７溶接機、７５５トンのダイスポッティング、フライス盤、ブジアルボール盤、旋盤、

平面研削盤などの設備を備えている。

　また組織体制において、広州三池は製造部、生産管理部、品質管理部、技術部、営業部、総務

部といった６つの部門から構成されている。従業員数は７７5名であり、そのうち日本人の駐在者

が製造部の沖圧課と生産技術課を含めて３名、技術部と営業部では各１名となっている。董事長

の小林暢比古のほか、董事の鈴木秀行、董事總經理の麥澤隆藏、副總經理の矢野健一郎、桐原公

宏は工場運営や生産管理を行っている。

４．新たな取引関係の構築

　三池は、日本では日産１社との取引は全体の取引が売上高全体の95％を占めているが、広州三

池の場合、それが5５％弱であり、残りはトヨタやホンダの２次メーカーとして部品を納めている。

広州三池の取引先は東風日産のほか、広州愛機汽車配件有限公司（エイチワン）、広州優尼沖圧

有限公司（ユニプレス）、広州 APAC 汽車配件有限公司（菊池プレス）、広州豊鉄汽車部件有限

公司（豊田鉄工）がある。

　７５５8年６６月、広州三池は日本貿易振興機構（JETRO）が主催する「日系自動車部品調達販売

展示会（JAPPE７５５8）」に初出展した。同展示会は、広州市政府協力を受け、広州モーターショー

の会場内の一角に「フェア・イン・フェア」として開催された⑼。その背景には、中国において

日系の部品メーカーが従来の系列を超えた取引を進めているということがあった。広州三池は、

拡大している中国の自動車市場を視野に入れ、今後中国の完成車メーカーとの取引にも取り組も

うとしている。翌年の JAPPE７５５9にも三池は積極的に出展し、欧米系や中国系の完成車メーカー

との取引を成立させるために力を入れている。これまで、日産の系列に固定されていたが、中国

市場においては交流範囲やビジネスのチャンスが広がっている。日本とは異なった市場環境に置

かれた広州三池にとって、日産依存からの脱却の可能性があるとも考えられる。
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⑴　通商産業省重工業局自動車課『日本の自動車工業６959年版』（通商産業研究社、６959年）、９９6頁。

⑵　日産自動車株式会社社史編纂委員会編集『日産自動車社史６97９－６98８』、85頁。

⑶　関満博編『中国自動車タウンの形成：広東省広州市花都区の発展戦略』（新評論、７５５6年）、６６9～６７５頁。

⑷　栃木三池のホームページ くくく３がochigi２miがかきike３co３jp より。

⑸　『広報もおか』第6６6号（７５５6年９月）、６６頁。

⑹　三池工業のホームページ くくく３miがかきike３co３jp より。

⑺　同上。

⑻　花都区情報センターのホームページ くくく３gきangげhoき３goぎ３cn より。

⑼　「日系自動車部品調達販売展示会、ジェトロが広州で開催」『日経産業新聞』、７５５8年６６月７５日。

 （李　　　雪）

第２節　愛三工業の国際化と中国事業の展開

１．はじめに

　日系完成車メーカーの中国進出に伴い、いろいろな規模の日系部品メーカーが中国へ進出して

いる。日系大手部品メーカー・中小部品サプライヤーの省別拠点数をみると、広東省は最大の進

出地域となっている。とりわけ、同省の広州市には日系完成車メーカー５社が進出し、関連資材

メーカーや部品サプライヤーなどおよそ７５５社以上が集積している（稲垣、７５６５）。本稿では、広

州に進出している愛三工業株式会社を事例にし、完成車メーカーと部品メーカーが、広州におい

てどのようなサプライヤー・システムを構築しているか考察する。

２．愛三工業株式会社の概要⑴

　まず、愛三工業株式会社（以下、愛三工業）について説明する。愛三工業は、６9８8年６７月に愛

知県大府市に設立された。７５６５年３月時点の資本金は7９億8１8５５万円、連結売上高は６１８7９億6１９５５

万円、連結経常利益は９９億７１7５５万円、従業員数（連結）は7１5９６名である。

　事業内容としては、自動車部品の企画・製造、エンジンの燃料供給系部品の製作、電子制御燃

料噴射システム製品の製作を行っている。また、燃料供給系部品の専門メーカーとして排出ガス

問題にも深く貢献し、独自の粗形材生産技術、鍛造技術を持ち、高度な生産技術を確立している。

具体的な製品としては、自動車の電子制御燃料噴射製品（スロットボディー、インジェクター、

フューエルポンプモジュール、吸気モジュール、アクセルペダルモジュールなど）、エンジンバ

ルブ、キャニスター、キャブレーター、ガス燃料製品などを製造している。非自動車関連では、

二段式駐車装置、超音波モーター式粉体フィダーなどを製造している。製品の構成割合は、電子

制御燃料噴射製品5９％、キャニスター６９％、エンジンバルブ７％、キャブレーター２％、その他

自動車部品６9％、その他４％である。競合企業としては、愛知機械工業、NTN 株式会社、京浜コー

ポレーション、日鍛バルブ株式会社などが挙げられる。

　愛三工業は多くの部品会社と同様、自動車メーカー９社（トヨタ、日産、三菱、マツダ、スズ
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キ、ダイハツ、いすゞ、日野、ふそう）の協力会に加盟している。特に、同社はトヨタ自動車と

の関係が強く、トヨタの協力組織である協豊会⑵（加盟企業７６5社）のメンバーでもある。トヨ

タ自動車の出資比率が約８５％で、同社向け売上高が全体の65％を超える。以前は、トヨタ向け売

上の割合が７割以上（６99９年で7９％）であったが、６995年から愛三が国内でも系列外取引⑶を行

ない、現在では、日産自動車、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、いすゞ、日野、ふそうにも部

品を納入している。取引先の内訳は、トヨタ自動車65％、日産自動車２％、スズキ８３9％、ダイ

ハツ５％、日野自動車５３８％、マツダおよびいすず自動車が１％未満、三菱ふそうトラック・バ

ス５３５７％、三菱自動車２％、ヤマハ発動機、川崎重工、デンソーがそれぞれ３％、その他豊田通商、

フランクリンプレシジョンインダストリーなどである。また、主な仕入先はトヨタ自動車、デン

ソー、旭千代田工業、愛同工業、東北特殊鋼、テイケイ気化器、ミヤマ精機となっている。

３．愛三工業株式会社の国際展開

　愛三工業の中国進出を考察する前に、以下では愛三工業の国際化のパターンを整理する。

図表４－２　愛三工業の国際化の歴史

６978年３月 シカゴ事務所（現・アメリカ事務所）を開設

６98７年８月 米国イリノイ州に現地法人「アイサン コーポレーション オブ アメリカ」を設立

６988年６５月 ヨーロッパ事務所（現・パリ事務所）を開設

６989年４月 米国ケンタッキー州に「フランクリン プレシジョン インダストリー 株式会社」を設立

６99８年４月 韓国事務所を開設

６99９年９月 中国の「重慶平山泰凱化油器有限公司」に資本参加

６995年６７月 中国天津市に合弁会社「天津愛三汽車附件有限公司」を設立

６997年１月 インドネシア西ジャワ州に「P３T３ アイサン ナスモコ インダストリ」を設立

６997年３月 韓国の「玄潭産業株式会社」に資本参加

７５５５年８月
フランス・ニベール市の「ビトロン フランス S３A３」（現「アイサン インダストリーフ

ランス S３A３」）に資本参加

７５５５年９月
チェコ・ローニー市に「アイサン ビトロン チェコ か３お３o３」（現「アイサン インダストリー

チェコ か３お３o３」）を設立

７５５７年５月 上海事務所を開設

７５５７年９月
チェコ・ローニー市に「アイサン ビトロン ローニー か３お３o３」（現「アイサンインダスト

リーローニー か３お３o３」）を設立

７５５８年１月 ブラッセル事務所を開設

７５５８年６月 パリ事務所を開設

７５５８年７月 中国天津市に「愛三（天津）汽車部件有限公司」を設立

７５５９年３月 ベルギーに「アイサン コーポレーション ヨーロッパ S３A３」を設立

７５５９年５月 中国佛山市に「愛三（佛山）汽車部件有限公司」を設立

７５５5年８月 中国寧波市に「泰凱通用化油器（寧波）有限公司」を設立

７５５6年８月 中国広州市に「愛三貿易（広州）有限公司」を設立

出所：愛三工業株式会社 HP より作成。
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　愛三工業初めての海外生産拠点は、６989年に米国ケンタッキー州フランクリン市近郊に設立さ

れた。これは、トヨタの乗用車単独工場「TMM」（ケンタッキー州）が同年夏から年間７５万台

の二直フル生産に入ることを受け、米国市場で本格的な部品供給体制を築く狙いのもと行われ

た⑷。６997年のインドネシアへの進出も、トヨタ自動車やダイハツ自動車向けに、エンジンへの

空気流入量を調整するスロットルボディーなどを供給するために行われた。また、７５５５年にはト

ヨタ進出を機にチェコへ進出し、７５５9年には主力取引先のトヨタ自動車が欧州でエンジン生産を

拡大することに対応するため、工場の拡張を行った。このように、愛三工業の海外進出の多くは

トヨタの海外進出と歩調を合せていた。

　一方、欧州の販売子会社設立や、韓国の現地企業買収に関しては必ずしもトヨタの進出に合わ

せているものではなく、現地メーカーをターゲットとして設立された。ドイツのデュッセルドル

フやベルギーの販売会社などは、仏ルノーや伊フィアットなどの欧州現地自動車メーカー向けに

営業活動を開始するため開設された⑸。また、燃料ポンプモジュールを生産するアイサン・ビト

ロン・ヨーロッパ（ABE、ニベール市）は、愛三工業とイタリアの部品メーカーとの共同出資

で設立されたが、主要取引先はルノーであった⑹。

　韓国では燃料ポンプの生産子会社、玄潭産業への出資比率を引き上げたほか、玄潭に構成部品

を供給している現地メーカー２社を買収した。玄潭は現代自動車の出身者が創業し、現代自動車

を主力取引先としているが、愛三は６997年から資本参加している。創業者から株式の４％を追加

取得し、愛三が95％、残りを豊田通商が出資する体制とした。玄潭は現代自の海外進出に合わせ

て事業を拡大し、中国や米国などの子会社で燃料ポンプを生産している。愛三は今後、玄潭の子

会社を現代自動車以外への部品供給にも活用する予定である。例えば、玄潭のインド法人 IHD

インダストリーズ（チェンナイ市）で日系メーカー向けの部品を生産するなど、新興市場で事業

を拡大する⑺計画である。

　以上、愛三工業の中国以外の海外進出パターンを考察した。次は、同社の中国での展開を見る

ことにする。

４．愛三工業の中国進出の歴史

　愛三工業の中国での事業展開は、６98９年に中国の国鉄にあたる鉄道部にディーゼルエンジン用

バルブの製造技術を供与したことが始まりである。愛三工業が中国に技術者を送り込み、製造技

術や生産管理手法を指導した⑻。また、ヤマハ発動機と共同で二輪車用気化器（キャブレター）

の製造会社「重慶平山泰凱化油器有限公司」を中国・四川省重慶市に設立した。資本金は8１７75

万元であり、日本側はヤマハ発が７５％、愛三工業が６５％、愛三の気化器製造子会社のテイケイ気

化器が７５％を出資した。一方、中国側は二輪車部品製造の重慶平山機械廠が８５％、ヤマハ発動機

の技術援助で二輪車を製造する建設工業集団公司が７５％出資している⑼。

　このように愛三は中国での事業実績を積み重ねてきたものの、本格的に中国で事業を展開する
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のは７５５８年の愛三（天津）汽車部件（有）設立と、７５５９年の愛三（沸山）汽車部件（有）設立以

降となる。この２社も他の海外子会社同様に、トヨタの中国進出が契機となり設立された。

　現在、愛三工業は天津市に２社、重慶市に１社、遼寧省瀋陽市に１社の計４社の生産工場を持

ち、四輪車や二輪車用にスロットルボディーや燃料ポンプ、気化器（キャブレター）などの部品

を生産している。また７５５6年には、販売子会社である「愛三貿易（広州）公司」を、トヨタ自動

車やホンダなど自動車メーカーが集積する広州市に設立した。同社の資本金は6５５万元で、愛三

工業が全額を出資した。従来は天津市の愛三（天津）汽車部件公司や広東省仏山市の愛三（仏山）

汽車部件公司などの総務担当者などが営業を兼務していたが、販売はこの新会社に一本化してい

る。この新会社には専任の営業部隊を置くことで新規顧客の開拓を強化し、窓口の一元化で納入

先の利便性を高めることが可能となった。また、この新会社は四輪車向けに加え、現地の二輪車

メーカーにも燃料噴射装置などを売り込んでいる⑽。

　四輪車向け部品を生産している工場は、以下の２社である。１つ目は、愛三（天津）汽車部件

（有）である。同社は、７５５6年に天津愛三を愛三（天津）汽車部件と統合してできた会社である。

天津愛三は、エンジンへの空気流入量を調整するスロットルボディーなどを生産していたが、電

子制御式への切り替えが進み売上高が減少した。一方、愛三（天津）は、電子制御スロットルボ

ディーやキャニスターを手掛けていたが、事業規模が拡大したため合併し、生産拠点を集約し

た⑾。同社は資本金が２億7５５万元で、愛三工業が95３8％、豊田通商が９３７％を出資して７５５８年７月

に設立された。操業開始は７５５９年６５月で、主要製品はスロットボディ、キャニスターである。

７５５9年現在７６７名の従業員を有する。愛三工業は、現地での排ガス規制強化に伴って従来のスロッ

トボディから電子制御タイプへの切り替えが進んでいるため、スロットボディを手掛ける天津愛

三汽車附件の業務を７５５7年９月に同社へ集約し、生産体制の一本化を図っている。主要生産工程

は、アルミダイガスト、加工、組付、組立などである。

　２つ目生産拠点は、愛三（沸山）汽車部件（有）であり、資本金が１億9１7５５万元で、愛三工

業95％、豊田通商が５％出資して７５５９年５月に設立された。７５５5年９月に操業を開始し、７５５9年

時点で７96名の従業員を有する。主要製品はスロットボディ、キャニスター、エンジンバルブで、

主要取引先は広州豊田汽車、広汽豊田発動である。同社は、７５５6年５月から広州豊田汽車が生産

を始めたカムリへの部品納入を本格化しており、７５５6年度は5１6５５元の売上げを計上した。工場

の主要生産工程として、アルミダイガスト、機械加工、組立を行っている。同社は、工場の立ち

上げ準備段階では日本からの人的支援をほとんど求めず、中国人だけで生産ライン作りから品質

保証まで行った。現在では立ち上げ当初から働いている中国人が、新たに採用した中国人に品質

管理を教えるといった好循環が生まれ、品質管理が難しくこれまで海外で生産したことがなかっ

たエンジンバルブの生産までにも取り組むようになった。同製品は、現地の素材メーカーと改善

に取り組み、日本と同水準の素材調達が可能となっている⑿。愛三工業は、仏山工場でエンジン

バルブの量産体制を整え、日本への輸出も検討しており、これが実現すると同部品の海外生産は
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初めてとなる。また、インドへの輸出も行っており、現在は売り上げの４％ほどがインド向け製

品で占められる。

５．愛三工業の中国事業の特徴

　自動車部品メーカーの進出は、取引先対応・国内販売中心型（進出パターンⅠ）、独自進出・

国内販売中心型（進出パターンⅡ）、独自進出・輸出先行型（進出パターンⅢ）、本社工場再編・

生産移管型進出（進出パターンⅣ）、の４パターンに分けられる（中小公庫レポート、７５５８）。

　愛三工業は、トヨタの進出後同社との取引に対応するため進出している。また、最近日本やイ

ンド向け輸出も行っているが、中国進出当初は中国国内販売中心であったため、上記の分類では

「進出パターンⅠ」に当てはまると考えられる。「進出パターンⅡ型」の企業は、現地パートナー

もしくは上海汽車、上海 VW 等中国系・欧米系自動車メーカーの要請に基づいて進出した、小

糸製作所（６989年進出）、高島屋日発（６995年進出）、光洋精工（６99９～97年進出）などがある。

「進出パターンⅢ型」には豊田自動織機や六和工業（台湾のトヨタ系部品メーカーのパートナー）

のように、当初から輸出を目的に進出し（非自動車向けも含む）、国内市場が拡大したところで

国内展開を図っている企業もある。７５５６年以降、自動車メーカーからのコストダウン要請に対応

するために、国内工場を一部閉鎖する等抜本的に国内生産体制を見直しており、その一環として

日本への逆輸入拠点として活用する「進出パターンⅣ」の企業が増大する兆しがでている。

　以下では、愛三工業の中国における事業展開を考察するため、サプライチェーンの各項目にお

ける取引慣行の現状を整理する。なお、調査対象は愛三（沸山）汽車部件（有）とし、サプライ

チェーンの項目として⑴開発・設計、⑵発注、⑶調達、⑷納品・代金支払、⑸受注の継続性と価

格改定、⑹ VA４VE 提案の実施と成果配分に絞ってみていく⒀。

⑴　開発・設計⒁

　愛三工業の開発・設計の中心は日本国内であり、部分的な設計の変更を除くと中国で本格的な

開発・設計はほとんど実施していない。中国における開発・設計の現地化が十分ではない理由と

して、中国で生産する部品は、中国内での開発・設計をそれほど必要としない部品が多い点が挙

げられる。日系完成車メーカーは、中国市場に特化したモデルを現時点では一部しか開発してい

ないため、中国での開発・設計の実施は限定的であり、日本国内が依然として開発・設計の中心

となっている。したがって、中国で生産する車体の仕様は、一部の変更を除き基本的には日本と

同じである。愛三工業が中国で生産する部品も、日本国内で既に開発・設計し、完成車メーカー

に採用された部品と同じであるケースが多い。つまり中国現地で生産する部品は、日本国内とほ

ぼ同じ規格品であるため、現地に研究開発機能を有していない。

⑵　発注⒂

　日系自動車メーカーからの発注方式については、１社発注が中心である。また、中国における

日系大手メーカーの発注数量の決定方式をみると、メーカーにより多少の差はあるものの、中国
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現地でも日本国内とほぼ同様の発注方式が採られている。

⑶　調達⒃

　７５５８年の中小公庫の調査によれば、中国における日系部品サプライヤーの一般的な傾向とし

て、現地製の材料や設備が供給先の納期や品質要求基準を満たさない傾向が強いなどの理由か

ら、日本より輸入調達しているケースが大半であるとされていた。しかし、愛三工業の場合は原

材料の現地調達率は約７割（金額ベース）で、機械設備に関しては日本製と同じような性能を出

せるものについては現地調達をしているため、現地調達率は約５割（金額ベース）となっている。

金型についても１番型の製品開発は日本で行っているが、２番型以降は現地メーカーで作ってい

る。金型の現地調達率は金額ベースで８割にも上っている。愛三工業の場合は、コスト、品質、

納期などを考慮して、現地調達等の活用を含めた最適な設備調達を行うことで、初期投資の段階

から現地での生産コスト低減に努めている。

⑷　納品・代金支払⒄

　佐伯（７５５8）の調査によれば、中国に進出している日系自動車電装部品メーカーは、生産と販

売がセットになっていることが非常に多いという特徴がみられる。中国の現地法人はそのほとん

どがトランスプラントであり、生産された部品を近隣の完成工場に直接納入することが一般的で

あると言われる。愛三の場合も、中国子会社では生産と販売を行っているが、生産した部品をト

ヨタなどの完成品工場に直接納入している。複数の生産子会社から販売会社に部品が集められ、

販売会社経由で完成車メーカーに納入するといった現地法人間取引はほとんど行われていない。

　中国における日系メーカーからの代金支払について、日系部品サプライヤーの状況をみると、

日本国内と大きな差異はみられない場合が多い⒅。日系メーカー同士では、日本と同様に中国に

おいても、代金支払が遅延する状況はほとんどみられない。従って、日系中小部品サプライヤー

は、中国現地でも日系との取引であれば、代金回収の面で安心して取引できる場合が多いと考え

られる。

⑸　受注の継続性⒆

　日系部品サプライヤーにおける日系自動車メーカーからの受注の継続性をみると、日系同士の

場合、中国においても、契約の更新時に他社に発注を切り替えられるといった問題は少なく、受

注の継続性は強いと考えられる。

⑹　VA/VE提案の実施と成果配分⒇

　VA とは設計改善を通じての原価低減のうち量産開始以降に行われるものであり、VE とは設

計改善を通じての原価低減のうち、特定の最終製品のモデルの開発過程で行われるものである。

愛三工業の場合、現地で販売する車種は日本で開発・生産した車種であるため、VA４VE 提案は

日本が中心となる。中国で VA４VE 提案を実施する事例はそれほど多くなく、日本国内ほど活発

には VA４VE 提案を行っていない。



第 4 章

─　　─６5８

６．まとめ

　愛三工業の中国進出の主な特徴として以下の３点が挙げられる。

　第一に、現地法人間取引はあまり行われていない点である。現地法人がトランスプラントであ

り複数の生産子会社から販売会社に部品が集められ、販売会社経由で完成車メーカーに納入する

といった現地法人間取引はあまり行われていない。生産された部品を近隣の完成工場に直接納入

する場合が多い。

　第二に、開発機能は日本に集約している点である。中国に進出する日系電装部品メーカーの多

くは、中国で完成車メーカーと共同開発を行うことを見越して開発機能も中国に有する場合が多

い（佐伯、７５５8）。しかし、愛三工業の場合は、開発機能は主に日本に集約している。

　第三に、国内に比べるとトヨタへの依存度が低くなる傾向にある点である。愛三工業はトヨタ

の広州進出の３年後に同地への進出を果たしている。インタビュー調査によれば、この進出はト

ヨタからの要請で行われたものであった。同じトヨタ系の電装部品メーカーである、デンソー、

アイシン精機、小糸製作所などがトヨタよりも早く進出しているのとは対照的である。しかし、

近年、トヨタ以外の取引先も増えており、トヨタ以外の納入先が５割を超えるようになってきて

いる。

　自動車部品メーカーの進出パターンで、愛三工業は進出パターンⅠの取引先対応・国内販売中

心型であると考えられたが、今後は現地企業とも取引を広げ、またインドなどに製品輸出を増加

させているため、その役割も変化すると考えられる。

注

⑴　本章の愛三工業の『７５５9年度有価証券報告書』、『日本自動車部品産業の実態　７５６５年度版』アイアールシー

などをもとに記述してある。

⑵　トヨタ自動車では、協力会組織として主に部品メーカーを対象とした協豊会（加盟企業７６5社）と設備関連

メーカーを主体とした栄豊会（同６７8社）を有している。協豊会は６9９８年６７月に設立され、その後、関東、東海、

関西（協豊省略）に分かれて活動していたが、６999年４月に再び一元化された。現在は内外装部品や塗料、接

着剤等の仕入れ先で構成するボディ部品部会とエンジンやパワートレイン関連部品、足回り部品などの仕入れ

先で構成されるユニット部品部会の２部会制となっている。栄豊会は６98８年４月に設立され、各企業の業態に

合わせて計４部会を構成し、７５６５年にはボディ設備部部会８９社、ユニット設備部会８6社、施設部会８８社、物流

部会７８社の計６７6社が加盟している。

⑶　６99８年６月６5日付の日経産業新聞によれば、愛三工業の国内での系列外取引は日産自動車へディーゼルエン

ジン車に使用されるエンジン部品であるバキュームポンプ（ブレーキの制動力を高める装置）を納入したのが

初めてである。

⑷　『日本経済新聞』６989年５月６9日。

⑸　『日経産業新聞』７５５９年３月２日。

⑹　『日経産業新聞』７５５7年７月８５日。

⑺　『日経産業新聞』７５５8年２月４日。

⑻　『日経産業新聞』６98９年７月６９日。

⑼　『日経産業新聞』７５５９年６月３日。

⑽　『日経産業新聞』７５５7年２月８日。

⑾　『日経産業新聞』７５５6年７月６日。



─　　─６5９

⑿　７５５9年３月４日に愛三（佛山）汽車部件有限公司（以下愛三（佛山））で行ったインタビューに基づく。

⒀　本節は政策公庫総研（７５５9）『中国自動車産業におけるサプライヤー・システムの現状』のフレームワーク

に沿って分析を行った。

⒁　開発の設計に関する記述は、７５５9年３月４日に愛三（佛山）で行ったインタビュー調査に基づく。

⒂　発注に関する記述は、７５５9年３月４日の愛三（佛山）でのインタビュー調査と７５５9年３月１日から８日まで

に行った日系自動車メーカーからのインタビュー調査に基づく。

⒃　調達に関する記述は、７５５9年３月４日の愛三（佛山）でのインタビュー調査に基づく。

⒄　納品と代金回収に関する記述は、７５５9年３月１日から８日までに行った日系自動車メーカーからのインタ

ビュー調査に基づく。

⒅　『日経産業新聞』７５５6年７月６日。

⒆　継続性に関する記述は７５５9年３月４日の愛三（佛山）でのインタビュー調査と７５５9年３月１日から８日まで

に行った日系自動車メーカーからのインタビュー調査に基づく。

⒇　VAIVE に関する記述は、７５５9年３月４日に愛三（佛山）で行ったインタビュー調査に基づく。

 （竹之内玲子）

第３節　小糸製作所の中国展開と広州小糸

１．小糸グループの中国展開

　小糸製作所の中国展開は、すでに戦前から行われており、このときの経験が中国の改革開放政

策後の同社の中国進出に大きな影響をあたえたと思われる。

　創設者である小糸源六郎は宿願であった鉄道車両工業への進出の夢をはたすため、６9８9年中国

大陸に「大陸交通機材株式会社」を発足し、自ら社長に就任している。そして、６9９５年６月大陸

進出を計画していた日本車輌製造株式会社、川崎車輛株式会社、田中車輛株式会社、汽車製造株

式会社、株式会社日立製作所など６6社の共同出資により、「華北車両株式会社」が設立された。

大陸交通機材も工場や設備などを現物出資して参加し、小糸源六郎とその長男の栄一郎が取締役

として就任した。こうして、大陸交通機材は活動を停止した⑴。

　しかしながら、独自の車両工場の夢を断たれた小糸は、別に新会社の設立を計画し、６9９５年３

月華北連絡部より社名および営業目的変更の許可を得て、新たに「株式会社小糸鉄工廠」を発足

させた。社長は、小糸源六郎であった。発足時の業務は、投光器、前照灯等をはじめとする照明

機器、電気用品、鉱山開発用機械、鉱車、ラジエーター、ボイラーなどの生産であった。小糸鉄

工廠は、６9９９年９月社名を「小糸重機工業株式会社」と変更し、終戦まで迫撃砲弾及び手りゅう

弾などの戦闘品と軍用重機械の生産を行っていた。戦後は、引き上げざるを得ず、工場は閉鎖さ

れた⑵。

　このような歴史的背景にもとづいて、６97５年代終わりごろから中国経験をもつ当時の経営陣

は、もう一度中国で事業を開始する夢をかなえたいと思うようになったのではないだろうか⑶。

小糸が中国に対して本格的な展開を行うきっかけになったのは、６978年に「日本国際貿易促進協

会」の主催で開催された「日中友好個別訪中技術説明会」に参加の意向を伝えたことにある。翌

６979年１月、中国機械工程学会から正式な参加要請があり、同年５月に小糸は大獄俊郎副社長を
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団長とする技術説明団を派遣している。

　この結果、６979年６６月には中国から小糸に対し、「自動車灯具に関する技術援助協力」の申し

入れがあり、その後２年あまり折衝を重ねて６98６年６７月に技術援助契約に調印し、契約は６98７年

２月に発効した。

　契約相手先は、中国機械対外経済技術合作公司（CMIC）で、契約工場は上海新成汽車配件廠、

湖北汽車灯具廠であった。契約対象製品は電球交換式ヘッドランプ、フォグランプ、テールラン

プなどで、供与ライセンスは中国内で独占的に製造・販売する権利、全世界に非独占的に輸出す

る権利（ただし、日本に輸出する場合は小糸製作所のみに販売する）というものであった。契約

期間は６98７年２月３日から６99５年２月２日までの８年間である⑷。

　６985年ごろから、中国側からの要望もあり、小糸は中国への本格的な進出についての調査・検

討を開始している。中国側との交渉の結果、６988年６７月、小糸と豊田通商は小糸の技術供与先で

ある上海車灯廠の統括会社、上海トラクター公司と合弁で、自動車用照明機の生産・販売会社を

設立することで合意した。６989年２月に合弁会社・上海小糸車灯有限公司（上海小糸）を設立し、

４月に土地・建物・従業員を含め上海車灯廠から事業を引き継ぐ形でスタートしている。上海小

糸の資本金は６５億円で、出資比率は上海トラクター5５％、小糸９5％、そして豊田通商５％、社長

は上海車灯廠、副社長は小糸から派遣した。従業員は約56５名であった⑸。

　６99５年代までは中国に競争他社がなかったので、小糸は広範な取引先を持ち、上海 GM、天津

トヨタ、四川トヨタ、一汽 VW、長安鈴木、北京現代、地元資本の吉林、奇瑞などにも製品を収

めた。上海小糸は、日本の自動車部品メーカーが中国に設立した初の合弁会社であり、小糸の中

国進出は先駆的な役割を果たしたといえる。

　６995年４月には、小糸は中国で翌年からヘッドランプ、テールランプなど自動車用照明機器の

生産を現行の約３倍に拡大することを発表している。中国市場での自動車生産の拡大に対応する

とともに、取引先の日系自動車メーカーが相次ぎ中国進出を計画しているため、部品の現地供給

の要請が強まると考えた。同時に、旧工場の周辺は混雑がひどく、部品出荷にも難儀をするよう

になっていた。また、中国政府は、進出する外国の自動車メーカーに対し、部品の現地調達を重

要な条件としていたため、上海小糸の製品の需要拡大が予想され、新工場建設は、これに対応す

るものでもあった。

　こうして、上海 VW が存在し、中国グランプリが行われるため「自動車城」といわれている

嘉定の工業開発区に５万8１６6８平方メートル（旧工場の約６倍）の土地を取得し、工場建設に着

手した。建屋面積は２棟合計で２万9１5５６平方メートル（同、約２倍）既存の工場の年産能力が

６７５万～６８５万台なのに対し、新工場は８6５万～８9５万台に拡大するというものであった。この工場

は、６996年４月に竣工式を行っている。

　さらに、中国自動車生産台数の拡大に伴って、現工場では生産能力が不足することが予測され

たため、第３工場の建設を決定し、７５５９年に工事を開始し、７５５6年１月に竣工している。新工場
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は現工場の北西６５キロメートルのところに、敷地面積６万7１５５５平方メートル、延床面積は７１5５５

平方メートルで、最新のクリーン給気システムなどの品質対策を施し、７５５6年４月からヘッドラ

ンプ年産６5５万台の生産を開始した。この結果上海小糸の生産能力は、従来の第１、第２工場と

合わせてヘッドランプが年産７８５万台、標識灯が同じく７5５万台規模となった⑹。

　７５５７年４月には、中国の合弁会社上海小糸車灯に６５億円をかけて、上海小糸車灯開発拠点「上

海小糸テクニカルセンター」が新設された。上海小糸車灯の設計・開発部隊６５５人がセンターに

移るほか、日本から６５人の出向者を派遣した。１階が金型製造・組立工部門、２階が食堂・厚生

施設、３階が CAD４CAM を備えた開発設計部門とした⑺。

　この時期、完成車メーカーは新車攻勢をかけており、７５５７年に入ると上海 VW など４社が同

時に新車を発表したほか、上海 GM も７５５６年末に新たな自動車を投入している。これら外資大

手は海外で生産する車種を持ち込むケースが多いが、デザインは中国人の好みに合わせている。

ランプの形はデザインを決定する重要な要素になっているので、完成車メーカーの要求にいかに

素早くこたえるか。日本で開発していてはとても間に合わないためこの開発センターを設置し

た⑻。

　７５５９年９月に、同社は７５５7年をめどに、広州地区に新工場を建設すると発表している。トヨタ

自動車など日系メーカーの現地生産拡大に対応し、ヘッドランプやテールランプなどを生産する

のみならず、次世代の可変型ヘッドランプ（AFS）向けのモーターや電性制御装置の自社生産

を拡大するほか、国内拠点での生産品目の再編も進めるというものであった⑼。

　７５５5年９月には、小糸は福州大億灯具工業有限公司を子会社化した。同社は、台湾・大億の子

会社である大億国際投資公司の６５５％出資によって、６995年６７月に福建省福州に設立された企業

である。同社は土地３万9１５５５平方メートル、従業員約７５５名の規模で展開していた。同社は、東

南汽車グループ、東風日産グループと取引しており、事業拡大に当たって小糸に資本参加を求め

てきたものである。華南地区への進出を検討していた小糸は、資本参加に応じることにして、折

衝の結果、大億国際投資公司の保有株式の5６％を取得し、福州大億は小糸の子会社となった。同

社は、７５５8年２月に、福州小糸大億車灯有限公司に社名を変更している⑽。福州小糸は、近接地

に東南汽車（三菱）およびダイムラー工場ができ、そこにも供給開始している。生産能力がある

ため、日本への輸出したり、上海の第一汽車、マツダへも供給したりしている。

２．広州小糸の設立と概要

　７５５９年ごろまでには、中国自動車産業の発展として、華東（上海 VW、上海 GM）、東北・華

北（第一汽車、天津一汽トヨタ、北京ジープなど）の各地区についで、広州を中心とする華南地

区が自動車生産の大市場、一大拠点になることが予測された。華南地区には日本車メーカーが、

６999年のホンダに続いて、７５５９年には日産自動車、７５５6年にはトヨタ自動車と主要メーカーが相

次いで進出し、乗用車生産が拡大していった。
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　小糸としても、この華南地区の自動車産業の発展に対応すべく、この地区での自動車照明器の

生産を決断し、これら日系組立メーカー向けに自動車用ランプを納入する拠点と位置付けようと

した。７５５5年６６月には新会社広州小糸車灯有限公司を、資本金６5億円、６５５％の単独出資で設立

している。工場は、７５５6年３月に着工、同年６５月に竣工し、７５５7年３月には本格生産を開始した。

いままでの小糸の経験を総結集して、短期間の工場建設を実現したといわれている。

　７５５7年５月に開所式が行われた。土地面積は８万平方メートル、建屋面積１万8１５５５平方メー

トルであった。従業員は７５６５年予定で８５５名、生産品目はヘッドランプ、標識灯、各年産5５万台

（７５６５年の予定）であった。７５５7年の売上高は８億７１５５５万円であったが、７５５8年には約６５億円の

売上げを目指していた。

　広州工場は広州市の南にある番禺地区に立地している。空港（新白雲）まで高速道路利用で

6５km6５分、広州市街まで高速道路利用で８５km８５分、番禺市街まで７５km８５分、蓮花山港５km５

分である。また、主な納入先としての広州トヨタまで７5km８５分、広州ホンダ９5km９5分、東風日

産まで6５km6５分となっている。

　完成車メーカー各社は、一般的に言ってグループ企業に近いところから供給させている。典型

的なのは広州トヨタで、同社はグループ部品メーカーとは地下道で結合して、ジャストインタイ

ム方式を実現している。小糸はトヨタ系列といわれるが、どこの完成車メーカーとも取引あるの

で、それらに供給できる便利な立地を選び、特定の完成車メーカーへの納入の便利な場所を選ん

だわけではなかった。

　フル稼働した７５５8年度にはヘッドランプ、テールランプ各５万台分を生産し、６９9億円の売り

上げを計画していた。生産開始時の従業員は８５５人、当初生産開始を７５６５年の予定としていたが、

中国の自動車生産が急速に拡大していることから計画を７５５8年に前倒しした⑾。７５５9年では従業

員は、６5人の日本からの出向を含めて55５人を擁していた。また、立ち上げのため、上海小糸の

人材を入れ、最初の１年間手伝ってもらっている。

　上海小糸は合弁であったが、この広州小糸は独資である。広州小糸の場合も、最初は上海小糸

から資金を入れて上海汽車の力を利用しようとした。しかしながら、広州汽車やトヨタの意図が

あり、上海汽車を入れることなく、結局、選択は独資となった。

　上海小糸の場合、上海汽車の上海人にすべてをまかせればよかった。上海汽車は上海市の一部

門で副市長の下のクラスであった。そのため、上海小糸は、上海汽車にまかせて申請すれば問題

がなかった。中央政府についても、一緒に交渉にいってもらえた。また、人の募集、従業員への

働きかけ、啓蒙は中国側でできた。日本側は得意とする生産技術、技術関係、財務関係、営業（日

系企業）に特化して管理をおこなうことができた。

　しかしながら、独資はそれらをすべて日本人経営者でやらなければならない。しかも、広州小

糸に入社した人々は、自動車関係の経営の経験がないからゼロから、実務をやりながら人も育成

しなければならない。これは、独資としてスターとした広州小糸の非常に大きな問題であった。
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　そのため、小糸としては人材育成をし、まず中堅幹部から現地の人材に置き換えていくのが、

当面の課題である。いうまでもなく、人材育成は１年２年ではできない。日本でも、係長５年、

課長６５年、部長では６5年から７５年かかるのが一般的である。それを２、３年で育成するのは厳し

い。しかし、それをやらなければ事業活動は成り立たない。現在、係長までプロパーで育ててき

た。課長クラスは中途採用、これからは内部の人を課長クラスにそだてる段階であるという。

　広州市進出の決め手のひとつは、同市の積極的な誘致にあった。その内容は、免税、安価な土

地の提供、人材採用協力、そのほか、インフラ整備や区の公共施設を使えるようにする、といっ

たものであった。しかし実際は、ほとんど実行されなかったという。

　こうした問題の背景には、勧誘してくる部局と、実際の局は異なり、双方の関係はあまりない

ことがある。対外経済局は勧誘に携わり、実際に認可する部局は、税務署、税関で、これらは地

方の部局で対外経済局とは関係ない。そのため、実施段階になって、初めていろいろな交渉が始

まるし、結果は交渉次第になってくる。勧誘の言葉通りに乗ると、きわめてリスクが高い可能性

がある。このようなリスクは、広州小糸だけが直面したものではなく、中国特性というべきもの

であろう。

　一方で、独資の利点も存在する。まず意思決定が早く、独自に実行すればよい。つまり、親会

社の意向を酌みながら実行すればよい。そのため、生産、品質を徹底させることができる。合弁

だと、相手と調整・合意をとらなければならないし、最終的には董事会の合意をとる必要がある。

とくに対立したときが大変で、思いが同じでないもののベクトルをあわせるのは難しい。とりわ

け、経営幹部の人選も大変となるという。

　現在のところ、独資としての一番の問題点は、地域社会との関係づくりであると考えられてい

る。合弁の場合には中国人の側からいろいろな情報が入る。しかし、独自の場合、地域社会への

貢献が必要であるが、独資で現地人経営者のまだ育っていない企業の一番弱いところとなってい

る。例えば、村、鎮で招待されて出席しても、日本人としては何もできない。いうまでもなく、

寄付するだけではうまくいかない。窓口は、区となっているので、区の幹部とは関係は維持して

いるが、村、鎮レベルではあまり関係ができていない。

　各種の情報は、現在のところ、区、取引先の研究グループ、日本人スタッフの同窓会関係、日

本人グループから入手している。幸い、現在は大きな問題は発生していないようである。これか

ら、新型インフルエンザがはやったりすると、大きな問題に直面する可能性がある。やはり、地

域との関係を深める必要がある。

３．広州小糸の経営

　現在では、広大な敷地のなかに工場１棟のみが建設され、工場用地の半分は空いたままになっ

ている。この工場だけで5５万台を生産している。現在の空き地にもう１棟建設することが可能で、

これが完成すれば合計６５５万台の生産を達成できる。本来ならもうすでに第二期の建設が始まっ
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ている予定であったが、７５５8年秋の「リーマン・ショック」以降、経済状況が厳しいので工事は

ストップしてしまった。

　広州小糸の組織は、以下のようになっている。総経理のもとに、製造部、品質保証部、開発部、

管理部がある。製造部の下には、組立製造課、部品製造課、設備課、管理課があり、管理部の下

には営業課、調達課、財務課、人事課、総務課がある。広州工場では、現在、とくに品質と開発

に力を入れており、７５５7年には得意先にアピールする組織として「品質保証部」を新設している。

というのは、なんといっても品質第一が日系自動車にとっては重要であるからである。また、開

発部門も独自開発力をもっていることをアピールできる点となっている。開発部門ではまだ設計

はできないが、設計したものを広州小糸でまとめていくことはできる。自動車は開発期間が長い。

そのため、自動車に合わせてチューニングしながら、見栄え、性能を完璧なものにしていく玉成

作業が必要であり、家電関連の部品などと比べると一段高い性能が求められる。とりわけ、ラン

プ類は外装、外部で設置されるので、耐熱性・耐久性は格段の性能が要求される。また、ランプ

は外装部品で同時に機能部品であるので、組立メーカーとの協調が必要とされる。そのために、

開発部の人員を当初の６８名から７５名に増強している。

　この７５人中１人が日本人である以外は、すべて中国人の現地中途採用である。しかも、中途採

用であっても１年経験があるかどうかのレベルであり、少しの技術しかもっていない。そのため、

仕事をさせながら、仕事を覚えさせているという。開発の設計に近い人をはじめ、技術部門の人

たちは、日本へ３～４ヵ月派遣し研修をおこなっている。

　なお、小糸製品の設計図面は、承認図をもらい、正式な図面とする形をとっている。CAD に

ついては、一般にはオート CAD などもあるが、自動車産業では主流をなす演算の早い３DCAD

（CATIA）を導入している。

　生産ラインには、多色整形機（ひとつの工程でいろいろな色を整形）、BMC（FRP）の射出成

形機を設置し、ハードコート、曇り防止、表面のアルミ蒸着、漏光防止、スモーク塗装などを行

う。

　いうまでもなく、広州小糸は小糸製作所のなかでは新しい工場なので、一番新しい考えが導入

されている。第一は、生産リードタイムを短縮し、コストを低減して品質を工場させるための一

環生産工場である。このためには、「整流化」という成形～表面処理～組立へのモノの流れを考

えた、一貫生産工程の実現、「近接化」という成形～表面処理工程の近接化、そして小ロット生

産による「中間在庫の極小」を実現している。第二は、高品質を実現するクリーン工場である。

このために、①工程をスルーしたクリーン化によるホコリ・ブツの徹底排除、②クリーンゾーン

／ダストゾーンの隔離（パスボックス・エアシャワー）、③クリーン度に対応した防塵服・上履

きの着用を実施している。

　とくに品質面では、製品にほこりがつくと外観上大きな問題となるため、整形したものを早く

表面処理することが必要である。そのため、モノの流れをできるだけ一直線、最短距離で組み立
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てて出荷できるようになっている。静岡工場など7５年の歴史をもち、つぎはぎの工場で整流化が

困難であるが、広州工場ではこの反省を踏まえた物流システムを開発しているという（図表４－

３参照）。

　いままでのランプは、表面に光を曲げるため工学的な模様（ステップ）を入れていた。現在で

は、コンピュータの発達によって、表面にステップをいれなくても、裏側だけでコントロールで

きる。そのため、現在のランプはクリア感が強く、高級感がある。しかし、透視性はよいが、な

かの欠点、ほこり、物、垂れ、成形品のなかに空気が入ると、シルバーという空気が細かい粒に

なって線になったり、あるいはひけなどの工程特有の欠点が見えたりする。とくに埃は見た目が

良くなく、製品の歩留まりを低下させる要因となる。そのため、工場全体をクリーン化（かつて

は塗装工程のみ）することで、表面処理をさらにレベルアップした。逆に、問題があれば、それ

が明確にでる。

　工程では、表面処理がもっともほこりをきらう。そのため、工場では強力なエアシャワーを使

用している。プラス１万トン以下の力で、空気を外へ吐き出し、中にほこりが入らないようになっ

ている。ここでのレイアウトは、小糸グループの工場の標準となっており、九州の工場も同一と

なっている。スタート時点では、各工場の考えが異なっていたが、最終的には同じレイアウトに

なったという。

　７５５6年に完成した上海第３工場も、製品の中にほこりが入ったり、成型工場から問題が生じな

いように全部同一にし、全員に防塵服を着せたりしている。いうまでもなく、従業員はこれに抵

抗した。夏には冷房がないので９５度近くになるが、全員に防塵服をきせて、品質向上に努めてい

るという。

物流ゾーン

成形ゾーン

表面処理ゾーン

部品ストアー 部品ストアー

部品ストアー

更　

衣　

室

前照灯

組立ゾーン

標識灯

組立ゾーン

BMC

ゾーン

・１フロア工場

・工程毎にゾーン化

・加工の流れに沿った整流化

出所：内部資料。

・リードタイム短縮

・中間在庫低減

・高品質の確保

・不具合情報展開の迅速化

図表４－３　ゾーン化による生産工程の整流化
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　次に、広州工場の労働者についてみてみよう。ここでは、都市戸籍の者も農民工も両者を採用

しており、地域優先なども特にしていない。これらの人材の採用については、第一は人材市場で

ブースを設けよびかける。第二がインターネットを通して募集をする。これら二つが主流となっ

ている。一時期、郊外の学校から採用したが、必要に応じてそのつど採用したほうが経営的には

よいということで、現在これは行っていない。また、派遣会社も使っていない。その理由はメリッ

トがないからである。賃金は同一レベルにする法律があるため、一定期間の採用は対応の問題が

生じる。そのため、現在は直接雇用の形態をとっている。離職率は、月３％である。

　７５５8年当時の広州小糸の工場では、社内に工会を作っている最中であった。工会は、企業にとっ

ては設置する必要があるものである。というのは、労働者の条件にかかわる変更する場合は、工

会あるいは労働者の大多数の代表と交渉し合意を得る必要があるからである。工会があれば、そ

れでよいが、ない場合は従業員の投票した意見を採用しなければならない。外部から経営者に反

対するような人々がくると、社外から影響を受けるようになり、経営的には大変になる。そのた

め、工会を設置するほうが現実的であるという。

　７５５7年の労働法の改正への対応としてとられた措置がいくつかみられる。これへの対応方法と

して変更したものは、まず内契約期間を１年から２年に変えたことである。また、２回目まで有

期の契約になる。３回目から契約期間がなくなり永久契約となる。期限がなく３年目の永久契約

だと不適合だと契約解約できない。これだとリスク大きい。広州小糸では現在２年、２年で対応

しているが、他社では技術職、あるいは専門技術を持った人は、３年、５年で対応しているとこ

ろもあるという。

　以上みてきたように、小糸製作所は中国進出の自動車部品メーカーとしては草分け的存在であ

る。同時に、中国におけるほとんどの有力な外資企業、国内企業を納入先にもつ小糸は、高い市

場シェアを有している。７５５8年時点で、ヘッドランプ、標識灯その他で大体７５％のシェアを占め

ていた。これを、新規受注増により、７５６５年にはヘッドランプで７5％、標識灯で８５％のシェアに

達する見込みという。同社の強さの秘密は、外資系では唯一、現地に開発拠点を持っている点と、

高付加価値の乗用車用ランプに特化し、模造品の攻勢を防いできたことである⑿。

　中国の自動車市場は７５５９年夏ごろから伸び悩んでいたが、７５５8年の北京五輪や７５６５年の上海万

博をにらんで高速道路整備が進み、マイカー需要が膨らみ、中長期的には自動車市場は成長する

見通しをもっていた。そのため、普及品と同時に価格競争に巻き込まれにくい高機能品も手掛け、

投資リスクを軽減する戦略である⒀。

　広州工場の開所式に出席した小糸製作所の大獄隆司社長は、需要があれば将来は華北地域での

生産も検討するとのべて、中国で４番目となる生産拠点づくりに積極的な姿勢を示している⒁。

　それを受けて、７５５7年８月には、小糸は中国の華北地方に進出する計画を発表している。この

工場は上海、広州、福建省に続いて４番目の工場になる。７５６５年度をメドにトヨタの生産拠点が

ある天津を軸に検討するという。当初は、上海で生産するトヨタ向けのランプ生産を移管する。
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北京周辺で生産する現代自動車などへの納入も視野に入れる⒂。

　こうして、中国での自動車産業の発展に対して、小糸製作所はダイナミックな対応を今後もと

り続け、そのトップ企業としての地位を守り続けようとしている。

注

⑴　小糸製作所社史編纂委員会『小糸製作所7５年史』（株式会社小糸製作所、６985年）、８６－８７ページ。

⑵　同上、８７－８９ページ。小糸製作所社史編纂委員会『小糸製作所5５年史』7７－8５ページ。

⑶　小糸源太郎の長男栄一郎は、北京で招集を受け、病戦死してしまう。召集時に栄一郎はいとこで当時の小糸

機工業の資材部長（後の社長、会長）大獄孝夫に万一のときに父親に渡してほしいと遺書を託した。これを持

ち帰れなかった大獄は、鉄材問屋である三益五金行の社長であった劉氏に預ける。後に劉氏はこの遺書を人づ

てに大獄に返す。この中国人の信義の厚さなども中国進出の大きな要因といえるかもしれない。「届けてくれ

た遺書─大獄孝夫（交友抄）」『日本経済新聞』６98７年２月７5日。

⑷　「小糸製、合弁を前提に中国へ自動車専用ランプ技術を供与─３－４年指導」『日本経済新聞』６98６年９月７

日。株式会社小糸製作所社史編纂委員会『小糸製作所9５年史─安全を光に託して』（株式会社小糸製作所、

７５５7年）、９6ページ。

⑸　同上、6８ページ。

⑹　「自動車照明機器、中国での生産３倍に─小糸製作所、上海に新工場」『日経産業新聞』６995年４月７５日。「小

糸製作所社長長村義郎氏─中国の発展実感（談話室）」『日経産業新聞』６996年５月１日。「学びて思わざれば

…（９）小糸製作所社長長村義郎」『日経産業新聞』６996年６月７５日。『小糸製作所9５年史』６５７－６５８ページ。『小

糸製作所9５年史』６76ページ。

⑺　「小糸製作所、海外での開発体制拡充─中国に拠点新設、欧州の要員倍増」『日経産業新聞』７５５５年９月６日。

「小糸製作所、上海に開発拠点、自動車用ランプ─来月稼働」『日本経済新聞』７５５７年３月６７日。『小糸製作所

9５年史』６7９－６75ページ。

⑻　「巨竜の中の日本（６）躍進の地根はる部品各社─小糸、米欧勢向け制す（大上海）」『日経産業新聞』７５５７年

６７月６７日。

⑼　「小糸、７５５7円目標、売上高９５５５億円に─ランプ生産、海外で強化」『日経産業新聞』７５５８年６６月７日。

⑽　『小糸製作所9５年史』６7９－６75ページ。

⑾　「小糸製作所、中国３番目の広州工場稼働」『日経産業新聞』７５５7年３月６日。『小糸製作所9５年史』６76－

６78ページ。

⑿　「トヨタグループ中国をかける（９）上海集積部品が先遣隊」『日経産業新聞』７５５７年６５月７8日。

⒀　「小糸製作所や曙ブレーキ、自動車部品、中国事業を加速─新工場で高機能品」『日本経済新聞』７５５９年６５月

７７日。「小糸製作所や曙ブレーキ、自動車部位品、中国事業を加速─新工場で高機能品」『日本経済新聞』７５５９

年６５月７７日。「小糸製作所大獄隆司氏─中国マイカー需要拡大（回転いす）」『日本経済新聞』７５５９年６７月４日。

⒁　「小糸製作所社長、『華北でランプ生産検討』─中国で４番目、拠点づくり積極姿勢」『日経産業新聞』７５５7

年５月７5日。

⒂　「小糸製作所、佐賀と中国に新工場、車用ランプ増産─投資６５５億円」『日本経済新聞』７５５7年８月７7日。

 （川邉　信雄）

第４節　デンソー（広州南沙）

　近年、中国の自動車産業は年平均７５％以上のスピードで成長を続けている。特に政府による自

動車振興政策が実施された７５５9年には、年間販売台数が６１８５５万台となり、アメリカを抜いて世

界最大の自動車生産・消費国となった。７５６５年には自動車市場のさらなる成長に伴い、販売台数

は６１5５５万台にまで伸びると予測されており、自動車部品市場も１兆元を突破し、年間生産総額
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が６３９兆元に達する見込みである。この巨大な市場において、ボッシュ、デルファイ、ビステオン、

コンチネンタルなどの外資系企業とともに、世界第２位の自動車部品企業であるデンソー株式会

社は非常に活発に事業を展開している。

　本節では、デンソーグループの中国における事業展開の概要を考察した上で、広州の自動車産

業と深い関わりを持つ電装（広州南沙）有限公司の活動について分析していきたい。

１．電装中国の概要

　デンソーは、６99９年６７月に中国首鋼総公司などと煙台首鋼電装有限公司を設立し、中国進出の

第一歩を踏み出した。その後、カーエアコンや電装品などの生産拠点を６ヵ所で立ち上げ、７５５８

年２月には８１５５５万ドルを出資して、中国における事業を一元管理する統括企業として電装（中

国）投資有限公司を北京に設立した。その背景には、中国での販売・供給体制の強化を図り、成

長を続ける中国の自動車市場において日・米・欧の自動車メーカーの急速な事業展開への対応を

強化させるという目的があった。現在、中国において天津、広州、上海、長春の４つの支社と沿

海地域を中心とする７９ヵ所にグループ会社や生産拠点を持ち（図表４－４参照）、中国における

事業展開を加速させている。

２．電装中国の華南地域における事業展開

　広州は日本の大手自動車メーカーであるホンダ、トヨタ、日産の３社が参入し、「中国のデト

図４－４　電装中国のグループ関連会社および生産拠点

出所：デンソー中国投資有限公司ホームページ。
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ロイト」と呼ばれる一大自動車生産拠点となっている。世界最大規模の自動車部品生産量を誇り、

ホンダおよびトヨタの２社と緊密な関係にあるデンソーは、自動車メーカー大手の進出に伴い、

広州支社を中心に華南地域における事業の拡大に力を入れている。

　以下、同社の華南地域における具体的な事業展開について概説する。

⑴　広州電装有限公司

　７５５８年５月、電装中国は広州汽車工業集団の自動車部品統括部門である広州汽車集団零部件

と、カーエアコンを製造する合弁会社「広州電装有限公司」を設立した。資本金は７８５５万ドルで、

電装中国が6５％、広州汽車集団零部件が９５％の割合で共同出資した。デンソーは、それまで中国

北部にある生産子会社でカーエアコンを生産していたが、中国における７ヵ所目の生産拠点とな

る新会社の設立により、中国南部地域での需要の拡大に対応することが可能となった。カーエア

コン、バスクーラー、ラジエーターの生産を順次開始し、設立当初は主に広州汽車向けに提供し

ていたが、現在では東風ホンダ、武漢ホンダ、広州トヨタ、長安スズキなど、多くの日系自動車

会社に自動車部品を提供している。

⑵　電装（広州南沙）有限公司

　７５５6年半ばから広州トヨタがカムリを年間６7万台生産する計画に合わせ、デンソーは７５５９年７

月に広州南沙区に６７ヵ所目となる生産拠点として、ガソリン車用燃料噴射装置を生産する電装

（広州南沙）有限公司を設立した。トヨタと広州汽車の合弁工場であるサプライヤーズパークに

入居する同社は、電装中国（TICN）の６５５％出資企業である。

　７５５９年当時、中国では多くの日・米・欧の自動車メーカーが量産を開始していたが、同年６月

に発表された新中国自動車政策ではクリーンで快適な自動車社会の実現に向けて、環境や省燃費

への対応が強く求められるようになった。こうした流れを受けて、設立当初から燃焼効率を良く

し、排出ガス浄化と燃費の向上に貢献する最新のフューエルポンプとインジェクターを製造し、

トヨタをはじめとする中国全土の日系自動車メーカーに供給している。現在、同社はさらなるビ

ジネスニーズを捉えるため、生産品目を拡充し事業を拡大しつつある。

⑶　阿斯莫（広州）微電機有限公司

　７５５5年、華南地域におけるワイパーシステム、ウォッシャーシステム、電動リアシェードなど

の製造を強化するため、デンソーグループは広州市南沙区に阿斯莫（広州）微電機有限公司を設

立した。７５５9年現在、従業員数は６9８人である。

⑷　佛山豊田紡織汽車零部件有限公司

　７５５5年１月にトヨタ紡織株式会社との合弁（デンソー９５％、トヨタ紡織6５％）によって、佛山

豊田紡織汽車零部件有限公司を設立した。同社の主力商品はオイルフィルターであり、７５５6年７

月より中国を中心としたアジア向けに生産を開始し、７５５7年には欧州向けにも生産を拡大してい

る。
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３．その他の地域での事業展開

　現在、トヨタと緊密な関係にあるデンソーの中国におけるビジネスは、６99５年代半ば以降、ト

ヨタの中国事業を支える形でスタートした。その後、トヨタの華北、華東、華南地域における乗

用車生産の展開に伴い、デンソーも多くのビジネスパートナーと提携しながら、現地における自

動車部品生産を拡大してきた。

　本章では、デンソーの中国におけるビジネスパートナーとの提携状況（華南地域を除く）につ

いて述べる。

⑴　華北地域

　６98９年から、ダイハツが天津汽車に軽自動車ハイゼット（華利）および小型乗用車シャレード

（夏利）の技術供与を開始した。トヨタはこの事業に６99５年代半ばから積極的に支援している。

６995年には、天津にトヨタ中国国産技術支援センターを設立したほか、６995年から６997年にかけ

て、トヨタの直接出資によって天津に部品生産会社を４社設立している。また、トヨタグループ

各社も６99９年から６997年にかけて、複数の出資会社を相次いで設立している。

　中国政府から乗用車生産認可を得たトヨタは、７５５５年６月に天津夏利と折半出資の天津豊田汽

車有限公司を設立し、７５５７年から小型乗用車生産を開始した。のちに天津夏利が中国自動車企業

大手の一汽に吸収合併されたため一汽との合弁会社となり、クラウンなどの乗用車を生産するよ

うになった。デンソーはトヨタに歩調を合わせ、煙台首鋼電装有限公司を設立し、華北において

合計６７ヵ所の生産・販売拠点を展開するに至っている。

　以下、華北におけるデンソーの事業展開の概要を述べる。

ａ．台首鋼電装有限公司

　６99９年６７月に首鋼総公司、豊田通商株式会社、株式会社豊田自動織機製作所と設立した合弁会

社で、資本金９１5５５万ドル（首鋼総公司5５％、デンソー８５％、豊田自動織機６5％、豊田通商５％）

である。同社は圧縮機、蒸発器、コンデンサー、空調付属品などのカーエアコン部品を年間８6万

セット生産する能力があり、中国国内の多くの自動車メーカーに提供するだけではなく、日本、

インドネシア、マレーシア、フィリピンなどの海外にも輸出している。

ｂ．天津電装電機有限公司

　６995年６７月に豊田通商と設立した合弁会社である。資本金１億８１8５５万元（デンソー95％、豊

田通商５％）で、天津市内燃機電機廠の工場を引き継いでおり、現在の従業員数は7５５人を数える。

主に天津一汽トヨタ社向けのオルタネーター、スターターの製造・販売を行っている。

ｃ．天津阿斯莫汽車微電機有限公司

　６996年３月にアスモ、豊田通商、天津市汽車刮水器廠と設立した合弁会社である。資本金6１88９

万元（デンソー6５３5％、他の２社８9３5％）で、現在約76５人の従業員を抱えている。主に天津一汽

トヨタ社向けのワイパーシステム、ウォッシャーシステム、電動ファンモーターなどの製造・販

売を行っている。
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ｄ．天津電装電子公司

　６997年７月に豊田通商、天津泰達集団、天津大学と設立した合弁会社である。資本金６７億円（デ

ンソー9８％、その他７％）で、設立当初の従業員数は６５５人であった。現在、従業員数は約６１６５５

人となり、主に天津一汽トヨタ社向けのワイパーシステム、ウォッシャーシステム、電動ファン

モーターなどの製造・販売を行っている。

　７５５７年以降、天津一汽トヨタがカローラ、クラウンなどの新車種を導入したことに伴い、同社

は二度にわたり工場を拡張させ、生産品種も ECU、メーター、エアバッグ、リレーなど６8種に

まで増やし、７５５７年から７５５7年の５年間で売上高は約８５倍に伸びた。７５５6年以降、広汽トヨタの

カムリの新規導入によって、さらに売上は増加し、天津開発区のトップ企業ベスト６５に選出され

ている。

ｅ．天津富奥電装空調有限公司

　７５５８年６５月、天津市に第一汽車グループの富奥汽車零部件有限公司と設立した合弁会社で、

カーエアコンの製造を主たる業務とする。資本金は６１７７5万ドル（デンソー6５％、富奥汽車零部

件有限公司９５％）で、現在９５５人以上の従業員を抱えている。天津一汽トヨタのクラウン、カロー

ラ、四川一汽トヨタのランドクルーザー・プラド、その他にアウディ、紅旗など多くの高級車種

向けにカーエアコンを製造している。７５５5年２月からは、トヨタ向けのカーエアコンも手掛けて

いる。

　７５５７年、天津一汽トヨタが操業を開始したことで、天津を中心とした華北地域におけるデン

ソーの体制整備が一段落した。現在では、他地域における日系自動車メーカーの操業準備、自動

車販売、輸出市場の拡大に伴い、徐々に華東および華南地域にもビジネスの領域を拡大している。

⑵　華東地域

ａ．豊田工業電装空調圧縮機（昆山）有限公司

　７５５5年６月、株式会社豊田自動織機製作所、豊田通商株式会社、トヨタ工業と設立した合弁会

社である。資本金66５万ドル（デンソー８5％、豊田自動織機製作所57％、トヨタ通商４％、トヨ

タ工業４％）で、現在約６５５名の従業員を抱えている。７５５6年４月より、省燃費性能に優れた可

変容量タイプのコンプレッサーの生産を開始し、烟台首鋼電装有限公司に次ぐカーエアコン用の

コンプレッサー生産の第二の拠点となっている。主に市場規模の大きい上海以南の自動車メー

カー向けに、顧客ニーズに迅速に対応可能な供給体制を構築することが狙いである。

ｂ．上海電装燃油噴射有限公司

　７５５８年６５月、デンソーが技術援助を行っている上海東維燃油噴射有限公司に資本参加し、社名

を上海電装燃油噴射有限公司に変更した。資本金６１８6５万ドル（デンソー８９％、上海東維燃油噴

射有限公司など66％）で、事業内容は主にディーゼル・エンジン（DE）用燃料噴射ポンプの生

産であるが、将来的にはコモンレールの生産も視野に入れており、事業を拡大する予定である。
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ｃ．揚州傑信電装空調有限公司

　７５５8年３月に江蘇省の揚州傑信（ジェイシン）車用空調有限公司と設立したバスエアコンの製

造を主たる業務とする合弁会社である。デンソーはすでに７５５５年から山東省烟台市でバスエアコ

ンを生産しており、同社にとっては中国におけるバスエアコンの生産拠点として２社目となる。

資本金６8５万ドル（デンソーグループ5５％、揚州傑信5５％）である。

　今後、中国全域で幹線道路や高速道路網の拡充が進み、都市間を結ぶ高速バスや観光バスの需

要が拡大すると予想される。これらのバスは長時間の乗車が前提であり、快適な車内環境が要求

されるためエアコンの装備率が高く、同社はバスメーカー向けに７５５8年４月から供給を開始して

いる。今後も漸次、市場規模を拡大し、７５６５年度中にバスエアコン３万セットの生産能力と5５億

円の売上を目指している。

　上述のように、デンソーは６99９年から７５５8年までの６９年間で、華北、華東、華南など広範囲に

わたって、全額出資の子会社や有力なパートナーと提携し、今後のビジネス拡大への布石を打っ

てきた。

４．電装（広州南沙）有限公司の概要

　以下では、早稲田大学の広東省自動車産業調査プロジェクトで訪問した、同社の工場の概要お

よび経営上の特徴を具体的に述べる⑴。

　デンソーの広州支社である電装（広州南沙）有限公司は華南地域という巨大市場をベースとし

て、日系自動車メーカーが集積する強みを活かすことで、顧客の多様なニーズに対応している。

したがって、全社的に見て、中国における事業展開戦略に最も貢献できる地域といえよう。同社

は、７５５８年５月に広汽集団と設立した合弁会社「広州電装有限公司」を活用し、既存のトヨタ、

ホンダの乗用車製造工場への部品の安定供給を図りながら、広汽集団が進めている独自ブランド

車の開発、華南地域以外の国産自動車メーカーへ優れた部品を提供できる体制づくりを進めるビ

ジョンを描いている。

　また、広州を中心とした華南地域のアフターサービス市場にも参入し、保守サービスおよび保

守用品の販売チャネルを構築することで、顧客満足度の向上に努めている。それと並行して、中

国におけるエコカーの普及を見据えて、トヨタなどの日系メーカーのみならず広汽集団など華南

地域の国内メーカーと広範な戦略的提携を進めている。

　同社の製品の納品先は大別して３ヵ所である。広州トヨタおよび一汽トヨタが各々３分の１を

占めており、同社の製品の３分の２はトヨタへ納品されている。残りの３分の１がフォード（マ

ツダ）を含めたいわゆるビッグ３、韓国の現代、KIA の工場など、もともと日本本社の顧客が

大半である。今後は、既存の顧客をベースに、中国現地の自動車メーカー向けのシェアを伸ばす

戦略である。

　広州南沙工場では、デンソーの DNA を継承すべく、長期的に日本の「ものづくり」を移転し
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ていく努力と工夫がなされている。工場全体を地域に融合させると同時に、工員の間で中国人、

日本人という国籍ではなく、同じ「デンソーの人間」という一体感が生まれるように、「デンソー

精神」を理解させる取り組みが行われている。「先進」「信頼」「総智・総力」を掲げるデンソー

精神を全操業工程に組み込み、自然にデンソー・マインドとデンソー・スキルを習得できるよう

に、工場ラインの至る部分で工夫が施されているのである。広州南沙工場は、以下の４つの側面

から特徴づけることができる。

⑴　人件費の節減

　広州南沙工場の工員の平均年齢は７６歳と非常に若い。また、広州近隣の出身者ではなく、広東

省に隣接する湖南省出身の女性を多く採用している。彼女たちの多くは広州への出稼ぎ労働者で

あり、工員の７割を占めている。この背景には、近接するトヨタの工場の影響が大きいと思われ

る。トヨタの工場では、工員全員が地元の男性で占められており、現地のトヨタグループのなか

で最も給与水準が高いとされている。一方、広州南沙工場はコスト優位を重視した人材確保を目

指しており、比較的安価な労働力として地方出身の女性を中心に採用しているのである。すなわ

ち、広州南沙工場はトヨタと求める人材を差別化することで人材の奪い合いを回避し、棲み分け

ているのである。また付随的要素として、出稼ぎの女性労働者が中心であれば、全寮制にするこ

とで出欠勤やシフト調整といった業務管理がしやすいというメリットもある。

　人材採用のルートは提携先の職業高校およびインターネットによる一般募集である。同工場で

は湖南省のいくつかの職業高校と提携しており、高校３年時の実習科目として工場での労働を体

験させている。学生たちは高校卒業前の６7～６8歳という早い段階から、工場での労働を経験する。

また高校では、ラインの工員に要求される手先の器用さを測定するため、描図、針金を制限時間

内に指定された形状に折り曲げるなどの選抜試験を実施している。基本的に同工場のフロアで働

く工員は新卒者に限定されており、転職者は採用していない。ゼロからデンソー式で訓練するに

は、白紙状態の新卒者の方が教えやすいからである。こうした人的資源戦略の結果、７５５9年現在、

同工場の給与コストは好ましい水準を維持している。

⑵　人材育成

　電装広州南沙では、人材育成プログラムとして全社共通の TPS（Toけoがa Pおodきcが Sけかがem）の

デンソー版を採用している。このプログラムでは TPS 概念に習熟し、正確に実践できるように

なることが目標とされている。そのため、同工場では工員個人の文化的背景に関わらず理解しや

すいように、さまざまな教え方の工夫がなされている。

ａ．教育訓練

　広州南沙工場では、日本で行われている工場管理手法がそのまま導入されており、５S（整理、

整頓、清掃、清潔、しつけ）活動、決定事項を遵守するチームオペーレーション・マニュアル活

動、QC サークル、業務改善の提案などが実践されている。工員は採用決定後、２週間の訓練期

間で TPS の基礎を習得する。この間に、中国人にはない生産現場に関する概念を基礎から説明
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したり、レプリカを用いた実習プログラムが組み込まれたりしている。こうした教育訓練を経て、

実際に現場で１～２週間試用し、各工員の適性を見極めたのち、合格者を本格的にラインに投入

していくのである。

ｂ．工夫された研修制度

　上述の教育訓練は、基本教育と上級コースに分かれている。基本教育の場合、デンソーのグロー

バル共通課程が含まれており、玩具のブロックを使ってTPSの概念を習得させるのが特徴となっ

ている。トレーニングルーム（デンソー内部では TPS 道場と称している）に設置された模擬工

場を使い、生産ラインの起点から終点までの流れと工場内の動線を理解する。また TPS の最も

基本となる「無駄を省く」という概念についても、実際の現場で作業工程を見せたり、体験させ

たりしながら具体的に解説する。例えば、かんばん方式の有効性を工員に理解させるためには、

つぎのような段階的な説明がなされる。

　まず、意図的に作業工程を複雑にし、５人の工員が必要になるラインを設計する。つぎにライ

ンを整流化すると、工員を１人減らすことができるようになることを理解させる。さらに標準作

業の概念を導入し、１人当たりの作業を決め、全員がそれを遵守すれば、工員をもう１人減らす

ことができることを説明する。最後にかんばん方式を説明し、後工程引き取りで必要な部品を、

必要な時に必要な量だけ前工程から受け取ることで作業効率が改善され、もう１人工員を減らす

ことができる。したがって、最初の効率の悪いラインでは５人の工員を要したが、無駄を省くシ

ステムを導入することで、１人当たりの生産性が高められ、工員数を減らすことができるという

ことを現場で理解させているのである。

　また、整理整頓という概念を正しく理解してもらうために、さまざまな形状が混じった玩具の

ブロックを工員に渡し、指示したものを組み立てさせるという方法を採用している。整理・整頓

されていない状態で組み立て作業に取りかかった場合、組み立てるのに多くの時間を要するのに

対して、必要なブロックとそうでないブロックを分ける作業を行った後に作業に取りかかると、

組み立てやすくなり時間が短縮されることを、工員はみずからの体験を通して理解できるのであ

る。

　TPS を習得する過程においても、折り紙でツルの折り方を教えることを通じて、さまざまな

概念を理解できるように工夫されている。例えば「生産性」という概念は、所定時間内でツルを

折れる数のことであり、その数が増加することが「生産性が高い」ということであるという説明

がなされる。また、折ったツルが１つでも不良品となった場合、企業の損失が増えることを教え、

材料費、人件費などのコスト意識も素早く習得できるようになっている。上述のように、同社で

は工員の大半が地方の高校を卒業したばかりの女性であるため、言葉による説明よりも、こうし

た視覚的、体験的な説明が特に有効なのである。

　また、同社では「一個流し」作業と並行して「水すまし」作業も導入している。６５分に一度、

倉庫からモノを一掃する作業を行い、工場内に余分なモノをいっさい置かない、という日本の工
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場では一般化されている方式を工員に実践させている。一個流し作業は、品質保証のために、誤っ

て所定の工程を抜かし、次の工程に入った部品がある場合、生産ラインがすべて停止しまうとい

う人為的なミスを防ぐ装置になっている。同工場では１ロットが６個の部品で構成されており、

すべてにバーコードが貼付されている。バーコードには、当該部品の生産履歴（時間、場所、用

途など）がすべて記録されている。つまり、完成車に取り付けられた後でも、部品が原因で故障

した場合には、そのロットと同様の製品の行方が追跡できるようになっているのである。

　さらに整流化および標準作業と標準時間の概念についても、実習プログラムの中で教えてい

る。現地では、手先の器用な人はできるだけ多くのモノを作ることを良しする風潮がある。しか

し、工場ではラインがつながらなくなってしまうため、ジャスト・イン・タイムの浸透に力を入

れている。

　以上のように、チームワークという概念に不慣れな現地の工員に、日本式のチームワークを基

盤とした経営の基本コンセプトを理解させることが、工場の生産効率を上がるためには効果的か

つ不可欠である。また同社の工場のライン上では、一定時間当たりの生産ノルマが決められてい

る。ラインの能力によって達成度が異なっており、それを管理幅と呼んでいるが、かんばん方式

が工員に浸透すれば、管理幅は縮小していくだろうと考えられている。現在のかんばん方式では、

管理幅が所定の範囲内であれば、かんばんは黒い文字で表示され、未達成であれば赤い文字で表

示されるようになっている。未達成の場合には、その原因がかんばん上に表示され、改善を促す

ように周知される。こうしたプロセスを繰り返し訓練していくうち、管理幅は当初の６5％～６５％

から大幅に縮小され６％、ときには４％の範囲に収まるようになってきている。

ｃ．業務改善提案制度と朝一制度

　電装広州南沙の工場では、日本の工場と同様に、業務改善提案活動が行われている。率直な意

見を述べる機会として、工員たちは積極的に提案しており、平均して月９５～5５件の提案が上がっ

ている。多い月には、６１５５５件を超えることもあった。こうした提案の中で、採用に値する優れ

た提案については提案者を公表し、栄誉が与えられる。提案用に設置されているボードは定期的

に更新され、新たな提案を工員に周知しシェアできるようになっている。

　品質管理においても、日本で行われている朝一制度に習い、同工場でも朝の９時から約８５分間

実施している。毎朝、各部署から９５～5５人が集まり、前日の異常や注意事項について報告を行う。

それに対して管理者（多くの場合日本側）が対応を指示するという形で、日々の業務改善や品質

管理に努めている。

⑶　コミュニケーションの重視と昇進制度

　工場内ではミスを未然に防いだり、発見しやすくしたりするため、工員間のコミュニケーショ

ンを重視している。そのため工員に女性が多く身長が低いことを考慮し、高さの低い設備が多く

採用されている。いわゆる CS３（コンパクト、シンプル、スリム、スピード）と呼ばれる工場

づくりで、生産ラインの最奥部にいる工員の顔が確認できる高さに制限しているのである。これ
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は、日本国内の生産ラインと大きく異なる点である。特にダイキャストエリアは、従来の日本で

は危険な部門とされてきたが、同工場では機械を小型化して女性でも作業ができるように工夫さ

れている。

　また、中国では男女平等の意識が深く根付いており、広州南沙工場でも有能な女性であれば、

管理職に昇格できるようになっている。入社時には一般工員として採用されても、責任能力とス

キルの向上が認められれば小組長に昇格することができる。小組長の下には５人の部下がつく。

さらに小組長として業績を上げれば班長、そして係長へと昇格の道が用意されている。こうした

ステップアップの道を示すことで、現場でのモチベーションを高めているのである。

⑷　日本との役割分担から現地での「自己完結」へ

　広州南沙工場は設立以来、日本への依存から脱却し、自立的に運営できるように進められてき

た。「自己完結」を目指し、日本に依存するのは最重要事項のみとし、可能な限り中国国内で問

題を解決できるように、日本から計測設備機器などを導入している。現在では、３次元技術を使っ

た最新の精密計測機器を利用できるようになっており、同工場やグループ工場で使用する設備や

金型の大半は、広州南沙工場の工機部門が製造している。特に工場ラインのうち「２号ライン」

と称される製造ラインは、材料調達から製造に至るまで一貫して同工場のみで行われている。従

来はすべて日本に製造を依頼していたテストラインを、現在では完全に現地のみで製造できるま

でになっているのである。

　こうした工機部門の自己完結化は、デンソーグループ全体の中でも稀少であり、特筆すべきも

のである。広州南沙工場は広州に立地してはいるものの、広州地域のみならず、中国全土におけ

るデンソーグループの事業展開において、重要な役割を果たしている。したがって、生産の安定

性ならびに品質の持続的な改善は、戦略的に大きな意味を持っているのである。「ものづくり」

は「人づくり」といわれるように、どれだけ工場の現場で働く工員の安定性、インセンティブ、

技能を向上させることができるかが、工場の成長を左右する決定要因となるのである。

　ところが同工場に限らず、中国沿海地域の工場の共通点として、工場の女性工員は出稼ぎであ

ることが多く、どうしても目先の賃金に惹きつけられる傾向にある。出稼ぎ労働者の多くは２～

３年勤め、ある程度の貯蓄ができれば地元に戻って商売を始めようと考えている人が多く、離職

率が非常に高い。時間と労力を投資して TPS を教育しても、３年で退職されてしまっては、企

業にとって大きなマイナスとなる。したがって、良質の工員が長期間勤務したくなるように、新

たなインセンティブを与えるなどのシステム的・環境的な改善がなされれば、デンソーグループ

のグローバル戦略を後押しすることになるだろう。

５．電装中国の展望

　電装中国は日系自動車メーカーの本格的な中国進出に伴い、６99９年に煙台で合弁会社として設

立されて以来、中国で広範にビジネスを展開してきた。現在、布石の段階を終え、新たな段階へ
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入ろうとしている。

　７５５9年はリーマンショックの影響を受け、世界のほとんどの国で自動車販売台数は落ち込んだ

にもかかわらず、販売台数６１８５５万台という世界一の自動車市場に成長した中国では、売上も大

きく伸びた。７５６５年度の自動車販売台数は６１5５５万台と予測されており、今後も中国における自

動車販売市場は拡大を続けるであろう。したがって、デンソーの中国戦略がデンソーグループの

グローバル戦略の鍵を握るといっても過言ではない。

　中国での事業戦略をいっそう明確化した電装中国は、主に以下の３つの側面に力を注いでいく

計画である。

⑴　中国の国内自動車メーカーへの協力を強化

　７５５9年はトヨタの中国での販売が低迷したため、トヨタ依存の強いデンソーも少なからず影響

を被った。それを機に特定メーカーへの依存度を低減し、経営リスクの分散を図る目的で、７５５9

年下半期より、中国の国内自動車メーカーへの協力強化の戦略が打ち出された。すでに DE 用燃

料噴射ポンプ、コモンレールなどの一部製品を中国メーカーへ提供し、カーナビにおいても技術

提供、共同開発などの提携を模索しはじめている。

　デンソーは今後もこの分野のビジネス性に注目しており、上海でデンソーの R&D センターを

立ち上げ、主にカーエアコン、バスエアコン、コモンレール、カーナビなどの新製品の研究開発

に取り組んでいる。現在進行中の提携プロジェクトも多く、７５６５年には今まで以上に多くの中国

国産車にデンソー部品が搭載される見込みである。日系車と比較され、コストダウンの圧力が想

定されるが、徹底した設計の現地化、仕入れコストの削減などの努力を重ねて対応していく戦略

である。

⑵　アフター市場の拡大

　自動車市場の急成長は、すなわちアフター市場の急拡大を意味している。７５６５年には、自動車

保有台数が5１9５５万台に達すると推定されており、１台あたりの保守および保守用品販売額を年

間８１５５５元と推計すると、アフター市場の規模は６１77５億元に達する。新規顧客の開拓と製品開発

力の強化が求められる大手自動車メーカーにとって、販路の拡大と顧客情報獲得の場であるアフ

ター市場に参入し、事業を強化する意味は大きい。

　デンソーはすでに独自に保守および保守用品販売市場の流通網を構築している。販売において

はメーカー補給チャネル、汽車交易城などの小売モールチャネル、４S 店などの代理店、ディー

ラーチャネルを通じ、部品販売を行っている。また、保守サービスに関しては、７５６５年にコモン

レール系統の診断修理店を6５店にまで拡充し、燃料噴射ポンプの修理を７５６５年上半期からスター

トし、カーエアコン、バスエアコン、圧縮機などの修理店を6５５店にまで拡大する予定である。

アフター市場における高付加価値サービスの提供によって、新たな収益源を確保できるだけでな

く、自動車メーカーのブランド戦略に対応することで、デンソー製品への顧客満足度、顧客ロイ

ヤリティの向上にもつなげることができるという相乗効果も期待されている。
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⑶　環境への配慮

　中国は大気汚染と同時に、石油エネルギーの不足という深刻な問題を抱えており、自動車の石

油燃料への依存軽減は国家的な課題となっている。こうした問題を受けて、中国政府は排出ガス

規制、ハイブリッド車、電気自動車（EV）を中心とするエコカーの普及とエコカー産業の振興

計画をスタートさせた。

　こうした動きに合わせ、デンソーは７５５8年６月に江蘇省常州市でコモンレールシステム

（ディーゼル車用燃料噴射装置）を生産する新会社を設立した。DE はトラックや商用車に多く

搭載されているが、排出ガス規制強化への対応としてコモンレールシステムの需要が高まってき

ている。デンソーは、特にニーズの多い大型ディーゼル車向けのコモンレールシステムを現地生

産することで、環境に優しい自動車社会の実現に貢献していく戦略である。

　また現在、中国各地でエコカーの開発・生産拠点の建設が進んでおり、中国系自動車メーカー

と欧米系サプライヤーの提携が活発化している。中国国内の自動車メーカーは、欧米サプライ

ヤーからの技術供与やコンポーネント供給を受け、エコカーの開発、生産能力の拡充を図ってい

る。例えば、上海汽車は米デルファイから乗用車用ハイブリッドシステムの提供を受け、７５６５年

度中にハイブリッド乗用車「栄威75５」の投入を予定している。また、独ボッシュと米ジョンソ

ンコントロールから、それぞれハイブリッド車のエンジン・マネジメント・システムとニッケル

水素電池の提供を受けた奇瑞汽車は、７５５9年にハイブリッド車「A5ハイブリッド」を発売済みで、

すでに大連市などから７5５台を受注している。

　中国市場へのハイブリッド車（HEV）の導入は、トヨタ、ホンダが先行していたが、プリウス、

シビックハイブリッドの価格が７7万元前後と車両価格の高さなどを理由に、日系自動車メーカー

の HV 車の販売は低迷している。エコカーの普及は中国の国策でもあるため、日本の HV 車を支

えるデンソーのエコカー技術をより早く中国で普及させるためには、中国国内メーカーとの提携

を視野に入れた、中長期的な視点に立脚した戦略づくりが必要である。

注

⑴　第４節は、筆者による現地の工場インタビューを分析しまとめたものである。

 （井上　葉子）

第５節　仏山ユニタイト──初めての中国進出

　ユニタイトは、７５５5年、広州近郊の仏山市禅城区の工業団地に中国初進出を果たした。同社は、

神戸市に本社工場を構える中小企業である。同社の中国進出は、他の自動車部品メーカーと異な

り、販売先との関係を全く持たずに中国への進出を果たしたのである。現在、仏山ユニタイトの

業務は、日本にある親会社から金型の注文をもらい、日本、アメリカに輸出している。同社は、

本年中に、本来の進出目的の自動車向けの鍛造品事業を立ち上げ、自動車関連部門の業績の飛躍

を目指している。



─　　─６7９

　本節では、第１項において中国への進出過程について、第２項において生産と販売の問題につ

いて、第３項において管理およびその他の問題について述べる。第４項において、ユニタイトの

日・米法人の歴史とユニタイトの技術について分析する。そして、第５項で仏山ユニタイトの現

在の課題について考察する。

１．中国への進出過程

１．１　仏山ユニタイトの概要

　仏山ユニタイト（仏山優仁機密）は、仏山市禅城区南庄鎮の工業団地「吉利工業園」に位置す

る。工場は、オーダーメイドの賃貸工場（進出企業が工場と事務所の面積・形態を決め、工業団

地が建設）である。敷地面積が約7１６５５平方メートル、工場面積が約７１７6５平方メートルである。

７５５9年３月現在、従業員数８５名、その内日本人スタッフが２名である。工場の賃貸料は、約２万

９１7５５元／月である。生産品目は、全量が日本の本社、米国法人向けの金型であるが、できるだ

け早く、現地の自動車産業向けの事業を開始したいと考えている。取引先は、ホンダ、トヨタ、

１次サプライヤー、２次サプライヤーへの製品供給を目指している。吉利工業園には、日系企業

が９社あり、そのうち８社が自動車部品関係である。

　工場に入ると、日米向けの金型製作の場所が工場の一角を占めているにすぎず、残りの広い場

所には、機械は設置されていない。今後、本格稼動のための機械の設置場所が確保されている。

製品開発部門は、中国にはない。対応していただいた総経理の橋本氏は、仏山に来て約５年、実

際に住み始めて３年余りで、中国語も何とか話せるようになっている。ユニタイトは同族経営の

企業で、橋本氏は現社長の実弟である。

１．２　広東省への進出

　中国進出の理由は、多数の自動車・自動車部品メーカが中国に進出し、現地化が進むので、現

地に工場を構えていれば、必ず注文が来ると考え、中国に進出したとのことである。

　中国進出への調査は、７５５９年４月より開始し、４月６８－６7日にかけて大阪府工業協会主催の深

圳・広州・東莞視察旅行に参加した。同年４－９月にかけて、さらに上海を中心に工場用地を探

した。７５５９年６５月、日系大手自動車メーカー３社が広州地域に集中との報道から、広州地域に変

更し、工場用地を探した。この時期は、７５５９年９月に広州トヨタが設立され、日系自動車メーカー

大手３社がすべて広州に進出した時期である。橋本総経理は、最初、広州経済開発区や花都に調

査に行き、それから、仏山市の順徳にも出かけた。これらの中で、広州は土地と工場の賃貸料が

２、３割高く、仏山市の当団地や順徳区の工業団地が比較的安く、当団地は、オーダーメードの

賃貸工場というサービスを提供しており、要求どおりに工場を建て、それを賃貸するという形態

なので、リスクが少なく、わりと要望に合った工場ができると考え決定した。他の場所は、出来

合いの工場をみせて、気に入れば決めるという感じであった。同年６７月吉利工業園に決定し、華

鐘コンサルタントと契約し準備を進め、７５５5年６６月に工場の引き渡しを完了した。コンサルタン
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ト会社は、カネボウ系列の会社で、カネボウの倒産後は、ユニタイト独自にやっている。

　吉利工業園は、仏山市禅城区の南庄鎮が管理する工業団地である。仏山市は広州市の西隣に位

置し、両市の中心地は、車で２－８５分の距離で、現地では合併すべきだという意見もあるほど近

い。禅城区は仏山市の中心部に位置し、禅城区の西端に南庄鎮は位置する。仏山は、歴史的に陶

磁器の産地として有名で、団地の周辺には陶磁器工場が多い。広州市街地より車で約８５分、仏山

の市街地のすぐ外に位置し、道路はかなり混雑している。

２．生産と販売に関する問題

２．１　原材料の調達

　原材料は、日本から日本材を輸入するか、或いは、日本から進出している現地の鋼材メーカー

から購入している。日本から輸入する方が安いが、納期などの問題もあり、現地からの購入が多

い。かなり特殊な高品位部品の場合、金属材料に関しては、自動車メーカー自体が日本材を指定

するので、日本から輸入する以外にない。当地では炭素鋼などの品質が保証されていず、仮に最

初がよくても保証されていないため、ミルシートが来て、違った材質だとしても、その後は、鋼

材メーカーとの力関係でいろいろ難しいとのことである。金型の鋼材は、日本の商社が当地に進

出しており、商社経由で購入する場合と日本から直接輸入する場合の２種類がある。量がある程

度まとまる場合、直接輸入するほうが安い。

２．２　生産管理

　品質管理については、品質管理意識が低いので、TQC 等をやっている。TQC は、不良があれ

ば、それを発表したり、不良品の改善等を行ったり、いろいろ試行錯誤で試している。

　管理面では、日本型の経営が必要であるが、従業員のモチベーションを上げ、一生懸命働くよ

うに中国独自の方法を採用している。奨励金、罰金、賞与の成績査定による部分などを多くして

いる。罰金システムも試みたが、問題も多い。罰金にすると、製作の難しいものは作らないし、

作ろうとしない。不良を出すと罰金になるからである。しかし、罰金をなくすと、不良品が出て

も、自分で不良品ということを知っていて次の工程に流す。しかし、このようにすると、後工程

で他人が見つけると、見つけた人が罰金になってしまう。結果的に、不良は出しても仕方がない

が、それをきちんと申告させるようにした。申告すると罰金にならないが、隠したら罰金をかけ

ることにしたのである。

　不良率は、日本、アメリカと比べて非常に多く、２倍になるため、全数検査をおこなっている。

品質基準を満たさないものができた場合、使うところで対応し、そのまま採用可能かどうかを相

談して、使用可能ならば使用し、使用不可能ならば廃棄にする。

２．３　販売

　販売先は、現在、日本が8５％、米国が６9％、中国が１％である。２、３年後には、中国8５％、

日本・米国それぞれ６５％を目指す。目標とする販売チャネルは、メーカーに直接販売するか、ま
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たは、１次サプライヤー、２次サプライヤーに販売する。そして、自動車関連に限定しない。販

売促進策は、現在、日本から出張ベースで、営業技術員が来ているが、将来は中国人営業員の採

用を予定している。

　日本からの鍛造関係の進出企業が少ないので、引き合いは多く受ける。後は、需要予測により、

ターゲットとなる製品の大きさに適合した設備を決め、導入すれば、仕事は順調に行くと信じて

いる。橋本総経理のこの自信の理由は、第５項で述べる。

２．４　足下の景気動向

　足下の景気動向については、企業によってまちまちである。最近、仕事が半分ぐらいに減った

という企業も半数ぐらいあるが、残りの半分はそんなに減っていないようである。減少し始めた

のは、「リーマンショック」後の７５５8年６５月ごろからで、今までにない減り方である。日・米で

も減っており、アメリカでは、自動車関係は以前の６割、あるいは半分ぐらいに減っている。メー

カーなどの話によると、売れないので在庫調整という形で発注を減らしており、４月ぐらいから

は６割、７割ぐらいか、もう少し持ち直すということである。橋本総経理がいろいろな会社に聞

いた感じでは、中国は日・米に比べてそれほど減っていない。自動車関係の仕事は、現地の日系

大手３社向けが多いからである。ホンダはわりと減っていないし、トヨタも減ってはいるけれど

も、新しい車種が生産され始めているので、日本やアメリカほどには減っていないとのことであ

る。

３．マネジメントの問題

３．１　従業員の問題

　日本人スタッフは２名で、橋本氏が全体を管理し、その他に技術スタッフが１名いる。ワーカー

（機械のオペレーター）が約６8人である。ワーカーも機械を動かすので、一定程度熟練が必要で

ある。その他に、３名の警備員を含め６５名の中国人スタッフがいる。泥棒が入るため、警備が７９

時間必要だからである。他は、会計や財務などである。会計と財務は１人でできるが、不正もあ

るので、分離するのが一般的である。出身は、広東省が5５％、省外が5５％である。

　オペレーターは、熟練が必要なため、専門学校出身者を採用する場合と採用してから養成する

場合の２種類がある。専門学校出身者の月給は、６１５５５元ぐらいから始まり、１、２年経験すると、

６１5５５元ないし７１５５５元になる。これと思った人に、管理面の個別教育をおこなう。彼らは大学を

卒業して、入社当初はやる気もあり、優秀だが、ほって置くと周囲になじみ、モチベーションが

下がるので、個別教育が必要である。

　オペレーターの熟練度というのは、日・米の企業と比べてかなり異なる。日・米では定着率が

高く、５－６５年になるが、当工場では、１、２年ぐらいである。当初は会社内部で教育していた

が、なかなかうまくいかないので、２、３年の経験者を雇うようにしている。したがって、給料

は一般の企業より２、３割高いところで設定しており、様々な面で他の中国系企業より待遇を良
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くして、長期雇用をしたいと考えている。最近は、中国人従業員も経済環境が厳しいというのを

感じており、辞める人が比較的に少ない。

　現地のオペレーターのレベルはそんなに高くない。特に、技術関係に関しては、人材がそれほ

ど豊富なわけではなく、熟練者を雇うのはなかなか難しい。昔の普通旋盤とかプログラムを作成

しないものは中国企業にもたくさんあるが、同社では、比較的新しいタイプの機械を扱っている

ため、旋盤やマシニング等の工作機械は、６５年ぐらいの熟練者が必要である。現在、経験の少な

い人達が従事しているが、全数検査を行っているので品質的には問題がない。労働力の費用が日

本と比べてかなり安いので全数検査が可能である。（機械のメンテナンスは、メーカーに依頼し

ている。）

３．２　工場の賃貸料の問題

　工場の１ヵ月１平メートル当りの賃貸料は、電気設備棟が６５３5元、その他の工場部分が８元、

土地のみの部分が１元である。この家賃は、当初の契約で、３年ごとに６％のアップと明記され

ていた。しかし、契約書に明記されているにもかかわらず、２年経過後に、工業団地から賃貸料

の６％アップを迫られたとのことである。賃貸料アップは、様々な費用が上昇しているとの理由

によるものであったが、ユニタイトにすれば、謂れのない賃貸料のアップであり、この交渉には、

ずいぶん悩まされた。結果的には、政府の他の部門の協力を得て、契約書どうり３年ごとの６％

アップということになり、現在、月額約２万９１7５５元を支払っている。

３．３　税関、税務署、政府関係などの各種手続き

　税関、税務署、政府関係などの手続きが煩雑で、必ずしも規則にあることがそのまま通用する

わけではなく、頭を悩ませられる。中国企業の経営者などに聞くと、役人とのつき合いというの

が絶対に必要だと注意される。中国企業に限らず、外資系企業も現地で事業をやっていく以上、

政府とのつき合いというのは非常に大切だと感じている。盆暮れのつけ届けというのも必要だと

言われ、どのくらいの金額が必要なのかと聞いても、余り答えてはくれないが、結構大きな金額

のようである。

３．４　治安問題

　昨年は、治安の問題が発生した。数回工場に侵入されたことがあり、管理委員会に治安の強化

を申し入れた。工場団地内の日系企業間で共通の問題について話し合っている。

　最近、治安が悪く、橋本総経理自身が、去年３回アパートに泥棒に入られている。同氏の家は

アパートの７階なのだが、ガス管か水道管かをつたわり７階まで昇り、夏の時期なので開けてい

た窓から侵入し、いろいろなものが盗難にあった。車を運転する人は、駐車中に盗難にあう場合

がある。車のガラスが割られ、バッグなどが盗まれてしまう。また、従業員などがバスに乗った

ら、バッグを切られたり、あるいはポケットの後ろを切られたりして、抵抗すると逆にナイフを

取り出し脅されることがあるそうである。

　会社でも被害に遭ったことがある。泥棒に入られて、金庫をバールみたいなものであけて、現
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金が持って行かれ、警察に通報したが、解決しない。会社で自衛する必要があり、２年半ぐらい

前に、赤外線の装置や、監視カメラを購入しずっとつけている。どの日系企業も各社１回か２回

ぐらい盗難に遭っており、工業団地に全体で守ってくれるように要求して以来、夜中にバイクに

２人乗って巡回しているが、それでも事件が発生するとのことである。

３．５　日系企業間の意見交換

　当工業団地では、日系企業の総経理が１ヵ月に１回集まって情報交換をおこなっている。ゴル

フ等の親睦目的や、電力問題、治安問題、バスの団地内運行等の地方政府への要求は、他の工業

団地でもしている。しかし、当団地では、これらの問題以外に、日系企業の中で格差があるのは

良くないと考え、給料問題、ボーナス等についても情報交換をしている。また、コストが安くな

るので、病院からの出張身体検査を年に１回共同でやっている。大型の経済開発区では、日系企

業間の競争もあり、賃金問題に関する情報交換は、少なくなっている傾向があるが、小規模工業

団地の有利な点だと思われる。

４．日・米法人の歴史とユニタイトの技術

４．１　日本法人と米国法人の略歴

　ユニタイトの日本法人本社は神戸市西区高塚台にある。資本金は２億６１75５万円、売上高は６５5

億円（７５５8年３月期）、従業員数６８7名である。同社の主要な業務は、ボルト・ナットなど大型の

ネジ、締結部品や動力伝達部品の製造である。これらの製品は、自動車、造船・重機・建設機械、

建築・土木に使われており、自動車部品が３分の１、橋・建物など建築関係の大型のボルト、ナッ

トが３分の１、その他が３分の１である⑴。

　同社は６9９6年に先代社長が神戸で創業した。神戸という土地柄であろう、造船・重機・建築・

土木用のネジの生産を行っており、６97５年代になると、いち早く、米国向けネジの輸出を本格化

させている。しかし、６985年のプラザ合意以降、円高のため米国への輸出が困難となったのを機

会に、米国での生産を計画した。６989年に米国法人を設立し、イリノイ州のシカゴ近郊に６万平

方メートルの土地を購入し、６989年に建築用ネジの生産を開始した。その後、アメリカでは新機

能のボルトを開発し、米国の ASTM 規格を獲得し販売量を伸ばしている⑵。

　しかし、日本法人は、６995年に起こった阪神淡路大震災のため、地震の後遺症で業績が最悪と

なった。ピーク時に６５５億円あった売上高が６998年３月期には９８億円までに減少したのである。

このような困難な状況の中で、同社の米国法人は、日系自動車メーカーの現地調達率の拡大にあ

わせ、駆動系や足回りなどの自動車部品の生産に着手したのである。最初の納入先がホンダで、

４輪バギー車に採用された。米国子会社の操業開始時の売上高は、約６億円であったが、その後、

建築用ネジと自動車部品の販路拡大により、７５５8年６７月期の米国子会社の売上高は約９５億円（１

ドル9５円換算）にまで成長した⑶。

　同社は、日本国内でも、７５５５年前後から、鍛造の後工程の加工・熱処理などの技術を向上させ、
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自動車市場へ参入し、現在は、シャフト・ギヤー関連の自動車分野が売上高の８５％を占めている。

７５５8年３月期の売上高は６５5億元となり、98年の２倍となった⑷。

　日本国内では、自動車部品の生産能力の増強を図るため、本社第２工場を神戸市西区に増設し、

７５５9年９月に稼動予定であったが、国内の自動車産業の低調さにより、状況をみているところで

ある。また、兵庫県三木市に自動車部品組み立て用の新工場用地を取得している。今後、自動車

部品以外にも、トンネル用のジョイント部品、鉄骨構造物用の継ぎ手など提案型の締結製品の開

拓に力を入れていこうとしている。

４．２　ユニタイトの技術革新

　ユニタイトは、７５５５年以降、技術革新をテコに、米国および日本において自動車関連の業績を

伸ばしてきた、業績を支えたユニタイトの技術を概観しておく⑸。

　ユニタイトの得意とする鍛造技術は２種類の技術による複合である。一般的に、鍛造には、高

温加熱して加工する熱間鍛造と常温で加工する冷間鍛造の２種類がある。ボルトは冷間鍛造で製

造し、ナットは熱間鍛造で製造する。鍛造機械は投資額が大きいため、ボルトとナットの両方を

製造するメーカーは少ない。同社はこの２種類の生産工程の複合化を推進したのである。

　複合化には３種類あり、一つは、熱間鍛造で大きく変形させた後、最終形状まで冷間鍛造で高

精度に仕上げる。これにより、後工程が省力化でき部品のコスト競争力が向上される。二つ目は、

鍛造による単品生産から、機械加工や表面処理などの周辺技術を付加した機能的な部品を供給可

能にしたことである。三つ目は、この二つを組み合わせることによって、各種機能を組み合わせ

た構成部品を顧客に提案できることである。この複合化の推進により、自動車メーカーがそれま

で２、３社に分けて発注していた部品を、ユニタイト一社で受注する体制が可能となったのであ

る。

５．おわりに

　ユニタイトは、同族経営の中小企業である。先代社長が操業し、現在の２代目社長が、米国法

人を立ち上げ、技術開発と設備投資により、自動車部品分野を成長させてきた。

　社長の弟の橋本総経理に中国での飛躍が託されている。同氏は、販売先は、現在、日本が

8５％、アメリカが６9％、中国が１％であるが、２、３年後には、中国8５％、日本・米国向けでそ

れぞれ６５％をめざしたいと明言しており、自信の強さが伺える。橋本総経理の自信は、第４項で

見てきたようにユニタイトの技術に対する自信と日米において技術力により業績を伸ばしてきた

という自信から来ていることが理解できる。仏山ユニタイトの問題点として、以下の二点につい

て述べておきたい。

［本格的稼動に関する問題点］

　仏山ユニタイトは、まだ本格的稼働に至っていない。今後本格的稼働を行うには、新たな投資

か、米国或いは日本の設備を中国に移すことが必要になる。日本本社及び米国法人の業績は、昨
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今の世界同時不況の中で停滞していることが想像できる。海外進出企業で、本社の業績が停滞し

た場合、海外での新規投資を避けるという傾向もある。一方、ユニタイトには、本社の不振を米

国法人が支えたという過去の経験もある。工場を訪問した時（７５５9年３月）に比べ、中国の自動

車産業の足下の景気はよい。仏山ユニタイトが今後どのように事業展開するのか見守りたいとこ

ろである。

［中国人スタッフに関して］

　中国進出企業で、成功している場合、多くの企業は、優秀な現地スタッフを獲得している。現

地の多くの日系自動車関連企業においては、課長クラスは現地スタッフに任せている場合が極め

て多く、中には、部長クラスでさえ現地スタッフに任せている企業もある。規模によってことな

るが、中国人スタッフが、販売、管理などを担当する場合は多い。仏山ユニタイトの業務は、こ

れまで、日米両法人向けの金型の製作に止まっている。中国現地での販売を伸ばすには、橋本総

経理の考えているように優秀な現地スタッフの販売員が必要とされる。また、現地での業績の向

上に伴い、従業員が増加するであろうし、同時に政府関係部門との交渉ごとも増えるであろう。

そのためには管理部門においても優秀な現地スタッフが必要とされると思われる。

注

⑴　『UNITITE Companけ Pおofile』ユニタイト（株）　７５５8年１月。

⑵　「付加価値製品で世界展開」ユニタイト４　『日刊工業新聞』７５５9年１月７８日。

⑶　「グローバル化に素早く対応」ユニタイト２　『日刊工業新聞』７５５9年１月７６日。

⑷　「複数技術を磨き事業拡大」ユニタイト１　『日刊工業新聞』７５５9年１月７５日。

⑸　「生産工程と製品を複合化」ユニタイト３　『日刊工業新聞』７５５9年１月７７日。

工場参観とインタビュー　仏山優仁精密有限公司　７５５9年３月６日。

対応者　橋本優氏（仏山優仁精密有限公司　副董事長兼総経理）

 （櫨山　健介）
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第１節　広汽ホンダの販売体制

　７５５9年８月３日、J３ D３ パワーアジア・パシフィックが実施した「７５５9年中国自動車カスタマー

サービス顧客満足度（CSI）調査」によれば、中国自動車メーカーの中で広州本田汽車（以下、

広汽ホンダ）がアフターサービス顧客満足度で第１位となった（図表５－１参照）。また、広汽

ホンダは販売台数を伸ばし、販売網を拡大させ、現在中国で９5５件あまりの販売ディーラーを設

立している。

第 5章

広州市の自動車販売店

図表５－１　中国におけるカスタマーサービス顧客満足度（2009年）

順位 ブランド名 得点

６ 広汽ホンダ 87５

７ レクサス 85９

８ メルセデス・ベンツ 85６

９ ROEWE 8９6

5 BMW 8９5

5 東風ホンダ 8９5

7 東風日産 8８9

8 東風シトローエン 8８8

8 SGM シボレー 8８8

６５ アウディ 8８6

出所： J３D３ Poくeお Aかia Pacific ７５５9 China 

Cきかがomeお Seおぎice Indeぐ (CSI) Sがきdけ

図表５－２　中国乗用車販売の上位10車種（2009年）

順位 メーカー名 車　種 販売台数

６ 比亜迪（BYD） F８ ７9万６５５５台

７ 上海 GM ビュイック・エクセル ７９万６６５５台

８ 北京現代 エントラ悦動 ７８万9９５５台

９ 一汽 VW ジェッタ ７７万９9５５台

5 上海 VW サンタナ ７５万56５５台

6 広汽ホンダ アコード ６7万5９５５台

7 北京現代 エントラ ６7万６6５５台

8 奇瑞（Cheおけ） QQ ６6万99５５台

9 一汽トヨタ カローラ ６5万75５５台

６５ 広汽トヨタ カムリ ６5万6７５５台

出所：中国汽車工業協会
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　このように広汽ホンダの好業績を支える販売体制はいかなるものであろうか。本稿では、第一

特約店の事例も見ながら広汽ホンダ汽車の販売体制について考察を行う。

１．中国における新車販売チャネル

１．1　中国における新車販売チャネル

　広汽ホンダのディーラーシステムを説明する前に、まず、中国の自動車流通システムについて

ふれておく。中国の自動車流通について、多くの研究者がその類型を行っている（例えば、孫

（７５５９）、米谷（７５５６）塩地（７５５７））。米谷（７５５６）の分類をもとにインタビュー調査⑴をしたと

ころ、中国国内で生産された乗用車の新車販売チャネルは、以下の４つに分類することができた。

⑴　専売型単段階チャネル

　特定のメーカーのブランドのみを最終ユーザーに小売する専売ディーラーからなるメーカー主

導型の販売システムである（米谷、７５５６）。この専売型単段階チャネルには、３S 店や４S 店と

呼ばれる形態の店舗が属する。３S 店とは、「新車販売」、「純正部品の販売」、「アフターサービ

スやメンテナンス」業務の三位一体機能を持ち、そのためのショールームや部品庫、整備工場が

同じ敷地内にある専売店である。また、４S店とは３S店の３機能に加え「情報のフィードバック」

の機能を遂行する四位一体の専売店をいう。

⑵　混在型単段階チャネル

　ブランド専売店と業販店などの併売店が混在しているタイプの経路であり、販売経費が限られ

ている。業販店をはじめとする併売店をも進んで利用し、その組み合わせを最適にすることに

よってブランド力の構築と広範な顧客開拓を両立させようとする（米谷、７５５６）。

⑶　専売型多段階チャネル

　卸売をするメインディーラに次いで卸売や小売をする２級店や３級店を通すが、それらがすべ

てブランド専売店である販路である。こうしたタイプの流通経路は理念的には考えられないこと

ではないが、現在の中国自動車流通には存在していない（米谷、７５５６）。

⑷　混在型多段階チャネル

　多段階という店では⑶と同じであるが、ブランド専売店と併売店が混在しているタイプであ

る。生産能力が大きく、大量の自動車を販売しなければならない上海 VW はこれに当てはまる

（米谷、７５５６）。

　以上のように、中国の自動車流通システムが分類できるが、もっとも先進的といわれる専売型

単段階ディーラーシステムを採用している、広汽ホンダの事例を詳しく見る。

１．２　広汽ホンダの流通チャネル構築の経緯

　従来、中国に進出する外資合弁メーカーは、その製品の販売に直接携わることなく、中国側の

合弁相手に製品の販売を任せていた（孫、７５５９）。というのも、自動車メーカーの自主販売は

６98９年から許可されたが、当時はまだ指令性計画の比率が高く、しかもメーカーは自社流通チャ
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ネルを持っていなかったため、既存の中国流通企業を利用せざるを得なかった。このため、当時

設立された合弁メーカーは生産技術を中国に導入したものの、流通政策には関与することはでき

なかったのである（劉、７５５７）。

　一方、後発の広汽ホンダは、最初から販売権の獲得を目指し設立後すぐに販売チャネルの構築

に着手した。広汽ホンダの中国側出資者である広州汽車工業公司は、広州プジョーの流通経路の

使用を勧めたが、広汽ホンダはそれを拒否した。なぜなら、主力車であるアコードは個人ユーザー

にターゲットを絞ることにしたため、個人への販売を強化する必要があったからである。ホンダ

は車の販売だけでなく、部品販売やアフターサービスも販売店が担うという常識を説明するた

め、広州汽車の幹部を日本や米国、タイに連れて行き現場を見せて歩いた。それでも説得には時

間がかかり、専売のディーラー網を整備することが決まるのは６998年６５月になってからであっ

た。この間、中国政府にも理解を求め、販売網を作ることに特別な許可をもらった⑵。しかし、

その後中国全土を網羅する販売網の建設は容易なことではなかった。広汽ホンダは、当初は本田

技研の特約サービス店を中心に全国で専売店の募集を行った。この特約サービス店は、６99７年に

本田技研が四輪完成車を中国輸出開始した翌年秋から設立し始めた修理を主とする店であり、主

に現地の修理工場と契約して本田技研の部品を供給し、ホンダ車の修理を委託する形になってい

る。これら特約サービス店は、いずれ本田技研が現地生産するときの販売網の中核になるであろ

うと期待して整備されてきた（劉、７５５７）。広汽ホンダの生産開始年である６999年時点では販売

店は８５店舗しかなかったが、７５５9年には９5５店舗を数えるまで増加している⑶。

　中国では、７５５9年に入り小型乗用車の自動車購入税引き下げや、農村部での買い替え補助金制

度などを実施し、世界市場が低迷する中、主要国で唯一市場拡大を果たしている。広汽ホンダで

もこうした流れを受け、「シティ」が前年同期（７５５9年１～５月期）比８5３８％増の８7１7５5台を記録

したのに加え、現地ニーズの高い「CR２V」が同７5３8％増の９５１５９９台となり、全体で同９３7％増の

７５７１５５５台と増販を記録している。同社では堅調な市場と顧客サービスの向上を背景として、

７５５9年は前年６５％増の5７万台の販売を計画しており、日・米・欧などの先進国に加え、ロシアや

ブラジルなどの新興国でも需要低迷が深刻化するなか、世界最大の自動車市場となった中国を海

外事業の柱とする考えである。

　また、ホンダは、中国政府が WTO 加盟に先立ち日本車の輸入販売を許可したことから、香港

の販売子会社 Honda Moがoお (China) Co３ Lがd３ を通じて輸入販売を開始している。その後、７５５９年

２月に本田技研工業（中国）投資の設立に至り、広汽ホンダと東風ホンダが独自に展開する販売

網についてブランド戦略を統括する役目を移管して現地戦略の統一を図ったほか、増加しつつあ

る富裕層向けにアキュラブランドを立ち上げ、現在の販売体制を構築している⑷。
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２．ホンダ販売店の特徴

２．１　四位一体型特約販売

　広汽ホンダの販売体制は「四位一体」の販売が特徴となっている。前述のように、「四位一体」

とは「販売（Saleか）・サービス（Seおぎice）・アフターパーツ（Spaおepaおがか）・マーケット情報のフィー

ドバック（Sきおぎeけ）」の４つの機能を、広汽ホンダと特約販売サービス契約を交わした「特約販

売サービス店」にそのすべてをまとめて遂行させる販売システムを言う。

　四位一体型の販売網は、日本でも見られる専売ディーラー網と同等のものである。中国におい

ても近年メーカー主導型の販売経路が増加しつつあるが⑸、広汽ホンダが初めての試みであった。

　広汽ホンダの特約店の売上を分析すると、新車販売による売上が全体の約6５～7５％、サービス

の売上が約８５～９５％となっている。広汽ホンダには、この「四位一体」のサービスを徹底させる

ために、全国の店舗を指導する７人の専任スタッフが配置されている。この専任スタッフは１人

で７５店舗程度を担当しながら、全国に点在する特約店のサービスを向上させている⑹。

２．２　１段階の特約販売店

　広汽ホンダの販売網は四位一体であるとともに、メーカーと最終ユーザーの間には唯一１段階

の特約販売店しか介在していないという特徴がある（米谷、７５５６）。そこでは基本的には転売が

許されておらず、特約販売店での小売価格は基本的には全国統一価格である。

　広汽ホンダがこの１段階の特約店販売を採用しているため、各特約店には CRM（顧客関係管

理）システムが導入されている。７５５6年に刷新した販売特約店管理システム「DMS（ディー

ラー・マネジメント・システム）」で集めたデータを有効活用し、販売力強化に結びつけようと

している⑺。このような情報のフィードバック機能と併せてメーカーに最終ユーザーの捕捉と特

約店販売に対するチャネル統制を可能にしている（米谷、７５５６）。また、広汽ホンダは７５５7年３

図表５－３　広汽ホンダの情報システム

出所：『日経コンピューター』７５５7年４月８５日号。
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月に主力であるアコード、オデッセイ、フィットの３車種について約5５万台のリコールを行った

が、この際も、情報のフィードバック機能がうまく機能したため迅速に対処できた⑻。

　広汽ホンダの四位一体による情報フィードバック機能の遂行は、メーカーが市場動向を把握す

るという一大目的を持つが、メーカーによるチャネル・コントロール、すなわち特約販売店に対

する統制ないし管理の手段として機能している（米谷、７５５６）。

２．３　特約店の選定方法

　広汽ホンダの特約店は同社が出資して設立したものではなく、広汽ホンダと特約販売サービス

契約を交わした特約販売サービス店に販売を委託している。

　しかし、販売体制を強化するため特約販売店の選定は、広汽ホンダが慎重に行う。特約店の選

定の流れとしては、まず出店希望者が広汽ホンダに申込みし、書類審査が行われる。書類審査に

合格すると、広汽ホンダの社員が現地調査を行い、諸条件（展示場、販売事務所、整備工場、サー

ビス施設、部品等販売スペース、駐車場を設けられる5５５５平方メートルの土地が用意できること、

固定資産の投資額よりも資本金が大きいこと等）を確認する。次に、現地調査を行った社員は、

広汽ホンダ内にある販売店評価会に報告し、フランチャイズ契約の可否を審査する。また、それ

と並行して販売店の店長候補者（大卒以上が条件）の面接も行われる。これら審査に通った販売

店と広汽ホンダは仮契約を行い、販売店は店舗の建設を開始する。そして、販売店が完成した後、

再度広汽ホンダの社員による審査があり、合格した販売店と正式契約が締結される⑼。このよう

に、広汽ホンダは特約販売店の審査も慎重に行い、本田の理念を理解し、本田のサービス水準に

合致する販売店を選んでいる。

　また、契約後も特約販売店と広汽ホンダ双方は以下のような事項を遵守しなければならない⑽。

①　広汽ホンダの製品を販売し、四位一体機能を一ヶ所で行う（展示場、販売事務所、整備工

場、サービス施設、部品等販売スペース、駐車場の設置）こと。

②　広汽ホンダの製品は他者を経由して販売しないこと。

③　広汽ホンダのコーポレートアイデンティティに合致し、従業員にも徹底した教育を行うこ

と。

④　特約販売店は、政府機関の許認可等販売に必要な手続きは自分で行い、自らの資金によっ

て設立、運営を行うこと。

⑤　特約販売店は、市場予測に基づいた年間販売計画、資源計画を広汽ホンダに提示すること。

⑥　販売特約店は、販売政策にもとづきユーザーを満足させるサービスを提供すること。

⑦　広汽ホンダは販売政策に基づき、特約販売店に対し製品を供給すること。

　以上は、遵守事項の一部を抜粋したものであるが、他の自動車メーカーに比べ厳格な契約事項

となっている。広汽ホンダでは各特約販売店が、上記の事項を遵守して販売活動を展開できるよ

う、個別指導と特約店販売会議なども通じ全体的にも指導している。
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２．４　販売管理

　広汽ホンダは、特約店販売網を構築するにあたって、開設する販売店を年間販売台数規模別に

分類している。（A）5５５台モデル店、（B）９５５台モデル店、（C）８５５台モデル店。このモデル店

ごとに、総面積、建物面積、展示ホール、サービス施設、検査場、部品・用品販売スペース、お

よび駐車エリアなどの面積とその配置の状況、従業員数、各職能別従業員数、総投資額、標準的

な経営状態などが設定されている⑾。

　広汽ホンダが最も力を入れているのは販売管理である。全国を華南、華北、華東、中西部に分

け、各地域に２～３人の巡回員を置き定期的に販売店を巡回させ、販売状況をチェックする。ま

た会社にはアフターサービス課があり、そこにも巡回員が存在し販売店のアフターサービス面を

チェックする。各販売店には統一価格で販売すること、直接最終ユーザーに販売することなどを

要求している。現在のように供給が需要に追い付かない情況に乗じる形で、定価より割高なプレ

ミア価格で販売することを堅く禁止する方針で指導している。規定違反した販売店を見つける

と、最初に警告し、警告を聞かない場合は供給台数を減らして、さらには販売権を取消すという

順序で措置が講じられる（劉、７５５７）。

３．事例研究

　以下では、広汽ホンダの販売店の事例として、広汽ホンダ汽車第一特約販売服務店（広汽ホン

ダ汽車第一販売有限公司）を紹介する。

　広汽本田汽車第一特約販売服務店（以下、第一特約店）は、広汽ホンダの４S 店の第一号店で

董事会

副総経理

総務部
アフター

サービス部
財務部販売部

修理・接待
部門

マーケティング
部門

販売業務部門

部品部門中古車部門買取部門

修理現場部門

カスタマー
サービス部門

総経理

図表５－４　広汽本田汽車第一特約販売服務店組織図

出所：インタビュー資料をもとに筆者作成
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あり６998年６６月３日に設立され、翌年の３月７6日から正式に営業を開始した。資本金は６１8５５万

元で、広州汽車集団公司が5６％、広州汽車集団商貿有限公司（広州汽車集団公司の子会社）が

９9％を出資している。

　第一特約店の総面積は６９１５５５m７、建物面積は6１８５５m７で、展示場、メンテナンス・修理スペース、

検査室、車庫、部品倉庫、休憩室、駐車場などを備えている。７５５9年現在の従業員数は６6５人に

達している。販売部（販売業務部門、マーケティング部門、買取部門、中古車部門）、アフターサー

ビス部（修理・接待部門、修理現場部門、部品部門、カスタマーサービス部門）、財務部、総務

部に分かれている。

　第一特約店でも、販売、サービス、アフターパーツ、マーケット情報のフィードバックからな

る「四位一体」の販売活動を行っているが、さらに車の保険のサービス、金融サービス、個性的

な製品の販売、中古車の販売、安全運転の教育の５つを加えた「九位一体」に発展させ、自動車

産業のサービス部門でトップになることを目標にしている。当店は、７５５5年６５月に中国汽車報で

全国トップ６５ディーラーに選出され、７年間連続して広汽ホンダから優秀特約販売サービス店に

認定されたりと模範的なディーラーと位置付けられている。

　第一特約店の販売台数は、６999年～７５５8年までの総計が６7１86６台⑿に達し、また、来店修理台

数も３万5１６７５台に達している。同店の７５５8年の売上は３億5１８96万元で、純利益は９７５万元である

が、６999年から７５５８年の５年間は毎年の純利益が７１５５５万元ほどあった。競争が激化し、各ディー

ラーは価格を下げたため、ここ数年は純利益が低下傾向にある。

　新車販売が激化する中、アフターサービスは収益源ともなっており、店の運営コストの約8５％

はアフターサービス業務からの収益により支えている。ホンダ系列以外の車も持ち込まれること

があり、それらの保守、修理なども行っている。また、顧客に安全運転プログラムを実施したり、

ダイレクトメールや電話などでキャンペーンを告知するなどし、カスタマー・リテンションにも

力を入れている。

５．まとめ

　本稿では、第一特約店の事例も見ながら広汽ホンダ汽車の販売体制を明らかにしてきた。中国

において自動車産業の競争は激化しているが、広汽ホンダは着実に販売台数を伸ばしている。こ

のような成果の背景には、広汽ホンダの４S 方式の販売店を重視した流通経路の存在があること

は間違いない。しかし、近年、他の自動車メーカーも４S 店開設を進めており、他社とどのよう

に差別化していくかが、広汽ホンダの課題となるであろう。

注

⑴　７５５9年９月６5日に行った、広州本田汽車第一特約店インタビュー調査に基づく。

⑵　『日経ビジネス』７５５５年１月８６日号。

⑶　７５５9年９月６5日に行った広州本田汽車第一特約店インタビュー調査インタビュー調査にもとづく。調査によ
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ると、販売店拡充計画の内訳については、広汽ホンダ系は約８8５拠点から９5５拠点以上へと拡充を図るほか、東

風ホンダ系では約７８５拠点を７6５拠点へ引き上げ、アキュラ取扱店も６8拠点から７5拠点へと拡充する計画であ

る。

⑷　アイアールシー（７５５9）『本田技研・本田グループの実態』アイアールシー。

⑸　最近では北京現代や、一汽豊田なども「四位一体」販売網を広げている。

⑹　峰如之介（７５５８）『中国にホンダを立ち上げた男たち』PHP 研究所。

⑺　『日経コンピューター』７５５7年４月８５日号。

⑻　７５５9年９月６5日に行った、広州本田汽車第一特約店インタビュー調査に基づく。

⑼　統一されたデザインに基づいて店舗設計がなされているかなどの審査がある。

⑽　７５５9年９月６5日に行った、広州本田汽車第一特約店インタビュー調査に基づく。

⑾　『四位一体型自動車販売システムの構築』の記述をもとに行った、７５５9年９月６5日のインタビュー調査によ

る。

⑿　第一特約店の販売台数を時系列でみると、６999年は６１999台、７５５５年６１5６７台、７５５６年６１6６９台、７５５７年６１6５5台、

７５５８年７１７７７台、７５５９年７１７７９台、７５５5年６１87５台、７５５6年６１5７６台、７５５7年６１869台、７５５8年６１95９台であった。

 （竹之内玲子）

第２節　東風日産喜龍専営店

　大昌行喜龍企業管理有限公司（以下、喜龍）は、自動車、食品、消費財の販売・物流サービス

等を行う、香港資本の大昌行集団有限公司が出資し、設立した会社である。なお喜龍は、自動車

の販売・修理・メンテナンス事業を行う企業であり、日産ブランドの自動車だけではなく、ホン

ダ、トヨタ、マツダのブランドも販売している。しかしながら、一番関係が深いのは日産であり、

日産のブランドについては輸入車から国産車まで、すべてのブランドを取り扱っている。同社は、

７５５７年に東風日産のフランチャイズ店である東風日産喜龍専営店（以下、喜龍専営店）をオープ

ンし、日産の輸入車の販売をスタートした。

　日産自動車が中国市場に参入したのは、東風汽車の子会社である東風汽車工業投資と5５％ずつ

の出資により、東風汽車有限公司（以下、東風日産）を設立した７５５８年６月である。後発の参入

ながら、設立初年度の３万9１85９台からわずか７年で累計生産台数７５５万台を達成した⑴。その原

動力は、競合他社を上回るスピードで次々に新車を投入した点にある⑵。さらに、世界の自動車

メーカーが参入する激しい市場において、消費者を満足させるようなプラスアルファの付加価

値、すなわち、アフターサービス等のカスタマーサービスが、高い水準で維持されているという

ことにも起因しているといえる。米調査会社 J３D３ パワー・アンド・アソシエイツが、７５５7年７

月末に発表した「中国におけるアフターサービス満足度調査」では、独高級車アウディにわずか

１ポイント差の２位に食い込んだ⑶。ただし、その後徐々にランキングを落とし、７５６５年７月末

発表の調査では、業界平均よりも７５ポイント強多く得点しているものの、ホンダ、レクサス、

MG ローバーの資産を買収⑷した中国企業である上海汽車工業の Roeくe（栄威）など外資各社の

後塵を拝し、６６位に転落している。このような状況を鑑みると、カスタマーサービスにおける競

争もかなり激化していると見られる。
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　東風日産のディーラーである喜龍専営店は、東風日産と連携し、他社との差別化を目的として

顧客接点におけるさまざまな取り組みを強化している。そこで本稿では、喜龍専営店の状況をカ

スタマーサービスを中心に整理していくものとする⑸。

　喜龍専営店は、敷地面積１万７１５５５m７、建築面積９１7５５m７の、日産の４S ディーラー⑹である。

輸入車から国産車まですべての日産車の販売と、日産の技術研修のもと、高度かつ包括的な車両

メンテナンスサービスを行う。組織は、販売、顧客サービス、マーケティング、財務、管理の５

つの部門に分かれており、この５つの大きな部門の下に、さらに小さな部門が紐づいている。た

とえば、販売部門の下に中古車の販売部、顧客サービス部門の下に部品部が紐づく。従業員数は

６７５名程度であり、販売部門に８５名、財務、管理、マーケティングに合計７５名、顧客サービスの

部門に残りの人員が配置されている。５つの各部門にはマネージャーがついており、それぞれの

部門のスタッフを管理している。

　喜龍専営店の下には、さらに小さい販売店が設けられている。販売店には直営販売店と非直営

販売店の２種類があり、前者は喜龍が出資し設立した販売店で、日産の自動車を販売しているが、

自動車修理は行っていない。後者は、喜龍の出資がない販売店で、さまざまな自動車メーカーの

ブランドを販売している。

　このような販売体制の中、喜龍専営店では月平均６7５台を販売しており、年間では６１9５５台ほど

の販売台数を誇る。東風日産の販売代理店のうち、中レベルの代理店では、年間販売台数が６１５５５

台程度⑺ということなので、喜龍専営店は上レベルの代理店といえる。さらに、中国全土で８５５

社ほど存在する東風日産販売代理店のうち、喜龍専営店の販売台数はおおよそ６５５番以内に入る

水準に達しているという。７５５７年は輸入車のみを扱っていたため、価格の高さもあり、年間約

７５５～８５５台の販売台数に留まっていたが、７５５９年より、国内生産の日産車の販売を開始し、７５５6

年には６１５5５台を販売するまでに成長した。さらに７５５7年には、物価政策の影響で６１76８台に急増、

７５５8年には６１95５台に達した。顧客のほとんどは個人消費者であり、政府および法人に対する売

上は５％程度に留まる。個人消費者向けの販売のうち、先述の直営と非直営の販売ネットワーク

が５％程度を占め、他に、電話を通じた販売が５％程度を占める。残り85％が、喜龍専営店での

直接販売である。

　その販売促進手法は、顧客との関係構築を基本としている。同社では、販売差別化手法として、

展示会の開催、会員クラブの２点を挙げているが、そのどちらも、顧客とのコミュニケーション

の手段であるといえる。前者は、法人営業の場合、クルマを会社までもっていき、展示会を行う

ものであり、個人営業の場合、さまざまなイベント会場に販売や保険に携わるスタッフが出向き、

総合的な相談・販売活動、ときには試乗サービスを実施するものである。たとえば広州で栽培さ

れたお茶の市場での販売活動では、毎月の販売台数が８５台くらいあるという。また会員クラブは、

店舗での休憩エリアやフリードリンクの提供から、点検、洗車・清掃などのメンテナンスまで、

会員のレベルに応じてさまざまなサービスを受けることができる。たとえば年間７５５元を支払う
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会員の場合、年間8５５件くらいのサービスを提供するという。なお会員獲得にあたっては、東風

日産の会員に対して喜龍のサービスを紹介するなど、東風日産の支援を活用している。また、５％

の売上を占める電話を通じた販売でも、来店を促し、コミュニケーションを通じて顧客の購買意

欲を喚起しようとする。電話を通じた販売では、大多数の顧客が、テレビや映画のコマーシャル

を見た後、直接電話をかけてくる。その際に、初めはあまり強引にクルマの紹介をせず、まず顧

客のニーズをきちんと理解し、顧客の質問に答え、本当に興味をもった場合に来店を促す。実際

に店でクルマを見てもらった上で、購入を決定してもらうという方針である。

　顧客との関係構築にもとづいた販売促進活動によりクルマを販売した後は、アフターサービス

において、顧客との関係を“維持”していく活動が重要となる。同社でも、トヨタ自動車など他

社の系列ディーラーと同様に、自動車の販売ではほとんど利益が出ておらず、利益はアフター

サービス分野で出しているというのが実情である。喜龍専営店の自動車販売の年間売上高は２億

5１５５５万元に達しており、アフターサービスは８１５５５万元ほどであるが、８分の１ほどを占めるア

フターサービスの売上が、利益の源となっているのである。それだけ重要な分野であるからこそ、

顧客サービス部門に従業員の半数近くが配置されているのもうなずける。

　労働集約型のアフターサービスでは人材の確保が重要課題となるが、同社ではそのために次の

４つの方法を取っている。まず、新聞への採用広告の掲載である。次にインターネットを利用し

た求人。三つ目は、喜龍の内部異動。そして最後に、契約した専門学校からの卒業生の受け入れ

である。まずは見習い生として働いてもらい、合格だと認められた場合に、卒業後、正社員とし

て採用する。とくに専門学校との契約では、整備工やセールスのような専門的な人材を確保する

ことが可能となっている。

　専門技術を有する人材の確保により、レベルの高いサービスを提供する一方で、品質管理によ

り、そのレベルを維持している。東風日産では、第三者に依頼して、各ディーラーに対するアフ

ターサービスの満足度調査を行っている。その調査から、顧客のディーラーに対する満足度がど

のくらいあるのかが把握できる。調査項目は６9項目あり、自動車のアフターサービスに関する項

目がすべて含まれており、各項目には基準が設けられている。ディーラーはその基準どおりにア

フターサービスを行っているかどうか、常にチェックされるのである。

　また、東風日産ではディーラーに対する教育にも熱心である。とくに自動車の修理面を重視し

ており、半年ごとに各ディーラーを講師が訪問し、従業員教育を行っている。訪店時には、販売

からアフターサービスまで、ディーラーの全活動に対して点数で評価を与えている。さらに７５５8

年に設立されたトレーニングセンターでは、顧客サービスのポリシーである「Niかかan Saleか and 

Seおぎice Waけ」を徹底すべく、各ディーラーに対する集合研修を行っている。また東風日産が、

アフターサービスの全体的な流れについて統一基準を定めているので、各ディーラーはその基準

に沿ってアフターサービスを行う。したがって顧客は、どのようなサービスがあるのかをすべて

把握することができるし、どのディーラーに行っても同じサービスを受けることができる。しか
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も顧客には、日産の中国におけるディーラー約８５５社のリストが渡されるので、そのリストの中

から好きなディーラーを選ぶことができる。さらに、自動車の修理を行った後には必ず顧客に連

絡を入れ、修理の内容や従業員のサービスについて、満足したかどうか、何か要望がないかどう

かを確認している。このことは、ディーラーに対する不満足発生の抑止力として働くと同時に、

満足度の向上にもつながっているといえる。さらに緊急時にも、東風日産の支援体制が充実して

いる。東風日産は各ディーラーに対して７９時間の緊急救援サービスを提供しており、緊急の状況

があった場合に電話すれば、７９時間いつでも対応してくれるのである。

　以上のように、喜龍専営店のサービスは高い質で維持されており、そこには東風日産の支援が

重要な役割を担っている。７５５９年後半頃から、大手自動車メーカーがディーラーに対して過度な

プッシュ戦略を取ったことが、クルマの投げ売りや、契約ディーラーでないルートに在庫が流れ

るという問題を生じたが、その一方で、販売店との共存共栄を目指したメーカーも存在した⑻。

広汽トヨタ自動車（GTMC）は、生産・流通・販売にわたる「究極のジャスト・イン・タイム」

体制を構築すべく、ディーラーに対して、教育によるサービスの「品質管理」を徹底していたが、

東風日産でも、標準化、訪店教育、販売店サポートを行い、サービス品質の維持・向上に努めて

いることが見て取れた。ただし東風日産では、GTMC の「SLIM」⑼のような IT システムの導入

は行われていなかった。在庫については、東風日産から大まかな指導を受けるが、自店の実際の

状況に応じて、自店で調整する。在庫はあまりもたず、過去によく売れている車種、仕様のもの

に限って少数を保有する。また与信を通じた資金面の支援を行うこともあるが、ディーラー側で

は資金コストを勘案し、現金での支払いが志向されている。実際に喜龍専営店では、現金支払い

が約８割に上り、与信はあまり活用されていない。

　大まかに区別すると、GTMC はハードウエアの整備によりディーラーをサプライチェーンに

積極的に組み込む方法、東風日産は、ハードウエア面よりもソフトウエア面を中心にディーラー

との関係を構築する方法を、それぞれ取っている。今回調査を行ったディーラーの中で、GTMC

の場合、生産・販売会社が合弁相手であり、東風日産の場合、第三者の資本であるため、その点

から生じた違いも含まれている可能性がある。しかしながら、ディーラー網の構築における姿

勢・方針として、大きく外れるものではないと予想される。一方で喜龍については、東風日産の

ディーラーという、どちらかというと受動的な事業活動に焦点をあてるに留まっている。同社は

複数のメーカーの自動車販売を手がける商社であるため、各自動車メーカーとの間で構築した関

係資産や、蓄積した知識資産などを、今後どのように自社の事業全体に活用していくのか、ある

いは活用していかないのかが、大変興味深い調査課題として残されている。制度的にもリソース

的にも現地資本との協業が求められる中国自動車業界では、自動車メーカーおよびディーラーの

接点にある戦略と、それぞれの事業体で行われる戦略とを比較して観察していくことで、より正

しい現状分析ができるのではないかと考える。この点を今後の調査課題としたい。
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注

⑴　サーチチャイナ　hががp:４４neくか３かeaおchina３ne３jp４diかp３cgi?け=７５６５&d=５9５8&f=bきかineかか_５9５8_７６６３かhがml〈７５６５

年６５月６５日参照〉。

⑵　『日経ビジネス』７５５7年６７月６7日号。

⑶　J３D３ Poくeお Aかia Pacific Repoおがか　７５５7年７月８５日号。

⑷　７５５5年に南京自動車が MG ローバーグループのブランドを含む一部資産を買収し、７５５7年に上海汽車工業

（集団）総公司が南京汽車集団を買収した。

⑸　内容についてとくに出典の明記がない場合、７５５9年９月に実施した東風日産喜龍専営店でのインタビューに

もとづく。

⑹　新車販売、部品販売、アフターサービス、情報フィードバックの４つの機能を提供するディーラーのこと。

⑺　ウェネバービジネスオンライン　hががp:４４くくく３かhくalkeお３com４china４かpecial４７５５7５6４indeぐ５７３hがml〈７５６５年６５

月６５日参照〉。

⑻　矢作ほか（７５５9）。

⑼　Saleか Logiかがicか Inがegおaがed Managemenが。生産・物流・販売からアフターサービスまでを一貫して管理する

自動車流通システム。

 （今井　利絵）

第３節　広汽トヨタ第一店

　広汽トヨタ第一店は、広州汽車集団股份有限公司（以下、広汽集団）の子会社である広汽集団

商貿有限公司の６５５％子会社である。広州トヨタ自動車（Gきangげhoき Toけoがa Moがoお Co３１ Lがd３以下、

GTMC）の、中国で初めてのディーラーとして、７５５6年６月にスタートした。現在では、

GTMC のディーラーは９社あり、そのうち３社は広汽集団の資本である。残り６社のうち、１

社は国営資本、５社は民営資本で運営されている。またトヨタ系ディーラーの店舗数は６7５余あ

るが、他店の運営開始前には、必ずこの店に来て見学を行うという模範的店舗となっている。店

舗面積は、１万６１９5７m７、展示場は６１6５５m７、修理場は８１９５５m７であり、GTMC の基準に沿って建

てられている⑴。

　トヨタの中国生産合弁会社の販売チャネルには２つのパターンがある。第一汽車集団公司（以

下、一汽集団）との乗用車生産合弁会社（以下、一汽トヨタ）⑵の車両販売会社である、一汽ト

ヨタ自動車販売（Faく Toけoがa Moがoお Saleか Co３１ Lがd３ 以下、FTMS）を経由して、ディーラーま

で流れるチャネルと、広汽集団との乗用車生産・販売合弁会社である GTMC から直接ディーラー

まで流れるチャネルである⑶。

　前者は、７５５７年８月から一汽集団との乗用車生産の体制づくりが先行し、その後７５５８年９月に、

複数の工場が生産した車両を、それぞれ直接販売店に卸していた体制を統合するため、一汽集団

との間で車両販売の合弁会社を設立⑷したという経緯にもとづいて構築された。車両販売会社で

ある FTMS の設立により、それまでのディーラーが直接工場に注文するという商取引方式は、

すべてのディーラーが FTMS に注文する方式に変わった。このように、複数の工場の車両を１

社のディストリビューターが取り扱う仕組みをつくったのは、中国ではトヨタ自動車が初めてで
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あった⑸。その後さらに、サプライチェーン全体の一元管理が、GTMC の設立により進められた。

　７５５９年９月に設立された GTMC は、乗用車生産と販売の機能を合わせもち、生産から流通・

販売までを統括した。そのため、他の拠点と異なるチャネルが形成されることになった。新たな

体制が取られた背景には、豊田章男トヨタ自動車社長の想いがあった。GTMC の設立にあたっ

ては、豊田社長が本部長の立場で関わっており、「徹底的にジャスト・イン・タイムにこだわっ

た工場や販売・流通網をつくる」という理念で推進された⑹のである。

　さらにマネジメント層には、新時代のジャスト・イン・タイムをモデル化するため、初代社長

としてトヨタ生産システム（以下、TPS）のエキスパートである葛原総経理を招いた。日本で

GAZOO や G２BOOK を開発した e２TOYOTA からは、社長補佐として友山総経理助理を派遣し、

e２CRB（eぎolきがionaおけ Cきかがomeお Relaがionかhip Bきilding）や SLIM（Saleか Logiかがicか Inがegおaがed 

Managemenが）の展開を経営上の重要課題として進めさせた⑺。生産面と販売面の双方で TPS を

徹底し、サプライチェーン全体のシステム化を追求したのである。

　そのため広汽トヨタ第一店は、TPS における顧客との接点として、ディーラーオペレーショ

ン・顧客管理システム e２CRB の導入はもちろんのこと、ディーラーの教育センターとしての役

割を担うなど、流通面での TPS の徹底を推進する機能を有する。

　e２CRB の中核を担うのが、iCROP（inがelligenが Cきかがomeお Relaがionかhip Opがimiげaがion Pおo２

gおam）である。顧客データベースや営業活動履歴をもとに、セールススタッフやサービスアド

バイザー、エンジニアなど、各スタッフの活動計画を自動的に作成し、統合的に管理する仕組み

である。iCROP は、サービス部門における「カンバン」システムである SMB（Seおぎice Man２

agemenが Boaおd）、セールス部門における「カンバン」システムである SPM（Saleか Pおoceかか 

Managemenが）、３D 商談支援システムである TCV（Toけoがa Caお Vieくeお）などと連携し、ディー

ラーの顧客関係を統合管理する。また、広汽トヨタの生産・物流・販売管理システム SLIM（Saleか 

Logiかがicか Inがegおaがed Managemenが）のディーラー側機能を担う、車両在庫管理システム IMS

（Inぎenがoおけ Managemenが Sけかがem）も導入され、車両サプライチェーンも「見える化」されてい

る。これらのシステムはトヨタ自動車用に開発されたものを日本から導入しており、同様のシス

テムは世界の十数ヵ所の同社工場でも導入されている。

　広汽トヨタでは、ディーラーに対して、この e２CRB の導入を義務付けるだけでない。同シス

テムを定着させるために、専任スタッフをそろえ、新規販売店向けの指導、既存店への巡回、効

果測定など、さまざまな教育体制を組んでいる。広汽トヨタ第一店には、GTMC の研修施設が

併設されており、e２CRB の導入時には、販売店の董事長、総経理、全マネージャークラスがこ

こで教育を受けるのである⑻。この研修施設は、建物の３階に設けられており、８１6５５m７の広さで、

６7の教室がある。

　研修施設では、e２CRB の教育だけでなく、販売や修理に関するディーラー研修も行われている。

６７～６5日の期間で、総経理、副総経理、経理、販売、アフターサービスなど各部門のプロフェッ
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ショナルを対象とし、GTMC から派遣された教員が教育を行う。資料や教科書、教材・道具等

も GTMC から提供されている。販売店と研修施設が併設されていることで、実際の店舗の各部

門を見学することができ、具体的な指導につながっている。費用は各ディーラーが負担し、おお

よそ一人あたり5１５５５元から9１５５５元となっている。研修を受けたマネジメント層やプロフェッショ

ナルは、各店舗に戻り、研修で身に付けた知識をその他のスタッフに教えていく。その後は、各

店舗にて毎週１回教育会や研修会を行い、前週に起きた問題点や意見などを交換し合い、スタッ

フ間のコミュニケーションを図って、その知識を維持・向上していくのである。

　以上のように、IT システムによるサプライチェーン上の車両情報、顧客情報、販売情報の「見

える化」と、教育によるサービスの「品質管理」が模範的なレベルで行われており、さらにその

レベルを全部の販売網に徹底させる拠点となっているのが、広汽トヨタ第一店である。事実、広

汽トヨタ第一店では、中国内の広州トヨタ系ディーラーの月間平均販売台数の３倍にあたる、約

７5５台を売り上げている。

　さらに、このような「見える化」と「品質管理」のための仕組みの導入は、ディーラーの収益

構造に変化をもたらしている。広汽トヨタ第一店では、整備・修理工場に入庫する車両は月平均

８１5５５台に上り、整備・修理サービスによる収益は９５５万元を超えるなど、同サービスの売上が大

きなプレゼンスを占めている。店頭でも、整備や修理のためにやってきた顧客が、サービスヤー

ドの入り口にある待合室に溢れかえっていた。広汽トヨタのディーラー全体でも、サービスの売

上が右肩上がりで伸びている。その結果、サービスは利益率が高いため、売上は圧倒的に新車販

売による割合が多いが、利益はサービスで出すという構造になっている⑼。メーカー側の主導に

より、新車販売を中心とした収益構造から、サービス売上を中心とした収益構造への移行が、ト

ヨタの自動車販売のビジネスモデルとして構築されつつあることがわかる。さらにサービス売上

の向上は、収益構造の強化だけでなく、顧客との関係性の構築・蓄積を意味する。自動車購入時

のみの一度きりの取引ではなく、買い替えを含めた、顧客のカーライフ全般を通した取引関係へ

とつながる可能性をもつといえる。顧客のカーライフ全体をサポートする拠点としてのディー

ラーという、GTMC の戦略意図が反映されたチャネル体制が実現されようとしている。

　以上のように広汽トヨタ第一店は、生産・流通・販売にわたる「究極のジャスト・イン・タイ

ム」体制に組み込まれ、その「販売側の教育役」としての機能を果たしている。そのためトヨタ

自動車は、広汽集団系列企業の６５５％子会社である広汽トヨタ第一店や中国資本の企業に対して、

e２CRB システムを導入するだけでなく、教育のための資材や人材をも送り込んでいるのである。

トヨタのビジネスモデルを実現するためのハードウエアだけでなく、ソフトウエアをも積極的に

導入している状況といえる。広州地域では、日本におけるトヨタとディーラーとの強い関係を再

現すべく、製販一体型のビジネスモデルの推進に邁進している様子が見て取れる。このような積

極的なリソースの移転の結果、今後、サプライチェーンにおける全方位的かつ有機的なトヨタ

ウェイが、広汽集団などの中国企業にどの程度模倣されうるのか、注視していきたい。
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注

⑴　広汽トヨタ第一店の現地調査は、７５５9年９月６5日に実施した。本稿の記載は、とくに注記しない限り、この

調査で入手した資料およびヒアリングにもとづく。

⑵　天津一汽トヨタ自動車有限会社（Tianjin FAW Toけoがa Moがoお Co３１ Lがd３ 以下、TFTM）および四川一汽トヨ

タ自動車有限会社（Sichきan FAW Toけoがa Moがoお Co３１ Lがd３ 以下、SFTM）。

⑶　矢作ほか（７５５9）。

⑷　資本金７１5５５万米ドル、第一汽車８8％、トヨタ８７％、天津一汽トヨタ７5％、四川一汽トヨタ５％を出資。

⑸　矢作ほか（７５５9）。

⑹　レスポンス自動車ニュース　hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５６５４５８４７5４６８8６66_７３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。

⑺　レスポンス自動車ニュース　hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５６５４５８４７5４６８8６66_７３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。

⑻　レスポンス自動車ニュース　hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５５9４５7４６6４６７7７5６３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。

⑼　レスポンス自動車ニュース　hががp:４４おeかponかe３jp４aおがicle４７５５9４５7４６5４６７7６6９３hがml〈７５６５年７月８６日参照〉。

 （今井　利絵）

第４節　広州競馬場汽車城

　中国では６99５年代以降、とりわけ WTO 加盟後、自動車産業の発展に伴い、自動車販売市場は

次第に売り手市場から買い手市場へと移行した。それにより、自動車メーカーは、これまでの製

造一辺倒の経営スタイルの見直しを迫られるようになった。その結果、特に日本メーカーとの提

携に成功した大手メーカーでは、製造と同時に販売、アフターサービスをも含めた一体型販売網

を構築するようになった。これは、販売店４S（Sale、Spaおe paおが、Seおぎice、Sきおぎeけ）モデルと

呼ばれている。一方、メーカー系列には属さない独立系販売ディーラーも雨後の筍の如く立ち上

げられ、あらゆるメーカーの自動車およびその関連サービスを取り扱う組織として大きな市場

シェアを占めている。

　広州市では、日系３社（トヨタ、日産、ホンダ）はそれぞれ日本におけるノウハウと経験を基

盤にした直営ディーラー網を構築している。しかし４S モデルの販売店ネットワークを構築する

には、多額の投資資金と長期間にわたるノウハウの蓄積が必要となるため、ある程度のシェアを

確保できた大企業を除き、中小規模のメーカーや新興のメーカーにとっては大きな壁となってい

る。こうしたメーカーのディーラーの多くは事業形態が販売に偏重する傾向にあり、その他の機

能は必ずしも十分に果たせているとは言えない。広州においても、こうしたメーカーのディー

ラーは散見され、海外の高級メーカー車から現地中級車、そして現地の小型車とあらゆるブラン

ドを取り扱っている。特定メーカーと専売契約を結ぶいわゆる１級販売ディーラーがある一方

で、１級ディーラーとサブ販売契約した２級ディーラーも数多く存在する。同時に、このような

ディーラーの多くはアフターサービスの機能を提供していないため、保守・点検、修理を専門と

する企業が必要となり、広州市内の至る所で見受けられる。

　近年、中国では自動車販売をクラスター化する動きが盛んになってきており、できるだけ多く

のメーカーのディーラーと各種自動車関連サービスを提供する店舗を１カ所に集積させる、いわ
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ゆるワンストップ・ショッピングを目指す自動車城が各地域に建設されている。広州市において

は、建設当初アジア最大の汽車城⑴と言われた競馬場汽車城が、同市の自動車販売シェアの７5％

を占めるほどの活況を呈している。現在、市民の間では自動車を買う際には、汽車城に足を運び

市況を確認するのが当たり前になっているほど、影響力と親しみを兼ね備えたクラスターとなっ

ている。広州市およびその近郊では、競馬場汽車城のほか、晶都汽車城、美居中心汽車城、国際

名車城など複数の汽車城が建設されており、一大自動車販売集積地が形成されつつある。

１．広州競馬場汽車城の概要

　広州競馬場汽車城は華南地区最大の汽車城であり、総面積は７６万m７、建築面積は６７万m７であ

る。天河区珠江新城のセンター地域に位置し、南には地下鉄５号線の競馬場駅があり、北は黄埔

大通りに隣接し、東は華南快速道に接続するという好立地にある。同汽車城は、花城コンベンショ

ンセンターや自動車登録・安全検査サービスを提供するサービスセンターなど、一流の施設を有

している。７５５9年現在、汽車城には４S 店（販売およびアフターサービスを扱う）が約７５社、メー

カー専売ディーラーが約８５社、２級代理店（ブローカー）が約７5社、自動車修理会社が約７５社入

居しており、広州自動車産業の総合的なサービス・プラットフォームとなっている。

２．広州競馬場汽車城の歩み

⑴　汽車城の前身：競馬場時代

　６99７年、広州市政府は福祉基金の財源として、香港の競馬場をモデルにした競馬ビジネスを企

画した。同年、広州競馬会が設立され、競馬場も建設されたものの、当時の中国政府はギャンブ

ル性を帯びた競技や娯楽活動は禁止していた。そのため、同市政府は対外的には運動性および娯

楽性を強調すると同時に、市の役人や広東省政府の役人が視察する写真などを極力メディアに登

場させないように注意を払い、宣伝活動は差し控えた。

　こうした暗黙の取り決めの下で、６99７年８月より香港企業の先行投資により競馬場の建設が進

められ、５カ月後の６99８年１月に広州競馬場が竣工した。竣工と同時に、広州競馬娯楽総公司が

立ち上げられ、当時の国営農工商連合総公司の総経理だった黄啓亘が娯楽総公司に異動となり、

董事長の地位に就いた。競馬場の経営は、広州競馬娯楽総公司と広州競馬会の２つの組織によっ

て行われた。広州競馬の会長は、当時の広州市副市長が務めた。初期の競馬場の競走馬はすべて

国産馬だったが、後にオーストラリアからサラブレッドを輸入したり、競走馬と騎手を全国各地

から集めたりするなど、各種整備が急ピッチで進められた。６99８年１月時点で、広州市が高い注

目度を上げ、６５8社が会員として入会した。その後、競馬場の知名度は急速に広まり、中国本土

の発展地域、東南アジア、オセアニアなどから、数多くの競走馬、馬主、会員が集まった。最盛

期の６998年には、広州競馬会に所属する競走馬は６１５５５頭余り、馬主は5５５人強、会員は5１５５５人を

超えていた。しかし表向きの隆盛とは裏腹に、経営赤字が次第に膨らんでいった。放縦な経営に
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より、６999年の競馬場の負債総額は６７３5億元に達し、毎月5５５～6５５万元の損失が続いていた。そ

うした折、董事長の黄啓亘が収賄および横領の罪に問われ、６9年の実刑を受け、現在も服役中で

ある。

⑵　三鷹汽車城時代

　６999年の広州競馬場の廃業以降、広州市政府および広州競馬場娯楽総公司の両者は、競馬場の

既存資産とその跡地利用について苦慮しつづけていた。そうした中、７５５７年に広州汽車セールス

業界協会による『競馬場の再利用と汽車市場の設立に関するプロジェクト提案書』が政府内で審

議、認可された。それを受け、正式に一般公募という形式での経営企業の入札が行われた。その

結果、広州市三鷹実業有限公司⑵が落札し、汽車城の経営権を獲得した。７６万 k㎡の敷地に６３6億

元を投資し、場内施設の建設に充てた。６５５店舗近いディーラーとサービス・修理企業を誘致し、

７５５８年６７月に複合的自動車販売・アフターサービス施設として正式に営業を開始した。開業当初

より、テナント料から経営利益と施設運営費を捻出するという一般的なビジネスモデルであっ

た。広州市内には専売店ネットワークや汽車城などが数多くあるが、三鷹汽車城は多様なメー

カーとその商品、アフターサービスの完備、庭園風の快適な城内環境、娯楽施設の併設、大型

ショールーム、有力４S 販売店、名車ショールーム、ライセンス申請、自動車ファイナンス、保

険、修理などの機能を集結させた総合的販売センターとして、総合性と高級性をアピールし、そ

の独自性を打ち出している。さらに、競馬場の幅６m、総長７１5５５m に及ぶ競馬コースを利用し、

全長65５m の試乗車道を整備し、場内で試乗できるサービスを提供した。

　三鷹汽車場は開業当初から比較的順調な滑り出しで、入居率は85％、センターショールームの

稼働率は95％に達していた。広州市政府および競馬場娯楽有限公司との５年間という期限付きで

の経営権であったが、三鷹側は５年後の期限延長について、あくまで楽観的な見方をしていて、

最低６5年間の経営権確保を目論み、城内施設の企画はすべて中長期の計画に基づいて行われた。

しかし契約期間の５年にわたって、人員過剰（約5１５５５人の元競馬場の従業員を抱えていた）、独

自性の欠如および入居テナントのテナント料滞納により予想以上に利益を上げることができず、

１億元以上の累積損失を計上した。汽車城の設立当初、広州市政府は経営を活性化することで、

市内への経済的波及効果を期待していたが、三鷹汽車城は始終隆盛の潮流を乗ることができず、

政府の期待に背く結果となった。そのため、市政府は汽車城の経営権を広州市競売娯楽公司に移

譲する決定を下した。

⑶　競馬場汽車城時代

　７５５7年、広州競馬娯楽総公司の汽車城回収以降、汽車城の経営状況は改善する気配が見えはじ

めた。広州競馬娯楽総公司はハードとソフトの両面から経営の見直しを図り、巨額の資金を投じ、

汽車城内の整理・改装、道路の改修、案内標識の新設、ゴミ処理、すべての出入り口をカバーす

る監視カメラの設置などを行った。現在、入居ディーラーは６６５社以上にのぼり、8５社以上のブ

ランドを取り扱っている。また大型イベントと多数の来訪者に対応できるように、大型駐車場が
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６５ヵ所完備されている。汽車城内は東西南北の４つに区画され、それぞれのカテゴリーごとに

ディーラーがわかりやすいように配置されている。東区は主に修理およびメンテナンスの企業が

配置され、西区は中国の大手ジョイントベンチャー・ディーラー（東風日産、上海 GM、一汽フォ

ルクスワーゲンなど）が集中している。その多くは、４S モデルに基づいた経営スタイルである。

北区には高級輸入車メーカー（RR、ポルシェ、マセイディス、ボルボなど）を配置した。これ

らのディーラーはメーカー直営ではなく、多くはサブ代理店であり、複数のメーカーの商品を取

り扱っている。そして南区は、中国独自のブランドを取り扱うディーラーを配置した。これらの

ディーラーも輸入車ディーラー同様、１つのディーラーが複数のメーカーの商品を取り扱ってい

る。

　以上の４区画に加え、７５５9年には店舗に宣伝活動の場を提供する「新北広場」が新設された。

さらに、ワンストップ・ショッピングの利便性を高めるため、同じく７５５9年に８５５万元を投資し、

約８１５５５km７の車輌購置税の処理センターを設置し、利用者に行き届いたサービスを提供してい

る。管理面においては、市場管理センター、ブランド販売センター、顧客サービスセンターなど

の専門的な管理によって、高品質のサービス提供を目指している。

　７５５8年における汽車城の売上額は７6億元に達しており、販売台数は約２万台となっている。ま

た、修理台数は約６6万台であり、その売上額は9１５５５万元にのぼっている。こうした経営努力の

結果、競馬場汽車城は広州汽車販売産業協会が主催した「７５５9年度珠江デルタ地域自動車販売

サービスランキング」の選定において、「７５５9年度優秀自動車市場賞」を受賞した。

３．今後の展望及び課題

　広州市政府は広州およびその周辺地域を「中国のデトロイト」に育て上げていくという強固な

信念を抱いている。実際、外資とりわけ日本のメーカーとの提携によって、中国の自動車産業の

一大生産・消費基地として発展している。現在、広州市の自動車保有台数は、北京に次いで第２

位であるが、広州市周辺地域の生活水準の向上に伴って、自動車販売台数はいっそう増加すると

期待されている。競馬場自動車城の経営権回収、回収後の拡大投資、経営一新策などは、まさに

今後の市場拡大の期待感に裏打ちされた決断と言えよう。

　しかし、競馬場汽車城の歴史を振り返ってみると、今回の経営一新が必ずしも成功を保証する

わけではないということがわかる。競馬場汽車城の課題を整理すると、以下の３点が焦眉の課題

として指摘できる。

　まず、国有臨時用地と契約期間という国の制限によって、長期的な経営戦略やビジョンを立て

ることが非常に困難な点である。広州競馬場汽車城の用地は国有臨時有地であり、上述のように

１回の賃貸契約期間は５年である。自動車サービス業は優れたハード施設への多額の先行投資が

必要となるが、コストを回収するには５年という契約期間では明らかに短すぎる。広州市の自動

車販売企業用地の大半が臨時用地であり、企業の発展にとっては非常に不利な状況にあるといえ
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よう。そのため、投資家も経営者も巨額の投資や先進的な設備投入ができず、結果としてサービ

スレベルの低下、汽車城人気の凋落へと繋がり、停滞を招くことになってしまうのである。

　第２に、汽車城は大型自動車交易市場として、規模の効果や社会的効果はあるが、汽車城には

数十社ないし数百社以上の自動車販売会社および自動車サービス会社が集積しているため、あら

ゆる面において管理が手薄になってしまう点である。また、汽車城内で必ずしも立地条件の良い

場所を確保できるとは限らず、立地条件の悪い経営者にとっては高額な入居料を支払ってまで入

居するメリットは感じられないであろう。さらに、以前に比べテナント料がかなり上がったこと

が、入居意欲を削ぐことになっている。今後、数多くのサービス企業を惹きつけるためには、管

理・運営能力を持続的に向上させる努力が必要不可欠である。

　第３に、汽車城内ではメーカー品のブランドを不正に使った偽造部品を取り扱っている店舗が

多数あるという点である。汽車城の集客力ゆえに、偽造部品の販売ルートとしても絶大なマイナ

ス効果を発揮しており、消費者はメーカーの純正品の部品ではなく、汽車城で偽ブランドを買う

のが一般的になっている。テナント維持を優先し、偽造部品の取り締まりを疎かにする利益優先

の経営スタイルは、今後の同市における自動車産業の長期的かつ健全な発展を大きく阻害する要

因となるであろう。

　以上のように、競馬場汽車城には解決すべき課題はあるが、さらなる発展の可能性も高い。広

州市の中古車市場は新車市場とは独立した経営となっている。したがって中国国内の大部分の大

型自動車交易市場とは異なり、競馬場汽車城では中古車販売事業は行われていない。ところが、

中古車市場の発展は新車販売を促進し、自動車部品市場、維持・修理サービス市場、自動車金融・

保険市場、レンタル市場などの発展を促し、自動車市場全体の発展にとって重要な役割を果たし

ている。今後の中古自動車市場の発展は、競馬場汽車城にさらなる飛躍への大きなチャンスをも

たらしてくれるであろう。

注

⑴　現在、中国最大の汽車城は上海汽車城である。競馬場汽車城は華南地区では最大である。

⑵　三鷹実業公司は広州市天河広発経済ポータル発展有限公司、広州汇中貿易有限公司、広州呉川市建築公司の

３社の共同出資によって設立された企業である。

 （井上　葉子）
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第１節　華南日通国際物流（深圳）

１．はじめに

　日本の物流業におけるリーディングカンパニーである日本通運は、グループ内に８ＡＢ（うち国

内７ＤＣ社）の子会社・関連会社を有し、海外営業基盤は８Ｃヵ国にＢＥ社８Ｄ７拠点を保有する、グロー

バル企業グループである。７５５Ｅ年３月期の連結売上高１兆Ｄ１７ＤＥ億円、海外売上高は約８１Ｂ９９億円

で、総売上高の６Ｅ３Ｅ％を占める。そのうち、米州と欧州は、それぞれＥ７Ａ億円、Ｅ７Ｄ億円と同程度

だが、アジア・オセアニアは６１ＣＥ７億円と、米州、欧州を倍近く上回り、海外売上高の９Ｅ３７％（連

結売上高のＥ３Ｄ％）を占める重要な市場となっている。

　アジア・オセアニア地域の中でも中国は非常に重要な市場であり、７５５Ｃ年６７月時点で８Ｂ都市、

６Ｄ現地法人、６５６拠点のネットワークを構築している。中でも華南地域は、自動車産業の発展と

ともに自動車関連物流の重要な拠点に成長しており、中国国内および国外物流において重要な位

置を占める。そこで本稿では、広州地域の自動車生産部品物流の中心的役割を担う、華南日通国

際物流（深圳）の「広州マルチロジスティクスセンター」について概観していく⑴。

２．日本通運のグローバル展開と華南日通の役割

　日本通運は現在、米州、欧州、アジア・オセアニアで事業を展開している。

　米州地域では、米国、カナダと、メキシコ、チリ、ブラジルに拠点を保有している。最初に海

外展開を始めたのはこの地域であり、６ＥＢ７年の米国日本通運の設立が第一号であった。７５５Ｅ年６７

月現在で、６７社Ｅ８拠点を保有し、７１５Ｄ５名を雇用している。

　同地域では、経済成長が著しい中南米と、米国を中心とした諸外国との輸送ネットワークの整

備が進められており、メキシコ日通（Nippon Eぐpおeかか De Meぐico３ SA３ Dec３ V３）が輸出入業務や

海外引越などを含めた総合物流サービスを提供し、米国日通の子会社である NEX グローバルロ

ジスティクス　メキシコ（NEX Global Logiかがicか De Meぐico３ SA３ Dec３ V３）が、米国経由のメキ

シコでの加工貿易をサポートするという、これら２社による機能分担が行われている。

　欧州地域では、EU 加盟国６Ｃヵ国と、ロシア、南アフリカ、アラブ首長国連邦に拠点を保有し

ている。欧州地域への進出は、６ＥＢＢ年に旧西ドイツ・デュッセルドルフなど３ヵ所に駐在員事務

所などの拠点を設置したことからスタートしている。７５５Ｅ年６７月現在で、６Ａ社、２事務所、ＢＥ拠

点を保有し、７１７Ｂ５名を雇用する。同地域では、やはり経済成長が期待できるロシアを含めた輸
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送ネットワークの整備が進められており、日本、東アジア、欧州からロシアへの一貫輸送サービ

スの強化が行われている。

　アジア・オセアニア地域では、中国・台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、フィ

リピン、タイ、シンガポール、ベトナム、インドネシア、マレーシア、インドの６６ヵ国に進出し

ている。同地域への進出は、６ＥＢ９年の香港駐在員事務所の開設が最初である。７５５Ｅ年６７月現在で、

中国で６Ｅ社、１事務所、６５６拠点を保有し、Ａ１７ＥＣ名を雇用している。その他のアジア諸国および

オーストラリアで７８社、３事務所、６７８拠点を保有し、Ａ１ＤＣＢ名を雇用している。

　中国への事業展開の歴史を見てみると、６ＥＤ５年代は中国の国営物流業者との提携が必須であっ

たこともあり、北京、上海、大連に駐在員事務所を開設し、サービスレベルの強化を図ってきた。

６ＥＥ５年代前半には、製造業を中心とする中国での現地生産や製品輸出に対するニーズが高まり、

同時に中国国内の規制緩和が進んだことから、フォワーディング業務を行う現地法人を大連、上

海、北京に設立した。６ＥＥ５年代後半に入ってからは、ニーズがより多様化し、倉庫を利用したロ

ジスティクス機能が求められるようになったことから、さらなる拠点の拡大が進められてきた⑵。

現在では、上海を基点に６５５都市をカバーする一貫輸送網を整備・提供している。

　中国国内だけでなく、中国とその他のアジア地域を結ぶ輸送網の整備も進められている。中

国・広州－上海を結ぶ約７１５５５km、中国・広州－ベトナム・ハノイを結ぶ約６１Ａ５５km、ベトナム・

ハノイ－タイ・バンコクを結ぶ約６１Ａ５５km、タイ・バンコク－シンガポールを結ぶ約７１５５５km の

４つの幹線トラック輸送ルートを整備し、地域内サプライチェーンを支え、グローバルな生産体

制を補完している。

　このような中、華南地域のサプライチェーンにおける域外とのゲートウェイ機能は、主に香港

が担ってきたが、近年、深センや広州新空港など大陸側でもインフラの充実が進み、物流の華南

シフトが目立ってきた。そこで７５５Ｄ年６６月、深圳に、華南日通国際物流（深圳）有限公司（Nippon 

Eぐpおeかか （Soきがh China） Co３ Lがd３、以下華南日通（深圳））を設立するなど、華南各地での営業力

を強化し、立地や貨物、貿易形態に応じた、より最適な物流を提案・提供していこうと考えた⑶。

　物流の華南シフトの契機と位置付けられる華南日通（深圳）の設立は、中国における自動車生

産用部品の高度な物流体制、すなわち、（６）フォークリフト荷役を前提とした体制、（７）着側で

在庫をもたないで済むように、分刻みで運行状況をコントロールし、JIT（ジャスト・イン・タ

イム）でものが届けられる体制を築くことを目的としていた。日系メーカーが中国に進出する際

に、日本でやっていたことと同じ方式の生産・物流体制を中国でも実現したいと考えたことが、

その誘因であった。現在では、日本通運本社同様に、一般貨物輸送、航空貨物、海運貨物を主要

な業務としている。香港日通が中国エリアを統括しているが、中国の自動車生産部品物流に関し

ては、華南日通（深圳）が主導している。

　この華南日通（深圳）の支店が、華南地区物流の中核となる「広州マルチロジスティクスセン

ター」である。永和経済技術開発区に位置する当該倉庫は、１万Ｅ１５５５m７の敷地面積（施設面積
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１万Ｂ１Ｂ５５m７）をもち、自動車生産部品を中心とした国内物流（JIT 納品）と国際物流（輸出入）

双方のセンターとして機能している。華南地区にはサプライヤーが集中しており、サプライヤー

との距離が近いこと、香港をバックに控え、世界とのつながりが良いことなどが、このエリアに

拠点を置く強みとなっている。そのため同社では、このような多機能型ハブを中国との連携を強

めるアセアン諸国への重要な拠点と位置付け、中国華北地区からシンガポールに至る陸上輸送網

へとつなげて行く考えである⑷。

　７５５Ｄ年１月の設立当初は、周囲に何もない状態で、電気が来ておらず、２ヵ月くらい自家発電

をしたという苦労もあったという。その後、経済開発区であったため半年くらいで開発が進み、

工場や居住のための施設が建設された。

　華南日通の従業員は約８７５名、そのうち広州マルチロジスティクセンターに６Ｄ５名ほど配置され

ている。約６割がワーカー、４割が職員（スタッフ）で構成されている。日本人駐在員は６名、

現地採用の日本人も６５名弱いる。日本人駐在員の役割は、マネジメントと経営戦略の立案である。

他の企業との競争に勝っていくにはどうしたら良いかを検討し、取っかかりをつくり、現場サイ

ドを動かしていき、その後は正常に回っているかを管理していくという役割を担う。

　華南地区を中心に、主に日系の約６Ｄ５のサプライヤーと取引をしている。

３．国内物流

　中国内の自動車部品輸送を担当しているのは国内物流部であり、ミルクラン輸送および JIT

納品により、自動車メーカーの生産ラインの正常な稼働をサポートしている。そのため、必ずメー

カーの工場のそばに倉庫を構え、さまざまな機能を提供している。たとえば、荷量の少ないクラ

イアントについては、集荷をまとめ、いったん倉庫へ保管し、指定された時間どおりに納入する

という保管機能を提供している。長距離で運んできた貨物については、大型車両で運んでおり、

そのまま工場に入れないため、倉庫で荷受けし、そこから JIT 納品するというトラックターミ

ナル機能を提供している。輸送ネットワークは、幹線輸送とミルクラン輸送とで構成され、幹線

輸送は１日に６６６便にも上る。

　運行の品質は、次の３点において維持されている。まず、効率を上げるためのプランを、華南

日通が作成する点が挙げられる。準備段階（積荷プランの作成）においては、オーダーは１週間

分出るが、日々各サプライヤーと確認を取り、翌日の積荷プランを作成する。配送の前日に、朝

６６時から各サプライヤーと連絡を取り、Ａのサプライヤーはここに積む、Ｂのサプライヤーはこ

こに積む、という積み付けの設計を行い、当日の３時までに完成させる。このプランを各サプラ

イヤーへ戻し、指示書として使用してもらう。日本と異なり、積み込みは各サプライヤーが実施

しているため、このような指示書が必須となる。また、工場に部品を納入する際に、複数箇所あ

るポートのどこに、どの車を何時に入れると効率が良いかを検討し、プランを立てるという仕事

も、同社で行っている。
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　次に、品質を確保するために、運行を「見える化」している点が挙げられる。日々の運行にお

いては、各メーカーの配送予定箇所への出入りの時間を、便ごとにトレース管理している。ここ

では、同社の海外情報システム（NEWINS）⑸が大いに活用されている。

　車両に搭載されている GPS により、各車両がどこにいるのか、またどのような状態にあるの

か（エンジンが掛っているのか、動いているのか、速度が何キロ出ているのか、ドアが開いてい

るのか、エアコンの状況はどうかなど）を１分ごとにデータ化することができる。このデータを

通信ネットワークを利用して、随時管理・共有している。遅れが生じた場合には、どこで遅れた

かを原因別に集計・分析し、品質改善につなげている。

　GPS によるシステムでのデジタル管理とあわせて、事務所内に大きな運行表を設置し、実際

に工場に入った時間と出た時間を記入する、集配が終わったら車番のプレートを裏返す、などと

いった作業を行うことで、一目で情報共有ができるようなアナログの管理も並行させている。

　今後はさらにこの管理機能を進化させ、クライアントへの報告も自動化させようと考えてい

る。現在、到着時間と出発時間をｅメールで連絡しているが、自動化することで、あらかじめ緯

度と経度をセットしておけば、自動的に到着時間が入るようになる。

　また、車両にカメラをつけており、荷台が開いたときや指定したときにシャッターが切られる

ようになっている。撮影した画像は、すぐに事務所まで送付される仕組みである。異常の警報機

能についても事務所で認知することができるようになっており、速度がオーバーしたり、待機時

間が長すぎたりすると、ランプで知らせる仕組みになっている。

　以上のような情報システムの利用、データの蓄積・共有により、オペレーションが各担当者に

見えるような仕組みが構築されている。

　最後に、協力会社の育成である。協力会社のドライバーの教育はもちろんのこと、契約時に点

検・投資・保証に関する取り決めを行い、KPI（Keけ Peおfoおmance Indicaがoお）管理により評価す

る。品質の維持・向上についてこられない協力会社は淘汰され、残った企業は長期的な契約をベー

スに、協力して品質の高いサービスの提供に努める。そのような協力企業を当初は１社集中で育

成し、その後、選択肢を増やすかたちで体制強化に努めた。その結果、納入の遵守率は、ある工

場への納入をベースにした計算で、７５５Ｂ年ＥＥ３ＤＣ％、７５５Ｃ年ＥＥ３ＥＢ％、７５５Ｄ年ＥＥ３ＥＥ％に達している。

４．輸出業務

　輸出業務は、中国国内のサプライヤーの、海外組み立て工場への運送業務を担っている。日系

企業が中国へ進出した当初の発想は、中国へ進出した日系工場に、中国へ進出した部品メーカー

が部品を納めるというものであったため、国内物流が主であった。その後、中国製の部品の品質

が上がり、コストパフォーマンスが高くなるにしたがい、中国国内の工場だけでなく、海外の工

場での採用が増え、輸出業務が伸びてきた。

　基本的に２通りのオーダーを受けており、一つ目は、生産台数分の部品をセットして納入する
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ノックダウン（KD）というオーダーであり、二つ目は、特定の部品のみを納入する IPO（Inがeお２

naがional Pおocきおemenが Opeおaがion）である。

　KD は、IPO に比べてとても手間がかかり、それゆえに、サプライチェーン内で多くの付加価

値を生んでいるサービスである。IPO では、組み立て工場のタクト生産にあわせて部品を納入す

るために、自動車数台を生産するために必要な部品を一まとめにする。そのために、容器の中に

どのように部品を入れるかということをサプライヤーと調整し、きっちり収まるように配置を設

計する。また、オーダーが重なった場合のサプライヤーとの調整、海外の工場との調整も行って

いる。さらに輸出業務では、調達物流を自社で行っているので、その面からも品質の維持・向上

を図ることが可能になっている。

　基本的なオーダーの流れは以下のとおりである。海外の工場からオーダーを受け取り、それを

ベースに加工して、サプライヤーへ発注を行う。同時にオーダーにもとづき、インボイス、パッ

キングリストを出す。さらに国内物流部には、工場からの部品の回収と倉庫への納入（調達物流）

の発注が流される。倉庫では、納入された部品がスキャニングされ、オーダーをベースにシステ

ム上に設定された計画と、実際の状態との突き合わせが行われる。このようにして、どの部品が

入ってきて、どの部品が入ってきていないかの進捗が確認される。

　このようなオーダーをベースにした業務展開は、世界展開しているグローバル在庫管理システ

ム（Reくaおdか）というシステム上で行われている。同社のシステムがクライアントのシステムと

直接連携してオーダーを取り込み、さらに海外の工場へのオーダーもこのシステムを介して行わ

れる。その結果、世界中でものがどこにあるかが把握できるようになっている。

５．倉庫業務

　ここでの倉庫の役割は、ものを保管するというよりも、ものを流すことにある。そのため同社

では、倉庫のことを「工場」と呼んでいる。

　国内物流のミルクラン輸送においては、倉庫を経由することで、トラックから積荷を積み直し、

積載効率を上げることができる。したがって部品は工場内で滞留せず、単に通過するだけとなる。

　また輸出業務における KD オーダーでは、工場で各国、各工場から集まった部品を、自動車数

台分の部品に仕分けし、フルセットにして容器にまとめ、同じ仕向け地向けのコンテナに入れて

いく作業が行われている。タクト生産を行う組み立て工場の一機能を担っているような状態とい

える。ここでも部品は滞留せず、容器内の構成を組み替えるために、工場内を流れる。部品が倉

庫に入ってから、コンテナに積まれて出荷されるまでは約１日である。納入のステータス、検収

のステータス、バーンセットのステータス、バンニングのステータスというように、２時間おき

に部品が動き、朝入った部品は、夕方にはバンニングされて出荷されていく。夕方になると、翌

日一番に加工するものだけが残っている状態である。

　納入検収後の部品が入ってくるバーンセットエリアでは、ものが滞留すると、次に到着したも
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のを吸い込めなくなるので、即座に２つのエリアに分けられる。一方のエリアに入るものは、コ

ンテナに入れるかたちになっているため、すぐにバンニングができる状態のものである。もう一

方のエリアには、仕向け地ごとにバイヤーズコンソリが行われる必要があるものが入れられる。

　バイヤーズコンソリ・エリアでは、世界の仕向け地ごとに、オーダーが掛かっている日時にバ

ンニングされる予定の部品が並べられる。このエリアはフリーロケーションで（仕向け地向けに

置き場所を特定されることなく）行われるため、ここで再度スキャニングを行い、正しいレーン

に並んでいるかが検収される。現場のスキャン結果は、すべて事務所の情報システムに集約され

るため、データを常にチェックすることによって異常値を即座に把握することができる。

　さらにバンニングするコンテナの横でも、予定どおりに部品がコンテナに入ったかどうかを

チェックするため、スキャニングが行われる。このように、スキャニングによる定点観測を徹底

することで、部品の流れを管理し、精度を保っている。

　なお、バイヤーズコンソリにおいては、部品を運ぶ容器（パレット）の設計は非常に重要な要

素となる。それぞれの容器にどのように部品を入れたら効率良く、安全に、より多くの量が入る

かということを、包装技術グループが研究している。梱包資材や乾燥剤の入れ方なども同様に研

究の対象となっている。このようにして顧客ごとに決定された容器を、サプライヤーと顧客との

間で循環させる（リターンパレットという）ことで、環境面、コスト面、品質面でプラスの効果

を発揮している。

　以上のように倉庫業務の品質管理においても、情報システムが重要な役割を担っている。ス

キャニングを定点的に行うことで、ものが間違いなく、正しい場所に流れているかを管理するの

である。その他、倉庫のレイアウト設計や手順、容器の設計など、品質管理のための細かな手法

が散りばめられている。

６．考察

　同社では、他の物流会社との差別化は、主にコスト面にあるという。もちろん自動車生産部品

物流においては、品質の高さは前提として当然求められるものなので、コストパフォーマンスの

高さと言い換えた方が良いかもしれない。

　品質管理面の高いパフォーマンスおよびそのためのリソースは、自動車生産部品物流に携わり

続けた結果、生まれたものである。JIT 生産を高度化すればするほど、部品を生産ラインに付け

るタイミングをずらすことができない。自動車生産部品物流という観点からではなく、工場の一

部として捉えていくという観点から、品質管理活動が高度に発展したのである。さらに、独立系

の物流会社であればなおさら、関連企業ではない自社を選択してもらうための優位性をもつため

に、自動車メーカーの生産体制についていくための、一般的な物流にとってはかなりハイレベル

な品質の向上に集中的に資源を投入する必要があった。その結果、より工場生産における品質管

理に近いレベルの活動が行われることになったのである。
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　コストの低減と品質の向上は、これまで見てきたとおり、さまざまなシステム（情報システム

および業務体系・手法）により実現されているが、改善活動の継続は、KPI 管理により行われて

いる。納入遵守率を始めとして、Ｂ５強の KPI を設定し、各担当者に対して責任を負わせている

のである。それを前月よりわずかでも上げるために、原因の追及、対策の検討という努力を重ね

ることで、品質を上げ、コストを下げていくという活動を行っている。その結果、他社に比べて

高いコストパフォーマンスが維持できている。コストパフォーマンスを上げるための仕組み（問

題解決体制）自体を、社内につくり上げているといえよう。

　また、個人の評価にも KPI を採用している。その数値をボードに表示し、各スタッフの技能

がどこまで達しているのかを、自分にも周りにもわかるようにしている。月に１回は上司である

中国人課長が、KPI にもとづき、各個人を評価する。このような取り組みの結果、会社の考え方

が現地スタッフに反映されており、クリーンで整理整頓された職場環境、礼儀正しい対応などが

実現されていた。広州マルチロジスティクスセンターのコンセプトは、「展示会」のイメージで

あり、現場で何をしているのかが顧客に実際にわかるようにするものだというが、まさに常にプ

レゼンテーションができる水準で、事務所や業務内容、スタッフの質が維持されていた。

　華南地域の自動車生産部品物流の中心的役割を果たす同社では、システム（情報システムおよ

び業務体系・手法）とそれを活用しうまく機能させる人材により、日本と同じ輸送品質を提供し

ており、それが、メーカーのグローバル生産体制を中国でも高い効率で機能させる一助となって

いる。優れたシステムがあっても、それを利用する人材がそろわないと機能しないものであるか

ら、それを電気も通っていない状態から立ち上げて、機能させる状態まで確立した担当者の方々

の苦労は計り知れないものがある。日々の泥臭い業務やイレギュラーな事象等も多々あると想像

されるが、常に高い品質が維持できるよう、それらを体系化し、見える化した状態に落とし込む

体制を中国でも構築できているところに、同社の強みがあると考えられる。

注

⑴　内容についてとくに出典の明記がない場合、７５５Ｅ年３月に実施した華南日通国際物流（深セン）有限公司で

のインタビューおよび７５６５年１月に実施した日本通運本社でのインタビューにもとづく。

⑵　日本通運　第ＥＤ期中間事業報告書。

⑶　日本通運　アニュアルレポート７５５Ｅ。

⑷　日本通運　プレスリリース　７５５Ｄ年１月７Ｄ日。

⑸　Nippon Eぐpおeかか Woおldくide Infoおmaがion Sけかがemか。

 （今井　利絵）

第２節　日郵物流広州と日本郵船の中国事業

１．中国における日本郵船株式会社の事業の概要

　６ＥＥ５年代の改革開放政策によって目覚しい経済発展を遂げた中国は、７５５６年６７月の WTO 加盟

を契機に巨大市場へと変貌を遂げ、世界から注目の的になっている。日本郵船は、明治時代の初
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期（６Ｅ世紀後半）から中国との経済的・文化的交流に寄与してきたが、７６世紀の中国市場におい

ても積極的に事業を展開している。

　６ＥＥＡ年に上海で日本郵船（中国）有限公司本社を設立して以降、天津、青島、南京、福州、廈

門、広州、大連、蘇州、寧波に支社を置き、瀋陽、無錫、南通、武漢、襄樊、北京、義烏、嘉興、

成都など各地事務所を含む約７５か所に事業拠点を持つに至っている。中国においては、以下の４

つの事業を展開している。

⑴　定期航路事業

　６ＥＢＥ年に日本郵船（香港）有限公司を設立したのち、６ＥＥ５年代に北京、大連、天津、青島など

に在勤事務所を開設した。６ＥＥ９年以降は北米・欧州・豪州など主要航路の中国での寄港地を順次

拡大するとともに、６ＥＥＡ年に日本郵船（中国）有限公司を上海に設立した。現在、定期航路船は

上海、青島、寧波、厦門、塩田、蛇口、香港、天津、大連に直接寄港している。

⑵　不定期船事業

　７５５７年６５月に中国遠洋運輸（集団）総公司（COSCO）グループとの間で、合弁会社「中遠日

郵汽車船運有限公司（NYKCOS Caお Caおおieお Co３１ Lがd３）」を設立した。７５５８年２月には、中国に

おける不定期船ビジネス展開の拠点として、不定期船専門の現地法人 NYK BULKSHIP

（CHINA）社を設立している。

⑶　物流事業

　７５５５年に日本の会社としては初となる６５５％出資の総合物流会社「日郵集運服務（中国）有限

公司」を上海に設立した。これにより、同社の支店網は天津、青島、福州、厦門、広州へと拡大

した。今回の現地調査では、広州支社にインタビューを行った。同社は COSCO グループとも提

携しており、同グループの物流会社との業務での協力関係を通じて、内陸部へロジスティックス

の展開を進めている。

⑷　ターミナル事業

　７５５７年から上海港、大連港、広州港、天津港のターミナル事業にそれぞれ参画した。世界的に

物流がスピード化・複雑化するなかで、効率的かつ総合的な物流を行なうため、海・陸一貫輸送

の中継基地となる中国におけるターミナル・ネットワークの構築を推進している。

２．日本郵船広州支社の事業概観

　広州は日本のトヨタ、ホンダ、日産の自動車大手３社が参入する「中国のデトロイト」とも言

われている自動車生産基地である。自動車輸送において世界最大規模を誇る日本郵船は、７５５７年

から広州を中心に完成車および部品の海陸一貫輸送体制を整えてきた。

　以下、同社の中国における事業展開の概要を述べる。

⑴　不定期船事業

　成長の著しい現行の完成車の中国国内輸送への対応、そして将来における輸出入完成車の輸送
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需要を見越して、いち早く同市場への参入を決定した。前述のように７５５７年６５月、中遠日郵汽車

船運有限公司を設立した。資本金はＢＡ５万ドルで、出資比率は日本郵船が９Ｅ％、COSCO がＡ６％

というように、中国側が過半数を占めている。７５５８年２月からは内航および外航海運事業を開始

した。当初の中国沿岸地域中心の海運事業から、７５５Ａ年４月にペルシャ湾地域ライン、７５５Ｃ年１

月に地中海輸送ライン、７５５Ｄ年６５月に中南米ライン、７５５Ｅ年６月に西アフリカラインをそれぞれ

開拓している。

　現在、ＣＡ５～７１ＥＡ５台輸送可能な完成車専用船を３隻保有しており、さらにＡ１Ｄ５５台輸送可能な新

型専用船を７５６６年までに投入する予定である。すでに BYD、東風、三一、長安、奇瑞など、中

国トップ６Ｃ社の自動車メーカーと世界各地へ完成車を輸送する戦略パートナーシップを締結して

おり、中国の国産車輸出のための「海上のシルクロード」を構築しつつある。

⑵　ターミナル事業

　同社は日系自動車企業の集積地である広東地区でいち早くターミナル事業に着手している。ま

ず、広州港集団への技術供与である。７５５９年７月、中国広州港集団と提携し、同港の７５５Ａ年度以

降の輸出完成車出荷の本格化を見据え、自動車専用船に関する先進的なターミナル・オペレー

ション技術の供与を開始した。

　つぎに、広州南沙ロール船埠頭の建設および経営への参画である。７５５Ｂ年、広州港集団有限公

司は同社が広州汽車工業集団有限公司、広州南沙資産経営有限公司と共同で設立した広州港南沙

汽車埠頭会社の株式を一部売却し、日本郵船と商船三井がそれぞれ同埠頭の株式を６７３Ａ％ずつ取

得した。広州南沙ロール船埠頭の投資総額は３億Ａ１５５５万元で、ロールオン・ロールオフ型

（RORO）自動車専用運搬船のターミナルを２か所、多目的埠頭を１ヵ所の建設が７５５Ｂ年に竣工

した。

　広州南沙ロール船埠頭の総延長はＢ７８m で、駐車場の面積は約９７万m７である。自動車および雑

貨の年間取扱能力はそれぞれ８８万台、９７万トンとなり、最大積載量Ｂ１５５５台の RORO 型自動車専

用運搬船が２隻係留可能である。

　南沙ロール船埠頭は主にトヨタ車の輸出のために建設された埠頭であり、広州トヨタのカムリ

は７５５Ｃ年４月から出荷された。カムリの初期年産能力は６５万台で、最終的には８５万台まで引き上

げることになっている。７５５Ｅ年３月、ホンダの完成車の輸送も開始し、今後はアジア最大の自動

車専用埠頭を目指し、日本郵船のターミナル・ネットワークの基点として役割を果たすことが期

待されている。

３．日本郵船物流広州支社の事業概観⑴

　今回、筆者が現地調査を行った日本郵船ロジスティクス（China）広州支社（以下、日郵物流

広州）は、華南地区を統括する支社である。広州に進出している日系自動車メーカー向けの自動

車部品の調達に特化している日本郵船中国の６５５％子会社である。日本国内では、自動車部品事
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業はまったく取り扱っていないが、ヨーロッパ、中国およびその他のアジア各地域では、自動車

メーカーの部品調達に積極的に参入し、３PL（サードパーティー・ロジスティックス）サービ

スを提供している。

　広州の子会社は、ホンダの広州進出に合わせて設立され、主に広州に進出している東風本田お

よび広州本田の工場向けに部品の VMI（ベンダー・マネジメント・インベントリー）を行って

いる。事業内容の約Ｄ５％は広州本田向けの部品調達であり、同社の倉庫はホンダの工場と隣接し

た場所に立地している。また７５５Ｅ年９月には、既存の倉庫の東方に新たな倉庫が建設された。こ

れは同社の東に位置する広州本田第２工場と、東風本田第２工場への部品配送を円滑に行うため

のものである。倉庫作業員の人数は６５５人前後で、そのうち約７５人が主要配送先である広州本田

第１工場、第２工場、そして東風本田の第１工場、第２工場に駐在し、倉庫から配送された部品

をメーカー側で円滑に荷降ろしできるように、構内サービスに従事している。

　以下、具体的に同社の業務内容および特徴について述べる。

⑴　主要業務

　日郵物流広州の主要業務は、自動車部品の在庫管理および自動車部品の配送である。広州本田

は主に上海、天津およびその周辺の部品メーカーから多くの部品を調達している。そのため日郵

物流広州は、広州本田の部品を上海もしくは天津の各工場からミルクランで調達する。部品が各

工場から広州の倉庫に入庫後、在庫管理し、広州本田に伝票を発行する。広州本田の担当者の指

示があり次第、「先入れ先出し」⑵出荷していく。

　同社の在庫管理および配送の過程には、いくつかの特徴がある。まず最も特徴的なのは、広州

の高湿度の気候に対応した錆防止作業である。倉庫では部品の詰め換え作業と並行して、部品に

油を塗っていく。さらに除湿ルームが設けられており、徹底的した品質管理が行われている。２

つ目の特徴として、日本でのノウハウを活かした部品のトレーサビリティー機能がある。この機

能は部品の出入庫状況、現在地場所、最終使途に至るまで詳細に追跡してメーカーに報告し、情

報を共有できるシステムである。メーカーによっては社員を派遣し、日郵物流広州の倉庫にメー

カー独自の検査室を設け、品質検査にあたるケースもある。

　配送においては、各メーカーの指示に合わせて、ジャスト・イン・タイムで部品を配送する。

同社が配送に関して掲げる簡単明瞭かつ最も重要な基準が、「いかなる状況下でも、メーカーの

生産ラインを止めない」である。したがって最適在庫を確保の上、常に運行中の車両状況、天候

状況などを監視し、不測の事態に備えている。同社が管理する部品の多くは、天津、大連および

上海からトラックで最長Ｃ７時間をかけて配送されている。そのため、配送ラインの状況把握や

バックアップ・ネットワークの構築が不可欠となるのである。

⑵　中国における部品調達の独自ネットワーク

　日郵物流広州の倉庫は、メーカーの部品を取り扱う VMI 倉庫である。現在、自社で所有する

トラックを除き、大半は現地の物流会社と提携したパートナーのトラックおよびドライバーであ
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る。現地には数多くの物流企業が存在するが、同社が最も重視している基準が、モノを確実に移

動させることができる人材、情報を厳密に管理できる人材の確保である。中国に進出してから今

日に至るまで、同社は現地でのパートナー提携に関して数多くの経験を積み重ねてきており、

パートナーの選択においては経験則が大きくものを言っている。提携したパートナーを実際に配

送ネットワークに組み込んだ後も、長期的な協力関係を維持できるか否か、改善点があれば相互

に協力しあって改善していくことができるか否かを見定めている。そういった実践を通じ、パー

トナーの状況を正確に把握しながら、現地での経験を積み重ねていっているのである。

　同社では上海から広州、天津から上海、そして天津から広州へと長距離にわたってミルクラン

を運行しているが、配送距離に比例して不確実性が高まっていく。そのため常にバックアップ・

プランを備えており、可能なかぎり JIT を確保するように努めている。具体的には、高速道路

沿線で一定の距離ごとに当該地域の修理拠点と提携することで、当該地域でトラックの故障や交

通事故などの不測事態を発生した場合にでも、迅速に提携先からバックアップを提供できるとい

うものである。例えば、上海・広州間の高速道路が降雪で通行止めになった場合、飛行機を利用

して部品を届ける。このように、どのような事態が発生しても、メーカーの生産ラインが停止す

ることがない体制づくりが行われている。

　また中国では、部品輸送車自体が盗まれるという事件が多発するため、同社では上海・広州間

の配送トラックに独自の盗難防止シールを採用している。日郵物流広州のトラックは必ず２種類

のシールをペアで照合させる規則となっており、１種類は通常簡単に手で切れるもので、もう１

種類は特殊なハサミでなければ切れないようになっている。トラックへの積載作業が終わると

シールでロックされ、シール番号を e メールで広州に通知する。トラックがメーカーの倉庫に到

着した際、シール番号を照合し一致すれば、途中でトラックのトランクが開けられていないこと

の証明となる。もし一致しなければ、途中で盗難に遭った可能性があるということがわかるので

ある。シールの番号自体が一致しない場合には徹底的した調査が行われ、原因を解明すると同時

に再発の防止策が検討されるようになっている。

⑶　従業員の採用およびトレーニング

　倉庫の従業員数は常時Ｅ７人体制で、全員が所定の配置に就いている。最少作業可能人数はＤ７人

とされており、それを下回ると現場での作業に障害が生じてしまう。したがって同社では、従業

員の確保に留意している。近年、沿海部における労働力状況の変化により、離職率が高くなって

いることが現地のマネジャーにとって大きな問題となっている。倉庫の従業員のなかには長期の

勤務者もいる一方で、１年で半数の従業員が入れ替わるという現地の平均的離職率の影響を受け

ている。現在、従業員確保のために現地の派遣会社と契約し、常に新しい従業員を紹介してもら

えるように体制を整えている。倉庫では、現地の管理者が派遣会社から紹介された人材の採用面

接を常時行っている。

　職場トレーニングについては、従業員が入れ替わっても倉庫内の流れに影響を与えないよう
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に、新規採用者でも即戦力となれる図解のマニュアルが作成されている。このマニュアルを読め

ば、採用の翌日からでも現場に投入することができるようにさまざまな工夫がなされている。そ

して試用期間として１か月間、現場での作業を通じ適性を見極める。また上述のような離職率の

高さを反映し、長期勤務のモチベーションとして、勤務期間の長さに応じて昇格し、キャリアアッ

プができる制度を採用している。倉庫での作業に従事する現地従業員に対する最上位の役職とし

て、アシスタント・マネジャーの役職が用意されている。

　以上のように、同社の人事採用およびトレーニング制度に関しては効率よく設計されているこ

とがわかる。問題点があるとすれば、倉庫内の従業員に宿舎を提供していないことだろう。この

点は、広州に数多くやって来る出稼ぎ労働者を確保するには不利であると思われる。広州の不動

産賃貸料はここ数年上昇してきており、内陸地からの出稼ぎ労働者にとって宿舎は不可欠の条件

となりつつある。この問題に関しては日郵物流広州は積極的に検討しており、今後改善される可

能性が高いと思われる。

４．日本郵船グループの中国他地域でのビジネス展開

　中国における交通インフラ建設の分野には、外資参入を規制する障壁が数多く存在している。

そのため、日本郵船は７５５５年の中国進出当初より、複数の中国の有力企業と積極的な提携を重ね

てきた。その結果、現在では競合他社と比べ大きな優位性がある。特に自動車輸送という日本郵

船が世界に誇る得意分野において、いち早く中国のターミナル合弁事業に乗り出し、現地の有力

企業と合弁会社を設立するなど、中国における自動車輸送市場へ進出する布石を打つことができ

た。また７５５５年以降、BRICか などの新興国の台頭に伴い、世界的な資源エネルギー輸送の需要

が急上昇していることを見据え、中国の大手鉄鋼企業、石油企業と提携し、中国への資源エネル

ギーの安定供給において重要な役割を果たしている。

　以下、同社の広州以外の地域での事業展開の概要について述べる。

⑴　ターミナル事業

ａ．上海港

　７５５７年６６月、上海港務局および上海汽車集団傘下の自動車販売会社である上海汽車銷售公司と

の間で、上海外高橋港に建設中の完成車専用港湾ターミナルの運営会社へ出資することに合意し

た。ターミナル施設は上海外高橋港５号溝（外高橋港コンテナターミナルに隣接）に岸壁全長

７６Ｅm、ヤード総面積８５万m７（約９５５m×約Ｃ５５m）のものを建設し、７５５８年６月に開業した。

　このターミナルの運営は上海国際汽車物流（碼頭）有限公司（投資総額５億人民元、その内、

日本郵船が５３７Ａ億元出資。株式保有比率は上海港務局が９９％、上海汽車銷售公司がＡ６％、日本郵

船が５％）によって行われる。このターミナルの主たる業務は、自動車の RORO 荷役、保税倉庫、

物流配送などで合資期限は９Ｄ年とされている。さらに７５５Ｃ年６７月には、上海における国家プロ

ジェクトである大小洋山コンテナ・ターミナル第３期 B への共同出資者として、上海港の国際
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物流ハブとしての発展へ参画することとなった。

ｂ．天津港

　７５５９年６６月、天津港（集団）有限公司との間で天津港滾装碼頭有限公司（Tianjin Poおが Ro２Ro 

Teおminal）を設立した。７５５Ａ年、天津港で唯一の自動車を専門に取り扱う近代的な埠頭（２バー

ス、延長は９Ｃ６３６m、水深は６９３６m）として営業を開始した。完成車の蔵置能力は９１Ｄ５５台、７５５Ｂ年

の取扱台数は完成車が約６９万Ｂ１５５５台、その他の車両の取扱台数は年間約７５万台である。

　また７５５Ｃ年７月に、スイスのワレニウス・ウィルヘルムセン・ターミナルノース AP と合弁し、

天津港グローバルトラック転送ターミナル有限公司を設立し、天津港の北港でトラック転送用の

埠頭を建設した。合弁会社の登録資本金は２億Ｃ１５５５万元で、天津港が１億８１Ａ５５万元（出資比率

Ａ６％）、日本郵船がＥ１５５５万元（８９％）、ワレニウス・ウィルヘルムセンが９１５５５万元（６Ａ％）出資

した。新設する埠頭には７万Ａ１５５５トン級の RORO 船バースを２ヵ所建設し、１ヵ所のバースで

年間Ａ５万台のトラックを扱う。

ｃ．大連港

　７５５８年６７月に大連港および COSCO Pacific 社と合弁で「大連自動車ターミナル（Dalian Aきがo２

mobile Teおminal）」を設立し、大連での完成車専用港湾ターミナルの建設・運営に参画している。

総額６億人民元で出資比率は大連港集団有限公司が９５％、日本郵船が８５％、COSCO Pacific が

８５％である。主に自動車の RORO 荷役、保税倉庫、物流配送などの業務を行っている。提携期

間はＡ５年とされている。

　また、日本郵船グループの日本郵船（香港）有限公司が７５５Ｂ年４月６８日付けで、大連港集団有

限公司の香港上場子会社の発行株式総数の９３６％を買受け、株主として大連港と戦略的パートナー

シップを締結している。７５５Ｂ年６７月にはコンテナターミナルについて、大連港、中海碼頭発展有

限公司（China Shipping Teおminal Deぎelopmenが Co３１ Lがd３）と大連大窰湾の第３期コンテナター

ミナルの開発・運営を行う合弁会社の設立する契約を締結し、７５５Ｄ年４月に開業した。

⑵　自動車輸送事業

　７５５７年、広州 NYKCOS を設立後、現地の有力自動車物流企業と自動車輸送の合弁会社を設立

した。それが以下の２社である。

ａ．瀋陽NYKULS

　華北・東北地方における自動車輸送を目的として、７５５８年６５月に完成車の保管・輸送会社「遼

寧聯合日郵汽車分抜有限公司（NYKULS）」を設立した。現地生産しているドイツの BMW グルー

プの輸送事業を支援することで、業務の拡大を計画している。

ｂ．上海安吉日郵汽車運輸有限公司

　７５５９年、日本郵船は安吉汽車物流有限公司（以下、安吉物流）と完成車輸送専門の「上海安吉

日郵汽車運輸有限公司（本社・上海）」を設立した。資本金は約Ａ５５万ドルで、出資比率は安吉物

流がＡ６％、日本郵船が９Ｅ％である。
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　安吉物流は上海汽車グループ（上海フォルクスワーゲン、上海 GM の２大メーカーを傘下に

擁す）に属し、トレーラーによる陸上輸送や専用船による内航輸送を手がける自動車物流会社で

ある。自動車船輸送の分野においてさまざまなノウハウを持つ日本郵船は、中国最大のネット

ワークを有する安吉物流と提携することで、中国に進出する日系自動車メーカー、安吉物流の属

する上海汽車グループ、その他の多くの中国自動車メーカーの中国国内における完成車の陸上輸

送需要に応え、トレーラーによるより安全かつ効率的な輸送サービスを提供することを目指して

いる。

⑶　バルクエネルギー輸送事業

　７５５８年に日本郵船の中長期グループ経営ビジョン「Foおくaおd ６７５」が策定されて以来、同社は

バルクエネルギー部門の積極的な海外展開を推進してきた。７５５８年にエヌワイケイ・バルクシッ

プ・チャイナ社（NYK Bきlkかhip China）を設立し、中国において増大しつづけるエネルギー需

図表６－１　日本郵船のバルクエネルギー事業における提携関係

業界
ビジネス

パートナー名
契約日付 契約期間 契約内容

石油 中国石油
７５５９年６５月 ３年

新規定期傭船（投入本船名：TENYO、載貨重量：

７Ｄ万６１５Ａ５DWT）契約

７５５Ｂ年１月 長期 新規定期傭船（VLCC、８５万トン級）契約

鉄鋼

上海宝鋼

７５５９年８月 ６７年
７５５Ｂ年上半期より年間約Ｂ５万トンブラジル産鉄鉱石

を６７年間を輸送

７５５Ｂ年７月 ６７３Ａ年

７５５Ｂ年７月から５Ｄ年末までの２年半は年間６Ｃ５万ト

ンを、５Ｅ年以降の６５年間は年間７８５万トンを西豪州

から中国へ輸送

７５５Ｃ年２月 ７９年

７５５Ｃ年末より４年間に年間約Ｄ５万トンを、また７５６５

年から７５年間は年間約６７５万トンをブラジルから主

に中国へ輸送

沙鋼集団
７５５Ａ年６５月 ３年 豪州積み中国向けの数量輸送契約（COA）

７５５Ｂ年１月 ６６年 豪州積み中国向けの専用船契約

北台鋼鉄集団 ７５５Ｂ年９月 ７Ａ年

７５５Ｂ年９月より７５６６年８月までの５年間は年間４航

海の約Ｃ５万トンを、その後７５８６年までの７５年間は年

間約６７５万トンをブラジルから輸送

馬鞍山鋼鉄集団 ７５５Ｂ年６７月 ６５年

鉄鉱石を前半５年は主にブラジルから年間Ｂ５万ト

ン、後半５年は主に豪州から鉄鉱石を年間７５５万ト

ンを中国へ輸送

武漢鋼鉄 ７５５Ｃ年６６月 ７８年

オーストラリア西部で産出する鉄鉱石を主に中国北

倫（浙江省寧波市）へ本年末より７８年間にわたり約

Ａ１７５５万トン輸送

首鋼集団
７５５Ｂ年３月 １年 ブラジルから中国向け鉄鉱石の COA 契約

７５５Ｃ年１月 ６Ｂ年 西豪州産鉄鉱石の６Ｂ年間に亘る長期輸送

石炭
中電広西防城港

電力有限公司
７５５Ｂ年６６月 ６７年間

発電用石炭の包括的輸送契約を締結し、輸送には９

万重量トンクラスの幅広型ばら積み船１隻を主に使

用する。
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要に応えるため、中国向けのバルクエネルギー輸送事業を積極的に進めている。本事業に関する

パートナーの提携関係は下表のとおりである（図表６－１参照）。

５．日本郵船の中国戦略とネットワーク経営戦略

　日本郵船の最新グローバル戦略「Neく Hoおiげon ７５６５」では、５つの構造改革の骨子を示して

いるが、とりわけ中国市場における成長戦略として以下の２点に注目すべきである。

⑴　資源エネルギー輸送分野の強化

　近年、中国が世界第２位の資源エネルギー消費国となり、毎年資源エネルギーの輸送量が上昇

しつづけている。リーマンショック後の金融危機の７５５Ｅ年でも、鉄鉱石を６億７１５５５万 が（前年度

比９５％増）、石炭を１億７１５５５万 が（前年度比６９５％増）輸入しており、その量は今後もますます増

加しつづける見込みである。こうした状況を背景に、日本郵船は中国における事業戦略として資

本参加による「主要鉄鋼ミルならびに石油会社とのさらなる関係強化」を明確に打ち出している。

　また、新規サービスへの取り組みとして、深海油田採掘などの資源オフショア事業へ参入し、

エネルギーチェーンの上、下流であるドリルシップ、FPSO や FSRU などの幅広い事業への参

入を目指している。すでにペトロブラス向けドリルシップ事業への参画決定など、国外における

取り組みを開始しているが、中国国内に関しては外資参入規制があるため、参入が容易ではない

と予想される。まず、海外で同分野における実績をある程度積み重ね、中国石油などとの長期輸

送契約関係を活かし、中国の資源エネルギー大手企業といかに新たなビジネス関係を構築できる

かが大きな鍵となるだろう。

⑵　完成車輸送と自動車物流の強化

　グローバルターミナル戦略において重点となる中国における自動車ターミナルへの参画は、日

本郵船の中国における自動車物流戦略の基盤となっている（図表６－２参照）。上海、天津、広州、

大連の四大港すべてと提携済みであることは、外資のみならず中国国内の物流企業でもなし得て

いない磐石な布石といえよう。

　さらに、広州 NYKCOS、瀋陽 NYKULS、上海安吉日郵汽車運輸有限公司の現地有力企業３社

との合弁企業によって、華南、華北、華東の重要地域、内航・外航、海運・陸運のすべてをカバー

しており、７５５５年からの６５年間で中国における自動車物流事業のネットワークがすでに完成しつ

つある。

　最新の統計データによると、７５６５年第１四半期における上海港の自動車輸出入台数は前年度比

９６Ａ％増と大きな伸びを示している。また７５６５年には、自動車水上輸送量が初めて６５５万台を突破

することが予測されており、これからも中国の自動車国内市場、海外輸出市場の持続的な発展に

よって、双方から恩恵を受けることができるだろう。

　中国において布石が終わった現在、日本郵船の中国における自動車物流の戦略としては、①

ターミナル・ネットワークおよび自動車輸送合弁会社のアドバンテージを活用し、自動車物流分
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野におけるシェアを伸ばす、②すでに提携関係を持つ日系自動車を含む大手自動車グループの新

たな物流ニーズに迅速に対応し、勝ち組として不動の地位を維持しつづける、といった２点が中

心となるだろう。

６．日本郵船広州支社の課題と展望

　日本郵船の広州支社は四大港の一角を占める広州港をベースに、中国の物流大手 COSCO グ

ループとの合弁会社である広州 NYKCOS を設立し、日系自動車企業の集積地という強みを活か

し、多様な顧客ニーズに対応している。その結果、日本郵船グループのなかで最も有望な地域で

あるといって過言ではない。

　最後に、同社の今後の課題および展望として以下の３点を指摘し、本稿のまとめとしたい。

　⑴ 　中国における自動車の海外輸出量の増加トレンドは、今後もしばらく持続することが予測

されている。こうしたトレンドに合わせて事業を拡大するには、NYKCOS がすでに開拓し

たペルシャ湾、地中海、中南米、西アフリカラインなどのグローバルネットワークを活用し、

日本郵船のグローバル輸送能力と合わせ、輸送体制を整えていく必要がある。

　⑵ 　中国国内の自動車市場の急成長に伴う、多くの国内自動車輸送ニーズに対応するため、

NYKCOS を中心に陸運・内航輸送体制を増強していくことが要求される。

　⑶ 　広州地域が日系自動車企業の大規模な集積地であるという地域メリットを活かし、完成車

のみならず、生産部品・サービス部品物流のトータルな自動車物流を強化していくべきだろ

う。また、自動車産業関連物流の上流である生産部品物流から下流のディーラー店舗向け配

送に至るまで、多様な顧客ニーズに対応することも不可欠である。

図表６－２　日本郵船のグローバルターミナルネットワーク

出所：日本郵船（株）　Neく Hoおiげon ７５６５。
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注

⑴　現地での企業インタビュー資料に基づく。

⑵　一例を挙げれば、広州本田や東風本田に向けて部品を納入する場合、朝８時から夜７８時まで１日６Ｂ時間体制

で、１時間ごとに納入時間が定められている。納入時間の半日前には、上海や天津から配送された部品をメー

カーの指定どおりに日郵物流広州の倉庫で詰め替え、メーカーに納品する。このように、メーカーが必要の量

だけを倉庫内で仕分け・納品するため、メーカーにとってはコストを抑えることができる付加価値の高いパー

トナーとなっているのである。

 （井上　葉子）

第３節　丸紅（広州）貿易

１．丸紅（広州）貿易有限公司の業務概要

　広州自動車産業における総合商社の活動の事例として、丸紅の広州における現地法人、丸紅（広

州）貿易有限公司（以下、丸紅広州）⑴を取り上げる。同社は丸紅香港華南有限公司の広州支店

として８５年前にスタートし、６ＥＥ９年に丸紅（広州）貿易有限公司となった。６８ある丸紅の中国現

地法人の１つである丸紅広州には、丸紅香港華南有限公司がＤＥ％、丸紅の中国の現地法人の投資

会社である丸紅中国会社が６６％を出資している。同社は、化学品、自動車関連、紙パルプ、食品、

金属、電力などを扱っており、その売り上げのＡ５％を化学品が、自動車と紙パルプがそれぞれ

６Ａ％を占め、残りがその他となっている。丸紅広州には９５名のスタッフがおり、そのうち自動車

関連を扱う部門である、自動車部（広州会社汽車部、KWG）には日本人駐在員２名と中国人５

名が在籍している。

　丸紅広州の自動車部（KWG）では主に、自動車部品メーカーに対する自動車部品の在庫販売、

と部品メーカーへの出資、の２つ事業を行っている。KWGは、丸紅本社の自動車部（輸送機部門）

の６５５％子会社である、丸紅オートモーティブ株式会社（M２AUTO、６ＥＥ６年設立）の中国出先部

門、広州事務所という位置づけである。丸紅オートモーティブで創始し、展開している自動車部

品の在庫販売事業等を中国国内、とくに広州で展開している。

２．自動車部品の在庫販売事業（部品物流）

２．１　自動車部品の在庫販売事業の概要

　丸紅広州は広州に進出している日系の自動車部品メーカー（最終的な客先は主に東風日産）に

対して、生産用の部品を在庫し、ジャスト・イン・タイムで各社に納入している。同社の在庫販

売事業で取り扱う部品には日供品（日本からの供給）と現地調達品とがあり、現在では日本の部

品の扱いがメインとなっている。だが、トヨタ、日産、ホンダともコスト上の問題から現地調達

を指向しているため、今後中国の部品を扱えないと商機が激減する可能性がある。今日、広州で

は日系部品メーカーがほぼ出揃っており、新たに部品メーカーが進出するケースは少なくなって

きており、現在、広州丸紅が進出を支援している会社は、７５５Ｄ年から７５５Ｅ年にかけてのトヨタ関
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係の会社１社のみという状況である。

　日本国内では、部品メーカーはそのサプライヤーに対して金曜日に来週１週間のデリバリース

ケジュールを示して、部品を納入してもらっている。だが、部品メーカーの海外子会社が部品を

日本から仕入れる場合は輸入となるため、３ヶ月前に先行発注しなくてはならない。また、自動

車メーカーの中期計画は３ヶ月ごとの情報であるため、実際の生産状況とのズレが生じ、部品

メーカーは在庫増減のリスクを抱えることとなる。そこで、丸紅は日本でのジャスト・イン・タ

イム的な部品納入を海外でも実現させるべく、部品の在庫販売のビジネスモデルを考案した。同

社は部品メーカーとその中国ないし日本のサプライヤーとの間、すなわち親子間に入り、部品

メーカーから自動車メーカーの３ヶ月の情報を入手し、それに基づいて輸入、在庫、在庫管理、

ジャスト・イン・タイムでの納入を行っている。

　丸紅では６５年以上前から「部品物流」という切り口で、日系の部品会社が親子間で直接発注し

たものの中で、カーゴレディ（船積すべき貨物の船積準備が完了し、税関の輸出許可書もそろっ

ていつでも船積できる状態となった場合）⑵できたものだけを流していた。しかし、新しい商売

をとろうとしたときにその方式では限界がある、と感じていたところ、ある部品メーカーの人の

話から、商社側が在庫してほしい、現地通貨で為替リスクをとってほしいなどといった部品メー

カー側の要望を知った。そこで、それをヒントに丸紅が先行して発注し、在庫し、金利はかかる

ものの、ジャスト・イン・タイムで部品メーカーに納入する、というビジネスモデルを村田明夫

氏（現丸紅（広州）貿易有限公司総経理）が、丸紅本社在籍時に考案した。

　現在、丸紅オートモーティブ（丸紅本社の６５５％子会社）では、この方式をタイ、メキシコ、

アメリカで展開している。丸紅オートモーティブの広州事業所である丸紅広州自動車部（KWG）

ではこの在庫販売事業を７５５９年に開始した。なお、丸紅広州のこの事業の目標は商品売買であり、

物流機能はその手段である。

２．２　在庫

　丸紅広州は部品メーカーのサプライヤーからの部品を、部品メーカーの近くに立地する倉庫

（一部は借地）に在庫し、倉庫会社のトラックで部品メーカーに納入している。

　同社は、東風日産や部品メーカーの所在地である花都汽車城に７１５５５平米位の倉庫をもってい

る。取り扱う部品点数は７１５５５点にも及び、平置きできないので７段、８段ぐらいのラックで入

れている。在庫は２週間分を目指しており、金額的には２、３億円ほどである。

　基本的に生産用の OEM 部品を扱っているが、日供品（日本からの輸入品）と現地調達の部品

を仕入れている。同社の在庫には洋上在庫、倉庫内在庫、発注残などがあるが、それらを加味し

た上で適正在庫になるよう、自動車メーカーの３ヶ月の内示情報をベースに、サプライヤーに発

注するようにしている。これらは丸紅広州側の在庫となり、同社は最終的な資金負担というリス

クを負うこととなる。だが、一般的な小売の在庫販売と異なり、自動車部品の在庫販売の利益率

は非常に低く、販売リスクを負えないため、リスクは部品メーカーにとってもらう取り決めに
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なっている。生産中止や設計変更などの場合、３ヵ月情報に基づいて発注したものについては自

動車メーカーが負担することが業界の慣例となっている。

　また、景気後退等の影響で在庫がたまるリスクもある。過去にタイ、インドネシア、中国の工

場で同じ自動車部品を作っている部品メーカーで、特定の部品を中国で調達して各国に配分しよ

うという案件があったが、インドネシア向けの在庫が相当たまり、在庫の場所の手当てに困った

こともあった。

　丸紅広州では、主に日本製の部品を扱っており、中国での現地調達品では特殊な部品を扱うこ

とが多い。部品にもよるが、日本へ発注するとおよそ１ヶ月位でカーゴレディする。日本からの

船足自体は１週間位で、広州市内の黄浦（ファンプー）港に着く。花都までのフィーダー船も運

行しているが、倉庫までは主に陸送している。

２．３　物流

　丸紅広州では花都の２ヵ所に倉庫をもっている。万友通（バンテックの現地法人）と弘明（ロー

カルの倉庫業者）の両社に依託して在庫をもっており、彼らのトラックで中国国内の部品メー

カーに配送している。LCL（コンテナーに満たない小口貨物）では弘明を使っており、輸出入に

関わる乙仲業務は西鉄、日通、バンテック等、５～６社を使っている。

　丸紅広州の方で時間、数量、部品などのデリバリーオーダーを入手して、上記の倉庫会社兼物

流会社に渡し、後者が在庫場所から必要な部品をピッキングして通い箱に入れて部品メーカーに

納入する。受発注、在庫等のデータ管理は丸紅広州が行っている。

２．４　日産自動車と丸紅との関係

　丸紅広州の部品物流の最終的な客先は多くの場合、東風日産乗用車公司（７５５８年に創立、７５５９

年に新花都工場が操業開始）である。取引先の部品メーカーも東風日産のある花都にあり、丸紅

広州の倉庫も花都に立地している。

　丸紅広州の部品在庫販売事業の開始は７５５９年で、最初の取引先は東風日産のサプライヤー（広

州市内）であり、現在、取引先は多数に上る。豊田通商、日産トレーディング、ホンダトレーディ

ングが競合会社にあたるが、広州において丸紅広州は実績、規模等において群を抜いている。総

合商社では化学品関連が中国での売上の多くを占めており、双日が自動車部品を少々扱っている

程度に過ぎないという。

　そもそもの丸紅と日産自動車との関係のはじまりは、日産がアメリカに進出する際、丸紅が

ファイナンスをつけて日産車を販売したことにある。それがきっかけとなり、日産との合弁でメ

キシコ日産やフィリピン日産の製造案件に出資した。その後、アメリカ以外にも世界各地の都市

への完成車の輸出案件で丸紅がシッパーになって輸出したが、今日、完成車の輸出はメーカー自

身でも行え、輸出案件はほとんどない。その後、かつて日産の部長や役員であった人が日産の部

品メーカーに転籍し、その人的つながりでそれらの部品メーカーと丸紅との間に関係が構築でき

たのである。
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　丸紅は日産との関係が非常に強く、今日、ポーランドやベルギーなどにおいて日産のナショナ

ル・ディストリビューター（各国での配給店）をやっているが、ピーク時には十数カ国でやって

いた。約９５年前に設立された日産ベルギーでは、日産から完成車を仕入れ、傘下の数十店舗の

ディーラーに販売をしていた。だが、カルロス・ゴーン氏の経営改革（合理化）でこれらのよう

なナショナル・ディストリビューターの仕事を失った頃、７５店舗程度をもち、年間に１万台位販

売するようなメガディーラーを指向するようになり、イギリスやアメリカで７５、８５店舗あるよう

なディーラーを買収している。

　近年の商社の自動車分野での新しいビジネスの方向性は、自動車の製造過程においては部品

メーカーの買収、自動車の販売過程においてはディーラーの買収である。丸紅の買収したニュー

ヨークのメガディーラーでは、ローバー、ポルシェ、トヨタ、ホンダを扱っている。また、オー

ストラリアやイギリスでは、ホンダのディーラーやトヨタのディーラーを展開している。

３．自動車部品メーカーへの出資

　丸紅オートモーティブ（丸紅広州はその広州支店という位置づけである）では、自動車部品

メーカーへの出資を行っている。ピーク時には出資先が十数社あったが、現在、アルファとの合

弁（阿尓発（広州）汽車配件有限公司、７５５Ａ年より出資。キーセット、ハンドルを製造）、ニッ

キ（瀋陽日新気化器有限公司、６ＥＥ９年より出資。気化器の製造）、理研精工との合弁（常州理研

精工機会有限公司、６ＥＥ８年より出資。車載工具を製造）、ユニバンスとの合弁（PT３ UNIVANCE 

INDONESIA、６ＥＥＡ年より出資。トランスミッション部品）、富士機工との合弁（PT３ AUTO２

TECH INDONESIA、６ＥＥＡ年より出資。ステアリングコラムを製造）を行っている。

　いずれも出資比率は６５％前後で、持分法適用にならない程度である。かつて富士重工との合弁

でエンジンを作っていたとき、９５％出資していて人を派遣していたが、現在は関係がなくなり、

人を引き揚げている。

　アルファと丸紅の２社合弁、阿尓発（広州）汽車配件有限公司（花都、キーセットの製造）を

７５５９年に立ち上げ、丸紅グループとして６５％出資している。丸紅本社からではなく、丸紅広州の

ナショナルスタッフ１名を３年間派遣していた。

　十数年前には、出資する見返りに日本と進出地における物流、商流に入れてもらうことを条件

に出資していたが、現在行っているような、丸紅広州のもつ、在庫などといった差別化できるよ

うな機能がないと選ばれ、商売をさせてもらうのは難しくなってきている。部品メーカー自体も、

「一人で出るのが心配だし、パートナーが必要だ、商社がいいのではないか」ということで丸紅

（グループ）と組んだケースが多い。

４．人事制度

　丸紅広州会社の社員は９５名、そのうち日本人は６名（内、自動車部に２名）である。人材派遣
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会社を利用して、日本語ができる人、簿記検定の取得者などと条件を指定して人材を採用したり、

新聞広告を出したりして中国人を採用している。８５代半ば位だと、月収Ｂ１５５５元でボーナスを入

れて年収９万元である。一般的に中国人はより良い条件を求めてジョブホッピングしている。ま

た、中国の新労働法（労働契約法）の７５５Ｄ年１月の施行にともない、仕事がなくなった社員に対

しても働く場所、仕事を与えるように努力している。

　中国人社員の評価は丸紅中国会社（在北京）がまとめた中国全土の人事評価制度に則って、現

在、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの６段階評価を行っており、Ｃがつくとボーナスは６５５％出、Ｂな

らば６８５％とポジションによって変わってくる。３年位前までは基準が無く、北京、上海、広州

とみなバラバラで給料が全然違う状況であったので、このような中国全土の全拠点での評価シス

テムを７５５Ｅ年に採用した。ただ、廈門、天津、大連は物価の関係で給料が異なっている。マネジ

メントスタッフ（部長以上）はＡ、Ｂ、Ｃの段階、レギュラースタッフは１から６７までの段階が

ある。北京、上海、広州は同じテーブルであるが、廈門、天津、大連などは同じランクでも給料

が違う。たとえば、レギュラースタッフの１という人は、北京、上海、広州では月給Ｅ１５５５元で、

廈門だとＤ１７５５元、というようになっている。

５．総合商社の自動車事業

　総合商社の自動車事業は、建設機械事業と同様に、従来は日本からの輸出と現地での輸入業務

が中心であったが、現在では進出先でのディーラー事業の運営や販売金融などの川下業務が中心

となっている⑶。他の商社においても、海外で、日系自動車メーカー向け部品物流、金属加工な

どにも携わることも多く、川上から川下までのバリューチェーンを築いている⑷、という状況で

ある。

　丸紅では、従来型の日本製の自動車部品の輸出業務にビジネスの発展性の限界を感じ、自動車

部品の在庫販売事業（部品物流）や、自動車部品メーカーへの出資を始めた。

　総合商社は、三井物産のように部品メーカーの買収を通じて、製造段階、すなわち川上へ進出

したり、丸紅にみられるようにディーラーの買収を通じて販売段階、川下へと進出したりしてい

る。広州においても、自動車産業に関連して、商社、商社の子会社、商社の合弁企業がさまざま

な事業機会を求めて展開している。

注

⑴　本稿は丸紅（広州）貿易有限公司総経理（当時）、村田明夫氏へのインタビュー調査（７５５Ｅ年９月６Ａ日実施）

に基づいている。

⑵　国土交通省中部地方整備局港湾空港部　みなと用語事典 hががp:４４くくく３pa３cbお３mliが３go３jp４jiがen４indeぐ３hがml

⑶　吉田憲一郎『商社』日本経済新聞社、７５５Ｄ．ＣＥページ。

⑷　同上。

 （野村千佳子）
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第１回　広東省調査旅行（７５５9年３月１日広州集合～８日現地解散）

日　　　時 訪　問　先 所　在　地

３月２日㈪　９：５５～６６：８５ 広州汽車集団 広州市東風中路

３月３日㈫　９：９５～６７：６５ 広東省経済貿易委員会工業処 広州市越秀区吉祥路

　　　　　　６９：８５～６6：５５ 広汽ホンダ（増城工場） 広州増城市新塘鎮

　　　　　　６6：７５～６7：８５ 五羊ホンダ 広州増城市新塘鎮

３月４日㈬　８：８５～６７：８５ 華南日通（深圳）広州分公司 広州市永和経済技術開発区

　　　　　　６９：５５～６5：８５ 広州小糸 広州市番禺区石楼鎮

　　　　　　６7：５５～６8：８５ 愛三（仏山） 仏山市順徳区大良街道

３月５日㈭　８：５５～６６：５５ 東風日産 広州市花都区風神大道

　　　　　　６９：５５～６6：５５ 花都区政府・花都汽車城 広州市花都区新華街

　　　　　　６6：８５～６7：5５ 広州三池 広州市花都区花都汽車城

３月６日㈮　８：５５～６５：８５ 南沙区政府・南沙開発区 広州市南沙区港前大道

　　　　　　６６：５５～６７：６５ デンソー（広州南沙） 広州市南沙区黄閣鎮

　　　　　　６5：８５～６6：８５ 仏山ユニタイト 仏山市禅城区南庄鎮

３月７日㈯ 広州市内視察

第２回　広東省調査旅行（７５５9年９月６８日広州集合～７５日現地解散）

日　　　時 訪　問　先 所　在　地

９月６９日㈪　６５：５５～６６：８５ 広州市経済貿易委員会 広州市府前路

　　　　　　６９：５５～６6：８５ 東風日産喜龍専営店 広州市荔湾区花地大道

　　　　　　６7：５５～６8：８５ 東風日産東神広大専営店 広州市海珠区広州大道

９月６5日㈫　９：８５～６６：８５ 広汽ホンダ第一特約販売服務店 広州市黄石東路

　　　　　　６９：５５～６6：５５ 広汽トヨタ第一店 広州市黄埔大道

　　　　　　６6：８５～６7：８５ 広州競馬場汽車城 広州市黄埔大道

９月６6日㈬　８：８５～６６：５５ 日郵物流（中国）広州支店 広州市黄埔区豊楽北路

　　　　　　６5：５５～６7：５５ 中山大学嶺南学院 広州市新港西路

９月６7日㈭　６５：５５～６８：５５ 広汽日野 広州従化市明珠工業園

　　　　　　６９：５５～６6：５５ 丸紅（広州）貿易 広州市天河北路

９月６8日㈮　９：５５～６６：８５ 広汽トヨタ 広州市南沙区黄閣鎮市南大道

９月６9日㈯ 広州市内視察

注�：上記の日程はリサーチ・グループ全体のものである。執筆者が個別に行なった現地調査については、

ぞれぞれの担当箇所で示してある。
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現地調査日程表
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　この度、櫨山健介・川邉信雄編『中国・広東省の自動車産業──日系大手三社の進出した自動

車産業集積地』（産研シリーズ９5号）を刊行することとなった。

　本報告書は、今回の執筆者の主要メンバーが参加する３冊目の報告書である。これまで、鈴木

宏昌・川邉信雄編『移行経済における日系企業──日本精工（株）の事例研究』産研シリーズ９1号

（2５５7年）、および川邉信雄・櫨山健介編『日系流通企業の中国展開──「世界の市場」への参入

戦略』産研シリーズ９８号（2５５8年））を刊行している。

　日本精工（株）の事例研究に際し、2５５９年８－９月にポーランド、2５５5年３月に中国で現地調査

をおこなった。長江下流の上海、蘇州、昆山、広東省の東莞の現地調査に赴いたが、日本精工は、

中国をグローバルな生産拠点として、拠点網の構築を急いでおり、中国はすでに世界の工場とし

ての地位を築いていることが確認できたし、この調査旅行を通じて、中国沿海地方の急激な発展

に大きな刺激を受けた。これが契機となり、帰国後、2５５5年1５月に早稲田大学プロジェクト研究

所の一環として、「中国ビジネス研究所」を立ち上げた。目的は、中国ビジネスの諸問題の研究

のためである。立ち上げには、川邉信雄が中心となり当時のメンバーに産業経営研究所の中国（櫨

山）部会のメンバーおよび数名の新たなメンバーが加わった。そして、当面の研究対象として、

中国における「流通企業の研究」と「自動車企業の研究」を行うこととなった。この最初の研究

成果が上記の『日系流通企業の中国展開』である。

　この研究においては、北京、青島、上海、広州、深圳などで小売業を展開している日系のデパー

ト、スーパー、コンビニエンス・ストアなどを主な対象とした。この研究を通じて、中国では、

2５５1年12月のWTO加盟を契機として、消費社会が急速に成長し、中国経済全体が加速度的に発

展しており、世界の市場としてもその地位を確立しつつあることを明らかにした。中国では、各

都市で新市街地の建設と再開発、都市内部での地下鉄網、郊外鉄道網の建設が行われており、各

都市を結ぶ高速道路網、高速鉄道網が建設されつつあり、急激なモータリゼーション化の真っ只

中にある。小売業の立地も、このような変化をいち早く見極めないと、店舗の閉鎖へと追いやら

れているのを目の当たりにした。

　今回の研究は、2５５8年度の産業経営研究所リサーチプロジェクト「広東省の自動車産業」とし

て発足した。この研究に当たっては、これまでのメンバーに加え数名の新たなメンバーが加わる

こととなった。自動車産業の中から、広東省の自動車産業を選んだのにはいくつかの理由がある。

まず研究対象としての魅力である。広東省の自動車産業は過去1５年間で中国でももっとも急激な

発展を遂げた地域である。この急激な発展を担ったのが日系自動車メーカー「ホンダ」「日産」「ト

ヨタ」大手３社の広東省進出であり、この３社の生産基地建設に伴い広東省に進出した日系部品

あとがき
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メーカーのエネルギーである。２番目は、研究推進のため関連機関の援助が想定できたことであ

る。本研究はリサーチプロジェクトの認可を得た後、関連機関の協力を要請することになったが、

広東省外事弁公室、ジェトロ（日本貿易振興機構）、華南稲門会の協力を要請した。

　広東省外事弁公室と産業経営研究所は、近年協力関係にある。産業経営研究所は、2５５９年、

2５５7年の２回に渡り、広東省外事弁公室の組織した広東省の企業経営者研修団を受け入れてい

る。また、ジェトロと早稲田大学とは長年にわたり研究推進のための包括提携を結んでいる。そ

して、華南稲門会には、現地の日系企業関係者が数多く参加している。広東省外事弁公室へは当

時の産業経営研究所・辻山栄子所長に協力要請書をお願いした。ジェトロには、メンバーである

川邉信雄が協力を要請した。広東省外事弁公室、ジェトロ広州事務所には、各企業調査の連絡を

取っていただいた。また、ジェトロ広州事務所の横田光弘氏には「広東省の自動車産業」という

テーマで懇談会を開いていただいたし、華南稲門会の皆様にも、数回に及ぶ懇談会を開いていた

だいた。今回の研究でお世話になった広東省外事弁公室、ジェトロ本部、ジェトロ広州事務所、

華南稲門会の皆様に謝意を表したい。

　今回の研究では、執筆担当者を中心に年４、５回の研究会と全員による２回の現地調査を行い、

各機関・各企業へ聞き取り調査を行った（現地調査日程表を参照）。また必要に応じて各自が現

地調査を行っている。お忙しい中、われわれの調査のために対応していただいた各機関、各企業

の方々に心より感謝を述べる次第である。本報告集が単なる文献研究に終わることなく、臨場感

のあるものになったのも皆様のおかげだと考えている。

　第１回目の調査旅行を2５５9年３月に予定したが、折からの「リーマンショック」で中国も不況

の中にあり、また、新型インフルエンザが広東省で流行しているとの情報もあり、不安の中での

出発であったがすべて杞憂に終わってしまった。３月の調査の折は、確かに不況期ではあったが、

調査先では快く迎えていただけた。そして、同年９月の調査の折には、将来はわからないが足下

の景気は好調であるとの感触であった。第１回目の調査に当たり、訪問先は、政府関連、自動車

産業基地、広汽集団、日系大手３社、部品メーカーに焦点を絞っていた。しかし、帰国後の会議

で、第２回調査旅行には、販売会社、物流企業も加えるべきだという意見が出され、結果的に本

来考えていたよりも、長編の報告書の刊行となった。そのため、出版の時期も、大幅に遅れてし

まい関係者の方々にご迷惑をおかけしてしまった。

　本書の刊行にあったては、産業経営研究所・前所長の辻山栄子教授、現所長の武井寿教授、同

事務所の宮田秀一さんには、リサーチプロジェクトの運営、産研シリーズの刊行では大変お世話

になった。この場を借りてお礼を申し上げる次第である

� 2５1５年12月2５日　　

� 執筆者一同　　



産研シリーズ　No.45

2011年１月25日　発行

　　発行者　早 稲 田 大 学 産 業 経 営 研 究 所

所長　武井　　寿

　　発行所　早 稲 田 大 学 産 業 経 営 研 究 所

〒169－8050　東京都新宿区西早稲田1－6－1

電　話　03－3203－9857

ＦＡＸ　03－3202－4274

　　印刷所　三 美 印 刷 株 式 会 社

執筆担当者（執筆順）

川邉　信雄　早稲田大学商学学術院教授（�はじめに、第　1　章、第　4　章�第　3　節、�

おわりに）

櫨山　健介　早稲田大学商学学術院准教授（�はじめに、第　2　章�第　1　節、第　2　節、�

第　5　節、第　4　章�第　5　節、おわりに）

李　　　雪　早稲田大学商学学術院助手（�第　2　章�第　3　節、第　3　章�第　6　節、�

第　4　章�第　1　節）

宇野　和夫　早稲田大学商学学術院教授（第　2　章�第　4　節、第　3　章�第　5　節）

井上　葉子　日本大学商学部専任講師（�第　3　章�第　1　節、第　4　章�第　4　節、�

第　5　章�第　4　節、第　6　章�第　2　節）

竹之内玲子　明海大学ホスピタリティー・ツーリズム学部専任講師�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（�第　3　章�第　2　節、第　3　節、第　4　章�第　2　節、�

第　5　章�第　1　節）

今井　利絵　関東学園大学経済学部准教授（�第　3　章�第　4　節、第　5　章�第　2　節、�

第　3　節、第　6　章�第　1　節）

野村千佳子　山梨学院大学経営情報学部准教授（第　6　章�第　3　節）



45中
国
・
広
東
省
の
自
動
車
産
業

産
研
シ
リ
ー
ズ 

　

4545

Research Institute of

Business Administration

R.I.B.A

中国・広東省の自動車産業
─日系大手３社の進出した自動車産業集積地─

櫨山　健介・川邉　信雄　編


