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１．はじめに
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『アジアにおける二輪車の使わ
れ方』についての執筆要請を受けた．
しかし，使われ方を端的に表現する
ことは難しい．ビジネスバイク，レ

India
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ジャーバイク，ファミリバイク，ツ
ーリングバイク，ストリートバイク，
デュアルパーパス，スポーツバイク
等，二輪車の用途別にさまざまな言
い方がある．一方で，主な用途は，
(1)物資の配達・運搬，人の運搬な
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どのビジネス，(2)通勤・通学，買
い物などの日常の移動，(3)ツーリ

図１ 主要国の二輪車の販売台数(2002 年)

ングなどのレジャー，(4)モータス
ポーツに大別する場合もある(1)．し

すると，2002 年には約 2850 万台の

やインドをはじめとするアジア諸

かし，モータスポーツ用のそれを除

二輪車が製造・販売されたと考えら

国では，耐久消費財としての二輪車

くと，同じ二輪車であっても実際に

れる．販売台数でみると，中国が全

の購買意欲は旺盛で，市場も堅調に

は多用途に使われている．

体の約 44％を占め，インド 18％，

伸びている．図２は１人あたりの

本稿では，二輪車の主要市場で

インドネシア 7％，ベトナム 6％，

GDP の伸びとモータリゼーション

ある，中国，インド，タイなどのア

タイ 5％と続き，これらアジア諸国

普及の関係を二輪車と四輪車を比

ジア諸国について，二輪車を取巻く

だけで実に 80％を占めている．

較して示したものである．１人あた

状況を説明し，その中から日本では
あまり見受けられない用途を中心
に報告する．なお，アジア諸国の交
通機関の中で重要な役割を担って
いる三輪車についても一部取上げ
る．

２．アジアの二輪車市場
図１に 2002 年の二輪車の市場規
模を示す．全世界の状況を正確に
把握することは困難であるが，2001
年の約 2570 万台生産(2)を基に推定

１０億以上の人口を抱え一方で
堅実な経済成長を遂げている中国

りの GDP が比較的高い伸びを示し
ている状況では，二輪車の普及割合

は GDP の伸び以上に高くなり，GDP

すことが困難なメーカを淘汰させ

ものは強制廃棄させられる．図４に

が高くなると四輪車の伸びの方が

るための施策が講じられている．そ

示すように，深刻な問題を抱える各

高くなる傾向がある．

の骨格が，二輪業界の整とんについ

都市では二輪車の登録制限(新規ナ

ての通達であり，二輪車製造企業へ

ンバープレートの発給中止，発給制

の管理の強化，不法な二輪車コピー

限など)を行っており，その数は

中国経済は沿岸部を中心に発達

企業の取締り，乱造の抑制，税金徴

100 都市以上にのぼっている．沿岸

し，人口の 70～80％を占める農村

収の強化，二輪車販売・登録管理の

部から地方都市に広がりをみせる

部との間に大きな経済格差が生じ

強化，二輪車輸出の秩序の粛正，品

一方で，最近はこの制限を緩和する

た．そのため，モータリゼーション

質に対する監督の強化などが，すで

都市も出始めている．

も沿岸部でまず普及してきた．近年

に実施に移されている．

３．中国の二輪車事情

二輪車は 100～125cc クラスが主

は，図３に示す中部地域の経済も

都市部では大気汚染などの環境

流で，全体の約 70%を占める．２ス

徐々に伸長をみせ，二輪車も重要な

問題が深刻化しており，排出ガス規

トロークと４ストロークの比較で

移動手段として普及しはじめてい

制を施行するとともに，老朽二輪車

は，４ストローク車が約 90％を占

(3)

の強制廃棄も実施されはじめてい

めている．代表的な二輪車を図５に

二輪車の生産は，1992 年約 170

る．北京では８年以上経過した二輪

示す．都市部での使われ方は，日本

万台，1997 年約 980 万台，2002 年

車が廃棄の対象で，１１年を越えた

の通勤，買い物，用足しなどの移動

る ．

約 1250 万台と，ここ 10 年で７倍以
上に成長し，2010 年には 1500 万台
に達するとみられている．
中国には，現在 300 社以上の二
輪車メーカが存在し，小規模な改造
車メーカを含めると 500 社以上と
いう説もある．しかし，これは驚く
ことではない．四輪車メーカも，休
業中を含めると実に 116 社存在し
ているのである．中国は 2001 年 12 月
に WTO(World Trade Organization)
への加盟が認められ，国際競争力を
もった産業の育成が急務になって
いる．そのため，所定の要件を満た

図４ 二輪車ナンバープレート発給制限実施の都市
手段と変わることはない．図６は地
方都市部の光景であり，イエローの
ベストを着用しているのは，二輪車
タクシーである．また，農村部では
図７のような実用的な荷物運搬手
段として使用されている様子もし
ばしば見られる．
近年，都市部では電動自転車が
普及しはじめている．1998 年に約 5

図３ 二輪車市場の移行

万台が生産・販売されたにすぎなか

ったが，
2000 年には約 28 万台，2001

として，新たなコミュータの地位を

４ストローク車への志向も急激に

年には約 60 万台が生産され，一部

固めつつある．

まっている(4)．

は海外にも輸出されている．この電
動自転車は，日本におけるモータ・

中国の交通機関に関する用語を
コラム欄に示す．

ルが全体の約 65％を占め，スクー

アシストによるペダル走行式では
なく，ペダルまたはモータのいずれ

二輪車の構成は，モータサイク

タが 25％，モペッドが 10％となっ
４．インドの二輪車事情

ている．排気量別では，100～150cc

インドは中国の約 13 億人に次ぐ

が主流である．代表的な二輪車の例

電動自転車の扱いは，自転車に近い

約 10 億人の人口を擁し，1990 年代

を図９に示す．この二輪車は，単一

もののナンバー登録が必要で，技術

からの経済自由化政策，1994 年の

モデルとして世界で最も多く販売

要件も規定されている．都市部で登

WTO 加盟を経て，堅実な経済成長を

されているもののひとつでもある．

録が禁止されている助力車の代替

遂げている．これに伴い二輪車購買

二輪車の主な用途は，移動手段であ

でも走行できるようになっている．

り，荷物運搬などにも使用されてい
る．インドは公共交通機関の整備が
十分とは言えず，二輪車の普及は
人々の行動範囲を拡大し，重要な交
通機関としての役割を担っている都市
部の交通状況を図１０に，移動手段
の例を図１１に，荷物運搬の例を図

図５ 代表的な二輪車(中国)

１２に示す．日本と異なり家族の移
動に二輪車が使用される場合もあ
る．
インドを訪れると，オートリキ
シャ(Auto-rickshaw)または単にオ
ート(Auto)と呼ばれる三輪車をよ

図６ 地方都市部の交通状況

く目にする．主にタクシーとして，

図７ 農村部での使用例

意欲も高まり，二輪車市場はここ

一部は荷物運搬用として用いられ

10 年間で３倍以上にまで拡大し，

る，業務用車両である．タクシーと

2002 年には 500 万台を超える生

してのオートリキシャは，バーハン

産・販売を達成した．インドの都市

ドル，フロントにドライバ用シング

部でも，大気汚染などの環境問題は

ルシート，後部に３人乗車用ベンチ

深刻化しており，排出ガス規制が施

シートを有し，２ストローク 175cc

行されている．ガソリン価格が高く，

の二輪車用エンジンを用いている．

図 ８に示 す ように燃費 に 優れた

二輪車と四輪車の中間的な車両と

コラム： 交通機関に関する用語
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排気量36cc以下
助力車の別の言い方
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助力車以外のエンジン付き乗り物の総称

図８ ２ストロークと４ストローク二輪車の割合

図 12 荷物運搬用としての使用例

いうことができる．近年は，排出ガス

オートリキシャに対し，単にリキシ

対応として，４ストローク CNG エン

ャと言えば三輪自転車を指し，カル

ジンへとシフトしている．オートリ

カッタなど一部で見られる人力車

キシャは，年間約 27 万台生産され，

は姿を消そうとしている．オートリ

公共交通機関として定着している．

キシャと類似した車両は，タイなど

料金が安く，都市部の渋滞でも機敏

でも見ることができる．

な運行ができ移動時間が短くてす

図９ 代表的な二輪車(インド)

５．タイの二輪車事情

む，バスや列車と比較してとくに女
性にとっては安全であることなど

タイの二輪車市場は，1995 年に

が，その理由である．図１３にタク

150 万台規模まで拡大したものの，

シー用オートリキシャの例を示す．

1997 年から始まったアセアン経済
危機により，1998 年には約 50 万台
まで縮小した．しかし，その後の経
済復興は堅実で，2002 年には 130
万台を超える販売を記録し，今後も
さらなる成長が期待されている．排
気量が 100～125cc のファミリおよ
びファミリスポーツと呼ばれるカ

図１０ 都市部の交通状況

テゴリが中心で，代表的な二輪車を図
１４に示す．

図１１ 移動手段としての使用例(後方はオートリキシャ)

図 13 タクシー用オートリキシャ

図１５にバンコクの幹線道路の

とおり路地の入り口などにソイ

幹線路を比較的高速で遠距離ま

交通状況を示す．他のアジア諸国と

バイクタクシー待機場所があり，

で運行する．いずれも渋滞路をす

同様に，都市部の慢性的な渋滞と大

ライダーは揃いのべストを身に

り抜け走行するために事故が多

気汚染は深刻な社会問題となって

つけている．歩くには少し距離が

く，安全対策が求められている．

おり，事実夕刻５時を過ぎるころに

ありすぎる数百ｍから 1～２km の

タイと同様な二輪車のタクシー

はバンコク市街地では微動だにし

短距離の移動に用いられる．代表

としての利用は，カンボジア，ベ

ない状況が見られる．厳しい排出ガ

的な利用方法は，BTS，バスなど

トナムなど他の国々でも見るこ

ス規制も施行されており，最近の５

の公共交通機関のステーション

とができる．

年間で２ストロークから４ストロ

と自宅など目的地の間の末端交

タイの交通機関にサムロー

ーク車市場へ急速に変化した．バン

通機関としてである．現在，バン

(Samlor)がある．サムローは自転車

コクにおいては，渋滞緩和策のひと

コクだけで約 20 万台のソイバイ

を改造した三輪自転車で，これにエ

つとして 1999 年 12 月に BTS（高架

クタクシーがあるとみられる．図

ンジンを搭載したものやオートバ

式鉄道：スカイトレイン）が開通し，

１７にソイバイクタクシーの利

イを改造してサムローにしたもの

地下鉄工事も進行している．BTS を

用例を示す．ソイバイクタクシー

もある．一方のトゥクトゥクは約

図１６に示す．タイにおける二輪車

は営業エリアが特定ブロック毎

50 年前に日本から輸入された排気

の主要用途は，通勤，通学，買い物，

に定められているが，これを乗り

量 360cc の三輪自動車が原型で，そ

用足しなどの移動用手段であるが，

継げばエリアを超えた長距離移

の後タイで独自の進化を遂げた．図

ここでは実用に供されている二輪

動も可能である．なお，バンコク

１８は後部座席から見たトゥクト

車タクシー（ソイバイクタクシー）と

では幹線バイクタクシーもあり，

ゥクの例である．現在は排気量 360

トゥクトゥク(Tuk-Tuk)について説
明する．
ソイとは路地を指す．その名の

図 14 代表的な二輪車(タイ)
図１６ バンコク中心部を走るＢＴＳ

図１５幹線道路の交通状況

図１７ ソイバイクタクシー(待機場所から発進するところ)
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図１８ 三輪タクシートゥクトゥク(後部座席から撮影)
～550cc が主流で，タクシー，送迎

(時間当たりの移動距離)が高く，公

用，ゴミ収集用，農作業用と，目的

共交通機関の整備が不充分な地方

に合わせて実にさまざまな形態の

においても生活範囲を広げるため

ものがある．この中で，タクシーは

の重要な役割を担っている．

公共のサムローとして登録するこ

今後ますます二輪車の普及が期

とが必要で，バンコクの他，地方都

待されているアジア諸国では，安

市までを含めると，現在約２万台が

全・環境に対する取り組みとともに

登録されている．その他は個人用と

有用性，ファッション性などのユー

して扱われ，今後も多目的用途とし

ザニーズへの対応も必要である．

て需要の増加が見込まれている．ト

筆者は，一昨年，昨年とタイを

ゥクトゥクはタイ特有の車で輸出

訪れる機会を得，インドへは 2000

競争力も高く，近年環境に配慮した

年に訪問したが，中国に至っては天

CNG トゥクトゥクや電動トゥクト

安門事件の翌年にあたる 1990 年に

ゥクも開発され，シンガポール，イ

訪問して以来，実に 13 年の間，土

ンド，フランス，日本，バングラデ

を踏んでいないことになる．変化の

ィシュなど世界各国に，年間 1000

激しいこれら諸国では１年も経て

台以上が輸出されている．

ば状況は変貌するものと思われ，つ
ぎの訪問の機会を心待ちにしてい

６．おわりに

る．

アジアの各国では、経済発展と
ともにモータリゼーションも急速
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