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１． はじめに  中国で“売れる車”とは？ 
中国の自動車市場は 04 年に 507 万台まで成長した。近い将

来日本は規模で追い抜かれるだろう。今後中国市場を制覇す

る者が世界の覇者となるといっても過言ではない中、中国市

場のパイ分け競争には、内外 120 ものメーカーが参入してい

る。欧米日韓ががっぷり四つの状況となっており、勝負はま

だついていない。昨年は熾烈な価格下げ合戦が繰り広げられ

た。今年は一息つこうが、競合激化の潮流に変わりはない。 
結論から先にいうと、これから中国市場で自動車を作り、

販売していく上での要諦は「中国人のテイストに合った高級

感ある高品質の車を低コストで作り、“お買い得感のある”

価格で売る」、ということに尽きるだろう。「何だ。そんな

ことは当たり前のことではないか」、と思われるかも知れな

い。しかし、手ごわい競争相手の居並ぶ環境下ではそう容易

なことではない。日本車のシェアはおよそ３割ながら、もと

より若干欧米に水をあけられている上、韓国も相当頑張って

いる（“北京現代”昨年の販売量は前年比 176％増）。技術

水準の向上を背景にこれからは民族系企業の追い上げも健在

化してくる。 
中国は自他共に認める「発展途上国」である。しかし、車

に対する国民の平均的な要求水準は概して非常に高い。キイ

ワードは「最新、世界同時発売、見栄えする、お買い得感、

カッコイイ、ステータスを感じる、友達に自慢できる、優れ

たエンジン、低振動、制動性能、細部に至る材料の質感の良

さ、人間工学に則したデザイン、機能性、壊れない（維持費

が安い）低燃費、部品価格が安いこと、豪華装備、本革仕様、

先進的なダッシュボード、広い空間、乗り心地、静寂性、良

く効くエアコン、十分な荷室容量、高速安定性、ブランド、

サービスの良さ……」などなど、およそ車に関して、良いと

ころばかりを寄せ集めた、魅力にあふれたクルマ像こそ中国

人の心を捉える車といえそうである。 
ただし、金に糸目をつけない富裕層を狙うので無ければ、

販売価格は、中国人がリーズナブルと感じる設定、“お買い

得感”がなくてはならない。 

ちなみに昨年秋、日産は日本でも装備していない前後シー

トにマッサージ機能をつけた TIANA の販売を始めた。結果

は計画を上回る需要増で供給が追いつかない状態である。上

述のキイワードは、中・高級車に限らない。今後は廉価車で

もそのまま当てはまることになると思われる。鈴木ALTO は、

ボンネット上に中国人技術者の提案でダミーながらエアスク

ープを取り付けたところ売れたそうだ。民族系軽自動車でも

ダッシュボードに高級感のある木目調化粧版を使う車が出て

きている。 
中国人は日本人が思っている以上にメンツや体裁を気にす

る国民だ。日本では「下駄がわり」に車を使うケースも多い

と思うが、中国では乗用車はまさに身分を代弁するものであ

る。“より高く見られたい”という強く意識が働く。同じ潮

流は近年の都市部における不動産を見てもうかがい知れる。

快適さ、利便さ、多機能などに加え、豪華さ、ルーミーなこ

と、文化やステータスを感じられる物件が数多く出てきてい

る。一例として北京近郊の“CLASS”というドイツ人設計に

よる欧風タウンハウスがある。平均面積は 250 ㎡、居間の天

井高は５ｍ、玄関は威風堂々とした重厚なドアを使い、バス

は当然ジャクージ機能付き….。このような物件はどこにでも

あり、特に珍しいというわけではない。中国で販売する車作

りに関わっておられるか、今後関わられる関係の方々は、都

市部の中級以上の不動産を御覧になり、中国人のテイスト、

ハイクラス嗜好性、潜在願望のようなものを身を以って体験

されると今後のクルマ作りの参考になるのではないだろうか。 
 
２．自動車を取り巻く諸環境について 
現在、自動車業界に身を置いてはいるものの、開発業務に

従事しているわけではないので、専門的・技術的なからお話

をすることは出来ない。ただ、北京でも馬車が走っていた 85
年から現在まで４回（計 11 年超）の中国長期滞在でチベット

を除く中国全省を自らバイクや乗用車で運転（合計約 10 数万

キロ）した経験から、現地ドライバーの視点から見たことや

感じたことをご紹介したい。全般にいえることは、日本とは
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やはり大いに異なるという点である。上述の話につながるこ

とであるが、相応のクルマづくりが必要となるかと思う。 
 

2.1.道路インフラ等について 
道路は全般に急速に整備されつつあり、距離も延長されて

いる。高速道路の延長に伴い、長距離トラック運転手以外で

も乗用車で長距離を走る一般の人々が着実に増えている。今

後は「家族で北京―上海間を１泊２日で長距離ドライブに」

といった行為がごく当たり前のものとなるだろう。現状、夜

間照明を設置した高速道路は限りがあるため、一日の走行距

離は米国のインターステーツハイウエイほどには及ばない。

ただ、それでも１人が１日で走れる距離は、経験からすると

高速道路なら平均約800キロ、最大で1,１50キロ程度である。

２人交代なら 1,500～1600 キロは走れるだろう。速度制限は

最高 120 キロながら、レーダーのない地域では、140 キロを

超える高速で走り続けるドライバーも少なくない。120 キロ

の高速で長時間走っても疲労の少ない車作りが必要となる。

特に高速安定性、直進性、静寂性（風切り音の少ないことを

含む）、シートのすわり心地、制動性、ショックの硬さにつ

いての考慮が重要と思われる。 
一般道路は、良くなってきているとはいえ、地方ではやは

り問題が多い。穴ボコがそこら中に開いていたり、ジムカー

ナの会場に迷い込んだかと思うようなぬかるみの道が百キロ

以上も続くことがある。今から 10 年も前の話ではあるが、河

北省の田舎道と福建省の山奥の道でそれぞれ穴ボコによるト

ラブルに遭遇した。前者ではタイヤがはまったショックでフ

ァンベルトが切れた。後者ではアブゾーバーのダンパーが破

断した。夜間走っていた際、こぶの影に大きな穴が死角で見

えず、右側の前輪を落としてしまったのである。走行不能と

なり立ち往生の憂き目にあった。ドライバーが気をつける以

外方法はないのだが、穴ボコ、悪路は今だ地方では少なくな

い。3 年前に北京からベトナム国境経由海南島を回った後は、

ボデイ下のガードを交換する結果となった。特にトラックで

は超過積載も日常的である。やはり特に足回り関係は壊れに

くい頑丈なものにしておくに越したことはなさそうである。 
また、パンクの多さも日本の比ではない。道路上にはいろ

いろなものが落ちている。金属片、釘、ガラス、等々。長距

離、短距離を問わず、スペースセーバータイヤはとても心細

い。タイヤ交換までは出来てもラジアルタイヤのパンクまで

自分で修理する中国人はごく一部の“マニア”に限られるだ

ろう。セーバータイヤに交換してからも相当な距離を走らな

ければならないケースもありうる。また、事例として挙げる

のは不適切とは思うが、地方の山道では追いはぎがわだちの

水溜りなどにビール瓶を割った破片等で罠を仕掛けることが

ある。スペースセーバーではひとたまりもない。よほど不運

でない限り遭遇することはないとは思うが、中国ではやはり

ノーマルタイヤを標準装備するのが妥当と思われる。 

2.2.ガソリンについて 
タンクの容量は、満タンで 600 キロ以上走れるようであれ

ばガス欠の問題はまずない。スタンドは概ねどの地域でも十

分な数が設置されている。ただ、ガソリンの質は地方ほど当

たりはずれが多い。シルクロードに出かけたその帰路、西安

あたりからエンジンが息つきをするようになったので調べた

ところ燃料系統が汚れていることが判明した。出発前に燃料

経路を綺麗にしていったのに、である。 
今年に入り、北京市当局が市内 324 箇所のスタンドで抜き

取り検査を行ったところ、24 スタンドがオクタン値不足、S
分超過などで、不合格だったとの由である。全国的な調査で

はオクタン価 97 表示でも実質 90 以下のケースがある。高オ

クタン価仕様のエンジンには極めてよろしくない状況だ。 
現状、オクタン価値向上のため、マンガン系添加剤 MMT

が使用されている。今後ユーロ３以上の対応車をリリースす

る上での障害となるため、精製元での対策が求められている。 
ちなみに３年前当時のシルクロードでは 97 オクタン値の

ガソリンが手に入らずほとほと困った。張液地区のスタンド

店主いわく、「２週間前まで置いていたが、売れないので止

めた」。地方ならではの話しだ。現在の状況は違っているか

も知れないが、中国は広い。「中国」のひと括りで問題を処

理できない難しさの一例である。 
ところで、平均ガソリン消費量、残量で走れる距離などが

分かるコンピュータと表示機能のついている車は、長距離を

走る場合、本当に便利である。タンクキャップは、“切れ目”

を入れてフユーエルリッドに引っ掛けるようなタイプが良い

と思われる。なぜなら中国のガソリンスタンドではセルフ方

式がなく、係員が注油をしてくれるが、概してキャップの扱

いが極めてぞんざいで、埃だらけのルーフや給油機の上にキ

ャップの向きを考慮せずにポンと置かれたりするためである。 
 

 2.3 ライト系について 
ヘッドランプは、重量物を積んだまま走るケースもあると

思われるので、ビーム高を随意に調整できる機能が郊外の闇

の世界を走る際には非常に便利である。欧州車ではポピュラ

ーなこの機能は中国人も高く評価するところだ。最近では、

夜道を走るのに便利だからといって、対向車のことはお構い

なしに片方のランプだけ高めに違法調整する輩も少なくない。

一旦街中を離れると、確かに夜道は暗い。特に郊外から山道

などは反射施設も少なく走りにくい。農村部では歩行者の交

通安全意識が薄く、「車のドライバーからは見えにくい」、

ということを知らずに道の真ん中を歩いていてはねられるケ

ースもある。この意味からすると、ヘッドランプはディチャ

ージ方式など明るい方が、安全性向上の観点からも良いだろ

う。 
ちなみに現在の事務所では日系の合弁車種を使っているが、

ドイツ製 P 社のヘッドランプは１年弱で左右両方とも相前後



 

して玉切れとなった。偶然にしては余りに短寿命の上、両方

ともである。品質に問題があるかも知れない。「日本車は….」
といわれないようにするためにも部品選びは慎重に御願いし

たい。 
小職が長距離を走る際には、GARMIN 社製の簡易世界地図

の入った GPS を持っていく。それでも道は何十ぺんも尋ねな

ければならない。中国の地図が不可欠だ。地図と照らし合わ

せつつ進路を決める。車内全体を照らすルームランプより、

特定箇所を絞り込んで照射するスポットライトの方が何より

使い勝手がとても良く思われた。 
ちなみに GPS であるが、中国でも一部都市で車載 GPS 向

けの電子マップが整備されつつあることを背景に、地域限定

で米GPSシステムを使ったさほど精密ではないナビ走行が可

能だ。中国は欧州ガリレオ計画に参画している。今後はより

精度の高い同システムを使った米 GPS とは一線を画する

GPS デバイスとソフトが市場に出てくることになるのではな

いかと考えられる。 
 
2.4. 気候について 
 北から南まで 4,000 キロの広がりを持つ国である。北方の

真冬は零下 30 度以下、南方の真夏は 40 度以上、と 70 度以上

の温度差がある。標高はチベットでは 5,000 米を超える。青

海省西寧から新彊へ抜ける祁連山山脈を通過した時の最高地

点は 3,800 米だった。全般に北部では砂ぼこりが多く、南で

は夏季に湿度が高い。決してクルマにとっては良好な使用環

境とは言えない。北京での砂ぼこりは本当に閉口させられる。 
ピカピカに磨いても一日外に止めておくと、表面はうっすら

と埃をかぶった状況となる。 
 
 

路上ではレイオフされた労働者などが雑巾と水入りバケツを 
傍らに 10 元（約 120 円）でクルマを磨いてくれるサービスが

あり、多くのユーザーが利用しているが、砂埃の上から汚れ

た雑巾で擦るものだから、デリケートな塗料だと微細なスク

ラッチが無数に出来てしまう。 
かくして２年もすると、色にもよるが、その倍以上の時間が

経過したかのようなクルマに変貌してしまうことになる。対

候性と対磨耗性のある塗料が使えるのであれば、それにこし

たことはないであろう。 
 夏期の雨は時に問題を引き起こす。路上の排水施設の問題

による冠水である。これは都市部でも地方でも起こりうるこ

とだ。１ｍもの冠水であればお手上げとなるが、「何とか通

過できるかな」と思う 30 センチ程度の水たまりが出来ること

がある。問題なく通過できる車もあれば、電装系の水没やマ

フラーからの浸水で、途中エンコする車もある。電装系の水

密性確保、マフラーの向きを下向きにする、ドア回りのシー

リング防浸策などの十分な処置を施すことが望ましいかと思

う。甘粛の蘭州では深さ 40 センチはある冠水路を突っ切る以

外迂回路がなく、冷や汗をかかされたことがある。 
 
2.5. 車内 VOC について 
車内空間内のトルエンやホルムアルデヒドなどの有害物質

総量を監視しよう、との動きがある。一昨年、市販乗用車の

“車内環境汚染が原因で死亡した”として、訴訟問題が起き

たことが一因である。現在、国環境保護局が中国兵器装備集

団会社とタイアップして関連規制を作る方向で動いている。

このため、内装材料の選定には、この点を踏まえ、事前の十

分な検査と配慮が必要だろう。 

 

 
写真データ：本川撮影 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高速道路敷設中（雲南省） 



 

「穴ぼこ」の例（四川省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「悪路」事例（四川省） 
 
 
悪路の事例（２WD では難儀） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「穴ぼこ」の例（四川省） 

「悪路」事例（四川省） 

悪路の事例（２WD では難儀） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

打倒「クルマを狙った追いはぎ」の看板（陝西省） 

寧夏自治区のガソリンスタンド 

過積載トラックの事例 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

エタノールガソリンのみ。普通ガソリンの販売無しの看板（黒龍江省）

農道では当たり前の風景 

ダンプが故障すると「大変」 
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