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【レポートの概要】 



本調査レポートの特徴 

2016年、中国の新エネルギー自動車の生産と販売は50万台を突破し、2017年には70万台を突破した。中国は既に新エネルギー自動車の最

大の生産と販売の市場となっており、2020年には販売台数が200万台を突破するものと推計する。ますます多くの企業が新エネルギー自動車の

分野に注目し、且つ参入している。各大型国際自動車企業は、中国において次々に各種新エネルギー自動車を発売している。 

   こうした状況に基づいて、RAPID研究員は半年以上の調査期間をかけて、新エネルギー自動車メーカー、代理店、部品メーカーを実際に訪問

取材し、同時に業界専門家、政府部門を訪問して、詳細な情報とデータを入手し、本レポートを作成した。 

調査のポイント 

•新エネルギー自動車業界の産業チェーン 

•新エネルギー自動車業界の発展 

•新エネルギー自動車業界の競争構造 

•新エネルギー自動車の主要メーカー 

•新エネルギー自動車業界の投資環境 

調査対象 

•新エネルギー自動車の産業チェーンの各段
階のメーカー 

•新エネルギー自動車メーカー 

•関連業界協会、連盟、政府部門等 

調査方法 

•中国で現地調査を行った。前述の調査対象
企業及び関連連盟・協会に直接訪問取材と
電話取材を行い、「生の声」の聞き取りを中心
に調査を実施した。 
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中国の新エネルギー乗用車と客車の市場集中度が比較的高く、
新エネルギー専用車（専門的な用途がある自動車。例：運輸用、
環境衛生用等）の市場集中度は前の両者よりやや低い。 

2017年、中国TOP10の新エネル
ギー乗用車企業の市場シェアは
総計86.9%であった。 

中国の新エネルギー自動車業
界が混乱した初期を通り過ごす
に連れて、大手企業の優位性
がますます明らかになり、業界の
集中度が戻り始め、2015年の
68.4%から2017年の83.7%に上
昇した。 

2017年、中国TOP10の新エネル
ギー専用車企業の販売量のシェア
は総計71.0%で、同年度の新エネル
ギー乗用車企業と新エネルギー客
車企業の集中度より低い。 
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新エネルギー自動車メーカーが最も多い地区は華東地
区で、約42%を占める。西北地区の新エネルギー自動車
企業の割合は最も低く、1%のみである。 

江蘇、山東、広東、貴州、浙江、

江西等の省の新エネルギー自

動車企業が最も多い。 
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中国の主な新エネルギー自動車メーカー39社から11社
をピックアップ、かつこれらの企業の詳細を分析 

①は各社の基本情報、所在
地、企業背景、主要業務と
発展経歴などを紹介。 

②は各社の製品状況、価格
範囲及び性能・特徴を紹介。 

③は各社の新エネルギー自
動車の販売台数と市場シェ
アを紹介。 

④は各社の今後の発展動向
を紹介。 
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中国の新エネルギー乗用車市場の状況 

2018-2022年、中国の新エネル

ギー乗用車の販売台数は安定した

成長を保つ。 

比亜迪と北汽新能源は中国の新エネ

ルギー乗用車市場をリードしている企

業であり、2017年の市場シェアはそれ

ぞれ20.3%と19.0%に達する。 

中国において、新エネルギー乗用

車の大部分の販売は北京、上海、

深セン等の一線都市に集中してい

る。 

9 



2014年と2015年、中国の新エネルギー自動車の生産
量と販売量は著しく増加したが、2016年と2017年の増
加幅は正常レベルに戻った。 

 2014年と2015年は中国の新エネルギー
自動車業界が爆発的に成長した一年で
あった。販売台数はそれぞれ323.8%と
341.4%の増加を実現した。 

 この増加幅の原因は主に政府の補助政策
によるもので、正常な増加幅ではない。 

 2016年から、政策が調整されるに連れ、
市場が正常レベルに戻り始めた。 

 中国の新エネルギー自動車の生産量の動
きと販売台数はほぼ同じである。 

輸出入の要素を考え、2015-2022
年、中国の新エネルギー自動車の
生産と販売はほぼ平行している。 
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中国の新エネルギー自動車業界の投資の機会とリスク 

中国政府が
長期的に自
動車の電動
化を支援する
方向性は変
わらない。 

低消費エネ
ルギー、高い
走行継続、
充電が速い
完全車製品
の潜在力は
巨大である。 

「第13次5カ年
計画」の関連計
画に基づき、
2020年までに、
中国の新エネ
ルギー自動車
の保有量は
500万台に達
すると見られる。 

業界成長が予
測に追いつか

ないリスク 

競争激
化のリス

ク 

政策変
動のリス

ク 
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上海鋭品投資管理諮詢有限公司

（RaPid）の紹介 

Shanghai RaPid Consulting Group 

2018年2月 



上海鋭品投資管理諮詢有限公司（RaPid）の紹介 
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  上海鋭品投資管理諮詢有限公司（RaPid）は中国BtoBとBtoC市場調査分野におけるシニアサービス提供会社であり、主にフォー

チュン500企業に低価格で、高品質、フレキシブルな調査コンサルティングを提供する。RaPidは業界分析、競合他社モニタリング及

び消費者インサイトを合わせたマーケティング戦略研究サービスを提供し、顧客の市場参入、市場細分化、製品ポジショニング、価

格戦略、マーケティング・プロモーション、販売ルートの組織と管理において、より良いソリューションができるようサポートする。  

 RaPidは中国、アジアなど海外での市場調査、企業調査など各種調査、販売支援事業、ビジネスアウトソーシング事業を提供してい

る。  



主要実績 
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【著書・論文】  

ジェトロ上海委託事業「中国の医療機器市場調査」2014 年3月［レポート（PDF）」  

ジェトロ上海委託事業「中国政府による国産医療機器優遇政策に関する調査報告書」2015 年3月［レポート（PDF）］  

「日本投資実務ガイドライン」（上海訳文出版社、2016年、共同編集）  

ジェトロ北京委託事業「中国における福祉機器・用品市場調査」2017年12月［レポート（PDF）］  

※公開可能なもののみを掲載  

【講演】  

2013 年11 月、静岡銀行、京都銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行の地銀５行の主催で、「中国企業との取引におけるリスクマネジメント」をテーマに中国上海で講演した。 

2014 年5 月、JETRO、上海IVD 研究会の主催で、「中国医療事情」をテーマに中国上海で講演した。 

2015年９月、JETRO、上海IVD 研究会の主催で、「中国医療機器国産優遇対策」をテーマに中国上海で講演した。  

2015年11月、富士通より招きを受け「中国経済の新たな変動」をテーマに中国昆山で講演した。  

2016年11月、日中経済貿易センターの主催で「「中国第13次5ヶ年計画の注目点と日系企業のビジネスチャンス」をテーマに日本大阪で講演した。  

2017年5月、中国IVD研究会及び上海JETROの招きを受け、中国における医療機器の入札及び最近のホットトピックス（国産優遇対策、二票制）について」をテーマに中国IVD研究会の総会で講演した。 

「その他」  

JETRO上海指定の2013 年度、2014 年度、2015年度、2016年、2017年度中小企業海外展開支援コーディネーター（医療、福祉機器分野）  

2017年3月、韓国産業通商資源部・韓国産業技術振興院・韓国国立HANBAT大学・韓国大田市科学院等の韓国関連部門と「2017年上海と韓国の建材橋渡し商談会」をルネッサンス・ホテル（上海

虹橋）で主催した。 

2017年3月、錦天城法律事務所と共同で「独占禁止法」をテーマとするセミナーを開催した。 

2017年5月、ルネッサンス上海揚子江ホテルで「韓国貿易協会（KITA）」と共同で「2017春季上海韓国商品貿易商談会」を開催した。 

2017年7月、世界トップクラスの企業情報サービスを提供する株式会社信用交換所と、信用調査事業における業務提携を結んだ。 

2017年、ミャンマーで新しい業務を展開する。 

2018年、日本で拠点を設置する。 
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