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〔DHAC〕
東⾵本⽥汽⾞零部件有限公司
（四輪ｴﾝｼﾞﾝ部品/⾜回り部品）

DFM;44%  Honda;56% 

〔DHEC〕
東⾵本⽥発動機有限公司

DFM; 50％、 Honda;50％

〔GHAC〕
広汽本⽥汽⾞有限公司

GAC; 50%, Honda︔50%

Honda四輪事業 拠点MAP

武漢

広州

恵州

北京

〔HMCI〕
本⽥技研⼯業（中国）投資有限公司

HM︔100％

〔CHAC〕
本⽥汽⾞（中国）有限公司
GAC; 25%、DFM; 10%

Honda︔65％

;

〔CHAM〕
本⽥汽⾞零部件製造有限公司

HMCI; 100%

佛⼭

〔GHRD〕
広汽本⽥汽⾞研究開発有限公司

GHAC︔ 100％

〔WDHAC〕
東⾵本⽥汽⾞有限公司

DFM; 50％ Honda; 50％

〔HMCT〕
本⽥技研科技（中国）有限公司

HMCI;100％

〔GHASC〕
⼴汽本⽥汽⾞销售有限公司

GHAC; 100%

〔EGCH〕
本⽥⽣産技術中国有限公司

EG; 17.14%  HMCI;82.86％

;

〔HAC-C〕
本⽥汽⾞⽤品（広東）有限公司

HMCI; 70%

;

〔GHASC〕
⼴汽本⽥汽⾞销售有限公司

北京分公司
GHAC; 100%

GACとのJV

DFMとのJV

3社JV

その他JV

HM100％



販売台数



世界の⾃動⾞販売台数推移（商⽤⾞含む）

2009年 アメリカを抜いて国別で中国は世界最⼤市場に（その後、9年連続世界⼀）

中国

アメリカ

⽇本

欧州
合計

その他

（万台） 出典︓OICA（国際⾃動⾞⼯業会）
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今後も市場は伸⻑し、2025年には、3,500万台に達すると予測されている

（万台）

17年
2,888

中国⾃動⾞販売台数（商⽤⾞含む）
出典︓CAAM(中国汽⾞⼯業協会)

25年予測
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中国⾃動⾞市場
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■ セグメント別 登録実績 （POLK 登録台数/移動年）

■ 乗⽤⾞市場推移 （CAAM 卸売台数）

■ 国籍別 ｼｪｱ推移 （POLK ）

全体市場
千台

万台

カテ市場
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内陸部 沿海部

■ 沿海部/内陸部別



中国の外資規制



社会主義市場経済体制を不断に完全化するという要求及び世界貿易機関加盟後における国内外の⾃動⾞産業発展の
新たな情勢に適応し、⾃動⾞産業の構造調整及びグレードアップを推進し、⾃動⾞産業の国際競争⼒を全⾯的に⾼め、
⾃動⾞製品に対する消費者の⽇増しに⾼まる需要を満たし、かつ、⾃動⾞産業の健全な発展を促進するため、⾃動⾞産
業発展政策を特に制定する。この政策の実施を通じ、我が国の⾃動⾞産業をして2010年までに国⺠経済の⽀柱産業に
発展させ、⼩康社会を全⾯的に建設するという⽬標を実現するため更に⼤きな貢献をさせる。

規制の例外（出資⽐率と設⽴会社数について）
輸出加⼯区内において輸出⾃動⾞及びエンジンを⽣産し、輸出する場合

第48条 ⾃動⾞完成⾞、特定⽬的⾃動⾞、農業⽤運送⾞及びオートバイの中外合資⽣産企業の中国側の株式⽐率は、
50%を下回ってはならない。（中略）同⼀の外商は、国内において同類（乗⽤⾞類、商⽤⾞類及びオートバイ類）の完成⾞製
品を⽣産する合資企業を2社以下設⽴することができ、中国側の合資パートナーと連合して国内のその他の⾃動⾞⽣産企業を合併
する場合には、2社という制限を受けないことができる。境外の法⼈格を有する企業が別の企業の株式を相対的に⽀配する場合には、
同⼀の外商とみなす。

外資出資⽐率及び設⽴会社数に規制
✔外資の株式（出資）⽐率は50%以下
✔同⼀外資企業が設⽴できる合資企業は2社まで

⾃動⾞産業発展政策 第49条
国内外の⾃動⾞⽣産企業は、輸出加⼯区内において輸出⾃動⾞及び⾃動⾞⽤エンジン⽣産プロジェクトに投資する場合には、こ
の⽣産の関係条項による拘束を受けないことができ、国務院に報告して専⾨項⽬として審査認可を受ける必要がある。

「⾃動⾞産業中⻑期発展計画」において、電動⾞のみを⽣産するJVについて、外資系メーカーの出資
規制緩和を打ち出している
→ ３社⽬の設⽴可能になっている （外商投資産業指導⽬録2017年改訂版）

⾃動⾞産業発展政策 （2004年5⽉21⽇公布）と制約
⽬的

外資メーカーに対する主な制約



年 設⽴時JV名 外資メーカー 現地メーカー
1984年 北京吉普 AMC(Jeep) 北京汽⾞

上海⼤衆 VW 上海汽⾞ ※現在の上汽⼤衆
1985年 広汽標致 PSA 広州汽⾞ ※1997年撤退
1991年 ⼀汽⼤衆 VW 第⼀汽⾞
1992年 神⿓汽⾞ PSA 東⾵汽⾞

海南⾺⾃達 マツダ 海南汽⾞ ※2006年提携解消
1993年 ⻑安鈴⽊ スズキ ⻑安汽⾞

鄭州⽇産 ⽇産 中国中信集団→東⾵汽⾞
1995年 昌河鈴⽊ スズキ 江⻄昌河汽⾞など
1997年 上海通⽤ GM 上海汽⾞ ※現在の上汽通⽤
1998年 広州本⽥ Honda 広州汽⾞

四川⼀汽豊⽥ トヨタ 第⼀汽⾞ ※現在の四川⼀汽トヨタ
悦達起亜 キア 東⾵汽⾞など ※現在の東⾵悦達起亜

1999年 南京菲亜特 フィアット 南京汽⾞ ※2007年に解散
2000年 天津豊⽥ トヨタ 第⼀汽⾞ ※現在の天津⼀汽トヨタ
2001年 ⻑安福特 フォード ⻑安汽⾞ ※現在の⻑安福特⾺⾃達
2002年 北京現代 現代 北京汽⾞
2003年 東⾵本⽥ Honda 東⾵汽⾞

東⾵⽇産 ⽇産 東⾵汽⾞
華晨宝⾺ BMW 華晨汽⾞

2004年 広汽豊⽥ トヨタ 広州汽⾞
2005年 北京奔馳 ダイムラー（ベンツ） 北京汽⾞

⼀汽⾺⾃達 マツダ 第⼀汽⾞

主要外資会社⼀覧



中国⾃動⾞産業の動き



電動化に向けたグローバルでの動き

 進出外資 急ピッチでEV⽣産準備

 2030年新⾞販売を全てEV化
- 7/1新税制 HEVに⾼税率、EVに低税率
- 今後3年で⼤規模な充電ステーション設置

 GAS/DSL⾞ 販売禁⽌の動き
- 英・仏 2040年までに販売禁⽌
- 蘭・ノルウェー 2025年以降禁⽌の動き

欧州中国

VW JACと三社⽬JV, EV共同⽣産

上海でEV⽣産検討

独ブランド、EVシフト鮮明に

インド

 2018年NEV法施⾏、EVシフト迫る
 パリ協定から離脱表明

環境政策主導は中/欧へ

中国へ同調

⾃動⾞政策
⽅向性⼀致

フォード 衆泰汽⾞とJV, EV共同⽣産

18年以降 低価格EV⽣産
⽇産 東⾵汽⾞と新JV(EV共同開発)

19年 C-HRベースEV⽣産

ダイムラー 北京汽⾞とEV/Batt⽣産

中国企業による
電動事業の国産化促進

 欧州メーカー EVシフト

アメリカ



CAFE規制、NEV法(電動化)を
必達⽬標化

CAFE規制、NEV法(電動化)を
必達⽬標化

ICVの発展を推し進め、
智能化で世界をリード

ICVの発展を推し進め、
智能化で世界をリード

⽣き残りをかけた⾰新能⼒UP必要

◆CO2削減ﾆｰｽﾞ

COP21参加、
国際社会からCO2削減の圧⼒

製造業全体の質を⼤幅に向上させ、⾰新能⼒を増強、
情報化と⼯業化を融合し、2025年までに製造強国の仲間⼊り

省エネ/新エネ⾞(NEV)拡⼤ インテリジェントコネクテッドカー(ICV)
2020年

5L/100km
新エネ⾞200万台

2025年
4L/100km

新エネ⾞700万台

・⾃動⾞全ライフサイクルのデジタル化
ネットワーク化、インテリジェント化

・⾃動運転⾞導⼊
＋

◆ 中国製造2025発⾏

背景
◆中国 製造業の⾰新ﾆｰｽﾞ

製造業の基礎能⼒が低い

13億⼈を⽀えるエネルギーセキュリティの確⽴が必要

Made in ChinaMade in China

中国政府が⽬指す姿

◆ ⽯油依存削減ﾆｰｽﾞ

原油依存率70%維持必達
1.4〜1.9億トンの削減必要



CAFEとNEVとは

⼀つの企業体に於いて、年間総⽣産⾞
両の燃費における総⾯積が規定値を
下回らなければいけないという法規

⼀つの企業体に於いて年間⽣産台数の
うち、決められた割合の台数の新エネ⾞を
⽣産しなければいけないという法規

年間⽣産台数

NEV法で決められた
新エネ⾞台数

イメージ）※割合等はイメージ

年間総⽣産⾞
の実燃費総⾯
積 ≦ 年間総⽣産⾞

の燃費規制値
総⾯積

※実燃費とは、認定における燃費をさします

NEV法で決めら
れた新エネ⾞台
数（割合から算出） ≦ 新エネ⾞の総

⽣産台数

新エネ⾞の⽣産台数

新エネ⾞以外の⽣産台数

CAFE NEV

＝規制値

＝CAFE値

【CAFE値と規制値の計算⽅法】



2017年4⽉ 「⾃動⾞産業中⻑期発展計画」 発⾏
全体⽬標︓１０年の努⼒を通じて、⾃動⾞強国の列強⼊りする

重点プロジェクト

⾞品質ブランドの創設PJ 海外発展PJ

キー部品の重点突破PJ 新エネ⾞R&Dと普及PJ

ICV推進PJ

先進省エネ環境技術向上PJ“⾃動⾞+”他業界融合PJ

【重点プロジェクト】

イノベーション・センターの創設PJ

2020 2025 2030

3000万台
新エネ⾞7%    5L/100km

⼀部⾃動運転⾞両50%

3500万台
新エネ⾞20%   4L/100km

⾼度⾃動運転⾞両15%

4000万台 + 輸出1000万台
新エネ⾞40%    
3.2L/100km

完全⾃動運転⾞両10%



中国メーカーとの提携による外資のNEV対応

VW
JACと第三合弁創設

2017/5/23
異例の3社⽬JV提携発表

VW
JACと第三合弁創設

2017/6/1 戦略提携強化を発表
両国⾸相⽴会いの下、戦略的提携締結
2017/7/5
新合弁創設、830億円投資
20年までにベンツEVを現地⽣産
中国製セルを使⽤した電池⽣産インフラ整備

NEV法導⼊を睨み、外資各社は中国メーカーとの提携による体制作り

VW
JACと第三合弁創設新興EVメーカーは⼀致団結

新興メーカー提携で共通PF開発、
外資サプライヤーも巻き込み連合結成を模索

⼩規模新エネ⾞企業を買収
⻑城、華菱星⾺ 他:
新エネ⾞企業を買収し、親会社になる事で
クレジットを総取り

VW
JACと第三合弁創設

GS4を広汽三菱店で年内販売

中国メーカー中国メーカー

弁創設

VW
JACと第三合弁創設

2017/8/29
EV開発合弁会社設⽴発表
・ 出資︓東⾵50％、ルノー25%/⽇産25％
・ 2019年〜東⾵汽⾞⼯場で⽣産
・ 新興国⽤⼩型P/F活⽤SUV⼩型EV開発

2017/8/22
Ford3社⽬JV設⽴発表

独⾃ブランドで EVを開発・製造
ブランド名、販売時期は当局承認後 発表

3社⽬JV設⽴は
VWに続き2社⽬
3社⽬JV設⽴は
VWに続き2社⽬

EV拡⼤に向け3社⽬JV設⽴EV拡⼤に向け3社⽬JV設⽴

・両社折半で50億元投資、18年EV⽣産開始 ・NEV対応の為にJVパートナー商品を活⽤
・⽣産は広汽三菱も⾞名そのまま、バッジは「G」



参考情報
【ナンバー発⾏規制と⾛⾏規制】



中国におけるナンバー購⼊規制と⾛⾏規制

都市
主に渋滞対応 主に汚染対応

都市
規模

購⼊規制 平⽇昼間の⾛⾏規制 厳重汚染天気の⾛⾏規制（予備案）
開始時間 内容 開始時間 規制内容 発布時間 規制内容

上海 ⼀級 1994年7⽉ 競売

北京 ⼀級 2011年1⽉ 抽選 08/10/11 昼間1/5の尾数EV除外 13/11/1 奇偶数EV除外

貴陽 三級 2011年7⽉ 抽選 11/9/9 昼間1/5の尾数

広州 ⼀級 2012年7⽉ 抽選+競売 14/1/22 奇偶数

天津 ⼀級 2013年12⽉ 抽選+競売 14/3/1 昼間1/5の尾数 14/2/23 1/5の尾数

杭州 ⼆級 2014年5⽉ 抽選+競売 11/10/8 通勤時間帯1/5の尾数 13/12/26 1/5の尾数

深圳 ⼀級 2014年12⽉ 抽選+競売 14/3/13 奇偶数
蘭州 三級 10/9/18 昼間1/5の尾数新ｴﾈ⾞除外 13/10/23 奇偶数
成都 ⼆級 12/10/8 昼間1/5の尾数新ｴﾈ⾞除外 14/1/21 奇偶数
南昌 ⼆級 09/6/20 昼間1/5の尾数新ｴﾈ⾞除外 13/12/6 奇偶数
⻑春 ⼆級 10/5/4 昼間1/10の尾数新ｴﾈ⾞除外 13/11/7 奇偶数
武漢 ⼆級 14/1 限定区域で奇偶数新ｴﾈ⾞除外 奇偶数

哈爾賓 ⼆級 14/9/15 限定区域で奇偶数
済南 ⼆級 奇偶数

⽯家庄 ⼆級 2013年 三台⽬制限 2014 厳重汚染天気市内で奇偶数 13/10/31 1/5の尾数
⼤連 ⼆級 14/1/22 奇偶数
⻄安 ⼆級 14/2/11 1/5の尾数

江蘇省 ／ 14/3/12 奇偶数
南京 ⼆級 14/3/10 奇偶数
合計 7 11 16

購⼊及び⾛⾏規制を実施する主要都市



期間 2014年1⽉-2017年12⽉施⾏

要点

 ⽬的は乗⽤⾞の数量が合理的且つ秩序的に増加させ、交通渋滞を緩和させ、エネルギーの消
耗量を削減させ、環境汚染を改善。

 2017年年末までの4年間で新規ﾅﾝﾊﾞｰの総量が60万台（年間15万台）に制限される、うち
新ｴﾈ⾞が17万台（2014年から年間それぞれ2万、3万、6万、6万台と逓増）、⼀般⾞が
43万台（年間それぞれ13万、12万、9万、9万台と逓減）、 徐々に新ｴﾈ⾞を奨励するこ
とにシフトする。

 新ｴﾈ⾞は新ｴﾈ⾞の割当の抽選に参加、申込み条件は⼀般⾞と同じ。
 当規定に記載する新ｴﾈ⾞は「北京市⽰範応⽤新能源⼩客⾞⽣産企業和産品⽬録」に載って

いる⾞種を指す。
 申込者の落札の回数により当籤率が上がる、そして、⾝体障害者の当籤率が割⾼の仕組み。
 抽選の頻度は、2か⽉⼀回。

動向  2011.1 抽選結果、18万⼈が抽選に参加し、17,600⼈が当籤。（ほぼ10分の１）
 2013.12 抽選結果、181万⼈が抽選に参加し、18,211⼈が当籤。 (ほぼ100分の１）

考察

 ⼤気汚染の悪化そして渋滞緩和の効果が薄いことにより、暫定規定であるこの施策は恒久策に
なってきている。

 今回は制度の⾒直しになるが、⾞の購⼊需要がどんどん⾼まっている中、来年以降も当籤率が
⼀層低くなっていくものと⾒られる。

 新エネ⾞に関しては、EVだけに限定され、しかも⼯信部の新エネ⾞⽬録ではなく、北京市の新エ
ネ⾞⽬録に掲載されることが要求され、地⽅メーカー保護の傾向が⾒られる。

【参考】北京市実施の乗⽤⾞数量調整

北京市乗⽤⾞数量調整ｺﾝﾄﾛｰﾙ暫定規定(2013)


