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Ⅰ はじめに

1990 年代以降，中国の自動車産業
1)
は国家重

点保護育成政策の下，世界で類を見ない急速な

成長を遂げた。1990 年における中国の自動車

生産台数は 50 万台規模であったが，2009 年で

は 1379 万台に達し，アメリカと日本を抜き世

界第一の自動車生産大国となった
2)
。昨今のア

メリカ発の金融危機の影響を受け，アメリカや

日本をはじめ世界における自動車販売台数が軒

並みに低下する中，中国の自動車販売台数は，

政府の国内需要拡大政策の一環として行われた

小型車購入に対する補助金供与，消費税の優遇

措置などの支援を受けて急激に増加した。

中国の自動車産業が，「世界一の市場と技術

の交換」という発展戦略のもと，世界の主要な

自動車メーカーとの「外資提携」によって急速

に成長したことはよく知られている。特に，中

国のWTO 加盟が決定した 2000 年以降，その

発展スピードはさらに拡大している。それに

は，欧米のVW，GMなどに比べ中国進出に遅

れていた，日韓のトヨタ，日産，ホンダ，現代，

起亜などの大手完成車メーカーによる中国自動

車市場への新規参入や生産規模の拡大による影

響が大きい。これらの中国市場への進出を加速

させた日韓完成車メーカーの現地生産の拡大

は，本国から中国への自動車部品の輸出を拡大

させると同時に，その系列の自動車部品メー

カーの中国進出と現地生産の増加を促してき

た。そして，これらの外資系メーカーの参入に

大きく依存しながら発展している自動車部品産

業による日韓両国への部品輸出も急速に増加

し
3)
，中国の自動車産業の発展が日韓両国の自

動車産業および産業全体に対する波及効果はま

すます拡大している。

本論文の目的は，このような日本と韓国の自
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１）本論文における自動車産業の定義は，中国におい

ては，中国自動車（汽車）工業年鑑に基づいており，

自動車とは別に統計されている二輪自動車（摩托

車）・同部品産業を含まない。そして，日本では，『工

業統計表』の第 31 部門――輸送用機械器具製造業

の中の，自動車・同付属品製造業をさす。日本の大

手自動車メーカーには，ホンダ，スズキなどの二輪

自動車も生産する複合自動車メーカーが存在し，工

業統計表では二輪自動車も自動車産業に含まれるこ

とになる。韓国においては，『鉱業・製造業統計調査

月報』の C30分類――Manufacture ofMotor Vehi-

cles, Trailers and Semitrailers 部門をさす。そし

て，自動車産業の国際貿易統計は，統計範囲の違い

から様々な統計があるが，国際産業連関表と国際貿

易統計の集計基準となっている International

Harmonized System Codes に依拠しており，HS

8072∼8078 を自動車産業，HS 8072∼8075 を完成車

部門，HS 8076∼8078 を自動車部品産業部門として

いる。

２）2009 年の自動車産業統計は，世界金融危機の影響

を大きく受けたものである。アメリカ，日本の自動

車生産台数が劇的に落ち込んだ一方で，中国の自動

車生産台数は，政府の自動車販売促進政策（補助金，

税金優遇策など）の影響を受け，駆け込み需要が発

生し，急激に伸びた。これは一時的な特別ケースに

当たり，長期的な分析において，2009 年の統計は強

調されるべきではない。よって，本論文の長期的な

推計分析では 2008 年までのデータを主に使用して

いる。



動車産業による中国進出の拡大とともに発展し

ている中国自動車産業の日韓両国の自動車産業

に対する連関効果の変化を分析し，それに伴う

影響の実態を明らかにすることである。

具体的に，外資提携を中心に急速に発展する

中国自動車産業の現状を説明（第Ⅱ節）したう

えで，1990 年，95 年，2000 年の『アジア国際産

業連関表』（アジア経済研究所）に基づいて，90

年代における中国自動車産業の発展が日本と韓

国の自動車産業に対する後方，前方連関効果の

変化を分析する。そして，アジア国際産業連関

表が現時点で 2000 年までしか公表されていな

いことから，連関効果の変化を裏付ける自動車

部品貿易の変化に関する分析を最近まで延長

し，2000 年以降における日韓自動車産業への連

関効果の変容を推定する。さらに，これらの連

関効果の変容に伴う影響の実態に関して，日韓

両国の自動車産業による中国進出，貿易の推移，

および企業規模別の雇用と生産額の変化を取り

上げて比較分析を行う（第Ⅲ章）。最後の第Ⅳ

章では，本論文の結論と今後の課題を述べる。

Ⅱ 中国における自動車産業の発展

1 急速に成長する中国の自動車産業

図１は，1990 年以降の中国における自動車生

産台数の推移を示している。自動車全体の生産

台数は，90 年代の 10 年間では年率 15％，2000

年以降においては年率 24％のスピードで拡大

している（全期間では年率 20％）。これは，日

本自動車産業の急成長期（1960∼80 年）の年率

16％を超え，韓国自動車産業の急成長期（1975

∼95 年）の 21％に近い成長である
4)
。特に乗用

車の生産拡大が著しく，商用車の生産台数が全

期間において年率 13％の成長であるのに対し，

乗用車の生産は 90 年代の 10 年間では年率

34％，2000 年以降では年率 40％の急成長を見

せている（全期間では年率 37％）。日本と韓国

における自動車産業の急成長期の乗用車生産台

数の成長率は，それぞれ年率 18％と 23％であっ

たが，それを大きく上回るスピードで成長して

いる。

そして，2008 年における中国の自動車保有台

数は 5000 万台を超え，日本の 80 年代末の水準

に達している。しかし，中国の人口規模と合わ

せて考えると，1000人当たりの自動車保有台数

は，2000 年で 13 台，2008 年末において 38 台前

後であり，日本の 60 年代後半のレベルである。

さらに，中国における一人当たり GDPの成長

や都市部を中心に著しく拡大している富裕層・

中間層の存在を考慮すると
5)
，中国におけるモー

タリゼーションは，始まったばかりであり，長

期的な成長が期待できる。

中国が初めて自動車を生産したのは 1950 年

代であるが，自動車産業の本格的な発展が始

まったのは 1980 年代半ばからである。外資提

携による自動車産業の発展戦略がスタートし，
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３）日本自動車部品工業会の『海外事業概要調査報告

書』（各年）によると，2000 年以降の日系完成車メー

カーの現地生産の順調な拡大に伴い，中国で現地生

産を行っている日系自動車部品メーカーの販売に占

める逆輸入の割合は，2000 年代初めの約５割から

2008 年の 13％に低下した。一方，その間の日系部

品メーカーの一社平均売上は，31億円から 74 億円

に上昇しており，１社平均では日本への逆輸入額は

約４割低下している。しかし，その間の日系部品

メーカーの中国進出件数が３倍以上に上昇している

ので，逆輸入の総額は大きく増加していると考えら

れる。そして，その間における中国から日本への自

動車部品輸出額が約９倍に拡大したことは，中国系

自動車部品メーカーによる対日輸出が相当に増えて

いることを表している。

４）日本と韓国の自動車生産台数，保有台数に関する

データは，日本自動車工業会編『日本自動車年鑑

2007∼2008』に基づいている。



アメリカの AMC（現ダイムラークライス

ラー），ドイツのVW，日本のダイハツ，フラン

スの PSA グループなどによる現地生産，もし

くは技術供与が始まった。そして，第七次五カ

年計画（1986∼90 年）において，自動車産業を

国民経済の基幹産業としての育成，発展させる

方針が決定され，自動車産業政策の重点も商用

車から乗用車へシフトした。

その後，「三大三小二微」
6)
を核とした既存の

零細自動車産業の再編・集約，この８社を中心

とした外資導入と技術移転を通じて，中国自動

車産業は国家主導の発展戦略の下で急速に成長

した。これらの中国自動車産業発展戦略は，

1994年７月に「自動車工業産業政策」という形

では初めて内外に公表され，上記の８社を中心

に吸収・合併を通じた規模拡大，大手自動車メー

カーに対する支援，基盤の弱い部品産業の育成

など，生産拡大の指向が強い産業発展政策と

なった。

そして，輸入代替工業化の一環として「漸進

的に国産化を実現する」という目標の下，中国

政府は外資提携に関して様々な規制を行ってき

た
7)
。しかし，経済発展とともに急速に成長す

る中国自動車市場の魅力は大きく，様々な規制

があるにも拘らず，世界の大手自動車メーカー

のほとんどが中国に進出し，激しい競争を繰り

広げている。特に，80 年代から 90 年代半ばま

での欧米自動車メーカーの進出に比べ後れを
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図１ 中国自動車生産台数の推移（単位：万台）

出所：中国自動車工業協会『中国自動車工業年鑑』2009 年

５）一般的に一国の一人当たりGDPが 1000 ドルを超

えると車が普及し始めるといわれているが，中国に

おける一人当たり GDPは 2003 年に初めて 1000 ド

ルを超えた。しかし，東南沿海部（12省）における

一人当たり GDPは，2000 年時点ですでに 1300 ド

ルを超え，2005 年では 2600 ドルに達している。他

方，中国社会科学院の「現代中国の社会階層研究報

告」（2001）によると，2000 年までに中国の社会中間

層（年収 3000∼5000 ドル）は人口全体の 16∼18％

に達している。また，MasterCard Worldwide In-

sights レポート（2006）による中産階級世帯（年収

5000∼15000 ドル）数が 2005 年で 3500 万，2010 年

では 6500 万世帯になるという推計もあり，中国の

自動車市場の潜在的大きさを窺わせる。

６）「三大」は，第一汽車，東風汽車，上海汽車であり，

「三小」は，北京汽車，天津汽車，広州汽車である。

そして，「二微」は軍需企業から民需企業へ転換され

た，貴州航空工業，長安機器（長安汽車集団）であ

る。

７）例えば，外資系自動車メーカーは，「三大三小二微」

の８社の内，２社までと資本提携が可能であり（中

国側の８社は，２社以上の外資と資本提携をしても

問題がない），外資の割合は 50％（製品，生産目的，

立地などの条件によっては一部例外が認められてい

る）を上回ることができない，生産開始から３年以

内の国産化率 40％（例えば，輸入部品の関税率を国

産化率に連動させる「等級関税」措置）の規定など，

本土系自動車メーカーの保護育成と外資系メーカー

間の競争を促す規制措置が採られた。



とっていた日本のビッグスリーと韓国の現代・

起亜グループが，2000 年以降に中国現地生産を

本格化したことで，中国の自動車生産規模は一

気に拡大した。

2008 年における中国国内の乗用車販売台数

（673.8 万台）に占める各メーカーの割合を見

ると，VW系が 14.7％，GM系が 7.2％，トヨ

タ系が 10.9％，ホンダ系が 7.7％，日産系が

5.4％，現代・起亜系が約 7.2％，PSA系が 1.5％

など，外資系が全体の６割以上を占めている。

本土系では，奇瑞汽車が 5.3％，吉利汽車が

3.3％，BYDが 2.5％を占めるなど，中国系完

成車メーカーの割合は，2002 年の 19％から

2008 年の 40％近くへ成長している。しかし，

中には海外ブランドの委託生産・販売が多く含

まれており，国産ブランドの生産・販売は 30％

以下に止まる。そして，外資系の中でも，トヨ

タの広州進出や東風日産，東風ホンダの稼働に

伴う生産規模の拡大と相次ぐ新ブランドの導入

に伴い，日本ブランドの販売シェアが 30％まで

に拡大され（2002 年は 15％），日系自動車メー

カーは短期間で躍進を遂げ，欧州系（18％），ア

メリカ系（12％），韓国系（７％）を大幅に上回っ

ている
8)
。

2 WTO加盟と中国自動車産業の海外進出

2001 年末のWTO 加盟は，中国自動車産業

の外資提携に伴う成長にさらに拍車をかけた。

周知のように，トヨタ，現代自動車をはじめ，

多くの外資系メーカーの新規進出，生産規模拡

大が行われたのも WTO 加盟前後が多い。中

国の自動車産業は WTO 加盟をきっかけに，

2002 年では前年比 39％，2003 年では 37％の上

昇を見せた（乗用車だけで見ると，同 55％，86％

の上昇である）。もともとは，WTO への加盟

により深刻な打撃を受けると心配された自動車

産業であったが，「世界最大の未開発市場」の成

長に対する期待は大きく，世界の大手自動車

メーカーは中国現地生産の拡大に熱心であっ

た。そして，WTO加盟時に合意された漸次的

な関税引き下げや輸入数量制限措置の下，大き

な波乱は起こらなかった
9)
。

WTO加盟に際して中国政府が承諾した自動

車市場の開放に関する諸条項は，2006年７月に

完成車の輸入関税率を 25％まで引き下げたこ

とでほぼ実行された
10)
。しかし，WTO 加盟に

伴い自動車産業のグローバル競争が拡大する

中，中国政府は国内・国際競争力を高めるため

に，国内では様々な保護策を講じる
11)
と同時

に，輸出産業としての育成にも力を入れている。

例えば，10 年ぶりに改定された「新自動車産業

発展政策」（2004年６月１日公布）では，国産自

主ブランドと自主技術の研究開発を促進し，国

内市場での競争力アップと海外市場への積極的

な進出をサポートする政策が強調された。2006

年では，商務部と国家発展改革委員会が，長春，

上海などの８地域を完成車・部品の重点輸出基
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８）ここのメーカー別の販売台数およびシェアは，中

国自動車工業年鑑（2008）の基本型乗用車（MPV，

SUV を含む）のデータ（乗用車販売台数全体の

84％）に基づいて集計したものであるため，実数と

若干の差異がある。そして，本稿では上海 GMをア

メリカ系として計上しているが，塩地（2008）によ

ると，上海 GMにおける乗用車生産のほとんどは，

韓国大宇 GM による設計，ノックダウン生産であ

り，それを韓国系として計上すると，韓国系の割合

は約７％上昇し，14％以上となる。

９）日本のメーカーも韓国のメーカーも，中国が

WTOに加入した後も政府による完成車輸入に対す

る高関税や一定の規制が残存することを見越して，

中国での現地生産から販売を基本戦略としてきた。

今後も現地生産車のコスト競争力が高まり，輸入車

の価格競争力がさらに低下すると予測される中，日

韓両国の中国への完成車輸出台数の急増の可能性は

低いとされる（塩地，2008）。

10）その他，自動車部品の輸入関税率を 2006年までに

10∼14％へ引き下げること，2005 年までの輸入数量

制限の撤廃，外資 50％以下の制限撤廃などがある。



地とし，奇瑞自動車，万向集団などの 160 の企

業を重点輸出基地企業と認定するなど，自動車

産業を輸出産業として育成・発展させる方向を

明確に打ち出している
12)
。

このような，政府の国産ブランドの輸出促進

政策の下，奇瑞，長城，吉利などの国産メーカー

による完成車輸出は急速に伸び，中国の完成車

輸出は，2003 年の 4.6万台から 2008 年の 68.3

万台へと５年間で 15倍の規模に拡大した。同

時に，自動車部品輸出も 2003 年の 54 億ドルか

ら 2008 年の 311億ドルへと約６倍の規模に拡

大した（中国自動車工業協会統計）。同期間に

おける自動車，部品の輸入が，それぞれ約２倍

の上昇に止まっていることを考えると，中国の

自動車産業は国内生産規模の拡大とともに，輸

出産業としての国際競争力も徐々に上昇してい

ると言える。

Ⅲ アジア国際産業連関表から見る中日，

中韓自動車産業連関

前章では，「世界一の市場と技術の交換」とい

う発展戦略のもと，世界の大手自動車メーカー

との「外資提携」によって急速に成長した中国

自動車産業の実態を説明した。自動車産業は裾

野が広い産業であり，一国における自動車産業

の発展は，関連する多くの産業の発展を牽引す

るので「産業中の産業」とも呼ばれる。しかし，

中国の自動車産業は外資提携を中心に拡大して

おり，外資系大手完成車メーカーによる中国現

地生産の割合が大きい故に，上記のような中国

自動車産業の急速な発展は国内の関連産業への

連関効果のみならず，海外自動車産業との連関

効果も拡大させている。

中国自動車産業の発展による対外連関効果の

発生経路を簡単にまとめると，当初は，海外の

完成車メーカーの中国進出と現地生産の拡大に

伴い，中国国内で生産できない部品を本国から

調達した結果，海外からの自動車部品の輸入が

増加し，対外後方連関効果が拡大する。そして，

中国の自動車市場の拡大と国内生産規模の拡大

につれ，海外の自動車部品メーカーも中国に進

出し，現地生産と現地販売を拡大する。さらに，

中国国内における部品産業の成長は，汎用品を

中心とした一部自動車部品の対外輸出を拡大さ

せ，中国の自動車産業の発展による対外前方連

関効果も徐々に拡大する
13)
。

本論文で使用するデータは，宇仁（2008）が

『アジア国際産業連関表』（1990 年，95 年は 78

部門表，2000 年は 76部門表）から仮説的抽出

法
14)
に基づいて計算した，すべての産業部門の

内生 10 カ国・地域における３カ年の後方，前方

連関効果の結果を利用する。ただし，本論文は

中国自動車産業の発展が内生諸国，特に日本と

韓国の自動車産業に対する波及効果に分析の焦

点を合わせるために，全体（1990 年と 95 年は

780×780，2000 年は 760×760 の行列）の中か
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11）例えば，自動車部品の輸入関税率は 10∼14％であ

るが，全部品の 60％以上を輸入すると，「完成車の

特徴を構成する」として，完成車の輸入関税率の

25％が適用される（2008 年 12 月 15 日，この問題に

関する WTO の紛争において中国政府は敗訴し

た）。また，2006年４月１日から実施された新しい

消費税の課税品目と税率調整において，国産自動車

メーカーが主に生産する排気量が 1600cc以下の乗

用車の消費税が下方修正され，外資系メーカーが主

に生産する 2000cc以上の乗用車の消費税は上方修

正された。そして，国内消費需要の拡大と農村部で

の自動車普及促進のために，2009 年１月から始まっ

ている自動車取得税優遇策や補助金制度において

も，1600cc以下の乗用車や軽・小型商用車への優遇

が中心となっている。

12）原文は，中国商務部・国家発展改革委員会が公布

した「長春などの８カ所に国家自動車・同部品の輸

出基地称号を授与することに関する決定」と「160

社の企業を国家自動車・同部品の輸出基地企業とし

て認定することに関する決定」である（2006年７月

24日）。



ら，中国の自動車産業（自動車部品産業を含む，

二輪車・同部品を除く）に関する部分のみ摘出

し，日韓両国の産業全体と自動車産業に対する

連関効果を計算している。

1 中国自動車産業の連関効果の変化

表１は，1990 年，95 年，2000 年における中国

自動車産業の発展が，域内諸国・地域に対する

後方，前方連関効果を示している。ここにおけ

る後方連関効果は，最終財である完成車を製造

するための部品や素材を製造する，自動車産業

内の部品製造部門と他産業への波及効果であ

り，前方連関効果は，自動車部品部門の自動車

産業および自動車修理・整備業などに対する波

及効果である。

まず，後方連関効果について全体的にいうと，

1990 年代の中国の自動車生産規模は年率 14％

の成長を見せたが，それが外資提携に基づく，

外国ブランド中心の規模拡大であったため，中

間財調達における海外依存度が高まった。結

果，国内後方連関効果は低下し，中国以外の域

内諸国・地域に対する後方連関効果は拡大した。

さらに詳しく見てみると，国内後方連関効果の

低下と域内諸国・地域に対する後方連関効果の

上昇は，主に 90 年代の前半に起きており，90

年代の後半ではその流れが逆転した。自動車産

業を基幹産業として保護育成するために，中国

政府は自動車・同部品の輸入に関しては高い関

税と数量制限を課し，現地生産を始めた外資系

完成車・部品メーカーには厳しい国産化率制限

を適用してきた。結果，自動車産業における輸

出の割合が傾向的に上昇しているのに対し，輸

入の割合は，1994年の 19％をピークにその後

は低下した。そして，輸入依存度が再び上昇に

転じたのは 2000 年以降であり，中国のWTO

加盟に伴い大きく上昇したが，2005 年からはま

た低下へ向かっている（中国自動車工業年鑑

2009 年）。これは，外資系完成車メーカーや部
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表１ 中国自動車産業の国・地域別連関効果

国 内
ASEAN
５合計

台 湾 韓 国 日 本 アメリカ
対外（内生
国）合計

日本の
割合

韓国の
割合

後方連関効果

1990 1.2171 0.0067 0.0047 0.0022 0.0826 0.0211 0.1173 70% 2%

1995 1.0914 0.0078 0.0094 0.0126 0.0807 0.0286 0.1391 58% 9%

2000 1.1027 0.0074 0.0155 0.0188 0.069 0.0166 0.1273 54% 15%

前方連関効果

1990 1.0473 0.0039 0 0 0.0215 0.0088 0.0342 63% 0%

1995 1.1465 0.0032 0.0023 0.0058 0.0181 0.0162 0.0456 40% 13%

2000 1.1541 0.0022 0.0019 0.0044 0.0147 0.0351 0.0583 25% 8%

出所：宇仁（2008）に基づいて計算。

13）後方連関効果，前方連関効果の定義は，Hirsch-

man（1958）による。後方連関効果（backward

linkage effect）とは，ある産業の発展による需要の

拡大が，その投入物を供給する他産業の発展を誘発

する，川下産業から川上産業への連関効果であり，

前方連関効果（forward linkage effect）は，ある産

業の発展による供給の拡大が，その生産物を他産業

へ投入物として使用させようとする努力を誘発す

る，川上産業から川下産業への連関効果を指す。た

だし，Hirschmanによる連関効果は，国内における

生産波及効果であり，本論文における対外後方・前

方連関効果は，Myrdal（1957）が説明する国際的生

産波及効果に属する。

14）後方，前方連関効果の計算における仮説的抽出法

に関しては，黒岩（2006）が詳細に説明している。



品メーカーにおける中国現地生産による輸入代

替が進んだ結果であると考えられる。

そして，国と地域別に見ると，ASEAN5 カ国

に対する後方連関効果は，その値も変化も小さ

い。台湾は全期間を通じて大きく伸び，アメリ

カは前半で伸び，後半では低下した。そして，

対韓国の後方連関効果の伸び率がもっとも大き

く，2000 年ではアメリカを超え，日本に次ぐ波

及効果を受けている。一方，対日本の後方連関

効果は，90 年代の 10 年間で継続的に低下した。

結果，中国自動車産業の自国以外の内生諸国に

対する後方連関効果全体に占める日本の割合

は，1990 年の 70％から 95 年では 58％，そして

2000 年では 54％までに低下した。しかし，な

おも半分以上を占め，中国自動車産業との深い

関わりを示している。

次に，前方連関効果は，国内における自動車

生産規模の拡大が部品産業の成長をもたらした

結果，国内の前方連関効果は上昇した。さらに，

中国に進出した外資系部品メーカーと共に成長

した中国の自動車部品産業による輸出が増加

し，対外前方連関効果は一貫して拡大した。し

かし，2000 年における中国自動車部品産業の輸

出が産出額に占める割合は，まだ６％と小さく，

海外に対する前方連関効果はまだ小さい。ただ

し，自動車部品輸出の推移を見ると，90 年代の

前半においては年率 35％の伸びを示しており，

国内生産額の伸び率 14％の 2.5 倍である。さ

らに，90 年代後半の輸出伸び率 25％は，国内生

産額の伸び率７％の約 3.6 倍であり，輸出の伸

び率は国内生産額の伸び率を大きく上回るス

ピードで拡大している。

そして，国・地域別に見ると，対 ASEAN５

カ国と日本の前方連関効果は 90 年代を通じて，

韓国と台湾は 90 年代後半において著しく低下

したのに対し，対アメリカの前方連関効果だけ

は大きく上昇した（年率 14％）。繊維製品や電

気機械製品と同様，中国に進出した外資系自動

車部品メーカーの輸出が，主にアメリカ向けを

中心に拡大した結果であろう
15)
。特に，対日本

の前方連関効果の低下が著しく，後方連関効果

では，2000 年でも対内生国合計（中国以外）の

半分以上を占めていたが，前方連関効果は 90

年代を通じて低下した結果，2000 年ではアメリ

カの４割程度までに低下し，全体に占める割合

は，1990 年の 63％から 25％に縮小した。

総じて言うと，1990∼2000 年間のアジア国際

産業連関表から見ると，中国の自動車産業が，

自国以外の域内諸国・地域に対する連関効果は

まだ小さい。この間の政府による輸入規制の影

響が大きかったことと，90 年代の中国自動車産

業に大きく関与していたのがドイツの VW一

社だけであった（乗用車市場の 7∼9割を占め

ていた）ため，日本と韓国を含む域内諸国・地

域に対する連関効果の値は小さい。つまり，中

国自動車産業の発展が域内諸国・地域に対する

波及効果が本格的に拡大したのは，中国の

WTO加盟が決定し，日韓大手完成車メーカー

による中国現地生産が本格化した 2000 年以降

であると考えられる。また，対日本の後方連関

効果と前方連関効果の両方が，90 年代を通じて

低下したことは，日系完成車メーカーの中国進

出が，VWをはじめとする欧米メーカーに遅れ

ていたことを裏付けている。

2 日韓両国の自動車産業への連関効果の変化

次に，中国の自動車産業の発展が日韓両国の

自動車産業だけに対する連関効果を見てみよ

う。自動車産業に対する連関効果は，主に自動

車部品貿易を通じて現れる。つまり，中国自動

車産業の発展が日韓自動車産業に対する後方連

関効果は，中国における完成車生産による日本

と韓国からの部品調達の結果として，前方連関

効果は，中国で生産される自動車部品が日本と
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15）自動車産業と他の産業（繊維産業，一般機械産業，

電気機械産業，およびその他の輸送機械産業部門）

との比較に関しては，厳（2008）を参照せよ。



韓国に輸出され，両国における完成車生産に使

われる形で現れる。表２は，日本と韓国の自動

車産業に対する連関効果と，それが全産業への

連関効果に占める割合を示している。

まず，対日本の後方連関効果に関して言うと，

自動車産業は 90 年代を通じて全体の約３割を

占めているが，産業全体における連関効果の低

下と同様，90 年代を通じて低下している。一

方，前方連関効果は，全産業においては低下し

たが，自動車産業では増加し，1990 年の全産業

への連関効果の５％から 2000 年には 33％へ大

きく拡大した。しかし，塩地（2008）が指摘し

ているように，中国から日本に輸出された自動

車部品の内，新車組み付け用部品の割合は 10％

以下と少なく，90％以上はアフターマーケット

用の部品であるため，前方連関効果は拡大した

とは言え，その値はまだ小さい。

そして，韓国の自動車産業に対する連関効果

は，後方連関効果と前方連関効果の両方におい

て大きく拡大はしたものの，2000 年における後

方連関効果を除けば，その値はまだ小さい。し

かし，日本の自動車産業における後方連関効果

の低下，前方連関効果の微増に比べると，中国

自動車産業の発展による韓国自動車産業への波

及効果は徐々に拡大していることが分かる。特

に，連関効果の変化率が非常に大きく，1995 年

から 2000 年までの５年間で，後方連関効果は

２倍以上，前方連関効果は３倍の上昇を示して

おり，自動車産業への連関効果が全産業への連

関効果に占める割合も大きく拡大している。

現在のところ，アジア国際産業連関表は 2000

年までしか公表されていないが，日本と韓国の

自動車産業による中国進出は 2000 年以降に本

格的に拡大しており，2000 年以降，表３の中日

間，中韓間の自動車産業における連関効果の構

図は大きく変化している可能性がある。それを

示唆する一つのデータが，表３に示されている

中国の自動車産業発展による日本と韓国の自動

車部品の使用割合（輸入）と部品輸出の割合の

変化である。

日本に関して言うと，2000 年以降，トヨタ，

日産，ホンダなどの大手完成車メーカーによる

中国現地生産が本格的に拡大している中，日本

からの部品輸入は大きく増加した。2005 年ま

での５年間，日本からの部品輸入は約５倍の規

模となり，中国自動車産業による日本部品の使

用率は，1.3％から 2.2％へ上昇している。中国

政府による国産化率に関する規制が続く中，日

系完成車メーカーによる自動車部品の中国現地

調達比率も上昇しているが，一部の現地生産が

困難な部品を中心に，本国からの輸入も拡大し

ている。一方，中国自動車部品産業による，対

日本の部品輸出も徐々に拡大している。2000∼

2005 年間，中国から日本への自動車部品輸出は

4.5倍に拡大し，中国自動車産業の生産額に占

める日本への部品輸出が占める割合は，その値
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表２ 日本と韓国の自動車産業に対する連関効果

後方連関効果 前方連関効果

1990 1995 2000 1990 1995 2000

日本 全産業合計 0.0826 0.0807 0.069 0.0215 0.0181 0.0147

自動車産業 0.0324 0.0258 0.0234 0.001 0.0032 0.0048

割 合 39% 32% 34% 5% 18% 33%

韓国 全産業合計 0.0022 0.0126 0.0188 0 0.0058 0.0044

自動車産業 0 0.0009 0.002 0 0.0003 0.0009

割 合 0 7% 11% 0 5% 20%

出所：表１と同じ。



はまだ小さいが，５年間で約５割上昇している。

日本と同じく，韓国メーカーの中国での本格

的な生産拡大も，現代自動車が北京で完成車組

立工場を設立した 2002 年以降であり，韓国か

らの自動車部品輸入は 2000 年の 7100 万ドルか

ら 2005 年の 26 億ドルへ拡大し，５年間で 35

倍の規模に拡大した。中国の自動車産業による

韓国部品の使用割合も 0.2％から 2.1％へ拡大

し，日本の値に接近している。そして，韓国へ

の自動車部品輸出は５年間で約５倍上昇した

が，その額はまだ小さく，日本の約五分の一程

度にとどまっている。

上記のような自動車部品貿易の 2000 年以降

の変化を連関効果の側面から捉え直すと，2000

年以降の中国における自動車産業の急成長は，

日本と韓国からの部品輸入に対する依存度を上

昇させており，日韓両国の自動車産業への後方

連関効果は拡大している可能性が高い。そし

て，日本と韓国への自動車部品の輸出額が大き

く拡大したことにより，前方連関効果も拡大し

ていると考えられる。

しかし，中国の自動車部品輸入額の全体に占

める日本の割合は，2000 年の 26％から 2005 年

の 35％へ上昇しているが，輸出額全体に占める

割合は，同 14％から７％へ低下しており，中国

の自動車産業による対外後方連関に占める日本

の割合は増加しているが，対外前方連関効果全

体に占める日本の割合は低下していると思われ

る。韓国においても，輸入に占める割合が３％

から 33％へ上昇した一方，輸出に占める割合は

２％から 1.4％へ低下しており，後方連関効果

に占める割合の大幅な上昇と前方連関効果に占

める割合の低下が推測される。そして，先に言

及したように，中国から輸入された自動車部品

が両国の完成車組み付けではなく，自動車修

理・整備業などのアフターサービス業に多く使

われていることから，両国の自動車産業だけに

対する前方連関効果の値は依然小さいと考えら

れる。

3 連関効果の変容に伴う両国の自動車産業に

対する影響

日韓自動車産業（特に大手完成車メーカー）

の中国進出が，欧米のメーカーに比べて遅れて

いたことはすでに述べたが，2000 年以降，日韓

の完成車メーカーによる中国生産拠点の新設と

生産規模の拡大が一気に進み，短期間で中国自

動車市場の主役となった。

2000 年以降における日本ブランドの躍進の

背景には，中国自動車産業の急成長が始まる 90

年代以前からの生産管理技術やライセンスの提

供，および大手自動車部品メーカーの早い段階
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表３ 中国の自動車産業の部品輸出・輸入に占める日韓両国の割合

（単位：100万ドル）

生産額
(A)

部品輸入 部品輸出

内日本
(B)

B/A
内韓国
(C)

C/A
内日本
(D)

D/A
内韓国
(E)

E/A

1990年 10303 347 51 0.5% 82 3 0.0%

1995年 26545 855 265 1.0% 20 0.1% 376 41 0.2% 2 0.01%

2000年 43630 2113 547 1.3% 71 0.2% 1125 157 0.4% 23 0.05%

2001年 53541 2618 763 1.4% 58 0.1% 1632 178 0.3% 9 0.02%

2003年 100932 7384 1739 1.7% 863 0.9% 5420 312 0.3% 25 0.03%

2005年 124827 7685 2717 2.2% 2598 2.1% 9889 703 0.6% 136 0.11%

出所：中国汽車工業協会『中国汽車工業年鑑』各年，中国海関『海関統計』各年，日本税関『貿易統計月報』

各年，韓国税関『貿易統計』各年に基づいて作成。



での中国進出など，中国自動車産業の発展に関

わってきた長い歴史があった
16)
。そして，韓国

ブランドの躍進は，地理的に接近し，本国から

の部品輸入にかかる運送期間が短く，輸送コス

トが低いなどの優位に加え，「現代速度」
17)
と言

われる「韓国式進出方式」と高い比率のノック

ダウン生産に支えられていた。さらに，日韓自

動車産業に共通の特徴として，完成車メーカー

の生産を支える系列部品メーカーが，完成車

メーカーの生産拠点の近くに同伴進出し，当初

は本国からの輸入に頼っていた部品の現地調達

を可能にしたことによるところが大きい。

図２は，日韓両国の自動車産業による中国進

出企業数の推移である。1995 年までは，たった

30社余りに過ぎなかったが，2002 年までに 200

社を超え，2006 年では日本が 467 社，韓国が

600社となった。特に，2000 年以降の両国の大

手完成車メーカーによる中国現地生産の本格化

や生産拡大に伴い急増し，2005 年までの５年間

で，日本のメーカー 300社余り，韓国のメーカー

400社余りが新しく進出している。よって，日

韓両国の自動車部品産業による海外進出先に占

める中国の割合も急速に拡大している。日本自

動車部品工業会の調査によると，日本の自動車

部品産業による海外進出に占める中国の割合

は，2000 年の 12％から 2005 年の 23％へ上昇し

ている。そして，Fourin（2008）における韓国

の主な部品メーカーに関する調査から見ると，

海外に生産拠点をもつ部品メーカー（44 社）の

231 工場の内，45％の 99 工場が中国に集中して

いる
18)
。両国の自動車産業による中国進出の時
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図２ 日韓両国の自動車産業による中国進出企業数の推移（単位：社）

注：日本の集計では，進出年度が不明な 17社（内上場企業３社，非上場企業 14 社）を除い

た。そして，二輪車・同部品専門のメーカーは含まれていない。

出所：21 世紀中国総研編『中国進出企業一覧 2007∼2008』，KOTRA（2010）に基づいて作

成。

16）例えば，トヨタ自動車の中国における完成車の生

産は 2000 年 12 月（四川トヨタ汽車㈲，1998 年 11

月設立，コースター組立生産，生産規模――年１万

台）からであり，85 年から現地生産を開始したVW

に比べて 15 年も遅れていた。しかし，トヨタ自動

車による人材育成や技術供与に伴う日本の技術，お

よび生産方式の移転は，80 年代の初めから行われて

いた。そして，原動力付き二輪車メーカーとしての

スズキ（1985 年）や本田技研（1982 年），トラック

生産における日野自動車工業（1985 年），日産ディー

ゼル工業（1990 年）の生産管理技術の供与，矢崎総

業（1988 年，天津）や小糸製作所（1989 年，上海）

などによる自動車部品生産開始，さらに乗用車では，

ダイハツによる天津汽車へのシャレート（中国名：

夏利）のライセンス提供（1986年）が，80 年代に始

まっていた。

17）韓国の現代自動車（Hyundai Auto）が，中国に進

出し工場を立ち上げる際に，一方で工場を立ち上げ

ながら，一方で完成車の組立を行い，工場が完成す

る前にすでに自動車を市販するというスピーディな

進出方式を，英語のTemporaryと Hyundaiの中国

語表記が同じであることから「現代速度」と表現し

ている。



期や形式，さらに海外進出先に占める中国の割

合の大きさなどにおいて，ほぼ同じ傾向を示し

ていることが分かる。

そして，2000 年以降の日本と韓国の完成車

メーカーによる中国現地生産の本格的な拡大，

それに伴う部品メーカーの中国進出の増加は，

日韓と中国間の自動車産業内貿易の急激な増加

をもたらしている。表４は，日本と韓国の側か

ら見た，1990 年から 2008 年までの日中，韓中

自動車産業貿易額の推移である。両国とも自動

車産業の国際競争力が高く，輸出額が輸入額を

大きく上回っている（1995 年から 2008 年まで

の期間平均で，ともに９倍）。しかし，部品産業

に限って見ると，日本においては，輸出額対輸

入額比率が全期間を通じて徐々に低下している

（1995 年の 13倍，2000 年の９倍，2008 年の５

倍）のに対し，韓国では徐々に上昇（同 0.5倍，

1.5倍，４倍）しており，自動車部品産業の貿易

における変化は両国において大きく異なる。

日中自動車産業貿易は，日本の自動車産業に

よる中国進出の拡大と共に急激に増加したが，

特に 2000 年以降の増加が目立つ。2000∼2008

年間，日本の自動車産業の貿易額が 1.7倍に増

加したのに対し，日中自動車産業貿易は 7.5倍

に拡大し，日本の自動車産業貿易に占める中国

の割合は 1.4％から６％へ拡大した。中でも，

日本側の輸入額の伸びが著しく，2000 年からの

８年間で９倍になり，同じ期間中の日本の輸入

総額の伸び（1.3倍）を大きく上回るスピード

で増加している。その結果，日本の自動車産業

の輸入全体に占める中国の割合も急速に増加

し，2008 年では全体の 12％（2000 年では２％

であった）を占めるようになった。

そして，2000 年以降の日中自動車産業貿易の

中心となった部品貿易においては，上記の傾向

はさらに明瞭である。2000∼2008 年の間，日本

の自動車部品輸出（輸入）額は約２倍（３倍）

に拡大したが，中国への部品輸出（輸入）は８

倍（９倍）に拡大した。その結果，日本の自動

車部品の輸出（輸入）全体に占める中国の割合

は，３％（８％）から 16％（同 24％）へ上昇し

ている。このような日中間の自動車部品輸出と
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表４ 日中，韓中自動車産業貿易額の推移

（単位：100万ドル）

日本―中国 自動車産業全体（HS 8702∼8708) 自動車部品（HS 8706∼8708)

輸 出 対中国 輸 入 対中国 輸 出 対中国 輸 入 対中国

1990年 59395 188 6883 3 10867 51 747 3

1995年 72542 731 11755 42 19817 265 1468 41

2000年 82857 1113 9294 158 17738 547 2076 157

2005年 121024 4064 12687 715 27221 2717 4004 703

2008年 148120 8147 12488 1438 27682 4418 5896 1404

韓国―中国

1995年 9069 213 1789 2.1 667 20 1304 1.5

2000年 14934 163 1432 25.4 1792 71 1209 23.4

2005年 37052 3215 3709 137.9 7787 2598 2197 135.8

2008年 47814 2786 6343 678.9 13150 1836 3411 672.7

出所：日本税関『貿易統計月報』各年，韓国税関『貿易統計』各年に基づいて作成。

18）残りの 55％は，アメリカが 12％（28 工場），その

他（東南アジアやヨーロッパ）が 43％（99 工場）を

占めている。



輸入の急激な増加は，日本の完成車メーカーの

中国現地生産の拡大に伴い，日本からの部品輸

出と部品メーカーの中国進出が増加し，中国に

おける日系部品メーカーの生産拡大が，逆輸入

を拡大させていることを現している。

一方，韓中自動車産業貿易の推移を見ると，

日中自動車産業全体，および部品産業貿易と同

じ傾向を示しているが，その変化はもっと急激

である。2000 年から 2008 年の間，韓中自動車

産業の貿易額は 18倍に拡大し（韓国自動車産

業の貿易総額は３倍に拡大），韓中貿易が全体

に占める割合は，2000 年の 1.2％から 2008 年

の 6.4％に上昇している。さらに，自動車部品

貿易では，全体が６倍に増加したのに対し，韓

中貿易は 26 倍に増加し，全体に占める割合も

15％（2000 年は３％）へ上昇している。特に，

部品輸入が自動車産業輸入全体に占める割合が

徐々に低下している中，中国からの部品輸入は

一貫して上昇し，韓国部品輸入全体に占める割

合は，2000 年の２％から 20％へ急激に拡大し

ている。

上記のような，90 年代以降の日中，韓中自動

車産業の中国進出と自動車部品貿易の拡大が両

国の自動車産業に対する影響は，中国との貿易

がそれぞれの自動車産業貿易全体に占める割合

は拡大したものの，まだ６％程度であり，影響

が大きいとは言えない。しかし，日中と韓中の

自動車産業貿易は部品貿易が中心であるので，

中国自動車産業の発展による影響は主に両国の

部品産業において見られる。特に，中国からの

部品輸入の伸び率は，日本が 28％，韓国が 42％

（2000∼2008 年の年率平均伸び率）と大きく，

影響は拡大されつつあると考えられる。

そして，日韓の自動車産業の中国進出は大手

企業を中心に行われているので，部品メーカー

に対する影響も一次部品メーカーよりも，二次，

三次に属する中小部品メーカーに現れる。つま

り，中国に進出した一次に属する大手部品メー

カーの現地生産の拡大が，本国からの調達を減

らす一方，中国からの部品輸入は増加している

ので，大手の一次部品メーカーに部品を納入す

る，中小規模の二次，三次部品メーカーの生産

を減少させている可能性が高い。

図３は，2000 年以降の日本と韓国の自動車部

品産業における従業員規模別の事業所数，従業

者数と製品出荷額の変化を現している。日本の

自動車部品産業においては，企業規模が大きい

ほどよいパフォーマンスを示しており，従業者

が 20人以下の小規模企業では，事業所数と従

業者数が低下している。規模の小さい企業（従

業者数 50人以下）のパフォーマンスが全体の

水準を大きく下回っていることは，前述した中
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図３ 2000 年以降の日韓両国の自動車部品産業の変容（年率変化率，単位：％）

注：両国の統計を比較可能にするために，従業員 10人以上の企業に対し，企業規模分類を一

部変更した。

出所：韓国経済産業省『鉱業・製造業統計調査月報』2002 年，2008 年，経済産業省『工業統

計表・産業編』2003 年，2008 年に基づいて作成。



国自動車産業の発展と中日間の自動車部品貿易

の拡大が，日本の大手部品メーカーには好影響

を与えているが，小規模の部品メーカーには悪

影響を及ぼしている可能性を示唆している。ま

た，宇仁（2009）が指摘した，1990 年代以降の

日本の自動車産業における派遣労働，請負労働

といった間接雇用による正規雇用の代替の結果

として，比較的規模の大きい企業（従業員 50人

以上）の製品出荷額が大きく上昇したにもかか

わらず，従業者数の増加は微増にとどまってい

る。

そして，韓国においても，規模が比較的大き

い企業（従業者数 50人以上）のパフォーマンス

が小規模の企業を上回っている点においては日

本と同じだが，小規模企業における事業所数と

従業者数の低下は見られない。逆に，製品出荷

額の伸び率においては，企業規模を問わず大き

く上昇しており，中国自動車産業の発展と中韓

の自動車部品貿易の拡大は，大手部品メーカー

のみならず，中小規模の部品メーカーにも，一

定の好影響を与えていると思われる。

上記の中国自動車産業の発展による日韓自動

車産業に対する影響の拡大と日韓両国における

影響の違いは，Vernon（1966）が提起した

Product Life Cycleの段階論からも説明するこ

とができる。すなわち，当初は中国自動車産業

の発展に必要だった部品の多くが日韓両国にお

いて研究開発，および生産され中国に輸出され

ていたが，外資系自動車部品メーカーとの提携

と競争の中で急速に成長する中国の部品産業の

技術レベルも徐々に向上し，一部の自動車部品

を日韓両国に輸出し，両国の自動車部品産業の

生産と雇用に一定の影響を与えるようになって

いる。ただし，表５の自動車部品産業における

技術レベルの格差が説明するように，日韓両国

の自動車部品産業の発展レベルにおける違い

が，中日，中韓自動車産業貿易の推移と中国自

動車産業の発展が及ぼしている影響の相異をも

たらしている。

PLC理論は，先進国から途上国への技術移転

の過程を，貿易論と投資論に基づいて説明し，

その技術移転に伴う新製品の開発・導入から成

熟・衰退に至る周期を，三つの段階に分けてい

る。とりわけ，第一段階の新製品の導入期では，

研究開発された新製品はまだ改良段階にあり，

生産量も少なく，輸出入で見ると，内需に生産

が追いつかない。第二段階の成長期では，新製

品に対する評価が固まり，活発な投資による生

産規模の拡大が行われ，生産が内需を超えて増

え続け，輸出超過が行われ，技術が徐々に移転

する。そして，第三段階の成熟期では，製品の

標準化と大量生産が行われ，製品の生産は賃金

コストの低い地域（新興途上国）に移転し，国

内における生産の縮小と輸入超過が起きる。

上記の PLC理論の三つの段階に基づいて，

日韓両国の自動車部品メーカーによる中国進出

と生産拡大，および自動車部品貿易の推移を見

てみると，韓中貿易は，中国における完成車と

部品輸出が増加し始めた 2003 年を境に，第一

段階から第二段階への転換期に位置しており，
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表５ 日韓両国の自動車部品産業における技術格差の推移

設計技術 新製品開発 新技術応用 生産技術 加工技術

2004年 日本 127 139 123 122 120

韓国 116 122 115 116 116

2010年 日本 108 112 110 105 106

韓国 108 108 107 105 110

注：１．中国の技術水準を100とした場合。２．2010年は推定値。

出所：Kim, Young-Jin（2008）に基づいて作成。



韓国側の逆輸入は増加しているが，中国への部

品輸出の伸びが依然として高い。一方，日中貿

易は，中国への部品輸出の伸びを上回るスピー

ドで逆輸入および海外輸出が上昇している。特

に，2005 年以降，その傾向がより明確になり（表

４），中国における日系部品メーカーの輸出の

内，日本以外の地域に対する輸出が占める割合

が，約４割の水準（2001 年では２割）で推移し

ている。すなわち，日中部品貿易は 2005 年を

境に，第二段階から第三段階への移行が始まっ

ているように見える（日本自動車部品工業会，

海外事業概要調査報告書，各年）。結果として，

韓国では中小部品メーカーが中国自動車産業の

発展による恩恵を受けているのに対し，日本の

中小部品メーカーは打撃を受けているところが

多いと考えられる。

Ⅳ 結論

本論文では，1990 年，95 年と 2000 年までの

アジア国際産業連関表と中日，中韓の自動車部

品貿易の推移に基づいて，急速に発展している

中国自動車産業が両国の自動車産業に対する連

関効果の変化，およびそれに伴う影響の実態を

分析した。本論文の限界は，現時点でアジア国

際産業連関表が 2000 年までしか公表されてい

ないことから，2000 年以降の後方，前方連関効

果の値を正確に推計できなかったことである。

ただし，中国と日韓両国における 2000 年以降

の自動車部品貿易データの推移から，連関効果

の変容を推測することはできた。本論文の結論

を簡単にまとめると，以下の三点があげられる。

第一に，1990 年代以降の中国自動車産業の急

速な拡大は，外資との合弁による規模拡大が中

心であったため，厳しい国産化率の制限がある

にもかかわらず，自動車部品の輸入を拡大させ

ている。一方，外資系部品メーカーの本国への

逆輸入を含めた，中国からの自動車部品の輸出

も拡大しており，中国の自動車産業発展は対外

波及効果を徐々に拡大させている。

第二に，中国自動車産業の発展による対外連

関効果における日本の割合は圧倒的に大きい

が，日本の大手完成車メーカーによる中国進出

が欧米のメーカーより遅れていたため，対日本

の連関効果は 90 年代を通じて徐々に低下した。

対韓国の連関効果も，韓国の自動車産業による

中国進出が本格化したのが 2000 年以降である

ため，90 年代における連関効果の伸びは著しい

が，その値は小さい。ただし，中日，中韓の自

動車産業貿易データの推移から 2000 年以降の

連関効果の変化を推測すると，後方連関効果と

前方連関効果の値は，日韓両国ともに大きく拡

大している可能性がある。

第三に，2000 年以降の日韓両国の自動車産業

による中国現地生産の急増，および中日，中韓

自動車産業内貿易の拡大は，日韓両国から中国

への自動車部品輸出を増加させていると同時

に，中国から日韓両国への部品輸出を増加させ，

両国の自動車部品産業の生産，雇用に一定の影

響を与えている。ただし，中国と日韓両国の自

動車部品貿易における段階の違いによって，中

国の自動車産業の発展が両国の自動車産業に対

する影響は，企業規模別に大きく異なり，韓国

においては日本のような小規模企業に対するマ

イナスの影響が確認できなかった。

最後に本論文の課題を二点述べておく。一つ

目は，本稿の分析は自動車産業全体の産業連関

や貿易データなどに基づくマクロ的な分析に重

点を置いているため，企業レベルでの生産，販

売，および収益構造などに関するミクロ的な分

析に欠けている。今のところ，企業別，製品別

の経営情報に関するデータの収集は難しく，今

後の重要な課題として残っている。二つ目は，

本稿では中国自動車産業の発展が日本と韓国の

自動車産業に対する影響におけるいくつかの違

いを示したが，これらの違いをもたらす要因に

関しては，本論文が中国自動車産業の発展が日

韓両国の自動車産業に対する連関効果と影響の
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実態を明らかにすることに重点を置いたため，

限界的な言及にとどまっている。これらの要因

分析，つまり両国における自動車産業の規模，

企業構造，経営戦略の違い，および両国の自動

車産業における発展段階の違いに関する詳細な

分析は，今後の課題にしたい。
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