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１ 「中国製造2025」と関連政策・計画

0

関連政策・計画の概要

１．「中国製造2025」
１-１ 「中国製造2025」策定背景と“製造強国“へのロードマップ

 製造業を巡る国内外の環境変化（次世代情報技術と製造業の融合による産業変革、先進国の第4次産業革命）
 中国経済の変化（新常態、内需拡大の必要性、人件費上昇、輸出の伸び鈍化など）
 中国の国家戦略：
①製造強国：2025年までに製造強国入り、建国100周年（2049年）までに製造強国のトップグループ入り
②❝China Dream❞：中華民族の偉大な復興には強固な経済と製造業が必要
③イノベーション主導型国家建設：「製造大国」から「製造強国」への転換目指す（量から質への転換）
❝China Dream❞の実現

図1 中国の国家戦略構想と「製造強国」への道のり（イメージ）
Step3

2049
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2035
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2025
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2021：共産党創立
100周年

製造強国の中堅
ポジションへ

2049：中華人民共
和国建国100周年

製造強国のトップ
グループ入り

製造大国の地位
製造強国入り
確立
2020～2050年の国家戦略構想―2つの15年（第19回党大会）
2020～2035

出所：各種資料より作成

 経済力、技術力を大きく向上させ、イノベーション
先進国となる
 全人民が富裕の道を歩みだす（貧富の差など不
均衡を是正）

2035～2050
 富強、民主、文明、調和、美しい社会主義現代
化強国を実現
 総合国力と国際影響力で世界をリードする国家と
なる
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関連政策・計画の概要

１．「中国製造2025」

１-2 「中国製造2025」（2015年5月発表）の基本方針、重点分野、ミッション、重点事業





5つの基本方針：イノベーション駆動、品質優先、グリーン発展、構造最適化、人材本位
4つの基本原則：市場主導・政府誘導、現実立脚・長期視野、全体推進・重点突破、自主発展・協力開放
重点10産業、9つの戦略ミッション、5大重点事業を提示。金融支援、財政税制支援も実施。
最優先課題は❝イノベーション能力の向上❞
図2 10の重点分野
次世代情報技術

CNC工作機械・
ロボット

航空・宇宙設備

海洋工程設備・
ハイテク船舶

先進軌道交通

省エネ・新エネ

設備

自動車

電力設備

農業設備

新素材

バイオ医薬・高性
能医療機器

注：赤字は本報告書の調査対象分野
出所：「中国製造2025」

図3 9つのミッション（重要任務）
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図4 5大重点事業
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１．「中国製造2025」

関連政策・計画の概要

１-3 「中国製造2025」と関連政策・計画（見取り図）

 「中国製造2025」の実施に注力する中国は、インターネットと製造業の融合を積極推進
図5 「中国製造2025」と関連政策・計画（見取り図）

中国製造2025（2015.05）＊10分野
※中国製造2025重点領域技術路線図(2015/2017）

総合・共通計画

国家戦略的新興産業第12・13次5ヵ年計画
製造業核心競争力増強3ヵ年行動計画（2015-2017）
(2018-2020)

中国製造2025❝1＋X❞計画体系11件（「中国製造2025」の実施ガイドライン）
【工程実施ガイドライン（2016－2020）】

①工業基盤強化工程
② ハイエンド装備イノベーション工程
③ スマート製造工程
④ グリーン製造工程
⑤ 製造業イノベーションセンター建設工程
【専門行動ガイドライン】

①サービス型製造業発展専門行動
②装備製造業品質ブランド専門行動

分野別関連計画・方案・意見
スマート製造発展計画（2016－2020年）
ロボット産業発展計画（2016－2020年）
中国製造2025－エネルギー装備実施方案（電力設備編）
自動車産業中長期発展計画
車載電池産業発展促進行動方案
新エネ車応用普及指導意見
電気自動車充電インフラ建設指導意見
新型ディスプレイ産業超越発展3ヵ年行動計画（起草中）
etc

分野別の第13次5ヵ年計画

【発展計画ガイドライン】

①新素材、②情報産業
③医薬工業、④製造業人材

【工業化・情報化融合】
「インターネット＋行動」計画
情報化・工業化融合発展計画（2016－2020年）
製造業とインターネットの融合発展深化指導意見
情報化・工業化融合管理体系深化推進指導意見
「インターネット＋先進製造業」の深化と工業インターネット発展指導意見

情報通信産業発展計画
情報通信産業発展計画IoT分冊
ビッグデータ産業発展計画
ソフトウェア・ITサービス業発展計画
 当初「第13次5ヵ年計画」として策定が進められていた戦略的新興産業7分野等
の専門計画の一部は「中国製造2025」の枠組での専門計画（概ね2020年ま
で）として公布（電力設備・新エネ発電設備等は電力・エネルギー関連第13次
5ヵ年計画の枠組みでも公布）
出所：各種資料より作成

3

１．「中国製造2025」
１-4 産業高度化政策

関連政策・計画の概要
表1 産業高度化に関する主な政策・計画など（時系列）
国務院

各部門

2012.03

スマート製造科学技術発展❝12.5❞専門計画

科技部

2012.04

サービスロボット科技発展❝12.5❞専門計画

科技部

スマート製造設備産業❝12.5❞発展計画

工信部

産業用ロボット産業の発展推進に関する指導意見

工信部

2015.10

中国製造2025」重点分野技術路線図（ロードマップ）

NMSAC

2015.11

「国務院の“インターネット＋”行動の積極推進に関する指導意見」の実施計画
（2015-2018年）

工信部

2016.04

ロボット産業発展計画（2016-2020）

工信部

製造業昇級改造重大工程パッケージの実施に関する通知
「インターネット＋」AI3年行動実施方案

工信部など
発改委など

中国製造2025－エネルギー装備実施方案

発改委など

2016.08

国家❝13.5❞科学技術イノベーション計画（2016-2020）

科技部

2016.11

情報化・工業化融合発展計画（2016-2020年）

工信部

スマート製造発展計画（2016-2020）

工信部など

2017.01

ビッグデータ産業発展計画（2016-2020）

工信部

2017.04

自動車産業中長期発展計画

工信部など

2012.05

情報化と工業深度融合に関する特別行動計画

2013.12

2015.05

「中国製造2025」

2015.07

「インターネット＋」の積極推進に関する指導意見

2015.08

ビッグデータの発展促進に関する行動要綱

2016.05

製造業とインターネットの融合発展の深化に関する指導意見
国家イノベーション駆動発展戦略要綱

2016.06
2016.07

2016.12

国情報化発展戦略要綱

❝13.5❞国家戦略的新興産業発展計画

2017.07

次世代AI発展計画

情報化・工業化融合管理体系深化推進指導意見

工信部など

2017.11

「インターネット＋先進製造業」の深化と工業インターネット発展指導意見

「製造業核心競争力増強3ヵ年行動計画」（2018-2020年）

発改委

2017.12

次世代AI産業発展促進3ヵ年行動計画（2018～2020年）

工信部

2018.01

中国製造2025」重点分野技術路線図（ロードマップ）*2015年版を更新

NMSAC

出所：各種資料より作成
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2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-1 重点10産業・23分野
 初版のロードマップは2015年5月公表。2018年1月に更新版を公表、重点産業の基本枠組みは変わらず
 国内外の技術革新や製造業の変化に対応して、次世代情報技術や省エネ・新エネ車などの内容を更新
 重点10産業を23分野に細分化。市場予測・戦略目標・育成重点・重点モデル事業・政策措置の5点を明示
表2 重点10産業・23分野
産業

分野

1

次世代情報技術

①IC・専用設備、②情報通信設備、③OS・産業用ソフト、④スマート製造のコアとなる情報設備

2

CNC工作機械・ロボット

①CNC工作機械・基盤製造設備、②ロボット

3

航空・宇宙装備

①航空機、②航空エンジン、③航空機載設備・システム、④宇宙関連設備（運搬ロケット、衛星など）

4

海洋エンジニアリング・ハイテク船舶

1分野。製品としては、海洋資源探査・開発設備、ハイテク船舶、大型低速船舶用エンジンなど

5

先進軌道交通設備

1分野。製品としては、中国基準の高速鉄道、中低速リニアなど

6

省エネ・新エネ自動車

①省エネ自動車、②新エネ自動車、③コネクテッドカー

7

電力設備

①発電設備、②送変電設備

8

農業設備

1分野。製品としては、自動化、情報化、スマート化した農業機械など

9

新素材

①先進基盤素材、②コア戦略素材、③先端新素材

バイオ医薬・高性能医療機器

①バイオ医薬、②高性能医療機器

10

出所：中国製造2025重点領域技術創新路線図
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2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

関連政策・計画の概要

2-2 2017年版ロードマップ
 2025年までの目標と現状認識：

①通信設備、軌道交通設備、電力設備、海洋エンジニアリング設備・ハイテク船舶を世界トップレベルに引き上げる
②宇宙設備、CNC工作機械、ロボット、NEV、コネクテッドカー、農業設備、先端素材、バイオ製薬を世界先進レベルに
③IC・関連設備、民間航空機、高性能医療機器は、なお世界の製造業先進国との技術差があると認識
図6 2017年版ロードマップの目標及び国家製造強国建設戦略諮問委員会（NMSAC）の現状認識

2025年までの目標など
• 通信設備、軌道交通設備、電力設備、海洋エンジニアリング設備・ハイテク船舶を世界トップレベルに引き上げる。（注：記
者発表に関する報道では、海洋エンジニアリング設備・ハイテク船舶を除く3分野とされている）
• 中国のイノベーションモデル：世界に追い付き➡肩を並べ➡世界をリードする。
• CNC工作機械、ロボット、宇宙関連設備、海洋エンジニアリング設備、ハイテク船舶、省エネ・新エネ車などを優先振興し、世
界先進レベル（世界第2、3位）の地位を確立する。
その他(現状認識など）
• 集積回路（IC）・専用設備、民間航空機はなお世界のトップレベルと差がある。
• OS・産業用ソフトウェア、高性能医療機器の今後の産業発展には変数がある。効果的で正しい政策を講じることができれば、
世界先進レベルに達するもしくは近づくことが可能。
• 5G（第5世代移動通信システム）、グリーンスマート軌道交通技術、UHV送電変圧技術、高性能大型重点金属構造材
製造技術は大きな進歩を遂げ、世界をリードするレベルに達している。
• CNC工作機械、ロボット、宇宙設備、海洋エンジニアリング設備、ハイテク船舶、省エネ・新エネ車は、中国が強みを持つ分野。
キーテクノロジーを有するリーディングカンパニーに重点投資するよう提言する。
出所：「中国製造2025重点領域技術創新路線図」2017年版（http://www.cm2025.org/uploadfile/2018/0307/2018030814131234.pdf）、関連報道
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2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-3 2017年版分野別ロードマップの例：①次世代情報技術（本報告書の調査対象）
 クラウド、IoT、ビッグデータなどの次世代通信技術を製造業と融合させ、産業の構造転換・高度化を図る
表3 ロードマップ（各分野の目標例）
IC・専用設備(世界、中国)
需
要

情報通信設備（世界）
OS・産業用ソフト

スマート製造コア情報設備

目
標

2030

世界3,361～4,000億＄
中国1,805～2,408億＄

世界4,000～5,375億＄
中国2,528～3,814億＄

移動通信設備市場520億＄

移動通信設備市場640億＄、光通信設備市場640億＄

クラウド、IoT、ビッグデータなどの次世代通信技術と製造業の融合による産業構造転換・高度化

スマート製造が牽引する第4次産業革命により、巨大な需要が創出される
製造：300mm生産能力100万枚/月、20～14nm製造技術

製造・設計で世界先進レベル実現

情報通信設備

5G国際標準及び産業を主導する

国産光通信設備の世界市場シェア＞
60％、ルーター・交換機25％

OS・産業用ソフト

ロー・ミドル市場シェア＞30％

コア情報設備の標準体系整備

自主開発産業用ソフトのシェア＞50％

総合技術力を世界先進レベルに

重点業界のコア情報技術設備の国産化

IC・専用設備

設計:低電力高性能組込CPU、
CF Flash、3D SIPなど
製造:FinFET、300ｍｍウェハなど

情報通信設備

5Gのコアチップ・デバイスなど

OS・産業用ソフト

ビッグデータの処理・分析技術開発

スマート製造コア情報設備

自主開発PLC国内市場シェア10％

自主開発のPAC、SCADAなどの制御システムの国内市場シェア30％

目標計画、財税支援

国家級産業発展基金、金融支援、重点事業支援、知財権保護

IC・専用設備
政
策
措
置

2025

IC・専用設備

スマート製造コア情報設備
重
点
製
品
・
技
術
開
発

2020

情報通信設備
OS・産業用ソフト
スマート製造コア情報設備

設計：コアサーバー・PCのCPU、超低電力IoT向けSoC、動的再構成可能チッ
プ、V-NAND Flash、DRAM&Emergency Memory(RRAMMRAM)、AI
で強化された個人端末SoC、MCO
5Gシステム・設備の大規模商用化、DSP、OTN,WDM-PON、WSSなど

産業ビッグデータの平行分析・処理技術を飛躍的に進展

知財権戦略・法整備、5Gスペクトル計画と他通信分野との調整、「一帯一路」に沿った海外進出促進
産業の垣根を超えたプラットフォームの構築推進、オペレーションシステム・産業ソフトの国家認証制定
標準制定、国家級スマート製造コア情報設備協働実験室設立

出所：本表3及び次ページ以降の表4～7はいずれも「中国製造2025重点領域技術創新路線図」（2017年版）より一部抜粋して作成
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関連政策・計画の概要

2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-3 2017年版分野別ロードマップの例：②CNC工作機械・ロボット（本報告書の調査対象）
 CNC工作機械は産業需要増に対応、ロボットはコアパーツ・技術レベルと国内市場シェアの向上を狙う
表4 ロードマップ（各分野の目標例）
需
要

2020

電子情報、省エネ・新エネ車、ハイテク船舶、新素材などの産業でハイエンド製品の需要急増
新素材、新技術の進展及び戦略的新興産業育成により新規戦略需要や産業転換課題への対応が必要となる

ロボット（産業用ロボ）

販売20万台、保有90万台

CNC・基盤製造設備
ロボット(国産コアパーツ)
ロボット(MTBF)
ロボット（次世代ロボ）

国内市場シェア＞70％
国内市場シェア＞50％

国内市場シェア＞80％

8万h
キーテクノロジーで飛躍的進展

サンプルロボの開発成功・実証開始

CNC(自動車アセンブル)

Cpk値≧1.67の低コスト炭素繊維部品のRTM成形、連結、塗装設備など

CNC(コアパーツ)

ロボのスマート化などの市場拡大

自動車産業用CNC2000h

コア部品の加工成形設備・フル生産ラインの国産化率80％

CNC（デジタル制御）

販売40万台、保有350万台

国内市場シェア＞80％

CNC(自動車部品加工)

小規模生産・実用化

多軸、マルチチャネル、高精度補間、ロストモーション補償、スマートプログラミングなど
高速電動スピンドル(20,000-40,000r/min)開発など

CNC（共通技術）

加工難度の高い素材の精密加工技術、軽量化素材の精密成形技術など

ロボット（産業用）

国産溶接ロボを自動車、エンジニアリング設備、新エネ分野などに大量導入

国産ロボのスマート作業技術の普及

ロボット（減速機）

高精度サイクロ減速機、高精度高周波減速機の導入

新型駆動機関・新素材

ロボ（共通技術・本体）
政
策
措
置

販売30万台、保有210万台

高齢化の進展で家事・介護・医療・リハビリロボの需要拡大

CNC（MTBF)

重
点
製
品
・
技
術
開
発

2030

CNC

ロボット（サービスロボ）

目
標

2025

CNC

設計・製造の系統化・大規模化

次世代ロボット（高精度制御、協働ロボなどの技術課題克服）

共通術課題解決を図る国家CNC共通技術協働イノベーションセンターなどの設立を検討

ロボット

❝スマートロボット❞及び❝スマート製造とロボット❞の重点事業を実施

ロボット（標準制定など）

設計・製造に関する標準、重要実用に関する標準の研究・制定
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関連政策・計画の概要

2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-3 2017年版分野別ロードマップの例：③省エネ・新エネ車（本報告書の調査対象）
 コネクテッドカーは「インターネット+」戦略の重点分野の一つ。2030年に世界第2の自動運転市場への成長を狙う
表5 ロードマップ（各分野の目標例）

需
要

目
標

2025

2030

新車燃費（乗用車）

GB27999国家基準：20km/L

25km/L

31.25km/L

新エネ車(販売シェア)

自動車全体の＞7%(200万台)

自動車全体の＞20%

更なるシェア拡大（1,000万台近く）

新エネ車普及

優遇政策により新エネ車販売拡大

コネクテッドカー

DA、PA、CA車の市場シェア約50％

新エネ車(国産知財車)

＞販売200万台/年、国内市場の8
割満たす供給力

新エネ車（販売目標）
燃料電池車(普及)
コネクテッドカー
（情報化製品）
コネクテッドカー
重
点
製
品
・
技
術
開
発

2020

プラグインハイブリッド
ピュアEV
燃料電池車
車載スマート情報系統

新エネ車産業
措政
置 策 コネクテッドカー産業

低コスト・省エネ・環境にやさしい・安全・快適・情報・スマート化した新エネ車需要
DA、PA、CA車の市場シェア約80％

HA、FA車の市場シェア10％

国際レベル車販売＞500万台/年、
国内市場の9割満たす供給力

国内市場シェアで絶対的地位確立、
輸出シェアを生産台数の3割に

販売台数世界トップ10、バス輸出

販売数世界トップ10の完成車メーカー
2社、販売総数に占める海外分10％

主力企業の技術力、世界先進レベル

生産5,000台、実証実施

普及5万台

累計普及100万台

国産品シェア50％、DA・PA・CAの新
車搭載率＞50％

国産品シェア80％、DA・PA・CAの新
車搭載率80％

国産品シェア80％、DA・PA・CAの新
車搭載率ほぼ100％、HA・FA10％

センサ、制御装置を国際レベルに

国産スマートトラックをある程度輸出量

国内市場向けコアパーツ8割供給可

国内市場向けコアパーツ8割以上供給可

軽自動車（1,200kg）電力消費規
定12kWh/100km

乗用車の消費電力規制10kWh/100km

航続距離500km
電池寿命5,000ｈ

航続距離500km
電池寿命＞6,000ｈ

電池寿命＞8,000ｈ

情報通信装備の搭載率50％

V2Xを一部導入

V2X普及、情報化率100％

国策として関連産業が連携した新エネ車国産イノベーション計画を制定
中国版コネクテッドカー・V2X国家規定の制定

新型コネクテッドカー商業化モデル確立

注：自動運転の段階的ステップ①DA：運転補助➡②PA:一部自動運転➡③CA：一定条件下での自動運転可能➡④HA：高度自動運転➡⑤FA：完全自動運転
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関連政策・計画の概要

2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-3 2017年版分野別ロードマップの例：④電力設備（本報告書の調査対象）
 電力設備分野は「一帯一路」戦略の重要輸出分野に位置付けられている
表6 ロードマップ（各分野の目標例）
需
要

発電設備
（設備容量）
送変電設備
「一帯一路」関連
発電設備

目
標

送変電設備
超高圧直流送電システム
高効率クリーンコール発電

重
点
製
品
・
技
術
開
発

電力消費の伸び3.6～4.8％

2030

電力消費の伸び＞3％

スマート化、システムインテグレーション、グリーン電力の推進で輸出戦略を後押し
国産化率90％、年産量の20％輸出

知財権のある新エネ・再エネ設備の市場シェア＞80%

コアパーツ国産化率＞80％

コアパーツ国産化率＞95％

技術レベルで世界トップレベルに

中国が主導する標準確立

1,000MW超臨界循環流動層ボイラ
F級300MW大型ガスタービン発電の
コンバインドサイクル出力450MW

大型先進原子力発電

1,000MW級及び1,500MW級の第3
世代大型先進加圧水型原子炉

超高圧直流送電システム

解輸送形変圧器、分路リアクトルなど

スマート送変電設備

2025

石炭火力＜11億kW（総容量の
55％）、ガス1.1億kW（同5.5％）

大型ガスタービン発電

送変電設備コアパーツ
政
策
措
置

2020

1,000MW超超臨界循環流動層ボイラ
G/H級400MWの大型ガスタービン発電設備
2,000MW級の第3世代大型先進加圧
水型原子炉

スマート変電所、スマートグリッド、省エネ・環境保護型送変電設備など

トリウム熔融塩炉出力
100MW
エネルギー貯蔵システムなど

超高圧直流送電システム用圧力スイッチなど

発電設備

国際競争力あるイノベーション型企業の育成、原子力・大型ガスタービン・高効率クリーンコール発電設備事業の実施

発電設備

中国の海外進出戦略の重点分野とする

送変電設備

送変電設備の研究開発、製造、テスト、検測、認証システムを完備し、国際レベルの資格認証を確立

送変電設備

送変電産業イノベーション連盟設立、スマートグリッドの共通キーテクノロジー及び応用技術のボトルネック解消に注力
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関連政策・計画の概要

2．「中国製造2025重点領域技術創新路線図」

2-3 2017年版分野別ロードマップの例：⑤新素材（本報告書の調査対象）
 耐熱合金、高性能炭素繊維・複合素材、生体用新素材、次世代ディスプレイなどの技術革新・産業化を推進
表7 ロードマップ（各分野の目標例）
需
要

目
標

2030

「中国製造2025」に沿って、基礎素材の高機能化、差別化などが急速に進められる

重要戦略素材

スマート製造や次世代情報技術に欠かせない重要戦略素材の需要が高まり、国産化が推進される

最先端新素材

スマート新素材の世界市場規模650億＄

先進製造基礎部品用鋼

高速鉄道、CNC、高級車向けコアパーツ用スチールの自給率80%

ハイエンド設備用特殊合金

ハイエンド特殊鋼産業規模2,000億元

高性能炭素繊維・複合素材

国産品で大型航空機需要に対応可に

次世代ディスプレイ素材

フレキシブルディスプレイ素材産業規模100億元/年
年産200トン

生体用新素材（バイオニクス新素材）市場年平均40％増で拡大
完全自給、寿命倍増を目指す

耐熱合金の価格性能比を欧米レベル・自給率＞70％
次世代宇宙設備に国産品を一定規模導入
フレキシブルディスプレイ素材産業規模500億元/年

金属粉末原料年産600トン、国内市場シェア80％、輸出200トン

生体用新素材

3～5の発明特許群、産業規模20億元

高性能軽合金素材

650MPa級新型アルミ合金（高強靭、高効率熱処理、厚み＞200mm）、≧700℃の耐熱チタン合金などの開発

ハイエンド設備用特殊合金
高性能炭素繊維・複合素材
大容量リチウムイオン電池

国民経済や国防建設需要に対応、産業規模100億元

特殊規格のアルミ、マグネシウム、チタン合金素材の製造、精密形成プロセス・制御技術などの開発
航空機向け高性能炭素繊維・複合素材の一部コアパーツでCAAC/FAA/EASA耐空証明取得
比エネルギー≧200Wh/kg

比エネルギー≧300Wh/kg

3Dプリント用素材

チタン合金粉末、鉄系合金粉末、耐熱合金粉末の製造技術開発、チタン合金粉末製造コスト50-60％引き下げ

次世代ディスプレイ

量子ドットディスプレイなど（InGaP赤色光LD、InGaN緑色光LD、InGaN青色光LDなど）

EVリチウム電池グラフェン電極材
政
策
措
置

2025

先進基礎素材

3Dプリント用金属粉末

重
点
製
品
・
技
術
開
発

2020

既存製品の充電時間半減、航続距離倍増

産業規模1万トン突破

先進基礎素材

基幹企業や重点事業に対する財政支援、キーテクノロジーや重要応用分野に関する標準制定に向けた研究強化

重要戦略素材

専門計画策定、財政支援、重要戦略素材産業の共通プロセス・技術のイノベーションレベルを向上

最先端新素材

専門計画策定、財政支援、国家級最先端素材イノベーションセンター設立、標準に関する研究・制定、実証支援
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関連政策・計画の概要

3．❝1＋X❞計画体系
3-１ 計画体系の見取り図

 「中国製造2025」の実施ガイドライン。
 ❝1❞＝「中国製造2025」、❝X❞＝11分野の実施ガイドライン（工程実施、専門行動、発展計画）
図7 「中国製造2025」❝1＋X❞計画体系

❝1＋X❞

5大工程実施
ガイドライン

①製造業イノベーションセンター建設工程実施ガイドライン（2016-2020年）
②工業基盤強化工程実施ガイドライン（2016-2020年）
2016.04：
工信部、発改委、
③スマート製造工程実施ガイドライン（2016-2020年）
科技部、財政部
④グリーン製造工程実施ガイドライン（2016-2020年）
⑤ハイエンド設備イノベーション工程実施ガイドライン（2016-2020年）

2つの専門行動
ガイドライン

①発展サービス型製造業専門行動ガイドライン
中国工程院
②設備製造業品質・ブランド向上促進専門行動ガイドライン 2016.08：工信部、国家質量監督

4つの発展計画
ガイドライン
「中国製造2025」

2016.07：工信部、発改委、

検験検疫総局、国家国防科工局

①医薬産業発展計画ガイドライン
②新素材産業発展ガイドライン
③情報産業発展ガイドライン
④製造業人材発展計画ガイドライン

2016.11：工信部
2016.12：工信部、発改委、科技部、財政部
2017.01：工信部、発改委
2017.02：教育部、人力資源・社会保障部、工信部

出所： 「中国製造2025」❝1＋X❞計画体系より作成

 本資料では、11産業のガイドラインのうち、以下5つを取り上げる。
• 工程実施ガイドライン：工業基盤強化、スマート製造、ハイエンド設備イノベーション
• 発展計画ガイドライン：新素材産業、情報産業
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関連政策・計画の概要

3．❝1＋X❞計画体系

3-2 工程実施ガイドラインの例 ①工業基盤強化工程実施ガイドライン（2016－2020年）
 2020年までに産業基盤を大幅強化、産業発展に即した技術出発点の高い産業基盤を初歩形成
 先進軌道交通設備、情報通信設備、ハイエンドNC工作機械とロボット、電力設備分野で❝四基❞問題の解消図る
（注：四基＝コア基盤パーツ、コア基盤素材、先進基盤プロセス、産業技術基盤）
表8 工業基盤強化工程実施ガイドライン（2016－2020年）の概要
2020年までに産業基盤を大幅強化、産業発展に即した技術出発点の高い産業基盤を初歩形成。
コア基盤パーツの40%とコア基盤素材の自給実現、先進基盤プロセスの導入率を50％に。
2020年の
主要目標

品質・製品寿命の向上、ハイレベルな試験・検測プラットフォームを40ヵ所程度設立。
先進軌道交通設備、情報通信設備、ハイエンドNC工作機械とロボット、電力設備分野で❝四基❞問題
（四基＝コア基盤パーツ、コア基盤素材、先進基盤プロセス、産業技術基盤）をまず解消。
年商300億元超・国際競争力ある企業が集積地を10ヵ所程度育成。など
重点10分野で❝四基❞問題解消：例）次世代情報技術産業＝組込CPU、スマート端末用チップなど
重点16製品のモデル導入計画：例）センサ、サーボモーター、高精度減速機など

重点製品
技術開発

産業技術基盤システム改善：例）産業品質技術基盤サービスプラットフォームの構築など
重点分野のリーディングカンパニー育成、産業集積地の形成：コア基盤パーツなど
❝四基❞分野での軍民融合推進：例）共通基盤・先端技術の共同開発など
❝四基❞産業の発展環境整備：産業基盤分野の標準体系の確立・整備。
財政支援強化：❝四基❞産業の支援強化。必要に応じて中央財政（基金）も支援。

政策措置

税収政策調整：基盤製品の研究開発費の税引前控除など。将来的に国内生産可能なコアパーツや原材料の輸入税優遇政策を取り消す。
❝四基❞企業向け融資拡大：「工業❝四基❞発展目録」のリストアップ企業が優遇対象。
技術系人材育成強化：教育機関との連携。企業の❝四基❞分野の熟練技術者招致を支援。

出所： 工業基盤強化工程実施ガイドライン（2016－2020年）
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関連政策・計画の概要

3．❝1＋X❞計画体系

3-2 工程実施ガイドラインの例 ②スマート製造工程実施ガイドライン（2016－2020年）
 2020年まで：スマート製造モデル事業実施、デジタル化製造を普及
• キーテクノロジー進展、スマート製造基盤強化、新型製造5種の技術向上、重点産業のスマート化を図る
 2021-2026年：キーテクノロジー、標準、ソフトウェア支援機能などを更に強化
表9 スマート製造工程実施ガイドライン（2016－2020年）
第13次5ヵ年計画期（2016-2020年）：スマート製造モデル事業実施、デジタル化製造を普及
①キーテクノロジーの進展（ハイエンドCNC工作機械・ロボット、付加製造の機能・品質を国際レベルに）
主要目標

②スマート製造基盤強化（標準確立、知財権を有する重要支援ソフトの国内市場シェア＞30%）
③新型製造5種の技術向上（離散型スマート製造、プロセス型スマート製造、IoT製造など）
④重点産業のスマート化（重点10分野で60種以上のスマート製造設備の刷新を行う）
第14次5ヵ年計画期（2021-2026）：キーテクノロジー、標準、ソフトウェア支援機能などを更に強化
キーテクノロジー開発：例）高速高精度5軸制御マシニングセンタ、スマートセンサ・制御装置など

重点製品
技術開発

スマート製造基盤強化：例）国家標準制定に向けた取り組み、キーテクノロジーの標準化・規範化など

新型製造モデルの育成：例）離散型スマート製造、プロセス型スマート製造、IoT製造、遠隔サポートなど
重点10分野の集積・応用：例）電子情報、ハイエンドCNC工作機械・ロボット、航空宇宙など
統一計画と部門間調整：関連部局による合同会議（工信部主導）、中央と地方の連携・調整など
技術イノベーション推進：国家級の研究機関の活用、産学研による産業イノベーション連盟設立など

政策措置

財税・金融支援強化：中央財政の資金支援。1台目の重点技術設備保険補償制度の試行など
国際協力推進：標準制定、知財権に関する国際協力、国内外企業・業界との技術交流会など
人材育成強化：モデル基地や研修プラットフォームの構築、大学・研究機関との連携など

出所：スマート製造工程実施ガイドライン（2016－2020年）
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3．❝1＋X❞計画体系
関連政策・計画の概要
3-2 工程実施ガイドラインの例 ③ハイエンド設備イノベーション工程実施ガイドライン（2016－2020年）
 2020年までに設計・製造のキーテクノロジーや共通技術を確立、世界に通用する中国ブランドを育成
 重点11産業の2020年目標を明示
表10 ハイエンド設備イノベーション工程実施ガイドライン（2016－2020年）の概要
2020年：ハイエンド設備の設計・製造のキーテクノロジーや共通技術をほぼ確立。世界に通用する中国ブランドを育成。
①一部コア設備の国産化実現：一部製品の品質と性能を世界先進レベルに引き上げる。
主要目標

②設備導入拡大・サービス向上：1台目を重点分野に投入、有知財設備の競争力向上➡「一帯一路」で活用。
③世界で勝てる企業の育成、国際標準制定への積極参画による中国の発言権向上
2025年：重点分野の設備を世界先進レベルに。国際競争力・国際ブランド力のさらなる強化。
①国産大型旅客機：キーテクノロジーの確立。C919のテスト飛行・型式証明の取得・正式運行。
②航空エンジン、ガスタービン：大型航空機用エンジン、産業用ガスタービン分野などのキーテクノロジーを飛躍的に進展
③民用宇宙：次世代運搬ロケットの開発完了、長征5号、8号の開発と初飛行、大型運搬ロケットのキーテクノロジーを飛躍的に進展
④先進的軌道交通：時速350キロの標準EMU（中国高速鉄道）を国際先進レベルの高速鉄道とし、商業化する。
⑤省エネ・新エネ車：乗用車（新車）の燃費を5L/100kmに向上、商用車（新車）の燃費を世界先進レベルに近づける。

重点11分野の
2020年目標

⑥海洋エンジニアリング・ハイテク船舶：世界トップレベルの造船強国に。海洋石油ガス資源開発エンジニアリング設備の世界市場シェア35%
⑦スマートグリッドシステム：国際競争力あるスマートグリッドシステムを確立、国際標準制定を主導など
⑧ハイエンドCNC：ハイエンドCNC・基盤製造設備の国内市場シェア＞70%（CNC標準型60%、CNCスマート化型10％)
⑨原子力発電：原発技術の“自主イノベーション“に重点を置き、第3、4世代国産炉型（高速炉、高温ガス冷却炉）のモデル事業実施
⑩高性能医療機器：年商15億元超、R&D投資10％以上のリーディングカンパニーを10社育成など
⑪先進的農機：コアパーツ及び本体テスト・検測・開発の協働システムを構築、国産農機の市場シェア＞90％

政策措置

中央と地方の政策協調、「中国製造2025」とその他国家重点事業の連携、品質向上・ブランド育成面支援、1台目導入政策など
「一帯一路」戦略にからめた対外協力推進（ハイエンド設備メーカーの海外進出支援）、海外企業のM&A支援、標準制定など。

出所： ハイエンド設備イノベーション工程実施ガイドライン（2016－2020年）
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3．❝1＋X❞計画体系
3-3 発展計画ガイドラインの例 ①新素材産業発展ガイドライン

関連政策・計画の概要

 2020年までに供給能力向上、イノベーション力向上、産業規模拡大、重点製品の技術課題克服を目指す
 ①先進基礎素材、②重要戦略素材、③最先端素材の分野別の振興方針、ミッションを指示
表11 新素材産業発展ガイドラインの概要
①供給能力向上：先進基礎素材の安定供給確保、重要戦略素材の供給能力＞70%、最先端素材の一部で技術特許取得など
2020年の
主要目標

②イノベーション力向上：新素材メーカーの技術・イノベーション分野の新規投資の対売上比率、知財権取得と活用力の向上など
③産業体系整備：産業規模拡大、産業集積をほぼ完了。金属素材、複合素材、先進半導体素材の技術装備の課題克服など
①先進基礎素材：産業の構造調整・高度化の推進、重点新素材（高強度チタン合金など）のスマート化製造の促進

分野別の
振興方針

②重要戦略素材：次世代情報技術産業やハイエンド設備製造業の重要需要に対応した重点製品（高機能炭素繊維など）の技術革新
③最先端素材：重点製品（高分子添加剤用素材、生体用新素材など）の基礎研究・技術蓄積強化とイノベーション強化
①重点産業への導入が急務とされる新素材の供給能力向上：次世代情報技術産業用新素材など、10産業をリストアップ
②最先端素材のパイロッ事業を指示：グラフェン、添加剤製造用素材、ナノ素材、超伝道素材、極限環境下物資の5事業
③新素材産業の協働・イノベーション体系構築：新素材製造業イノベーションセンター、新素材品質評価センターなどの設立を指示
④重点新素材の市場整備：新素材初導入時の保険補償制度に関する研究・制定作業の推進、重点新素材の応用実証事業など

ミッション

⑤コアプロセスや専用設備の課題克服：関連企業による連係取り組み、金属素材特殊加工製造技術設備の開発など3課題を提示
⑥産業標準体系の構築：600項目以上の新素材標準の制定・改訂を行う。新素材の標準制定、新素材の実験技術標準制定を指示
⑦“インターネット＋”新素材行動：IoT、クラウド、添加剤製造、産業ロボなどを活用した新素材スマート製造モデル事業実施を奨励
⑧リーディングカンパニーと専門人材の育成：新素材メーカー同士のM&A、産学連携、外国専門家の招聘など
⑨新素材産業の集積促進：地域ごとに特色の異なる産業集積を目指す。新素材産業開発区の重複建設阻止など
関連部門間の業務調整機能の確立、国家新材料産業発展専門家指導委員会の設立、業界管理・サービスのレベル向上など

政策措置

財税支援の強化：中央財政が資金拠出する特別事業、基金などによる資金支援、条件該当ハイテク企業に対する税収優遇措置など
“軍民融合“の促進（軍事用新素材の開発・生産推進など）、国際交流の促進（海外企業のM&A、”一帯一路”戦略との連携など）

出所： 新素材産業発展ガイドライン
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3．❝1＋X❞計画体系
関連政策・計画の概要
3-3 発展計画ガイドラインの例 ②情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）
 2020年までに5Ｇ商用サービス開始、次世代通信インフラ整備などの目標
表12 情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）の概要
産業規模：情報産業の売上26.2兆元（2015年比8.9％増）、うち電子情報製造業の主力業務の売上14.7兆元（同比5.8％増）
2020年の
主要目標

技術革新：電子情報トップ100社のR&D投資比率6.1％（2015年5.5％）、国内情報技術発明特許15.3万件（2015年11万件）
5Ｇ商用サービス開始、スマート・ユビキタスネット社会実現に向けた次世代通信インフラ整備 など
①先進的キーテク・製品体系整備とイノベーション力強化、②協働による産業構造高度化（基幹企業を核とした産業チェーン構築など）
③情報技術のハイレベルな融合・応用（情報技術と製造業の融合によるイノベーション推進など）

ミッション

④次世代情報インフラ建設（衛星通信網の増強、IPv4からIPv6への移行など）、⑤情報通信と無線電信業の管理レベル向上
⑥情報産業のセキュリティ機能強化（ビッグデータ活用に伴うデータ保護、情報セキュリティ技術・製品の開発）
⑦産業の国際化レベル向上（標準制定やブランド確立、“一帯一路”戦略に沿った国際情報通信分野での発展など）
①IC：先進ロジック・メモリの生産ライン建設加速、高精度実装・3Dマイクロアセンブリ技術の確立など
②基礎電子のレベルアップ：ハイエンド設備やIoT、NEVなどのコアデバイスの振興と競争力向上（センサ、次世代ディスプレイなど）
③OS・産業用ソフト：クラウドオペレーションシステムなどの研究開発・活用、高精度高速制御やサーボドライブ用のコア技術の進展
④重要アプリ・業界別ソリューション：ビッグデータやIoTなどの新技術に対応したプラットフォームやアプリの開発、業界別ソリューションの提供

重点振興
分野

⑤スマートデバイスと応用エレクトロニクス：ウェアラブル、スマートセンサ、VR、スマート交通、スマートテレビなどの製品・サービス向上目標を提示
⑥コンピュータと通信設備：ハイエンドサーバーやストレージデバイス用のコアCPU、メモリチップ、入出力チップの技術力向上など
⑦ビッグデータ：コア技術や製品分野の進展、ビッグデータサービス業の育成・強化、第三者取引プラットフォームのモデル事業実施
⑧クラウド：クラウド関連サービス（IaaS、PaaS、SaaS）の推進、クラウド環境下でのネットワークセキュリティ管理システムの強化など
⑨IoT: IoT活用重要モデル事業の実施、モバイルインターネットを通じた消費分野でのIoT活用（スマート医療、スマートホームなど）など

政策措置

関連法規（電信法、ネットワークセキュリティ法）の整備、産学連携による人材育成、実施に向けた関連部門の連係強化
財税支援（新興産業創業投資引導基金などの活用）、金融支援強化（創業ボードへの上場、商業銀行のイノベーション与信など活用）

出所： 情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）
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関連政策・計画の概要

4．工業化・情報化の融合関連計画

4-１ 「“インターネット＋“行動の積極推進に関する指導意見」（国務院）
図〓 情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）の概要
 2015年7月、国務院が通達（同年5月には「中国製造2025」を通達している）
 インターネットとAIの融合を意味する“インターネット＋AI”を提唱。
 “インターネット＋”を経済・社会の改革・発展の重要推進力とし、新たな産業・経済システムの構築を図る
表13 「“インターネット＋“行動の積極推進に関する指導意見」（国務院）
主要目標

2018年：経済発展の質や公共サービスの利便性向上に資するネットワーク経済と実態経済の相互発展尾基盤を形成
2025年：“インターネット＋”を経済・社会の改革・発展の重要な推進力とし、新たな産業や経済システムの構築を図る
①起業・イノベーション：経済発展の新たな牽引力となる新興産業の育成、大衆による起業を可能とするスペースの拡大と共有促進など
②協働製造：スマート製造の発展加速とネットワーク化推進など
③現代農業：革新的な生産・経営方式の導入による農業の近代化促進、インターネットを活用した農業関連サービスの拡大など
④スマートエネルギー：エネルギーの生産・消費のスマート化など
⑤インクルーシブ・ファイナンス：クラウドファンディング・プラットフォームの構築、ネット金融に対する支援強化など

11分野の
重点行動

⑥公共サービス：公共サービスのネットワーク化、インターネットを活用した医療、教育、観光、社会保障サービス分野での新規サービス開発
⑦スマート物流：スマート在庫管理システム構築による物流システムの近代化促進など
⑧電子商取引：農村、製造、クロスボーダー電子商取引の発展促進など
⑨交通：インターネットの活用による交通・運輸サービスの品質向上と運行管理の強化など
⑩生態環境：インターネット活用によるモニタリング強化など
⑪AI：AI関連の新興産業の育成・発展の促進など

政策措置

ブロードバンドネットワークなどの基盤整備、イノベーション力の増強、規制緩和による産業発展環境の改善
国際協力の拡大、人材育成強化、政府部門による誘導・支援の強化

出所：「国務院の“インターネット＋”行動の積極推進に関する指導意見」

など
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4．工業化・情報化の融合関連計画

関連政策・計画の概要

4-2 「国務院の“インターネット＋”行動の積極推進に関する指導意見」の実施計画（2015-2018年）
 2015年11月、工信部が通達。国務院の“指導意見“を実行するための具体的計画。
図〓 情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）の概要
 2018年までの目標を提示：

• インターネットと製造業の融合、次世代情報技術と製造業の融合を更に推進
• 異業種融合の新モデルや新業態を経済成長の新たな推進力とし、インターネットと製造業の融合のモデル企業を育成する
• 次世代国家情報インフラを構築する
表14 「国務院の“インターネット＋”行動の積極推進に関する指導意見」の実施計画（2015-2018年）の概要
インターネットと製造業の融合を更に推進：製造業のデジタル化、ネットワーク化、スマート化のレベルを高める
2018年の
主要目標

次世代情報技術と製造業の融合を急ぐ：工業製品・設備のスマート化レベルを大幅に引き上げる
異業種融合の新モデルや新業態を経済成長の新たな推進力とし、インターネットと製造業の融合のモデル企業を育成する
ブロードバンド、融合、ユビキタス、セキュリティを実現した次世代国家情報インフラを構築する

など

①両化融合（製造業とICTの融合）の管理体系整備と標準制定
②スマート製造育成・普及：ハイエンドスマート設備の国産化率向上、重点業界のスマート工場を建設、スマート製造モデル事業200件
③新たな生産モデルの育成：重点業界でクラウドソーシングデザイン、カスタムメイド、協働製造などの新たな製造モデルを確立する
重要行動と
2018年目標

④システムインテグレーション能力向上：産業用ソフトの国内基幹企業の売上平均＞20％増、CPSプラットフォームを構築
⑤中小零細企業の起業・イノベーション推進：中小零細企業向け情報化サービスプラットフォームを構築
⑥ネットワークインフラの高度化：光ファイバーネットワーク都市の建設、4Gネットワークで都市・農村をカバーなど
⑦情報技術産業の支援力強化：高性能コンピューティング、大容量ストレージなどの技術革新を図り、世界的イノベーション企業を育成
組織強化（関連部門間の連携強化など）、体制メカニズムの改革（関連法律法規の制定など）、

政策措置

財税支援策の刷新（“インターネット+”と融合した製造業、“インターネット+”と融合した中小零細企業に対する財政支援強化など）
イノベーション人材育成、国際協力強化（“一帯一路”などの国家戦略とのからみで推進）

出所：「国務院の“インターネット＋”行動の積極推進に関する指導意見」の実施計画（2015-2018年）
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4．工業化・情報化の融合関連計画

関連政策・計画の概要

4-3 製造業とインターネットの融合発展深化指導意見（国務院）
 2016年5月、国務院が通達。
図〓 情報産業発展ガイドライン（2016－2020年）の概要
 2018年末：製造業重点業界の主力企業のインターネットをベースとした“双創” プラットフォーム普及率80％
 2025年：製造業とインターネットの融合が新段階に入り、“双創” 体系がほぼ完備、製造業の競争力が大幅向上
表15 製造業とインターネットの融合発展深化指導意見の概要

2018年末：製造業重点業界の主力企業のインターネットをベースにした“双創” プラットフォーム普及率80％
主要目標

工業クラウドの企業ユーザー2015年比倍増、新製品の開発サイクル12％短縮など
2025年まで：製造業とインターネットの融合が新たな段階に入り、“双創” 体系がほぼ整い、製造業の競争力が大幅に向上
①企業のインターネットをベースにした“双創”プラットフォーム構築
②インターネット企業による製造業“双創”サービスシステム構築を推進
③製造業企業とインターネット企業の異業種融合を支援

ミッション

④製造業とインターネットの融合モデルの育成
⑤融合発展のサポート基盤強化（国家重点開発計画の実施、製造業の自動化・デジタル化・スマート化技術の強化など）
⑥融合発展システムのソリューション能力向上

⑦工業情報系統のセキュリティレベル向上
①融合発展体制・メカニズムの完備
②国有企業融合発展メカニズム構築：中央企業によるイノベーション投資基金設立を奨励、地方の産業投資基金や民間資本導入など
③財政支援強化による融合発展促進：既存の中央財政資金の活用、地方政府の融合発展特別基金設立のを奨励など
政策措置

④融合発展に関する税収・金融政策の整備：営業税から増値税への移行試験に沿い、製造業企業の増値税控除拡大など
⑤融合発展に向けた用地・施設サービス強化：製造業企業がインターネットと融合した新業務を展開する場合の優遇措置など
⑥融合発展分野の人材育成システムの構築
⑦融合発展分野の国際交流促進：“一帯一路”戦略などの国家戦略にからめた実施

出所： 製造業とインターネットの融合発展深化指導意見
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4．工業化・情報化の融合関連計画

関連政策・計画の概要

4-4 情報化・工業化融合発展計画（2016－2020年）
 2016年11月、工信部が通達。インターネットをベースとした“双創“（大衆創業・万衆創新）体系を構築・促進
表16 情報化・工業化融合発展計画（2016－2020年）の概要
インターネットをベースとした“双創“（大衆創業・万衆創新）体系の構築・促進、インターネットをベースとしたサービス業を新成長分野とする
2020年の
主要目標

スマート設備・製品の“”自主イノベーション力の向上（スマート製造キーテクノロジー・設備、スマート製品研究開発・商業化の飛躍的進展）

情報化と工業化の融合発展を支えるインフラ体系の構築（自動制御とセンサの技術開発・産業化で大きな進展など）
重点業界での新たな生産方式の普及（生産方式の精密化、柔軟化、スマート化レベルの向上など）
①インターネットをベースとした“双創“（大衆創業・万衆創新）体系を構築し、創業・イノベーションの原動力とする
②ネットワーク化した新たな生産モデルを普及し、生産様式の更なる変革を促す（スマート工場、カスタムメイドなどの推進）
③プラットフォーム化した新サービス業態を育成し、産業バリューチェーンのハイエンド化を推進

ミッション

④異業種融合に取り組み、業界の融合・イノベーション能力を高める（サイバーフィジカルシステム（CPS）の構築など）
⑤情報化・工業化管理体系の標準を普及させ、企業の管理方式を刷新する
⑥スマート設備・製品を振興し、産業のコア競争力を強化する（高精度センサなどの新製品、CNCなどの重要製造装置）
⑦関連インフラを整備し、サポートサービス力を向上させる（自動制御とセンシング、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）など）

①製造業の“双創”育成（重点業界の基幹企業を中核とした研究開発イノベーションや協同製造などに関するプラットフォーム設立など）
②製造業とインターネットの融合発展（工業クラウドプラットフォームの構築による新規ネットワークサービス育成など）
重点事業

③システムソリューション力向上（CPS総合標準体系の研究・制定など）
④企業管理力向上（業界、分野ごとに“情報化・工業化融合”管理基準徹底のモデル事業展開など）
⑤コア技術の研究開発・産業化（安全・制御可能な産業インフラ（ハード、ソフト）、ハイエンド産業アプリ、組み込みシステムなど）
⑥工業情報安全保障（工業用ファイアウォール、アクセス制御などの工業用情報セキュリティ製品の各産業への導入）

政策措置

政府・業界・企業・研究機関・第三者コンサルティングサービスによる“情報化・工業化融合”協同推進メカニズムの確立、標準体系整備
科学技術分野の重要事業、技術改造資金などを活用した“情報化・工業化融合”の共通技術開発、公共プラットフォームの建設など

情報化・工業化融合発展計画（2016－2020年）
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4．工業化・情報化の融合関連計画

関連政策・計画の概要

4-5 情報化・工業化融合管理体系深化推進指導意見
 2017年7月、工信部など3部門が通達。
 2020年までの“情報化・工業化融合”の推進に関する目標を明示：
• “情報化・工業化融合”の管理体系・標準体系の基盤を確立

• “情報化・工業化融合”の新手法を確立し、“情報化・工業化融合”の管理体系を企業の技術革新などに活かすなど
表17 情報化・工業化融合管理体系深化推進指導意見の概要
“情報化・工業化融合”の管理体系・標準体系の基盤を確立
2020年の
主要目標

・管理体系基準を満たす企業5万社以上、標準体系基準を満たすモデル企業200社以上を認定など
15万社で“情報化・工業化融合”の自社評価などを行い、そのデータを政府・業界・企業による施策の根拠として活用
“情報化・工業化融合”の新手法を確立し、“情報化・工業化融合”の管理体系を企業の技術革新などに活かす
①標準化制定に向けた組織体系を確立し、“情報化・工業化融合”管理体系標準を整備

ミッション

②“情報化・工業化融合”管理体系を普及し、企業の新たな能力を引き出す
③“情報化・工業化融合”発展データマップを形成し、企業の属性別・分野別の発展を促す（ビッグデータ活用など）
④オープンで協調的な市場運営システムを形成し、サービスの質を向上させる
①“情報化・工業化融合”管理体系工作指導小グループによる取り組みの統一・協調指導と監督、政策措置の制定

政策措置

②政策強化（既存の資金支援手段を活用した“情報化・工業化融合”管理体制標準制定・徹底など）
③人材育成・確保（国家重大人材計画や重要科学研究などによる専門人材の育成など）

④宣伝・普及強化（工信部関連部署、業界団体、中央政府など）
出所： 情報化・工業化融合管理体系深化推進指導意見
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4．工業化・情報化の融合関連計画

関連政策・計画の概要

4-6 「インターネット＋先進製造業」の深化と工業インターネット発展指導意見（国務院）
 2017年11月、国務院が通達。2018～2035年までに3段階の取り組みを推進
 2035年に世界先進レベルの工業インターネットのネットワークインフラ及びプラットフォームを構築
表18 「インターネット＋先進製造業」の深化と工業インターネット発展指導意見の概要
2018-2020年：立ち上げ期。信頼性の高い工業インターネットのネットワークインフラ、識別分析システム、プラットフォームを構築
主要目標

2025年：国際競争力あるインフラ・産業退役をほぼ確立（国際レベルの工業インターネットプラットフォームを3-5構築など）
2035年：世界先進レベルの工業インターネットのネットワークインフラ及びプラットフォームを構築し、世界先進レベルの技術・産業体系を確立
①ネットワークインフラの強固化：2020年：先進製造業の次世代インターネット改造・レベルアップ・管理能力構築をほぼ完了など
②工業インターネットプラットフォーム形成：（2020年異業種を結ぶプラットフォーム、2025年重点産業のネットワーク製造実現など
③産業サポート強化：2020年工業インターネット標準初期確立、2025年キーテクノロジ・製品・管理をカバーする標準体系を確立

ミッション

④融合・応用の促進：2020年工業インターネットの先行応用モデル約150の試行実施、2025年応用範囲を「中国製造2025」の10大
重点分野及びその他重点業界へ拡大
⑤エコシステム（ビジネス生態系）完備：2020年応用レベル・技術・製品力に優れた工業インターネット産業モデル基地を5ヵ所程度建設
⑥安全保障強化：2020年コア競争力ある工業インターネットセキュリティ企業3-5社育成、2025年設備・制御など含む標準制定
⑦開放・協力の推進：企業の国際化レベル向上。国内外企業のビッグデータ分析、工業データモデリングなどの分野での共同研究・開発など
①関連法律法規の整備
②市場環境整備（“インターネット＋先進製造業“融合製品・サービスの参入規制緩和など）

政策措置

③財税支援強化（1台目導入にかかる優遇制度の検討、リスク補償基金の設立など）
④イノベーション金融サービス（直接融資の比重増支援、銀行・金融機関の信用貸付奨励など）

⑤専門人材の育成・招聘強化（外国人人材の導入に際する就労許可、出入国許可などの面での政策支援）
⑥実施体制強化（国家製造強国建設指導グループの下に工業インターネット専門作業グループを設置など）
出所： 「インターネット＋先進製造業」の深化と工業インターネット発展指導意見
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5．製造業全般

関連政策・計画の概要

5-１ 「製造業核心競争力増強3ヵ年行動計画」（2018-2020年）
 2017年11月、発改委が通達
 「中国製造2025」に基づく2020年までの短期行動要領
 2020年までに重点9分野でキーテクノロジーの開発・産業化を進め、国際競争力ある中国企業、中国ブランド、中
国が主導する世界標準の創出などを目標とする
 政策措置として、中国の標準化・認証の推進、第三者認証機関の整備、産業投資ファンド活用、企業の株式発行、
起債、ベンチャーキャピタル活用、外資企業買収支援などを行う方針
表19 「製造業核心競争力増強3ヵ年行動計画（2018-2020年）」の重点推進9分野
①軌道交通

高速・スマート・環境配慮型鉄道設備、先進的都市軌道設備の開発、新型スマート製造・検査システム

②船舶・海洋設備

ハイテク・特殊用途船舶、海洋資源開発用設備、関連部品・システムの開発、製造・検査力の向上

③AI搭載ロボット

共通基盤技術の官民共同開発、医療・家庭・公共サービス分野での実用化、次世代ロボットの研究・実用化

④スマートカー

通信・センサ・音声認識技術、情報セキュリティ・テスト技術、コアパーツのレベル向上、イノベーション力強化など

⑤農業設備

ハイテク農業設備の開発、コアパーツの供給力強化、農業設備の製造技術向上及び品質検査レベル向上

⑥医療機器・医薬品

ハイテク医療機器及び先進医薬品の産業化と応用、医療分野の専門サービスプラットフォームの構築

⑦新素材

先端の金属・非金属素材及び有機系新素材の産業化、複合素材の生産及び応用レベルの引き上げ

⑧製造業のAI活用

AIの研究開発、基盤産業強化、情報技術と製造技術の高度融和、AI化研究の産業集積モデル地域建設

⑨重要技術設備

プラント設備の研究開発・コアパーツ・生産工程の強化、研究開発におけるイノベーション強化

出所： 「製造業核心競争力増強3ヵ年行動計画」（2018-2020年）
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6．報告書関連分野の政策・計画概要
6-1 スマート製造： ①スマート製造発展計画（2016－2020年）

関連政策・計画の概要

 2016年12月、工信部が発表。2025年までの2段階の発展戦略
• 2020年：スマート製造発展の基盤とサポート能力の増強、従来型製造業の重点分野でデジタル製造をほぼ実現
•

2025年：スマート製造のサポート体系をほぼ確立し、重点産業で初期段階のスマート化転換を実現
表20 スマート製造発展計画（2016－2020年）の概要

2020年：スマート製造発展の基盤とサポート能力の増強、従来型製造業の重点分野でデジタル製造をほぼ実現など
スマート製造技術・設備の飛躍的進展（国内市場供給>50%など)、発展基盤増強（スマート製造標準体系制定など）

2020年の
主要目標

スマート製造エコシステムの初期段階形成（主力業務の売上10億元以上の競争力あるシステムソリューションベンダー40社会以上育成）
重点分野で飛躍的な発展（重点企業のデジタル化開発・設計ツールの普及率>70％、スマート工場の普及率＞20％など）
2025年：スマート製造のサポート体系をほぼ確立し、重点産業で初期段階のスマート化転換を実現
①スマート製造設備の発展促進：60種以上のスマート製造キーテクノロジー設備を開発、世界の同種製品レベルに追い付くなど
②重要共通技術イノベーション強化：比較的完備したスマート製造技術イノベーション体系を構築、重要サポートソフト市場供給＞30％など
③スマート標準体系確立：国家スマート製造標準体系を基本的に確立、国家標準200項目以上制定・改定など
④工業インターネット基盤構築：重点分野の製造企業による新技術実験ネットワーク設立と応用・イノベーションを展開

2020年まで
のミッション

⑤スマート製造モデル事業推進強化：モデル事業を300以上実施、スマート工場のモデル事業などで運営コストを事業実施後20％ダウンなど
⑥重点分野のスマート化転換促進：条件に合う重点分野のデジタル化開発設計ツールの普及率＞70％、重要プロセスNC化率＞50％など
⑦中小企業のスマート化改造促進：基盤があり条件に合う中小企業の生産自動化程度を大幅向上、管理情報化・デジタル化レベルの向上
⑧スマート製造エコシステム体系の育成：主力業務の売上10億元以上の競争力あるシステムソリューションベンダー40社会以上育成など
⑨地域別スマート製造協同発展の促進：スマート製造設備産業集積地の形成、スマート製造の地域別差別化発展の促進など
⑩層の厚いスマート製造人材育成：匠の精神・プロ魂の育成、技術・技能人材の教育・訓練モデル刷新
国家製造強国建設指導グループを核とした中央・地方・民間が一体となった事業推進、イノベーション体制の改善、財政支援強化

政策措置

イノベーション金融支援（1台目の重要技術設備普及・導入支援策など）、業界団体の指導役割発揮
国際協力・交流推進（スマート製造標準制定、知財権の分野での国際協力・交流強化）、国際M&Aや海外先進製造企業への出資など

出所： スマート製造発展計画（2016－2020年）
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6．報告書関連分野の政策・計画概要

関連政策・計画の概要

6-1 スマート製造： ②ロボット産業発展計画（2016－2020年）
 2016年4月、工信部など3部門が通達
 2020年までの目標、ミッションなどを提示：

• 自主開発産業用ロボット年産10万台、6軸以上の産業用ロボット年産5万台以上などの目標を提示
• 象徴的10製品の技術進展、5種のキーコンポーネントの技術力向上などのミッションを提示
表21 ロボット産業発展計画（2016－2020年）の概要
産業規模の更なる拡大：自主開発産業用ロボット年産10万台、6軸以上の産業用ロボット年産5万台以上など

2020年の
主要目標

技術レベルの向上：産業ロボットの主要技術指標を海外同種製品と同等レベルに引き上げ、MTBF8万hなど
コアパーツの飛躍的進歩：精密減速機、サーボモータと駆動装置、コントローラの性能、精度、信頼性を高め、海外同種製品に追い付く
システムインテグレーションの活用分野で実績向上：代表的なロボット総合活用ソリューションを30以上確立、“ロボット密度”＞150など
①象徴的製品の優先技術進展：アーク溶接ロボット、真空環境対応クリーンロボットなど10製品をリストアップ
②ロボットキーコンポーネントの技術力向上：高精度減速機、高性能ロボット用サーボモータ・アクチュエーターなど5つをリストアップ

ミッション

③産業イノベーション力強化：ロボット共通キーテクノロジー向上、ロボットイノベーションセンター設立など、産業基盤強化に関する４点を提示

④ロボット活用モデル事業：産業ロボは自動車、電子、家電、航空宇宙、軌道交通などでの普及・活用を計画
⑤リーディングカンパニー育成：インターネット企業と既存のロボット企業の緊密な連携、異業種や研究機関との協同による国際ブランド育成
①統一計画・資源統合強化：トップダウンデザインの強化、関連行政各部門間の調整により、自主イノベーションを支援
②財税支援強化：産業転換レベルアップ用事業費など既存支援チャネルの活用、中央財政の科技計画など専門資金の活用など

政策措置

③投融資チャネル開拓：銀行、基金による有望ロボット事業への融資を奨励、ロボット企業の国内外市場での直接融資やM&A支援など
④良好な市場環境整備：ロボット産業のハイエンド化促進、ローエンド事業の重複建設防止など
⑤人材育成・招聘：ロボット産業人材育成計画の実施、国家千人計画の活用、海外のロボットハイエンド人材の取り込みなど
⑥国際交流・協力の拡大：技術、標準、知財権、検査測定・認証分野での国際交流・協力の推進など

出所： ロボット産業発展計画（2016－2020年）
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6-2 人工知能（AI）・半導体・ICT： ①次世代AI発展計画（国務院）
 2017年7月、国務院が通達。2030年までの3段階の戦略目標を設定
 2025年：AI基礎理論を大きく進展させ、一部の技術と応用を世界トップレベルに引き上げる
 2030年：AI理論、技術、応用の全てを世界トップレベルに引き上げ、世界の主要AIイノベーションセンターとなる
表22 次世代AI発展計画の概要
2020年：総合技術と応用を世界先進レベルに引き上げ、AI産業を新たな重要な経済成長分野とする
戦略目標

2025年：AI基礎理論を大きく進展させ、一部の技術と応用を世界トップレベルに引き上げる
2030年：AI理論、技術、応用の全てを世界トップレベルに引き上げ、世界の主要AIイノベーションセンターとなる
①オープン・協同なAI科学技術イノベーション体系構築：次世代AI基礎理論体系、重要共通技術、イノベーションプラットフォームの確立など
②ハイエンド・高効率なスマート経済育成：AI関連の新興産業を発展させる（スマートロボット、自動運転、スマート交通など）

ミッション

③安全で便利なスマート社会の実現：教育、医療、高齢者介護分野などでの活用。行政、法廷、環境保護分野などでの活用。
④AI分野での軍民融合強化
⑤ユビキタス・安全・高効率的なスマートインフラの構築：5G、IoTなどでの活用など

⑥次世代AI重要科学技術事業の将来展望：脳科学と脳型コンピューティング、ビッグデータなどの分野に関する研究推進など
①AI振興に向けた法律法規・倫理規範の制定
②AI振興の重要政策支援：中小企業、スタートアップ企業、ハイテク企業などに対する財税優遇措置を通じたAI関連企業支援など
政策措置

③AI技術標準及び知財権体系の整備：AI関連の標準に関する研究強化、自動運転やサービスロボットの応用分野に関する標準制定など
④AI安全監督・評価システムの確立：AIが国家セキュリティや機密に及ぼす影響に関する研究強化など
⑤AI事業従事者の研修強化：AIが雇用構造、就労方式の転換、新規職種・技術に及ぼす影響に関する研究強化など
⑥AI科学普及活動を展開：様々な科学普及活動を通じた社会のAIに関する知識や活用レベルの向上など

実施体制

共産党中央、国務院の统一計画に沿って、国家科技体制改革・イノベーション体系建設指導グループが統一計画・調整を主導
AIの重要ミッションや重点政策措置に関する具体的実施案を作成しモデル事業を実施

出所： 次世代AI発展計画
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6-2 人工知能（AI）・半導体・ICT： ②次世代AI産業発展促進3ヵ年行動計画（2018～2020年）
 2017年12月、工信部が通達。
 2020年目標：AI重点製品の規模拡大、AI中核基礎能力の強化、スマート製造の深化・発展など
表23 次世代人工知能産業発展促進3ヵ年行動計画（2018～2020年）の概要
①AI重点製品の規模拡大、コネクテッドカー技術の向上、スマートサービスロボットの大規模実用化、スマートドローンの競争力強化など
2020年まで
の行動目標

②AI中核基礎能力の強化、スマートセンサ技術・製品の進歩、設計・ファウンドリ・パッケージングテスト技術の国際レベルキャッチアップなど
③スマート製造の深化・発展、AI技術の重要技術設備における活用促進、④AI産業サポート体系の確立
①コネクテッドカー：信頼性、安全性、実時性の高いスマート化プラットフォームを構築し、高度自動運転(HAD級)をサポート
②スマートサービスロボット：環境感知、ヒューマン・ロボット・コラボレーション（HRC）などのコア技術を進展

2020年まで
のスマート製
品重点育成
目標

③スマートドローン：360度全方位障害物検知・回避の実現など
④医療映像補助診断システム：マルチモダリティ医用画像支援診断システムの典型疾患の検出率＞95％など
⑤画像識別システム：複雑な動きにおける顔認証の有効識別率＞97％、完全識別率＞90％など
⑥スマート音声認識システム：複数場面における中国語音声認識の平均精度96％、5mの認識率＞92％など
⑦スマート翻訳システム：中国語→英語、英語→中国語の翻訳精度＞85％など
⑧スマートホーム製品：製品カテゴリー充実、スマートテレビの普及率＞90％、セキュリティ製品のスマート化レベルの大幅向上など
①スマートセンサ：2020年までに圧電センサ、磁気センサ、赤外線センサ、ガスセンサなどの性能を大幅向上など

重点基礎技
術の発展

②ニューラルネットワークチップ：2020年までに128TFLOPS（16ビット浮動小数点）、1TFLOPS/w超のクラウドチップ開発など
③オープンソースプラットフォーム：クラウド訓練用オープンソースプラットフォームによる大規模分散クラスターの支援実現など

スマート製造
深化・発展

①スマート製造の重要技術・設備のイノベーション力向上：2020年までにハイエンドCNCのレベルの更なる向上をはかるなど

サポート体系

AIトレーニングデータベース、標準測定・テスト及び知財権サービス用のプラットフォーム開設、スマート化ネットワークインフラ整備など

政策措置

「中国製造2025」などの既存資金や国家重要事業を活用した資金支援強化、イノベーション・起業の奨励、人材育成強化など

②スマート製造の新モデルの育成・普及：2020年までにデジタル化ワークショップの運営コスト20％ダウンなど

出所： 次世代AI産業発展促進3ヵ年行動計画（2018～2020年）
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6-3 電力設備： 中国製造2025－エネルギー装備実施方案（電力設備関連部分）
 2016年6月、発改委など3部門が通達
 2020年目標：エネルギーのクリーン・低炭素・安全・高効率な発展を目指すキーテクノロジー設備の開発と実用化
 2025年目標：新興エネルギー設備製造業を産業体系が整った、国際競争力のある産業に育てる
表24 中国製造2025－エネルギー装備実施方案（電力設備編）の概要
行動目標

2020年まで：エネルギーのクリーン・低炭素・安全・高効率な発展を目指すキーテクノロジー設備の開発と実用化を目指す
2025年まで：新興エネルギー設備製造業を実力があり、産業体系が整った、国際競争力のある産業に育てる
クリーンで高効率な石炭火力発電設備

高効率張超臨界石炭火力：600℃超超臨界石炭火力発電装置の重要高温パーツなど
超（超）臨界循環流動床：600MW超超臨界循環流動層ボイラなど
先進大型の加圧水型原子炉：一次系統、二次系統、原発用バルブ、スマート化原発など

先進原子力発電設備

高温ガス冷却炉（HTGR）：一次系統、二次系統など
高速炉：600MW 高速炉の重要設備など

ミッション

水力発電設備
風力発電設備
太陽光発電設備
先進電力グリッド

水力発電：100万kWクラスのフランシスタービン発電ユニットの開発など
ポンプ・ストレージ：高水圧大容量ストレージなど
ホイールハブの中心高度100～200mの大型陸上風力発電ユニットの開発など
モジュラー化した自己修復診断機能の開発、複雑なグリッドに対応可のスマートコンバータなど
太陽光発電：新型高効率結晶シリコンセル及びコンポーネントなど
太陽熱発電：トラフ太陽光集中電源システムの重要設備など
特高受変電設備、スマートグリッドなど

重要エネルギー設備、コアパーツ、素材に対する中央政府の資金支援の活用、1台目の重要設備モデル事業に対する課税などの優遇措置
政策措置

「中国製造2025」の製造業イノベーションセンター、スマート製造、工業基盤強化などにからめたエネルギー設備の技術改造促進
「一帯一路」戦略や「走出去」戦略を受けたエネルギー設備の国際協力の推進、高度人材招聘、海外企業のM&Aなど

出所： 中国製造2025－エネルギー装備実施方案（電力設備編）
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6-4 次世代自動車・車載電池： ①自動車産業中長期発展計画

 2017年4月、工信部など3部門が通達。2020年または2025年までの目標を提示。
 全体目標は、“10年間の努力により、世界自動車強国の仲間入りを果たす”こと
 2020年：世界に通用する中国車ブランド育成、2025年：中国ブランド車の生産・販売台数世界トップ10入り狙う
表25 自動車産業中長期発展計画の概要
10年間の努力により、世界自動車強国の仲間入りを果たす
①キーテクノロジーの大きな進展：
主要目標

2020年世界トップ10入り新エネ車メーカー育成、世界水準のコネクテッドカー推進

2025年新エネ車主力メーカーの市場シェア向上、コネクテッドカーを世界先進レベルに

②全産業チェーンを安全・制御可能に：2020年1,000億元規模の自動車パーツメーカー育成、2025年世界トップ10企業育成
③中国ブランド車の影響力強化：2020年世界的ブランド育成、2025年中国ブランド車の生産・販売台数で世界トップ10入り
④新型産業エコシステムの形成：2020年スマート化レベル向上、2025年重点分野の全面スマート化実現など
⑤グローバル影響力向上：2020年中国ブランド車の先進国への輸出実現、2025年中国ブランド車のグローバル影響力を更に向上
⑥グリーン発展レベルの大幅向上：2020年の新車平均燃費20km/L、省エネ車22km/L、2025年新車25km/Lなど
①イノベーション体系、自主発展力強化：2020年コネクテッドカーなど自動車製造業イノベーションセンター建設、2025年国際競争力増強
②インフラ強化、産業チェーン整備：2020年キーテクノロジーを有するコアパーツ企業集団育成、2025年に世界トップ10企業に

ミッション

③重点分野革新による産業転換高度化：2020年新エネ車生産販売200万台/年、2025年自動車生産販売の新エネ車シェア＞20％

④異業種融合、新生産エコシステム構築：2020年スマート化レベル大幅向上、2025年主力企業の開発・生産・販売一体化スマート化
⑤品質・ブランド向上、世界トップレベル企業育成：主力自動車メーカーの売上に占めるR&D費のシェア2020年約4%、2025年約6%
⑥開放・協力促進、グローバル影響力向上：2020年中国ブランド車のグローバル影響力向上、先進国へ輸出、2025年世界シェア向上

政策措置

各産業投資基金などを活用し、イノベーションセンター建設など8事業を実施、営業税から増値税への移行、自動車購入税などの税収支援
中国の国情と国際状況に合う自動車標準体系の制定、国際競争量のある人材育成・管理制度の構築、排気や燃費基準の制定など

出所： 自動車産業中長期発展計画
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6-4 次世代自動車・車載電池： ②車載電池産業発展促進行動方案

関連政策・計画の概要

 2017年3月、工信部など4部門が通達。
 2018年までに高品質車載電池安定供給実現、2020年までに新型リチウムイオン電池の大規模実用化実現、
2025年までに車載電池の技術革新・新たな開発テスト方式実施
表26 車載電池産業発展促進行動方案の概要
①製品性能大幅向上：2020年新型リチウムイオン電池の重量エネルギー密度>300Wh/kg、2025年新体系の車載電池>500Wh/kg
②大規模需要に対応可の製品の安全確保：新型素材の導入拡大、スマート製造及び一貫性制御レベルの向上など
主要目標

③合理的産業規模と秩序ある発展：2020年生産能力>1,000億Wh、生産・販売＞400億Wh以上の国際競争力ある企業の育成
④コア素材、パーツの技術革新：2020年正負極、セパレータ、電解質などのコア素材やコアパーツを世界先進レベルに引き上げ
⑤車載電池産業を支えるハイエンド設備の発展：2020年車載電池の開発・生産、テスト、リサイクル設備の自動化、スマート化、コスト削減
①車載電池イノベーションセンターの設立：企業・大学・研究機関が協同するプラットフォームを構築など
②車載電池高度化事業の実施：国家科学技術計画を活用した研究開発に対する支援により、製品性能向上や実用化促進を図る
③新体系車載電池に関する研究強化：国家重点研究開発計画を活用した研究・エンジニアリング技術開発の推進など
④産業チェーンの協同発展推進：重要事業を通じた協同発展の促進など

ミッション

⑤製品の品質・安全性向上：品質・安全性に対する監督・検査の強化など
⑥標準体系の構築推進：性能・寿命・安全性・信頼性・スマート製造・リサイクルなどに関する標準の制定・改訂など
⑦テスト・分析・評価能力の強化：テスト技術や評価手法に関する研究強化など
⑧安全性に対する監督管理体系の構築：生産・使用・廃棄を含む全過程の監督管理システムの構築など
⑨コア設備の研究開発、産業化促進：スマート製造設備の産業化推進など

政策措置

政策支援強化（民間資本を活用した車載電池産業発展基金の設立、国家科技計画の活用など）、公平な競争を妨げる政策の見直し
産学研の協同体制の構築、車載電池産業イノベーション連盟の設立、人材育成・高度人材招聘の推進、技術標準分野の国際協力など

出所： 車載電池産業発展促進行動方案
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6-4 次世代自動車・車載電池： ③乗用車企業平均燃料消費量並びに新エネ車クレジット並行管理弁法
 2017年9月、工信部など5部門が正式通達したダブルクレジット制度（同年6月にパブコメ稿発表）
 2018年4月1日施行。新エネ車（NEV）クレジット制度は2019年から導入(2019年のみ未達分を翌年繰越可)
表27 乗用車企業平均燃料消費量並びに新エネ車クレジット並行管理弁法の概要
乗用車企業平均燃費クレジット(CAFCクレジット)制度

対象

自動車メーカーと輸入販売企業(年間輸入台数2,000台以下の並行輸入企業を除く)※年間生産・輸入台数2,000台以下企業は救済

燃費要求

GB 27999-2014に基づき計算

クレジット
取り扱い

CAFCクレジットの不足分:前年からの繰り越し、関連企業からの譲渡、自社のNEVクレジット、他社から購入したNEVクレジットで相殺可能
CAFCクレジットの余剰分:翌年への繰り越し、関連企業への譲渡が可能。他社への販売は想定されていない。
新エネ車クレジット(NEVクレジット)制度

対象

エンジン駆動車の年間生産・輸入台数が3万台を超える自動車メーカーと輸入販売企業

クレジット比率

クレジット
計算方法
*1台5ptが上限

クレジット
取り扱い

2018年

2019年

2020年

2021年以降

n.a.

10%

12%

※2021年以降は別途発表

車種

EV走行可能距離要件

クレジット計算式

ボーナス/オーナス率

EV

100km以上

0.012×EV航続距離（km）+0.8

電費が一定以上＝×1.2、一定以下＝×0.5

PHV(EREV含む)

50km以上

2

FCV

300km以上

0.16×燃料電池システムの定格出力(KW）

電費(または燃費)が一定以下＝×0.5
燃料電池システム定格出力10KW未満または
駆動用モーター定格出力の30％未満＝×0.5

NEVクレジット不足分:翌年に繰り越せないが、2019年のみ例外で繰越可能。他社から購入可能。
NEVクレジット余剰分：翌年に繰り越せないが、2019年のみ例外で繰越可能。他社に売却可能。

出所： 乗用車企業平均燃料消費量並びに新エネ車クレジット並行管理弁法

32

6．報告書関連分野の政策・計画概要

関連政策・計画の概要

6-5 炭素繊維（新素材）： 第13次5ヵ年計画、新素材産業発展ガイドライン（*Ｐ17参照）
 「第13次5ヵ年計画」の第22章製造強国戦略（「中国製造2025」）の実施の部分での炭素繊維について言及
 2017年1月、工信部など4部門が通達した「新素材産業発展ガイドライン」で、
• 高性能炭素繊維、アラミド繊維は、次世代情報技術産業やハイエンド設備製造業を支える重点対象とされている
• 航空・宇宙設備用、先進軌道交通設備用素材として供給能力向上のミッションを担う
表28 新材料産業発展ガイドラインにおける炭素繊維関連の目標など
2020年の
主要目標
重要戦略素材
の発展方針

炭素繊維複合材、高品質特殊鋼、先進系合金素材分野で産業化・応用を70品目以上実現
中国の新素材産業の発展レベルに見合うプロセス機器の供給体制を確立
高性能炭素繊維、アラミド繊維は次世代情報技術産業、ハイエンド設備製造業を支える重点対象
素材・デバイスに関する技術・市場課題を克服、原料供給体制確立、素材の歩留まり・性能の安定性向上により、産業化と量産を実現
①航空・宇宙設備用の供給能力向上：
・高強度高弾性炭素繊維の産業化技術、高性能アラミド繊維の事業化技術、大型複合素材構造材の研究・応用・テスト技術の向上
・炭素繊維強化炭素複合材（C/Cコンポジット）、セラミック複合材の生産コスト削減により、航空機制御分野での特殊摩擦材シェアを向
上させる
②先進軌道交通設備用の供給能力向上：
・高速鉄道の先頭部などでの炭素繊維複合材の活用・普及を促進

ミッション

③重点新素材の応用モデル事業実施：
・炭素繊維複合材、航空機用アルミニウム合金など、市場ポテンシャルが高く、産業化の前提条件が整った新素材の応用モデル事業実施
④複合材プロセス機器のネック解消：
・強化繊維の混練、高速多軸経編などのプロセス機器レベルの向上、熱硬化プリプレグ成形、RTM成形などの複合材成形設備の開発など
⑤標準制定：
・C/Cコンポジット構造材、熱素材、断熱材などの標準制定

出所： 新材料産業発展ガイドライン
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2 各分野毎の検討

1

ICT

1

ICT分野

BATJの事業ポートフォリオと投資・提携動向
BATJのサービス・事業ポートフォリオ (1)
•
•

インターネット企業としてのBAT＋Jはそれぞれ得意分野が異なる。
バイドゥは検索エンジンで中国最大手、アリババは中国EC最大手、テンセントはソーシャルネットワーク最大
手、モバイル決済ではアリババに次ぐ中国第2位、京東はECでアリババに次ぐ中国第2位。
カテゴリー

バイドゥ

アリババ

検索エンジン

百度捜索(Baidu Web Search)
百度図片（Baidu Image Search)
Hao123.com

UGC
ナレッジサービス
生活サービス・旅行・教育

百度知道・百度百科・百度文庫
百度外売・百度旅游

阿里旅行

SNS

百度貼吧(Baidu Post Bar)
百度Hi (Baidu Hi)

点点虫

コミュニケーション
ゲーム

カルチャー・エンタメ

モバイル

広告
位置情報サービス・地図・旅行

UCWeb
阿里音楽(alisports.com)
阿里体育(Alibaba Music)
阿里文学
TMALL TV

QQ空間(Qzone)
朋友網(Pengyou.com)
騰訊微博(Tencent Weibo)
微信(Weixin/Wechat)
QQ IM
QQ郵箱(QQ Mail)
Foxmail（2005年、テンセントが買
騰訊遊戯(Tencent Games)
騰訊娯楽(ent.qq.com)
騰訊視頻(Tencent Video)
QQ音楽(QQ Music)
騰訊動漫頻道(Tencent Comic
qq.com)

阿里通信(Ali Telecom)

騰訊手機管家

手機京東

阿里媽媽(Alimama)

騰訊社交広告
騰訊広告聯盟

京東聯盟(Media.JD.Com)

百度遊戯

百度手機助手(Baidu Mobile
Assistant)
百度91無線(Baidu 91 Wireless)
百度雲(Baidu Yun)
百度推広
百度精算
91百通広告
百度地図(Baidu Maps)

京東

QQ.com

釘釘(DingTalk）

百度音楽(Baidu Music)
百度視頻(Baidu Video)

テンセント

京東遊戯（JD Game+）
京東閲読
京東音楽

騰訊地図(QQ Map)

出所：各種資料をもとに作成した

2

ICT分野

BATJの事業ポートフォリオと投資・提携動向
BATJのサービス・事業ポートフォリオ (2)
•
•
•

BAT＋Jはいずれも人工知能をネクストテクノロジーと見定めてその開発と応用を強化。
アリババはECをバックグラウンドに決済、金融、物流業務を拡大。アントフィナンシャルが金融業務の主力。
京東はECを足掛かりに、近年、O2O、物流、決済、金融で急速に台頭。
カテゴリー

バイドゥ

アリババ

テンセント

【国内】
淘宝網(Taobao.com)・天猫商城(Tmall.com)
農村淘宝（cun.taobao.com)・Tmall Global
【海外】
全球速売通(AliExpress)
易迅網(Yixun)
【卸売】
Alibaba.com
1688.com
【実体小売店】
天猫小店

EC・小売

京東

【国内】
京東商城（JD.com)
【実体小売店】
京東便利店

決済プラットフォーム

百度開放雲(Baidu Open Cloud)
百度LBS(Location Based Services)開放平
支付宝（Alipay)
台(LBS Open Platform)
百度銭包(Baidu Wallet)

微信支付(Weixin/Wechat Payment)
財付通(Tenpay)

京東支付（Jingdong payment）
京東銭包

金融・保険

百度糯米(Nuomi.com)
百度風投(Baidu Ventures：2016年開設、AI 螞蟻金融(Ant Financial)
事業への投資専門)

QQ保険
騰訊理財(money.qq.com)

京東金融（Jingdong Finance）
京東衆籌・京東白条・京東金融雲(JDF
Cloud)
京東保険

物流

京東物流(JD Logistics)
X事業部(スマート物流技術チーム）

菜鳥網絡(Cainiao)

クラウド

百度雲(Baidu Cloud)

阿里雲(Aliyun.com)/YunOs

騰訊雲(Tencednt Cloud)

京東雲（JD Cloud.com)

セキュリティ

百度手機衛士(Baidu Mobile Guardian)
百度衛士(Baidu Guard)
百度殺毒(Baidu Antivirus )
百度雲観測(ce.baidu.com)

阿里聚安全

騰訊電脳管家

医療・保健

百度医療健康大数拠平台
百度医療大脳

阿里健康

療影像国家新一代人工智能開放創新平台 京東医薬

自動車・カーライフ・モビリティ

百度CarLife

汽車生活
天猫汽車

騰訊汽車

AI・自動運転・知能製造

度秘(DuerOS)
阿里智能・阿里小蜜
百度阿波羅平台(Baidu Apollo Platform：自 阿里雲ET城市大脳・ET医療大脳
動運転プラットフォーム）
阿里雲ET工業大脳・地域経済大脳

騰訊車聯(AI in Car)
DI-X(Data Intelligence X：深層学習プラット 京東智能(JD smart)
フォーム)

出所：各種資料をもとに作成した
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BATJの事業ポートフォリオと投資・提携動向
BATJの最近の主な投資・提携動向(1)
•
•

アリババ傘下のアントフィナンシャルは近年（2015年以降）、海外デジタル決済企業の買収・投資を積
極的に展開。アリババの海外EC事業開拓の「先兵」として役割を発揮。
アリババとテンセントのダイナミックマップ企業の買収・出資は要注目。スマートコネクテッドカー事業の布石。
カテゴリー

バイドゥ

アリババ

検索エンジン
UGC
ナレッジサービス
生活サービス・旅行・教育

安居客（Anjuke.com・2011年バイドゥが
口碑(koubei：2015年、アリババが買収）
5,000万ドル出資）

SNS

新浪微博（2016年、1.35億ドル出資・持ち株
31％）

ゲーム

巨人網絡（2016年戦略投資）

カルチャー・エンタメ

愛奇芸(Iqiyi：2013年、バイドゥが合併)

酷鳥旅行（2015年出資）
途牛旅游（2015年出資）
LesPark拉拉公園（2015年出資）

優酷土豆網(youku tudou：2015年、アリババが
買収)

高徳地図(Autonavi.com：2014年、アリババが
全株買収）

決済プラットフォーム
金融
保険

・アントフィナンシャルは2015年以降、印電子
ウォレット企業Paytmに出資。アリババと合わせ
て持ち株62％。
・2015年以降のアントフィナンシャルの主な海外
投資先は、韓国K-Bank（ネットバンク）、シンガ
ポールM-Daq(越境証券取引）、タイAscend
Money（デジタル決済）、韓国Kakao Pay（Kakao
Talk傘下のモバイル金融企業）、フィリピンMynt
（Globe Telecom傘下のモバイル決済会社）、イ
ンドネシアEmtek（メディア大手。デジタル金融
サービスで共同事業）、シンガポール
hellopay(Lazada傘下の決済プラットフォーム。
Alipayに統合）など。
・中国人寿と70億元規模の共同基金
・2017年、広州にAI専門人工知能ベン
チャー基金

京東
今日頭条（toutiao.com：2016年戦略協
力）

Supercell（フィンランドのゲーム企業：
2016年86億ドルで買収）

位置情報サービス・地図・旅行

基金

テンセント
捜狗(Sougou：2016年、テンセントが捜
狐Sohuから株式を買収して筆頭株主
楽居房産(Leju com：2015年、テンセン
トが株式15％買収）
美団点評（2016年、33億ドル出資）

大衆点評(Dianping：2014年、テンセント
が株式20％買収）
58同城(58.com：2014年、テンセントが
株式19.9％買収）
四維図新(Navinfo：2014年、テンセント
が11.7億元出資。第2の大株主に）

・アリババ創業者基金、脱貧基金等を開設

青字…主な中国国内企業の買収・出資
出所：各種資料をもとに作成した

赤字…主な海外企業の買収・投資

中国人民大学京東基金、京東衆創投
資基金、京東物流グリーン基金等を開
設

黒字…主な提携動向
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ICT分野

BATJの事業ポートフォリオと投資・提携動向
BATJの最近の主な投資・提携動向(2)

アリババはインド、東南アジアなど海外EC事業買収を大規模に展開。
アリババは国内では小売企業の買収や提携を強化。国内物流ではCainiaoを協力プラットフォームとして
物流ネットワーク再編を図る。物流では京東が、小売業ではテンセントがアリババに挑戦

•
•

カテゴリー

バイドゥ

アリババ

テンセント

京東

EC・小売

【国内実体小売店】
聯華超市（2017年6月、株式18％買収）
銀泰集団（2017年経営権取得）
高鑫零售（2017年12月、全株買収）
蘇寧、三江、百聯、潤泰など小売業大手との戦
略協力を強化。
仏Auchan Retailと戦略協力。
【海外EC・小売】
Snapdeal（印EC大手：2015年出資）
Lazada（東南アジア最大のタイEC企業。2016
年、アリババが経営権取得。その後、追加出資
して持ち株83％に）
2017年12月、印オンラインスーパーBigbasketへ
の2億ドル投資計画が浮上。

【国内EC・B2B】
京東(JD.com：2014年、テンセントが株
式15％取得、2016年、持ち株を21％
に）。
2017年10月、京東と協力して「京騰無
界小売」ソリューションを発表。
【国内実体小売店】
2017年12月、永輝超市の株式5％、永
輝雲創の株式15％買収。

【国内EC・B2B】
拍拍網（Paipai.com：2014年、テンセント
が京東に譲渡）
ウォルマート（戦略協力、2016年ウォル
マートが京東株5％取得）
2017年10月、テンセントと協力して「京
騰無界小売」ソリューションを発表。
【海外】
Tiki.vn(越：2017年、京東が4,400万ドル
融資）

物流

菜鳥網絡(Cainiao：2013年、物流・宅配企業、
投資ファンド等との共同出資により設立。「中国 華南城(China South City：2014年、テ
・2017年、京東物流がダノン中国飲料と
スマート物流基幹網(CSN)」事業を共同で推進） ンセントが出資。その後、持ち株を
戦略提携。共有倉庫建設。
百世物流（2016年戦略出資）
11.5％に増やす）
シンガポール郵政（2015年出資）

医療・保健

万里雲（2016年、アリババが株式25％取得）
五千年医薬（2016年買収）

丁香園（DXY：2014年戦略投資）

蔚来汽車(NIO：2014年発起設立）
易車商城（2016年戦略投資）
蔚来汽車(NIO：2014年発起設立）
OK車険（2016年出資）
滴滴出行（2016年、45億ドル出資）
花生好車（2016年戦略投資）
易車商城（2016年戦略投資）
珠海銀隆新能源（車載電池。2016年戦
摩拝単車(Mobike：2017年戦略投資）
略投資）
テスラ（Tesla：2017年、株式5％を17.78
淘汽檔口（Tqmall：自動車部品B2Bプ
億ドルで買収）
ラットフォーム。2017年12月、京東によ
る買収案が発表）

自動車・カーライフ・モビリティ

Uber（2014年、バイドゥが戦略投資）
易車商城（2016年戦略投資）

滴滴出行（2013～15年出資、45億ドル出資）
神州専車（2016年出資）
斑馬汽車（2016年、戦略出資）
大捜車（2016年出資）
Lyft(2016年、10億ドル出資）

AI・自動運転・知能製造

Apollo自動運転プラットフォームで自動
車大手15社と協力

斑馬網絡技術（上汽集団と共同で2014年設立）
自動車大手5社と提携してAI in carプ
商湯科技（SenseTime：2017年、15億元投資）
ラットフォーム構築
寒武紀（Cambricon：2017年、1億ドル投資）

青字…主な中国国内企業の買収・出資
出所：各種資料をもとに作成した

上薬雲健康（2015年出資）

湖南省長沙開発区と協力して無人配送
車・スマート製造基地を建設

赤字…主な海外企業の買収・投資

黒字…主な提携動向

5

ICT分野

BATの投資動向
2016年におけるBATの投資動向
•
•
•
•

BATの2016年の投資規模では資金力に優れるAT、特にテンセントがバイドゥを圧倒。
テンセントは時価総額で世界第5位。アリババは8位（2018年1月時点）。
アリババとテンセントは本業関連のみならず自動車関連や企業向けサービスへの投資も強化。
バイドゥは2016年から自動車分野への参入に本腰。自動運転開発本格化へ地ならし。
 2016年のBATの投資では件数、金額ともテンセントが最大。
フィンランドのゲーム会社Supercellの買収だけでも86億ド
ル。
 2016年の投資額は、テンセント141.98億ドル（75件）、アリ
ババ89.78億ドル（37件）、バイドゥ21.49億ドル（22件）の
順。

2016年のBATの買収投資額
150
100

50
0
バイドゥ

アリババ

テンセント
単位：億ドル 出所：股融易

生活サービス

 テンセントとアリババは2016年にそれぞれの本業関連
の投資を強化しつつ、企業向けサービスや自動車・交通
分野等への投資も強化。アリババは本業のEC分野で海外
も含め活発に投資。バイドゥは金融と自動車・交通。

SNS
ゲーム
教育
エンタメ

バイドゥ

モバイル

アリババ

金融

テンセント

EC
医療・保健

自動車・交通
企業向けサービス
ハードウェア
0

5

2016年の分野別BAT投資件数

10

15
出所：股融易

【2016年のBATの主要投資動向】
 テンセント…Supercellの他、美団点評（グループ
ショッピング）33億ドル。滴滴（ディーディー：配車）
45億ドル、摩拝単車(Mobaike：自転車シェアリン
グ）、易車商城などシェアエコ・自動車分野への投資も
強化。京東に追加出資して持ち株21.25％に。
 アリババ…テンセント、バイドゥとともに滴滴へ45億ド
ル出資。新浪微博（ミニブログ）に追加出資して持ち株
31.5％に。神州専車に追加出資して持ち株9.76％に。
 バイドゥ…Uber(米配車アプリ）、易車商城（テンセン
トと協調出資）など自動車分野への投資を強化。北京受
教信息科技を約1億元で買収。
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ICT分野

人工知能
中国の人工知能関連計画と政策
•
•

中国は2018～2030年の人工知能中長期計画を策定。重点分野はスマートホーム、自動車、無人システム（航空・船
舶）、ロボット、セキュリティ、製造業、教育、環境、交通、商業、医療、社会管理。
BATとiFLYTEKが科学技術部「第1期国家人工知能開放創新プラットフォームに指定」。当面のAIの方向性が明確化。
 「インターネット＋」人工知能3ヵ年行動実施方案（2016年5月）
 次世代人工知能発展計画（2017年7月）
 次世代人工知能産業発展計画（2017年12月現在工業情報化部が起草中）
年度

目標産業規模

2018年

1,000億元級

2020年

1,500億元

2025年

4,000億元

2030年

1兆元超

技術・産業開発目標
人工知能イノベーションプラットフォームの構築、人工知能産業体系、標準化体系の基本的確立、人工
知能産業エコシステムの形成。
人工知能の総合技術と応用で世界先進並みに、産業競争力で世界先頭グループに。関連産業への波
及効果1兆元超。
一部の技術と応用で世界最先端に。次世代人工知能をスマート製造、スマート医療、スマートシティ、
スマート農業、国防建設で幅広く応用。関連産業への波及効果5兆元。
人工知能の理論、技術、応用で全体的に世界最先端に。スマート経済、スマート社会で大きな成果を
上げ、イノベーション型国家と経済強国への躍進の基盤を固める。関連産業への波及効果10兆元超。
出所：人工知能関連計画をもとに作成した

 科学技術部「次世代人工知能発展計画重大科技事業」第1期国家人工知能開放創新プラットフォーム（2017年11月）
企業
バイドゥ
アリクラウド
テンセント
科大訊飛(iFLYTEK)

プラットフォームの名称

備考

バイドゥは2017年1月、Apollo自動運転オープンプラットフォームを構築。6,000人以上の
自動運転人工知能開放創新プラットフォーム
開発者が同プラットフォームを利用し、データを共有。自動車企業とも連携強化。
アリババは2017年10月、「ET都市大脳」を発表。都市管理にAI活用。杭州、蘇州、マカ
都市大脳人工知能開放創新プラットフォーム
オ等のスマートシティ建設ですでに応用展開。都市交通システムを最適化。
テンセントは画像認識、深層学習技術を医学に融合。10ヵ所余りの病院と人工知能共
医療影像人工知能開放創新プラットフォーム
同実験室を設立。AI医療画像プラットフォーム「騰訊覓影」を開放。
科大訊飛は国家智能音声ハイテク産業化基地に指定。音声認識、音声合成等を主と
スマート音声人工知能開放創新プラットフォーム するオープンプラットフォーム「訊飛開放平台」を開放。合肥と広州に開発拠点。医療へ
のAI応用も展開。

第1期国家人工知能開放創新プラットフォームのBATと科大訊飛はいずれも民間企業。中国AI企業ランキング1～4位。
中国の人工知能技術とその産業化は民間企業がリード。
開放的なプラットフォームの構築とM&AによってAI産業リソースを統合。
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人工知能
BATJのAI開発、戦略及び関連投資・提携の最新動向
•
•
•
•

BATJはインターネットとビッグデータの優位を活用して、AI開発・投資や世界からのAI人材獲得に全力。いずれもスマート
コネクテッドカー、自動運転に注力
バイドゥはAI基礎研究で先行。従来の音声から自動運転へと発展。金融へのAI応用にも着手
アリババは、EC、スマートシティ、スマート製造など幅広い分野でAIの応用を構想。 AIチップ技術も重視
テンセントは画像解析など医療AIでリード。京東はEC・物流・金融への実践応用に優れ、物流無人化システムに注力
バイドゥ

アリババ

テンセント

京東

得意分野
将来構想

スマート音声・インタラクション・深層学習・対話型AI・教育
自動運転・スマートコネクテッドカー

技術開発

・2014年、DNN実験室設置。人工知能、ビッグ
データ、深層学習開発。
・2013年、百度深層学習研究院設立。
・2014年、自然言語処理、ニューラルネットワー
・2017年4月、阿波羅(Apollo)自動運転オープンプラット
・「ET都市大脳」によってスマートシティへ、「ET
ク、機械学習等の技術による人工知能システ
フォーム開設。
工業大脳」によって智能製造へのAI応用を推
ムJIMI(JD Instant Messaging Intelligence)発
・シリコンバレーに2つのR&Dセンターを設立。1つ目はス
進。バイドゥ、テンセントより広い分野でのAI開
表。JIMIスマートサービスロボット発表。
マート音声、2つ目は自動運転に注力。AIや自動運転技術
発を構想。
・2016年5月、物流関連テクノロジー開発部門
で世界中から人材導入を計画。
・AI技術開発ではバイドゥ、アリババに出遅れ
・2017年9月、新ブランドAliOS発表。従来の
として「X事業部」を設置。無人機、無人倉庫及
・2017年11月、シリコンバレーで「プロメテウス」計画を発
も、投資を強化。
YunOSをAliOSに統合。
び無人運転市内配送車に注力。
動。Duer事業部、音声技術部を中心に超大規模対話型AI
・2016年、人工知能実験室AI Labを開設。
・2017年10月「達摩院（DAMO Academy）」設
・京東金融は深層学習、AIを利用する金融リス
データセット開発。
・医療へのAI応用では先行。
立。AIなど基礎先端技術開発に3年間で1,000
クコントロールシステム開発。
・金融へのAI応用も推進。スマート消費金融プラットフォー
・2017年11月、AI in Carプラットフォーム発表。
億元超の資金投入。AIの世界的権威Michael I.
・2017年7月、小売AIアルゴリズムプラット
ム、ABS(資産証券化)クラウドプラットフォーム、ビッグデータ
自動車メーカー5社と協同で構築。
Jordanを達摩院技術諮問委員に。
フォームYAIR(JD Y AI Platform for Retail
リスク管理プラットフォームを開設。
・2017年12月、自動運転・スマートコネクテッド
Business)、「登月」機械学習プラットフォームを
・2017年10月、AI開発者育成計画「燎原計画」始動。2018
カーへ本格参入。
発表。9月、「登月」アーキテクチャを公開。
年にエコパートナー500社、AI人材5,000名育成。ベンチャー
・AIチップの開発にも注力。
・2017年10月、ビッグデータとAI技術を融合す
企業60社をAIアクセラレータに選定し、その中から優れた者
る人工知能プラットフォーム「PinoAI」発表。画
に投資。
像・音声認識もサポート。
・2017年11月「京東金融クラウド」発表。

買収・投資・提携

・AI関連の主な投資先は、Kitt.ai（スマート音声）、渡鴉科
技（スマートOS）、Zest Finance（フィンテック）、
xPerception（画像処理）、Airmap（無人機管制・地図）、作
業盒子(スマート学習）、中科慧眼（視覚感知）など。
・2016年、AI事業専門投資機関として、百度風投(Baidu
Venture）を設立。李彦宏CEOが自ら投資事業選定。2017
年末までに40件以上投資。スマートセンサー、スマートチッ
プ、スマート医療、スマートリテール、スマート交通物流、ス
マートシティセキュリティ、スマート工業など。
・2017年11月、シャオミとAIをめぐる戦略協力で合意。
・2017年12月、百度風投が広州市黄埔区、広州開発区と
共同でAI専門のベンチャー基金開設。同開発区にAI創業中
心区、グローバル技術産業化区、産業スマート化実証区を
共同で建設。広州のロボット産業と連携。
・2017年12月、バイドゥDuerOSがクアルコムと対話型AIシ
ステムソリューションで協力。

EC・スマートシティ・智能製造へのAI応用
自動運転・スマートコネクテッドカー

・AIチップなどハード技術投資も重視。
・主な投資・提携先は曠視科技（コンピューター
ビジョン）、商湯科技（コンピュータービジョン・深
層学習）、寒武紀科技（AIチップ）、杭州中天微
系统有限公司（クラウドチップ）、北京深鑑科技
（AIチップ・深層学習）など。AIベンチャーに重点
投資。
・2017年11月、イスラエルのVR/AR企業
Visualeadの買収とイスラエル開発センター建設
計画を発表。
・2017年12月、フォードとスマートコネクテッド
カー、AI、IoV等で戦略協力合意。

医療（画像・データ解析）
自動運転・スマートコネクテッドカー

EC·物流·金融等への応用
無人化システム

・医療や画像関連で米VoxelCloud（医療AI)、
iCarbonX（医療AI）、Cloud Medx（保健ビッグ
データ）、米ObEN(VR)に出資。
・「テンセントAIアクセラレータ」を構築してベン
チャー投資を推進。投資先にはAI関連ベン
チャーが多数。
・2017年11月、優必選（Ubtech：AIロボットのユ
ニコーン企業）に4,000万ドル出資。

・2017年11月、スタンフォード人工知能実験室
(SAIL)と戦略協力。「京東－スタンフォード共同
AI研究計画」。研究対象は機械学習、深層学
習、ロボット、自然言語処理、対話システム、コ
ンピュータービジョンなど。
・京東金融は600超の金融機関とビッグデータ
及びAIで提携。

出所：各種資料をもとに作成した
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人工知能
人工知能産業の新興プレイヤー

 BATJ、iFLYTEKに次ぐ中国の人工知能産業の新興プレイヤーとして、地平線機器人、商
湯科技、寒武紀科技などが台頭。3社いずれもAI分野の名立たる専門家が設立。
 それぞれファンド、投資家、ベンチャー基金や、アリババ、レノボなど大手IT企業から資金を調
達して研究開発に投入し、急速に技術力を向上。
 海外IT企業や大学等と協力を展開。中国AI産業の重要なプレイヤーに成長。
AI企業

得意分野

備考
元バイドゥ深層学習実験室主任・深層学習研究院院長の余凱が2015年
設立。組み込み式人工知能チップとソリューションで世界をリード。「雨果」
人工知能プラットフォーム構築。深層学習、ニューラルネットワークを自動
運転技術に応用。インテルと先進ドライブアシストシステム(ADAS)を共同
開発。晨興資本、高瓴資本、紅杉資本、金沙江創投、創新工場、真格基
金、線性資本、DST、双湖資本、祥峰基金、青雲創投、インテルキャピタ
ル、嘉実基金、建投華科、理資産、混沌投資、雲暉資本など多数のファ
ンドから資金導入。

地平線機器人
（Horizon Robotics)

組み込み式人工知能チップ、ス
マートドライブシステム

商湯科技
（SenseTime）

コンピュータービジョン、パターン認識、画像処理の世界トップクラスの専
コンピュータービジョン、深層学
門家である徐立が2014年設立。アリババも出資。NVIDIAと協力。ホンダ
習、顔認識、画像認識、自動運
と自動運転用AIを共同開発。2018年2月、マサチューセッツ工科大学と人
転、医療画像
工知能連盟を設立。

寒武紀科技
（Cambricon）

中国科学院計算機研究所の陳天石が2016年設立。陳天石が過半数の
株式を保有し、中国科学院は第2位の株主。2017年には1億ドルの資金
AIチップ、スマートプロセッサー、
を調達。アリババ、聯想創投、国投創業、国科投資、中科図霊、元禾原
深層学習プロセッサー
点等も投資。ファーウェイのAIスマホチップ麒麟970は寒武紀1Aプロセッ
サの集成版。

出所：各種資料をもとに作成した
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ICT技術の応用市場－物流

ICT分野

先端ICT技術と物流ネットワークをめぐるアリババと京東の競争 (1)
 EC大手アリババと京東(Jingdong)は未来物流ネットワークシステムをめぐって競争。
 アリババは物流、宅配、ファンド、金融機関と協力して「中国スマート物流基幹網(CSN)」事
業を推進。
1-1 アリババのスマート物流ネットワークシステムの構築
アリババのEC事業を核に、物流・宅配企業、投資ファンド、金融機関との協力モデルにより、菜鳥網絡
科技有限公司(Cainiao)を設けて、「中国スマート物流基幹網(CSN)」事業を推進。
菜鳥網絡科技有限公司(Cainiao)
 2013年設立。資本金50億元。浙江天猫（アリババ）が筆頭株主（24億元、43％）。主な出資者は北
京国俊投資（銀泰集団：16億）、上海星泓投資（5億）など。物流会社では、富春物流（2.5億）の
他、上海韵達貨運有限公司、上海中通吉速逓服務有限公司、申通快逓有限公司、順豊速運集団等の宅
配大手が各5,000万元出資。
 中国人寿集団、中信銀行など金融機関からも支援を得てCSN事業を実施。
中国スマート物流基幹網(CSN)
 Cainiaoを中心に、オンランショッピングだけでなく、全国的なスマート物流・小売ネットワークを
構築。
 全国に7ヵ所のCSN地域中核拠点を建設中。
 各拠点に倉庫施設、物流配送基地、ECデータセンター、ECファイナンスサービスセンター、地域EC
企業本部等の機能を一体にした物流の全領域に及ぶネットワークシステムを構築。
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ICT分野

先端ICT技術と物流ネットワークをめぐるアリババと京東の競争 (2)
 EC大手の京東(Jingdong)は独自にスマート物流ネットワークシステムを構築。
 京東物流子集団を設けて、一体的なサプライチェーンソリューションとサービスの構築を計画。
1-2 京東のスマート物流ネットワークシステムの構築と無人化 (1)
【京東のスマート物流戦略と実施機関・事業】
 スマート物流センター「アジア一号」…全国で7ヵ所稼動。京東独自開発のスマート物流システム。
倉庫管理、制御、仕分、配送情報システムなど京東が知財権保有。
 京東金融…モバイル決済システム、クラウドファンディング。
 京東雲…ECクラウドサービス。
 JIMI…JD Instant Messaging Intelligence。京東独自開発のEC向け人工知能システム。AIはスマー
ト物流に必須。京東はAIをめぐってテンセント、バイドゥ、レノボ等と協力。
 京東物流子集団…2017年4月、京東は独立性の高い物流子会社の設立計画を発表。将来、京東の物流
事業の中核に。
【京東物流子集団の業務計画】
 倉庫、運輸、配送、カスタマーサービス、アフターサービスを一体にしたサプライチェーンソリューション
サービス
 物流クラウドと物流テクノロジーサービス（無人機・無人運転カー・無人倉庫・無人配送ステーション）
 店舗向けデータサービス（売上予測・在庫管理等）
 クロスボーダー物流サービス
 宅配・エクスプレス配送サービス
 京東金融と提携するサプライチェーン金融商品と保険商品の販売
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ICT分野

先端ICT技術と物流ネットワークをめぐるアリババと京東の競争 (3)
 京東物流X事業部は無人倉庫システムを構築。ロボットを大量運用。
 京東は西安の地方政府・企業・大学と協力して、無人機物流システムの構築を模索
1-2 京東のスマート物流ネットワークシステムの構築と無人化 (2)
【京東無人倉庫】
 2017年10月発表。京東物流X事業部が最先進設備を導入しシステムインテグレーション。「アジア一号」から
さらに進化。自動化、スマート化率を100％に。
 従来の同社のスマート物流センターや昆山完全自動化仕分センター（2017年8月稼動）との違いは、ロボット
の大規模応用。パレタイジング、パッケージング、仕分から集荷転送に到るまで、倉庫作業の全過程で様々な
機能を備えるロボットを応用。過剰包装問題も緩和。

【京東無人機物流システム】
 江蘇省宿遷市の「京東智慧物流全国運営運用センター」は世界初の無人機運営管制センター。物流無人機のテ
スト等を展開。2016年11月11日「独身の日」に試験運営開始。
 陝西省西安でも無人機物流システムの実験を展開。2017年8月、西安の機関・企業と5件の協力協定に調印。
「無人機＋ジェネラルアビエーション＋物流」産業の発展を共同で推進。
 陝西省政府…低空無人機物流ネットワークを共同で建設。
 西安航天基地…京東グローバル物流本部、無人機システム産業本部、京東雲陝西ビッグデータ運営本部を
開設。
 韓城市・麒游県…京東無人機の着陸範囲の拡大に向け協力。
 龍浩集団・西部機場集団…京東の無人機ジェネラルアビエーション飛行場の建設と運営で協力。
 西北工業大学…無人機の共同開発、無人機専門人材の育成、大学生の起業支援。
【京東無人配送車】
京東は無人配送車システムを開発。大学のキャンパスで実験を展開。
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半導体

半導体分野

１．戦略分野関連業界の世界市場の状況
１-１ 世界的な市場規模と将来予想①

 米国のIT調査会社・Garnterによると、2016年の半導体売上は前年比1.5%増の3,397億ドル。
 半導体メーカー別の売上と市場シェアは、
• 第1位：米Intel 540億ドル（シェア15.9%）。25年連続第一位。
• 第2位：韓国Samsung Electronics 401億ドル（シェア12%）。
• 米国Broadcom 131億ドル（シェア4.5％）はAvago による買収で前年16位➡5位に上昇。
• 上位10社に中国企業無し。
 Garnterは、世界の半導体市場規模は、2016年の3,397億ドルから、2020年に3,933億ドルに拡
大する（15.8%増）と見ている。
図1 2016年の半導体メーカー別売り上げシェア

億ドル

図2 半導体市場規模と伸び（実績と予測）

4,000
3,800

15.9%

その他

44.3%

3,933
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3,809
6.0
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3,600

Samsung
11.8%

3,400

3.8
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Qualcomm
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3,200

SK hynix

4.2%
Broadcom
Media Tek NXP TI 東芝 Micron
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出所：ともにGartner（2017年1月）
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１．戦略分野関連業界の世界市場の状況

半導体分野

１-１ 世界的な市場規模と将来予想②

 米国の半導体市場調査会社・IC Insightsが発表した2016年の半導体売上TOP20社では、

ファウンドリー（製造受託専業）最大手・台湾TSMCが293億ドル（前年比11%増）で3位。
米国Appleが65億ドル（前年比17%増）で14位。自社開発プロセッサで半導体メーカー化（外販無し）。
自動運転やAIで注目される米国画像処理半導体メーカー・Nvidiaは63億ドル（前年比35%増）が16位。
上位20社に中国企業無し。

•
•
•
•

 IoT時代を迎え、半導体業界のビジネスモデルが変化。自動運転技術の進展により車載用プロセッサの
需要が見込まれ、Nvidia、Intel、Qualcommなどの半導体大手を中心に合従連衡が進んでいる。
図3 半導体業界のビジネスモデルの変化

表1 2016年の主要半導体企業の売上高（TOP20）
企業

国/地域

2016売上
億ドル

前年比
伸び%

11

Media Tek

台

8,610

29

4

12

Infineon

欧

7,343

6

29,324

11

13

ST

欧

6,944

1

米

15,436

▲4

14

Apple

米

6,493

17

Broadcom

米・シン
ガポール

15,332

1

15

Sony

日

6,466

3

16

Nvidia

米

6,340

35

6

SK hynix

韓

14,234

▲15

17

Renesas

日

5,751

1

7

Micron

米

12,842

▲11

8

TI

米

12,349

2

18

Global
Foundries

米

5,085

▲11

9

東芝

日

10,922

16

19

On Semi

米

4,858

0

10

NXP

蘭

9,489

▲10

20

UMC

台

4,455

0

282,121

3

企業

国/地域

2016売上
億ドル

前年比
伸び%

1

Intel

米

56,313

8

2

Samsung

韓

43,535

3

TSMC

台

4

Qualcomm

5

TOP20社

注：BroadcomはAvago Technologiesによる買収で2015年に発足。
本拠はシンガポール（登記上）と米国カリフォルニア州。
出所：IC Insights（2017年2月）

出所：各種資料より作成
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半導体分野

１．戦略分野関連業界の世界市場の状況
１-１ 世界的な市場規模と将来予想③ 半導体製造装置の市場規模
 国際半導体製造装置材料協会(SEMI)の予測では、
•
•

2017年の半導体製造装置の売上は前年比35.6増の559億ドルで過去最高となる見込み。
2018年は7.5％増の601億元となり、過去最高を更新する予測。

 2017年の世界市場は韓国が台湾を抜いて初めてトップに、2位台湾、3位中国となる見込み。
 中国は2018年に台湾を抜き、世界第2位の市場に浮上すると予測されている。
 2017年の半導体製造装置市場はメモリ向け中心に高水準を持続。
図4 主要国・地域の半導体製造装置の売上と予測
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16.9

6.5

4.4

4.9

4.2
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9.4
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12.6

11.3

2014
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2018E

10
0

＄41.2

＄60.1

出所：国際半導体製造装置材料協会（SEMI）の2017年7月見通し
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１．戦略分野関連業界の世界市場の状況
半導体分野
１-２ グローバル・プレイヤー（各々の特徴・業界構造）
 IoT時代を迎え、半導体産業の業界地図が大きく変化している。
 半導体販売を行わないAppleやGoogleが、自社製品用プロセッサを開発し、半導体メーカー化。
 Nvidiaは画像処理半導体（GPU）が評価され、AIや自動運転分野で複数の業界大手と協業。
 SamsungはEV用半導体強化を目的に中国のEVトップBYDに出資・協力、日本のルネサスは中国
SUV大手長城汽車と車載用半導体技術で戦略的協業。
表2 世界の半導体産業のグローバル・プレイヤーと特徴
国

特徴ａ

特徴ｂ

特徴c

Intel

米

世界最大の半導体メーカー

PC向けプロセッサで業界トップに君臨、
スマホ時代に出遅れ

マルチコア化、IoTで巻き返し図る

Samsung Electronics

韓

韓国最大の半導体メーカー

低価格路DRAMとNANDフラッシュメモ
リで躍進

巨額の設備投資で技術・シェアを堅持

TSMC

台

世界最大のファウンドリー

蘭フィリップスと台湾政府傘下の工業技
術研究院の合弁事業として発足

半導体の受託生産で世界シェアの
50％超

Qualcomm

米

ファブレス

CDMA方式を実用化

蘭NXP（車載半導体大手）の買収を
発表

Broadcom

米・シン
ガポール

2015年にAvago Technologies
の傘下に、ファブレス

ネットワーク製品全般をカバー

2018年3月クアルコム買収を断念

Apple

米

IT機器大手

自社開発プロセッサ「A」シリーズ開発、
iPhoneとiPadに搭載

半導体メーカー化

Google

米

検索エンジン大手

AI用プロセッサ「TPU」を自主開発

半導体メーカー化

Nvidia

米

画像処理用半導体（GPU）メー
カー、ファブレス

AIの処理にGPUが適しているとの研究
結果により評価が高まった

自動運転、AIで業界大手と協業
（Google、テスラ、トヨタ自動車など）

ARM

英

半導体回路の設計図面を提供

世界中の半導体メーカーが顧客

ソフトバンクが3.3兆円で買収

注：Broadcomの本拠はシンガポール（登記上）と米国カリフォルニア州
出所：各種資料より作成
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半導体分野

２．中国市場の動向

２-１ 市場規模・供給能力の推移と構造①
 中国の半導体産業は水平分業が進んでいる。台湾に近い産業構造。
 中国政府は半導体サプライチェーン全体の国産化、国際競争力強化を目指している。
（*中国の半導体政策については後述する）
 現在、前工程への巨額投資が進む。製造装置・材料分野では技術・ノウハウに課題。

図5 中国の半導体産業チェーンと代表企業

半導体製造設備

北方華創（中国最大の装置メーカー）、
中微半導体（エッチング装置）など

中流

上
流

設計
紫光展鋭、兆易創新、
中興微電子など

製造

パッケージング
・テスト

中芯国際（政府系）
長電科技、通富微電、
三安光電（化合物半導体） 華天科技など
長江存儲（メモリ）など
江蘇鑫華半導体材料
（多結晶シリコン）など

出所：各種資料より作成

半導体材料

下
流

PC、通信、コンシューマー
エレクトロニクス、自動車、
産業、医療、軍事、行政
など
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半導体分野

２．中国市場の動向
２-１ 市場規模・供給能力の推移と構造②（分野別主力企業）

 設計＝HiSilicon、Spreadtrum、製造＝ファウンドリ最大手・SMIC、パッケージング・テスト＝長電科技など。
スマホ
チップ

図6 中国IC産業と主力企業

MCU
IC設計

銀行IC
ICチップ

材料

IC産業
チェーン

IC製造

出所：各種資料より作成

華潤微電子、中微半導体、中穎電子、
東軟載波など

紫光国芯、華大電子、大唐微電子、
華虹、復旦微電子など
中環、有研芯材など

スパッタリング
ターゲット

江豊電子など

製造設備

北方華創、中国電科など

ウェハ切断

大族激光、華工激光など

ファウンドリ

中芯国際（SMIC）、武漢新芯（XMC）
など

DRAM

パッケージン
グ・テスト

華為海思（HiSilicon）、紫光展鋭
（Spreadtrum）、匯頂科技など

兆易創新、華芯半導体、合肥長鑫、

福建晋華、長江存儲など

パッケージン
グ・テスト

長電科技、華天科技、通富微電など

パッケージ材
料

丹邦科技など

検測設備

長川科技など
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半導体分野

２．中国市場の動向
２-１ 市場規模・供給能力の推移と構造③





中国半導体産業の市場規模は2009年以降、2桁以上の伸びで拡大。
2016年の半導体市場規模は4,336億元。製品別では集積回路（IC）が8割を占める。
2016年の半導体中流分野のプロセス別割合は、設計38%、製造26％、パッケージング・テスト36%。
2016年のIC製造分野では、ファウンドリー（製造受託専業）と半導体メモリが需要を牽引。

図7 中国半導体産業の市場規模
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349.4

1,934

2,000
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247
▲ 0.4

400

300

3,005
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4,000
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図8 2016年中国半導体産業（中流）
の産業構造
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出所：中国半導体行業協会（CSIA）

前年比伸び％
注：生産額ベース
出所：国信証券経済研究所
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半導体分野

２．中国市場の動向
２-２ 市場規模・供給能力の将来展望①

 中国における半導体ファウンドリーの2016年売上は60億元（世界市場の12％を占める）。2017年
は70億ドルに達する見込み。
 世界の主要ファウンドリーが中国でウェハ・ファブ建設や生産能力増強を加速
 台湾TSMCの中国での売上は2016年27億ドル、中国でのシェアは46％。
 中国政府や中国企業は、外資系ファウンドリーとの合弁や提携により、最先端製造技術を適用した生
産能力を手に入れている。
表３ 半導体ファウンドリーの中国での売上
ファウンドリー

地域

2016
億ドル

中国で
のシェア

2017
予測
億ドル

図9 半導体ファウンドリーの中国でのシェア（2016年）
中国で
のシェア

Shanghai Huali XMC
Hua Hong Semi

3%

1%

6%

その他

TSMC

台

26.6

44%

31.7

46%

SMIC

中

14.9

25%

14.6

21%

Foundries

TSMC
44%

Global

UMC

台

4.9

8%

6.4

9%

7%

Global Foundries

米

3.9

6%

4.8

7%

UMC

Hua Hong Semi

中

3.8

6%

4.6

7%

8%

Shanghai Huali

中

2.0

3%

2.4

3%

XMC

中

0.9

1%

1.2

2%

その他

3.4

6%

4.1

6%

合計

60.1

100%

69.5

100%

6%

SMIC
25%

出所：ともにIC Insights
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２．中国市場の動向
２-２ 市場規模・供給能力の将来展望②

半導体分野

 先端前工程への投資計画多数。先端技術のキャッチアップ、大口径化を狙う。
 2016年末の300ｍｍファブの生産能力（既存）は66万枚/月（外資も含む）。現時点での生産能力増強計
画を見ると、2020年までに100万枚/月を突破する可能性が高い。
 中国政府系・中芯国際、清華大学系・紫光集団と子会社の長江存儲が大幅な能力増強を計画。
表４ 中国のウェハファブ（300ｍｍ）の生産能力（既存、建設中、計画）
企業
1
2

既
存

SK hynix

地域

製品など

能力万枚/月

無錫

DRAM

10

無錫

DRAM

7

3

Intel

大連

NAND

4

4

Samsung

西安

NAND

12

5

UMC(聯芯)

アモイ

ロジック・ファウンドリ

5

6

華力微

上海

ロジック・ファウンドリ

3.5

7

長江存儲（武
漢新芯）

8
9

中芯国際

10

武漢

NOR

2.5

北京

ロジック・ファウンドリ

4.5

北京

ロジック・ファウンドリ

3.5

上海

ロジック・ファウンドリ

2

11

TACOMA

准安

CMOS センシングデバイス

2

12

華力微

上海

ロジック・ファウンドリ

4

13

UMC(晋華)

晋江

DRAM

6

小計（既存）

66

企業

地域

製品など

能力万枚/月

1

PSC(晶合)

合肥

ロジック・ファウンドリ

4

2

長江存儲
(武漢新芯)

武漢

NAND、DRAM

30

深圳

ロジック・ファウンドリ

4

北京

ロジック・ファウンドリ

3.5

北京

ロジック・ファウンドリ

3.5

上海

ロジック・ファウンドリ

7

3
4
建
設
中

5
6
7

TSMC

南京

ロジック・ファウンドリ

2

8

GlobalFoun
dries

成都

ロジック・ファウンドリ

2

9

TACOMA

淮安

CMOS センシングデバイス

4

10

合肥長鑫

合肥

DRAM

6

11

万国半導体

重慶

ロジック・ファウンドリ

7

寧波

ロジック・ファウンドリ

未定

上海

ロジック・ファウンドリ

未定

南京

NAND、DRAM

10

成都

ロジック・ファウンドリ

未定

深圳

NAND、DRAM

4

成都

ロジック・ファウンドリ

6.5

1
2

中芯国際

3
計
画

4

紫光集団

5
6

（出所）各種資料より作成

中芯国際

GlobalFoun
dries

小計（既存）

93.5
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半導体分野

２．中国市場の動向
2－3 今後急成長が見込まれる半導体応用市場 ― ビッグデータとデータセンター (1)

 中国は近年、人工知能やIoTとともにビッグデータ産業の育成と拡大に注力。
 ビッグデータ関連政策を策定し、国家級ビッグデータ総合実験区を設置。
■ ビッグデータ産業発展政策
中国は2015～17年、ビッグデータ専
門政策を相次いで公布。
「ビッグデータ発展促進行動綱要」
「ビッグデータ産業第13次5ヵ年発展計画
（2016～2020年）」
「ビッグデータ発展促進3ヵ年工作方案
（2016～2018）」
「データセンター建設部署に関する指導意
見」etc.

【地方ビッグデータ総合実験区】
 2016年2月、国家ビッグデータ貴州総合実験区が設置。
 2016年10月、国家級ビッグデータ総合実験区が発表。広域総合実験区（北
京・天津・河北地区と珠江デルタ）、地域実証系総合実験区（上海、河南、重
慶、瀋陽）及びビッグデータインフラ総合計画発展系総合実験区（内蒙古）が
指定。対象地区はそれぞれ地方ビッグデータ産業発展政策を策定。

 2020年の国家目標
•

•
•

図10 ビッグデータ総合実験区

内蒙古ビッグデータインフラ
総合計画発展系総合実験区

ビッグデータ中核プロセス生産高
2016年3,100億元 → 2020年1兆元
超

北京・天津・河北
広域総合実験区
●河南

ビッグデータ関連産業規模
2016年6兆元 → 2020年2兆元超
ビッグデータ融合産業規模
2016年3.5兆元 → 2020年20兆元超

（出所）中国電子情報産業発展研究院『中国ビッグデータ産業発展青書』

●瀋陽

●上海
●重慶
国家ビッグデータ貴州総合実験区
珠江デルタ
広域総合実験区
●…地域実証系総合実験区
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２．中国市場の動向

半導体分野

2－3 今後急成長が見込まれる半導体応用市場 ― ビッグデータとデータセンター (2)
 貴州省は2014年、「国家ビッグデータ総合実験区」に指定。
 種々の産業発展計画を策定。産業団体と主導企業を設けて貴州省・貴陽市・貴安新区のビッグデータ産業をバッ
クアップ。
 貴安新区は国内外大手企業のデータセンターを誘致。関連工業団地を多数建設中。
● 省の基幹産業としてビッグデータ産業の発展を推進する貴州省
計画・政策…「貴州省ビッグデータ産業発展応用計画綱要（2014～2020年）」「貴州省ビッグデータ発展応用促
進条例」「貴陽ビッグデータ産業行動計画」「貴陽市のビッグデータ産業発展促進に関する若干の意見」「貴安
ビッグデータ産業基地発展計画」「貴安新区ビッグデータ産業発展3ヵ年行動計画（2015～2017）」
産業団体の設立…貴州ビッグデータ産業応用発展連盟と貴州ビッグデータ産業連盟を設立。研究開発、データの共
有、ビッグデータ産業エコシステムの構築、上流・下流の産業チェーン構築を図る。
主導企業…貴州省経済情報化委員会（中国共産党貴州省委員会国防工業委員会）の出資により2014年、「雲上貴州
大数拠産業発展有限公司」設立。業務内容はビッグデータインフラ、データ処理、データストレージサービス等。
貴州省・貴安新区のビッグデータ産業を主導する国有企業。
産業拠点…貴安新区はビッグデータエコシステム建設プロジェクト、集積回路産業パーク、デジタル経済産業パー
ク、ハイエンド製造装備産業パーク、自動車デジタル経済産業パーク等のプロジェクトを建設（計画）。チャイナ
モバイル、チャイナテレコム、チャイナユニコム、ファーウェイ、テンセント、アップルなど大手のデータセン
ターが入居。
（出所）中国電子情報産業発展研究院『中国ビッグデータ産業発展青書』他
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２．中国市場の動向
2－3 今後急成長が見込まれる半導体応用市場 ― ビッグデータとデータセンター (3)



ビッグデータ産業の発展によって、サーバー、クラウドストレージ、プロセッサーなど種々のエレクトロニクス製品と半導体の需要が喚起。
浪潮、ファーウェイ、曙光など中国企業が次第に力を付けて海外勢に対抗。
表5 今後急成長が見込まれる半導体応用市場
ビッグデータハードウェア分野

半導体需要の拡大が見込まれる
部材・装置・システム

中国市場動向と主なプレイヤー
（メーカー・運営業者・半導体需要家）

データセンター

チャイナモバイル、チャイナテレコム、チャイナユニコムの
通信キャリア3社がデータセンター市場シェア50％を占め
サーバー、クラウドコンピューティング る。ファーウェイ、テンセント、アリババなどビッグデータ企
ストレージ
業。浪潮とファーウェイはサーバーなど関連装置。第三者
データサービス運営業者には世紀互聯、鵬博士、光環新
網、網宿科技など。

データコンピューティング関連装置

主な国内サーバーメーカーは浪潮、ファーウェイ、レノボ。
チップ、サーバーの他、プロセッサー、
但し、IBM、デル、HPなど海外勢が60％のシェア。主な
データベース、システムインテグレー
サーバーチップメーカーは龍芯、申威、兆芯、飛騰。主な
ションなど
モバイルプロセッサーチップメーカーは海思、展訊。

ビッグデータ一体機

一体機の主要メーカーはファーウェイ(SAP HANA データ
サーバー、ストレージ、データベース、
ベース一体機)、浪潮（雲海ビッグデータ一体機）、曙光
システムインテグレーション
（XDataビッグデータ一体機）など。

（出所）中国電子情報産業発展研究院『中国ビッグデータ産業発展青書』『中国集積回路産業発展青書』
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２．中国市場の動向
2－3 今後急成長が見込まれる半導体応用市場 ― 次世代自動車




中国は近年、政策を強化して次世代自動車（EV・スマートコネクテッドカー・自動運転車）の開発と普及に注力。
次世代自動車は従来型自動車に比べ所要の半導体が大幅に増加。
IoVや充電ネットワークなど関連インフラも半導体需要を喚起。
【中国の自動車用電子半導体需要の見通し】

 中国のEV・スマートコネクテッドカー・自動運転車の増加に伴い、自動車用エレクトロニクスと半導体需要は
今後急速に増加する見込み。
 充電ネットワーク、IoVなど次世代自動車関連インフラも電子製品・半導体需要を喚起。
 特にADAS（先進運転支援システム）の推進により半導体需要は急増の見込み。自動運転レベルが上昇すると自
動車価格に占める電子部品の比率は大きく上昇。1台当たりの自動車用半導体コストは現在の350ドル程度から、
L4（完全自動運転）では1,000ドル以上に。
 ADASはMEMSセンサーやCMOS画像センサー、カメラ、レーダー、ライダー等を配し、大量のチップが必要。
 IGBT（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）は次世代自動車のシステムのエネルギー転換効率向上に不可欠。
電池とモーター、空調システム、車載情報システム、セーフティシステム間のエネルギー転換や充電パイルと
車載電池のAC/DC切り替えなどを担う重要なデバイス。
【自動車用半導体世界市場とM&A】

 世界の自動車用エレクトロニクス・半導体企業上位10社はNXP、インフィニオン、ルネサス、ST、TI、ボッ
シュ、オン・セミコンダクター、マイクロン、東芝、オスラムなど全て海外勢。
 自動車用半導体分野では近年世界でM&Aが活発化。中芯国際は2016年6月、イタリアのICウェハファウンドリ
Lfoundryの株式70％を4,900万ユーロで買収すると発表。
（出所）中国電子情報産業発展研究院『中国集積回路産業発展青書』他
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２．中国市場の動向

２-4 将来展望が世界市場に与えるインパクト
 世界の前工程（ウェハ・ファブ）への投資動向を見ると、中国には世界の建設投資額のうち、2017年
は63％、2018年は48％が投資される見込み。
 ファブ（新工場）建設に伴い、中国の装置・設備投資も急増する見込み。2018年の装置市場は
115億ドルに拡大するとみられている。
 台湾を始めとする世界の大手ファウンドリーの中には、中国政府の巨額支援により、レッドサプライチェー
ン（紅色供給網）が構築され、市場を奪われる可能性があると警戒する見方もある。
図11 地域別ファブ建設動向（単位：100万ドル）
100万ド

2017年

2018年

図12 地域別前工程ファブの装置・設備投資動向（単位：100万ドル）
100万ド

5,500

14,000

4,500

12,000

3,500

8,000
6,000

1,500

4,000

-500

2018年

10,000

2,500

500

2017年

2,000
0

出所：SEMI World Fab Forecast 2017年5月
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３．中国市場のプレイヤー
３．中国市場におけるメインプレイヤーと主な生産拠点

 主要外資は、西安にSamsung（300mm 3D NAND）、無錫にSK Hynix（300mm DRAM）、大連に
Intel（300mm 3D NAND）など。中国勢の台頭に対抗し、増産のための投資も計画中。
 中国メーカーは、武漢に国家メモリ基地（YMTC、XMC）、SMICが北京、上海などに生産拠点がある。
図13 中国企業と外資企業の主な生産拠点など
 北京、天津
SMIC：ロジック・ファウンドリ
 北京：中関村IC PARK

 陝西・西安
Samsung Electronics：
新鋭300mm 3D NAND

遼寧

 遼寧・大連
Intel：300mm 3D NAND
 江蘇・無錫：スパコン
• 国家超級計算無錫センター

 上海：スパコンCPU開発
• 中国国家高性能集積回路
（上海）設計センター
江蘇 上海
陝西
 江蘇・無錫
安徽
SK hynix：300mm DRAM
湖北
 上海
四川
• 華力微：ロジック・ファウンドリ
• SMIC：ロジック・ファウンドリ
福建
貴州
・ TSMC：ロジック・ファウンドリ
 四川・成都
 安徽・合肥
Global Foundries：
PSC：ロジック・ファウンドリ
広東
ロジック・ファウンドリ
 福建・アモイ
Texas Instruments：
UMC：ロジック、DRAM
ミックスドシグナルIC

深圳
 貴州：ビッグデータ
• 華為、Appleのデータセンター • YMTC：ロジック・ファウンドリ
• 紫光集団：ロジック・ファウンドリ
• NTTデータの研究所
 湖北・武漢：国家メモリ基地
• YMTC、XMC

出所：エイジアム研究所
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性

4-1. 中国の半導体をめぐる問題と課題（半導体政策の背景）
 中国の半導体需給は極めてアンバランス。半導体の輸入額と貿易赤字は巨額。
 半導体は中国の製造業の転換とグレードアップ、「スマート製造」にとっても不可欠。
 中国は国を挙げて半導体の国産化、技術開発、新技術の産業化を推進。
•

中国の半導体需要は世界第1位、世界の29％を占める。一方、世界市場での製品シェアは4％。

•

中国の品目別輸入額で原油と半導体は一貫して１位と2位。

•
•

2015年以降は半導体輸入額が原油を大幅に上回る（原油価格の大幅下落のため）。
2016年の中国のIC輸入額は2,296億ドル、輸出額は635億ドル、IC貿易赤字は1,661億ドル。
【半導体の輸入依存が引き起こす安全保障上の懸念】

•

•

中国は半導体の過度の輸入依存が国の安全保障を損な
うと認識。ICを海外企業が占めることで情報セキュリティに
懸念。
原油と同様に半導体は中国の経済及び軍事の両面で安
全保障上極めて重要。米国等の輸出規制により、半導体
の輸入が中断された場合、中国のエレクトロニクス産業、軍
需産業を初め、あらゆる産業や公共インフラに深刻な打撃。
出所：中国電子情報産業発展研究院『中国集積回路産業発展青書』
鳳凰国際智庫（2016年11月30日）、中証網中国財経新聞（2017年3月23日）
中国日報網（網易財経・2014年6月9日）

図14 中国の集積回路（IC）輸出入額と貿易赤字
輸入

億ドル

輸出
2,313

2,500

億ドル

貿易赤字

2,176

2,307

2,271

2,000

2,000
1,500

1,500
1,072

1,000

921

693

609

534
500

1,000

877

614

326

0

500
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

出所：中国半導体行業協会（CSIA）
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性

半導体分野

4-2. 中国の半導体産業発展政策と戦略目標
 2014年「国家集積回路産業発展推進綱要」を公布して半導体産業の発展に注力
 2014年9月、国家集積回路産業発展投資基金（通称「大基金」）開設
 「中国製造2025」 は2025年及び2030年の目標を明示。
「国家集積回路産業発展推進綱要」（2014年6月）
 2030年にはIC産業を国際先進水準に向上。
 一群の企業を国際参入の先鋒として位置づけその飛躍的発展を図る。
 国家産業投資基金の開設、政策銀行による金融支援や優遇課税措置の強化。
国家集積回路産業発展投資基金
 2014年9月開設。通称「大基金」。主な出資者は、中国政府、国開金融、中国煙草、北京亦庄国
際投資、チャイナモバイル、上海国盛集団、中国電子情報産業集団、中国電子科技集団、杭州紫
光通信技術、華芯投資など。

 地方政府も産業投資基金を次々と開設（4-3参照）。
「中国製造2025」（2015年5月）
【2020年の目標】
 集積回路生産高 851億ドル、自給率49％、世界シェア2020年43.35％
【2030年の目標】
 集積回路生産高1,837億ドル、自給率75％、世界シェア46％。
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性
4-2. 中国の半導体産業発展政策と戦略目標（図式化）
図15 「国家集積回路産業発展推進要綱」と「中国製造2025」の目標

目標

2015年

2020年

売上

350億元強

金額ベースで
年平均20%成長

量産実現

32～28nm

14～16nm

①パッケージング・テストの
ミドル・ハイエンド比率
②その他

「中国製造2025」

①30％強

①IC生産高
②自給率
③世界シェア

①世界先端レベル
②関連装置・材料を海外販売
①851億ドル
②49％
③43.35％

2030年

・半導体サプライチェー
ンを世界先端レベルに
引き上げる

・世界トップクラスに入
る国内企業を出す

①1,837億ドル
②75％
③46％

具体的措置
国策ファンド
の設立

・企業、金融機関などが出資する半導体産業向け投資ファンドを新設。
・企業の技術革新と業界再編に投資。

金融支援

・国家開発銀行と大手商業銀行が半導体業界企業に積極融資。

税制優遇

・同業買収を行う半導体企業に対し、所得税や増値税（付加価値税）などを優遇。
・国内で生産できないコア装置・材料の輸入を免税とする。

人材育成

・大学と企業の協業により、半導体産業に必要な人材を育成する。海外派遣を促進。
・研究成果に対する報酬制度を整える。

出所：「国家集積回路産業発展推進要綱」、「中国製造2025」より作成
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性
4-3 集積回路産業発展投資基金と投資概況

図16 “大基金”第1期のプロセス別投資割合

2017年9月時点で“大基金“（第1期）の規模は1,387億元。
• 累計投資1,003 億元（40社・55事業）。実行ベース653億元。
• 内訳は製造65%、設計17%、パッケージング・テスト10%、装置/材料8%。
“大基金“（第２期）は2,000億元に拡大すると見られる。
• 半導体メモリ、パワー半導体（SiC/GaN化合物半導体など）、
IC設計（IoT/5G/AI/スマートビークルなどの最新アプリケーション向け）が投資の重点。
• IC設計への投資が20～25％に増加（第1期17％）する予測。


パッケージン
グ・テスト
10%

製造装置 材料 出所：中国半導体産業協会
4%
4%

設計
17%
製造
65%

表6 国家集積回路産業発展投資基金（大基金）の投資状況

設
計

投資先

投資時期

億元

1

紫光集団

2015.02

100.0

2

納斯達

2015.05

5.0

3

国科微

2015.06

4.0

4

北斗星通

2015.09

15.0

5

中興微電子

2015.11

24.0

6

硅谷数模

2016.09

7

盛科網絡

8

投資先
1

中芯国際

投資時期

億元

2015.02

27.0

2017.11

未定

2015.06

48.4

2015.12

投資先

投資時期

億元

1

中微半導体

2014.12

4.8

2

長川科技

2015.07

0.1

3

瀋陽拓荊

2015.12

1.7

16.0

4

北方華創

2015.12

6.0

1

江蘇鑫華半導体材料

2015.12

5.0

2

新昇半導体

2016.05

3.1

3

安集微電子

2016.07

0.1

4

雅克科技

2015.10

5.5

2

三安光電

3

士蘭微電子

2016.03

6.0

不明

4

長江存儲

2016.03

内定

2016.09

2.5

5

中芯北方集成

2016.05

43.0

国微技術

2016

内定

6

耐威科技

2017.05

14.0

9

兆易創新

2017.08

14.5

20.3

景嘉微

2017.10

13.0

長電科技

2014.12

10

1

2017.09

29.0

11

匯頂科技

2017.11

28.3

出所：各種資料より作成

製
造

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ

2

華天科技

2015.01

5.0

3

中芯長電

2015.09

10.8

4

通富微電

2015.10

18.0

5

晶方科技

2017.12

6.8

投資額合計

643.8億元

装
置

材
料

産
業
基
金

投資先

投資時期

億元

1

北京集成電路製造和装備子基金

2015.03

10.0

2

巽鑫投資有限公司

2015.05

100.0

3

北京集成電路産業投資基金

2015.06

10.0

4

北京芯動能産業投資基金

2015.08

15.0

5

芯鑫融資租賃

2015.10

20.0

6

上海硅産業投資有限公司

2015.11

7.0

7

安芯産業投資基金

2015.02

19
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性
4-3 集積回路産業発展投資基金と投資概況—地方系投資基金一覧 (1)




半導体分野

主に2015年以降、多くの地方政府はIC関連投資ファンドを相次いで開設。主なファンド15件のうち省・自治区・直轄市
クラスは9件、市政府クラスは6件。15件の地方政府系IC投資ファンドの規模は3,000億元超。
開設済み基金で資金規模が最も大きいのは上海市。計画規模500億元、第1期投資285億元。
北京と上海の基金は国との連携を強化。北京市のサブファンドには国家集積回路産業投資基金が投資。上海市集積回
路産業基金は国家集積回路基金と共同で中芯国際へ投資。
表7 地方系投資基金1/2
ファンド・投資企業の名称

開設時期

計画規模

北京市集積回路産業発展株式投資基金

2013年12月

300億元

湖北集積回路産業投資基金

2015年8月

300億元～

貴州華芯集積回路産業投資有限公司

2015年12月

資本金18億元

第1次募集額

80億元

主な出資人・運用管理人

投資分野・出資構造・投資方式・投資先・関連動向etc

北京市、国家発展改革委員会、工業情報化部の共同設
立。実質の出資人は北京市と工業情報化部。マザー
ファンドとして北京市集積回路産業発展株式投資基金
有限公司（資本金90億90万元）設立。基金公司の株主
である中関村発展集団股份有限公司（北京市政府系国
有企業）を通して資金注入。
2015年、国家集積回路産業投資基金から製造・装備サ
ブファンドに10億元出資。

マザーファンドと複数のサブファンドから構成（1＋Nモデル）から構成。当初は製造装備と設計・パッケージテスト
の2つのサブファンドを開設。。マザーファンドは公司制を採用し、資金規模は90億元、財源は全て政府資金と
し、資金の公募は行わない。中関村発展集団（政府資金出資者代表）を通して3年に分けてマザーファンドに注
入。サブファンドはパートナー（組合）制を採用。存続期間は基金管理公司（マザーファンド）とパートナーが協議
して決定。原則として8年以下。
製造装備サブファンドは第1期60億元、うちマザーファンドが20億元、公募資金が40億元出資。投資対象は大規
模集積回路生産ライン、設備研究開発及び産業化。IC専門工業団地の建設にも参加。設計・パッケージテスト
サブファンドは第1期20億元、うちマザーファンドが5億元、公募資金が15億元出資。投資対象はICの設計、パッ
ケージ、テスト及び関連する上流・下流産業。
主な投資先は、中芯北方の大規模集積回路生産ライン・設備開発・産業化事業、北京市集積回路専業パーク
の建設。スウェーデンSilex買収案に参加。スウェーデンSilex買収案に参加。

湖北集積回路産業投資基金股份有限公司（資本金50億
重点投資分野はICチップの製造、設計、パッケージテスト、海外M&A。
元）の発起人・出資者は武漢経済発展投資（集団）有
投資形態は株式投資。基金の公募や発行は行わない。
限公司、湖北省科技投資集団有限公司（実質的には武
武漢新芯第2期事業に出資（その後、武漢新芯は長江存儲の子会社化）
漢市、湖北省、武漢東湖新技術開発区の共同）
ICチップ・設備の製造、クラウドコンピューティング、ソフトウェア、 IC工業団地の建設運営。
高通（中国）控股有限公司（クアルコム中国法人）との共同出資により 2016年、貴州華芯通半導
貴州貴安新区管理委委員会
体技術有限公司設立。資本金28億5,000万元（2018年2月現在）、うち貴州華芯集積回路産業投資
有限公司が15億6,750万元（55％）、高通（貴州）投資有限公司が12億8,250万元（45％）

上海市集積回路産業基金

2016年1月

500億元

285億元

上海集積回路産業投資基金股份有限公司（資本金285
億元・2016年12月設立）の発起人・株主は、上海科技
創業投資（集団）有限公司、上海汽車集団株式投資有
限公司、国家集積回路産業投資基金股份有限公司、上
海国際信託有限公司、上海国際集団有限公司、上海国
盛(集団)有限公司、上海浦東新興産業投資有限公司、
上海嘉定創業投資管理管理有限公司。

福建省安芯産業投資基金

2016年2月

500億元

75.1億元

資金の70％をIII-V化合物集積回路産業クラスター、30％をその他のIC産業チェーンを主とする半
福建省、泉州市、晋江市、国家集積回路産業投資基金、華芯 導体分野に投資。泉州市、晋江市に設計、製造、パッケージテスト、材料、設備、応用のフル
産業チェーンのIC産業エコシステムを構築。泉州市は第13次5ヵ年計画期に工業団地を建設し、
投資管理有限責任公司
370億元の事業を誘致してチップ生産クラスター建設を計画。
主にICの設計、パッケージ、製造、ネットワーク、ビッグデータ及びM&A、金融等に投資。
アモイ市は2016年「アモイ集積回路産業発展計画綱要」において500億元以下のIC産業投資の開設
とIC産業の重点支援を提唱。2025年のIC産業生産高1,500億元、関連産業規模4,500億元を目標に。
福建省アモイ市国有資産監督管理委員会と紫光集団の
紫光集団は2016年7月、アモイ火炬高新区にIC産業クラスターとして総投資額40億元の「紫光科技
共同。
園」建設。同科技園には集積回路企業研究開発設計センター、研究開発型本部集中区、紫光マ
イクロ電子産業基地、紫光マイクロ電子学院を付設。アモイ紫光科技園発展有限公司には北京
紫光科技服務有限公司と国開発展基金有限公司（国家開発銀行の子会社）が出資。

アモイ国資紫光聯合発展基金

2016年3月

160億元

湖南国微集積回路創業投資基金合伙企業

2016年3月

50億元

2.5億元

四川省集積回路・情報安全産業投資基金

2016年5月

120億元

60億元

出所：各種資料より作成

投資形態は株式投資、ベンチャー投資。
100億元の設計業M&A基金、100億元の設備材料基金、300億元の製造業基金の「3+1+1」構造を採
用。
上海華力微電子(Huali Microelectronics/HLMC)の第2期ウェハ事業に出資。
2018年、国家集積回路産業投資基金と中芯国際へ協調投資。

湖南高新創業投資集団、湖南国微投資管理合伙企業、
長沙経済技術開発集団有限公司、津杉華融(天津)産業
投資基金合伙企業。
四川省集積回路和信息安全産業投資基金有限公司（資
本金40億元）の出資者は四川省財政庁、四川発展興川
産業引導株式投資基金合伙企業、成都高新技術産業開
発区財政局。

主にIC設計、IC応用（消費型電子、ウェアラブル装置、スマート設備、スマート製造など）、IC
設備及び材料等に投資。
投資分野はIC産業と情報セキュリティ産業。投資対象は四川省内の投資企業・事業、四川省内の企業の四川省
外の投資企業・事業、四川省外の企業が四川省内で投資する企業・事業。
投資形態は非上場企業の株式や上場企業の非公開株等の非公開株への投資。民間資金の募集は行わない。

20

４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性
4-3 集積回路産業発展投資基金と投資概況—地方系投資基金一覧 (2)




半導体分野

昆山市、南京市並びに江北新区、無錫市の江蘇省IT・エレクトロニクス産業発展地域は最近、IC産業育成に本腰。
それぞれIC産業発展政策を策定。その中で、IC産業基金を重要な手立てと位置づけ、産業育成政策と有機的に連携し
て基金の運用を図る。
基金の投資・運用方式も含めて、IC産業への投資、融資方式の多元化を企図。
表7 地方系投資基金2/2
ファンド・投資企業の名称

開設時期

計画規模

第1次募集額

主な出資人・運用管理人

投資分野・出資構造・投資方式・投資先・関連動向etc

遼寧省集積回路産業投資基金

2016年5月

100億元

20億元

中国華録集団有限公司、罕王実業集団有限公司、大連 重点投資支援対象を投資規模100億元以上のICチップ生産事業、関連する設計・研究開発、パッケージテスト、
宇宙電子有限公司。
設備及び材料に。M&Aサブ基金も開設（2017年12月「遼寧省集積回路産業発展調査研究報告」の建議）

深圳市集積回路産業投資基金

2016年6月

200億元

100億元

深圳市創新投資集団は深圳市政府が設立したベンチャー専門の投資・基金管理企業。
深圳市、深圳市創新投資集団及び国家集積回路産業投
深圳市集積回路産業投資基金は2016年、深圳市中興微電子技術有限公司に24億元出資して持ち株
資基金の共同出資。
24％に。

広東省集積回路産業投資基金

2016年6月

150億元

15億元

ICの設計、製造、封止及び材料設備の重要・革新事業に出資。粤科金融集団が基金管理機関に指
広州海格通信集団股份有限公司(5億元)、中銀資産管理
定。
有限公司(25億元)、広東省粤科財政株式投資有限公司
2017年11月、広東省の基金整理に伴い、広東省集積回路産業投資基金は「広東省産業発展基金」
(13.98億元)、横琴粤科母基金投資管理中心(1.02億元)
に統合。

60億元

陝西省、西安市、西安ハイテク区、経済開発区、西安高新技
術風険投資有限責任公司等
国家集積回路産業投資基金
民間資金

主にICの製造、パッケージ、試験、製造設備等の重点事業に投資。
投資対象は陝西省内のIC産業チェーンにおける優良企業、基幹企業、成長性の高い企業、上場企
業予備軍。
省・市・区の出資プラットフォームを主とし、国家基金及び民間資本も導入。第1期のうち当初
は陝西省政府9億元、西安市政府9億元、西安ハイテク区管理委員会12億元、経済開発区管理委員
会3億元、西安高新技術風険投資有限責任公司3,300万元を出資。その後、国家集積回路産業投資
基金と民間から27億元の資金を注入（基金開設時の計画）。

昆山市、昆山開発区

主な投資対象は、成長性が高く市場の見通し良好で波及作用が大きい産業化事業とキーテクノ
ロジー、公共技術プラットフォーム、海外M&A。
投資形態は、①マザーファンドとして民間資本、産業資本、金融資本等を導入してIC産業に投
資、②重要事業に直接投資、③一定規模を備えイノベーション能力の高い企業を買収し、成熟
した研究開発成果を導入。
昆山開発区は「昆山IC産業発展推進に関する指導意見」を策定。IC産業投資基金の開設の他に
も、IC企業への金融支援（IC専門融資の設置、IC産業金融商品、政府系保証機関からの中小IC企
業への融資に対する保証など）、専門予算による「創新創業」の奨励（開発区IC企業の不動産賃
借・購入に対する補助、奨励金、2億元の「創新券」発行、国家級計画事業や専門事業の指定を
受けた事業に対する協調助成など）を政策として推進。

南京市、江北新区

2016年12月、南京市が基金計画発表。目標調達規模は500億元と江北新区の100億元を合わせて600
億元。
重点対象はIC企業の上場、M&A。
南京市政府は「IC産業発展の加速推進に関する意見」を策定。IC産業売上高の年平均伸び率60％
以上として2020年には500億元突破。ICの製造、設計、パッケージテストが協調的に発展する産業
チェーンを形成。江北新区を「省級IC産業発展基地」に指定。

陝西省集積回路産業投資基金

昆山海峡両岸集積回路産業投資基金

南京集積回路産業専門発展基金

無錫集積回路産業投資基金

2016年9月

2017年2月

計画中

300億元

100億元

600億元

第13次5ヵ年計画
200億元
期中

10億元

50億元（うち財政誘
無錫市
導資金が20％）

2017年1月、「無錫市IC産業発展の加速に関する政策意見」は第13次5ヵ年計画期における200億元
規模のIC産業投資基金の開設を提唱。ICのリーディングカンパニー数社と一群の中小IC企業を重
点的に育成。
投資対象はIC産業チェーンの重要投資事業の誘致、重点企業の生産能力水準の向上、M&Aの奨
励、国及び江蘇省の関連投資基金との連携、無錫市のIC産業関連事業。
投資形態は株式投資、中央・地方政府と民間資本の共同ベンチャー投資、専門機関への運用委
託。民間ベンチャー投資基金、株式投資基金、信用保険基金から無錫市IC事業への投資を奨励。
無錫市は基金開設と同時に毎年1億元を無錫市のIC産業発展向けに助成。

出所：各種資料より作成
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４．中国現地企業（外資合弁含む）に対する中国政府の支援策の特性

半導体分野

4-4 国と地方のIC産業基金の連携—中芯国際への協調投資



国家集積回路産業発展投資基金（大基金）と上海市集積回路産業基金が中芯国際に協調投資。中芯南方の増
資に国家集積回路基金が9億4,650万ドル、上海集積回路基金が8億ドル出資。
対象は14nm以下の先進工程研究開発及び量産化。新規事業の予想投資総額は102.4億ドル。

中芯国際集積回路製造有限公司
中芯国際控股有限公司

図17 中芯国際に対する大基金と上海基金の協調投資

現在資本金2.1億ドル を中芯国際が全額出資

中芯南方集積回路製造有限公司

32億9,000万ドル増資計画
増資スケジュール

共同投資

中芯国際控股 15億4,350万ドル
国家集積回路基金 9億4,650万ドル
上海集積回路基金 8億ドル

① 2018年6月30日 出資額の30％
② 2018年12月31日 出資額の30％
③ 2019年6月30日 出資額の残り40％

増資後の資本金35億ドル

増資後の持ち株比率
中芯 50.1％
国家集積回路基金 27.04％
上海集積回路基金 22.86％
出所：中芯国際集積回路製造有限公司公告（2018年1月30日）
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

半導体分野

5-1 半導体及び次世代情報産業・情報化推進における安全保障上の考慮 (1)
 エレクトロニクス・ICT関連計画における安全保障と軍民融合
エレクトロニクス・ICTに関連する中国の諸計画はいずれも軍事安全保障と「軍民融合」を重要な
要素として位置づけている。
「中国製造2025」「情報通信産業発展計画（2016～2020年）」「国家情報化発展戦略綱
要」「第13次5ヵ年国家情報化計画」は次のような指針を提唱。

 軍民融合の高度発展促進、軍用技術と民用技術の双方向の転化、デュアルユース技術の重
点研究、軍用・民用技術の相互有効活用。
 軍民融合分野におけるICT技術の開発と応用。
 軍の現代化において、情報化を建設と発展の方向として位置づけ、情報化との融合によって軍
の現代化を深める。
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

半導体分野

5-1 半導体及び次世代情報産業・情報化推進における安全保障上の考慮 (2)
 中国はエレクトロニクス・ICT企業も含めて民用ハイテク企業の軍需参入を奨励。
 近年、参入システムを制度化や軍民間の産学研協同を推進。
中央軍事委員会科学技術委員会「第13次5ヵ年科学技術軍民融合発展専門計画」（2017年4月）
軍民科学技術協同イノベーション体系の形成
軍民融合重点専門事業の実施科学技術研究プラットフォームの軍民共同建設と共用
軍民間の科学技術リソースの共有
軍民科学技術成果の双方向の転化
軍民融合型科学研究機関の新設
軍民イノベーション人材の育成と活用の仕組みの完備
軍民融合に促進に向けた財政、価格、投融資、科学技術インセンティブ等の政策整備
ICT関連ではスマート無人システム、先進的エレクトロニクス、量子技術、未来ネットワーク等で先進的民用技
術の軍事応用を推進。
 集積回路設備等の軍民融合専門事業を実施。研究開発成果の双方向（軍⇔民）の移転と転化を推進









半導体関連で「軍民融合」や軍用・民用技術の転換促進に言及する中国の関連計画は極めて少ない。「第13
次5ヵ年科学技術軍民融合発展専門計画」はその1つ。

24

５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

半導体分野

5-1 半導体及び次世代情報産業・情報化推進における安全保障上の考慮 (3)
 半導体関連の上場企業13社は本社又は子会社の半導体部門が軍用半導体を手掛けている。

■エレクトロニクス分野における軍民融合と民用技術の軍事応用
 「全軍武器装備調達情報網」(http://www.weain.cn/)に登録している企業（解放軍へ製品を納入しているか納入を
計画している企業）4,151社のうち、「計算機、通信及びその他電子設備製造業」に従事する企業はほぼ4分の1の957
社。うちメモリを手掛ける企業は43社。
 中央企業の中国電子科技集団(CETC）と中国電子情報産業集団(CEC)は12大軍需集団企業。CETC、CECはもと
より、他の軍需集団企業に属する電子情報、半導体関連の子会社も民用企業と協力して軍用・民用エレクトロニクスの研
究開発を展開。

■軍用半導体を手掛ける上場企業又はその子会社
本社又は子会社が軍用半導体を手掛ける軍用半導体を手掛ける上場企業は少なくとも13社
（括弧内は半導体関連の子会社）
上海寛頻科技（蘇州国芯科技）、総芸股份（北京神州龍芯集成電路設計）、大唐電信（大唐微電子）、清華同方
（清華同方微電子）、杭州士蘭微電子、上海張江高科技園区開発（海外子会社WTL)、上海貝嶺、吉林華微電子、
江蘇長電科技、方大集団、首鋼股份（北京華夏半導体製造）、銅陵三佳模具（銅陵三佳山田科技）、宏盛科技
（宏盛電子）
■非上場企業で軍用半導体を手掛ける主な企業（軍需集団系を除く）は、珠海欧比特、聯創光電、泰豪科技など。
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６．新市場創出・新産業創出拠点
6-1 中国のメモリ産業拠点建設と次世代型メモリの開発製造動向

 紫光集団は武漢と南京にメモリ産業拠点を建設中。3D NANDの生産能力を拡大
 2016年、武漢光谷に「国家メモリ基地」着工。国家集積回路産業投資基金も出資
図18 紫光集団と武漢国家メモリ基地

紫光集団

武漢東湖ハイテク区(武漢光谷）

武漢国家メモリ基地

長江存儲科技控股有限責任公司
全額出資

長江存儲科技有限責任公司

用地提供

武漢メモリ基地（長江存儲）への出資者
（第1期出資）

国家集積回路産業投資基金
湖北国芯産業投資基金合伙企業
湖北省科技投資集団

2016年に完全子会社化

武漢新芯集成電路製造有限公司
出所：各種資料より作成

武漢新芯集成電路製造有限公司

（第2期出資）
紫光集団（湖北紫光国器科技控股有限公司）
国家集積回路産業投資基金

■ 武漢「国家メモリ基地」
• 武漢新芯（XMC）…武漢市政府の出資により2006年設立。湖北省科技投資集団が全株所有。
• 「国家メモリ基地」 …2016年3月、武漢光谷に着工（正式には2017年1月）。総投資額1,600億元（240億ドル）。メモリの設計、技術開発、ウェ
ハ製造・販売。武漢新芯が中核。国家集積回路産業投資基金が出資。東湖ハイテク区が用地提供。2016年8月、紫光集団傘下に「長江存儲科技」
(YMTC)設立。資本金386億元（現在）。湖北省科技投資集団は武漢新芯の株式を長江存儲に譲渡し、子会社化。武漢国家メモリ基地は紫光の
主導に。
現在、世界最大の3D NAND Flash製造工場3ヵ所を建設中。第1期は2018年操業、月産能力30万個、年商100億ドル。
■紫光集団の南京半導体産業基地
2017年1月、紫光集団は南京半導体産業基地建設計画発表。総投資額2,600億元のIT投資事業。
うち半導体基地には300億ドル投資。3D NAND FLASHとDRAMに重点。
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６．新市場創出・新産業創出拠点

半導体分野

6-2 中国主要プレイヤーの次世代型メモリ開発製造動向
 クラウド、ビッグデータ、自動運転、IoT等の発展に伴い、中国の一部IC企業は次世代メモリの開発と製
造に注力。
 対象は主に3D NAND、ReRAM、 PCM。
武漢新芯集成電路製造有限公司 (XMC)・長江存儲科技有限責任公司
 2014年、3D NANDをめぐって米国Spansionとの技術提携を開始。48層3D NANDの量産を視野に。
 建設中の武漢「国家メモリ基地」において紫光や「大基金」からの資金を受け、3D NANDメモリ開発。
 長江存儲科技は2017年11月、32層3Dフラッシュメモリの開発に成功。12月末のリリース、2018年下半期の生産開始を計画。但し、サ
ムスンや東芝の64層にはなお格差。

中芯国際集成電路製造有限公司 (SMIC)
 SMICは半導体ファウンダリの中国最大手。2016年の営業収入29億ドルも、世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)の10分の1足
らず。
 2010年、DRAM生産を停止。
 2016年、ReRAMテクノロジー専門企業のCrossbarと技術協力で合意。
 2017年1月、中芯国際とCrossbarは共同で40nm不揮発性抵抗変化型メモリ（ReRAM）の試作品を発表。
 但し、中芯国際とCrossbarの協同、ReRAMの製品化と事業化、中芯国際のOEM受注の行方はなお不透明。
 2015年、SMICは、ファーウェイ、クアルコム、ベルギーIMECと14nm FinFETテクノロジーの共同開発を開始。
 2017年3月、7nmテクノロジー開発に着手。

寧波時代全芯科技有限公司
 2013年、55nmの相変化メモリ(PCM)を独自開発。
 2014年、寧波鄞州工業パークにPCMメモリ工場着工。
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６．新市場創出・新産業創出拠点

６-3 中国の半導体メモリの国産化推進策の動向
 半導体チップの輸入依存への危機感、海外半導体企業の買収失敗を背景にメモリの国産化を推進。
 “大基金”や地方政府の基金を得て3D NANDAフラッシュやDRAMの量産を急ぐ。
 代表格は新興３大メモリメーカー（長江存儲科技、睿力集成電路、晋華集成電路）。
•
•
•

長江存儲科技：当面、巨大な国内市場をターゲットとしてビジネス展開。
睿力集成電路：モバイルDRAMに重点。量産化が叶えば輸入依存度引き下げにながる。
晋華集成電路：民用電子機器の特殊DRAMに重点。国際市場参入も視野に入れる。

 NOR型フラッシュメモリーなどを手掛ける兆易創新が睿力集成電路の事業に参画する。
表8 中国の新興３大半導体メモリメーカーと兆易創新のメモリ事業

設立

資金

投資額
製品
備考

技術協力(事業統合？）

長江存儲科技
YMTC
2016.07

睿力集成電路
Innontron Memory
2016.06

晋華集成電路
JHICC
2016.02

兆易創新
Gigadevice
2005.04

・紫光国芯（紫光集団）
・大基金
・湖北国芯産業投資基金合
伙企業
・湖北省科技投資集団

・合肥市産業投資控股（集
団）有限公司（合肥市政
府国有資産監督管理委員
会が出資）

・福建省安芯産業投資基金
（福建省電子信息集団、
泉州市政府、晋江市政
府）

・合肥市産業投資控股集団

紫光国芯197億元出資
72億ドル
一期370億元
（51.04%）
3D NANDフラッシュ
モバイルDRAM
特殊DRAM
紫光集団は南京、深圳でも 2018年末までに19nmプロ 2018年9月までに300ｍｍ
NANDフラッシュ生産を計画 セス技術によるDRAM量産 メモリウェハ月産6万枚実現

180 億元
（兆易創新 80%出資）
DRAM
19nmプロセス技術による
300ｍｍ DRAM生産

出所：TrendForce、関連報道をもとに作成
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６．新市場創出・新産業創出拠点

半導体分野

６-４ 中国の半導体ロジックIC企業と振興戦略（IC設計及びIC製造分野の目標）
 国家集積回路産業発展推進要綱のIC設計及びIC製造分野の目標

• IC設計：モバイルスマート端末、ネットワーク通信、IoTなど新分野のコア技術開発強化 ➡ IoT、AI時代に照準
• IC製造：45/40及び32/28nmの量産実現、16/14nm生産ライン建設促進など ➡ 生産力増強

 IC設計のリーディングカンパニー・華為海思（HiSilicon）

• HUAWEIのスマホ用ICを設計。2017年に業界初のAI内蔵CPU“Kirin970”（CPU＋GPU+NPU）発表。
• 8コアのCPU（Cortex-A73 4×2.36GHz＋Cortex-A53 4×1.8GHz）を中心に、12コアのGPU（MaliG72）とNPU（Neural-network Processing Unit）を搭載。
• 10nmのプロセス技術で製造。55億個のトランジスタを搭載。
表9 国家集積回路産業発展推進要綱のIC設計及びIC製造分野の目標
 モバイルインテリジェント端末、デジタルTV、ネットワーク通信、ウェアラブル、オペレーティングシステム用ICチップ開発
➡IT産業の競争力強化

IC設計

 スマートカード、スマートグリッド、インテリジェント交通、衛星ナビゲーション、産業制御、金融エレクトロニクス、自動車エレクトロニ
クス、医療エレクトロニクス向けIC・組込ソフトの技術革新
➡情報化と産業化の融合支援
 クラウドコンピューティング、IoT、ビッグデータなどのコア技術開発強化、情報処理、センサー、新ストレージなどのコアICチップやク
ラウドオペレーションシステム用ソフト開発
➡今後の産業で強みを発揮
 45/40nmチップの生産能力増強、32/28nmチップ生産ライン建設 ➡量産実現

IC製造

 3次元プロセス開発強化、22/20nm・16/14nmチップの生産ライン建設促進
 アナログ及びハイブリッド回路、MEMS、高電圧回路、RF回路、その他の生産ラインの推進

出所：国家集積回路産業発展推進要綱
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６．新市場創出・新産業創出拠点

６-４ 中国の半導体ロジックIC企業と振興戦略（“大基金”の重点融資先）
 紫光集団（IC設計）、中芯国際（IC製造）など各分野のリーディングカンパニーに“大基金”が重点
融資。企業の研究開発、同業種買収を巨額資金で支援。“大基金”第2期も同様の方針。
 中芯国際（SMIC)
• 国家目標の14nmプロセス確率に向け、SMICと傘下企業へ再三投資。第1期の総投資は160億元近くに。

 紫光集団（Tsinghua Unigroup）

• 紫光展鋭（Spreadtrum）は5G通信の核となるウェハ開発、16/14レベルの設計、国産CPUの開発に注力。
第1期の総投資は約100億元。活発な企業買収を支える資金基盤。
表10 SMICと傘下企業に対する“大基金”の投資
“大基金”の投資状況

総投資額

2015年2月

SMIC株式引受

30.99 億元

2015年9月

中芯長電半導体に投資。
（“大基金”とQualcommの傘下企業）

2.8億ドル

2017年8月

中芯北方増資。登録資本金24億ドル➡48億ドル
（うち、国家IC基金9億ドル、出資比率32%に）

12.24億ドル

2017年11月

SMIC新株発行

募集4.91億ドル

2017年12月

国家IC基金及び大唐に転換社債型新株予約権付社債

国家IC基金と大唐
：最大5億ドル

2018年1月

中芯南方増資。登録資本2.1億ドル➡35億ドル
（うち、中芯控股15.44億ドル、国家IC基金9.47億ドル、 32.9億ドル
上海IC基金8億ドル）

＜SMIC＞
 0.35ミクロン～28nm技術を持つ中国最
大ファウンドリ
 14nmプロセスの研究開発を強化中
• 2017年共同CEO体制へ。
• TSMC出身の梁氏を抜擢。
• 梁氏はTSMCの研究開発部門で所長を務
めた。
• 韓国Samsung Electronicsで14nm製
造プロセス開発を手がけた。
 中芯南方へ“大基金”、“上海IC基金”など
と巨額出資。
• 14nmプロセスの技術開発強化。生産能
力目標：月産35,000枚。

出所：SMIC公告、関連報道をもとに作成
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６．新市場創出・新産業創出拠点
６-４ 中国の主な半導体ロジックIC企業と振興戦略（主要企業の例）

半導体分野

 SMIC、紫光展鋭、大唐半導体、中星微電子、耐威科技、北京君正、華潤微電子など。
表11 ロジックIC設計・製造企業の例１/3
企業

略称英文

地域

中芯国際
系列：中芯北方、中芯南方、
中芯長電（江陰）など

SMIC

北京
上海
天津
深圳

中国で最大規模かつ最先端技術を誇る
ICファウンドリ。

28nm技術（2013年第４四半期に実用化）はMPW（Multi Project
Wafer）や量産段階。顧客ニーズに応じて28nmPolySiONやHKMGプロ
セスを提供可。

紫光展鋭（紫光集団）

Spreadtrum

北京

紫光集団傘下のロジックIC（モバイル用）
開発・製造部門。展訊通信と鋭迪科を買
収して設立された。

2014年、Intelと戦略提携（インテルのモバイルデバイスをベースにした製品
開発とアプリケーションの共同開発）。2016年、ARMのV8スマホ用プロセッ
サのライセンスを取得し、国産CPUの研究開発に注力。

大唐半導体設計

大唐半導体

北京

大唐電信科技の完全子会社であるIC設
計企業。

LTE SoCスマホチップLC1860（28nmプロセス、TD-LTE / LTE FDD /
TD-SCDMA / WCDMA / GGEの5モード、最大リンク速度は最大
150Mbps） 、金融ICカードチップDMT-CBS-AD3Bなど。

北京

1999年、国家工業信息部の指揮の下、
関連部門や専門家が北京・中関村科技
園で中星微電子有限公司を創設。国家
戦略事業“星光中国芯工程”を開始した。

2016年初、ニューラル処理ユニット（NPU）を統合した世界初のSVACビデ
オコーデックSoC（VC0616）を発表。VC0616にはNPUと豊富なインター
フェイスが組み込まれている。VC0758の2倍の計算能力を持つディープランニ
ングアプリケーション。

北京

主要事業はナビゲーション、MEMS、航空
電子工学、無人機、インテリジェント製造の
5分野。完全子会社・耐威時代は軍需品
の研究開発・生産資格を有する。2016年、
スイスのMEMSファウンドリ・Silex
Microsystems ABを買収。

Silex Microsystems の持つ独自技術を獲得。例：Si電極TSV (SilVia™）＝低抵抗Si（シリコン）ウェハをDRIE加工、絶縁加工により母材と
同じSiのVIA電極を持つTSVウェハ。Cu電極TSV (Met-Cap™）＝独自
構造のCu電極TSV。低抵抗で高歩留りの生産可。 RFMEMS用のウェハレ
ベルパッケージングに最適なTSV基板。

Ingenic

北京

国産CPU開発を目指し、ベンチャー・キャピ
タルの支援を受けて設立された企業。組込
CPUチップとソリューションのプロバイダー。

組込CPU・低電力技術に強み。XBurst は独自のMIPS32互換性MPU技
術。例）スマートIoT用X1000 Security IoT Processor（XBurst
CPU 1.0GHz, MIPS-based Hardware FPU, SIMD16KB L1 Icache and 16KB L1 D-cache, 128KB L2 unified cache.）

CR Micro

江蘇
上海
深圳

国有中央企業・華潤集団傘下の半導体
メーカー（垂直統合型企業＝IDM）。重
慶市に中国最大のパワー半導体生産基
地を建設する計画。

華潤上華科技（Power IC：1.5µm 200V SOI/0.18µm 25V
BCD,Power Discrete:Trench0.45µm 55-100V 6" N-ch
DMOS/900-1200V Trench NPT IGBT,Planar50-80V 6" N-ch
DMOS/800-1200V 6" N-ch DMOS)

北京中星微電子

耐威科技

北京君正

華潤微電子
設計：華潤半導体（深圳）、
無錫華潤矽微電子、華潤矽威
科技（上海）
ファウンドリ：華潤上華科技有
限公司(江蘇)

Vimicro

NAVTECH

企業概要

技術

出所：各種資料より作成
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６-４ 中国の主な半導体ロジックIC企業と振興戦略③

半導体分野

 格科微電子、華虹半導体、TSMC（台湾）、上海華力、Silan、HiSilicon、Sanechipsなど。
表11 ロジックIC設計・製造企業の例2/3
企業

略称英文

地域

企業概要

技術
CMOS image sensorの例：13-MP、Part_No.GC13023
（Package・TPLCC/COB、Resolution・4208 x 3120、
OpticalFormat・1/3.06"、Pixel Size
（µm）1.12(BSI)、Interface・MIPI）。

格科微電子

GalaxyCore

上海

CMOS画像センサチップ（スマホなどのモバイル端末
に使用）、LCDドライバチップの設計、開発、販売。

華虹半導体

H-grace

上海

華虹集団の傘下企業。

90nm低リークロジックとミックスシグナル技術、0.13μm及び微細ロジック
と混合信号処理プラットフォームなど。

台積電（中国）

TSMC

上海

台湾TSMCの子会社（独資）。

5～90nm Fin Field-Effect Transistor (FinFET) process 、
0.13～３micron Technology

上海華力微電子

HLMC

上海

ロジックとメモリのファウンドリ。

欧州IMEC（Interuniversity Microelectronics Centre）と
65nmCOMSチップ製造に関する技術提携を締結。28～55nm低リーク
ロジック。

華大半導体

HDSC

上海

中国の国有IT大手・中国電子信息産業集団有
限公司（CEC）の再編により設立されたIC企業。

超低消費電力アプリケーション用HC32Lシリーズ。HC32F003シリーズ/
HC32F005シリーズはLow Pin Count、広範囲電圧対応のMCU。内
蔵の12ビット1M高精度SARADC及びコンパレータ、マルチUART、SPI、
I2Cなどの通信周辺機器を高精度にサポート。

杭州士蘭集成電路

Silan

浙江

杭州士蘭微電子股份有限公司が出資するシリコ
ンIC及びデバイス製造メーカー。杭州士蘭微電子と
IDM型企業を構成。

バイポーラCMOS回路・BICMOSプロセス（0.8UM/9V、0.8UM/25V、
0.8UM/高周波 、0.6UM ）など。

何艦科技（蘇州）

HJTC

江蘇

先端IC製造技術を有する外資独資企業（欧米
投資会社と銀行融資）。

0.11～0.35umロジックIC製造技術。

深圳市海思半導体

HiSilicon

深圳

前身は Huawei の ASIC デザインセンター。

スマートフォン用CPU（SoC）のKirin シリーズ開発 。2017年に発表し
た「Kirin 970」はAI専用プロセッサは中国独自開発の「寒武期」を搭載。

中興微電子

Sanechips

深圳

中興通訊（ZTE）の傘下企業。通信用半導体
メーカー。

主要製品はModem、RF、AP、PMU。モバイル端末用
WiseFone7510（28nmプロセス）、マルチメディアNVR/DVR（ネット
ワークビデオレコーダー/デジタルビデオレコーダー）など。

深圳市匯頂科技

GOODIX

深圳

生体認証メーカー。同社のタッチスクリーンや指紋認
識チップはスマホ、タブレット、ウェアラブルなどに採用。

Huawei 、小米、Vivo、Dell、Amazonなどに製品・技術提供。Dellの
2018 XPS 13薄型軽量ノートブックが同社の指紋認識技術を搭載。

出所：各種資料より作成
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６．新市場創出・新産業創出拠点
６-４ 中国の主な半導体ロジックIC企業と振興戦略
 国微電子、三安光電、納思達、GlobalFoundriesの成都ファブ（格芯成都）など。
表11 ロジックIC設計・製造企業の例3/3
企業

略称英文

地域

企業概要

技術
静電容量タッチパネルチップ例（FT3X17＝
≤6inch,Channel49,packageBGA5*5,Maxfingers10）
TFT LCDチップ例（SingleChip（OTM25xx）=MaxResolution・
WQXGA,RAM・1/3RAM,a-Si/LTPS・LTPS）

敦泰科技（深圳）

FocalTech

深圳

2005年米国で設立。モバイル端末用の
静電容量タッチパネル、TFT LCDディス
プレイ・ドライバ・チップ、タッチディスプレイ
内蔵シングルチップ、指紋認識チップなど
を開発。

深圳市国微電子

国微電子

深圳

紫光国芯の完全子会社。 特殊ICの研
究開発・生産・販売。

デジタルロジック、Mixed-Signalチップの設計・プロセスを確立。65nm以
上のCMOS、0.18nmEEPROM/Flash、0.35nmBCD、
2.0nmBipolarプロセスのIC設計が可能。

三安光電

三安光電

福建

LED チップ大手。LEDの発光部に使わ
れる半導体チップの製造、通信用半導
体のファウンドリーも手掛ける。

HBT（GaAsヘテロ接合バイポーラトランジスタ）、InP系高電子移動度
トランジスタ(HEMT) 、GaN SBD（窒化ガリウム・ショットキー・ダイオー
ド）、GaNFET（窒化ガリウム電界効果トランジスタ）など。

納思達

Ninestar

広東

ICチップの研究開発、設計、製造、販売
に従事。プリンタ暗号化SoCチップ設計。

短距離無線通信技術のNFC（NearFieldCommunication）は非接
触周波数識別（RFID）からの進化。フィリップス半導体（現NXP）、ノ
キア、ソニーとの共同開発。

セキュリティモニタリング用GK7101（CPUコア：ARM1176@600MHZ、
16KB I-Cache,16KB D-Cache、40nm プロセス，BGA228パッ
ケージング（11*11））

湖南国科微

GOKE

湖南

ラジオ、テレビ、セキュリティ監視、ソリッドス
テートストレージ、IoT向けIC開発。

格芯(成都)集成電路制造

Global
Foundries

四川

成都市とパートナーシップ締結、22FDX
の世界需要加速に対応した300mm新
工場を建設。

300mmファウンドリ、１期0.18-0.13umプロセス（月産2万枚/2018
年稼働予定）、２期22nm SOIプロセス（月産6.5万枚/2019年稼
働予定）

西安微電子技術研究所

航天771所
驪山微電子公司

陝西

中国航天科技集団公司第九研究院傘
下。軍需製品生産。中興通訊に出資。

標準・抗輻射0.35µm /0.5µm CMOS、抗輻射
0.35µm/0.5µmSOI/CMOS、12-50V標準・抗輻射バイポーラIC、
0.8µm-0.35µm BiCMOS、15V-490V耐放射線高電圧VDMOS、
非冷却赤外線センサー。

出所：各種資料より作成
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6-5 SMICを核としたバーチャルIDM（垂直統合企業的な協業）
 SMICを核とした“大基金”がバックアップする各分野のリーディングカンパニーでバーチャルIDMを形成。
図19 SMICを核としたバーチャルIDM（イメージ）
中芯国際（SMIC）を核としたバーチャルIDM業態を形成
国策ファンド・“大基金”をバックに推進

設計

紫光国芯
SMIC株保有
（株主順位第3位）

製造

パッケージング・テスト

“大基金”がSMIC北方
事業に投資、
Qualcommと合弁で中
芯長電を設立

“大基金”が長電科技
の筆頭株主となり、バッ
クアップ

兆易創新

長電科技

SMICと12億元の戦略協
力契約を締結

SMICが長電科技に出
資、合弁で中芯長電を
設立

中芯国際

格科微電子（上海）
戦略協力：
SMICが資金投入し、技
術開発で協力
中国トップレベルの半導
体設備製造メーカー、
“大基金”が出資
主要顧客はSMIC
上海市政府と“大基金”
が共同支援する検査設
備サプライヤー

出所：各種資料より作成

設備

中微半導体設備
杭州長川科技
睿励科技儀器(上海）

北方華創
SMICと長期協力、
SMICから受注

上海新陽

材料

SMICの半導体材
料サプライヤー

拓荊科技

中国トップレベルの半
導体設備製造メー
カー、“大基金”が出
資

“大基金”の出資比率7.5%、
株主順位第3位
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6-4. その他の関連動向（ビッグデータによる経済振興、IC PARKなど）

 中国政府は2020年をメドにビッグデータ関連市場を現在の3倍の1兆元とする目標を発表。データセン
ター向け新型メモリ半導体（3D NANDフラッシュメモリ）などの需要増が見込まれる。
•
•

貴州省の省都・貴陽をビッグデータ活用を軸に新たな経済発展を進める国家モデル都市第一号に指定。
華為技術、Apple、NTTデータなどがデータセンターや研究拠点の構築を決めた。

 北京では中関村IC PARKを建設。華為科技、上海兆芯、憶芯科技など中国半導体関連大手30社
が参加する。
表12 近年の関連動向（スパコン、IC PARK、データセンター）
地域
世界最速スーパーコンピュータ
「神威・太湖之光」
（国家超級計算無錫中心）

活動の注目点/コンセプト

参画プレイヤー

江蘇・無錫
（上海）

・上海高性能集積回路設計センターが設計・開発したメニー
コアプロセッサ「申威26010」を4万960個搭載。
・2016年6月のスパコンランキングTOP500で世界一。

・国家超級計算無錫中心、
・中国国家高性能集積回路
（上海）設計センター

中関村IC PARK
(北京市重点事業)

北京

・ IC 設計、IoT、アプリ、インテリジェント・ハードウェアなど関連
産業を集積
・AI産業行動計画も始動（2016年着工、2018年操業予
定）

華為科技、上海兆芯、憶芯
科技など中国半導体関連大
手30社

華為七星湖データストレージセンター
（華為科技のグローバルデータセンター）

貴州
貴安新区

・グローバルデータストレージセンター（プライベートクラウド）
・グローバルIT保守エンジニア拠点
・グローバル訓練・実習拠点

華為科技

Appleのデータセンター

貴州

・中国のデータ管理会社・の雲上貴州（GCBD）と提携して
iCloudを提供

米国Apple、雲上貴州
（GCBD）

貴陽科恩ビッグデータ先進技術研究院

貴州
貴陽

・ビッグデータやIoTの活用領域を広げる共同研究と技術実証。 ＮＴＴデータ、貴陽市政府、
・2020年までに中国国内やAPACへ展開可能なソリューショ
中国科学院ソフトウェア研究
ンを開発。
所が共同研究

出所：関連報道より作成
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半導体分野

７－１ 中国のメモリ技術開発戦略
 中国のメモリ技術路線は、DRAMから次世代型メモリにシフト。
 3D NANDメモリは現実的な選択肢。中国の新しいメモリ産業拠点はその開発と製造に注力。
次世代メモリはクラウドコンピューティング、ビッグデータ、自動運転、IoT等の発展や製造業の高度化にとって
不可欠。中国のメモリ技術開発戦略はDRAMから次世代メモリに重点をシフト
2015年5月「中国製造2025」のメモリ開発・製造の指針
 先進的メモリのコアテクノロジー把握。大容量メモリを研究開発。16/14nm製造技術によって量産実現。
 メモリ開発の重点は、DRAM、eDRAM、フラッシュメモリ、3D NANDメモリ。
2016年11月「戦略的新興産業第13次5ヵ年計画」の次世代メモリ開発重点
 16/14ナノテクノロジーの産業化とメモリ生産ラインの建設を加速。
 ブレインライクチップ、超伝導チップ、グラフェンメモリ、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、メモリス
タ等の新たな原理によるデバイスの研究開発を強化
•
•
•

現実的には差し当たり、3D NANDの開発生産に重点
武漢と南京の紫光集団メモリ産業基地は3D NANDを中核に
武漢新芯の陳新民副CEOの見解
「3D NANDをめぐってはこれまでも議論が絶えなかったが、湖北省は大型メモリ事業の路線として3D
NANDを貫くことを決定した」 「2Dフラシュメモリは生産技術上の物理的限界のため、さらなる打開は
不可能。3D NAND技術は2Dより性能や信頼性に優れ、徐々に2Dに取って代わる」
（『湖北日報』の取材に対する陳少民氏の発言。（新華網 2016年3月29日）
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７－２ 外国勢力と地場系企業の技術開発協力で注目すべき活動
 TSMCなど、主要ファウンドリーの多くが中国でIC生産拠点の建設や生産能力増強を計画。
•
•

中国側は最先端の製造技術を適用した生産能力の獲得を狙う。
外資側は中国の巨大市場でのプレゼンス拡大と市場シェア獲得が目的。

 2017年3月、上海微電子は半導体露光装置最大手の蘭ASMLと露光装置向けパーツの調達、中
国顧客向け供給に関する契約を締結。ASMLは上海集成電路研発中心（ICRD)とも提携。
※半導体ウェハに回路を描く露光装置は微細化技術の要。
表13 外資系ファウンドリーの中国企業/地方政府とのパートナーシップ事例
外資

国/地域

提携（中国企業/政府）

技術提供/ウェハ・ファブ建設

UMC

台

福建省晋華集成電路

・福建省アモイに300mmウェハ・ファブ建設
・自社開発の32nmプロセス技術を適用したDRAM製造

Global Foundries

米

四川省成都市

・四川省成都市に300mmウエハ・ファブを建設
・2018年初に130nm及び180nmプロセスを使用したチップ製造開始

TSMC

台

江蘇省南京市

・南京に30億米ドル規模のファウンドリーを全額出資で建設
・2018年下半期に16nmプロセス技術を適用したチップの製造を開始

Tower Jazz

イスラエル

Tacoma Semiconductor

・南京に200mmウエハー製造工場を建設

表14 半導体露光装置最大手のAMSLと中国の企業、研究センターとのパートナーシップ事例
外資

国

ASML

蘭

出所：関連報道より作成

提携（中国企業/政府）
上海微電子
上海集成電路研発中心

技術提供/ウェハ・ファブ建設
・上海微電子(SMEE)に半導体露光装置向けパーツを供給。
・上海集成電路研発中心（ICRD)とも提携
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７-３ HECA連盟（High-End Chip Alliance, HECA)（中国語：高端芯片連盟）

 2016年7月末、中国の主要半導体関連企業、大学・研究機関、半導体ユーザーなど27団体が参
加して、中国政府主導の産官学連盟「ハイエンド・チップ・アライアンス（HECA)」が発足。
 LSI設計、半導体チップ製造、ソフトウエア開発、半導体応用最終製品、システム、ITサービスに至る
一貫したエコシステムを構築し、中国IC産業の自給体制の早期実現を図ることを目的とする。
 中国政府のIC産業投資基金のトップが理事長を務める。
 中国が半導体を自給自足できるようになれば、世界市場にも影響が及ぶ。
図20 中国政府主導の産官学連盟「HECA連盟」

中国国家集成電路産業発展
領導小組弁公室

清華大学
北京大学

中科院微電所
工信部電信研究院

中芯国際
紫光集団
長江存儲

（理事長：丁文武・“大基金”総経理）
（副理事長：趙偉国・紫光集団董事長）

中国電子
華為技術
中興通訊
レノボ

出所：関連報道をもとに作成
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８．技術水準・ビジネスモデル革新の状況と将来展望
８-1 競争状況を測る技術水準指標とその数値の実情

 中国のファウンドリ業界で現在利用可能な最先端技術ノードは28nm。
 台湾の市場動向調査企業Trend Forceによると、2016年の中芯国際（SMIC）の28nmデバイス
向けウェハの生産量は、同年の世界全体の28nmデバイス生産量の1%未満。
 ファウンドリ最大手の台湾TSMC(66.7%)、2位の米国Global Foundries (16.1%)などと比べると
圧倒的な差がある。
 「国家集積回路産業発展推進要綱」では、2020年までに14～16nmの量産実現が目標。
図22 中国の半導体技術レベルと目標

図21図20
2016年の28nmプロセス製品の生産量シェア
2016年の28nmプロセス製品の生産量シェア
UMC

SMIC

その他

0.7%

8.1%

8.4%

Global
Foundries

16.1%

出所：Trend Force

TSMC
66.7%

現状：量産化実現

現状：開発段階

10nm: TSMC,
Samsung

7nm: TSMC

14nm: Intel,

10nm: Intel,

Global Foundries

Global Foundries

28nm:UMC,SMIC

14nm: UMC,SMIC

中国政府の目標（国家集積回路産業発展推進綱要）：
2020年までに16/14nmの量産実現、パッケージング・検査技術
を世界先端レベルへ向上させるなど
（出所）IC Insights、国家集積回路産業発展推進綱要
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９．日本法人・外国企業に対する買収・提携施策の実施状況と今後の展開

半導体分野

 中国資本による海外半導体企業買収は安全保障上の懸念から阻止される場合もあるが、なお継続。
（2017年にも、中国系投資ファンドによる米半導体・ラティス・セミコンダクターの買収にトランプ大統領が阻止命令）
 近年は、同業種買収に加え、車載半導体関連企業の買収が行われるなど、新たな傾向がみられる。
 企業買収に際しては、“大基金”が大きな役割を果たしている。
表15 中国資本による海外半導体企業の買収例
中国企業（buy）

外国企業（sell）

国/地域

被買収企業の主要業務

金額(億ドル）

2014.12

天水華天科技

フリップチップ・インターナショナル
（FCI）

米

ICパッケージング・検査

2015.05

清芯華創

Omni Vision

米

CMOSイメージセンサの設計・販売

19.0

2015.05

紫光集団

新華三集団設立
（New H3C Group）

米

ヒューレット・パッカードの中国における法人事業
（サーバー、ストレージ、技術サービス）買収

25.0

2015.05

長電科技

STATS Chip PAC

2015.06

武岳峰資本
（上海のIC産業ファンド運用会社）

Integrated Silicon Solution

2015.11

北京建広資産管理
（JACキャピタル、国有投資会社）

2016.05

シンガ
ポール

0.4

ICパッケージング・テスト

7.8

米

DRAM設計

7.6

ＮＸＰセミコンダクターズ
RF Power部門

蘭

高周波IC設計

南通富士通微電子（通富微電）
（富士通出資、ICパッケージング・検査）

AMDパッケージング

米

AMD所有の江蘇・蘇州工場とマレーシア・ペナ
ン工場に出資

4.0

2016.05

北京四維図新科技

傑発科技（合肥）
（台湾・聯発科技子会社）

車載ITシステム

6.0

2016.06

北京建広資産管理
（JACキャピタル、国有投資会社）

ＮＸＰセミコンダクターズ
標準品部門

蘭

ディスクリート、ロジック

2016.06

中芯国際（SMIC)

LFoundry

伊

車載半導体、セキュリティ
中国ファウンドリー初の海外メーカー買収

2016.11

兆易創新（GigaDevice）

Integrated Silicon Solution

米

DRAM設計

2017.08

北方華創微電子装備
（北方華創の完全子会社）

Akrion Systems

米

半導体製造装置、湿式表面処理

出所：中国集積回路産業発展ブルーブック、関連報道をもとに作成

（台）

18.0

27.5
0.5

65.0
0.2
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半導体分野

１０．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援
海外企業買収で活用される“大基金”（実例）

 2015年に長電科技（ICパッケージング・テスト）がシンガボールの同業大手を買収したケースでは、“大
基金”とSMIC傘下の企業が買収に必要な資金を共同出資。
 “大基金”が出資するA株企業の事例を見ると、“大基金”の出資比率は10％を超えるケースも多い。
図23 長電科技のシンガボール同業種の買収の事例
芯電半導体
（SIMC完全子会社）

長電科技
2.6億ドル、51.0%

1億ドル、19.6%

長電新科
5.1億ドル、98.1%

中国

※長電科技の世界3位のICパッケージ・テスト大手買収

“大基金”
1.5億ドル、29.4%

1,000万ドル、1.9%
+1.4億ドル転換社債

長電新朋

表16 “大基金”が保有するA株と総資本に占める比率

６.６億ドル、100%

シンガポール

企業

仲介
７.８億ドルで買収＝6.6＋1.2億融資

STATS
Chip PAC
出所：長電科技公告、関連報道

・STATS Chip PACを買収するため、長電科技は、“大基
金“、SIMC傘下の芯電半導体と共同出資で長電新科を
設立。
・出資比率は、長電科技51％、“大基金“29.4%、芯電
半導体19.6%

総資本に占める
“大基金”の比率

株主
順位

“大基金”の
持株数（万株）

株式保有時
価（億元）

三安光電

化合物半導体

11.3%

第2位

46,092.72

117.08

長電科技

パッケージング・テスト

9.54%

第3位

12,979.14

24.87

11.46%

第2位

5,875.44

16.23

北斗星通

電子・半導体

北方華創

半導体製造装置

7.5%

第3位

3,436.43

10.67

長川科技

半導体検査装置

7.5%

第3位

571.52

3.13

国科微

半導体回路設計

15.79%

第2位

1,764.7

9.24

11%

第2位

2,229.5

27.74

4.22%

第3位

4,270.38

13.89

兆易創新
納思達

NORフラッシュ設計
プリンターIC

出所：国信証券経済研究所、各社公告（2017年11月時点）
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半導体分野

１１．欧米韓台露加勢力の動向





近年、PCやデータサーバー向け新型メモリ半導体（3D NANDフラッシュメモリ）の需要が急増。
トップシェアを誇るSamsung Electronicsなどは能力増強に向けて製造設備投資を加速。
AppleのiPhone向け半導体を受託製造するTSMCも１兆円規模の設備投資を計画。
ファブの新設、増強に伴い、半導体製造装置産業も活況を呈している。
表17 2017年の設備投資計画上位10社
企業

投資額
億ドル

1

Samsung Electronics

125

平沢

韓

NANDフラッシュメモリ

2

Intel

120

大連

中

NANDフラッシュメモリ

3

TSMC

100

台中

台

ロジック半導体など

4

SK hynix

60

清洲

韓

NANDフラッシュメモリ

5

Micron

50

台中

台

DRAM

6

SMIC

23

上海

中

ロジック半導体など

7

UMC

20

台南

台

ロジック半導体など

8

Global Foundries

20

重慶

中

ロジック半導体など

9

東芝

19

四日市

日

NANDフラッシュメモリ

18

四日市

日

NANDフラッシュメモリ

10

San Disk

主な新設/増強計画

主要製品

出所：IC Insights（投資金額）、関連報道より作成

表18 iPhoneのCPUと製造技術、製造メーカー
製造開始

型式（CPU)

線幅

製造メーカー

製造開始

型式（CPU)

線幅

製造メーカー

2013

iPhone5s(A7)

28nm

Samsung

2016

iPhone7(A10)

16nm

TSMC

2014

iPhone6(A8)

20nm

TSMC

2017

iPhone8、X(A11)

10nm

TSMC

2015

iPhone6s(A9)

14nm,16nm

Samsung(14nm),
TSMC(16nm)

2018

iPhone11? (A12)

7nm

出所：楽天証券

TSMC,Samsung
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ロボット
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ロボット分野

１．世界のロボット市場
1-1 世界的な市場規模と将来予想：国際ロボット連盟（IFR）

 2013～2016年、中国は世界一のロボット市場。2016年は世界の販売台数の3割を占める。
 2016 年の中国の産業用ロボットの販売額34 億ドル。
➡2020年に58.9億ドルに拡大見込み。年平均増加率14.7%。
 2016年の中国の産業用ロボットの販売台数は8.7万台（前年比26％増）。
 中国のロボット密度（労働者1万人のロボット台数）は30台、独の1/10。更に需要拡大見込み。
 中国のロボット販売台数は2020年に21万台となり、世界市場の74%を占める予測。
 ただし、中国は市場規模は大きいが、技術力で外資大手と差。コアパーツ市場は外資が独占。
 現在、中国は海外ロボット大手の製品を積極導入➡産業の効率化、スマート製造強化が目的。
図2 各国の産業ロボットの販売台数（実績と予測）
図1 2016年の世界のロボット販売台数上位10ヵ国とシェア 千台（国別）
メキシコ
2.0%

1.4% 1.3%

その他の地域
16.2%

イタリア
台湾
2.6%

ドイツ
6.8%

中国

韓国

日本

米国

ドイツ 千台（世界）

250

フランス スペイン

2.2%

世界

2.0万台
米国

3.1万台 10.7%

210

200

中国

170

29.6%

世界全体29.4万台

8.7万台

13.1%

14.1%

4.1万台

3.9万台

150

115

100
50
0

出所：いずれも国際ロボット連盟（IFR）のデータより作成
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ロボット分野

2．中国のロボット市場
2-1 中国のロボット種別の市場規模：中国ロボット産業発展報告（2017 年）





2017年8 月、中国電子学会が「中国ロボット産業発展報告（2017 年）」を公表。
2017年の中国ロボット市場の規模（販売額）は62.8億ドル（予測値）になる見込み。
2012～2017年の年平均伸び率は28％（予測値）と見込まれている。
2017年のロボット種別の販売額は、
①産業用ロボット42.2億ドル（ロボット販売額全体の67.2％）
②サービスロボット13.2億ドル（同21.0％）
③特殊環境ロボット7.4億ドル（同12.0％）

図3 2017年の中国ロボット市場構成（ロボット種別販売額）
特殊環境用
ロボット
12%
サービスロボット
21.0%
13.2億ドル

●産業用ロボット

図4 中国のロボットの分類
• 工業生産・加工において自動制御により人の代わりに単調・頻繁か
つ重複的な長時間作業を行うロボット
• 例）溶接、搬送、組立、包装、塗装、切断、洗浄ロボットなど

7.4億ドル
産業用ロボット
67.2%

• ・非製造業で使用され、人に必要なサービスを提供する先進ロボット
●サービスロボット

42.2億ドル

• 例）家庭用、医療用、公共サービスロボット（農業、金融、物流、
教育など、医学分野以外でのサービスを提供）など
• ・危険な環境または特殊な作業で人間の代行をするロボット

●特殊環境ロボット

• 例）軍事用、極限作業用（原子力発電所、深海底、宇宙）、
レスキューロボットなど

注：IFRは産業用ロボットとサービスロボットの2種に分類。
出所：いずれも中国ロボット産業発展報告（2017年）
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2．中国のロボット市場
2-2 中国のロボット種別の市場予測：中国ロボット産業発展報告（2017 年）

 2020年の中国のロボット種別市場規模（販売額）を①産業用58.9億ドル（2016年の1.7倍）、
②サービスロボット29億ドル（同2.8倍）、③特殊環境ロボット12.4億ドル（同約2倍）と予測。
図6 中国のサービスロボットの販売額と前年比伸び率

図5 中国の産業用ロボットの販売額と前年比伸び率
販売額(億ドル)
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伸び％
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図7 中国の特殊環境ロボットの販売額と前年比伸び率
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出所：いずれも中国ロボット産業発展報告（2017 年）
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ロボット分野

3．中国ロボット市場のプレイヤー

3-1 グローバルプレイヤーの中国事業





産業ロボット4大大手（ABB、ファナック、安川電機、KUKA）は2000年までに中国市場に参入。
中国企業と合弁会社を設立し、ローカル化（研究開発、生産、販売）を進めている。
その他の産業ロボット大手（セイコーエプソン、川崎重工、COMAUなど）も中国に製造拠点設立。
世界最大のロボット市場・中国でのロボット事業をビジネスチャンスと見ている。
図8 産業ロボット世界4大手の中国事業

ABB（スイス）

ファナック（日本）

安川電機（日本）

KUKA（ドイツ）

1995：ABB（中国）投資設立

1992：北京機床研究所と合資
会社（北京発那科機電）設立

1996：首鋼集団と安川首鋼機
器人を北京で共同設立

2000：庫卡機器人（上海）設
立、ロボ販売開始

2005：上海にロボ生産ライン、グ
ローバルロボ研究センター設立

1997：上海電気集団と合資会
社（上海発那科機器人）設立

2015：中国家電大手・美的集団
と合弁企業2社設立。

2014：同社初の海外ロボ工場を
上海に設立

2006：グローバルロボ事業本部を
上海に設置

2002：上海工場設立

①広東安川美的工業機器人（産
業用ロボ）

2007：中国地区の売上・契約
数・従業員数が同社世界拠点トッ
プに
2010年❝In China, For China
& The World❞のローカル化戦略

出所：各社サイト、報道などより作成

2015：北京新工場落成

②広東美的安川服務機器（サー
ビスロボ）

2015：中国家電大手・美的集団
による買収計画。2017年初買収
完了。

長期経営計画「2025年ビジョ
ン」：中国でのローカル開発体制構
築、海外生産比率向上（瀋陽工
場のサーボ生産能力増強など）
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3．中国ロボット市場のプレイヤー

ロボット分野

3-2 地場ロボット専門企業


産業用ロボット：新松機器人（SIASUN）、埃斯頓（ESTUN）、埃夫特（EFORT）など
• スマート産業ロボット大手：新松機器人（SIASUN）、新時達（STEP）、雲南昆船（KSEC）、北京機科（MTD）など

サービスロボット：康力優藍（Canbot）、優必選（UBTech）、小i機器人（Xiaoi）など
特殊環境ロボット：開誠智能（中信重工）、GQY集団、新松機器人、海倫哲（HANDLER）など




表1 中国の産業ロボットのリーディングカンパニー
ロボット事業

主な導入業界

出所：各種資料より作成

企業

英文略称

本社所在地

企業概要/強み

1

新松機器人

SIASUN

遼寧・瀋陽

本体製造、システムインテグレーション

航空・宇宙、食品、タバコ、3C、サニタ
リーセラミック

中国科学院所属企業。中国ロボット産業のリーディングカンパニー。産業
用、サービス、特殊環境用など多彩な製品ラインアップ。

2

埃斯頓

ESTUN

江蘇・南京

コンポーネント、本体製造、システムインテグレーション

自動車、ダイカスト、家電、3C、酒造

自主開発技術を有し、コア部品製造を手掛ける国産ロボット大手。

3

埃夫特

EFORT

安徽・蕪湖

本体製造、システムインテグレーション

自動車、サニタリーセラミック 、金属部
品、機械加工、酒造、3C

産業ロボットとスマート製造ソリューションの大手。

4

新時達

STEP

上海

コンポーネント、本体製造、システムインテグレーション

自動車

産業ロボ（コアパーツ自主開発、フレキシブルロボ自動車生産ライン）

5

広州数控

GSK

広東・広州

コンポーネント、本体製造

家電、3C、自動車

CNCやサーボモータの開発からスタート、2006 年から産業用ロボット事
業に参入。コアコンポーネントを自主開発。

6

拓斯達

TOPSTAR

広東・東莞

本体製造、システムインテグレーション

射出成形、3C、家電、自動車、医療

スマート製造の総合サービスメーカー。6軸ロボットを自主開発。

7

博実股份

BOSHI

黒龍江・ハルビン

本体製造、システムインテグレーション

石油化学、化学工業、食品、医療

ロボット本体、コントローラを自主開発、石油化学分野での導入例が多い。

8

華中数控

HNC

湖北・武漢

コンポーネント、本体製造、システムインテグレーション

リチウム電池、物流、パッケージング

コアコンポーネントを自主開発、江蘇錦明の買収によりシステムインテグ
レーション分野に参入。

9

匯川技術

Inovance

深圳

コンポーネント

ロボット

コアコンポーネント（サーボシステム、制御システム、産業ビジョン）

10

華昌達

HCD

湖北・十堰

システムインテグレーション

自動車

FAのソリューション提供。自動車ホワイトボディ（BIW: body in
white）の顧客が多い。

11

巨星科技

GreatStar

浙江・杭州

本体製造、システムインテグレーション

物流、セキュリティ（サービス）

物流ロボットとセキュリティロボットの顧客が多い。

12

瑞松科技

RISONG

広東・広州

本体製造、システムインテグレーション

3C、自動車、エレベータ、原発

産業用ロボット（スカラロボット、溶接ロボット）、スマートロボット設備。自
動車スマート設備技術の研究開発・製造大手。

13

大富配天

特になし

安徽・蚌埠

コンポーネント、本体製造、システムインテグレーション

運搬、スタック装置、溶接、塗装

大富集団の傘下企業。ハイエンド6軸ロボットの開発・製造。

14

広州啓帆

STSail

広東・広州

本体製造、システムインテグレーション

パンチプレス、油圧、鍛造プレス

パンチプレス、油圧ストレッチ、鍛造プレスのオートメーション大手

15

蘇州緑的

Leaderdrive

江蘇・蘇州

コンポーネント

ロボット

産業用ロボに使用される精密減速機のハーモニックドライブ®自主開発。

16

固高科技

GOOGLTECH

深圳

コンポーネント

ロボット

制御系統とサーボモーターシステムのリーディングカンパニー

17

雲南昆船

KSEC

雲南・昆明

本体製造、システムインテグレーション

タバコ、自動車、エンジン、食品、医薬、
化学、国防

中船重工集団傘下。AGV分野のリーディングカンパニー。中国AGV産業
連盟副理事長企業。

18

北京機科

MTD

北京

本体製造、システムインテグレーション

環境保護、自動車、スマート製造、物
流、重機、冶金、印刷、国防

スマート製造設備（ハイエンド）・システムインテグレーション・環境保護設
備を製造する中央企業。ロボット、FA設備など。
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3．中国ロボット市場のプレイヤー

3-3 中国家電大手のロボット分野の取り組み
 産業チェーンの川下ユーザーだった家電大手がロボット開発を推進。
 ①投資・企業買収、②自主開発強化の２つの手法でロボット業界でのプレゼンスを高めている。
表2 中国家電大手によるロボット開発、スマート製造の取り組み
企業

英文略称

ロボット企業/自社工場のスマート化

企業概要/強み

1 美的集団

Media

・広東美的安川服務機器人（サービスロボット）
・広東安川美的工業機器人（産業用ロボット）

企業買収や協業によりロボット産業に参画。独KUKA
を買収、安川電機とロボット合弁会社2社設立。

2 格力集団

Gree

・智能装備産業園（湖北・武漢）
・珠海格力智能装備（広東・珠海）

2012年にロボット研究開発戦略を策定し、自主開
発に取り組む。産業ロボット、智能AGVなど。

3 海爾集団

Haier

・青島克路徳機器人（Krund）（山東）
・瀋陽の無人冷蔵庫工場（遼寧）

産業・サービスロボットの開発に注力。瀋陽の無人冷
蔵庫工場は「中国製造2025」のスマート製造の模範。

4 長虹集団

CHANG
HONG

・四川長虹智能制造技術（四川・綿陽）
・スイスABBと機器人応用聯合実験室を設立

2012年からAI、IoT分野に投資。産業用ロボット及
びサービスロボットの開発に注力。ABBと協力。

出所：各社サイト、報道より作成

●「中国製造2025」のスマート製造のシンボル的な事例
ハイアールの瀋陽・無人冷蔵庫工場（ネット工場）

☟
 スマート・インタラクティブ製造プラットフォーム（消費者、製品、ロボット、生産ラインをリアルタイム連結）
 ユーザーはハイアールのウェブサイトで冷蔵庫のカスタマイズ注文が可能
6
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3．中国ロボット市場のプレイヤー
3-4 中国インターネット大手のロボット分野への参入

 「『インターネット＋』人工知能3年行動実施方案」に“スマートロボットの研究開発と活用プロジェクト”。
 BATJなどのインターネット大手もAI Lab開設。AI＋ロボット、スマートロボット分野に注力。
図8 「『インターネット＋』人工知能3年行動実施法案」で示された“スマートロボットの研究開発・活用プロジェクト”
スマートロボットの

ロボ分野でのスマート技術の活用促進（インターネット技術、スマートセンシング、パターン識別、スマート分析、スマート制御など）

研究開発と活用
プロジェクト

ロボ製品のセンシング、インタアクティブ・コミュニケーション、コントロール、コラボレーション、ディシジョン分野の性能・スマー
ト化レベルの向上、コアコンピタンス向上。
特殊生産プロセス（労働負荷が高い、危険度が高い、高度クリーン環境下での生産など）での産業用スマートロボの
活用モデルを支援。
災害救助、テロ防止などの分野での特殊スマートロボの活用推進。
医療、リハビリ、教育、アミューズメント、家庭用サービス向けスマートロボの研究開発・活用を促進。

図9 アリババ、バイドゥ、テンセント、京東のAI+ロボット、スマートロボット関連の動き
アリババ

バイドゥ

テンセント

京東

•2016.06：浙江阿里巴巴機器人
設立（ソフトバンクと合弁）

•AIプラットフォーム開設

•AIプラットフォーム開設

•Silicon Valley AI Lab（2014）

•AI Lab（2016）

•AI分野のハイレベル人材を国内外
から相次いで招聘

•AI実験室（2016）、データ科学と
技術研究院iDST（2014）

•ロボット“小度“と中国の“脳王”王峰
氏が対戦、ロボットが勝利。サービス
ロボット、boteyeロボット視覚

•読み書きできるAIロボット

•スマートロボットプラットフォームJIMI

•AI搭載カスタマーサービスチャットボッ
ト・阿里小蜜、店小蜜
出所：各種資料より作成

•家庭用AIロボット優必選
（UBTECH）に4,000万＄出資
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4．中国のロボット産業支援策
4-1 国家ロボット産業振興策と地方政府の支援策（現状と課題）

 課題：自主開発力不足、ミドル～ローエンド製品が主、小規模企業が大半、製品品質にばらつき
 2015年以降、国家イノベーション主導型開発戦略*、ロボット産業支援策➡ロボット産業が急成長。

（上記*：中国のイノベーション主導型開発戦略：大衆起業・万人イノベーション政策、「インターネット+」、「中国制造2025」など）

 地方政府も国家政策に沿い、独自の支援策（導入補助、研究開発補助など）を相次いで出す。
 その結果➡過剰投資、重複建設、導入補助金の不正受給などの問題発生。中央政府が是正通達。
図10 中央政府のロボット産業支援策と地方政府の支援策
中央政府のロボット関連支援策

2006-2010：科技部 国家ハイテク技術研究発展計画（863計画）先進製造技術分野 2016：工信部、発改委、財政部
ロボット産業発展計画（2016-2020年）
2013： 工信部 ロボット産業の発展促進に関する指導意見
工信部 産業基盤強化事業
2015： 工信部 重要技術設備初導入に関する普及・活用指導目録（2015年第二版）

地方政府のロボット導入補助金
 人件費上昇、労働力不足に悩む東南沿海部の製造業集積地で
産業支援策・優遇政策多数（上海、広東・東莞、福建など）

地方政府のロボット研究開発・活用補助
 北京、深圳、天津、福建・泉州などでは、科学支援・研究開発事業
支援によりロボット技術開発を支援。

問題：過剰投資、重複建設、導入補助金の不正受給、政策不透明（支援対象審査基準が不透明など）

中央政府による地方支援策の規範化を促す公告・通達
2016.07：財政部「ロボット産業の補助金規範化問題に関する通知」財建〔2016〕578号
2016.12：工信部公告「産業ロボット業界規範条件」2016年 第65号
2016.12：工信部、発改委、国家認証認可監督管理委弁公室「ロボット産業の健全な発展に関する通知」
出所：各種資料より作成
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4．中国のロボット産業支援政策

4-2 国家政策：「中国製造2025重点領域技術ロードマップ」のロボット需要見通しと目標
 コア技術で米日欧に遅れているが、段階的に課題克服し、2030年までに世界トップレベル企業を育成。
 主要課題は、①コアパーツの製造能力不足による輸入依存度の高さ、②産業標準化作業の遅れ。
 2025～2030年目標：コアパーツの国産化80%超、世界トップ5社に1-2社ランクイン。
図11 「中国製造2025重点領域技術ロードマップ」のロボット需要見通しと目標

需
要
予
測

2020年

2025年

2030年

産業ロボット販売15万台、保有80万台

産業ロボット販売26万台、保有180万台

産業ロボット販売40万台、保有350万台

生産設備のデジタル化、標準化、モジュール化、
ネットワーク化のニーズが見込める

ハイレベルな決定力、高度にスマート化した生産設備に対するニーズが高まる

技術進歩や消費レベル向上に伴い、公共セキュリティ、災害救助・救援、教育・アミューズメント分野で活躍するサービスロボットのニーズが高まる
高齢化の進展により、家事、高齢者・障害者の介助・支援、リハビリ、介護ロボットのニーズが高まる

コアパーツの国産化率50％以上

国産産業ロボットの国内シェア70％以
上
コアパーツの国産化率80％以上

製品の平均無故障時間（MTBF）8万時間

製品の平均無故障時間を世界先進レベルに

国産サービスロボットの小規模生産と活用を実
現
年産1万台以上、年商100万元以上の国際競

国産サービスロボットの商業化、普及を実現

国産産業ロボットの国内シェア50％

目
標

争力ある大手を2-3社育成

世界トップ5社に1-2社をランクインさせる

速度、負荷、精度、自重比率などの主要指標を国際レベルに引き上げる

次世代ロボットのコア技術を飛躍的に躍進させる

国産サービスロボットを世界先端レベルに

次世代ロボットのサンプル機種開発、試験導入

主要技術指標を世界トップレベルに引き上げる
次世代ロボットの小規模生産と活用を実現
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4．中国のロボット産業支援政策

4-3 国家政策：「ロボット産業発展計画（2016～2020年）①
 2020年までの目標、5つのミッション、製品やコアパーツの技術開発目標を指示。
図12 2020年までの目標と5つのミッション
・自主開発した産業用ロボット年産10万台、6軸以上の産業用ロボット年産5万台以上。
1 産業規模の更なる拡大

・サービスロボット年商300億元。高齢者・身障者介助、リハビリ分野での小規模生産・導入を実現。
・国際競争力のあるリーディングカンパニーを3社以上育成。ロボット関連の産業クラスターを5ヵ所以上形成。
・産業ロボットの主要技術指標（速度、負荷、精度、重量比）で海外同種製品に肩を並べる。

2 技術レベルの向上

·平均故障間隔（MTBF）8万時間。
・サービスロボット技術（医療・ヘルスケア、家庭用、テロ防止、災害救助、科学研究）で世界レベルに近づく。
・次世代ロボット技術で飛躍的発展を遂げ、スマートロボットの革新的活用を実現。
・精密減速機、サーボモータと駆動装置、コントローラの性能、精度、信頼性を高め、海外同種製品に追い付く。

3

コアパーツの飛躍的進歩

4

システムインテグレーション ・代表的なロボット総合活用ソリューションを30以上確立、相応する基準・規範を確立。
の活用分野で実績向上 ・重点業界でロボットを大規模活用し、“ロボット密度”を150以上に引き上げ。

・6軸以上の産業ロボットを大量導入し、市場シェアを50%以上にする。

• 象徴的な重点製品の開発推進 ➡ アーク溶接ロボット、真空環境対応クリーンロボット、AGVなど
• コアパーツの生産技術の飛躍的に進歩 ➡ 高密度減速機、高性能アクチュエーター、コントローラ、センサなど
● 5つのミッション

• 産業イノベーション力の基盤強化 ➡ 共通キーテクノロジーの開発強化、産業標準化、第三者認証機関など
• ロボット活用モデルの推進 ➡ 各分野（産業用、サービス用）ごとに重点業界を提示

• リーディングカンパニーの育成 ➡ IT企業とロボット専門企業の協働、企業再編による競争力向上を奨励
出所：いずれもロボット産業発展計画（2016～2020年）
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4．中国のロボット産業支援政策

4-3 国家政策：「ロボット産業発展計画（2016～2020年）②
 ①象徴的な10製品の開発目標、②コアパーツ5分野の技術・開発目標、③産業基盤強化策を提示。
図13 象徴的な10製品の開発目標、コアパーツ5分野の技術・開発目標、産業基強化策
• アーク溶接ロボット
• 真空環境対応クリーンロボット
• 自主プログラミング・スマート産業用ロボット
• 協働ロボット（Human-Robot-

Collaboration）
● 象徴的な10製品

• 双腕ロボット

● 産業基盤強化

• 重量物搬送用高速無人車（AGV)
• 消防救助ロボット

• ロボット共通キーテクノロジー

• 手術支援ロボット

• ロボットイノベーションセンター

• スマート公共サービスロボット

• ロボット産業標準

• スマート介護ロボット

• 国家ロボット検測・評定センター

• 高精度減速機
• 高性能ロボット用サーボモータ・アクチュエーター
● コアパーツ5分野

• 高速高性能コントローラ

• センサ
• エンドエフェクタ
出所：ロボット産業発展計画（2016～2020年）
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５．地方政府の新市場創出策・市場管理政策
5-1 地方政府のロボット産業支援策






国家ロボット産業支援方針を受け、地方政府が相次いで独自支援策。
地方政府の支援策の重点は主として、①研究開発支援、②産業への導入支援の2点。
背景として、東南沿海部の製造業集積地で生産効率化、人件費対策の観点から産業ロボ導入増加。
その結果 ➡ ロボット産業園が乱立。（※スマート製造のPPT参照）
図14 地方政府のロボット支援策の例

研究開発支援

販売・購入・リース補助

技術改造補助

株式投資・利子補給

• 深圳：市レベルの実験室、企
業技術センター（最高500万
元支援）、産学連携実験室
（最高1,500万元支援）を
設立。

• 広東：①販売、購入、リースに
対する事後補助。②2016年
～認定基幹企業に販売額の
30%補助。③省内製造業が
省内ブランドロボ導入でスマート
化改造した場合、ロボ購入額の
10%を事後補助。

• 蘇州、寧波、安徽、東莞、福
建：企業が産業ロボを含むス
マート設備を導入し、技術改造
を行う場合、資金援助。

• 深圳、重慶：株式投資、融資
利子補給により製造企業の事
業を支援。

• 天津：スマートロボ科技事業
（50－200万元）

• 広州：2014年～3年間、地
場企業が同市で製造されたロボ

• 北京：キーテクノロジー掌握、
機能部品・全体設備。

• 福建・泉州：産業ロボ、コア
パーツ開発（最高200万元）

や総合設備を購入・リースした
場合、補助。

出所：賽迪研究院（工信部系）・装置産業研究所ロボット産業研究室の資料をもとに作成

• 東莞：ファイナンスリース形式に
よる技術改造補助。専用資金
を確保し、ファイナンスリース会
社や商業銀行などを支援。また、
技術改造実施企業、リース会

に対する補助も実施。

• 深圳：ロボ、ウェアラブル、ス
マート製造産業発展基金を設
立。株式投資、融資利子補給
などによる企業財政支援。
• 重慶永川区：リーディングカン
パニー育成補助。毎年重点企
業とポテンシャル企業10社に融
資利子補給。
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ロボット分野

５．地方政府の新市場創出策・市場管理政策の概要
5-2 北京のロボット産業支援政策の例
 2015.03：「中関村スマートロボット産業イノベーション発展促進に関する若干の措置」
➡大興・亦荘産業園でのロボット事業に対する優遇措置。
 2017.09：「北京市ロボット産業イノベーション発展ロードマップ」
➡2025年までの目標、支援分野、支援措置を明示。

図15 北京市ロボット産業イノベーション発展ロードマップの目標（2020年、2025年）

2017
総合目標

発
展
目
標

産
業
規
模

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
モ用
デ・
ル実
証

2020

2025

グローバル新興ロボット産業イノベーションセンターの建設
スマートロボットR&Dイノベーション拠点、産業イノベーション拠点 象徴的なイノベーション成果を多くあげる。技術や製品イノベーション
を建設。国内リーディングカンパニー1-2社、業界主力企業を
モデルの幅を広げる。主要技術指標を世界先進レベルに引き上げ。
10社育成。
スマートロボット産業の売上120-150億元達成。
スマートロボット産業の売上を600億元前後に拡大。
ロボットと最先端技術の融合を強化し、ロボット、AI、クラウドコンピューティング、ビッグデータ技術の協働イノベーションシステムを実現。
スマートロボット製品・イノベーションモデルを拡大する。
国内外のスマートロボット企業の本社、R&Dセンター及び研究
開発機関を10社誘致。技術、産業促進サービスプラットフォー
AIなど最先端分野を世界トップレベルに、スマートロボットのオペレー
ムを3-5社立ち上げる。
ションシステム及びソフトウェア分野を世界先進レベルに引き上げる。
北京市のスマートロボット創業投資額が全国の総投資額に占
める割合を20%前後に。
特殊環境ロボット、サービスロボットの活用で新展開。医療・リハビリ、セキュリティ・救助救援、教育・文化分野で象徴的なイノベーショ
ン成果をあげる。

医療・リハビリロボットの臨床モデルセンターを5-10社構築。

ロボット活用モデル拠点を幾つか設立する。

北京、天津で産業ロボット活用普及重点事業を10件実施。

出所：北京市ロボット産業イノベーション発展ロードマップ
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ロボット分野

６．新市場創出・新産業創出拠点

６ 中国の産業用ロボット製造拠点
 目下、中国のロボット製造拠点（集積地）は5地域あり、地域ごとに特色が異なる。
図16 中国のロボット製造拠点と代表企業

東北地域
ハルビン

 新松機器人（SIASUN）、
博実股份（BOSHI）

北京・天津・河北・環渤海地域
●イノベーション、先端情報技術
の集積地。統括会社所在地。

瀋陽

北京

 ファナック、安川
 北京機科（MTD）

天津

唐山

濰坊
合肥

中西部地域
●政策支援で産業振興を後押し

 埃夫特（EFORT）、華中数控
（HNC）、華昌華（HCD）、雲
南昆船（KSEC）、大富配天

武漢
重慶

蕪湖

大連

青島
南京
上海
昆山

長江デルタ地域
●ロボ需要大、外資・合弁企業
が集積、システムインテグレーショ
ン力が強み
 ABB、ファナック、KUKA
 埃斯頓（ESTUN）、新時
達（STEP）、巨星科技
（GreatStar）、蘇州緑的
（Leaderdrive）

珠江デルタ地域

長沙
東莞

広州

出所：各種資料より作成

●研究開発力に強み、AGV、
溶接ロボ、組立ロボがメイン

深圳

●ロボ導入ポテンシャル、特に制御系統の導入ポ
テンシャル大
 安川（美的集団との合弁企業）
 広州数控（GSK）、拓斯達（TOPSTAR）
、匯川技術（Inovance）、固高科技
（GOOGLTECH）、瑞松科技（RISONG）、
広州啓帆（STSail ）
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７．技術開発・標準政策

７-１ 中国ロボット産業の産業標準化
 産業標準化は中国ロボット産業の重要課題の一つ。現在、急ピッチで整備中。
 2015年6月、国家標準化管理委の下に「国家ロボット標準化総合グループ」を設立。
 2018年1月、国家スマート製造標準体系建設ガイドライン公布。ロボット関連基準も含まれる。
 中国ロボット産業の産業標準化関連の動き

2017.01：ロボット試験認証制度の構築推進に関する意見
2016.05：ロボット検測認証連盟設立
2017.07：産業ロボット業界の標準管理実施方法
2016.05：国家ロボット標準化総合グループ設立
2016.12：国家ロボット標準体制建設指南（2016年版） 2018.01：国家スマート製造標準体系建設ガイドライン
（2018年版）
図17 中国ロボット産業の標準化作業グループ（組織図）

国家標準化管理委員会
技術コンサル

事務局

国家ロボット標準化総合グループ

●上電科(北京)系統工程技術など

【プロジェクト1】
検査・認証標準
作業グループ

【プロジェクト2】
公共サービスロボット標準
作業グループ

・・・

国家ロボット標準化
専門家諮問グループ

【プロジェクトn】
戦略研究グループ

●上海電器科学研究院物聯網（IoT）応用技術研究所と共同事務所
出所：国家ロボット検測・評定センター、中国ロボット標準化白書（2017）
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７．技術開発・標準政策
７-2 中国ロボット認証（China Robot, CR認証）

 2015年初、国家ロボット検測・評定センター（NRTAC）を設立。
 「中国製造2025」に基づき、産業ロボットと周辺産業（制御、センサ、重要部品など）、サービスロボッ
ト、ロボットを活用した統合生産設備の技術レベル向上や産業振興を目的に、2016年に導入。
 独の認証機関・テュフ・ラインランド（TÜV Rheinland）と連携し、TUV認証の取得も可能。
図18 中国ロボット検測・認定センターの組織図
発改委、工信部、国標委、認監委、中国ロボット産業連盟

指導
国家ロボット検測・評定センター（本部：上海）
3支部
広州機械科学研究院

中科院重慶分院

中科院瀋陽自動化所

公共サービスプラットフォーム（第三者認証機関）：北京
工信部系の組織が設立・運営
●工信部コンピュータ・マイクロ電子発展研究センター
（中国ソフトウェア評価センター）
●北京賽迪認証センター（CCID認証）
※中国ソフトウェア評価センター傘下の組織
●独・テュフ・ラインランドと連携
組込制御系統
（TUV認証の取得も可）

図19 CR認証の範囲
CR認証

ロボット本体

コアパーツ

サービスロボ評価

産業用ロボ
導入評価

出所：「2017年中国ロボット業界発展白書」より作成
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８．技術水準・ビジネスモデル革新の状況

ロボット分野

８-１ 中国ロボット産業の技術水準
 産業ロボット：キーテクノロジーの飛躍的発展が依然として目標。政・産・学による協働推進。
 サービスロボット：スマート化のレベルを急速に向上させている。世界トップレベルに手が届くと認識。
 特殊環境ロボット：国家支援策により、研究開発レベルを世界先進レベルに引き上げ。
図20 中国ロボット産業の技術動向と技術水準
産業用ロボット：国産化を急速に促進、さらに細分化市場での活用目指す
• コアパーツの国産化（減速機、サーボ制御、サーボモーター）が進展。ロボット販売台数に占める国産ロボットの割合も上昇。ス
マート制御や活用システムの自主開発レベルも向上し続けている。
• 自動車、電子に続く活用業界を開拓予定。環境保護ニーズを背景にプラスチック、ゴム、食品業界で活用増。
サービスロボット：スマート技術・AI技術により欧米レベルに近づきつつある。スタートアップ企業が大量に出現
• AI分野での技術革新が進み、特許数で米国と肩を並べる。イノベーション型のスタートアップ企業が多数誕生。スマートロボット分
野の技術レベルの更なる引き上げを図る。

• 医療、教育、飲食分野などでのロボット活用研究が進む。新松機器人（SIASUN）は著名病院と協働し、癌治療用の手術支
援ロボットを開発。
特殊環境ロボット：一部のキーテクノロジーを確立。無人機・水中作業ロボットの製品・技術を確立、製品化。
• 中国政府がキーテクノロジーの研究開発を重点支援。
• 特殊無人機、水中作業ロボットの研究開発レベルは世界先端レベル。
出所：中国ロボット産業発展報告（2017年）
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８．技術水準・ビジネスモデル革新の状況

8-2 美的集団の海外ロボット企業とのパートナーシップ
 企業買収や協業によりロボット業界に参画。
 2015年：安川電機とロボット合弁会社2社を広東で設立（産業用、サービスロボット）。
 2017年：独KUKAを買収。主にサービスロボット分野での共同開発を行う予定。
１. KUKAとの基本合意（概要）
既存の業務戦略及び事業を支援
•KUKAの中国事業を継続展開
•ロボットを軸とした自動化事業のデジタル化
（Industry4.0）
•サービスロボット開発をKUKA事業の柱に
•Swisslogを複雑な物流自動化のソリュー
ションベンダーとする
KUKAの完全独立性、上場を維持
KUKAブランドを維持、更に普及させる
KUKAは知財権を保留、研究開発推進
KUKA本部、従業員を維持
2. 2017 年上半期のKUKAロボット業務
の売上は前年同期比34.9%増で過去最高
3. 美的集団の2017年上半期のロボットと
自動化システムの売上は136億元（営業コ
スト116億元、粗利率14.7%）

図21 美的集団とKUKAのロボット分野の協働イメージ
ＫＵＫＡ

美的集団（Media）
 多くの製品が中国の家庭に浸透
 スマートホーム分野で実績蓄積
 消費者ニーズを十分に理解

＋







病院物流
移動ツール
協働ロボット
ソフトウェア・ソリューション
医薬分野での応用

共同開発

 スマートホーム
 ビジネスサポート
 セキュリティ
 教育
 リハビリ
 医療
 高齢者介護
他分野での活用にも可能性

出所：美的集団の公式サイトの情報などをもとに作成
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９．外国企業に対する買収・提携施策の実施状況
9 最近の中国企業による外国ロボット関連企業の買収状況

 中国ロボット大手は技術開発力向上を目的に、海外ロボット関連企業の買収を精力的に進めている。
 2016年夏、中国家電大手・美的集団は独ロボット大手・KUKAと買収で合意。
 安徽・埃夫特（EFORT）は中国奇端汽車（Cherry）の設備部門からスタート
➡ 汎用・塗装ロボット、ハイエンド金属加工・自動車装備FA分野へとビジネス展開。
➡2015～2017年にイタリア、英企業を買収。
➡買収により、イタリアにスマート塗装ロボットR&Dセンター、スマートロボット応用センターを有している。
表3 2017年の中国の主要ロボット企業による海外M&A事例
中国企業（buy）

外国企業（sell）

国/地域

被買収企業の主要業務

買収金額/株式取得
2016年に買収合意。TOBにより美
的傘下に。株式の94.55%取得。
45億ユーロ（約5200億円）

2017.01

美的集団
（Media）

KUKA

独

産業用ロボット、FA世界大手。
サービスロボット（協働型ロボッ
ト）の開発も手がける。

2017.02

埃夫特
（EFORT）

Trio Motion
Technology

英

モーションコントローラー (運動
制御装置)

1,550万ポンド（全株取得）

2017.02

美的集団
（Media）

Servotronix

イスラエル

モーションコントローラー (運動
制御装置)

株式の50%以上取得

2017.04

埃夫特
（EFORT）

Barrett
Technology

米

高性能ケーブル駆動型マニピュ
レーター、マルチフィンガーロボッ
トハンド

900万ドル（株式の30%取得）

2017.06

埃夫特
（EFORT）

ROBOX

イタリア

モーションコントローラー (運動
制御装置)

不明

2017.06

東方精工
（段ボール製造機）

Fosber

イタリア

コルゲータラインメーカー

3,313.52万ユーロ（子会社、株
式40%取得し完全子会社化）

出所：各種資料より作成
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スマート製造
（地方政府の支援政策）

1

スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省深圳市(1)
•

•
•

深圳市は戦略的新興産業・未来産業発展専門資金（直接助成類）を設けてロボット・スマート製造も含む戦略的新
興産業を支援。
ロボット・スマート製造への助成は「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」「産業サービス体系支援計
画」「国家・省助成事業連携計画」の3つの枠組みで展開
先端技術、共通技術、基礎研究、産業化、産学研協同に重点。

「深圳市戦略的新興産業・未来産業発展専門資金（直接助成類）」所定のロボット・スマート製造関連補助金
助成計画・事業の名称
助成事業所管機関
通達時期

2017年戦略的新興産業・未来産業発展専門資金（直接助成類）
深圳市経済貿易情報化委員会・発展改革委員会
2017年3月

「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」

ロボット・スマート装備も対象に含まれ
る専門資金の助成計画の枠組みと助
成指針及び助成基準

「産業サービス体系支援計画」

「国家・省助成事業連携計画」

「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」の重
点支援対象
ロボット・スマート装備の重点助成対象

「産業サービス体系支援計画」の重点支援対象
「国家・省助成事業連携計画」の重点支援対象

●重点支援対象：産業チェーンとイノベーションチェーンの重要なニーズとキープロセス、先端基礎研究、
産業共通技術の研究開発及び産業化応用実証を重点支援。産学研及びユーザーの質の高いリソース
のインテグレーションを促進。
●補助金基準及び方式：総投資額の20％以下を事前助成。年間助成額は最高1,500万元。助成期間は
一般に3年以下。助成金は実施方案の年度検査評価状況に基づき分割給付。
●重点支援対象：共通技術の研究開発、公共交易、科学技術情報、検査・計測、人材育成、宣伝、応
用実証、信頼性構築、統計分析、意思決定コンサルティング、特許と標準制定、工業団地関連、公共技
術プラットフォーム、公共サービスプラットフォーム、公共サービスパークの創出、産業サービス体系の構
築。
●補助金基準及び方式：1件当たりの事業の最高助成額は300万元。総合評価審査結果に基づき分割
●重点支援対象：深圳市の戦略的新興産業及び未来産業分野で国又は省から専門事業として助成を
受けている事業。
●補助金基準及び方式：国及び広東省の助成金の一定比率を事後交付。補助金は国及び省の補助金
の50％以下、1件当たりの事業の補助金は最高500万元。
①中核部品…高精度運動制御技術、モジュール化及び組み込み式制御システム設計技術、高信頼リ
アルタイム通信ネットワーク技術、特殊・精密製造技術、複雑設備システムシミュレーション、マイクロ
モーターセンサー、高性能サーボモーター、高精度減速機
②ロボッ ト…中核部品、ロボット本体、システムインテグレーション、末端応用等のキーテクノロジー、ス
マート化・多機能化溶接、重量物搬送、フレキシブルアセンブリ等の産業用ロボット、ハイエンド医療ロ
ボット、発電所検査保守ロボット、災害救助ロボット、海底作業ロボット、自動運転システム等の特殊ロ
ボット
③スマート製造設備…電子、新エネルギー、新材料、航空・宇宙、海洋など新興製造業の需要に対
応。視覚計測、視覚測位、高精度運動制御等のキーテクノロジー、スマート電子総合製造設備、自動化
物流設備、スマート成形及び3Dプリンタ設備。生産過程のデジタル化、フレキシブル化、スマート化を推
進。
ロボット、ウェアラブル設備及びスマート産業分野で産業発展の促進を目的として展開する公共性産業
サービス業務。ロボットリースサービス、公共研究サービス、創新・創業サービス、産業化サービス、成
果産業化サービス、技術交流サービス、リソース・データシェアリングサービス、製品普及サービス、工業
団地関連サービス、コンサルティング、統計分析、人材育成、深圳市で開催するハイレベルの展示会。
ロボット、ウェアラブル設備及びスマート産業分野の国及び省関連事業に協調支援

出所：深圳市HP・深圳自動化協会
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省深圳市(2)
•
•

「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」申請事業の審査では、研究能力、経営能力、
産学研協同の度合い、先進性、応用価値を重視。FSの提出は必須。
自己資金力、資金調達能力、資金管理能力も問われる。
「2017年戦略的新興産業・未来産業発展専門資金申請ガイドライン」所定の補助金申請資格と申請資料

助成計画・事業関連規定の名称

補助金申請資格（各産業共通）

補助金申請に要する資格証明等の資
料（各産業共通）

2017年戦略的新興産業・未来産業発展専門資金（直接助成類）申請ガイドライン
①深圳市に登記する企業、深圳汕頭特別協力区に投資する企業、深圳市に登記する事業機関、産業協会、社会組織。事業は深
圳市又は深圳汕頭特別協力区で実施する。
②直近3年内に重大な法規違反行為がないこと。
③生産高、営業収入等の経営データが市統計部門に提出したデータと一致していること。市統計部門が誤差超過を認定した場合
各計画事業共通の基本申請資格
は申請資格を撤回。誤差が度重なる「非信用企業」は3年間申請できない。
④検収手続きの期限切れや検収不合格でない事業。
⑤申請事業は申請関連ガイドラインに適合。国及び申請市のエネルギー、環境保護、安全等の要件に適合。事業計画案が合理
的、実行可能で経済・社会収益性を備える。事業の用地、環境アセスメント、計画など所要の許認可を取得。
⑥事業所要の資金、人員、用地、設備等の主要条件を確保している。
①協力機関は原則として2社以上。イノベーションチェーンと産業チェーンの産学研及びユーザーの各プロセスに跨ること。実施期
間は3年以上、総投資額1億元以上。
②高い研究又は経営能力と未来産業の開発、生産及びサービスの運営管理を規範的に行っている企業・事業機関。
③事業責任主体は高い学術レベル又は研究能力、組織協調能力及びイノベーション開拓意識を備えること。
④筆頭機関は各協力機関と共同申請協力協定又は契約を結ぶ。協力モデル、作業分担、資金配分、成果の帰属等の権限と責
「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」事業 任を明確に規定。
申請資格
⑤実施計画案で採用する独自技術成果は先進性と普及応用価値を具備。公的機関の認証又は技術検査報告等の証明資料及
び所要の認証及び生産許可を有する。
⑥事業投資計画において、固定資産要旨は総投資額の30％以上、委託開発費は自主研究開発費の60％以下、固定資産投資
に充てる政府助成金の比率は助成総額の30％以下、研究開発要員の人件費の比率は20％以下、委託開発費の比率は30％以
下。
⑦サブ事業の建設資金は調達済み。自己資金と銀行借入金の合計が事業投資額を上回る。
創立から1年以上、総投資額に占める政府助成金の比率は70％以下、自己資金は総投資額の30％以上、従業員20人以上、うち
「産業サービス体系支援計画」事業申請資格
中級以上のエンジニア3人以上（次世代IT産業の場合/ロボット・スマート製造に関しては特段の規定なし）
「国家・省助成事業連携計画」事業申請資格
国又は省から関連分野の事業への助成を獲得済み。
事業化可能性調査報告
税務当局からの前年度の納税完了証明書
各計画共通の基本申請資料
会計士事務所が審査した前年度の財務報告又は財務決算表。
銀行が発行する自己資金預金証明、融資承諾書又は押印済みの融資契約書。自己資金＋銀行融資は事業総投資額を上回るこ
と。
主導機関と各協力機関の共同申請協力契約
経費支出予算表
「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合専門支援計画」事業
技術ソース及び技術先進性関連証明文書（論文、特許、ソフトウェア著作権など）
申請資料
過去3年間の経費支出監査報告
過去3年間で受注した国、省、市の関連計画事業の証明資料
「産業サービス体系支援計画」事業申請資料
関連資格の証明資料、知的財産権証書、検査報告、受賞証明書、国と省の関連事業承認文書、協力協定等
国又は省の事業を申請した際のFS
「国家・省助成事業連携計画」事業申請資料
国又は省の事業通達文書、任務書又は契約書、予算・経費計上の証憑又は関連証明書

出所：深圳市HP・深圳自動化協会
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省深圳市(3)
•

•

2016年第1期～2017年第4期（合計10期）のロボット・スマート製造関連の戦略的新興産業・未来産業発展専門
資金助成対象事業は合計30件、助成総額は12億3,867万元（約204億円）
「イノベーションチェーン＋産業チェーン融合」の趣旨に基づき、企業・大学のR&D・産業化・産学研プラットフォームに重点。
「戦略的新興産業・未来産業発展専門資金」のロボット・スマート製造・ウェアラブル関連の助成事業
助成計画期

2016年第1期

2016年第2期

2016年第3期

2016年第4期
2016年第5期
2016年第6期

2017年第1期

助成対象企業・機関
深圳大宇精雕科技有限公司
深圳順連電子股份有限公司
中広核研究院有限公司
深圳市瑞凌実業股份有限公司
深圳怡豊自動化科技有限公司
深圳万訊自控股份有限公司
深圳市冠旭電子股份有限公司
深圳市優必選科技有限公司
深圳市匯川技術股份有限公司
大族激光科技産業集団股份有限公司
深圳控石智能系統有限公司
深圳市潤天智数字設備股份有限公司
深圳市摩控自動化設備有限公司
大族激光科技産業集団股份有限公司
香港中文大学（深圳）
清華大学深圳研究生院
―
深圳市聯得自動化装備股份有限公司
深圳怡豊自動化科技有限公司
深圳市動力飛揚自動化設備有限公司
深圳市三諾数字科技有限公司
研祥智能科技股份有限公司

2017年第2期

2017年第3期
2017年第4期

深圳創維-RGB電子有限公司
深圳職業技術学院
深圳市祈飛科技有限公司
深圳光韵達光電科技股份有限公司
深圳大宇精雕科技有限公司
深圳市摩爾環宇通信技術有限公司
深圳市宇馳検測技術股份有限公司
深圳創維-RGB電子有限公司
ハルビン工業大学深圳研究生院
―

助成対象事業
C型2.5Dガラススマートエングレーバーの研究開発及び産業化
新型ウェアラブル製品のキーパーツ―無線充電コイルの産業化
深圳原子力発電所作業ロボットキーテクノロジー工程実験室
深圳スマート溶接キーテクノロジー実験室
深圳物流運輸用無人運転キーテクノロジー工程実験室
深圳ハイエンド数値制御及び3Dビジョンシステムインテグレーション技術工程実験室
深圳分解可能ウェアラブル設備補助治療技術工程実験室
深圳ヒト型サービスロボットキーテクノロジー実験室
深圳産業用ロボット運動制御技術工程実験室
深圳産業用ロボット精密伝動技術工程実験室
産業用ロボットの研究開発及び産業化
スマート化デジタル紡績プリント設備生産基地事業
スマート式バルブ測位器技術の深化及び産業化事業
深圳数値制御レーザー加工技術工程実験室高度化（カテゴリーは次世代IT）
ロボット学科の新設
スマート製造学科の新設
―
深圳市AMOLED及びフレキシブルディスプレイモジュール製造重要技術工程実験室の開設
AGVスマートカー搬送ロボット産業化事業
パッケージングに応用するスマート生産システムの設計及び産業化
スマート健康管理ウェアラブル製品産業化事業
工業制御ネットワークとスマート設備開発技術国家地方聯合工程実験室（深圳）事業（カテゴ
リーは次世代IT）
VRディスプレイ技術工程実験室
工業IoT異種ネットワーク制御技術工程実験室
ツインアームコラボロボットスマート化技術工程実験室
スマートレーザー精密製造技術工程実験室
深圳スマートエングレーバー重要技術工程実験室
深圳ウェアラブル設備RF・データ相互通信検査技術公共サービスプラットフォーム
深圳市環境モニタリング計測装置検査公共技術サービスプラットフォーム
独自ブランド産業用ロボットのカラーテレビ産業への実証応用
スマートロボット学科の新設
―

助成期間
2016～2019年
2016～2018年
2016～2018年
2016～2019年
2016～2019年
2016～2019年
2016～2018年
2016～2019年
2016～2019年
2016～2019年
2016～2018年
2015～2018年
―
2016～2019年
2016～2019年
2016～2019年
―
2016～2018年
2016～2018年
2016～2018年
2016～2019年

助成額(万元）
32,000
10,000
2,100
3,156
1,000
2,300
3,000
2,500
3,512
1,500
5,049
10,000
1,500
1,450
1,000
1,000
―
1,335
4,300
1,000
11,000

助成方式
利息補助
利息補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
株式投資支援
株式投資支援
株式投資支援
直接補助
直接補助
直接補助
―
直接補助
利息補助
株式投資支援
利息補助

2016～2018年

3,000

直接補助

2017～2019年
2017～2019年
2017～2019年
2017～2019年
2017～2019年
2017～2019年
2017～2019年
2017～2018年
2017～2020年
―

3,000
1,100
2,500
2,000
1,400
1,565
1,500
8,100
1,000
―

直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
直接補助
―

出所：深圳市HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省東莞市 (1)
•
•

東莞市企業「機器換人」推進行動計画において自動化生産設備を応用する企業を主な対象として助成。
東莞市の企業が生産した設備を応用する場合は奨励金の上乗せするなどの形でスマート設備製造企業を間接支援
東莞市企業「機器換人」推進行動計画におけるスマート製造関連の助成事業

助成基金の概要

東莞市企業「機器換人」推進行動計画（2014～2016年）
東莞市「機器換人」専門基金管理弁法
「科技東莞」プロジェクトの専門基金として2014年以降、年間2億元を配分。

計画及び助成事業の目的

先進自動化生産設備を活用する技術の改造と高度化、企業生産の人的労働量の減少、工程の最適化、生産性と歩留まりの向上、企業発展の質とレベルの向上。

助成事業所管機関

市経済情報化局が予算案の提出、申請事業の受理、事業検収、事業の実施状況に対する監督と検査、業績評価等を担当。
助成対象
助成対象の詳細
電子、機械、食品、紡績、アパレル、家具、製靴、化学、物流など労働強度が大きく危険を伴う業種、特に労働集約型
①「機器換人」応用事業
企業。
企業の「機器換人」を改造プランの策定、設備調達、設備リース、技術サポート、金融サービス、人材訓練等の面から
②「機器換人」第三者サービス機関
サポートするサービス機関。

関連計画・事業の名称

助成対象と助成内容

③「機器換人」産業公共サービスプラットフォーム

企業の「機器換人」実施のための公共サービスプラットフォーム。生産と需要のマッチング、技術交流、業務研修など。

④「機器換人」重大プロジェクト
助成方式
事後奨励金

市政府がケースバイケースで決定。

財政補助金と融資の連動
①「機器換人」応用事業の助成方式と
助成基準

助成基準
「機器換人」応用事業の竣工検収後に設備・技術投資総額の10％を奨励金として交付。奨励金は最高200万元以下。
「機器換人」応用事業を「東莞市財政投入方式の革新と科技・金融産業融合促進工作方案」実験に指定。市経済情報
化局が事業を銀行に推薦し、銀行は企業審査を行った上で事業資金の最低1：1の割合で融資を供与。最高融資額は
事業投資額を超えない。市財政から事業の設備・技術投資総額の12％を助成。1件当たりの助成額は最高250万元。
市財政から実際の金利に応じて利息補助を供与。最高利息補助額は事業資金額を超えず、最長2年まで。事業化助
成額から利息補助金を差し引いた残りを企業への奨励金とする。

企業の「機器換人」応用事業を目的として行う設備リース、分割購入に対し市財政から実際の支払利息に応じて利息
補助金を交付。利息補助期間は最高2年。事業1件当たりの補助金は設備・技術投資総額の12％以下、助成額は最
高250万元。
「予算・融資連動」以外で企業が銀行融資を受けて設備を購入し「機器換人」応用事業をい実施する場合、利息補助。
利息補助
利息補助期間は最長2年、事業1件当たりの補助金は設備・技術投資総額の12％以下、助成額は最高250万元。
●地元で生産した「機器換人」応用事業設備を購入する場合、東莞製設備の助成基準を設備・技術投資総額の15％に引き上げ。東莞製設備の投資額が設備・技術投資総
額の50％以上の事業については1件当たりの奨励金を最高300万元に引き上げ。
●「機器換人」重点実証普及応用事業に指定された事業は1件当たりの奨励金を最高400万元に引き上げ。うち東莞製設備を使用する事業（東莞製設備投資額が設備・技術
投資総額の50％以上）については1件当たりの奨励金を最高500万元に引き上げ。
設備リース補助金

東莞製設備を利用する「機器換人」応
用事業に対する優遇
②第三者サービス機関に対する助成
方式と助成基準

●東莞市企業の「機器換人」事業に改造プラン、技術サポート、金融サービス、人材研修等のサービスを提供する第三者サービス機関に「機器換人」事業1件当たり5万元の
奨励金を給付する。第三者サービス機関1社に対する奨励金は最高100万元とする。

③公共サービスプラットフォームに対す ●「機器換人」公共サービスプラットフォームの建設に対し実際の投資額の25％の補助金を交付。プラットフォーム1件当たりの補助金は最高500万元。公共サービス事業につ
いては実際の投資額又は経費の50％を補助。1件当たりの補助金は20万元まで。
る助成方式と助成基準
④「機器換人」重大プロジェクトに対す
●東莞市政府がケースバイケースで決定。
る助成方式と助成基準
①東莞市で工商登記、税務登記している独立法人で健全な財務管理制度を確立している。
補助金申請条件
②企業創立から1年以上、事業の設備・技術投資100万元以上。

出所：東莞市HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省東莞市 (2)
•

•

東莞市「機器換人」専門資金助成計画（2016年度第1期）の助成事業は46件。主に紡績、印刷、プラスチック、金属加工、
機械など従来型・労働集約型産業における生産ラインの自動化改造事業が対象。
精密小型モーターで世界シェアNo1の日本電産系の日本電産（東莞）有限公司並びに日本電産精密馬達科技（東莞）有
限公司及び日発電子科技（東莞）有限公司（日本発条と香港新科実業の合弁）の日系企業3社も助成対象。
東莞市「機器換人」専門資金助成計画（2016年度第1期）助成事業一覧
番号
1

広東盈精密技術术有限公司

企業の名称

2

東莞市瑞必達科技股份有限公司

3
4
5

東莞超盈紡績有限公司
日本電産（東莞）有限公司
東莞市五株電子科技有限公司

6

東莞市天強鞋材有限公司

7

東莞美馳図実業有限公司

事業の名称
番号
企業の名称
スマートフォン高精度構造外観部品加工の自動化
24 日発電子科技（東莞）有限公司
グレードアップ改造
ウィンドーガラス自動化強化・自動化加工成形事
25 東莞市洋海実業有限公司
業
ハイエンドニット化繊生地生産ライン技術改造
26 東莞市叡創包装製品有限公司
精密モーター生産自動化技術改造事業
27 東莞市中栄印刷有限公司
多層プリント基板生産ライン自動化改造事業
28 安姆科国際容器（広東）有限公司
維布絡安舍（広東）日用品有限公
PU生産ライン自動化グレードアップ改造
29
司
電動トイカー生産ライン自動化改造事業
30 東莞市鐳源電子科技有限公司

8

東莞市杰之洋塑膠実業有限公司

携帯端末保護カバー生産ライン技術改造

31

9

東莞万徳電子製品有限公司

自動車製品の生産と検査の自動化更新改造事業

32

10

東莞市彩源印刷包装有限公司

33

11

天弘（東莞）科技有限公司

12

東莞市建臻精密金属有限公司

13

東莞市南風塑料管材有限公司

14

東莞裕嘉電子科技有限公司

15

東莞市民興電纜有限公司

16

東莞市振華塑膠有限公司

包装印刷製品生産の自動化技術改造事業
表面実装(SMT)設備自動化生産ラインのグレード
アップ改造
スマートフォン金属フレーム自動化生産ライン技術
改造
スチールメッシュフレームプラスチック複合管生産
ラインのグレードアップ改造事業
表面実装(SMT)生産ライン技術改造
フレキシブル無機鉱物質絶縁隔離型防火ケーブ
ル生産工程の改造
プラスチック・ゴム製品の一次プラスチックパッケー
ジと組立成形グレードアップ改造

17

広東高義包装印刷有限公司

18

34
35

事業の名称
ハードディスクアクセスアーム自動化生産ラインの
改造
金属部品加工生産ライン自動化グレードアップ改
造
紙製手提げ袋生産自動化技術改造事業
印刷製品生産ライン自動化グレードアップ改造
印刷包装技術のグレードアップ
缶詰自動化生産ライン応用事業

レーザー加工基板工場の精密自動化改善事業
マウス、キーボード生産ライン設備のグレードアッ
東莞市銘冠電子科技有限公司
プ改造事業
日本電産精密馬達科技（東莞）有 スマートフォンマイクロ振動モーター生産ライン自
限公司
動化改造事業
東莞市奥翔塑膠科技有限公司
メッキ除去レーザー彫刻新工程技術応用事業
東莞市台精公鶏精密金属製品有限
精密金属加工生産ライングレードアップ改造
公司
高精度射出成形用金型及びプラスチック・ゴム製
東莞市竣邦塑膠模具有限公司
品生産ライン技術改造事業

36

東莞達成金属製品有限公司

全自動ストリップニッケルメッキライン応用事業

37

東莞市鴻運電子有限公司

プリント基板生産ライン技術改造事業

38

東莞市鋭勝印刷有限公司

印刷製品生産ライン技術改造事業

39

東莞志盛毛績有限公司

セーターニット生産ラインスマート化技術改造事業

ハイエンド印刷品自動化グレードアップ改造

40

東莞市凱中精密機械有限公司

東莞厨博士家居有限公司

家具生産ラインの自動化改造事業

41

東莞市沃徳精密機械有限公司

19

東莞強韌機械鋳造有限公司

サンドモールド鋳造自動化改造グレードアップ事
業

42

東莞市拓晟激光科技有限公司

20

東莞達芸家私有限公司

木製家具生産ライン自動化技術改造

43

東莞藍創捷特佳電子有限公司

21

永発印務（東莞）有限公司

スマート化高速七色包装印刷生産ライン応用

44

東莞市巨豊五金塑膠有限公司

22
23

東莞市三創切削工具有限公司
東莞市湖人刀具科技有限公司

精密カッター加工自動化改造グレードアップ事業
カッター加工自動化改造グレードアップ事業

45
46

東莞永嘉盛針績有限公司
東莞利来遠東針績有限公司

精密数値制御加工センターの生産ライン技術改造
事業
自動化設備及び冶具部品生産ライン技術改造事
業
メッキレーザー切断・湾曲加工工程自動化技術改
造
表面コンポーネント自動パッチ生産ライングレード
アップ改造
射出成形生産ライン自動化グレードアップ改造事
業
セーターニット生産ラインスマート化技術改造事業
セーターニット生産ラインスマート化技術改造事業

出所：東莞市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省東莞市 (3)
•
•
•

•

東莞市政府は「機器換人」専門資金を年間2億元配分。2015年度の助成事業の総投資額は70億元。
東莞市は2015年度助成事業の成果を強調。市全体の工業技術改造投資実行額は前年比85％増。工業固定資産
投資の伸びに対する寄与度は26.8ポイント。
人的労働量の減少は「機器換人」の主要目的の1つ。生産ラインの自動化等によって人員を46,000人削減。労働生産
性を1.66倍に。歩留まりは5ポイント以上上昇。省エネルギーでも成果。エネルギー強度6％引き下げ。
「機器換人」事業では財政補助だけでなく、国家開発銀行と協力して、支援事業の設備投資に対して融資支援も展開。
東莞市「機器換人」専門資金助成計画2015年度事業の成果
項目
市全体の工業技術改造投資実行額への波及
助成事業総投資額
工業固定資産投資に対する寄与
人員削減
新規設備導入
製品平均歩留まり
製品の単位当たりコスト
労働生産性
新製品
新技術
各種特許
販売収入の増加
純利益の増加
税収の増加
省エネルギー
エネルギー強度

技術・経済面の成果
231.2億元、前年比85.6％増
70億300万元、うち東莞製設備投資12億6,600万元。
寄与度26.8ポイント
人員を約46,600人削減
29,349台（組）
92.04％から5.19ポイント上昇して97.23％に
11.05％引き下げ
1.66倍に上昇
2,677種
994件
1,966件
447.61億元
26.18億元
15.32億元
61.24万tce(標準炭換算トン）節減
単位GDP当たりエネルギー消費を6％引き下げ

東莞市「機器換人」助成事業に対する融資支援
 東莞市は国家開発銀行と融資戦略協力協定に調印。
 東莞市「機器換人」事業の機械設備投資の80％を国家開発銀行が融資、残りの20％は融資
リース公司が負担。企業は頭金なしで設備の購入が可能。
出所：東莞市HP

7

スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省東莞市 (4)
•
•
•

東莞市は2017年、「スマート製造フルエコチェーン創出工作方案」と「スマート製造フルエコチェーン創出財政資金援助実施細則」を制定し、
スマート製造エコシステムの構築に向け、関連事業に財政資金援助。
助成対象事業は、①自動化改造事業、②スマート化改造事業、③スマート製造実証事業、④スマート製造システムソリューションベン、⑤ス
マート製造診断サービス、⑥初期重点技術設備事業、⑦スマート製造公共サービスプラットフォーム、⑧スマート製造公共サービス事業の9種。
東莞市製の設備を使用する事業に対しては助成金を増額。
「東莞市スマート製造フルエコチェーン創出財政資金援助実施細則」における助成政策 (1)
関連計画・事業の名称

新要素の配置とスマート製造フルエコチェーン創出工作方案 (2017年2月）
東莞市スマート製造フルエコチェーン創出財政資金援助実施細則（試行）（2017年7月）
助成対象事業の区分

工業企業が自動化生産設備を利用する「機器換人」技術改良と高度化。企業の産業用ロボット等の先進スマート設備購入を重点支援。

②スマート化改造事業

④スマート製造システムソリューションベンダー
⑤スマート製造診断サービス

スマート設備とシステム、IoT、ビッグデータなどを応用する情報化、デジタルか、ネットワーク化等のスマート化改造。
スマートファクトリー、工場内部の通信ネットワークなど企業のデジタル化、設備のスマート化、工程の高度化。国産スマート設備と制御システムを採用する実証事
業を重点支援。
スマート製造に総合ソリューションを提供し事業建設を指導し、参加する機関。
製造企業のスマート製造の分析と診断、改造プランの高度化。

⑥初期重点技術設備事業

先進設備製造企業が独自開発又は製造の現地化を行った製品で東莞市初期重点技術設備の認定を受けて市場で普及を進める事業。

③スマート製造実証事業
助成対象の範囲

⑦スマート製造公共サービスプラットフォーム
⑧スマート製造公共サービス事業
助成対象事業の区分
①自動化改造事業

②スマート化改造事業
③スマート製造実証事業

助成方式と助成基準

助成対象の詳細

①自動化改造事業

東莞市の工業企業の自動化、スマート化に技術研究開発、システムインテグレーション、試験検査、人材研修、情報化サービス等を提供する公共サービスプラッ
トフォーム。
東莞市の工業企業の自動化、スマート化の実施のために、宣伝、生産者と需要家のマッチング、技術交流、専門職業訓練等を展開する公共サービス事業（活
動）。産業協会がスマート製造関連機関と共同で行うスマート製造専門技術や人材の共通ニーズや解決を要すプロセスを対象とする専門技術訓練サービスに重
点。
助成方式と助成基準
事業の設備・技術の総投資額の10％を助成。1件当たり最高200万元。
東莞市製設備を購入する自動化改造事業は当該設備の投資額の15％助成。東莞市製設備投資額が総投資額の50％以上の場合。最高助成額を300万元に。
東莞市製ロボットを購入する自動化改造事業は当該ロボットの投資額の25％助成。東莞市製ロボット投資額が総投資額の50％以上の場合、最高助成額を500万
元に。
設備・技術の総投資額の20％を助成。1件当たり最高400万元。
東莞市製ロボットを購入するスマート化改造事業は当該ロボットの投資額の25％助成。東莞市製ロボット投資額が総投資額の50％以上の場合、最高助成額を
600万元に。
事業の竣工後に設備・技術の総投資額の30％を助成。1件当たり最高800万元。
国産スマート設備及び制御システムソフトウェアを採用する事業は1件当たり最高1,000万元。

④スマート製造システムソリューションベンダー

スマート製造システムソリューションベンダーが東莞市の企業にサービスを提供する場合、設備・技術総投資額の15％を企業に助成、5％をソリューションベンダー
に助成。スマート製造実証事業に認定された事業については、設備・技術総投資額の22％を企業に助成、8％をソリューションベンダーに助成。

⑤スマート製造診断サービス

東莞市の企業にスマート製造診断サービスを提供し、総合評価にパスしたサービス事業に対し、総合評価得点に応じて5万元、8万元、10万元の財政補助金。

⑥初期重点技術設備事業（普及奨励金）

東莞市初期重点技術設備事業の認定を受けた製品に対し販売額の10％の奨励金。1社当たりの奨励金は3種類の製品まで、製品販売量は100台まで、奨励金
は最高500万元。
東莞市初期重点技術設備重要基礎部品又はコアパーツについては、製品販売額の10％の奨励金。数量制限はなく、年間奨励額は最高300万元。
産業用ロボットの東莞市初期設備の奨励金は販売額の15％、製品数量は100台以下、年間奨励額は最高800万元。
コア・キーテクノロジーを備え重大な戦略・実証普及の意義を有するハイエンド重点初期設備は1台当たりの奨励金を販売額の20％に引き上げ。製品総量は100
台以下、年間奨励額は最高1,000万元。

⑥初期重点技術設備事業（保険補助金）

東莞市初期重点技術設備に認定され、中央政府財政から保険補助金を受けていない場合、保険料率3％以下、年間保険料の50％を補助。1社当たりの最高補
助金額は100万元、補助金給付期間は原則として3年以下。

⑦スマート製造公共サービスプラットフォーム

スマート製造公共サービスプラットフォームに認定された事業に対し、竣工後に総投資額の25％を助成。1件当たりの最高助成額は300万元。

⑧スマート製造公共サービス

条件に適合するスマート製造公共サービス事業に対し、活動の規模、テーマ、組織効果、企業評価等の総合評価を行い、10万元、8万元、5万元、3万元の5等級
の定額補助。

出所：東莞市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省東莞市 (5)
•
•
•

スマート設備の初期重点技術設備事業には奨励金と保険補助金を給付。
各事業区分の助成申請事業の審査においては、特に企業の財務状況や使用するスマート設備の内容、指標、契約内容を重視。
2017年度の助成金申請は2017年8月～2018年1月末までオンラインで受理（2017年度東莞市自動化・スマート化改造事業財政助
成金申請に関する通達）。

「東莞市スマート製造フルエコチェーン創出財政資金援助実施細則」おける助成政策 (2)
申請する事業の区分
各事業共通の申請資格

申請資格

①自動化改造事業・②スマート化改造事業・③スマート製
造実証事業
④スマート製造システムソリューションベンダー
⑤スマート製造診断サービス

申請資格
東莞市で工商・税務登記を行っている独立法人で健全な財務管理制度を備える（スマート製造システムソリューションベンダーとスマート製造サービス機関を除
く）。
東莞市の財政補助金関連通達の制限条項に違反していない。
設備・技術投資500万元以上。
特に規定なし。
専門サービス組織と業務展開能力を備える。

⑥初期重点技術設備事業

製品が工業情報化部と広東省の初期重大技術設備応用普及推進リストの範囲に含まれ、革新性、明確な知的財産権及び独自ブランドを備えていること。

⑦スマート製造公共サービスプラットフォーム

建設投資500万元以上。

申請する事業の区分

申請時の提出資料

①自動化改造事業・②スマート化改造事業

資金申請表・申請報告。企業営業ライセンス、税務登記証、組織機関コード、前年度の財務会計監査報告（税務監査報告）又は財務諸表、直近1ヵ月の会計諸表
（資産負債表・損益表・現金出納表含む）、事業の設備・技術投資明細表及び契約書、伝票及び銀行支払証憑のコピー、企業の「減員・効率向上・品質向上・安
全確保」又はスマート化改造関連評価指標の所要の資料。各設備の写真及び各設備のプレートの写真。
直近1ヵ月の固定資産投資事業状況、スマート化改造の技術プラン、事業建設機関とスマート製造システムソリューションベンダーの技術サービス契約、伝票又
は銀行支払証憑のコピー、申請機関の提出資料の真実性、整合性、有効性及び履行責任を負う旨の誓約書、年度申請ガイドラインが提供を義務付けるその他の
資料。

③スマート製造実証事業

資金申請表・申請報告（具体的な様式と内容は年度事業申請ガイドラインに準拠）、企業営業ライセンス、税務登記証、組織機関コード、事業の技術プランと実施
計画案。関連設備・計測装置、技術、ソフトウェアの購入リスト及びブランド・サプライヤー、発効済みのシステムインテグレーション契約書及び設備購入契約書、
企業特許、その他の関連証明資料。

④スマート製造システムソリューションベンダー

関連資料はスマート化改造事業、スマート製造実証事業の申請時に合わせて提出し、スマート製造システムソリューションベンダーが別途申請資料を提出する必
要はない。

⑤スマート製造診断サービス

スマート製造専門サービスリソースプール登録申請表
営業ライセンス又は登記証書
スマート製造サービスの状況説明書（企業・機関の概況、専門技術グループの構成、スマート製造サービス分野、特徴及び専門分野、スマート製造診断サービス
の関連内容、企業が提供したシステムソリューション、専門診断、計画、実施方案等の典型事例

⑥初期重点技術設備事業（共通）

東莞市初期重点技術設備認定申請表、知的財産権権益状況及びブランド状況の証明文書のコピー、技術の譲渡・ライセンス・協力生産・共同開発の契約書又は
協議書のコピー。法定検査機関が発行した製品検査報告のコピー。特殊産業製品については特殊産業生産許可証、強制製品認証証書等のコピー、申請する製
品の写真。

⑥初期重点技術設備事業（普及奨励金）

東莞市初期重点技術設備普及奨励申請表、企業の銀行口座開設許可証のコピー、製品の写真、売買契約、伝票、銀行振込記録、検収証明等。前年度の財務
会計監査報告又は財務諸表のコピー、直近1ヵ月の会計報告表（貸借対照表・損益表・現金出納表）のコピー

⑥初期重点技術設備事業（保険補助金）

東莞市初期重点技術設備保険補助金申請表、企業の銀行口座開設許可証のコピー、製品の売買契約のコピー、製品の保険証書又は保険料支払い伝票のコ
ピー、実際に保険料を支払った証憑、前年度の財務会計監査報告又は財務諸表のコピー、直近1ヵ月の会計報告表（貸借対照表・損益表・現金出納表）のコピー

⑦スマート製造公共サービスプラットフォーム

スマート製造公共サービスプラットフォーム事業申請表、申請報告（申請機関の基本状況、サービス内容、管理運営状況、プラットフォーム建設方案、資金投入状
況、事業完成状況、業績予想など）、営業ライセンス、執務場所の資産証明又は賃貸契約書、前年度の財務諸表又は会計監査報告。実行投資の証明資料、投
資明細表（設備・技術投資明細）及び対応する契約書、伝票、支払い証憑のコピー
プラットフォームの機能に対応するサービスインフラ、サービス能力及びサービス業績の関連証明資料。資格、ランク、証書、受賞等。専門技術人材の構成明細、
専門アーキテクチャ又は特色サービス施設・設備、サービス契約、現場写真など

⑧スマート製造公共サービス

市の公共サービス事業助成関連工作細則と申請ガイドラインを適用。

申請時の提出資料

出所：東莞市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(1)

仏山市のスマート設備・ロボット産業に対し、設備製造企業の開発・生産と設備応用の2つの側面から財政支援。
ロボット・設備製造企業や事業誘致に対しては「億元規模先進設備製造業産業基地」計画の枠組みで支援。

•
•

仏山市「先進設備製造業産業基地支援」におけるスマート設備・ロボット産業への助成金
仏山市億元規模先進設備製造業産業基地工作方案
仏山市億元規模先進設備製造業産業基地支援試行弁法
番号

支援・助成対象

助成内容・助成基準
主営業収入が初めて10億元に達し、納税額が2,000万元を超えた企業に200万元の奨励金。
主営業収入が初めて50億元に達し、納税額が5,000万元を超えた企業に500万元の奨励金。
主営業収入が初めて100億元に達し、納税額が1億元に達した企業に1,000万元の奨励金。
奨励金は原則として区の人民政府が負担。
増資・生産拡大により仏山市の経済成長に直接貢献した企業に対し、区の人民政府から奨励金。奨励額は企業の当年の直接経済貢献が前年度より増えた部分の
30％に準じる。

1

設備企業の拡大強化

2

設備製造企業の増資・生産拡大及び技術改造

3

事業誘致

市の財政予算から毎年一定額の誘致誘導資金を配分。仏山市に誘致された先進設備製造事業を重点誘致事業に認定し、補助金を交付。特別重大事業については
ケースバイケースで検討し市政府の審議を経た上で補助金交付。「仏山市重点誘致事業誘導資金管理弁法実施細則」に準じる。

4

仏山市製機械製品を販売する企業

仏山市機械設備産業協会から500万元、市政府財政から500万元拠出して専門基金を設け、仏山市製機械製品を販売する企業に奨励金。年間販売額500万元の
企業には20万元、1,000万元超の企業には50万元、3,000万元超の企業に60万元の奨励金。

5

初期機械設備製品の製造及び使用

国内初期機械製品の認定を受けた生産企業に最高100万元の奨励金（1回限り）、省内初期機械製品の認定を受けた生産企業に最高50万元の奨励金（1回限り）。
奨励金は初期設備製品開発費の50％以下とする。奨励金は区の人民政府が負担する。
仏山市の企業が生産した国内又は省内の初期重要技術設備を使用する地場企業に対し、設備購入額の10％、最高100万元の奨励金。奨励金は市経済科技発展
専門資金から配分。

6

機械設備重点基幹企業の研究院設立

7

産業用ロボッ ト製品の応用普及

8

協力事業

9

設備企業の国家重点事業・地方重大建設事業へ
の入札

設備企業が契約額5,000万元以上の国家重大事業を落札した場合、落札契約額の0.5％の奨励金。設備企業が仏山市政府の実証事業を落札した場合、落札契約
額の1％の奨励金。企業の当年の落札事業に対する奨励金は最高200万元。海外重大事業を落札した場合はケースバイケースで奨励金を交付。奨励金は区の人
民政府が負担。

10

国家重点事業の受注企業

仏山市の企業が国家級重大専門事業を受注した場合、市財政から国家支援金と同等の支援を供与。市財政から20％を負担。市経済科技発展専門基金から配分。
80％は区が財政負担。

11

設備企業の国内外専門見本市への出展

12

ハイレベル人材の招致・育成

13

仏山市籍の卒業生の採用

企業の研究院を設立する設備製造企業に対し、当該事業の承認後に100万元の財政補助金（1回限り）を交付。補助金は市経済科技発展専門資金から配分。研究
院設立の申請条件は市科技局が年度科技事業申請ガイドラインで明示。
仏山市で起業した資本金500万ドル又は3,000万元以上、直近2年の納税額1,000万元以上の産業用ロボット企業に500万元の奨励金（1回限り）。
産業用ロボット製品とシステムインテグレーションを促進する仏山市の企業で地元企業にスマート製造のグレードアップや「人手から機械への転換」のソリューション
とサービスを提供する企業に対し、システムインテグレーションサービス契約額の10％以下の奨励金。1社当たりの奨励金は最高100万元とする。奨励金は原則とし
て区の人民政府が負担。
仏山市の産業用ロボットを購入する従来型産業の製造企業に対し1台1万元、最高20万元の奨励金。奨励金は市経済科技発展専門資金から配分。
製造企業がファイナンス・リース方式によって設備を使用する場合、一定の比率で利息補助。
金融機関から産業用ロボット製造企業への与信傾斜を奨励。産業用ロボットを応用する企業にも短期融資を供与。
仏山市の製造企業と国内設備製造企業の協業、仏山市の完成機製造企業と国内の部品製造の中小企業等を支援。協力事業の契約額が1億元以上の場合、契約
額の1％、最高500万元の奨励金。奨励金は契約当事者所在の区の人民政府が負担。

1ブースにつき最高2万元の補助。3ブースまで。産業協会が仏山市の設備製造企業5社以上の団体出展を行う場合、最高8万元の出展経費補助。補助金は市経済
科技発展専門基金から配分。
仏山市の設備製造企業が外国籍の技術開発人材や経営管理人材（海外エンジニア）を招致する場合、人的資源社会保障局と科技局の認定を経て、海外エンジニ
アを招致する重点企業に対し1名につき10万元の奨励金（1回限り）。奨励金は市経済科技発展専門基金から配分。
仏山市の設備企業が仏山市籍の機械設備専攻の卒業生20人以上を採用し、3年間の雇用契約を結ぶ場合、1人当たり500元の奨励金を企業に交付。当該卒業生
が3年目以降も引き続き3年間の労働契約を結ぶ場合、1人5,000元の奨励金を卒業生に交付。

出所：仏山市HP
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地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(2)
•

仏山市「企業のロボット及びスマート設備応用支援実施方案」 においてロボット及びスマート設備応用
に対して助成。従来型産業、中小零細企業、設備応用の公共サービスプラットフォーム等を主に支援
仏山市「企業のロボット及びスマート設備応用支援実施方案」におけるスマート設備・ロボット普及応用に対する助成金
関連計画・事業の名称

仏山市企業のロボット及びスマート設備応用支援実施方案（2015～2017年）

支援事業の目的

工業化と情報化の高度融合、製造業におけるスマート設備と自動化技術の応用、企業が先進設備を活用して技術改造を進めるよう誘導、人口ボーナスから技術ボーナスへの転
換、「機械ボーナス」による生産資源配置の最適化、製造業の総合競争力向上、産業のグレードアップと転換

実施期間

2015～2017年

事業の全体目標

●広東省「ロボット応用」行動への参画、ロボット及びスマート設備を応用するスマート製造実証波及事業の育成、市の産業用ロボットとスマート設備産業の速やかな発展、企業の
スマート化改造効果の向上。
●ロボット及びスマート設備応用を3,000社以上の企業に普及。市の一定規模以上の企業のうち50％以上で技術改造を完了
支援分野

事業の分野別目標

資金配分

支援目標
大手基幹企業10社で改造実証事業に取り組み。従来型産業で一定規模以上の企業100社以上の自動化（スマート化）プラ
①従来型産業の向上
ント又は自動化生産ラインの改造を完了。大手基幹企業50社でロボット応用実証事業を推進。従来型産業で一定規模以上
の企業500社で産業用ロボットの応用推進。
労働集約型企業100社の実証事業を推進。中小零細企業2,000社以上でロボット及びスマート設備の応用推進。もって労働
②中小零細企業の転換
集約型企業から技術集約型企業への転換を推進。
「企業100社のスマート製造向上プロジェクト」を実施。100社以上の実証応用企業を認定し、スマート設備のリーディングカン
③スマート製造産業の育成
パニーを育成。スマート製造基地の建設を推進し、もってスマート製造産業の速やかな発展につなげる。
④ロボット・スマート設備の応用に対する公共サービ 3ヵ所以上の公共サービスプラットフォームを育成し、仏山市企業のロボット・スマート設備の応用のため技術交流、宣伝、職
スサポートの強化
業訓練等の公共サービスを提供。
●①～④を対象に2015～17年に毎年5,300万元を配分
●「仏山市優良技術改良革新事業融資ベンチャー補償基金」を3,500万元規模に拡充。融資規模をその10倍以上に拡大して、ロボット及びスマート設備応用優良技術改造革新事
業に重点を置いて金融支援。2016～17年には基金運営状況に応じて基金規模を逐次増加。
助成対象

①大手基幹企業の自動化改造及びロボット応用

②中小零細企業のスマート製造改造と高度化
助成方式と助成基準

助成方式及び助成基準
従来型産業で主営業収入5,000万元以上の企業の自動化生産ラインと生産システムの改造、ロボットの応用、先進設備の
購入、自動化水準の向上。自動化生産ラインと生産システムの改造を行う場合、設備購入費の15％以下の補助金、1社当
たりの補助金は最高100万元。
ロボット、自動化制御設備を購入してスマート技術化改造を行う場合は、設備購入費の15％以下の補助金、1社当たりの補
助金は最高60万元。
労働集約型中小零細企業がロボット、自動化制御設備を購入してスマート技術化改造を行う場合、設備購入費の15％以下
の補助金、1社当たりの補助金は最高30万元。

③自動化・スマート化プラント設備（ロボット）技術研
究開発事業

仏山市のスマート製造基地の製造企業及び「企業100社スマート製造高度化プロジェクト」の企業がスマート化やロボット等
のキーテクノロジー、共通技術の研究開発及び産業化事業を展開する場合、事業投資総額の20％までの補助金を交付。事
業1件当たりの補助金は最高100万元。

④スマート製造公共プラットフォーム事業

インキュベーション、研究開発、検査、認証、人材育成、ファイナンス、リースなどスマート製造公共サービスプラットフォーム
の建設に対し、プラットフォームの投入資金総額の30％まで補助。事業1件当たりの補助金は最高60万元。

「仏山市優良技術改良革新事業融資ベンチャー補償基金管理暫定弁法」の規定に基づき、審査を行った上で、優良・増資・
生産拡大系スマート化改造事業に対し融資支援を供与。
仏山市の技術改造投資の方向性に合致し、良好な市場の見通しと波及効果を備えるロボット及びスマート設備応用事業
信用を重視し、リスクを防止することを原則とする。財政支援を受ける企業は信義誠実の原則を遵守すること。
業績を指針とする。明確な総合業績目標と段階的な目標を設定し、業績管理を展開し、
直近3年間において専門資金の管理や使用過程で違法行為を起こしていない。
⑤優良・増資・生産拡大系スマート化改造事業

助成原則（助成対象・資格）
申請資格

出所：仏山市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(3)
•
•

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」の助成予定事業リストに掲載された事業は合計104件。
「企業のロボット及びスマート設備応用支援実施方案（2015～2017年）」に基づき、「基幹企業単体ロボット及びスマー
ト設備応用事業」「産業用ロボット自動化生産実証ライン建設事業」「中小零細企業スマート化改造グレードアップ事業」
「スマート製造技術研究開発及び産業化事業」及び「スマート製造公共サービスプラットフォーム事業」の5つの枠組みで
助成。
「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業リスト (1)
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

所属区
順徳区
高明区
南海区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
南海区
南海区
順徳区
順徳区
南海区
高明区
順徳区
高明区
南海区
順徳区
禅城区
高明区
順徳区
三水区
高明区
禅城区
南海区
順徳区
順徳区
南海区
順徳区
南海区
順徳区

申請企業
広東万和新電気股份有限公司
仏山華興玻璃有限公司
仏山市実達科技有限公司
広東東箭汽車用品製造有限公司
広東盈科電子有限公司
広東伊之密精密機械股份有限公司
仏山市万盈化粧品有限公司
仏山市順徳区東亜汽車部件有限公司
仏山市順徳区万怡家居用品有限公司
広東一方製薬有限公司
仏山市南海奔達模具有限公司
広東美芝制冷設備有限公司
広東恒基金属製品実業有限公司
仏山市南海新達高梵実業有限公司
新東海(仏山)五金電器製造有限公司
広東万家楽燃気具有限公司
仏山柯維光電股份有限公司
仏山市源田床具機械有限公司
仏山市順徳区圓融新材料有限公司
仏山通宝精密合金股份有限公司
仏山市高明金栄華楽金属製品有限公司
広東泰科電子有限公司
広東愛康太陽能科技有限公司
広東永利堅鋁業有限公司
仏山市永力泰車軸有限公司
仏山堅美鋁業有限公司
仏山市正鑫隆電器実業有限公司
賽特莱特（仏山）塑膠製品有限公司
仏山市南海華達高木模具有限公司
広東億達汽車密封件有限公司
広東美特機械有限公司
仏山市力琪制冷配件有限公司

基幹企業単体ロボッ ト及びスマート設備応用事業助成予定事業リスト (1 )
事業の名称
コアパーツ自動化改造
全自動カメラ検査機生産ライン技術改造事業
高出力・高エネルギー密度無人機用リチウム電池開発及び生産ラインのスマート化グレードアップ
自動車バンパーのスマート研磨ロボット
高速パッチ生産ライン自動化グレードアップ事業
スマート化高効率リアルタイム制御圧鋳ユニット技術改造事業
コラーゲンディープモイスチャ乳液フェイシャルマスクの高効率スマート化生産ライン技術改造事業
自動車部品生産ライン射出成形自動化技術改造事業
国際安全管理規則の家庭用梯子生産自動化技術改造事業
漢方処方顆粒包装プロセスへのスマート設備応用
精密ダイキャスト製造加工設備技術改造事業
空調コンプレッサー生産ラインへの産業用ロボット応用事業
冷却システム制御コンポーネント製造の自動化技術改造事業
多機能金属オフィス家具のスマート化生産技術改造事業
ステンレス電気ポットのスマート化生産技術改造事業
温水器生産ライン自動設備技術改造事業
高効率紫外線設備自動化生産
ベッド用ネット機械生産ラインスマート化設備改造事業
高性能改質プラスチック生産ラインスマート化
スマート化ZHi可逆精密圧延機生産ライン技術改造事業
板金加工自動打ち抜き複合技術改造事業
超精密マイクロ電子コネクタ自動化組立生産ライン改造事業
新型高効率ポリシリコン太陽電池生産ラインスマート化技術改造事業
フルオロカーボン自動静電塗装生産ライン技術改造事業
セミトレーラー車軸及び部品生産ライン自動化グレードアップ改造事業
アルミ型材高効率・全自動化押出設備の技術グレードアップ
大型精密板金部品重要製造工程の自動化・グレードアップ改造事業
生産設備スマート化技術改造事業
大型自動車金型製造過程へのスマート設備応用
自動車シーリングパーツ高効率スマート化生産ラインのスマート改造
高精密度空気圧ツール及びキーパーツ生産ラインのスマート化改造事業
空調コンプレッサー筐体生産ラインスマート化技術改造事業

出所：仏山市電子情報産業協会HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(3)
•
•

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」の助成予定事業リストに掲載された事業は合計104件。
「企業のロボット及びスマート設備応用支援実施方案（2015～2017年）」に基づき、「基幹企業単体ロボット及びスマー
ト設備応用事業」「産業用ロボット自動化生産実証ライン建設事業」「中小零細企業スマート化改造グレードアップ事業」
「スマート製造技術研究開発及び産業化事業助成予定事業リスト」「スマート製造公共サービスプラットフォーム事業」の
5つの枠組みで助成。
「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業リスト (1)
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

所属区
順徳区
高明区
南海区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
南海区
南海区
順徳区
順徳区
南海区
高明区
順徳区
高明区
南海区
順徳区
禅城区
高明区
順徳区
三水区
高明区
禅城区
南海区
順徳区
順徳区
南海区
順徳区
南海区
順徳区

申請企業
広東万和新電気股份有限公司
仏山華興玻璃有限公司
仏山市実達科技有限公司
広東東箭汽車用品製造有限公司
広東盈科電子有限公司
広東伊之密精密機械股份有限公司
仏山市万盈化粧品有限公司
仏山市順徳区東亜汽車部件有限公司
仏山市順徳区万怡家居用品有限公司
広東一方製薬有限公司
仏山市南海奔達模具有限公司
広東美芝制冷設備有限公司
広東恒基金属製品実業有限公司
仏山市南海新達高梵実業有限公司
新東海(仏山)五金電器製造有限公司
広東万家楽燃気具有限公司
仏山柯維光電股份有限公司
仏山市源田床具機械有限公司
仏山市順徳区圓融新材料有限公司
仏山通宝精密合金股份有限公司
仏山市高明金栄華楽金属製品有限公司
広東泰科電子有限公司
広東愛康太陽能科技有限公司
広東永利堅鋁業有限公司
仏山市永力泰車軸有限公司
仏山堅美鋁業有限公司
仏山市正鑫隆電器実業有限公司
賽特莱特（仏山）塑膠製品有限公司
仏山市南海華達高木模具有限公司
広東億達汽車密封件有限公司
広東美特機械有限公司
仏山市力琪制冷配件有限公司

基幹企業単体ロボッ ト及びスマート設備応用事業助成予定事業リスト (1 )
事業の名称
コアパーツ自動化改造
全自動カメラ検査機生産ライン技術改造事業
高出力・高エネルギー密度無人機用リチウム電池開発及び生産ラインのスマート化グレードアップ
自動車バンパーのスマート研磨ロボット
高速パッチ生産ライン自動化グレードアップ事業
スマート化高効率リアルタイム制御圧鋳ユニット技術改造事業
コラーゲンディープモイスチャ乳液フェイシャルマスクの高効率スマート化生産ライン技術改造事業
自動車部品生産ライン射出成形自動化技術改造事業
国際安全管理規則の家庭用梯子生産自動化技術改造事業
漢方処方顆粒包装プロセスへのスマート設備応用
精密ダイキャスト製造加工設備技術改造事業
空調コンプレッサー生産ラインへの産業用ロボット応用事業
冷却システム制御コンポーネント製造の自動化技術改造事業
多機能金属オフィス家具のスマート化生産技術改造事業
ステンレス電気ポットのスマート化生産技術改造事業
温水器生産ライン自動設備技術改造事業
高効率紫外線設備自動化生産
ベッド用ネット機械生産ラインスマート化設備改造事業
高性能改質プラスチック生産ラインスマート化
スマート化ZHi可逆精密圧延機生産ライン技術改造事業
板金加工自動打ち抜き複合技術改造事業
超精密マイクロ電子コネクタ自動化組立生産ライン改造事業
新型高効率ポリシリコン太陽電池生産ラインスマート化技術改造事業
フルオロカーボン自動静電塗装生産ライン技術改造事業
セミトレーラー車軸及び部品生産ライン自動化グレードアップ改造事業
アルミ型材高効率・全自動化押出設備の技術グレードアップ
大型精密板金部品重要製造工程の自動化・グレードアップ改造事業
生産設備スマート化技術改造事業
大型自動車金型製造過程へのスマート設備応用
自動車シーリングパーツ高効率スマート化生産ラインのスマート改造
高精密度空気圧ツール及びキーパーツ生産ラインのスマート化改造事業
空調コンプレッサー筐体生産ラインスマート化技術改造事業

出所：仏山市電子情報産業協会HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(4)
•

•

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業で件数が最も多いのは「基幹企業単体ロボッ
ト及びスマート設備応用事業」の63件。専門資金助成予定事業の約6割を占める。
主に仏山市の従来型産業における基幹企業のロボット、スマート設備の応用、工程・技術のスマート化、自動化、高度化に
向けた改造事業が中心。
「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業リスト (2)
番号

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

所属区
順徳区
順徳区
高明区
南海区
禅城区
順徳区
順徳区
三水区
順徳区
三水区
高明区
順徳区
高明区
順徳区
三水区
高明区
順徳区
高明区
三水区
順徳区
順徳区
三水区
順徳区
禅城区
順徳区
順徳区
南海区
南海区
三水区
順徳区
順徳区

申請企業
広東長盈電器有限公司
仏山市順徳区順達電脳廠有限公司
仏山金蘭鋁廠有限公司
広東珠江中富電梯有限公司
仏山市新基徳電子廠有限公司
広東甘竹罐頭有限公司
仏山市順徳区阿波羅環保器材有限公司
仏山市欧美達電器科技製造有限公司
広東東亜電器有限公司
広東星光伝動股份有限公司
仏山永久紙業製品有限公司
広東科栄電器有限公司
仏山市高明西特電器有限公司
仏山市順徳区康雅電器有限公司
仏吉亜排気控制系統（仏山）有限公司
仏山市科順建築材料有限公司
仏山市美鍛製造技術有限公司
仏山市和旺塑料包装有限公司
仏山市粤海通訊有限公司
広東東立新材料科技有限公司
仏山市順徳区鉅栄金属製品有限公司
仏山市楽華恒業衛浴有限公司
仏山市順徳区凱祥電器有限公司
仏山市億達膠粘製品有限公司
仏山市順徳区楽華陶磁潔具有限公司
仏山市順徳区恒広裕電器有限公司
仏山市南海日東工具製造有限公司
仏山市南海徳展鈑金有限公司
安沃（仏山）特種合金鋳造有限公司
広東力源液压機械有限公司
広東聖大電子有限公司

基幹企業単体ロボッ ト及びスマート設備応用事業助成予定事業リスト (2 )
事業の名称
キッチン家電スマート化生産技術グレードアップ改造事業
生産ライン設備のグレードアップ技術改造事業
全自動高効率環境保護型垂直静電粉体塗装生産ライン技術改造事業
エレベータードアのロボット・スマート加工システム
漏電防止製品生産設備第1期スマート化技術改造事業
缶詰食品自動化生産ラインのグレードアップと改造
高効率エアフィルタ生産のスマート化改造事業
射出成形生産ライン設備の更新改造事業
精密射出成形製品と打抜き型生産自動化技術改造事業
高効率精密減速変速機生産ライン自動化技術改造事業
ネイルボックス、ペーストボックス及びパッケージの全自動生産ライン技術改造事業
産業用ロボットをベースとする板金スタンピング作業場の自動化グレードアップ技術改造事業
サーモスタット自動化生産ライン技術改造事業
電気ポット製品スマート化設備応用技術改造事業
フォルクスワーゲンのMQB排ガスシステムのロボット溶接作業ステーション
防水塗料自動化制御生産技術改造事業
全自動化数値制御設備技術改造事業
醤油ボトルブロー成形機自動化パッケージ技術改造
生産ライン自動化設備技術改造事業
電子・光学クラスの保護フィルム基膜生産技術改造事業
テレビラック金具全自動化生産ライン
キャビネット数値制御化生産製造システム
コントロールパネル生産システムスマート化グレードアップ改造
自動化塗布生産ラインの省エネ技術改造事業
流れ作業ラインのロボット釉薬噴射システム
電器板金部品自動化スタンピング生産ライン技術改造
溶接、歯車研削及び研磨の設備自動化グレードアップ事業
板金加工生産ライン技術改造事業
鋳造ライン造形部のスマート設備事業
パイル作業機械の精密部品加工製造スマート化改造事業
デジタル通信モジュールコンポーネントのスマート化生産技術改造事業

出所：仏山市電子情報産業協会HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(5)
•

•
•

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業「産業用ロボット自動化生産実証ライン建設
事業」は14件、「中小零細企業スマート化改造グレードアップ事業」は15件。
従来型産業で比較的技術力の高い企業が「産業用ロボット自動化生産実証ライン」に指定されている模様。
助成予定企業は「中小零細企業」と言えども、比較的高い技術を有する少数精鋭のテクノロジー型企業が主。

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業リスト (3)

番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

所属区
高明区
順徳区
三水区
順徳区
順徳
順徳区
順徳
順徳区
南海区
禅城
三水区
南海区

申請企業
仏山市海天（高明）調味食品有限公司
広東威特真空電子製造電子有限公司
仏山海爾滚筒洗衣機有限公司
広東美的暖通設備有限公司
広東富華工程機械製造有限公司
広東康宝電器股份有限公司
広東櫻奥厨具有限公司
広東緯経日用品有限公司
広東昱昇個人護理用品股份有限公司
仏山市藍箭電子股份有限公司
仏山市三水新明珠建陶工業有限公司
仏山市南海美泰精密圧鋳有限公司

高明区

仏山市高明基業冷軋鋼板有限公司

三水区

広東欣涛新材料科技股份有限公司

所属区
順徳区
順徳区
高明区
順徳区
順徳区
順徳区
順徳区
三水区
順徳区
順徳区
南海区
南海区
三水区
禅城区
南海区

申請企業
広東奥瑪健身器材有限公司
広東恒美電熱科技股份有限公司
仏山市高明通威飼料有限公司
仏山市順徳区盈富達微電機有限公司
仏山市順徳区格拉斯玻璃有限公司
仏山市順徳龍佳微電機実業有限公司
仏山市順徳区鉄業実業有限公司
仏山市華瑞蜂窝科技有限公司
仏山市順徳区奔宇脚輪製造有限公司
仏山市順徳区容桂創和模具製造廠
仏山市三楽建材実業有限公司
仏山市南海区錦達鞋業有限公司
仏山市三水恒達塑料有限公司
仏山市上臻数碼印花有限公司
仏山市彩一杰印務有限公司

産業用ロボッ ト自動化生産実証ライン建設事業助成予定事業リスト
事業の名称
醤油調味料トップブランド「拌飯醤」の65万トン生産技術改造事業
真空電子スマート製造及び自動化技術改造事業
ドラム式洗濯機カラー鋼板筐体生産ライン改造
工場自動化グレードアップ技術改造事業
富華国際交通機械城のスマート製造技術改造事業
商用消毒キャビネット製品の増産と効率向上技術改造事業
ステンレス厨房機器のロボット加工システム技術改造事業
産業用ロボット及び自動化生産ライン応用技術改造事業
ベビー用パンパース生産ライン自動化技術改造事業
ICパッケージテスト設備技術更新改造
生産ラインの自動ペービングライン増設の技術改造事業
射出成形ラインのロボット自動化改造事業
高精度冷間圧延薄板自動化スライス・スリット生産ライン技術改造事業
ホットメルト接着剤生産のスマート化設備技術改造事業
中小零細企業スマート化改造グレードアッ プ事業助成予定事業リスト
事業の名称
ランニングマシーン生産ラインへの溶接ロボット工程応用技術改造事業
電気加熱管自動化技術改造事業
飼料生産設備グレードアップ技術改造事業
高効率直流マイクロモーター自動化生産技術改造事業
ガラス高付加価値加工技術改造事業へのスマート設備の応用
高効率省エネマイクロモーター自動化生産技術改造
全自動カラー鋼板切断システム設備の更新とグレードアップ技術改造事業
アルミハニカム複合材料生産の自動化技術改造事業
キャスター製造技術改造事業
精密金型技術改造事業
ケイ酸カルシウムボードのスマートロボット自動化生産ラインのキーテクノロジー研究開発及び産業化事業
製靴生産ラインスマート自動化技術改造
工場建屋の増築、射出成形設備の増設、金型精密治具システム
デジタルプリントスマート化生産技術改造事業
高品質・環境保護型紙製品一貫印刷機械設備技術改造事業

出所：仏山市電子情報産業協会HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 広東省仏山市(6)

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業の中で「スマート製造技術研究開発及び産業
化事業」は7件、「スマート製造公共サービスプラットフォーム事業」は5件。
「スマート製造技術研究開発及び産業化事業」は産業化応用事業において研究開発を実践的に展開。助成対象の多くはス
マート製造の産業化応用を進める企業。
仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業はその名の通り、応用に対する支援を趣旨とし、助成対象の殆どが企業
の応用事業。「スマート製造公共サービスプラットフォーム事業」のみ研究機関が対象。
全体として仏山市はスマート設備応用専門資金事業において、従来型産業の基幹企業、テクノロジー企業を足掛かりとして、
市の工業においてスマート設備とロボットの普及、工程・技術のスマート化を展開する方針。

•

•
•

•

「2016年仏山市ロボット及びスマート設備応用専門資金事業」助成予定事業リスト (4)
番号

1
2
3
4
5
6
7
番号

所属区
禅城区
三水区
南海区
三水区
三水区
南海区
順徳区

1
2
3
4

所属区
禅城区
順徳区
南海区
順徳区

5

順徳区

スマート製造技術研究開発及び産業化事業助成予定事業リスト
事業の名称
建築用陶磁器向けスマート製造のネットワーク協同プラットフォーム
年産2万トンの有機シリコンシーリングゴムの全自動連続化生産プラント技術改造事業
配列ノズル型3Dプリンタの研究開発及び産業化
インターネットスマート制御の精密省エネ型射出成形機の研究開発及び産業化
航空、軌道交通の硬質レール型材加工センターの研究開発及び産業化
パイプ部品のロボット溶接集成技術の研究開発技術改造事業
専門特殊環境システムスマート製造技術改造事業
スマート製造公共サービスプラッ トフォーム事業助成予定事業リスト
申請企業
事業の名称
仏山市質量計量監督検測中心
仏山市セラミック温水洗面浴室製品スマート製造公共検査サービスプラットフォーム
仏山市順徳生産力促進中心
順徳区製造業産業グレードアップ・スマート製造公共サービスプラットフォームの建設
仏山賽宝信息産業技術研究院有限公司
ロボットキーパーツ公共サービスプラットフォーム
仏山市順徳区信息化与工業化融合創新中心
順徳スマート製造及び産業用ロボット応用普及総合サービスプラットフォーム
広東順徳工業設計研究院（広東順徳創新設計研
355nm紫外線レーザースマート標記公共サービスプラットフォーム
究院）
申請企業
仏山市東鵬陶磁有限公司
仏山市金銀河智能装備股份有限公司
広東峰華卓立科技股份有限公司
広東佳明機器有限公司
仏山市普拉迪数控科技有限公司
広東泰格威機器人科技有限公司
広東申菱環境系統股份有限公司

出所：仏山市電子情報産業協会HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省蘇州市
•

•

蘇州市は「スマート設備・IoT応用の加速に関する若干の政策」において、IoTとスマート設備の開発生産、
イノベーションや、スマートファクトリーなど応用普及に対して年間5,000万元超の助成。
特色産業基地の建設、スマート設備とIoTのインキュベーションも助成対象。
蘇州市「スマート設備・IoT応用の加速に関する若干の政策」におけるスマート設備の開発生産並びに応用に対する助成金
蘇州市スマート設備・IoT応用の加速に関する若干の政策（2016年6月）
2016年度蘇州スマート設備・IoT専門資金事業の申請に関する通達（2016年10月）
2016年度蘇州スマート設備・IoT専門資金事業申請ガイドライン（2016年10月）
支援・助成対象

助成内容・助成方式・助成基準

総合支援規模

工業企業の技術改造と設備の改造・グレードアップに対し、2016～18年に毎年5,000万元以上の工業転換高度化支援資金を
配分

省クラスのスマートファクトリー実証事業

省クラスのスマート製造現場とスマートファクトリーの認定を受けた実証事業に対して50～100万元の奨励金（1回限り）。
スマート製造及びIoT関連の国際標準、国家標準の制定を主導した企業に対して一定の奨励金。

初期スマート設備

江蘇省及び同級以上の認定を受けた初期スマート設備及びキーパーツに対し、当年の当該製品の販売価格の一定比率で1回
限りの奨励金。事業1件当たり最高500万元。
初期重要技術設備保険補償制度を完備。初期重要技術設備の保険料に一定額の補助金。

ハイエンドスマート設備を採用する企業

企業がハイエンド数値制御工作機械、産業用ロボット、スマート化制御システム、自動化一貫生産ライン等のハイエンドスマート
設備を採用する場合、事業の設備投資総額の10～15％の奨励金を交付。
地場製スマート設備及び産業用ロボットを購入する事業を優先的に支援。補助金は最高500万元。

事業の事後奨励

国の産業政策と奨励の方向性に適合し蘇州市に登記して技術改造投資事業の届出を受理された一定規模以上の工業企業は
事業の竣工から3年間、市の財政への貢献に応じて一定比率で奨励金を増額する。

企業のイノベーション

企業がIoT情報センシング、データ伝送、スマートプロセッシング及び応用等のIoT製品の研究開発を展開し、省クラス以上の「研
究開発イノベーションセンター」の称号を授与された場合、10万元の奨励金を交付する。

IoT特色産業基地・特色産業パーク

国からIoT特色産業基地又は特色産業パークに認定された場合、50万元の奨励金を交付する。省から認定された場合は30万
元、市から認定された場合は20万元の奨励金を交付する。

新規設立のIoT企業

スマート設備とIoTのインキュベーション
公共サービスプラットフォーム
人材の招致と育成

認定を受けて新規に設立されたIoT企業で創設年度又は翌年度の投資実行額が1,000万元を超える場合、50万元の補助金を
交付する（1回限り）。
国内外の著名なスマート設備及びIoT企業が蘇州に投資する重大事業については、市政府がケースバイケースで助成を行う。
スマート設備及びIoTのインキュベーターを奨励し、インキュベーション空間、創業サポート、融資支援等のサービスを提供する。
市クラスの認定を受けた「衆創空間」に最高50万元の奨励金、国家及び省クラスの認定を受けた「衆創空間」など新型インキュ
ベーターに最高50万元の奨励金。
市クラス以上からの認定を受けたスマート設備とIoTの公共サービスプラットフォームに20万元の奨励金（1回限り）。
スマート設備とIoTの人材育成を強化し、重大科技事業の研究開発と産業化に付帯資金支援を供与。
「蘇州市IoT人材訓練基地」に10～50万元の資金支援(1回限り）。

出所：蘇州市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省常州市 (1)
•
•
•

江蘇省常州市、特に武進ハイテク区はロボット・スマート設備産業が集中。安川電機も入居。
2017年に先進製造業発展促進で意見書を策定。戦略的新興産業を対象に①企業の発展、②スマート製造、③ 企業イノベーション、④
生産型サービス業、⑤企業発展環境創出の側面から製造企業の先進化に向けた合計23項目の支援措置を策定。
スマート製造、スマートファクトリー、ハイエンド設備は重点支援。ハイエンド数値制御工作機械、スマート化システムを採用する企
業やスマートファクトリー認定企業に奨励金。

「常州市『三位一体』発展戦略の深化と先進製造業加速発展促進に関する若干意見」における先進製造業支援 ①
関連計画・事業の名称

常州市「三位一体」発展戦略の深化と先進製造業加速発展促進に関する若干意見 (2017年8月)
新エネ車、新材料、次世代IT、新エネルギー、新医薬とバイオ、ハイエンド軌道交通、航空、省エネ・環境保護、ス
マート製造、スマートグリッド
1. 企業の飛躍的発展支援

対象分野10大産業チェーン
番号

支援対象

助成内容・助成基準・支援内容・支援方式

1

大企業・大型グループの育成

「中国500強」企業に初めてランクインした製造企業に200万元の奨励金。
営業収入が100億元を超えた企業に100万元、500億元を超えた企業に500万元、1,000億元を超えた企業に1,000万元の奨励金
工業販売額10億元以上で伸び率が常州市10以内、納税額の純増が5,000万元以上の重点企業に最高100万元の等級別奨励金。

2
3
4

企業M&A
製造業「単一項目チャンピオン」の育成
企業の「走出去」（対外進出）

大企業の国内外におけるM&Aを優先支援。
工業情報化部「製造業単一項目チャンピオン実証企業」に認定された企業に最高50万元の奨励金。
企業の海外投資、海外資源開発、海外市場開拓、海外販売ネットワークの設立、多国籍経営を支援。

2. スマート製造の向上支援
番号
5

支援対象

重大産業（事業）発展

助成内容・助成基準・支援内容・支援方式
「中国製造2025」常州行動綱要が明示する重点分野で新10大産業チェーンの産業、従来型優越産業、イノベーション型企業を重点
支援。

6

企業の有効投資

企業のハイエンド数値制御工作機械、スマート化制御システム、自動化一貫生産ライン等のハイエンド設備の採用を奨励。
①10大産業チェーンの企業の年度設備投資2,000万元以上、②従来型優越産業の企業の技術改造事業で前年度の納税額500万元
以上、年度設備投資1,000万元以上、③イノベーション型企業の技術改造事業で前年度の研究開発投資の比率3％以上、年度設備
投資500万元以上の企業に対し、設備投資額の6％、最高500万元の補助金。

7

スマートファクトリー

江蘇省実証スマートファクトリーに認定された企業に最高50万元、常州市実証スマートファクトリーに認定された企業に最高30万元の
奨励金。年間20社まで。

8

ハイエンド設備の発展

初期設備の開発と応用を支援。新たに認定された価額50万元以上の重要設備、江蘇省内で独自開発又は国産化製造を進めて使
用に供される市クラスの初期重要設備及びキーパーツ事業に20万元の奨励金。年間認定件数は50件以下とする。
ハイエンド設備開発キャッチアップ事業を支援。国家重大不足設備専門事業と省の入札事業のハイエンド設備キャッチアップ事業に
対し、研究開発費の一定比率、最高100万元の補助金。

9

スマート製造サービス業者

一群のスマート製造総合ソリューションベンダーを育成。スマート製造サービス業者連盟を設立。
認定にパスしたスマート製造サービス業者が企業にスマート製造総合ソリューションを提供する場合、一定の政策支援を適用。
市が重点的に導入するスマート製造公共サービスプラットフォームと重要事業に対し1件毎に審議して支援。

企業の融合発展

クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、モバイルインターネットの製造業への応用を奨励し、製造業とインターネットの高度融
合を推進。ソフトウェア開発の奨励。インターネットイノベーション実証企業の育成。工業クラウドプラットフォームの最適化と応用。「イ
ンターネット＋零細企業」行動計画を実施し、零細企業のインターネット化を支援。

10

出所：常州市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省常州市 (2)
•

•
•

常州市の先進製造業発展促進政策は、技術イノベーション、ブランド、知的財産権、軍民融合、低炭素化、中小零細企業の発展も視野
に。
生産型サービス業とサービス型製造業の新しいモデルも重視。価値連鎖の中間の製造・組立から、両端のR&Dと販売・サービスへの転
換を目指す。
製造業に対する投融資の仕組みにも留意し、種々の資本からの投資を促進。

「常州市『三位一体』発展戦略の深化と先進製造業加速発展促進に関する若干意見」における先進製造業支援 ②
3. 企業のイノベーション発展支援
番号

支援対象

11

ハイレベルのイノベーションプラットフォーム

12

企業のブランドと品質の向上

13

標準化

14

企業の知的財産権運用と保護水準の向上

15

イノベーション製品の初期購入・契約の促進

16

軍民融合発展の促進

17

グリーン・低炭素発展

助成内容・助成基準・支援内容・支援方式
国家・省クラスのイノベーションセンター建設を受注する企業・機関を支援。国・省の支援に合わせて市からも支援供与。
国家級企業技術センター、国家技術イノベーション実証企業の認定を受けた企業に最高100万元の奨励金。
市の品質・ブランド発展専門資金を活用して、企業の企業の品質コンクールへの参加とブランド向上活動を支援。
中国工業大賞を受賞又はノミネートされた企業に奨励金。
企業が国際標準、国家標準、産業標準の制改訂への参加を奨励。
知的財産権の創出、転化、運用及び保護水準を向上。企業の発明特許助成制度を強化。「常州市特許戦略推進資金実施細則（2016～2018
年）」等に従って政策を執行。知的財産権侵害違法ファイルと信用喪失行為の複合懲戒の仕組みを確立。企業の知的財産権侵害リスクと経営リ
スクの防止をサポート。
政府調達の機能を発揮してイノベーション製品の研究と応用、新製品の普及を促進。企業の新技術・新製品応用を奨励。
軍民融合プロジェクトの実施、民用企業の軍需参入を奨励。軍需工業守秘資格と武器装備開発生産許可証の取得を目指し、一群の軍民融合実
証企業と実証事業を育成。国と省クラスの軍民結合産業実証基地の認定獲得。軍民融合プラットフォームの構築。デュアルユースのハイエンド技
術の開発と科技成果の産業化を推進。
省エネ・循環経済発展専門資金の誘導作用を発揮し、省エネ技術改修、循環経済、資源総合利用、クリーン生産、老朽化設備の淘汰を支援。グ
リーン工業団地、グリーンファクトリー、グリーンサプライチェーンを創出。国家級、省級グリーン実証機関に一定の奨励金。新エネ車産業の発展を
奨励し、新エネ車の普及を支援。

4. 生産型サービス業の発展支援
番号

支援対象

18

工業設計水準の向上

19

サービス型製造の発展

20

検査認証サービス能力のレベルアップ

助成内容・助成基準・支援内容・支援方式
工業設計と製造業の高度融合に向け、工業設計企業の拡大強化、設計水準の向上を奨励。
国家級工業設計センターに認定された企業に50万元、省級工業設計センターに認定された企業に30万元の奨励金。
工業企業の「製造＋サービス」モデルを奨励。ブランド運営商、システムインテグレーター、総価請負商、プランニングベンダー、アフターサービス
業者への転換を加速。一群の実証企業と波及効果の大きい実証事業を支援。企業がバリューチェーン「スマイルカーブ」の両端への延伸を誘導。
市級サービス型製造実証企業に認定された企業に20万元の奨励金。年間認定件数は20件までとする。
国際慣行と連動する全方位的検査認証サービスを発展。国際的な検査認証結果の相互認可を取得した第三者検査認証機関を重点支援。

5. 企業発展環境の創出
番号

支援対象

21

金融機関の製造業に対する融資支援の奨励

22

中小零細企業に対する公共サービス

23

政府サービス機能の向上

助成内容・助成基準・支援内容・支援方式
銀行からの製造業に対する融資を奨励。融資全体に占める製造業融資の比率を徐々に高める。融資リスク資金プールを開設し、資金助成方式を
革新。リスク補償の仕組みを健全化。銀行が企業の設備に対する融資支援を強化するよう誘導。保証機関の製造企業向け融資保証にリスク補
助金を供与。
レンディングプラットフォームを活用して中小零細製造企業の回転資金問題を解決。
ベンチャー、エンジェル等の株式投資基金を発展させ、民間資本、金融資本が先進製造業分野に投入されるよう誘導。
中小零細企業向けサービスプラットフォーム、技術プラットフォーム、創業育成基地の建設を支援。中小零細企業のニーズを満たす各種創業創新
サービスプラットフォームを形成。中小零細企業に管理指導、市場開拓、検査、法律相談等の総合サービスを低価格又は無償で提供。
企業への質と効率の高いサービスを強化。ビッグデータを活用して部門間の情報共有と協同サービスを強化。
企業負担の軽減、行政権限の簡略化、許認可手続きの簡略化と効率向上。
信用システムを強化し、事業入札、重点事業、融資等の面で信用度の高い企業を優先。

出所：常州市HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省鎮江市
•
•
•

鎮江市は主に「ハイエンド製造業発展行動計画（2016～2018年）」において、スマート製造、スマート設備も含むハイエンド設備の
開発と応用を支援。産業用ロボット、スマートファクトリー、数値制御工作機械、製造と製品のスマート化、サービス型製造業の育成
が主な対象。
ハイエンド設備企業に対し、財政資金を誘い水とする多元的な投融資支援を構想。
技術革新や初期設備実証事業を重点対象とする「ハイエンド設備製造業発展専門資金」の開設を計画。具体的な助成基準・方式は未定。

「鎮江市ハイエンド製造業発展行動計画（2016～2018年）」等における鎮江市の先進製造業・スマート製造関連支援策
関連計画・事業の名称

鎮江市ハイエ ンド製造業発展行動計画（ 2 0 1 6 ～2 0 1 8 年）
中国製造2025鎮江行動綱要・鎮江市産業用ロボット及びスマート製造産業発展3ヵ年行動計画（2015年）・鎮江市市級経済情報化支援誘導専門資金管理弁法
鎮江市人民政府の製造業発展金融支援に関する実施意見・鎮江市人民政府弁公室のスマート経済発展の加速に関する指導意見・鎮江市従来型産業改造高度化実施方案

全国でも重要なハイエンド設備・新材料産業基地の形成。
2020年のスマート設備産業の目標販売額1,500億元超。
スマート製造プロジェクトの実施。
スマート製造・ハイエンド設備・スマート設
独自知財権を備えるハイエンド設備の開発。
備の主な目標
2018年には設備製造業のハイエンド化率を33％（2015年比5ポイント上昇）に。ハイエンド設備産業基地の販売額が市全体の設備製造業の販売額に占める比率を50％（2015年比7.5ポイ
ント上昇）。
従来型産業の改造と高度化。冶金、建材、化学、軽工業、紡績、機械など従来型産業において、スマート化改造推進対策。

産業用ロボット

ロボット本体、コントローラー、減速器、サーボモーター等のキーパーツの開発と応用。
産業用ロボット製造産業チェーンの形成。
独自ブランドの産業用ロボットを活用する従来型産業の技術改造と高度化、工業分野の設備の高度化促進。
サービスロボット、特殊ロボットの発展と応用。

スマート化基礎製造及びプラント設備

製品の設計、フレキシブル製造、高速製造、自動化及びネットワーク製造など製造業の脆弱なプロセスを対象に一群の基礎製造設備、
工程製造設備、ディスクリート型製造設備を発展。スマート製造プラント設備のレベルアップ。

ハイエンド数値制御工作機械
中核基礎部品
スマート製造関連の重点対象分野
スマートファクトリー

製造のスマート化

高速、高精度、スマートを主要特徴とする数値制御工作機械とコア・キーパーツ。
サーボモーター及び駆動装置、スマートコントローラー、精密減速器、高速精密伝動装置、制御システム、重負荷精密ベアリング、高性能
液圧・空気圧密封装置、大型鍛鋳造部品等の基礎部品及び汎用部品。高性能・高信頼性重要基礎部品及び機能性部品。
スマート加工センターと生産ライン、スマート化立体倉庫と物流運輸システム、スマート生産執行過程制御、スマート化生産コントロールセ
ンター。
企業がインターネットをベースに製造のデジタル化を展開し、設計と製造、生産・供給・販売の一体化、業務と財務の連携を促進するよう
奨励。
スマート製造企業実験実証プロジェクトを実施し、重点完成機製造企業を選定して、「機器換人（人手から機械への転換）」、スマートファク
トリーの建設を加速。

製品のスマート化

製造企業が応用企業、ソフトウェア・IT企業、研究開発機関と共同で高度センシング、スマート意思決定、自動執行の機能を備えるハイエ
ンド数値制御機械、産業用ロボット、付加製造等のスマート製造設備及びスマート化生産ラインを開発することを奨励。

サービス型製造業育成行動

設備製造業と生産型サービス業の共同発展を促進。設備製造企業が速やかにばるーチェーンとイノベーションチェーンに延伸するよう推
進。設備製造企業の「生産型」から「生産＋サービス型」への転換を促進。

金融支援措置

財政支援、銀行融資、事業誘致、上場、企業ファンディングの構想に基づき、各種産業支援資金の梃子としての作用を発揮し、民間資本
はハイエンド設備産業に参入するよう誘導。財政投入が誘導し、企業と民間投資を主体とする多元的で幅広い資金調達システムを形成。
銀行が前向きに与信を増やすよう誘導。
ハイエンド設備製造企業が社債、ミディアムターム・ノート(MTN)、コマーシャルペーパー(CP)、信託証券の発行や上場、増資等の方式に
より資金募集を行うことを支援。
初期重要技術設備に対する保険の仕組みを普及。

ハイエ ンド設備製造業発展専門資金の開設

利息補助、専門事業補助金、株式投資等の方式を採用して、設備製造企業のキーテクノロジーの革新と産業化、初期重要技術設備実
証事業等を重点支援。

財政・金融支援

出所：鎮江市HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省無錫市 (1)
•
•

無錫市は「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」において、スマート製造の発展を推進。
①スマート製造実験実証、②スマート設備基礎強化、③スマート製造協同イノベーション、④スマート製造支援並びにス
マート製造エコシステム育成、⑤スマート製造人材の5大プロジェクトを実施して、様々な側面から無錫市企業のスマート
製造の発展を支援。

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」における無錫市のスマート製造支援策(1) …重点プロジェクト
関連計画・事業の名称

2019年の目標

無錫市スマート製造3 ヵ年行動計画（ 2 0 1 7 ～2 0 1 9 ）
一定規模以上の企業のスマート製造水準
スマート設備応用率の大幅な向上

・全国的なスマート製造先行区、協同イノベーションベンチマーク区の建設。国際影響力を備える製造業強市の形成。
・技術設備のブレークスルー。独自知財権を備える一群のスマート製造コアテクノロジーとシステムソフトウェアの把握。国産化一貫スマー・設備とハイエンドキーパーツの開発。
・重要スマート設備及び生産ライン15ヵ所前後を新規建設。スマート設備製造産業パークを1ヵ所建設。

製造水準の向上

・産業用ロボット使用を600台追加。重点産業のロボット密度（従業員1万名当たりのロボット利用台数）を200台に。
・一定規模以上の工業企業の85％で自動化、デジタル化製造を実現。

実験実証効果の顕現

・省クラス以上のスマート生産ライン30ヵ所、省クラス製造業・インターネット融合イノベーション実証実験企業35社形成。
・一群のスマートファクトリーの育成。一群の国家スマート製造実験実証事業の建設。

(1) スマート製造実験実証プロジェクト

①スマート生産ライン・スマートファクトリーの建設を推進。企業がスマート設備、スマートセンサー、工業ソフト、インターネット、人工知能等の新技術を運用するよう奨励。次世代ITの高度応用。省クラス以上の
実証スマート生産ラインとスマートファクトリーを30ヵ所以上建設。
②重点産業のスマート化改造。無錫市企業1,000社の技術改造と設備高度化行動の推進。3年間で300件のスマート製造技術改造事業を展開。
③工業インターネットの応用推進。オンライン設計と研究開発、共同開発など工業クラウドコンピューティングサービスを推進。製造工程の無線センシングネットワーク、スマート制御ネットワーク、ビデオモニタリ
ングネットワーク、物流配送ネットワーク等の応用推進。センサー、数値制御工作機械、工業制御システム、物流設備等のコネクションとインテグレーションを推進。「インターネット＋零細企業」行動計画を実
施。
①スマート生産ライン・スマートファクトリーの建設を推進。企業がスマート設備、スマートセンサー、工業ソフト、インターネット、人工知能等の新技術を運用するよう奨励。次世代ITの高度応用。省クラス以上の
実証スマート生産ラインとスマートファクトリーを30ヵ所以上建設。
②重点産業のスマート化改造。無錫市企業1,000社の技術改造と設備高度化行動の推進。3年間で300件のスマート製造技術改造事業を展開。
③工業インターネットの応用推進。オンライン設計と研究開発、共同開発など工業クラウドコンピューティングサービスを推進。製造工程の無線センシングネットワーク、スマート制御ネットワーク、ビデオモニタリ
ングネットワーク、物流配送ネットワーク等の応用推進。センサー、数値制御工作機械、工業制御システム、物流設備等のコネクションとインテグレーションを推進。「インターネット＋零細企業」行動計画を実
施。

(2) スマート設備基礎強化プロジェクト

①スマート設備と製品の発展。デジタル工作機械とロボット、付加製造（3Dプリンタ）、スマートセンシング、スマート検査・組立、スマート倉庫・物流など設備のイノベーション、開発及び産業化。スマート設備の
産業化と実証応用。
②スマート設備キーパーツ、スマート計測装置及び部品、スマート制御システム。ロボットのキーテクノロジーでブレークスルー実現。特に産業用ロボット、制御システム、減速器、サーボモーター等の重要部品
の開発と応用。スマート設備製造産業チェーンの形成。
③スマート設備産業協力の強化。スマート設備産業の事業誘致。特にIoT、産業用ロボット、ハイエンド数値制御工作機械等のコアテクノロジー分野の事業誘致に重点。国内外の著名スマート設備企業を誘
致。企業の国外からの先進技術導入を奨励。「一帯一路」の国家戦略に乗じて企業の国際市場開拓を支援。無錫市のスマート設備、スマート製品、スマートサービスの海外進出につなげる。

(3) スマート製造協同イノベーションプロジェクト

①スマート製造の協同イノベーションの仕組みを完備。企業の技術革新を奨励。企業を中心に大学や研究機関がともに参加する協同イノベーションの仕組みを確立。基幹企業による省クラス以上の製造業イノ
ベーションセンター、重点実験室、工程実験室、工程技術センター、企業技術センターの建設を支援。産学研協力の仕組みを確立。科技成果と産業のマッチングを展開。
②スマート製造標準の開発への参加。条件を有する企業・機関、大学、研究機関等がスマート製造の標準化に参加するよう誘導。
③スマート製造の特許とブランドの構築。企業の知的財産権運用レベルの向上。知的財産権の運用、保護、管理能力の向上。知的財産権取引システムの完備。スマート製造重点企業のブランド育成を推進。

スマート製造重点プロジェクト

①ソフトウェアとITの発展。産業の転換と高度化、従来型製造業のスマート化に向け、企業の改造を足掛かりとして、ハイエンド工業ソフトウェアシステム、新型工業用アプリの開発と応用を加速。ロボット、VR、
付加製造(3Dプリンタ）など製造業向けソフトウェア開発。製造分野における人工知能の大規模商用化を推進。
②工業インターネット産業の発展。工業インターネットシステムアーキテクチャ、標準、ソフト・ハードウェア等の研究開発。工業インターネット総合イノベーションプラットフォーム、重要技術試験プラットフォームの
構築。工業情報インフラ建設の計画配置の強化。「ネットワーク＋クラウド＋端末」の工業情報インフラの完備。スマートセンシング制御ソフト・ハードウェア、新型工業ネットワーク、工業ビッグデータプラットフォー
ムの発展。企業の研究開発の協同化、製造サービスのネットワーク化レベルの向上。
(4) スマート製造支援プロジェクトとスマート製造エコ
③スマート製造サービス業者の育成。スマート製造総合ソリューションサービス企業の育成、スマート製造設備サプライヤー、スマート製造ソフトウェアベンダー、システムインテグレターが協調的に発展する産
システム育成行動
業構造の実現。技術コンサルティング、プランニング、工程改造、架設保守、検査認証など専門サービス機関の発展。総合設計能力とソリューション提供能力を備える専門的なロボットとスマート設備システム
インテグレーターを10社育成。
④スマート製造サービス体系の構築。ロボット及びスマート製造協会等を受皿にして、産学研用のリソースを統合し、スマート設備の製造、システムインテグレーター及びスマート製造応用の重点機関企業が加
盟する市クラスのスマート製造サービス連盟を組織。大学、研究機関、協会及びリーディングカンパニー等のスマート製造公共サービスプラットフォームの設立を支援。スマート製造関連サービスを展開し、市政
府調達の公開入札等の方式によりスマート製造総合ソリューションベンダーを選定し、企業のスマート生産ライン・ファクトリー建設とスマート化改造のコンサルティングサービスを展開。

(5) スマート製造人材プロジェクト

①スマート製造人材組織の建設。現代的産業発展に適応するスマート製造人材体系の構築。
②人材育成の仕組みの完備。大学、研究機関、協会、企業にスマート製造実地訓練基地を建設。スマート製造の発展のニーズを満たす素質の高い技術人材を育成。
③「太湖人材計画」スマート向上行動の実施。スマート製造のハイレベル人材の招致に対する支援を強化。「無錫市優秀人材貢献賞」「無錫市機国留学生創業賞」「無錫市高技能人材成就賞」「無錫市人材招
致工作賞」の評定においてスマート製造関連人材を優先。スマート製造人材の滞在許可、医療保障、子女の入学等の問題を適正に解決。

出所：無錫市HP
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スマート製造支援政策

スマート製造

地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省無錫市 (2)
•

•
•

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」において、企業のスマート設備投資などスマート化改造事業を対
象とする奨励金の交付を規定。
銀行に対してはスマート製造事業への優先的融資支援を指導。
無錫市はスマート製造も含む新興産業を対象に2016年「無錫太湖浦発株式投資基金」を開設。
「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」における無錫市のスマート製造支援策(2) …金融・財政支援

金融政策支援

●先進技術、際立った優位、大きい波及効果を備えるスマート製造事業に対する融資を優先するよう銀行を指導。
●融資方式の革新。
●スマート設備企業と製造業のスマート化改造に対する融資チャンネルの拡大。
●設備リースと融資モデルを模索し、スマート設備のリースと融資業務を展開。設備リースと融資の保証システムの確立。
●「無錫太湖浦発株式投資基金」「無錫中小企業借換応急資金」等を活用して企業のスマート化を支援。
●初期重要技術設備に対する保険補償の仕組みを模索し、もって当該設備の応用普及を推進。

財政支援

●ロボットへの転換や生産過程のスマート化制御などスマート化改造事業で総投資額3,000万元以上、スマート化技術設備の比
率50％以上の事業に対し、技術設備投資の8％の奨励金を交付。うち地場生産のスマート技術設備購入部分については15％の
奨励金。事業1件の奨励金は1,000万元以下。
●省クラス以上のスマート生産実証ラインに認定された企業に対し50万元以下、、スマートファクトリーに認定された企業に対し
100万元の一次奨励金。
●次世代情報技術・スマート技術を企業の研究開発、生産、管理等のプロセスに応用して「工業化と情報化」の高度融合を実現
した事業に対し、ソフトウェア及び技術サービス投資の10％以下、最高100万元の奨励金。

無錫太湖浦発株式投資基金の概要
 目的…産業のスマート化、グリーン化、サービス化を支援。新興産業が先導し先進製造業が主体となりサービス業が支えにな
る現代的産業体系を形成。
 根拠規定…無錫市政府弁公室「無錫太湖浦発株式投資基金設立方案」「無錫太湖浦発株式投資基金政府出資管理弁法」(2016
年8月）
 投資方式…財政資金を梃子にして機関投資家と民間資本が無錫市のベンチャー企業、成長性の高い企業に投資するよう誘導。
 資金規模目標…全体で150億元、うち市・区・県政府の出資40億元、江蘇省政府投資基金20億元、浦発銀行90億元。第1期投
資規模は100億元。
 ファンドの構造…マザーファンドの下に、「創新創業エンジェル投資基金」「産業誘導共同投資基金」「産業転換・M&A投資
基金」の3つのサブファンドを設置。
 投資分野…次世代情報産業、ハイエンド設備製造産業、スマート設備産業、航空宇宙産業、ハイエンド船舶と海洋設備産業、
省エネ・環境保護産業、バイオメディカル産業、新エネルギー・新エネ車産業、ハイエンド紡績・アパレル産業。
出所：無錫市HP
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スマート製造

スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省無錫市 (3)
•

•

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」において支援するプロジェクトは合計422件（一部事業は複数の事
業計画に重複）。戦略的新興産業が主。一部従来型産業も。
「スマート生産ライン育成計画」「スマート化改造重点事業計画」「スマート設備産業重点事業計画」「製造業とインター
ネット融合イノベーション重点事業計画」「工業分野IoT応用推進実証重点事業計画」の5つの計画枠組みからスマート製造
関連の事業を支援。
「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」における無錫市のスマート製造支援策(3) …具体的な事業支援
支援対象の事業計画の名称

2017～2019年全市スマート生産ライン育成計画

2017年全市スマート化改造重点事業計画

事業件数

主な産業分野・設備分野

特徴

152

紡績、軌道交通、紡績、縫製、太陽電池、IC、鋼材、自動車
部品、電池、環境設備、電機、化学、繊維、OLEDディスプレ
イ、ケーブル、溶接機械、電子機器、材料、EV、工作機械、石 特に多いのは自動車（EV・スマート
油、タッチディスプレイ、寝具、ディーゼル、航空機エンジン・ガ カー・車載電池）関連の32件。
スタービン用特殊合金、センサー、3Dプリンタ用金属パウ
ダーなど。

182

ICチップ、特殊鋼材、ペットボトル、リチウム電池、電子材料、
特に多いのは自動車（EV・スマート
ジーンズ、紡績、特殊繊維、PV、風力発電機部品、数値制御
カー・車載電池）関連で36件。IC・半
機械、アルミ合金、グラフェン、自動車部品、建設機械、OLED
導体関連は10件。
ディスプレイ、材料、EV、ロボット溶接、センサーなど。

2017年全市スマート設備産業重点事業計画

38

2017年全市製造業とインターネット融合イノベーション重点事業計画

30

2017年全市工業分野IoT応用推進実証重点事業計画

20

自動車部品、ソーラー、特殊車両、除塵器、マイクログリッド、
フォークリフト、レーザー、ロボット、スマート設備、新エネ車電
子制御システム、給水設備、電気設備、精密機器、工作機
械、自動化制御システム、レーザー加工、タッチディスプレ
イ、航空機エンジン・ガスタービン、数値制御工作機械、自動
化設備など。
IC、新エネ、アパレル、通信、ケーブル、製薬、機械、医療機
械、紡績、化繊、自動車部品、ディーゼル、スマート製造な
ど。

スマート設備、ロボット、数値制御工
作機械、自動化設備に重点。それら
設備を活用する工場のスマート化。
38件の対象事業のうち2017年度か
らの新規事業は10件。
インターネットを応用して製造工程、
物流等のプロセスをスマート化。

風力発電無人見守りシステム、ベアリング品質トレーサビリ
ティ、スマートファクトリー、自動車生産輸送設備、ボイラー遠 主にIoTを活用する工場・設備のス
隔操作、電力管理プラットフォーム、工業設備オンラインモニ マート化。
タリングなど。

出所：無錫市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省無錫市 (4)

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画（2017～2019）」の5つの事業計画の枠組みのうち「2017年スマート設備産業重点
事業計画事業」38件だけでも総投資額は152億2,710万元、2017年の計画投資額は37億3,360万元。
総投資規模と累計投資規模が大きい事業は華欧徳変速器有限公司の乗用車用6速AT変速機事業（総投資額70億元・2017年
計画投資額2億元）、北汽興東方汽車装備有限公司のスマート設備製造基地事業（総投資額10億元・2017年計画投資額4億
元）。いずれも自動車関連。
新規事業で規模が大きいのは宜興海格力斯科技発展有限公司の「海格力斯（宜興）産業パーク」年産1万台ローダー及び
2000組ロボット事業。2019年までの総投資額は30億元、2017年計画投資額は6億元。

•
•
•

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画」の「2017年全市スマート設備産業重点事業計画」事業 (1)
番号

企業の名称

1
2
3
4

華欧徳変速器有限公司
江蘇緑能電力股份有限公司
江蘇神探特殊車科技有限公司
江陰冉溪環保設備有限公司

5

江陰市勤力橡塑有限公司

6
7
8

江蘇方程新能源科技有限公司
江蘇中力叉車有限公司
江陰欧力徳光電有限公司

9

江蘇斯菲爾電気股份有限公司

10

江陰市三江寛幅有限公司

11

宜興海格力斯科技発展有限公司

12
13
14
15
16

北汽興東方汽車装備有限公司
無錫華宸控制技術有限公司
江蘇天源焊割機械有限公司
無錫康宇水処理設備有限公司
無錫漢神電気有限公司

17

無錫大東機械製造有限公司

18

無錫富瑞徳測控儀器股份有限公司

19

江蘇新光数控技術有限公司

20

江蘇大徳重工有限公司

事業の名称
乗用車用6速AT変速機事業
ソーラー発電制御システムの研究開発及び産業化事業
年産1500台の特殊改造専用車事業
湿式静電除塵器生産及び環境保護設備の研究開発事業
年産8台の全鋼材ボンディング機と10台のVMR成形機の技
術改造と生産能力拡張事業
コンバータ及びマイクログリッド制御システム新規建設事業
年産2万台フォークリフト事業
欧力徳光電レーザー発生器製造事業
スマートグリッド用ユーザー側メーター及び送配電制御設備
生産能力拡張事業
教育用スマートロボット事業
海格力斯（宜興）産業パーク年産1万台ローダー及び2000
組ロボット事業
北汽興東スマート設備製造基地事業
年産10万セットの新エネ車電子制御システム事業
ハイエンドプラズマレーザーカッティング設備事業
スマート化超静音二次給水設備事業
電気設備スマート化生産事業
全自動製品包装輸送システム及びロボットパレタイジング
事業
精密部品スマート化オンライン計測設備事業
国内工作機械加工業の自動化積み降ろし及び製品自動検
査事業
スマート設備生産事業

総投資額
（万元）

2016年までの
累計実行投資額（万元）

2017年
計画投資額（万元）

680,000
0
0
0

20,000

0

18,000
16,000
15,450

10,000
0
0

8,000

0

8,000 2017

江陰市

8,000

0

8,000 2017

江陰市

0

100,000
30,000
25,000
11,000
3,000

50,000
5,000
18,000
5,800
1,000

3,000

1,000

2,100

0

2,000
2,000

2014-2017
2017-2018
2017
2017

担当地区

700,000
45,000
25,000
23,030

300,000

20,000
20,000
25,000
23,030

事業実施期間

江陰市
江陰市
江陰市
江陰市

20,000 2017

江陰市

8,000 2015-2017
16,000 2017
15,450 2017

江陰市
江陰市
江陰市

60,000 2016-2019

宜興市

40,000
25,000
2,000
5,200
2,000

2015-2018
2016-2017
2015-2017
2016-2017
2016-2017

宜興市
宜興市
宜興市
宜興市
錫山区

2,000 2016-2017

錫山区

2,100 2017

錫山区

1,000

1,000 2016-2017

錫山区

1,000

1,000 2016-2017

錫山区

出所：無錫市HP
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スマート製造支援政策
地方のロボット・スマート製造関連補助金 ―― 江蘇省無錫市 (5)

無錫市の「2017年スマート設備産業重点事業」では、規模は小さいが、スマートロボット、産業用ロボット、数
値制御工作機械などハイエンド工作機械、制御システムの開発生産及び応用事業が指定。
補助金の規模は不明であるが、無錫市の「スマート製造3ヵ年行動計画」は、スマート製造を支えるスマート設備
の開発・生産及び応用を、小規模事業も含めて幅広く支援していることが窺える。

•

•

「無錫市スマート製造3ヵ年行動計画」の「2017年全市スマート設備産業重点事業計画」事業 (2)
番号

企業の名称

21

無錫衆望四維科技有限公司

22
23
24

無錫正佳自控系統設備有限公司
無錫洲翔成套焊接設備有限公司
無錫中鼎物流設備有限公司

25

無錫市星億塗装環保設備有限公司

26
27

無錫変格新材料科技有限公司
江蘇宏聯環保科技有限公司

28

無錫金球機械有限公司

29

江蘇宏聯航空装備有限公司

30
31

無錫市威華機械有限公司
無錫蘇嘉宇正自動化設備科技有限公司

32

無錫市昌億機床製造有限公司

33
34

無錫迪奥機械有限公司
無錫市明驥智能機械有限公司

35

無錫信捷電気股份有限公司

36

無錫先導智能装備股份有限公司

37

江蘇微導入納米装備科技有限公司

38

無錫奥特維科技股份有限公司

事業の名称
機械・光学・電気一体化、自動化、情報化及びスマートロ
ボット製造事業
自動化制御システム事業
高精度スマートレーザー3D加工設備生産設備事業
スマート化物流倉庫システム製造事業
年産12本のスマート環境配慮型電気メッキ生産ライン産業
化事業
年産200枚のラージサイズタッチディスプレイ事業
航空機部品表面処理ロボット及びスマート化設備事
数値制御タレットパンチプレス、曲げ機、せん断機、溝切り
機生産ライン事業
国家航空機タービン・ガスタービン専門事業用の試験計測
装置事業
ポリウレタンサンドイッチパネル全自動連続生産ライン事業
蘇嘉宇正SY-MT自動化レンガ製造ロボット事業
ローディングマニピュレーター数値制御内面研削盤MK215
事業
全自動数値制御旋盤事業
特殊電気メッキ産業用ロボット事業
スマートガイダンスの6自由度産業用ロボット研究開発及び
産業化事業
年産2000台のキャパシタ、PVモジュール、リチウム電池自
動化専用設備事業
ALD（原子層堆積）技術をベースとするPVプラント設備の研
究開発並びに産業化事業
次世代高効率PV電池ウェハストリングマシンの研究開発並
びに産業化事業

総投資額
（万元）

2016年までの
累計実行投資額（万元）

2017年
計画投資額（万元）

事業実施期間

担当地区

2,000

1,000

1,000 2016-2017

錫山区

2,000
1,000
22,130

1,000
500
130

1,000 2016-2017
500 2016-2017
10,000 2017-2018

錫山区
錫山区
恵山区

17,000

4,500

3,000 2016-2018

恵山区

5,000
3,000

2,000
500

2,000 2016-2019
1,500 2016-2018

恵山区
恵山区

2,100

450

850 2016-2018

恵山区

2,000

300

1,000 2016-2018

恵山区

1,500
1,500

350
350

650 2016-2018
650 2016-2018

恵山区
恵山区

1,100

320

780 2015-2017

恵山区

1,100
1,000

250
150

350 2016-2018
300 2016-2018

恵山区
恵山区

8,700

850

3,500 2016-2019

濱湖区

70,000

8,000

30,000 2016-2018

新呉区

20,000

3,000

10,000 2016-2018

新呉区

5,000

800

2,500 2016-2019

新呉区

出所：無錫市HP
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新エネ車生産参入制度

次世代自動車

新エネ車生産参入許認可制度 (1)
•

•

中国の新エネ乗用車生産企業は発展改革委員会と工業情報化部の許認可をともに得ることが必要（双認証システ
ム）
ピュアEV乗用車生産参入企業（事業）の認定要件は発展改革委員会・工業情報化部「ピュアEV乗用車新規設立
企業管理規定」に規定。認定審査は国家発展改革委員会が工業情報化部の意見も聞いて行う。

 発展改革委員会の新エネ車（EV乗用車）企業（事業）許認可制度

国家発展改革委員会・工業情報化部「ピュアEV乗用車新規設立企業管理規定」（2015年6月）
EV乗用車の新規企業（事業）に対する許認可を規定。
狙い…技術力の低い企業の参入を制限して生産能力過剰を防止。
技術力と将来性がある企業や自動車開発の実績と能力を有する企業がEVに特化して開発と生産を進め
るようインセンティブ。
許認可の要件
①資金力…事業投資に相応する自前の資金と資金調達能力の具備。
②開発能力…ピュアEV乗用車の概念設計、システム及び構造設計から試作車の開発、試験、定型の研究開発歴、専門の研究開
発グループと完成車のフォワードエンジニアリング開発能力、完成車の制御システム、蓄電池システム、完成車のインテグ
レーション及び軽量化に面でコアテクノロジーと応分の試験検証能力、ピュアEV乗用車関連の発明特許。
③試作・製造能力…ボディとシャーシの製造、蓄電池システムインテグレーション、完成車の組立など主要技術および装備も
含めて、試作車の整った試作条件を具備。
④技術要件・標準の適合…同一型式のピュアEV乗用車を15台以上試作し、自動車国家標準、自動車関連標準に適合するとと
もに、安全性、信頼性、動力性能、完成車の軽量化、経済性等の面で所定の技術要件に達している。

資格の有効期限…3年間。
参入条件の緩和…「自動車産業発展政策」が規定していた投資額と生産規模の最低要件（新規自動車生産企業の投
資事業の総投資額を15億元以上、4気筒乗用車の生産規模を5万台以上、6気筒については3万台以上と規定）を免除。
投資額と生産規模は投資企業が自主的に決定。→ 異業種企業やベンチャーの投資を利便化
2

新エネ車生産参入制度

次世代自動車

新エネ車生産参入許認可制度 (2)
•
•

新エネ車企業・製品の許認可は工業情報化部「新エネ車生産企業及び参入管理規定」に規定。工情部が審査。
ピュアEV乗用車は双認証システム適用。発展改革委員会と工業情報化部の認証取得が必要。

 工業情報化部の新エネ車企業・製品許認可制度

工業情報化部「新エネ車生産企業及び参入管理規定」（2009年版に代わり2017年1月公布、2017年7月施行）

新エネ車生産企業・製品の認定要件






所要の生産能力、設計開発能力、製品生産一致性保証能力の具備
国家標準及び規定への適合
販売・アフターサービス能力
安全・環境・省エネ・窃盗防止標準及び規定への適合
法定検査機関の検査に合格

管理規定付則「企業集団所属企業の参入審査要件」の規定
大手自動車企業集団所属の子会社・支社については、設計開発能力や車体、シャーシ等の部品などの面で認定要件を簡略化。

ピュアEV乗用車生産の「双認証」システム
工業情報化部「新エネ車生産企業及び参入管理規定」は、ピュアEV乗用車生産企業は「ピュアEV乗用車新
規設立企業管理規定」の要件を同時に満たすことが必要と規定（第31条）
① 発展改革委員会…「ピュアEV乗用車新規設立企業管理規定」に基づくピュアEV乗用車生産資格の審査
② 工業情報化部…「新エネ車生産企業及び参入管理規定」に基づく企業・製品の認定審査。

生産企業は①と②の両方にパスして「双認証」を正式取得 → EV乗用車の生産が認可

3
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新エネ車生産参入企業
ピュアEV乗用車生産資格取得企業一覧 (1)

2017年末時点でピュアEV乗用車生産資格を取得した企業は合計18社。
資格取得企業第1号は北汽新能源。同社は中国の次世代自動車ナショナルプロジェクトの中核的存在。新エネ車販売
第1位。
初期の資格取得企業は大手自動車メーカー系が比較的多い。
EV乗用車生産の実績があるBYD、吉利、北汽福田等の大手は対象外。

•
•
•
•

取得順

企業名称

所在地

設立年

資格取得時期

資本関係・提携動向

EV及び関連開発生産状況
2017年上半期のEV販売量30,154台、中国第2位。うち乗用
車17,939台。
EV生産能力を7万台に拡大へ。
カーシェアリング事業も展開。

北京汽車集団（北汽集団）の子会社。
2017年7月、親会社の北汽集団はダイムラーと各50
億元の共同出資により、合弁企業の北京奔馳汽車
有限公司にメルセデスブランドのピュアEV車と電
池の工場を設けることで合意。

1

北京新能源汽車股份有限公司

2

杭州長江汽車有限公司

浙江省杭州市

1996年6月

2016年4月

3

万向集団・万向電動汽車有限公司

浙江省杭州市

2002年3月

2016年9月

4

前途汽車（蘇州）有限公司

江蘇省蘇州市

2015年2月

2016年10月

2016年、蘇州工場に着工。2019年には年産5万台の
EV乗用車生産を計画。

北京長城華冠汽車科技股份有限公司の全額出資子会社。

2016年11月

2017年上半期の新エネ車生産量9,300台、前年同期比
86.5％増。
年産8.5万台のEV生産能力計画。山東斉河製造基地を2017
年5月稼動。年産10万台。安徽省合肥市の新エネ車工場は
年産10万台。河北省石家荘にも生産基地建設計画。全て
稼動すると新エネ車生産能力合計38.5万台。

筆頭株主は蕪湖建瑞股権投資基金有限合伙。前身
は奇瑞汽車份有限公司新エネ車事業部。2000年から
新エネ車開発。
2015年、欣旺達の子会社と共同出資により蕪湖奇達
動力電池系統有限公司設立。
2016年、安川電機と合弁で奇瑞安川電駆動系統有限
公司設立。新エネ車モーター・制御システム。

2016年11月

2017年2月、完成車工場着工。年産5万台のEV乗用車
生産計画。
展図（中国）投資有限公司(台港澳法人独資)と淮安
嘉興敏凱汽車零部件有限公司、嘉興和鑫汽車零部
開発控股有限公司の合弁。
件有限公司、嘉興和豊動力電池有限公司を設けて
軽量化材料、モーター、車載電池も開発生産。
江鈴汽車集団の子会社。
2017年5月、宝駕出行と協力。カーシェアリング
「千城千台計画」推進。1,000の市街地区に各1,000台
の新エネ車を配備。
重慶小康工業集団股份有限公司の子会社。
2017年、米国のカーソリューションベンダーAM
Generalの自動車工場の香港e.motor Coporation Limited
全株買収。

5

6

奇瑞新能源汽車技術有限公司

江蘇敏安電動汽車有限公司

7

江西江鈴集団新能源汽車有限公司

8

重慶金康新能源汽車有限公司

北京市

安徽省蕪湖市

江蘇省淮安市

2009年10月 2016年3月

2010年4月

2015年2月

完成車、モーター、電池、制御システムの製造。
天津と遼寧省に車載電池生産拠点。重慶に電池材 有限責任公司（中外合資）。五龍電動車(集団)有限
公司（香港）の子会社。
料生産拠点。
杭州、昆明、貴州に完成車基地建設。EV年産5万台
EV年産5万台の事業計画。EVとEREV各2車種を生産予定。 万向電動汽車有限公司は万向集団の全額出資子会社。

江西省南昌市

2015年1月

2016年12月

EV完成車、制御システム、モーター、電池系統。
ピュアEV乗用車2車種を販売。3車種を開発中。EV
商用車も開発。2017年上半期の新エネ車販売量
10,567台、中国第6位、うち乗用車7,900台。
EV乗用車5万台の生産能力計画。

重慶市

2012年9月

2017年1月

2017年1月、国家発展改革委員会から年産5万台ピュ
アEV乗用車生産事業が承認。
北京億馬先鋒汽車科技有限公司の全株買収。モー
ター、制御システム、電池システム等に参入。

出所：各種資料をもとに作成した
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新エネ車生産参入企業
ピュアEV乗用車生産資格取得企業一覧 (2)
•
•

•

2017年にピュアEV乗用車生産資格を取得した企業は11社。
大手自動車メーカー系以外の企業が徐々に増えている。江蘇国新（奥新）の炭素繊維軽量化EV乗用車事業など
2016年には申請が却下されたベンチャー的事業が2017年末に資格を取得したことは要注目。新エネ車をめぐって様々
なエコシステムが交錯。
独VWは中国の新エネ車市場の将来を見据えて早々と布石。2017年5月、安徽江淮汽車との合弁企業として資格取
得。
取得順

9

10

企業名称

国能新能源汽車有限責任公司

福建省汽車工業集団雲度新能源汽車有限公
司

所在地

天津市

設立年

2015年6月

資格取得時期

2017年1月

資本関係・提携動向

EV及び関連開発生産状況

外商投資企業法人独資。国能電動汽車瑞典有限公
2012年9月、NEVSはスウェーデンSAAB自動車の中核
司（NEVS：ナショナル・エレクトリック・ビーク
事業を買収。2015年、天津浜海ハイテク区で事業に
ル・スウェーデン）50％、北京中域緑色投資管理有
着工。SAABの技術を導入してピュアEVとエクステ
限公司40％、北京国研互通投資管理有限公司10％の
ンデッド・レンジEVを生産。年産20万台。
共同出資。
EV乗用車年産5万台の計画が承認。
2017年2月、CATLと戦略協力。

2015年12月 2017年1月

ピュアEV乗用車の完成車、部品。EV乗用車6.5万台
の生産能力計画。

甘粛省蘭州市

2006年7月

2017年3月

マイクロ電気自動車の製造、販売。
2017年上半期の販売量18,718台、中国第3位。
吉利控股集団、新大洋機電集団、金沙江創投基金の共同
年産4万台のEV乗用車事業が承認。蘭州を拠点に、山東、 出資。
淅江にも生産基地を拡大。

河南省三門峡市

2010年9月

2017年3月

完成車、部品。
年産10万台のEV乗用車事業が承認。

三門峡速達交通節能科技股份有限公司の子会社
清華大学省エネ・新エネ車センター副主任方運舟、北京億
華通科技股份有限公司、浙江清華長三角研究院、上海哲
奥投資管理公司の共同出資。

福建省莆田市

福建省汽車工業集団有限公司（福汽集団）の子会
社。

11

蘭州知豆電動汽車有限公司

12

河南速達電動汽車科技有限公司

13

浙江合衆新能源汽車有限公司

浙江省嘉興市

2014年10月 2017年4月

完成車、部品。
年産5万台のEV乗用車事業が承認。
初の量産車を2017年に発売予定。

14

深圳市陸地方舟新能源電動車集団有限公司

広東省深圳市

2005年6月

2017年5月

広東省仏山EV乗用車生産基地建設事業第1期が発展改革
深圳市瑞礎投資有限公司が出資。
委員会から承認。年産5万台。

15

江淮大衆汽車有限公司（暫定名称）

安徽省合肥市

2017年

2017年5月

江淮の敷地にEV新工場建設。年産10万台のEV乗用車生
産能力を形成。初の電動SUVを2018年発売予定。

安徽江淮汽車股份有限公司と大衆汽車（中国）
（フォルクスワーゲン中国法人）の合弁（各50％）

16

河南森源電動汽車有限公司

河南省許昌市

年産5万台のピュアEV乗用車事業

河南森源集団、河南森源重工、許昌市投資総公司の共同
出資。

2015年10月 2017年12月

17

江蘇国新新能源乗用車有限公司

江蘇省塩城市

2016年2月

2017年12月

年産2万台の炭素繊維軽量化EV乗用車事業計画

江蘇奥新新能源有限公司の全額出資子会社。江蘇奥新は
2016年に年産2万台の炭素繊維軽量化EV乗用車事業を申
請するも発展改革委員会から却下。江蘇奥新楽視と決別し
た華人運通技術有限公司に出資。江蘇国新のEN乗用車
生産資格取得により華人運通も参入に道。

18

康迪電動汽車江蘇有限公司

江蘇省如皋市

2014年1月

2017年12月

年産5万台のピュアEV乗用車事業

康迪電動汽車集団有限公司の子会社

出所：各種資料をもとに作成した
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スマートコネクテッドカー・自動運転関連計画と政策 (1)
中国はスマートコネクテッドカーを未来の自動車産業と新型交通運輸システムの重要要素として位置づけ。
EV、スマート充電インフラ、インターネット、スマートグリッド等と合わせて自動車のスマート化を推進。
5Gテクノロジーをベースに車聯網（IoV）を発展

•
•
•

中国におけるスマートコネクテッドカーの位置づけ（苗圩工業情報化相の2017年6月発言）





中国が未来の自動車産業を主導するための戦略的要点
中国の自動車産業の転換と高度化、自動車大国から自動車強国への転換にとって重要な突破口
新型交通運輸システムの基盤
産業エコシステムの構築やイノベーション推進の面でも重要な戦略的意義

戦略的新興産業第13次5ヵ年計画（2016年）における新エネ車スマート化の指針








電気自動車へのスマート化技術の応用とイノベーションの加速
インテリジェント自動運転車の発展
電気自動車の電力系統による蓄エネルギー応用技術の研究開発
分散型新エネルギーと電気自動車の協同応用実証の展開
電気自動車とスマートグリッド、新エネルギー、蓄エネルギー、スマートドライブ等との融合的発展
充電インフラと電力グリッドの双方向のインタラクションなどキーテクノロジーの研究
「インターネット＋充電インフラ」の推進と充電サービスのスマート化

「インターネット＋」行動計画（2015年12月）の指針





「IoV発展創新行動計画（2015-2020年）」の策定（2017年末時点で未公布）
IoV技術の研究開発と標準の制定
IoV実験の展開
5GテクノロジーをベースとするIoV実証事業の展開
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スマートコネクテッドカー・自動運転関連計画と政策 (2)
「自動車産業中長期発展計画」はスマートコネクテッドカー、IoV、ブロードバンドネットワーク、ビッグデータ
等の協調的発展と異業種間のプラットフォーム構築を提唱。
2025年には新車の自動運転レベル1～3配備率80％超に。完全自動運転車の投入も開始。

•
•

自動車産業中長期発展計画（2017年4月）における技術開発とプラットフォーム構築指針
スマートコネクテッドカー連盟や基金を活用
環境感知、制御チップ、北斗高精度測位システム、車載端末、OSの開発と応用に重点
スマートコネクテッドカー関連の通信周波数を確定し、プロトコル制定。
自動車とプラットフォーム間のデータインタラクションプロトコル、車載スマート装置と自動車のイ
ンターフェース、ネットワークセキュリティ等の技術標準を策定
 スマートカーと周辺環境・施設のユビキタスコネクションを促進
 ブロードバンドネットワークインフラ建設も並行
 異業種間のスマートコネクテッドカービッグデータインタラクションプラットフォームの共同構築





スマートコネクテッドカー推進プロジェクトの目標（自動車産業中長期発展計画所載）
【2020年】
 DA（レベル1：ドライブアシスト）、PA（レベル2：部分自動運転）、CA（レベル3：条件付自
動運転：）システムの新車配備率を2020年50％超、2025年80％超
 コネクテッドドライブアシストシステムの配備率を10％にして、スマート交通建設のニーズに対
応。
【2025年】
 レベル1、レベル2、レベル3の新車配備率を80％超（うちレベル2とレベル3配備率25％）に。
 高度・完全自動運転車を市場に投入。
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中国の次世代自動車産業戦略
•
•
•

中国は電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池を新エネ車として促進・優遇措置を適用。
中国は将来のガソリン・ディーゼル車禁止と新しい自動車産業エコシステムの構築を視野に、EVを主とする
新エネ車・スマートコネクテッドカー・自動運転を一体的に進める次世代自動車産業戦略を推進。
プレイヤーの多様化、インターネット＋自動車は重要な要素。EVを蓄エネルギーシステムとしても位置づけ。
 2017年9月、工業情報化部の辛国斌副部長（次官）はガソリン・ディーゼル車販売禁止の方針
を初めて表明。
 工業情報化部及び関係部門は従来型エンジン車の生産と販売の停止に向け、日程表を策定中。

工業情報化部の次世代自動車産業戦略に関する認識（辛国斌副部長の発言）
① 自動車は低炭素、EV、スマート化への方向へと急速に発展。単なる交通ツールから大型モバイルス
マート端末と蓄エネルギーユニットへと転換。
② 新しいタイプの需要とビジネスモデルの誕生が加速。インターネットと自動車が高度に融合し、消
費者のニーズは日増しに多元化。スマート交通、シェアリングモビリティ、カスタマイズサービス
は重要な方向性。
③ 自動車産業とエコシステムは再構築を迫られている。新型テクノロジー企業が大挙して産業に参入
し、在来型企業及び自動車産業と競合しつつ発展し、製品チェーンとイノベーションチェーンに変
化が発生し、世界の産業エコシステムの再構築が進行中。
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スマートコネクテッドカーエコシステムとプレイヤー
•

スマートコネクテッドカーでは、自動車企業、通信ネットワーク、インターネット企業、交通管理行政当局など
様々なプレイヤーがそれぞれ役割を発揮してネットワークとIoV（Internet of Vehicle）エコシステムを形成。

・
・
・
・
・
・
・
・

カーサービス
保険
自動車メンテナンス
中古車
物流
カーリース
カーシェアリング
広告
……

・
・
クルマ
・
・
・
V2V感知・相互通信ネットワーク
・
・
V2R通信ネットワーク
V2H通信ネットワーク
・

自動車
ナビゲーション
車両診断
ドライブアシスト
車両制御
アラーム・救援
車両信号伝達
車両運用
……

通信ネットワーク
・
・
・
・
・
・
・

インターネット
エンタメ
（ゲーム・動画・音楽）
スマホナビゲーション
データサービス
SNS
移動通信
配車アプリ
……

ヒト

道路
IoVエコシステム

・
・
・
・
・

道路
ETC
リアルタイム道路情報
交通検査
信号システム
……

出所：「IoVエコシステムの役割と主流ビジネスモデルの分析」(OfWeek網）をベースに作成した

• 現時点で中国のスマートコネクテッドカーと自動運転のメインプレイヤーは自動車企業＋インターネット企業（特にAI技術に優れ
る企業）。
• IoVエコシステムの一角を占めるべき移動通信企業はやや出遅れ感も。但し、次世代自動車にとって次世代移動通信技術は不可欠。
• ファーウェイとともに5Gテクノロジーを主導するチャイナモバイルは2018年3月、「車聯網(IoV)」公司の新規設立を発表。全国
的なIoV、交通ネットワークとスマートモビリティの専門企業として位置づけ。次世代自動車で主導権強化を図る。
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次世代自動車産業組織の形成
•

•

中国スマートコネクテッドカー産業イノベーション連盟は、自動車企業のみならず、ICT企業、交通行政部門など次世代自動車の
様々なプレイヤーを結集。バイドゥも重要な役割を発揮。
中国自動車電子産業連盟は、次世代自動車エレクトロニクス産業のエコシステムと中国のスタンダード、官民協同システム、海外企
業との協同システムの形成を目指す。海外の半導体、IT大手も参加。

中国スマートコネクテッドカー産業イノベーション連盟





2017年6月設立。工業情報化部の指導の下に、自動車産業、ICT産業の関連企業・業界団体・研究機関・大学や道
路交通管理行政機関・研究機関を結集。
創設メンバーは98機関。自動車及び情報通信関連の企業、研究機関、大学や道路行政機関を網羅。
中国汽車工業協会が理事長機関。一汽、長安、中国汽車技術研究センター、中国汽車工程研究院、清華大学、中
国情報通信研究院、交通運輸部道路科学研究院、公安部無錫研究所（交通管理科学研究所）、バイドゥの9企業・
機関が副理事長機関。上汽、東風、ファーウェイ、ZTE、高徳など32企業・機関が理事機関。

中国自動車電子産業連盟（2018年4月正式設立予定）
【発起機関】

 中国電子情報産業研究院(CCID研究院）


中芯国際、BOSCH中国、蔚来汽車、ZTE、ファーウェイ、バイドゥ、NXP、Synopsys、クアルコム、インテル、華力、
斑馬網絡、紫光展訊、晶晨、芯成（ISSI）、サムスン、東風汽車電子、台湾積体電路(TAMC)、芯原、地平線機器人

【目的】










産業エコシステムの構築
市場と産業の研究
産業技術の検討と重点技術の共同解決
技術標準（団体標準）の研究と制定。団体標準の国家標準、国際標準への格上げ。
連盟と地方政府の協力展開。自動車電子の新技術と新製品応用プラットフォームの構築
民間投資機関が参画する産業基金の開設。連盟加盟企業への融資支援。
国際協力、国際交流の推進、国際標準の制定への参加
自動車電子の新技術、新製品の応用実験の展開
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自動運転・スマートコネクテッドカーのメインプレイヤーとしてのBAT(1)
•

•

2017年以降、スマートコネクテッドカーエコシステムの主要プレイヤーとしてBAT、特にバイドゥの役割が急速に
上昇。人工知能とスマートコネクテッドカー・自動運転技術の開発と産業化を並行して推進。
バイドゥは2017年、Apolloプラットフォームを設け、国内トップクラスのAI技術によって自動運転技術開発推進。
中国自動車メーカー15社と連携

バイドゥの自動運転・スマートコネクテッドカー開発・投資・提携動向
項目

技術開発プラットフォーム

主な関連投資動向

プラットフォーム・事業・投資先の名称

2013年7月

シリコンバレー自動運転開発組織

2016年・2017年

Apollo自動運転オープンプラットフォーム

2017年4月

自動運転人工知能開放創新プラットフォーム 2017年11月
Intelligent Mapプラットフォーム
－
Apollo基金
2017年9月
威馬汽車
2017年12月

項目

提携相手

提携開始時期

ダイムラー
福田汽車

2015年5月
2016年10月

奇瑞汽車

2016年11月

蔚来汽車

2017年3月/7月

一汽解放
自動車企業・関連組織との主な
提携動向
一汽

ICT企業との主な提携動向

時期

バイドゥ深層学習研究院

2017年4月
2017年4月

中国自動車メーカー15社

2017年7月

北汽集団

2017年10月

金龍客車
東風悦達起亜
Berkeley DeepDrive (BDD) Industry
Consortium

2017年10月
2017年11月

BOSH

2017年4月

コンチネンタルグループ

2017年5月

NXP

2017年12月

2018年3月

事業の内容
自動運転研究開発事業をスタート。2016年末に18台の自動運転車運行実験。
2016年、シリコンバレー自動運転車テクノロジーグループ設立。ソフトウェア、ハードウェアなど各分野の技術者を派遣。
2017年10月、シリコンバレーに2つ目のR&Dセンター設立。自動運転を中心に。
自動運転開発エコシステム。インテリジェントドライブグループ(IDG)が当該業務担当。Apollo1.0を発表。
2017年9月、Apollo1.5発表。障害物感知、意思決定プランニング、クラウドシミュレーション、ダイナミックマップ、End-to-End深層学
習の能力を具備。
・部分自動運転車の量産計画を当初の2019年から2018年に前倒し。
Apollo自動運転オープンプラットフォームが科学技術部から第1期国家人工知能開放創新プラットフォームに指定。
2016年6月、AIを応用するダイナミックマップを発表。
「双百計画」…3年間で100億元を100件の事業に投資。
バイドゥキャピタルとバイドゥが投資。1億ドル？ 威馬汽車はApolloプラットフォームに参加。

提携・協力の内容
2015年5月、技術協力で合意。IoV技術の共同開発、ベンツにバイドゥCar LIfeのIoVソリューションを採用。
IoV、ビッグデータ、L3自動運転車で協力。
2016年11月、奇瑞のEQをベースに共同でeQ自動運転車を試作。11月試験運営。
2017年4月、IoVや自動運転をめぐって戦略協力。「インターネット＋自動車」の協力モデルによって、インターネット、人工知能と自動
車工業の融合を促進。
2017年3月、バイドゥがテンセントとともに蔚来に1億ドル出資する計画が浮上するも実現せず。但し、2017年7月に発表されたApollo
プラットフォームのパートナー15社には蔚来は入る。
バイドゥが一汽解放のトラックにダイナミックマップ、環境感知など自動運転ソリューションを提供。スマート商用車の量産を共同で推
進。
バイドゥと一汽は高度戦略協力。一汽はApolloエコシステムに参加。「インターネット＋自動車」の協力モデルによって、IoV製品、自
動運転、クラウドサービス等の分野で協力を展開し、工業化と情報化の高度融合を推進。
バイドゥはApolloプラットフォームのパートナーを発表。東風、一汽、長安、フォード、ダイムラー、奇瑞、江淮、北京汽車、北汽新能
源、蔚来、車和家、金龍客車、福田汽車、一汽解放の15社。
インテリジェントカーをめぐる戦略協力で合意。インテリジェントカー、IoV、スマートドライブ、ダイナミックマップ等の分野で協力。2019
年にはApolloプラットフォームIoVシステムを搭載する部分自動運転車の量産、2021年には完全自動運転車の量産を目指す。
自動運転バスで戦略協力。2018年夏頃に自動運転小型バスの量産化を予定。
東風悦達起亜（韓国起亜と東風の合弁）はApolloプラットフォームDuerOSを搭載する乗用車「新福瑞迪(Forte)」を発売。
Apolloプラットフォームが加盟。BDDにはGM、フォード、VW、現代等の自動車企業、Nvidia、クアルコム、サムスン等のIT企業、ファー
ウェイ、滴滴など中国企業、さらにトヨタ、ホンダ、パナソニック、ソニーの日本勢が加盟。バイドゥにも幅広い国際協力のチャンス。
2017年4月、ダイナミックマップをベースとする自動運転技術で合意。
2017年6月、自動運転、スマート交通、スマートコネクテッドカーで協力合意。当面は技術協力に重点。
自動運転を中核とする人工知能応用で戦略協力。
NXPがApolloプラットフォームの協力パートナーに。自動運転システム、ハードウェア、ソリューションでビジネス・技術協力。自動運
転、スマートコネクテッドカー、車載情報セキュリティシステム向けソリューションを共同開発。

出所：各種資料をもとに作成した
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自動運転・スマートコネクテッドカーのメインプレイヤーとしてのBAT (2)
•

•
•

アリババはコネクテッドカーの部署で先行。上汽集団と協力してアリババのOSを搭載する自動車を発売。
2017年12月、フォードと提携。
中国兵器工業集団と共同で北斗衛星精密測位サービスも。アリババの戦略は「AliOSを自動車と高度に融合
し、自動車をモビリティツールからスマートコネクテッドライフプラットフォームに変える」（張勇CEO)
テンセントは国内自動車大手5社と共同でAi in Carプラットフォーム構築
アリババ・テンセントの自動運転・スマートコネクテッドカー開発・投資・提携動向
活動形態

アリババ

テンセント

技術開発

・2014年、コネクテッドカー用も含むOS開発に着手。上汽集団との戦略協力を受け
て、YunOSコネクテッドカーシステムYunOS Autoを共同開発。
2016年7月、斑馬網絡技術有限公司から上汽集団と共同開発のコネクテッドカーソ
リューション「斑馬智行」リリース。
・2016年7月、上汽集団との共同開発による「栄威RX5」を発売。YunOSを搭載する初 ・2016年下期、自動運転実験室を設置。
のコネクテッドカー。
・2017年11月、テンセント車聯Ai in Carプラットフォームを発表。
・2017年、上汽集団と共同で量産型コネクテッド乗用車「栄威i6」「名爵ZS」等を発
売。いずれもYunOS搭載。
・2017年9月、新ブランドAliOS発表。YunOSをAliOSブランドに統合。
・2017年10月、達摩院（DAMO Academy）設立。人工知能を重点に。

関連投資

・2014年、高徳地図(Autonavi）の全株買収。ダイナミックマップ事業で布石。
・2015年3月、上汽集団と共同出資により10億元の「コネクテッドカー基金」開設。
・2015年8月、中国兵器工業集団と共同出資により千尋位置網絡有限公司を設立。
北斗衛星システムによるダイナミックセンチメートル級精密測位サービスを展開。自
動運転分野も含め大規模商用化を図る。
・2015年11月、上汽集団との共同出資により斑馬網絡技術有限公司を上海に設立。
・2013～15年に滴滴へ出資。

・2014年、雷軍（シャオミ）、劉強東（京東）、レノボ等との共同発
起、共同出資により蔚来汽車(NIO)設立。NIOは独自に自動運転
車開発。
・2014年、四維図新(Navinfo）に11.7億元出資。第2の大株主
に。ダイナミックマップ事業で布石。
・2016年、滴滴出行に45億ドル出資。
・2017年3月、蔚来汽車に追加出資。
・2017年3月、テスラ社の株式816万株を17.78億ドルで買収。

提携・協力

・2014年7月、上汽集団とコネクテッドカーをめぐって戦略協力協定。
・2017年10月、AliOS、斑馬網絡科技が神龍汽車（DONGFENG PEUGEOT CITROEN
AUTOMOBILE COMPANY LTD：東風汽車と仏プジョーシトロエンの合弁）とスマートコ
ネクテッドカーで戦略協力。神龍は東風シトロエンブランドでAliOS搭載のスマートコネ
クテッドカーを2018年発売。。
・2017年12月、フォードと戦略協力協定。スマートコネクテッドカー、人工知能、スマー
トモビリティサービスで協力。中国で販売するフォードとリンカーン車、中国で生産する
電気自動車を対象に。

・2016年末、上海国際汽車城と戦略提携。自動運転関連技術と
商業化で協力。自動運転実験室は上海国際汽車城創新港に入
居。
・2017年9月、広汽集団と戦略協力協定。
・2017年11月、広汽、長安、吉利、BYD、東風柳汽の自動車メー
カー5社が第1期協力自動車企業としてテンセントと共同でAI in
Carプラットフォーム構築。テンセントのスマート音声、スマホコン
テンツ、SNSを自動車に連携。

出所：各種資料をもとに作成した
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ICT分野から自動運転・スマートコネクテッドカーに参入するその他の新興プレイヤー
•
•
•

京東は物流システム無人化の一環として、市内配送用自動運転トラック開発。湖南省長沙に開発製造拠点建設へ。
ファーウェイはBAT等のインターネット企業と異なり5G通信技術とハード面から自動運転開発に参入。路線バスに重点。
科大訊飛(iFLYTEK)はスマート音声技術によってスマートコネクテッドカーに参入。自動車企業とも協力実績。
京東・ファーウェイ・iFLYTEKの自動運転・スマートコネクテッドカー開発・投資・提携動向
京東

技術開発動向

・2016年5月、物流関連テクノロジー開発部門「X事業部」
設置。物流システムの無人化の一環として無人車（自動運
転市内配送車）開発。
・2017年12月、湖南省長沙開発区と「京東無人車智能産
業基地」事業で合意。5年間で100億元投資して、京東無人
車長沙研究開発センター、京東無人車長沙先端技術研究
センター、スマートロボット・スマート設備・スマート運輸ツー
ルのスマート製造基地を建設。スマート無人車の開発、試
験、保守、職業訓練、データセンター管理を展開。

関連投資動向

・2014年、テンセント（馬化騰）、雷軍（シャオミ）、レノボ等と
の共同発起、共同出資により蔚来汽車(NIO)設立。NIOは独
自に自動運転車開発。
·2016年、車載電池企業の珠海銀隆新能源に戦略投資。

提携・協力動向

・2016年9月、上汽大通汽車、東風汽車と新エネ車自動運
転トラックの共同開発で合意。
・2017年7月、蔚車汽車及びレノボとAIをめぐる戦略協力で
合意。スマートカーコンピューティングプラットフォームを共同
構築。
・2017年11月、スタンフォード人工知能実験室(SAIL)とAI共
同I研究スタート。

ファーウェイ

科大訊飛(iFLYTEK)

・5Gテクノロジーをチャイナモバイルと協力して開発。
・5Gテクノロジーを足掛かりに自動運転開発。研究グルー
プ200名とも。
・北京、上海、武漢、シリコンバレーに自動運転車研究開
発グループを設置。
・スマート音声技術を足掛かりに、視覚技術からス
・2015年7月、人・ホーム・自動車をつなぐスマートコネク
マートコネクテッドカー、自動運転車に事業を拡大。智
テッドソリューションHiLinkを発表。
能汽車事業部を設置。
・2017年2月、ドイツで5Gテクノロジーを活用する自動運転
フィールドテストを開始。
・2017年9月、人工知能モバイルコンピューティングプラット
フォーム「麒麟970」を発表。
・2017年8月、自動運転ベンチャー企業の主線科技
に数千万元出資。
・2011年、中国科学院計算研究所と連合実験室を設立。
計算研究所や寒武紀科技(Cambricon)等とAIをめぐる協力
を展開。
・2014年、東風汽車、長安汽車と、IoVプラットフォーム、車
載通信設備、モバイル端末、チップ等をめぐって協力合意。
・2016年9月、アウディ、BMW、ダイムラー、エリクソン、イン
テル、ノキア、クアルコムと「5G Automotive Association」
結成。自動運転関連装置の研究開発で協力。
・2017年2月、清華大学と自動運転車の共同開発が明らか
に。
・2017年6月、広汽集団と戦略協力を発表。クラウドコン
ピューティング、ビッグデータ、IoV、スマートドライブ等で業
務協力。
・深圳バス集団、国家智能運輸センターと共同で自動運転
路線バス開発。2017年10月の試験実施を発表（実施した
かどうかは確認できず）。

・2017年3月、長安汽車と戦略協力。共同実験室を
設け、スマート音声と人工知能、IoVプラットフォーム
で協力展開。
・2017年4月、珠海全志科技股份有限公司とスマート
コネクテッドカーをめぐって戦略協力。
・2017年12月、広汽集団と戦略協力協定。車載ス
マート化及び人工知能技術、スマートコネクテッドカー
プラットフォーム等で協力を展開し、スマート車載エコ
システムを共同で構築。
・2018年からVWが中国で販売する自動車のうち数十
万台に科大訊飛の音声認識テクノロジー搭載。
・ダイムラーと自動車音声システムを共同開発。

出所：各種資料をもとに作成した
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次世代自動車

地方政府の自動運転試験及び実験基地建設計画の動向
•

•

北京、上海、武漢から雄安新区など複数の地方政府が次世代自動車産業の発展を視野に自動運転車・スマートコネク
テッドカー実験実証基地の建設を計画。国家級試験基地には中央政府も梃子入れ。
自動運転車の公道試験に関する法整備では北京市、次いで上海市が先行。それ以外は実験基地建設計画に先走り。
主な地方政府の自動運転車公道試験関連法規と実験基地計画動向
地方政府

北京市

上海市

自動運転車試験関連法規

主要関連企業・機関

自動運転試験及び実験基地計画関連動向

北京市自動運転車両公道実験関
連工作の加速推進に関する指導
意見（試行）
北京市自動運転車両公道実験管
理実施細則（試行）（2017年12月） 北汽新能源、北汽福田、バイ
北京市自動運転車両公道試験能 ドゥ、経緯恒潤、禾多科技
力評価内容並びに方法（試行）
（2018年2月）
北京市自動運転車両封鎖試験場
技術要件（試行）（2018年2月）

・北京市は2017～18年に自動運転車公道試験関連法規を制定。
・2018年、「国家スマートカー・スマート交通（北京・河北）実証区海淀基地」を開設。
・北京スマートコネクテッドカー産業イノベーションセンターを設けて自動運転車試験の監
督管理やライセンス発給事務を担当。
・2018年3月、最初の自動運転車臨時ナンバープレート5枚をバイドゥに発給。北京経済技
術開発区、順義区及び海淀区の合計33本の道路を公道試験用に開放
【北京市が規定した自動運転実験の条件】
・自動運転車は自動と手動のモード切り替えが可能。
・公道走行実験車に試験運転ドライバーの搭乗が必要。万一の場合、試験車両を手動運
転。
・交通事故責任保険への加入が必要。
・公道試験を行うのは所定の評価と技術要件にパスした車両に限定。
・車両は運転免許試験と同様の運転動作、道路や標識ラインに対する認識能力、交通法
規遵守能力が要求。

上海市スマートコネクテッドカー公
蔚来汽車、上海汽車集団
道実験管理弁法(2018年3月)

2018年3月、「公道実験管理弁法」を制定。中国初のスマートコネクテッドカー開放道路実
験ナンバープレートを上汽集団と蔚来汽車に発給。
嘉定区に5.6キロの実験道路を設定。
「公道実験管理弁法」は実験申請と審査の手続き、交通事故の場合の責任の認定、処置
等についても規定。

湖北省武漢市

－

江蘇省無錫市

－

広東省

－

広東省深圳市

－

河北省雄安新
区

－

2017年9月、「武漢スマートコネクテッドカー実証区」建設計画が発表。5年かけて武漢開
発区スマートエコシティにスマートコネクテッドカーとスマート交通総合イノベーション実験
実証区を建設。
2017年9月、「国家スマート交通総合試験基地」を設置。工業情報化部、公安部、江蘇省
公安部交通管理科学研究所
政府の共同。閉鎖式試験場を2018年、半開放型試験場を2019年に完成させる計画。
広汽集団、ファーウェイ、アリバ 2018年3月、広東省経済情報化委員会が「自動運転スマートコネクテッドカー実証基地」
バ、テンセント
建設計画を表明。
南方科技大学、米ミシガン大 2016年、南方科技大学、米ミシガン大学、前沿産業基金による共同建設計画が発表。ミ
学、前沿産業基金
シガン大学のM-CITYプロジェクトを深圳で実施。
武漢開発区

バイドゥ

2017年12月、雄安新区管理委員会とバイドゥは「AI-City」の共同推進で戦略協力。「ス
マート公共交通＋自動運転」スマートモビリティ実験を共同で展開。関連法規と政策の制
定でも協力し、自動運転実証モデルを広げる計画。

出所：各種資料をもとに作成した
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次世代自動車

北京における次世代自動車技術ナショナルプロジェクトと産業拠点構築
•
•
•

北京市と北汽集団・北汽新能源は共同で2017年12月、北京市新エネ車技術イノベーションセンター設立。北京市の新エネ車・次世代自動
車の技術開発と産業の中核に。北汽は2020年に北京市で、2025年に全国で従来型ガソリン・ディーゼル車の製造販売を停止すると宣言。
北京市新エネ車技術イノベーションセンターは完成車企業、車載電池企業、IT企業、大学、研究機関、投資企業を結集して産学研協同を
展開。北汽新能源とともに新エネ車・次世代スマートカーの中核プレイヤーであるBYD・吉利・バイドゥも参加。
2018年3月、科学技術部から中国2番目の国家イノベーションセンターとして承認。

北汽と新エネ車技術イノベーションセンターを核とする北京市の産業拠点構築

北汽集団

北汽新能源

北京市

北京市新エネ車技術イノベーションセンター
国家新エネ車技術イノベーションセンター
学術・技術・資金・人材育成等で協力

国務院科学技術部
設置承認・支援

EVスマートカー大手：BYD・吉利
IT企業：バイドゥ・北京奇虎科技
研究機関・大学：中国汽車技術研究センター・清華大学・北京理工大学・中国科学院
電工研究所
投資企業：亦荘国際投資発展有限公司・国投創業投資管理有限公司
電池企業等：CATL・国軒高科・北京世紀金光半導体・菲仕緑能科技・阿爾特汽車科技
国家新エネ車技術イノベーションセンターの性格
① 新エネ車技術の開発と産業化のプラットフォーム
② グローバルな新エネ車学術交流・諮詢・人材育成・交流プラットフォーム
③ 新エネ車研究開発成果の産業化に特化した金融・創業投資プラットフォーム
出所：各種資料をもとに作成した
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車載電池

車載電池研究開発に対する政府の支援
電池機関・企業への国家重点研究開発事業の委託（研究開発助成）
•
•

2016年度「新エネ車」重点専門事業では5件の電池関連研究事業が設定。
研究事業受託機関は中国科学院の研究機関1、大学1、企業3社。
国家重点研究開発計画「新エネ車」重点専門事業2016年度事業
電池関連の重点専門事業
事業の名称
1

2

3
4
5

ロングレンジ車載リチウム電
池の新材料と新システムの
研究
高エネルギー密度車載電池
のキーテクノロジーと関連基
礎科学問題の研究
高エネルギー密度リチウムイ
オン電池の研究開発及び集
成応用
次世代リチウムイオン車載電
池産業化技術開発
高エネルギー密度リチウムイ
オン電池の開発と産業化技
術重点研究

中央政府財政支出額
事業実施期間
（万元）

事業主要請負機関

事業責任者

中国科学院物理研究所

李泓

3,200

5

北京大学

夏定国

3,200

5

合肥国軒高科動力能源有限
公司

徐小明

10,000

5

寧徳時代新能源科技股份有
限公司（CATL）

呉凱

10,000

5

天津力神電池股份有限公司

秦興才

9,104

5

 2016年度「新エネ車」重点専門事業は合計19件、中央政府財政からの投入額は合計10億
1,400万元、うち電池関連の事業5件、投入額は3億5,504万元、事業投入総額の36％を占めた。
 CATLは車載電池で業界第1位、国軒高科は第4位、天津力神は20位程度であるが、中国電子科
技集団（CETC）など大手国有企業が出資。
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中国政府の車載電池市場管理政策
車載電池産業参入規制管理
•
•

中国は新エネ車生産販売の増加に伴い、車載電池企業が乱立。産業の規範化と集中度向上を図るため、2016年4月から
車載電池産業参入管理を強化。
工業情報化部装備工業司「自動車動力電池産業規範条件適合企業申請工作に関する補充通達」 （2016年4月）
に基づき、「自動車動力電池産業規範条件」の適合電池企業リストを公表。

 自動車動力電池（車載電池）産業規範
条件適合電池企業は第1期10社、第2期
8社、第3期7社であったが、第4期は31
社に大幅増。第1～4期で合計57社。
 寧徳時代(CATL)、BYD、合肥国軒、天
津力神等の大手は第1～2期リストに収
録済み。
 第1～4期の適合電池企業の中で孚能科
技や上海卡耐新能源有限公司（日本の
エナックスとの合弁）など合弁企業も。

出所：工業情報化部

「自動車動力電池産業規範条件」適合電池企業第1～4期リスト
寧徳時代新能源科技股份有限公司 (CATL)
深圳市沃特瑪電池有限公司
珠海銀隆新能源科技有限公司
淄博国利新電源科技有限公司
天津中聚新能源科技有限公司
万向A一二三系統有限公司
恵州比亜迪電池有限公司(BYD)
合肥国軒高科動力能源有限公司
中信国安盟固利動力科技有限公司
天津市捷威動力工業有限公司
深圳市比克動力電池有限公司
山西皇城相府中道能源有限公司
河南新太行電源有限公司
中航鋰電（洛陽）有限公司
河南鋰動電源有限公司
微宏動力系统（湖州）有限公司
杭州南都動力科技有限公司
湖州天豊電源有限公司
浙江超威創元実業有限公司
寧波中車新能源科技有限公司
浙江佳貝思緑色能源有限公司
江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司
蘇州宇量電池有限公司
江蘇智航新能源有限公司
中天儲能科技有限公司
江蘇天鵬電源有限公司
江蘇集盛星泰新能源科技有限公司
恵州億緯鋰能股份有限公司
東莞市創明電池技術有限公司

第1期
天津力神電池股份有限公司
力神動力電池系統有限公司
ハルビン光宇電源股份有限公司
湖南科霸汽車動力電池有限公司
上海卡耐新能源有限公司
第2期
多氟多（焦作）新能源科技有限公司
河南環宇賽爾新能源科技有限公司
江蘇海四達電源股份有限公司
第3期
浙江天能能源科技有限公司
東莞市邁科新能源有限公司
星恒電源股份有限公司
山東威能環保電源科技股份有限公司
第4期
広州鵬輝能源科技股份有限公司
珠海市鵬輝電池有限公司
東莞市振華新能源科技有限公司
広東天勁新能源科技股份有限公司
蕪湖天弋能源科技有限公司
中塩安徽紅四方鋰電有限公司
妙盛動力科技有限公司
広西卓能新能源科技有限公司
上海徳朗能動力電池有限公司
北京国能電池科技有限公司
孚能科技（贛州）有限公司
遠東福斯特新能源有限公司
駱駝集団新能源電池有限公司
山東恒宇新能源有限公司
山東衡遠新能源科技有限公司
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車載電池

鍵となる固体電池開発体制と産学研協同
•
•

固体電池の基礎研究の中核は中国科学院（物理研究所）と清華大学。
清華大学は固体電池研究開発・産業化・製造拠点を構築。研究開発と製造を一体的に推進

中国科学院
物理研究所（李泓・陳立泉）
北京凝聚態物理国家実験室

寧波材料研究所（許暁雄）
上海ケイ酸塩研究所（郭向欣）
青島バイオエネルギー研究所（崔光磊）
化学研究所（郭玉国）

清華大学
材料科学工程研究院（南策文）
江蘇省昆山固体電池開発製造拠点
清陶（昆山）新能源材料研究院
清陶（昆山）能源発展有限公司
清陶（昆山）自動化装備有限公司
啓迪清陶新能源材料衆創工社
固体電池の研究開発・研究成果の産業化・設備製造・インキュベーション

研究機関12、専任研究員24名、参加研究員400名

大学・研究機関・企業・地方政府・ファンド
多元的協力によって固体電池の開発と製造を推進

昆山市・昆山市開発区
峰瑞資本（ベンチャーキャピタル）
江蘇清陶能源（次世代セラミック隔膜）
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車載電池

車載電池の技術開発
中国科学院の固体電池開発ロードマップ
•

中国科学院はリチウム電池電解質の液体→固体を徐々に推進。
中国科学院の固体電池開発ロードマップ

出所：中国科学院物理研究所李泓研究員の講演（2017年5月） 中国客車網
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車載電池の技術開発

車載電池

中国科学院の車載電池開発動向
• 中国科学院は2020年にエネルギー密度300Wh/kgの車載電池製造技術開発目指す
（ 因みにトヨタは2014年に硫化物固体電池プロトタイプで400Wh/kg実現）
中国科学院の固体電池開発指針と目標

 中国科学院は2013年からナノテクノロジーパイロット事業を決定。第三世代ロングレンジ車載電池に重点。
固体電池、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池。
 開発指針…長期的視野から、航続距離だけでなく安全性の面からも全固体電池を追究。固体電解質と負極中
のリチウム含有量を徐々に増やすことで、固体リチウム電池と液体リチウム電池のそれぞれの優位を生かす。
 2020年の目標…エネルギー密度300Wh/kgの車載電池製造技術開発と400～500Wh/kgのプロトタイプ開発。

中国科学院各研究所の固体電池研究開発動向
【物理研究所】
様々な方向から固体電池を研究。最近では材料ゲノムに基づく固体電解質の設計研究など。
国家自然科学基金、科学技術部、北京市科学委員会、北京市材料基因連盟等から助成。

【寧波材料研究所】
酸化物・硫化物固体電解質材料、セラミックシート、全固体電池の研究。240-280Wh/kg、8-10Ahの固
体・液体ハイブリッドリチウムイオン電池を開発。
【上海ケイ酸塩研究所】
PPC/LLZOポリマー無機電解質に用いるリン酸鉄マンガン、ポリエチレンオキサイドとリチウムランタン
ジルコニウム酸化物の複合固体電解質を開発。2Aｈ級固体リチウムイオン電池を試作。

【化学研究所】
エーテル－アクリル酸ポリマー固体電解質研究
出所：中国科学院物理研究所李泓研究員の講演（2017年5月） 中国客車網
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電力設備

0

電力設備分野

１．電力設備の世界市場の状況
１－１ 世界および中国の需要と将来予想




2040年の世界（中国を除く）の石炭火力発電設備容量はと1,300GW、天然ガス火力2,505GW。2014～2040年の石炭火
力発電設備の年平均増加率は0.9%、天然ガス火力約2.0%。
2040年の中国の石炭火力発電設備容量1,137GW、天然ガス火力198GW。2014～2040年の石炭火力発電設備の年平均
増加率1.1%、天然ガス4.9%。

2017年現在、中国の石炭火力発電設備は過剰状態にあるが、新設工事は依然続いている。
2020年まで中国は最大の石炭火力発電設備市場であるが、2025年以降の新設（純）設備容量は
インドを下回る見通し。
中国を除く世界の石炭・ガス火力発電設備需要

中国の石炭・ガス発電設備需要

出所：IEA「World Energy Outlook 2016」
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１．電力設備の世界市場の状況

電力設備分野

１－２ 世界的な市場規模と将来予想
 2015年の世界のガスタービンの市場規模は合計129.3億ドル、蒸気タービン82.7億ドル。2020年に
はガスタービン144.6億ドル、蒸気タービン81億ドルになる見通し。
 2015年のガスタービンの世界シェアは、GEが44%、三菱日立パワーシステムズ12％、中国の東方電気
6%、南京タービン3%。
 2015年の蒸気タービンの世界市場で中国メーカー（東方電気、上海電気、ハルビン電気など）のシェ
アは42%以上、三菱日立パワーシステムズは7％。

2015年の世界のガスタービンのシェア

ガスタービンと蒸気タービンの世界市場予測

出所：GlobalData, Power Database [Accessed on September 21, 2016]
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１．電力設備の世界市場の状況

電力設備分野

１－3 グローバル・プレイヤー（各々の特徴・業界構造）
 グローバルガスタービン市場で日系企業はGE、Siemensの後塵を拝している。中国のガスタービン技術
力はまだまだ低い。
 蒸気タービン市場は中国系メーカーのシェアが高いが、超々臨界の技術水準が日本よりも低いレベルに
止まっている。日本製品はコストパフォーマンスが低く、ODAに依存。

企業

特徴

GE Power

米国を中心に自社拠点を構築、アジアはパートナー企業とのＪＶ が中心。
サービスの大部分を代理店に委託。

Siemens AG

欧州を中心に各地域のシェアに応じた自社拠点を構築。サービスは自社（買
収企業）で実施。

三菱日立

日本に加え、米・印等に製造拠点を構築。サービスは主に自社で実施。

東方電気

蒸気タービン（超々臨界、超臨界）、ガスタービン生産能力（日立技術）、原子
炉製造

上海電気

蒸気タービン（Siemens技術）、ガスタービンとIGCC設備製造、原子炉製造

ハルビン電気

中国最大の蒸気タービン生産企業、蒸気タービン（東芝技術）製造能力高い。
原子炉製造

南京タービン

ガスタービン製造（GE技術）
出所：各社ホームページ
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電力設備分野

２．中国市場の動向
２－１ 市場規模・供給企業のシェア

 2015年の中国のガスタービンの市場規模12.8億ドル、蒸気タービン50.6億ドル。2020年にはガスター
ビン14.3億ドル、蒸気タービン50.3億ドルになると予想される。
 2015年の蒸気タービン市場に占める東方電気の比率40%、三菱日立パワーシステムズ5％。
 2015年のガスタービン市場に占めるGEの比率40%、東方電気25%、南京タービン10%。
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出所：GlobalData, Power Database [Accessed on September 21, 2016]
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電力設備分野

３．中国市場のプレイヤー

3－1 中国市場におけるメインプレイヤーの特徴、近年の戦略的行動の特徴、財務状況





中国の電力供給能力過剰が昂進。電力設備企業の売上が2015年から減少。
ハルビン電気の石炭火力発電設備の営業利益率は徐々に低下。売上高に占める比率も低下
重電メーカー大手3社は原子力と天然ガス発電設備生産能力を強化。
各社共に石炭火力発電設備の過剰生産能力を海外輸出拡大に振り向け。

重電3社の年間売上の推移（2011～2016）

出所：各社の年報

ハルビン電気の石炭火力発電設備の売上経営利益率の推移
（2011～2016）
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４．中国現地企業に対する中国政府の支援策の特性

電力設備分野

4－1 電力設備技術開発に対する中国政府の支援 (1)
 エネルギー技術革命創新行動計画・ 中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編所載
 投融資支援（国家予算・政府系ファンド）は政府予算、政府系ファンドからの資金支援の強化を図る
とともに、民間資金チャンネルの拡大にも留意。
火力発電設備・ガスタービンも含むエネルギー技術革新に対する支援(1)

【諸計画との連携】
• 国家中長期科学技術発展計画（2016～2020年）、国家科技専門計画、中国製造2025な
どその他の国家計画との連携を強化。
• 重要エネルギー技術革新事業を国の関連計画に盛り込む。
【投融資支援】
• 中央政府予算及び政府系ファンドからの資金支援を強化。
• 科学技術計画（専門事業・基金）のエネルギー重点技術開発と実証事業に対する支援を強化。
• 企業のエネルギー重要技術、設備、標準の研究開発に対する自主的投資を奨励
• エネルギー産業科学技術革新投資ファンド開設を検討
• ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ等の投資をエネルギー技術の革新に誘導
• エネルギー技術革新の融資チャンネルを広げて資金調達コストを引き下げ
• 政策的金融、開発的金融及び商業金融のそれぞれの優位を発揮して、エネルギー重点技術への
支援を強化
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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４．中国現地企業に対する中国政府の支援策の特性

電力設備分野

4－1 電力設備技術に対する中国政府の支援 (2)

 課税・保険の支援では、企業の税負担の軽減、資源・エネルギー・用地・保険補償の面で優遇。
火力発電設備・ガスタービンも含むエネルギー技術革新に対する支援(2)

【課税・保険面の支援】
• エネルギー企業の開発費算定方法を整備して、企業の税負担を軽減
• エネルギー技術イノベーション実証事業に対し、資源、エネルギー、土地や価格の面で優遇措置を
適用。もって先進的技術の事業化を促進
• 保険補償システムを推進。研究開発事業における初めての設備に優遇措置適用。

出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

電力設備分野

5－１ ガスタービン新市場創出策






「エネルギー事業に依拠するガスタービン創新発展意見」（2017年）
天然ガス発電事業の拡大によってガスタービンの市場創出、技術の開発と産業化を推進。
関連天然ガス発電事業にFITも含めて種々の支援を供与
民間資本の導入、資本の多様化に重点
 国家発展改革委員会・国家能源局 「エネルギー事業に依拠するガスタービンの創新発展に関
する若干の意見」（2017年5月）
• 天然ガス発電を拡大することで、ガスタービンの応用市場を育成
• PPP（公民連携）モデルによるガスタービン産業発展基金を開設
• 投資に対する補助金、利息補助金、低金利融資、債券、リース、証券等を活用して、ガスタービ
ンのキーテクノロジー開発、キーパーツ製造条件のグレードアップ、試験のキャパシティ・ビルディング、
保守サービス能力向上及び実証応用等を重点支援
• 国のガスタービン重要技術設備実証任務を負う事業に融資、保険、資金調達の面で支援供与
• 民営企業と民間資本のガスタービン開発製造事業及び事業化応用への参加にインセンティブ
• 国家重大専門事業の試験発電所事業は地方政府が許認可。電力網企業は当該事業の系
統連系を確保して、実証事業の運営を確保。試験段階では運転審査等の面で優遇措置
• 条件を備える地方は天然ガス発電にフィードインタリフを適用
出所：「エネルギー事業に依拠するガスタービンの創新発展に関する若干の意見」をもとに内容を整理した
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

電力設備分野

5－2 天然ガス発電事業に依拠するガスタービン市場創出策の問題点

 中国の天然ガス発電は石炭火力発電に対する価格競争力が乏しい。
 天然ガス発電は分散型、ピーク調整電源、コージェネレーションが中心。ベースロード電源になるにはな
お時間。天然ガス発電の発展は政策面でも未だ明瞭でなく、天然ガス発電政策と天然ガス発電事業
に依拠するガスタービン市場創出策の間に一定の齟齬
 天然ガス発電事業の収益性と石炭火力発電に対する競争力は天然ガス価格と石炭価格の変動に応じて
大きく変わる。現行の天然ガス価格と石炭価格において、以前に比べ天然ガス発電の収益性は高まり、設備
も増えているものの、依然として石炭火力発電との価格競争力は乏しい。加えて、火力発電設備過剰問題
もあり、天然ガス発電事業の足枷になっている。
 安定的な補助金が確保されない限り、天然ガス発電事業に対するインセンティブは発揮できない。
 逆に、FITなど補助金措置が過度に手厚くなると、許認可権限を移管された地方が過剰投資に走る可能性
も生じる。
 「天然ガス利用政策」との整合性に問題。 2012年の「天然ガス利用政策」は天然ガス発電事業を従来の
「制限類」から「許可類」に変更したが依然として制約も。天然ガス発電の拡大の可否をめぐる総合的な政策
が確定していない状況で、天然ガス発電事業の拡大によるガスタービン市場の創出策にも限界あり。
 「天然ガス加速推進利用意見」（2017年7月）は天然ガス発電事業の実施を打ち出したが、天然ガス
ピーク調整発電所と天然ガスコージェネレーションの奨励に止まり、ベースロード電源としての天然ガス発電には
及んでいない。
 2017年冬には天然ガス需給ギャップが拡大し、天然ガス供給の不足が深刻な問題になった。今後も天然ガ
ス発電事業の拡大過程は天然ガス需給動向から影響を受ける公算。
出所：過去数年間の中国の天然ガス・電力・エネルギー動向と関連政策をもとに問題点を整理した
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要
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5－3 中国政府の石炭火力発電市場管理政策の強化

 過剰リスクが高まる石炭火力発電事業に対する規制強化と建設の停止・延期で設備市場は先細り。
 「一帯一路」戦略では電力インフラ建設は重要な内容。国内設備市場の縮小で海外における火力発
電所建設市場開拓を政策的にも推進。
 国家発展改革委員会・国家能源局は2016年以降、石炭火力発電過剰リスク防止に本腰
•
•
•
•

老朽化設備の淘汰に向け取り組み強化。
石炭火力発電過剰リスクのアラームの仕組みを構築。過剰リスクの高い地区は火力発電事業の許認可の停
止・制限、着工延期など。
過剰能力解消ロードマップ…石炭火力発電の全体規模と新規建設規模を厳重規制。第13次5ヵ年計画
期に石炭火力発電1.5億kWの建設停止及び延期。老朽化設備0.2億kW以上淘汰。2020年の設備規
模を11億kW以内に抑制。
許認可前の着工など電力事業の違法な着工を厳重に規制。建設停止命令や融資の停止も。

新規石炭火力発電所投資は激減。2017年第1～3四半期の投資は25％減。
設備過剰問題・大気汚染（PM2.5）対策・気候変動対策・エネルギー構造と電源構成の最適化
（石炭火力発電の比率引き下げと再エネ発電・原子力発電・天然ガス発電の比率引き上げ）により、
新規石炭火力発電所建設事業と新規石炭火力発電設備需要は先細る可能性が高い。
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５．中国政府の新市場創出策・市場管理政策の概要

電力設備分野

5－4 石炭火力発電設備の改修・更新市場

 国内の新規石炭火力発電所建設は頭打ち。
 「石炭火力発電所超低排出・省エネ改修工作全面実施方案」でかろうじて期待できるのは設備改
修・更新市場（1000億元とも）。新規事業では超々臨界設備が原則。
 環境保護部・発展改革委員会・能源局「石炭火力発電所超低排出・省エネ改修工作全面
実施方案」（2015年12月）
• 超低排出…基準酸素含有量6％という条件の下で煙塵排出濃度10mg/m3以下、二酸化
硫黄排出濃度35mg/m3以下、窒素酸化物排出濃度50mg/m3以下。
• 超低排出改修後の発電用石炭平均消費量を310g/kWh以下に。
• 2020年までに石炭火力発電所は超低排出を実現。東部地区は2017年、中部地区は
2018年までに。
• 新規石炭火力発電事業は60万kW以上の超々臨界設備を採用。石炭平均消費量を
300g/kWh以下に。
• 2020年までに5.8億kWの改修を完了。
• 超低排出改修設備に電力価格補助金のインセンティブを適用。2016年1月1日以前に系統
連系を行っている現役設備については売電量1kWhにつき0.01元（税込）を加算。2016年
1月1日以降の新規設備については0.005元（税込）を加算。

出所：「石炭火力発電所超低排出・省エネ改修工作全面実施方案」
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６．新市場創出・新産業創出拠点

電力設備分野

６－1 新産業創出拠点をめぐるハルビン電気とGEの協力
 2014年、ハルビン電気はGEと共同開発イノベーションセンター設立。GEから技術譲渡を受けてタービ
ンの現地化生産図る
 ハルビン電気とGEは河北省秦皇島に合弁タービン製造拠点を建設へ

GEハルビン創新センター
 2014年、GEとハルビン電気が共同でハルビン科技創新城に創設。協力対象は天然ガス発
電、コンバインドサイクル発電、9HA型タービンの現地化など。
 ハルビン科技創新城に国家級技術開発機関・企業の結集を目指す黒龍江省政府もGEハル
ビンセンターを支援。
 ハルビン電気とGEは9HAタービン技術及びD650・A650蒸気タービン技術譲渡契約。9HA
タービンは米中グリーンパートナー計画に指定。

秦皇島タービン製造基地建設計画
 2017年3月、合弁会社「哈電通用（秦皇島）燃気輪機有限公司」の設立と河北省秦皇島にタービン製
造拠点建設で合意。 資本金6.67億元、持ち株比率は各50％。GE9F及び9Hの設備及び部品を製造。
ハルビン電気とGEが共同で販売。
 タービン技術の共同開発、サービス、人材育成でも協力。
 ハルビン電気はすでに秦皇島に哈電集団（秦皇島）重型装備有限公司を設けて原子力発電設備の製
造・輸出拠点を構築。GEとも通用電気哈動力南汽輪能源服務（秦皇島）有限公司を設けて合弁事業
展開。
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７．技術開発・標準政策

電力設備分野

７－1 ガスタービンの鍵となるナショナルプロジェクト (1)中国重燃

 国家科技重大専門事業「航空機エンジン及びガスタービン」の「大型ガスタービン」プロジェクト
 中国聯合重型燃気輪機技術有限公司が上海で実施。重電大手3社が出資。産学研協同体制。
 国及び上海市がバックアップ。2019年、上海に大型ガスタービン実験実証基地を建設へ
国家科技重大専門事業「航空機エンジン及びガスタービン」

「国家中長期科学技術発展計画（2006-2020）」
所定の国家科技重大専門事業16件の1つ

「両機」（航空機エンジンとガスタービン）は多くの面で技術が共通

国家科技重大専門事業「大型ガスタービン」
事業実施企業に指定

中央政府財政
資金助成

国務院国有資産監督管理委員会

中国聯合重型燃気輪機技術有限公司（中国重燃）
（2014年上海に設立。2017年中電聯合重型燃気輪機技術有限公司から改称）

産学研協同

大型協力
プラットフォーム

大唐集団

中国科学院工程熱物理研究所
中国科学院金属研究所
上海交通大学
北京華清華燃気輪機
清華大学

共同出資

国家電力投資集団
（中国電力投資集団・国家核電
技術公司が2015年合併）

（6400万元出資）

ハルビン電気・東方電気・上海電気
（各1200万元出資）

2017年8月、戦略協力協定調
印。上海の科学技術イノベーショ
ンセンター建設を共同推進。中
国重燃は重要対象

上海市政府
上海における大型ガスタービン国家科技重大
専門事業の実施も対象に戦略協力協定調印
（2017年4月）

上海に大型ガスタービン実験実証基地建設
2019年の稼動を計画（2017年8月段階でFS中）

目標：2023年頃300MW級F型開発・2030年400MW級G/H型開発
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７．技術開発・標準政策

電力設備分野

７－1 ガスタービンの鍵となるナショナルプロジェクト (2)中国重燃の親会社・国家電投

 中国重燃の親会社の国家電力投資集団は2015年、中国電力投資集団と国家核電技術公司の
合併により設立。
 子会社の上海発電設備成套設計研究院有限公司は大型ガスタービン技術の研究開発に従事。
【国家電力投資集団の概況】
•

•
•

国家電力投資集団（国家電投：SPIC）は2015年6月、国有電力企業大手の中国電力投資集団公司
（5大発電集団の1つ）と国家核電技術有限公司（中国電力投資集団、中国広核集団、中国核工業集
団、中国技術進出口総公司の共同出資により2007年設立）の合併再編により設立（国家核電は国家電
投の子会社に）。中国の電力産業大型再編の第一弾。電力設備容量1.2億kW。
主要業務内容は発電（石炭火力・原子力・水力・風力・ソーラー等）事業、熱供給事業の開発、投資、建
設、経営、原子力発電、火力発電など電力及び関連技術の開発、技術コンサルティング、事業の建設、運営、
保守、海外投資など。
国家電投は原子力発電所建設運営企業として、中国広核集団、中国核工業集団に次ぐ業界第3位。

【中国重燃及びガスタービンに関わる国家電投・国家核電の子会社】
•
•
•
•

国家核電は上海電気集団と協力実績あり。2011年に原子力発電設備開発製造で戦略協力。
上海発電設備成套設計研究院有限公司は国家核電の子会社。ガスタービン、蒸気タービンも含む発電設備
の開発を手掛ける。国家重大プラント設備開発計画事業の300MW、600MW火力発電設備開発を請け負
う。
上海発電設備成套設計研究院は大型ガスタービンの独自開発でも技術基礎を有する（国家電投HP)。
国家電投の子会社の中国電能成套設備有限公司（旧中国電投）は中国重燃から入札執行の代行を受
託。
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７．技術開発・標準政策

電力設備分野

７－1 ガスタービンの鍵となるナショナルプロジェクト (3)華清燃気

 清華大学はガスタービン研究院を設置し、華清燃気を設立。タービン大手4社と協力してガスタービン研
究を展開。中国重燃とも協力。
清華大学
華清燃気への出資者

ガスタービン研究院（2014年設立）
熱能工程系分院・航天航空分院・材料分院
機械工程系分院・精密計器系分院
中核研究員供給

東方汽輪機有限公司 550万元
ハルビン汽輪機廠有限公司 550万元
南京汽輪動力設備有限公司 550万元
上海汽輪機廠有限公司 550万元
中国電力工程顧問集団公司 550万元
清華控股有限公司 500万元
中国船舶重工集団第703研究所 200万元
蒋洪徳 100万元

清華控股から出資

北京華清燃気輪機与
煤気化聯合循環工程技術有限公司
研究員派遣
49名

董事長(会長) 蒋洪徳

中国重燃

総設計師陳偉

タービン製造

CGT-60F試験発電所

広東粤電集団

広東省江門に
CGT-60F試験発電所建設

【北京華清燃気輪機与煤気化聯合循環工程技術有限公司】
• 2008年に清華大学がタービン大手4社（東方・ハルビン・上海・南京）等と共同で設立したガスタービン・石炭ガス化複合循環国
家工程研究センターを2010年に法人化した企業。通称、華清燃気。資本金3,550万元。
• 大型ガスタービンと石炭ガス化複合循環（IGCC)技術の開発を手掛ける。タービン熱力循環システム、ガス圧縮機、燃焼室、ター
ビン、制御システム、補助装置など。F型タービンに注力。
• 蒋洪徳董事長(会長) 、陳偉総設計師は清華大学のガスタービンの権威。華清燃気のタービン研究開発の中核は清華大学の研究者。
【CGT-60Fとタービン大手4社の協力形態】
• CGT-60Fは華清燃気の300MW大型ガスタービン検証機。2016年発表。CGT-60F試験発電所は広東粤電集団が広東省江門に建設。
• CGT-60Fの1台目の試作機は上海汽輪機が製造。ガスタービン関連特許391件、ソフトウェア著作権39件を出願。2016年6月時点
で245件の特許取得。知的財産権は華清燃気の株主全体が共有することで合意。東方、ハルビン、南京もタービン製造が可能。
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電力設備分野

７．技術開発・標準政策

７－1 ガスタービンの鍵となるナショナルプロジェクト (4)中国科学院工程熱物理研究所
 中国科学院工程熱物理研究所、江蘇省、連雲港市は共同で江蘇中国科学院能源動力研究セン
ター設立。2016年、高効率低炭素ガスタービン試験装置事業受注。
中国科学院
工程熱物理研究所
江蘇中国科学院
能源動力研究センター
中国科学院・江蘇省・連雲港市の共同事業法人

江蘇省

連雲港市

高効率低炭素ガスタービン試験装置事業
2016年12月、工程熱物理研究所と江蘇中国科学院能源動力研究センターが実施機関に指定。連雲港市に建設

【江蘇中国科学院能源動力研究センター】
• 中国科学院、江蘇省、連雲港市の三者間協力により設立された事業法人。
• ガスタービンなど先進エネルギーシステムやCO2回収貯留技術の研究開発。「F型低カロリー燃料ガスタービン」燃焼室開発事業を
実施。特にタービンのSNG燃料燃焼室技術に秀でる。
• 中国科学院工程熱物理研究所は中国重燃とも協力関係。
【高効率低炭素ガスタービン試験装置事業】
• 「高効率低炭素ガスタービン試験装置事業」は国家重大科技インフラ建設中長期計画（2012～2030年）専門事業の1つ。
• 2013年、中国科学院と江蘇省は「高効率低炭素ガスタービン試験装置」事業の共同申請で合意。
• 2016年12月、中国科学院工程熱物理研究所は「高効率低炭素ガスタービン試験装置」事業機関に指定。江蘇中国科学院能源動力研
究センターが実施に当たる形。連雲港市に試験装置建設。
• 「高効率低炭素ガスタービン試験装置事業」は上海市も実施。上海市は上海交通大学と協力。
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７．技術開発・標準政策

電力設備分野

７－1 ガスタービンの鍵となるナショナルプロジェクト (5)共同開発プラットフォームと協力態様

 中国は中国重燃を主に複数のガスタービン共同開発プラットフォームを構築。
 中国重燃と華清燃気のプラットフォーム統合によって、東方・上海・ハルビン電気の外資由来のタービン
技術の統合が進む公算。
【国家級ガスタービン共同開発プラットフォームと協力の態様】
 中国は中国重燃の「大型ガスタービン」事業を中心に複数の国家級ガスタービン共同開発プラットフォームを構築。
 中国重燃の「大型ガスタービン」事業、中国科学院工程熱物理研究所と上海交通大学の「高効率低炭素ガスタービン試験装置」事業及
び華清燃気（清華大学）の各共同開発プラットフォームはそれぞれ独立しつつ、多元的、重層的に連携。主要プレイヤーは共同開発プ
ラットフォームに重複して参画。
 ハルビン・上海・東方のガスタービン大手3社は中国重燃の国家級プロジェクトに参加しつつ、華清燃気の共同開発プラットフォームに参加。
 ガスタービンの国家級共同開発プラットフォームにおいて中国重燃は最も中核。中国重燃は国家科技重大専門事業「大型ガスタービン」
実施において、中国重燃を核心としつつ、ハルビン電気、上海電気、東方電気や大学、研究機関と協力する開放型、研究開発重視型
のガスタービン大型協力プラットフォーム構築を図る（中国重燃の仇明社長）。
 2017年8月、華清燃気は中国重燃と「全体化技術サービス協定」を締結して、中国重燃の国家ガスタービンプラットフォームに正式参
加。2大プラットフォームの統合によるガスタービン新型「挙国体制」を確立。華清燃気は中国重燃の共同開発プラットフォームに研究員
を50名近く派遣。清華大学のタービン基礎研究成果とガスタービン大手4社との共同開発成果が中国重燃に注入。
 華清燃気に出資しているガスタービン大手4社（ハルビン・上海・東方・南京）は華清燃気における知的財産権を共有。4社は華清燃
気における技術開発成果と知的財産権を利用してガスタービンを製造することが可能。
 華清燃気と中国重燃のタービン共同開発プラットフォームの「挙国体制」、事実上の統合によって、華清燃気におけるタービン大手の協力態
様は中国重燃にも援用され、技術の統合がさらに進む可能性も。

中国重燃におけるハルビン・上海・東方電気の具体的な協力態様は詳らかでないが、華清燃気と同様に華清燃
気におけるハルビン・上海・東方の協力形態を考えると、中国重燃の共同開発プラットフォームにおいても、3社が
それぞれGE、シーメンス・Ansaldo、三菱日立に由来するガスタービン技術を「導入・消化・吸収・再革新」した上
で、各自のガスタービン技術をすり合わせ、統合して、「国産タービン技術」を形成する可能性も。
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７．技術開発・標準政策
７－2 高効率ガスタービンの技術開発政策 (1)

電力設備分野

 「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」は中国のガス
タービンの2020年・2030年の目標を設定し、2050年の展望を提示。
 2020年には小型ガスタービンの産業化を実現。大型タービンの設計でもステップアップ。

【重点戦略方向】
• 材料…高性能複合材料、高温耐熱合金コーティング、高温合金鋳造、複雑構造高温合金精密
鋳造、3Dプリンタ・スマート製造
• タービン設計…マイクロガスタービンのラジアルインペラ及びシステムの一体化設計、中小型ガスタービ
ンの高効率多段階軸流式圧縮機、大型ガスタービンの先進空力設計
• 高効率クリーン燃焼…低汚染型チャンバー、段階式チャンバー、フローチャンバー、希薄予混合・予
蒸発燃焼器、可変幾何チャンバー、低カロリー燃料の安定燃焼と多燃料適応性、水素リッチ燃焼
【2020年目標】
• 高温部品の設計製造技術、高性能複合材料の量産技術でブレークスルー
• マイクロ型・小型・中型タービン完成期試験プラットフォームの建設
• 1MW以下のマイクロ型・小型ガスタービン及び分散型熱供給システム、1～10MW級小型及び10
～50MW中型タービンの産業化を実現。
• F型70MW完成機の開発と300MW級大型タービンの設計

出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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７．技術開発・標準政策
７－2 高効率ガスタービンの技術開発政策 (2)

電力設備分野

 2030年には300MWガスタービンの商業化を実現。400MW級大型タービンを独自開発
 70MW・300MW大型ガスタービンでイノベーション行動を実施
【2030年目標】
• 高熱部品材料と製造技術で革新と完全自主化を実現
• 高性能複合材料の低コスト・大規模応用を実現
• 完全独自知財権と国際競争力を備えるマイクロ・小型タービンシリーズの形成
• F型70MW、300MW級大型ガスタービンの商業化
• H型400MW級大型ガスタービンの独自開発

【イノベーション行動】
• 高温合金タービンブレードの製造
• ガスタービンのスマート製造
• 先進的ラジアルインペラと再生熱循環マイクロガスタービン
• 先進的軸流式単純循環小型ガスタービン
• フラクチャートラック（シップ）用ガスタービン
• F型70MW級大型ガスタービン
• F型300MW級大型ガスタービン
• ハイパラメータ水素タービン
• ガスタービンプラットフォームの建設
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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７．技術開発・標準政策
７－3 石炭火力発電設備の技術開発政策(1)

電力設備分野

 石炭火力発電技術の重点は超臨界・超々臨界技術。 IGFC-CC、 MHD-CCの開発も
 2030年には700℃超々臨界石炭火力発電所建設。新型技術でも実証プラント建設

【重点戦略方向及び新技術開発】
• 先進的石炭火力発電技術…在来型石炭火力発電のパラメータ向上、新型石炭系発電技術の
発展と石炭火力発電のエネルギー利用効率向上、汚染物一体化除去など新技術の開発
 高効率超々臨界石炭火力発電
 超臨界（超々臨界）循環流動床ボイラー
 超臨界二酸化炭素循環発電
 IGFC-CC（石炭ガス化燃料電池複合発電）
 MHD-CC（電磁流体複合発電）
【2020年目標】
• 新型石炭火力発電技術の把握
• 石炭火力発電設備の排煙汚染物（SOX、NOX、Hg等）の一体化除去技術の開発と実証

【2030年目標】
• 700℃超々臨界石炭火力発電所の建設
• 新型石炭系発電技術実証プラントの建設と普及
• 独自知財権を備える石炭燃焼汚染物の浄化一貫技術の形成
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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７．技術開発・標準政策
７－3 石炭火力発電設備の技術開発政策(2)

電力設備分野

 2030年の700℃超々臨界石炭火力発電所建設に向け、主要設備、補助設備、高温耐熱材料で
イノベーション行動展開
 褐炭資源の活用を視野に新型石炭火力発電技術と汚染除去技術のイノベーションにも注力

•
•
•

•
•

【イノベーション行動】
高温耐熱材料の製造技術…700℃ニッケル系合金高温材料の生産・加工技術、耐熱材料の
大型鋳造部品、鍛造備品の製造・加工技術、高温部品溶接材料及び溶接技術、高温材料
検査技術の開発
700℃超々臨界石炭火力発電設備…主要設備、補助設備のキーパーツ加工製造技術、
700℃超々臨界設備のボイラー、タービン及び重要補助設備、バルブの製造技術開発と国産化
・新型石炭系発電技術…600MW以上の設備の褐炭事前乾燥及び水リサイクルなど高効率褐
炭発電技術インテグレーション及び設備開発技術。600MW以上の設備での褐炭高効率発電
集成技術の事業化。1000MWクラスの超々臨界設備の褐炭ボイラーとファン・ミルの設計・製造
技術開発。准東地区石炭の全燃焼ボイラー技術の研究と把握及び実証事業の建設
複数の汚染物一体化除去技術…独自知財権を備える汚染物（SOX、NOX、Hg等）の一体
化除去技術開発。新型高効率吸着剤、高効率・低コスト酸化剤、酸化技術及び設備、高効
率触媒など。複数の汚染物一体化除去技術の装置設計及び製造技術、工程最適化技術等。
石炭火力発電技術の模索…酸素リッチ燃焼の超臨界CO2ブレイトンサイクル発電及びCO2回
収技術、IGFC-CC（石炭ガス化燃料電池複合発電）技術及びMHD-CC（電磁流体複合
発電）技術の把握
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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７．技術開発・標準政策
７－3 石炭火力発電設備の技術開発政策(3)

電力設備分野

 工業と情報化の融合、工業とインターネットの融合、スマート製造等の政策措置とICT技術の発展を
背景に石炭火力発電所でもスマート化を推進。
 インターネット、遠隔センシング・モニタリング、ビッグデータ、クラウド等のテクノロジーを発電所に応用して
運転制御を最適化
【石炭火力発電所のスマート化】
• インターネット技術とスマート設備をベースとする超々臨界設備スマート制御システムを開発。先進
制御技術、リアルタイム最適化技術、ビッグデータマイニング技術により、自動化制御と高効率・低
汚染運転を実現
• 石炭火力発電所の遠隔診断とモニタリングシステム開発
• 石炭火力発電所ビッグデータセンター及びクラウドコンピューティングプラットフォームを建設して、発電
所の運転と保守の意思決定に根拠を提供

出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」と「中国製造2025エネルギー装備実施方案電力設備編」をもとに内容を整理した
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７．技術開発・標準政策
電力設備分野
７－4 外国勢力と地場系企業の注目すべきガスタービン技術開発協力活動
 上海電気…伊Ansaldo株式40％買収によってタービン技術の獲得図る。R&Dセンターも設立へ
 東方電気…三菱と15年近く協力。2016年、MHPSから360MW・445MWガスタービン技術譲渡
 ハルビン電気…GEからの技術譲渡と共同開発生産によってガスタービンの国産化に邁進
中国主要電力設備企業のガスタービンをめぐる対外技術協力
中国電力設備企業

技術協力相手

上海電気

独シーメンス
↓
伊Ansaldo Energia

東方電気

三菱日立

ハルビン電気

GE

華電集団

GE

協力内容
●2014年、イタリアAnsaldo Energiaの株式40％買収。シーメンスとの長年の協力から転
換。Ansaldo買収は議決権行使よりも技術獲得が主眼。
●上海電気はシーメンスに対し技術移転や上海電気の輸出ライセンス等の問題で不満
が鬱積。
●Ansaldoと技術開発でも協力。ガスタービン製造合弁会社及びR&Dセンターの設立で
合意。アジア市場の開拓図る。
●2003年、三菱重工からF型タービンの製造技術のライセンス供与。2004年、三菱重工
と合弁会社「三菱重工東方燃気輪機（広州）有限公司」設立。
●2015年、三菱日立パワーシステムズと協調し、M701F（最新型）を含むGTCC発電設
備を受注。
●2014年、GEハルビン創新センター設立。9HA型ガスタービンの現地製造を推進。GE
から9HAタービン技術譲渡。
●2015年11月、大型合弁タービン企業の設立合意。9F・9HA型タービンの国産化推進。
●2017年3月、河北省秦皇島にタービン製造拠点建設で合意。タービン技術の共同開
発、サービス、人材育成でも協力。
●2012年、華電通用軽型燃気設備有限公司（華電51％：GE 49％の合弁）設立。GE航空
機タービン改良型ガスタービンの研究開発と生産。
●2016年9月、戦略協力の拡大強化で合意。華電通用は30MW大型可搬式ガスタービン
TM2500を生産へ。
●2017年8月、TM2500の生産開始。生産台数を徐々に拡大。中国のアジア発電所建設
事業向け。
出所：各種資料をもとに作成した
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７．技術開発・標準政策

７－5 電力設備の標準化政策

電力設備分野

 エネルギー技術革命創新行動計画所載
 国際標準との連携に留意

●「エネルギー技術革命創新行動計画」におけるエネルギー設備関連標準化政策
•
•
•
•

現行の国家標準及び産業標準の改訂、統廃合、整備を加速。新しい標準を適時制定して、標
準の先進性を向上
エネルギー設備標準の制改訂に必要な試験検証プラットフォームを建設、強化
国際標準との連携を強化
中国の国情に適したエネルギー技術設備標準体系を形成

●「装備製造業標準化並びに品質向上計画」における火力発電設備・タービン標準化の指針
• 100万kW級超々臨界設備等の産業化実証事業に依拠して省エネ、環境保護、自動制御等の
関連標準を制定し、火力発電設備の超低排出と運転の最適化を促進
• ガスタービン標準体系を完備。クォリティコントロール、検査監視等の技術標準を制定
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８．技術水準・ビジネスモデル革新の状況と将来展望

電力設備分野

８－1 モノ売りからサービス提供モデルへの転換等のビジネスモデル転換構想

 「一帯一路」発電所建設事業におけるEPCからEPCOモデルへの転換…ハルビン電気の事例
ハルビン電気は「一帯一路」事業で従来の設備納入モデル、EPCモデル（設計・調達・建設）
から、BOOモデル（建設・運営・所有）、EPCOモデル（EPC＋運転保守サービス）へ転換推進。
パキスタンBhikki 1180MWコンバインドサイクルガス発電所で海外EPCOモデルの先例を開く
従来型EPCモデル

新しいEPC＋Oモデル
ビジネスモデルの転換

事業主：NATIONAL POWER
PARKS MANAGEMENT
EPC委託

パキスタン
Bhikkiガス発電所

EPC建設請負：ハルビン電気国際工程

 2017年10月、ハルビン電気は
Quaid-E-Azam (QATPL)から
Bhikki発電所の12年間の運転
保守業務受注。
 ハルビン電気にとって海外長
期運転保守契約は初めて。
 9H型ガスタービンの運転保守
のノウハウと実績を重ねる。

ハルビン電気が製造できないガスタービン発注

GE 9HA.01大型ガスタービン
タービン設備供給：ゼネラル・エレクトリック

発電所建設過程
GEタービン設備納入

ハルビン電気
発電所完成後
運転保守業務

海外の他の発電所でもガスタービン運
転保守業務拡大の可能性開く
25

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

電力設備分野

9－１ 主要第三国・地域市場での販売シェア
 中国製のガスタービンは世界で販売実績（2015年まで）がない。
 中国製の蒸気タービンはインド、東南アジアなどで販売している。
 中国製のボイラーは欧州を含む世界で販売している。

2015年のインド市場の蒸気タービン販売シェア

2015年のアメリカ市場の蒸気タービン販売シェア

26

電力設備分野

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

9－2 電力設備の国際協力及び海外展開の政策指針と支援策
 「エネルギー技術革命創新行動計画」所載
 海外エネルギーインフラ建設事業と合わせて設備企業の海外展開を護送船団方式で支援

【国際協力】
• エネルギー技術革新の国際化戦略を策定。全方位的、多次元、ハイレベルのエネルギー技術国際
協力を展開。
• 国際協力において、技術協力、知的財産権、M&A等の面で企業間の意思疎通と対話のプラット
フォームを構築。
• エネルギー関連の企業、大学、研究機関が国外機関と共同技術革新を展開するよう奨励
• 設備企業は従来の単純な技術導入から、人材導入、M&A、共同研究開発に転換。先進技術と
ハイレベル人材の導入を支援。
【海外展開の指針と支援】
• 「一帯一路」戦略と合わせ、重要エネルギー事業に依拠して中国の先進的エネルギー技術、設備
及び標準の「走出去」（対外進出）を推進。
• エネルギー企業と設備企業の護送船団方式の海外進出を誘導（国内企業の同士討ちを防止）
• 産業基金や国有資本収益等の方式を活用してエネルギー設備企業の優れた生産能力の「走出
去」を推進。海外投資とM&Aを支援。
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」
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電力設備分野

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

9－３ 海外発電所建設事業と合わせた電力設備の海外展開(1)
 国有電力企業・電力建設企業の海外発電所建設と合わせて護送船団方式で設備メーカーの海外
展開を促進
 国家開発銀行、中国輸出入銀行など政策銀行が海外発電所建設事業に融資を提供
 「一帯一路」諸国の電力市場に重点。
 中国の海外火力発電所建設事業の特徴
•
•
•
•
•
•
•

中国の海外火力発電所建設事業では、国有電力企業・電力建設企業、設備企業、政策銀行（国家開発
銀行・中国輸出入銀行）が連携するケースが殆ど。
重電大手3社、特に東方電気は海外火力発電所建設請負事業も多数展開。
地域的には東南アジアやパキスタンの事業が多い。主な事業はいずれも「一帯一路」諸国。
特に多いのはインドネシア。同国の最近の主な火力発電所建設事業8件のうち7件に中国企業が出資（残り1
件は日本）。
中国が建設を受注する海外石炭火力発電所は重電大手3社の設備を採用。
中国企業が建設を受注する海外天然ガス発電所（マレーシア・ミャンマー・パキスタンなど）のタービンはGEの製
品（以前はシーメンス製もあった）。
中国電力建設集団はGEからタービンの供給を受けるだけでなく、コンソーシアムを組んで事業展開。例えば、エ
ジプトのGiza1500MW天然ガス所建設事業では、GEが9FAタービンと発電機の設計と設備供給、山東電力
建設集団第三工程公司が構造部材等の設計と供給を担当。
出所：「エネルギー技術革命創新行動計画」
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電力設備分野

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

9－３ 海外発電所建設事業と合わせた電力設備の海外展開(2)
 東南アジア、特にインドネシアは中国の海外火力発電所建設の主要対象。
中国企業の最近の海外火力発電所建設事業 (1)
所在国

事業名称

主要投資建設企業・請負企業

インドネシア

ブンクル石炭火力発電所事業

インドネシア

タカラ2×100MW循環流動床石炭火 インドネシア国営電力公社PLN
力発電所事業
中国能建葛洲壩集団

インドネシア

BANTEN 1×670MW超臨界石炭火
力発電所

マレーシアGenting Group
中国国投電力
ハルビン電気国際工程

インドネシア

ジャワ7号火力発電事業超臨界2×
1000MW

神華国華（インドネシア）ジャワ発電有限公司
インドネシア国営電力公社PLN
上海電気電站集団
山東電力工程諮詢院有限公司・浙江省火電
建設公司

インドネシア

Kaltim 2 2×125MW石炭火力発電
所

インドネシアDSSP→中国成達工程公司
東方電気

ベトナム

ヴィンタン石炭火力発電所2×
620MW超臨界コージェネレーション
事業

ベトナム

中国電力建設集団

主要設備供給企業

中国南方電網・中国電力国際有限公司・越
Vinacomin Power
広東火電工程有限公司・広東省電力設計研
究院有限公司
ベトナム電力(EVN)/ハイフォン火力株式会社
ハイフォン2×300MW火力発電事業
(HPTPJSC）
第1・2期
中国東方電気集団・丸紅

上海電気電站集団

ハルビン電気

ハルビン電気

東方電気

東方電気

BOT方式により建設。20年間の運営期間後にベトナムに引き渡し。中国南方電網55％・中国電力国際有
限公司40％・越Vinacomin Powerが5％出資。広東火電工程有限公司（中国能源建设股份有限公司の
子会社）・広東省電力設計研究院有限公司がEPC建設請負。

富士電機システムズ
（タービン・発電設備）
東方電気（ボイラー）

ベトナム電力(EVN)から東方電気と丸紅のコンソーシアムがEPC請負契約受注。300MW設備合計4台。
2014年完成。蒸気タービン及び発電機は丸紅が富士電機システムズから調達。東方電気はボイラー等の
関連設備・土木据付工事を担当。

ベトナム

ベトナム沿海電力センター第1期2× 中国電建集団四川電力建設三公司・中国東
中国東方電気集団
622MW火力発電事業
方電気集団

マレーシア

サバ州100MWコンバインドサイクル
発電所事業

マレーシア
ミャンマー
ミャンマー

マレーシアSPR社
中国電建属湖北電建一公司
中機国能電力工程有限公司
サバ州190MWコンバインドサイクル マレーシアSPR社
発電所事業
中国電力建設工程有限公司
Thaketaコンバインドサイクルガス発 雲南能投聯合外経股份有限公司
電所
ミャンマー電力・エネルギー省
ミャンマー電力省
Thaton 120MW天然ガス発電所
中国能源建設集団

備考
2015年、インドネシアの入札事業を中国電建が落札。BOOT方式により運営。総投資額3.6億ドル、その
75％を中国工商銀行と中国輸出入銀行による銀行団が融資。25％は自己調達。中国電建はインドネシア
国営電力公社PLNと売電契約調印。上海電気電站集団が主要設備提供。
事業主はインドネシアPLN。中国能源建設集団葛洲壩集団とインドネシアPT HUTAMA KARYAのコンソー
シアムが南スラウェシ州に建設。中国輸出入銀行が優遇融資を提供。中国能源安徽設計院が発電所の
設計、安徽電建一公司が施工を担当。陝西運維電力电力股份有限公司が現地作業員の訓練を担当。
2015年着工、2017年1号機稼動。
マレーシアGenting Groupと中国国投電力の共同出資IPP事業。ハルビン電気国際工程有限責任公司が
EPC契約受注。中国能建広東省電力設計研究院が設計。工事には中国能建の他、中交集団、中国建築
集団、国家電網も参加。ハルビン電気（哈鍋炉廠・哈汽輪機廠・哈電機廠）が主要設備（ボイラー・タービ
ン・発電機）提供。
インドネシア国営電力公社PLNのIPP事業。25年の商業運営後にPLNに譲渡。神華国華（インドネシア）
ジャワ発電有限公司とインドネシア国営電力公社PLNの子会社の共同出資。山東電力工程諮詢院有限
公司と中国能建浙江省火電建設公司のコンソーシアムがEPC建設請負。国家開発銀行が融資。上海電
気電站集団が主要設備提供。
2016年、東方電気がインドネシアDSSPからEPC契約受注。FSは広州中撰企業投資諮詢有限公司が作
成。循環流動層ボイラー（CFB）。2017年3月、中国成達工程公司（中国化学工程集団の子会社）が
Kaltim 2事業買収。中国成達工程と東方電気は主要設備（タービン・ボイラー・発電機）供給で契約調印。

東方電気が建設総価請負契約受注。メコンデルタのチャーヴィン省に建設。2016年完成。東方電気が主
要設備供給。第2・3期の主要設備（タービン・ボイラー・発電機）も東方電気が受注。

GE

マレーシアSPR社が事業主。2012年、中国電建湖北電建一公司と中機国能電力工程有限公司が総価請
負契約受注。 2×35.364MW建設。GEのPG6581Bタービン採用。

GE

2012年契約。GEの6FAタービンを据付。

GE
GE

雲南能投聯合外経股份有限公司（UREC）とミャンマー電力・エネルギー省(MOEE)の合弁投資事業。GE
のF型ガスタービンを採用。
2016年、中国能源建設集団湖南省電力勘測設計院がミャンマー電力省からEPC契約受注。GEの最新型
6F01タービン採用。世銀から融資。

出所：各種資料をもとに作成した
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9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

9－３ 海外発電所建設事業と合わせた電力設備の海外展開(3)
 南アジアではパキスタンが最重点。天然ガス発電所はGEタービン導入
中国企業の最近の海外火力発電所建設事業 (2)
所在国

事業名称

主要投資建設企業・請負企業

主要設備供給企業

備考

GE

中国電建山東電力建設第三工程公司が5.89億ドルのEPC総価請負建設契約受注。2015年着工。ハルビ
ン電気がタービン架設工事受注。GEが9HAガスタービン2台、蒸気タービン1台及び余熱ボイラー2台を提
供。

Bhikki 1180MWコンバインドサイクル
ハルビン電気国際工程
ガス発電所

GE

ハルビン電気のEPC建設・ターンキー事業。2015年、ハルビン電気国際工程とGEが契約。GEが9HA.01ガ
スタービン及び関連設備を提供。ハルビン電気国際工程が12年間の運転保守契約受注。

NATIONALPOWER PARKS MANAGEMENT
Balloki1223MWコンバインドサイクル
CO. (PVT.) LTD.
発電所事業
ハルビン電気国際工程

GE（タービン）
ハルビン電気

2015年、ハルビン電気国際工程がNATIONALPOWER PARKS MANAGEMENT CO. (PVT.) LTD.から総価
請負契約受注。ガスタービン2台、余熱ボイラー2台、蒸気タービン発電設備2台を設置。GEが9HA型タービ
ン2台を提供。中国能源建設集団と中電工程東北研究院公司は発電所の探査・設計業務を分担。

中国東方電気集団

2014年着工。2×660ME超臨界設備、合計1320MW。「中国パキスタン経済回廊」優先エネルギープロ
ジェクトに指定。中国電建設海外投資公司51％、カタールAl-Mirqabが49％の共同出資（BOO方式）。施
工は山東電建さん公司など。東方電気（東方汽輪機・東方電機）が主要設備供給。中国水電建設集団港
航建設有限公司が石炭埠頭・水路のEPC契約受注。総投資額20.85億ドル。中国輸出入銀行がその
74.58％融資。パキスタン国営送配電公社と売電契約調印。売電価格8.2セント、有効期間30年。

パキスタン

Haveli Bahadur Shah 1230MWコン
バインドサイクルガス発電所

パキスタン

パキスタン

中国電建山東電力建設第三工程公司

中国電力建設集団とカタールAl-Mirqabの共
同出資建設。

パキスタン

カシム港石炭火力発電所

パキスタン

国家電投中電国際有限公司・パキスタン
パキスタン中電Hub 2×660MW超臨
HUBCCO
界石炭火力発電事業
西北電力設計院・天津電力建設

「中パ経済回廊」重要プロジェクト。国家電投中電国際有限公司とパキスタンHUBCCOの共同出資。2016
発電機、ボイラー、蒸気
年、中国電力工程顧問集団西北電力設計院と中国能建天津電力建設のコンソーシアムがEPC契約受
タービン等も含む主要
注。2017年3月着工。総投資額19.95億ドル、うち14.96億ドルを国家開発銀行を主とする銀行団（中国輸
設備は入札によって中
出入銀行・中国工商銀行・中国建設銀行・交通銀行）が融資。FSは広州中撰企業投資諮詢有限公司が
国国内から調達。
作成。中国交通建設集団は埠頭建設。

バングラデシュ Baku 275MW石炭火力発電事業

ハルビン電気国際工程
中国能源建設集団東北電力第三工程

Payra 2×660MW超々臨界石炭火
バングラデシュ
力発電所

North-West Power Generation Company
Limited（NWPGCL）・中国機械輸出入有限公
上海電気電站集団
司
東北電力第一工程・中国能源工程

ハルビン電気

UAEドバイ

ドバイHassyan2400MWクリーンコー
ル石炭火力発電所

ハルビン電気国際工程とGEのコンソーシアム GE

ボスニアヘル
ツェゴビナ

STANARI発電所

EFT(英国）
中国東方電気集団

中国東方電気集団

エジプト

Giza1500MW天然ガス発電事業

中国電建所属山東三建とGEのコンソーシア
ム

GE

ハルビン電気国際工程がEPC総価請負、中国能建東北電力第三工程が土木据付工事を担当。ハルビン
電気が主要設備（ボイラー・ダービン・発電機）製造。
投資額22億ドル。バングラデシュNWPGCLと中国機械輸出入有限公司(CMC)の50：50の共同出資。東北
電力第一工程公司と中国能源工程股份有限公司の連合企業体がEPC契約受注。上海電気電站集団が
主要設備提供。
2016年、ハルビン電気国際工程とGEのコンソーシアムがEPC総価請負契約受注。第1期は600MW超々
臨界石炭火力発電設備建設。GEは蒸気タービン、発電設備、ボイラー設備を供給
1×330MW褐炭循環流動床。2013年着工、2016年完成。東方電気がEPC契約。中国能建が設計、施工
等の一部業務受注。東方電気が設備供給。国家開発銀行が3.5億ユーロ融資して、東方電気の欧州進出
を支援。
GEが9FAタービンと発電機の設計と設備供給、山東三建が構造部材等の設計と供給。

出所：各種資料をもとに作成した
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10．一帯一路政策上の動き

10－1 パキスタンにおける中国「一帯一路」火力発電所建設事業の態様
 中国・パキスタン経済回廊は「一帯一路」の最重要プロジェクト。中でも火力発電所建設も含むエネル
ギー事業は最重点の１つ
 パキスタン火力発電所建設は中国ナショナルチームが総力を挙げて取り組む「一帯一路」事業の典型
 中電Hub 2×660MW超臨界石炭火力発電事業は中パ経済回廊重点事業に指定
パキスタン中電Hub 2×660MW超臨界石炭火力発電事業はFS、投資、建設、融資、主要設備供給、付帯工事に到るまで中国が独占

共同投資

パキスタンHUBCCO

コンソーシアムを組んで建設請負

パキスタン政府
パキスタン
Habib Bank

国家電投中電国際有限公司

中国電力工程顧問集団
西北電力設計院
EPC契約

FS作成

中国能建天津電力建設

中国銀行団

国家開発銀行
国家開発銀行は発電所建
設事業のため、パキスタン政
府に17億ドル、Habibに5
億ドルの融資枠

広州中撰企業投資諮詢有限公司

中国輸出入銀行中国工商銀行
中国建設銀行・中国交通銀行
中国銀行団はHub事業に14.96億ドル融
資（事業額の約75％）

中国交通建設集団

主要設備供給企業

埠頭建設工事を委託
中国企業を対象にター
ビン・ボイラー・発電機等
の主要設備・補助設備
入札
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10．一帯一路政策上の動き

10－２ 「一帯一路」における中国の火力発電所建設事業でビジネスチャンスを狙うGE
 GEは「一帯一路」火力発電所建設で中国企業との協力を強化し、事業拡大を狙う
ハルビン電気
エジプトGIZAガス発電所
GEと中国電建のコンソーシ
アム

スタンダードチャータード銀行
南アフリカスタンダード銀行

ハルビン

ドバイHassyanクリーン・
コール火力発電所

秦皇島タービン製造基地
ハルビン電気とGEが共
同建設へ

秦皇島 ●

GEとハルビン電気国際工程の
共同企業体EPC建設事業

シルクロード基金
中国電力建設集団

 2017年5月、GEアフリカ法人と中国
電力建設集団は、天然ガス発電所
も含めアフリカにおける電力インフ
ラ建設をめぐる戦略協力でMOU調
印。
 「一帯一路」EPC市場の新たなビジ
ネスモデルとプラットフォーム構築

GEハルビン創新センター
ガスタービン製造、技術移転

中国輸出入銀行
中国輸出信用保険

GE中国法人
GE Energy Financial Services

「エネルギーインフラ共同
投資プラットフォーム」
2017年11月構築で合意

金融支援

金融支援

GEと中国企業のアフリカ
電力インフラ共同建設事業
GEアフリカ法人

GEと中国電建の協力・ビジネスモデルを
アフリカから「一帯一路」全域に拡大へ
出所：各種資料をもとに作成した
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炭素繊維

１．炭素繊維の世界市場の状況
１－１ 世界および中国の需要と将来予測

 2022年における世界の炭素繊維需要11.2～14.5万トン、うち中国の需要は5万トン、世界の34.6%を占めると
予測される。
 2020年の中国の炭素繊維需要に占める工業用（風力発電設備等も含む）の比率は50%、スポーツ用品44%、
航空・宇宙6%
 2016年の中国の炭素繊維需要は2.1万トン、世界の需要の27.8%を占めた。
 中国の炭素繊維需要の中でスポーツ用品が最大、全体の56%。航空宇宙分野の需要は3%、自動車分野の需要は
2%。世界平均（航空宇宙22%・自動車12%）に比べてはるかに低い。
中国の炭素繊維消費構成と世界との比較

中国と世界の炭素繊維需要実績と予測

航空・宇宙
6%

万トン

世界（中国除く）
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１．炭素繊維の世界市場の状況
１－２ 中国の炭素繊維生産量と生産能力

 2016年の中国の炭素繊維生産量4,600トン、世界の23.3万トンに占める比率は2.0%。
 2022年の中国の炭素繊維生産量は1万トン前後に増加と予想。但し、世界の58万トンに占める比率は1.7%に
低下。
 2016年の中国の炭素繊維生産能力1.8万トンに対し、生産量は4,600トン、設備稼働率はわずか25.6%。炭素
繊維需要の8割近く、特に高性能炭素繊維の95％は輸入に依存。（出所：『2016年中国炭素繊維産業市場報告』簡
略版）

 低い稼働率と高い輸入依存度の要因は、低品位製品の生産能力過剰と高品位製品の生産能力不足と推測。

中国の炭素繊維生産量の推移と見通し
トン
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１．炭素繊維の世界市場の状況
１－3 グローバル・プレイヤー（各々の特徴・業界構造）（その１）



日系企業は炭素繊維の国際的優位性を維持し、その製品は航空宇宙、自動車など幅広い分野で利用されているが、中国
への輸出については政策による制限。
アメリカ、ドイツ及び韓国、台湾メーカーは中国との交流が深い。競争力の高い台湾メーカーは中国で高品位炭素繊維販売。

世界の主要炭素繊維企業

企業

特徴

東レ（Toray）

世界最大の炭素繊維生産供給企業。現在T1100開発中、2020年から供給。2017年11月、自動車用
Z600を開発。6月にはイタリアAVIO企業との間でロケット用炭素繊維供給契約を2027年まで延長。

帝人（TohoTenax）

世界第2位の炭素繊維供給メーカー。航空宇宙、風力発電設備、スポーツ用品等の分野で製品を
供給。2017年には松山工場の生産能力を拡大。9月には米CSP社を買収。

三菱化学

炭素材料、炭素繊維及び複合材料を生産。世界で唯一のPANベースの炭素繊維とピッチベースの
炭素繊維メーカー。4月にドイツSGL傘下の炭素繊維生産企業を買収。

CYTEC Solvay
Group（アメリカ）

軍事、化学工業用等の炭素繊維と複合材料を生産。アジア・欧州・アフリカなど生産工場を運営。
2017年に複合材料生産企業UMECO買収。1300万ドルを投資しUKに複合材料研究センターを設立。

HEXCEL(アメリカ）

炭素繊維と複合材料の航空・宇宙用製品を生産。アメリカ・欧州に生産工場を保有。2017年11月、
UTCとの間で商業航空機材製造用の複合材料を提供する契約を2030年まで延長。

HYOSUNG（韓国）

High Performance Grade製品は世界全体の70%を占める。現在新規工場を建設中。2020年には生
産能力1万4,500トンに。2017年4月、イランにポリプロピレン生産工場を設立。

台湾プラスチック

自転車、自動車用炭素繊維を生産。インドネシア、香港など各地に子会社を保有。
出所：各社ホームページ
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１．炭素繊維の世界市場の状況
１－3 グローバル・プレイヤー（各々の特徴・業界構造）（その２）

 日本の炭素繊維生産能力はアメリカの次いで世界第2位。2016年の生産能力は世界の18.7%を占
めた。中国の生産能力の世界シェアは17.1%。
 日本の炭素繊維はレギュラートウ中心で、欧米企業はラージトウ中心である。レギュラートウは低密度、
高比強度、高比弾性率で航空機や人工衛星の材料やスポーツ・レジャー用に多く使われている。ラージ
トウは、レギュラートウに比較的して安価なため、風車や自動車などに主に産業用に利用されている。
 中国の炭素繊維生産もレギュラートウ中心である。
大手炭素繊維メーカーのレギュラートウ生産能力（トン）

世界の炭素繊維生産能力の分布（％）
％
25.5
18.7

トン

26,100

16,500

13,900

17.1

10,100 8,750

6.5

6.3

5.8

4.9

4.2

3.7

2.9

2.5

1.4

6,500

4,000

4,000

3,500

2,000

0.4

出所：Composites Workshop
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２．中国市場の動向
２－１ 市場規模・供給企業のシェア

 2016年の中国の炭素繊維の純輸入は1.9万トン以上、対外依存度90%。日本は中国の炭素繊維
の最大輸入先。日本からの輸入は年6,293トン、中国の輸入全体の32.4%を占めた。
 2017年現在、中国のT300生産能力は1万トン/年以上、T700は2,000～4,000トン/年、T800は
1,000トン/年以下。炭素繊維生産は基本的に低強度の製品を中心としていると推測。

中国最大の炭素繊維生産企業は中複神鷹碳繊維有限公司。年産能力5,000トン、中国全体の
27.8%を占める。2016年の生産量は推計で2,530トン、中国国内生産量全体の55%を占める。

300

250

500

850

2,000

日本
台湾
アメリカ
韓国
フランス
トルコ
ハンガリー
ドイツ
パキスタン
インドネシア
その他
合計

2,600

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

輸入量（トン）
シェア（％）
2014
2015
2016 2014 2015 2016
6,194
5,583
6,293 38.1
30.4
32.4
1,814
3,393
3,152 11.2
18.5
16.3
854
1,455
1,918 5.2
7.9
9.9
2,188
2,043
1,755 13.5
11.1
9.0
1,430
1,326
1,190 8.8
7.2
6.1
865
782
1,037 5.3
4.3
5.3
734
814
989 4.5
4.4
5.1
337
506
569 2.1
2.8
2.9
471
717
438 2.9
3.9
2.3
347
332
385 2.1
1.8
2.0
1,030
1,398
1,668 6.3
7.6
8.6
16,263
18,349
19,395 100.0 100.0 100.0

3,700

国名

4,500

順位

2016年の中国の企業別の炭素繊維生産能力（トン）
5,000

中国の輸入先別の炭素繊維輸入量

出所：中国税関統計
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２．中国市場の動向
２－２ 市場規模・供給能力の将来展望







「中国製造2025技術ロードマップ」の炭素繊維（T800）2025年の生産能力の目標は5.6万トン。
2020年の海洋工程、建築、新エネルギー自動車の国産炭素繊維消費予想4,000トン。
2025年には高品位炭素繊維の自給自足を基本的に実現。工業製品用の炭素繊維50%を国産化。
中国の2025年の自動車用炭素繊維需要は10トンとの予測。
2030年の国産大型旅客機（C919）用の炭素繊維需要は378トンと予測。
分野

項目

単位

需要

民用航空産業（2030年）
国産C919重量

トン

24

炭素繊維複合材料消費比率

％

一機当たり消費

企業名

製品

稼働予定

能力

15

康徳集団

T800

2023

3万トン

トン

3.6

吉林化繊

T800

2025

1,500トン

C919年平均生産

機

150

宝武集団

T800

2020

500トン

C919炭素繊維複合材料

トン

540

山西鋼科炭材料有限公
司

T800

2020

500トン

炭素繊維需要

トン

378

炭素繊維複合材料

トン

14

炭素繊維

トン

10

自動車産業(2025年）
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２．中国市場の動向

炭素繊維

2－3 中国が着目する炭素繊維の主要用途の将来予測 (1)
 現在は炭素繊維応用はスポーツ用品が主。応用分野のハイエンド化がさらに進展。
 軽量化が課題の航空機、新エネ車、風力発電、軌道交通等で炭素繊維需要が急速に拡大。
【炭素繊維需要と応用分野】
 炭素繊維の応用分野はスポーツ用品から自動車、航空、宇宙へシフト。応用規模の面で自動車用が
今後の炭素繊維需要を牽引。
 自動車、航空機、風力発電、宇宙、軌道交通等は車体・機体・材料の軽量化が求められる。密度
（g/cm3)が小さく、比弾性率、引張強度、伸張強度、抗張力が高い炭素繊維及び炭素繊維複合材料
は先進的軽量化材料として最も有望。

【中国製造2025の炭素繊維応用目標】
「中国製造2025重点領域技術ロードマップ」（2015年）が掲げる目標
 2020年の目標：自動車、ハイテク船舶への大規模応用を実現。
 2025年の目標：航空機用炭素繊維複合材料のキーテクノロジーでCAAC、FAA、EASA等の耐空証明を
取得。
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２．中国市場の動向
2－3 中国が着目する炭素繊維の主要用途の将来予測 (2)

 中国の次世代自動車の生産拡大により、自動車軽量化材料としての炭素繊維需要の急増が予想
 新材料大手と自動車企業が提携して新エネ車用炭素繊維車体・部品製造事業

【自動車】

 特に電池重量が大きいEVは軽量化が急務。「中国製造2025」でも次世代自動車軽量化材料は課題。
複合材料・混合材料技術の打開とコスト引き下げを実現して、新エネ車への当該材料応用の比率を
30％に。
 中国のEV生産販売拡大に伴い、車体・部品への炭素繊維応用が拡大。2020年1.1万トン。
 2017年11月、康得集団と自動車大手の北汽集団の共同出資により新エネ車炭素繊維車体・部品製造
基地が江蘇省常州市で着工。新エネ車用炭素繊維部品年産600万個。2019年操業予定。常州市は炭
素繊維・複合材料産業クラスターの創出図る。

単位：トン
出所：賽奥碳繊維技術

中国の自動車用炭素繊維需要の推移と予測
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２．中国市場の動向

炭素繊維

2－3 中国が着目する炭素繊維の主要用途の将来予測 (3)
 「新材料産業発展ガイドライン」（2017年1月）は航空・宇宙分野とともに、高速鉄道への炭素繊維
応用を提唱
 風力発電機の大型化と風力発電開発や輸出の拡大に伴い、風力発電ブレード用炭素繊維需要が拡
大

【軌道交通】
 中国の軌道交通への炭素繊維の応用については中国中車集団や無錫威盛新材料科技
が取り組みを進めている。
 炭素繊維コストや低い技術レベル、特に成形技術レベルなどの原因により、日独仏に比べ、
軌道交通への炭素繊維応用は遅れている。
 中国の軌道交通設備の生産、輸出はさらに拡大すると予想。今後の炭素繊維加工・応用
技術の発展によって、軌道交通用炭素繊維需要が拡大する可能性も。
【風力発電】
 現在の風力発電機ブレード材料はFRPが主流。
 ブレード40m以上の場合、炭素繊維製ブレードはFRPより経済性、利便性に優れる。
 風力発電機の大型化、国内風力発電開発、特に洋上風力発電開発の増加、風力発電機
の輸出や海外生産の拡大に伴い、風力発電用炭素繊維の需要は拡大の見込み。
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２．中国市場の動向

２－4 将来展望が世界市場に与えるインパクト
 中国の炭素繊維企業は2017年現在、中国も含めて市場での競争能力が弱い。中国の炭素繊維は、
原糸生産、加工から製造設備の水準に到るまで、短中期的に世界市場にインパクトを与える可能性は
低い。
 但し、中国のいくつかの企業については、 2025年のT800S以上の製品開発と生産能力拡大の動向に
注視していく必要がある。
企業名

分類

技術開発・生産動向

中簡科技股份有限公司

国有

中国科学院が背景、政府の重点金融支援対象、
T1000開発中。2.5億元投資して生産能力を年3,000ト
ンに拡大

中複神鷹有限責任公司

国有

中国建設集団（旧建設部）が背景、T800生産

ハルビン天順化工科技開発公司

国有

T800の生産コストは市価の1/3

中安信科技有限公司

民営

T1000、T1100の生産可能

吉林炭素有限公司

国有

吉林政府が支援、開発生産拡大、T800生産、8億元投
資して生産能力を年5,500トンに拡大。

威海光威複合材料股份有限公司

国有

国家・軍需企業の資金力を背景にT800開発中

康得碳谷科技有限公司

民営

500億元投資して山東省に年3万トンの生産能力建設。
2023年完成予定。山東省と栄成市政府が支援
10
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３．中国市場のプレイヤー

3－1 中国市場におけるメインプレイヤーの特徴、近年の戦略的行動の特徴、財務状況（上場企業）
 2017年現在、中国の炭素繊維メーカーは21社以上のうち上場企業は4社。
 威海光威複合材料股份有限公司と中簡科技股份有限公司の取引先は主に軍事関係。2014年～2017年第
2四半期の経営状態は良好。
 江蘇恒神股份有限公司と吉林炭谷炭繊維有限公司の主な取引先は民用部門、低品位製品。2014～2017
年第2四半期は連続で赤字。

企業名

特徴

威海光威複合材料股份有限公司

2016年生産：327トン（T700)、製品60トン、T800開発中、主な取引先：軍需関連

中簡科技股份有限公司

2016年生産：50トン（T700)。T800、T1,000テスト生産。主な取引先：軍需関連：
軍需関連

江蘇恒神股份有限公司

2016年生産50トン未満（T300）、主な販売先：民用と軍事

吉林炭谷炭繊維有限公司

炭素繊維原料生産、糸生産能力5,000トン/年、主な販売先：民用

企業
威海光威
中簡科技
江蘇恒神

吉林炭谷

経営状況
経営収入
純利益
経営収入
純利益
経営収入
純利益
経営収入
純利益

2014
468.5
51
60.3
12.7
112.2
-251.3
45.9
-59.3

2015
543.1
176.4
136.2
46.8
150.1
-147.9
79.4
-41.5

2016
633.5
199.3
150.4
59.8
194.8
-277.1
170.6
1.5
出所：各社の年報

2017
490.8
152.7
490.8
152.7
110.2
-121.1
53.5
-2.4
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３．中国市場のプレイヤー

3－2 中国市場におけるメインプレイヤーの特徴、近年の戦略的行動の特徴（その他の企業）
 中国企業の説明では全てT800以上の製品を生産可能。但し生産量は未公表。中国企業の製品は輸入代替があ
る程度進んでいるものの、依然品質が不安定であり、コストが高い（『2016年中国炭素繊維産業市場報告』簡略
版）。
 各社の生産と開発計画において、いずれも今後の重点はT800以上の製品生産と炭素繊維自動車部品の生産。

企業名

特徴

中複神鷹有限責任公司

2017年9月にT800生産開始（生産能力1,000トン/年）、試験生産100トン。
資本金：6億1,498万元、国有企業。

中安信科技有限公司

T700、T800、T900、T1000、T1100の生産が可能、生産能力1,700トン/年。
現在、3,000トン/年の生産能力を建設中。自動車用炭素繊維部品開発
中。民営企業。2023年に年2.3万トンの高品位炭素繊維生産開始予定。

蘭州藍星繊維有限公司

イギリスCourtaulds社を買収。その技術を利用して年間3,100トンのラー
ジトゥ生産能力を建設中。資本金：8億6,250万元、国有企業。

威海拓展繊維有限公司

T300、T700、T800、M40とM40Jの生産が可能。取引先は主に軍需産業。
資本金8,000万元、民営企業。

吉林炭素有限公司

T300-T400を生産。国産製品の23%を占める。軍需産業向けに供給。国
有企業。自動車用炭素繊維部品を開発（第一汽車に供給）

河南永煤繊維有限公司

T300とT700の年間生産能力500トンと100トン。製品の合格率62%、兵
器生産と原子力産業に供給。

ハルビン天順化工科技開発公司
2017年1月T800生産開始。生産コスト350元/kg、競争力高い（報道）。
出所：各社の年報
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４．中国現地企業に対する中国政府の支援策の特性

炭素繊維

 炭素繊維も含む新材料に対する支援策は、中国製造2025、中国製造2025重点技術ロードマップ、石化・化学
工業第13次5ヵ年計画、新材料産業発展ガイドライン、産業重要共通技術発展ガイドライン等に規定。
 投融資支援（国家予算・政府系ファンド）、課税面の支援など資金面の支援を中核にしつつ、民間資金チャンネ
ルの拡大にも留意。

【投融資支援】
• 中央政府予算及び政府系ファンドからの資金支援を強化。
• 新材料試験評価センター、新材料製造イノベーションセンターを設立。新素材産業測定サービスシ
ステムを確立。材料遺伝子工学専門研究センターを設立。
• 複数の新材料の生産と応用のデモンストレーションプラットフォームを建設。
• 科学技術計画（専門事業・基金）の新材料重点技術開発事業及び実証事業に対する支援を
強化。
• 新材料産業科学技術創新投資ファンドの開設を検討。
• ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ等の投資を新材料技術のイノベーションへと誘導
• 技術革新の融資チャンネルを広げて資金調達コストを引き下げ。
• 政策的金融、開発と商業のそれぞれの優位を発揮して、重点技術への支援を強化。
【課税・保険面の支援】
• 新材料技術イノベーション実証事業に対し優遇措置を適用することで先進技術の事業化を促進
• 保険補償システムを推進。研究開発事業における初めての設備に優遇措置適用。
• 革新的な知的財産担保貸付制度適用。
• 企業の上場や再編を支援。
出所：複数の政策・計画をもとに支援政策を整理した。
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5. 新市場創出・新産業創出拠点

国務院は2017年11月「中国製造2025国家級モデル地域の設立」を通達。工業情報化部は各
地からの申請を受理。
 吉林省政府は「中国製造2025吉林省実施綱要」に、金融・財政・税収政策を通じて高性能の炭素繊維と複合材
料産業を発展するとの内容を盛り込む。
 江蘇省政府は「中国製造2025江蘇省実施綱要」を通達。吉林省と同様に、金融支援を通じて高性能の炭素繊
維産業を発展。
•
•
•

吉林省の吉林市は中国の重要な炭素繊維開発・生産拠点の１つ（主に軍需産業用）。
江蘇省（常州地域）は近年、新材料の開発・生産を重視して工業団地を設置。
吉林省の吉林市と江蘇省の連雲港市は炭素繊維の開発・生産モデル地域になる可能性が高い。
中国の炭素繊維メーカーの地域分布
㉟

新材料開発重点地域
⑩⑪⑫
⑬⑭⑮
⑯
⑰

⑱⑲
㉑
㉒

㉙

㉗
㉔ ㉖ ㊱ ②
①③
㉕
㉓
㉘

⑧
④⑤
⑥⑦⑨新材料工業パーク
⑳
㉝ ㉜
㉞㉛

㉚

番号
①
②
③
㊱
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

地域
山東

江蘇

吉林

遼寧

企業名称
威海拓展繊維有限公司
威海光威集団有限公司
山東江山繊維科技有限公司
済寧科能新型炭材料有限公司
中複神鷹炭素繊維有限公司
江蘇恒神股份有限公司
中簡科技股份有限公司
江蘇航科複合材料科技有限公司
江蘇天鳥高新科技有限公司
江蘇天龍玄武岩繊維股份有限公司
中石油吉林石化公司
吉林炭素有限公司
吉林化繊集団炭谷炭繊維有限公司
吉林市吉研高科技術繊維有限公司
吉林方大江城炭繊維有限公司
吉林斎峰化繊股份有限公司
瀋陽中恒新材料有限公司
大連興科炭素繊維有限公司

番号
地域
⑱
山西
⑲
⑳
上海
㉑
甘粛
㉒
㉓
河南
㉔
㉕
河北
㉖
㉗
㉘
安徽
㉙
陜西
㉚
広東
㉛
㉜
浙江
㉝
㉞
㉟ 黒龍江省

企業名称
中科院山西煤化所
山西鋼科炭材料有限公司
上海石油化工股份有限公司
蘭州藍星繊維有限公司
甘粛赫氏炭繊維有限公司
河南永煤炭繊維有限公司
河北硅谷化工有限公司
中安信科技有限公司
徳州晶華宝利来炭繊維有限公司
保定天鵝新型繊維製造有限公司
安徽首文高新材料有限公司
西安康本材料有限公司
広州金発科技股份有限公司
浙江精功科技術股份有限公司
浙江秦先新材料股份有限公司
嘉興中宝炭繊維有限公司
浙江聯洋新材料有限公司
哈爾濱天順化工科技開発公司
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6．技術開発・標準政策

炭素繊維

6－1 炭素繊維技術開発政策 (1)
 炭素繊維の重点応用分野は自動車、航空機の他、宇宙、船舶、軌道交通など
 国産旅客機C919の開発と合わせて高品位炭素繊維開発。CAAC(中国民用航空局）はもとより
FAA(アメリカ連邦航空局)、欧州航空安全機関(EASA)の耐空証明の取得目指す。

炭素繊維技術・産業化関連の計画・政策 (1)
「中国製造2025ロードマップ」「産業重要共通技術発展ガイドライン」「新材料産業発展
ガイドライン」所載
【想定応用分野と目標・指針】
2020年の応用・産業化目標…自動車、ハイテク船舶等で炭素繊維の大規模応用を実現。
2030年の応用・産業化目標…国産大型航空機の開発に合わせて航空用炭素繊維複合材料
の重要部材でCAAC、FAA、EASAの耐空証明取得。
 自動車…高性能複合材料の応用範囲を広げて自動車の軽量化をサポート。低コストの自
動車用ラージトウ炭素繊維材料を開発。炭素繊維系軽量化・高強度材料の応用を拡大。
軽量化異種混合材料の自動車ボディを開発。
 航空…強度と引張弾性率の高い炭素繊維の産業化技術で打開を実現。
 宇宙…高性能炭素繊維材料のボトルネックを打破して宇宙関連製品の保障能力向上。
 先進軌道交通…高速鉄道の先頭車両等で炭素繊維複合材料の応用を速やかに推進。
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6．技術開発・標準政策
6－1 炭素繊維技術開発政策 (2)
 2025年までにT800級炭素繊維技術と量産に向け成果を目指す。
 自動車用炭素繊維部品の加工技術と製造設備を重点開発。

炭素繊維

炭素繊維技術・産業化関連の計画・政策 (2)
「中国製造2025ロードマップ」「産業重要共通技術発展ガイドライン」「新材料産業発展
ガイドライン」所載
【2025年までのT800級炭素繊維技術開発目標と生産能力目標】
技術指標…引張強度5.8Gpa以上、離散係数（CV）4％以下、引張弾性率(294Gpa)離散
係数4％以下。
炭素繊維生産能力目標…2020年3万トン、2025年5.6万トン。

【重点開発の製造加工技術と設備】
自動車用炭素繊維部品の高効率加工・成形設備
ドライジェット・ウェットスピニング法による炭素繊維表面処理技術
炭素繊維自動車部品の高効率加工・成形設備
プリプレグ・成形技術（強度向上）
炭素繊維性能検査技術
16

6．技術開発・標準政策
6－2 鍵となるナショナルプロジェクト

炭素繊維

 国家炭素繊維工程研究センターは高性能の炭素繊維、製造技術、産業化技術の研究・開発に従
事。同センターは国家科学技術部が認定し、中国化工大学と中国石油吉林石化公司が建設。
 センターの管理委員会と技術委員会は政府、大学、航空、炭素繊維生産企業などから構成。
大
学
・
国
有
大
手
企
業
（
航
空
・
宇
宙
）

国家炭素繊維工程研究センター

研究開発部

高強度
炭素繊
維研究
室

ハイモ
ジュラス
炭素繊
維研究
室

炭素繊
維工学
技術研
究室

先端複合
材料研究
室

出所：国家炭素繊維センター（http://www.ncfc.buct.edu.cn/）

カーボン
ナノテクノ
ロジー・機
能材料研
究室

先端炭素
材料研究
室

プロ
ジェ
クト
開
発
部

炭
素
繊
維
生
産
企
業
・
研
究
所
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6．技術開発・標準政策
6－2 外国勢力と地場系企業の技術開発協力で注目すべき活動





炭素繊維

康得集団(KDX)は山東省栄成市の共同出資により康得炭谷科技設立。山東省に中国最大の炭素繊維産業基地（康得カーボ
ンバレー）建設。スマートファクトリーを配して年間6.6万トンの炭素繊維、炭素繊維複合繊維3万トン生産。山東省、威海市や中
国銀行が支援。
康得カーボンバレーは自動車軽量化向け炭素繊維に重点。新エネ車年間5万台の炭素繊維車体と150万個の炭素繊維部品。
KDXは2015年、独Forward Engineering（旧Roding Automobile）と共同で自動車部品設計センター設立。自動車軽
量化ソリューション開発。2017年、3,000万ユーロ出資してミュンヘン工科大学と共同で複合材料R&Dセンター設立。

Forward Engineering

康得集団
30億元

自動車部品設計センター

康得新複合材料集団公司
（KDX)

山東省政府
500億元

Technical University of Munich
3,000万€
KDX複合材料R&Dセンター

中安信科技有限公司
（炭素繊維生産・開発）

康得炭谷科技
（炭素繊維生産・開発）

出所：KDXホームページ（http://www.kangdexin.com/business/c）
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6．技術開発・標準政策

炭素繊維

6－３ 着目すべき独自標準策定プロジェクト

 炭素繊維産業の国家標準と産業標準の制定は中国建材集団公司（旧建設部）が所管。2017
年11月、産業技術標準を策定する標準化事務局を設置。その下に19の標準化技術委員会。
 目標は国際標準制定への参加と一部の自国標準の国際標準化。
全国炭素繊維
標準化技術委員会

国家標準委員会

全国セメント
標準化技術委員会
全国建築用硝子
標準化技術委員会
中国建材集団公司

全国断熱材

標準化事務局

標準化技術委員会
全国工業陶器

標準化技術委員会
全国IOL

標準化技術委員会
……
出所：中国建材産業集団公司「第1回標準化工作会議」（中国建材報 http://www.cbmd.cn/index.php?r=post/show&id=3702）
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7．技術水準・ビジネスモデル革新の状況

炭素繊維

7－1 中国における現在の炭素繊維の技術水準
 中国の大手炭素繊維企業は近年、ハイエンド炭素繊維の量産化に注力。黒龍江省、吉林省、江蘇
省など一部地方政府がバックアップ。
 中国炭素繊維企業2社はT700の量産化を経て、2017年にT800の国内量産を実現。
●中復神鷹碳繊維有限責任公司（中国複合材料集団の子会社）
•
•
•

2016年5月、江蘇連雲港市でT800級炭素繊維原糸生産ラインを稼働。
2017年9月、江蘇省連雲港市で1,000トン規模のSYT55(T800クラス）炭素繊維生産ラインを
稼働。
中央政府、省庁、省政府から過去5年間で1億8,000万元超の補助金。

●ハルビン天順化工科技開発公司
•
•
•
•

2015年、低コストのT700炭素繊維量産を実現。
2017年1月、低コストのT800炭素繊維量産。コストは350元/kg。海外の3分の1。
引張強度5,495Mpa、離散係数（Cv）3.8％、引張弾性率290Gpa。「天順のT800の各指標は
日本製T800を上回る」（中国側発表）。
現在、T1000級炭素繊維生産技術を開発中。

 東北3省、特に黒龍江省と吉林省は、炭素繊維の研究開発・検査・構造設計・製品設計・製造・応用のセン
ターであり、産業化拠点。
 黒龍江省先進複合材料産業技術創新戦略連盟は黒龍江省の炭素繊維産業をサポート。
 江蘇省と連雲港市も炭素繊維産業の発展に注力。
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8．日本法人・外国企業に対する買収・提携施策の実施状況と今後の展開
•
•
•

炭素繊維

中国企業は炭素繊維生産水準が低く、開発を強化するには海外M&Aが早道。
政府は企業の海外企業の買収と海外からの技術（主に加工設備）の獲得を支援。
但し、これまで中国が買収した企業はローエンド炭素繊維が主。ハイエンド炭素繊維分野の海外M&Aは進んでいない。

8－１ これまでに買収された企業と買収目的・買収後の企業の活用状況
 2008年、藍洲藍星集団は英国企業を買収。現在その技術を利用して国内に生産ラインを建設中。
 2009年、中国航空工業集団は豪FACC AGを買収し、航空分野の複合材料利用技術を獲得。同社は現在上場し
ている。
 ハイエンド繊維分野は先進国の制限を受けるため、中国企業の海外M&Aは難しい。他のM&A関連報道は未確認。

甘粛藍星
中国航空工業集団
中化集団

外国企業
（買収・提携先）
イギリスCourtaulds
豪FACC AG
Krauss Maffei Group

銀烯碳新材料

ロシアRostec

康得集団
康得集団

独ミュンヘン工科大学
EUのLEONARDO

中国企業

形態

時期

買収
買収
買収（10億ドル）
グラフェン・炭素繊維基金開設
（5億ドル）
複合材料開発
民用航空分野協力

2008年
2009年
2016年1月
2016年9月
2017年6月
2017年7月

8－２ 今後の買収方針についての対外説明（IRの一環で）または報道
 外国で研究センターの設立や、自動車、航空機などのメーカーとの協力など、協力関係を強化。
21

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

炭素繊維

9－１ 主要第三国・地域市場での販売シェア
 2016年の中国産の炭素繊維輸出は10.3万トン。輸出額2.5億ドル。おもな輸出先は日本、ロシアなど炭素繊維
生産の先進国である。
 中国産の炭素繊維の平均輸出価格は2,387ドル/トン、同年の平均輸入価格2万2,919ドル/トンと比べると輸出
品と輸入品の格差は明らか。
低品位炭素繊維の生産能力過剰のため、中国産の炭素繊維の輸出は年々増加傾向。
但し、輸出単価は年々低下しており、主な企業は赤字経営の状態。
中国政府の炭素繊維輸出促進政策は確認されない。

•
•
•

中国の炭素繊維の国別輸出
順位

国名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

日本
ロシア
韓国
米国
ウクライナ
台湾
インド
ベルギー
オーストラリア
フランス
小計
その他
合計

輸出量（トン）
シェア（％）
2014
2015
2016 2014
2015
2016
25,762
27,354
31,845 32.5
32.4
30.9
12,693
10,801
11,782 16.0
12.8
11.4
4,577
4,494
10,139 5.8
5.3
9.8
2,673
5,394
4,685 3.4
6.4
4.5
4,036
2,504
3,491 5.1
3.0
3.4
2,291
3,102
3,435 2.9
3.7
3.3
3,365
1,654
2,684 4.2
2.0
2.6
73
1,166
2,662 0.1
1.4
2.6
2,187
2,119
2,480 2.8
2.5
2.4
410
1,187
2,002 0.5
1.4
1.9
58,068
59,775
75,206 73.3
70.9
72.9
21,191
24,592
27,951 26.7
29.1
27.1
79,259
84,367 103,156 100.0 100.0 100.0

中国の炭素繊維の輸出入平均価格
輸入平均価格

24,774

輸出平均価格

23,530

2,734

2014

$/トン

22,919

2,700

2015

2,387
2016
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炭素繊維

9．主要地場系プレイヤーの海外展開状況・支援

 中国の炭素繊維製造企業は現時点では未だ海外生産を展開していない。
 但し、主要企業は競争能力の強化を図るため、海外に技術開発拠点を設置するケースも。
9－２ 海外開発拠点展開状況
•

中国の炭素繊維大手企業はドイツの大学と炭素繊維および自動車用炭素繊維部品を共同開発

企業名

海外開発拠点

江蘇恒神

ブリストル研究センター

康得(KDX)

ミュンヘン工科大学研究センター

具体的な開発内容
炭素繊維の開発研究
自動車用炭素繊維と製品の開発

9－３ 海外市場展開のための多国籍or第三国現地主要企業との提携関係
•

中国の炭素繊維大手企業は航空会社の部品生産企業と炭素繊維および複合材料供給契約

企業名

多国籍or第三国現地主要企業

江蘇恒神

ボンバルディア

炭素繊維プリプレグの提供

康得(KDX)

エアバスのLEONARDO

民用航空の複合材料生産

恒端有限

ドイツ Fraunhofer ICT

具体的な提携関係

自動車用炭素繊維複合材料の研究

9－４ 海外展開に当たっての中国政府の支援
•
•

中国の炭素繊維企業は海外生産を展開していない。
研究開発に対する支援はある。
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有機EL

1

有機EL

1．中国市場のプレイヤー
1－1 中国の主要有機EL関連企業 (1)
•
•
•
•

中国国内の中小型有機ELディスプレイ（主にスマホ用など）企業第一集団は、京東方(BOE)、天馬微電子（Tianma)、TCL
系の華星光電(CSOT) 。
各社はいずれも近年、AMOLEDディスプレイ、特にフレキシブルディスプレイに注力。韓国サムスンの小型OLED独占の打破図る。
京東方は四川省と内蒙古自治区、天馬微電子は上海と武漢、華星光電は深圳と武漢でAMOLED事業展開。
広東聚華印刷顕示技術有限公司は華星光電と天馬微電子の混成チーム。大学や研究機関も含む国家的共同開発プラット
フォームとして印刷方式OLEDディスプレイ開発を推進。大型有機ELディスプレイでLGの独占打破を図る。
中国の主要有機ELディスプレイ企業 (1)
企業の名称

京東方科技集団股份有限公司（BOE）

天馬微電子股份有限公司
上海天馬微電子有限公司
上海天馬有機発光顕示技術有限公司
武漢天馬微電子有限公司
深圳市華星光電技術有限公司

深圳市華星光電半導体顕示技術有限公司

武漢華星光電技術有限公司

武漢華星光電半導体顕示技術有限公司

広東聚華印刷顕示技術有限公司

有機ELの分野

備考
2017年、四川省成都で第6世代フレキシブルAMOLEDディスプレイ生産ライン着工、2017年操業。スマホ
AMOLED、フレキシブルディスプレイ等の新型 用など月産4.8万枚。2016年、四川省綿陽でも第6世代フレキシブルAMOLEDディスプレイ生産ライン着
ディスプレイデバイス
工、2019年稼動予定。第5.5世代AMOLED生産ラインを内蒙古オルドスで稼動。2018年3月、重慶第6世代
AMOLED生産ライン建設計画を発表。
1983年設立、1995年深圳上場。OLED関連の子会社に上海天馬微電子有限公司（上海市との共同出
リジッド及びフレキシブルAMOLED製品
資.）、武漢天馬微電子有限公司（湖北省との共同出資）、孫会社に上海天馬有機発光顕示技術有限公
司（上海天馬の子会社）。
天馬微電子股份有限公司、上海張江集団、上海国有資産経営有限公司、上海工業投資集団との共同出
5.5世代AMOLED
資により2006年設立。現在、天馬微電子の全額出資子会社。
上海天馬微電子有限公司、上海工業投資集団、上海張江集団の共同出資により2013年設立。2018年、上
5.5世代AMOLED
海天馬と天馬微電子の完全子会社化。
天馬微電子股份有限公司と湖北省科技投資有限公司との共同出資により2008年設立。2014年、天馬微電
第6世代LTPS AMOLED
子の完全子会社化。2017年、第6世代LTPS AMOLED生産ラインを稼動。
第6世代LTPS-AMOLEDパネル、AMOLEDディ 深圳市とTCLの共同出資により2009年設立。主要株主はTCL集団股份有限公司、広東粤財信託有限公
スプレイデバイス
司、国開発展基金有限公司。2017年3月「AMOLED技術国家工程実験室」開設。
深圳市華星光電技術有限公司、三星顕示株式会社(SamsungDisplay)、深圳市重大産業発展一期基金
11世代薄膜ダイオード液晶ディスプレイ（OLED 有限公司の共同出資により2016年6月設立。資本金215億元。深圳市光明新区にG11(第11世代)薄膜ダイ
含む）
オード液晶ディスプレイ（OLED含む）生産ラインの建設を計画。旭硝子と合弁でG11ディスプレイ用ガラス
基板製造事業も。
深圳市華星光電技術有限公司と湖北省科技投資有限公司の共同出資により2014年設立。現在の主要株
AMOLEDも含むディスプレイパネル
主は深圳市華星光電技術有限公司、湖北省科技投資集団有限公司、国開発展基金有限公司。
深圳市華星光電技術有限公司と湖北省、武漢光谷の共同出資により2016年10月設立。資本金180億元。
第6世代フレキシブルLTPS-AMOLEDディスプ 主要株主は深圳市華星光電技術有限公司、武漢光華半導体顕示産業発展基金合伙企業（有限合伙）、
湖北省長江合志股権投資基金合伙企業（有限合伙）、武漢光谷産業投資有限公司。武漢で第6世代フレ
レイパネル
キシブルLTPS-AMOLED生産ラインを建設中(2018年現在）、2019年稼動を予定。
華星光電と天馬微電子股份有限公司の共同出資により2014年設立。株主には南京華東電子信息科技股
份有限公司、華南理工大学も。中電熊猫、清華大学、中国科学院、中山大学、華南師範大学やデュポ
印刷方式OLEDディスプレイ
ン、住友化学、日産化学、Kateeva等と戦略協力。2016年国家重点研究開発専門事業「印刷式OLEDディ
スプレイ技術インテグレーション並びに研究開発公共開放プラットフォーム」を受注し、2018年1月発足の
「国家印刷及びフレキシブルディスプレイイノベーションセンター」の中核。

出所：各種情報をもとに整理した
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有機EL

1．中国市場のプレイヤー
1－1 中国の主要有機EL関連企業 (2)
•
•
•

有機ELの研究開発で先行する大学はOLEDディスプレイ企業を設立。清華大学は江蘇省昆山市として協力して昆山国顕光電設
立（その他にも維信諾の名前を冠する複数のOLED関連企業を各地に設立）。華南理工大学は広州市からの支援を得てスカイ
ワースと共同出資により広州新視界科技設立。
上海市は市の戦略的新興産業重点事業として上海和輝光電を設立。上海大学と協力。
黒牛食品は異業種からOLED事業に参入。昆山国顕と雲谷固安科技を経営支配し、清華大学・維信諾系から技術を獲得。
中国の主要有機ELディスプレイ企業 (2)
企業の名称

有機ELの分野

備考

上海和輝光電有限公司

上海市と金山区政府の共同出資により、上海市戦略的新興産業重点事業として2012年創立。主要株主は上海
中小AMOLEDディスプレイの生産及び次世代 聯環投資有限公司、上海金聯投資発展有限公司、国開精誠（北京）投資基金有限公司、国開創新資本投資有
限責任公司、上海集成電路産業投資基金股份有限公司。第1期事業では70億元投じて、2014年に4.5世代
ディスプレイ技術開発
LTPSAMOLED生産ラインを建設し量産実現。2016年、第2期事業着工。上海大学と協力。

広東中顕科技有限公司

TFT AMOLEDディスプレイ

彩虹(仏山)平板顕示有限公司

AMOLEDディスプレイの生産

昆山国顕光電有限公司

PMOLED、AMOLEDディスプレイ技術及び製
品の開発生産

昆山維信諾顕示技術有限公司

OLEDなど新型フラットディスプレイの開発と生
産

江蘇維信諾顕示技術有限公司

OLEDなど新型フラットディスプレイの開発と生
産

雲谷（固安）科技有限公司

第6世代AMOLEDパネル生産

広州新視界光電科技有限公司

フレキシブルAMOLEDディスプレイ

信利（恵州）智能顕示有限公司

AMOLEDディスプレイ

深圳市柔宇科技有限公司
南京第壹有機光電有限公司
浙江華顕新材料科技有限公司
深圳市大富科技股份有限公司
雲南北方奥雷徳光光電科技股份有限公司

フレキシブルディスプレイ、フレキシブルセン
サー、従来型AMOLEDディスプレイモジュール
OLED照明パネルと製品の産業化
OLEDパネル、OLED光源、OLED材料
フレキシブルOLEDディスプレイモジュール
AMOLEDマイクロディスプレイ製品及び技術サ
ポート

香港中顕控股有限公司の全額出資子会社。2008年設立。広東省仏山市に中国初のTFT AMOLEDディスプレイ
生産ライン建設。香港科技大学と技術協力。広東省がバックアップ。
LED・ディスプレイ大手の彩虹集団と仏山市順徳区（誠順資産管理有限公司）の共同出資により2009年設立。
2010年、順徳科技工業パークでAMOLED生産ラインを稼動。
1996年設立の清華大学OLED事業組をベースに2001年に設けられた北京維信諾科技有限公司のディスプレイ事
業と昆山工業技術研究院新型フラットディスプレイ技術センターを統合して2012年設立。現在の主要株主は江蘇
維信諾顕示技術科技有限公司（昆山国創投資集団など昆山市政府系企業と黒牛食品股份有限公司の出資）と
国開発展基金有限公司。黒牛食品が間接的に経営支配。北京、深圳、上海に分公司。
北京維信諾科技と外資の合弁により2006年設立。現在の主要株主はFAITH CROWN INTERNATIONAL
LIMITED、昆山国顕光電有限公司、冠京控股有限公司、華控技術転移有限公司。現在、北京維信諾科技の親
会社
2018年1月設立。主要株主は黒牛食品股份有限公司、昆山国創投資集団、昆山陽澄湖文商旅集団、昆山創業
控股集団。昆山国顕光電有限公司の親会社。
2016年設立。黒牛食品の子会社。2016年、河北省固安県で第6世代AMOLEDパネル生産事業に着工。清華大
学と維信諾が同事業を技術サポート。2018年下期の稼動を予定。
2010年、華南理工大学と創維集団（スカイワース）の共同出資により設立。現在の主要株主は深圳創維-RGB電子
有限公司、広州鑫仕光電科技有限公司、広州華南理工大学資産経営有限公司。
中小型ディスプレイ大手信利国際有限公司（本社は香港）の中国子会社である信利半導体有限公司と広東省恵
州市政府との共同出資により2013年（実質的には2016年）設立。63億元投じて恵州に4.5世代AMOLEDパネル生
産ライン建設。2016年11月量産開始。信利国際有限公司は279億元投じて四川省成都市に月産3万枚の第6世代
フレキシブルAMOLED生産ラインの建設を計画中。
2012年、シリコンバレー、深圳、香港に同時創設の合弁企業。
著名な高分子化学者の王錦山が2010年創設。中国OLED産業連盟の主要メンバー。
2016年設立。宇瑞（上海）化学有限公司の子会社。
2001年設立、2010年深圳上場。本業は基地局用RFデバイス。
2008年設立。主要株主は昆明物理研究所、雲南省投資控股集団、西安電子工程研究所、上海索酷図像技術
有限公司、中国北方車輛研究所。2010年、AMOLEDマイクロディスプレイの量産開始。

出所：各種情報をもとに整理した

3

有機EL

1．中国市場のプレイヤー
1－1 中国の主要有機EL関連企業 (3)
•

•
•

清華大学は維信諾系企業や昆山国顕光電有限公司を設けるとともに、材料分野でも北京鼎材科技有限公司を設け、
華星光電と協力。河北省固安には固安鼎材料科技有限公司を設け、発光材料生産。昆山国顕等に材料供給。
華中科技大学の研究者と武漢光電工業技術研究院は武漢尚賽光電科技有限公司を設けて、開発技術を産業化。
大学系有機EL材料企業等に対しては地元の地方政府も支援。
中国の主要有機EL材料企業 (1)
企業の名称

北京鼎材科技有限公司

固安鼎材料科技有限公司

武漢尚賽光電科技有限公司
広州華叡光電材料有限公司
蘇州東山精密製造股份有限公司
中穎電子股份有限公司
濮陽恵成電子材料股份有限公司
北京阿格蕾雅科技発展有限公司
北京阿格蕾雅科技発展有限公司研発中心
広東阿格蕾雅光電材料有限公司
煙台九目化学製品有限公司

吉林奥来徳光光電材料股份公司

有機ELの分野

備考
清華大学と北京大学のディスプレイ分野の専門家と技術者を集め、2013年にベンチャー投資ファンドにより
電子材料、フラットディスプレイ用新材料、
中関村に設立。。主要株主は北京信聯鼎晟科技有限公司、華夏幸福産業投資有限公司、淮安鼎晟信息
OLED発光材料
技術服務中心（有限合伙）、陝西省義禧循環経済高技術創業投資基金（有限合伙）、嘉興同徳富洲投資
合伙企業（有限合伙） 。華星光電と共同で8.5世代高彩度カラーフォトレジスト製品開発。
北京鼎材科技有限公司が全額出資子会社として2014年、河北省固安に設立。OLED材料年産能力3トン、
高彩度カラーフォトレジスト材料年産能力1,000トン。昆山維信諾、昆山国顕光電、広東信利、北方奥雷徳
OLED有機発光材料及びカラーレジスト材料
のOLEDパネルメーカーに材料供給。河北省戦略的新興産業発展事業「高性能AMOLED有機発光グリー
ンリン光体系材料産業技術研究開発事業」を請け負い。
2011年設立。主要株主には華中科技大学武漢光電国家実験室の王磊教授、武漢光電工業技術研究院
OLED有機発光材料、有機発光中間体材料
育成創業投資基金など。王磊教授が董事長。華中科技大学武漢光電国家実験室と協力。王磊教授が開
発した有機発光材料を産業化。
印刷式OLEDディスプレイ材料
2014年設立。TCL系の深圳市華星光電技術有限公司の子会社。
蘇州市東山鈑金有限責任公司を前身として1998年設立。本業は通信機器、精密工作機械用の精密板金
OLED製品モジュールとフルラミネーションの製
部品、精密鋳造部品。2016年、上海和輝光電と戦略協力で合意。OLED基板、モジュールで協力。2016
造
年、米国のフレキシブルプリント回路基板（FPC)企業Multi-Fineline Electronix(MFLX)社の全株買収。
1994年設立。本業はIC設計、チップ、プロセッサ。電子レンジ用MCUでは中国の60％のシェア。OLEDパ
OLEDパネル駆動チップ
ネル駆動チップでは中国唯一の上場企業。
2002年設立の機能性中間材料専門企業。上場企業であるが、濮陽市奥成化工有限公司が49.5％の株式
OLED昇華材料兼用中間体材料、OLEDディス
を保有。河南省有機小分子発光材料工程技術研究センター、電子パッケージ材料河南省工程実験室に
プレイ関連キーマテリアル
指定。
帰国留学生が2005年、海淀創業圓に設立。有機電界発光材料を専門とし、2011年、有機電界発光材料研
OLED中間体材料
究開発センターを設置。北京大学、中国科学院化学研究所、香港大学等と協力。
OLED中間体材料
2011年設立。
2010年設立。北京阿格蕾雅科技発展有限公司の筆頭株主であり董事長である蔡麗菲と主要株主である戴
OLED有機発光材料
雷が出資。蔡麗菲が董事長兼総経理。
2005年、煙台経済技術開発区に設立。発起人・主要株主は中節能万潤股份有限公司。本業は医薬、農
OLED中間体材料
薬の中間材料、精密化学品。
2005年、長春ハイテク産業開発区光電産業園に設立。有機発光材料の専門企業。中国OLED産業連盟の
主要メンバー。2016年「有機発光材料産業化基地」に指定。国から重点支援。日本企業とも協力。2016
OLED昇華材料兼用中間体材料
年、大陽日酸株式会社が子会社の大陽日酸（中国）投資有限公司を通じて吉林奥来に出資。両社は
OLED材料や吉林奥来の製品品質改善事業をめぐって協力。2017年、株式会社半導体エネルギー研究所
と特許ライセンス協力。半導体エネルギー研究所がOLED材料の特許7件の使用権を供与。

出所：各種情報をもとに整理した
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有機EL

1．中国市場のプレイヤー
1－1 中国の主要有機EL関連企業 (4)
•
•

もともとディスプレイやLEDを手掛けていなかった材料企業も有機ELに商機を見出して、材料分野に進出。
フェライト磁性材料の専門企業であった広東江粉磁材は深圳市帝晶光電科技有限公司と領益科技(深圳)有限公司の
買収によって、携帯端末向けAMOLEDフレキシブルディスプレイに参入。買収により、アップル、ファーウェイなど大手携帯端
末企業への販路も獲得。
中国の主要有機EL材料企業 (2)
企業の名称

西安瑞聯新材料股份有限公司
深圳万潤科技股份有限公司
宇瑞（上海）化学有限公司
浙江華顕光電科技有限公司
康得新複合材料集団股份有限公司
張家港康得新光電材料有限公司

東旭光電科技股份有限公司

広東江粉磁材股份有限公司

深圳市帝晶光電科技有限公司

中国南玻集団股份有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司

有機ELの分野

備考
卓世投資、上海国富、東方富海、上海支点など著名投資機関の幹部の共同出資により1999年設立。経営
OLED中間材料及び単体材料、OLED有機電界
内容は液晶ディスプレイ、有機電界発光ディスプレイ材料、医薬中間材料、農薬中間材料、精密化学品。
発光材料
西安に本社と研究開発拠点、渭南ハイテク区と蒲城工業パークに生産拠点。
2002年設立。LED照明、LED光電デバイス、赤外線光電デバイス、LEDソーラー製品の開発、設計が本
昇華前のOLED中間材料及び単体粗製品
業。
2009年設立。OLED材料、OLED照明、貴金属触媒剤、ナノ材料を専門とし、浙江、河南、山東に生産拠
OLED材料と中間材料
点。子会社に浙江華顕光電科技有限公司、上海華顕新材料科技有限公司。
OLED有機ディスプレイ材料の開発と産業化。 光電材料年産11トン。
OLEDフレキシブルディスプレイ技術に要する水 2001年設立の高分子材料専門の上場企業。ディスプレイ材料、光電材料の他、プレコーティング材料、炭
蒸気バリアフィルム、微細構造輝度向上フィル 素繊維、複合材料、3Dディスプレイソリューションなど。江蘇省張家港市にディスプレイ材料、光電材料、
ム
光学膜の拠点。
2011年設立。康得新複合材料集団の全額出資子会社。OLEDディスプレイ用機能膜の他、医療用特殊機
OLEDディスプレイ用機能膜
能膜など光学薄膜、高分子材料。
1992年設立、1996年深圳上場の中国最大、世界第4位の液晶ガラス基板メーカー。2017年、8.5世代TFTLCDガラス基板生産ラインを稼動。2016年、住友化学、韓国の東友精密化学株式会社(住友の韓国法
OLEDディスプレイ所要の液晶ガラス基板
人）、拓米国際有限公司と、江蘇省無錫に「旭友電子材料科技有限公司」を設立することで合意。東旭光
電が株式の過半数を占め、ハイエンド偏光フィルタの生産計画。
1975年設立、2011年深圳上場。専門はフェライト磁性材料。2015年の深圳市帝晶光電科技有限公司の全
株買収、2016年の深圳市東方亮彩精密技術有限公司の全株買収、2017年の領益科技(深圳)有限公司の
AMOLEDディスプレイ・材料
全株買収により、携帯端末など消費電子分野に本格参入。領益科技アップル、ファーウェイ、VIVO、OPPO
向けに部品供給。深圳市帝晶光電はAMOLEDフレキシブルディスプレイの開発と小規模量産。
2004年設立。液晶ディスプレイモジュール、タッチディスプレイ、カメラ等の研究開発。2015年、広東江粉磁
AMOLEDディスプレイ・材料
材股份有限公司が全株買収。
1984年設立、1992年深圳上場。本業は省エネガラス、PV、ディスプレイ。主要株主は中国北方工業公司
（NORINCO)、新通産実業開発（深圳）有限公司、深国際控股（深圳）有限公司 、中国銀行－大成財富管
OLED用導電ガラス
理2020生命周期証券投資基金、中国銀行－易方達深証100交易型開放式指数証券投資基金など。電子
ガラス・ディスプレイデバイス事業部門の子会社に咸寧南玻光電玻璃有限公司、清遠南玻節能新材料有
限公司、河北視窗玻璃有限公司、宜昌南玻光電玻璃有限公司、宜昌南玻顕示器件有限公司。
OLED専用駆動ICチップ
1997年設立。本業はIC、マイクロ電子、チップ、IC関連システム及びソリューション。

出所：各種情報をもとに整理した
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1．中国市場のプレイヤー

有機EL

1－2 有機EL産業発展に向けた業界コンセンサスの形成と次世代TV陣営
有機EL産業発展をめぐって関連業界にコンセンサス形成。有機ELも含む新型ディスプレイは第4次工業革命、「中国製造2025」
の重要分野であるとの認識で一致。
産業エコシステムの最適化、新型ディスプレイ産業クラスターの創出、上流と下流の高度連携を、開放・共有・互恵の産業エコチェー
ン構築を提唱。
中国TV業界は次世代TV方式をめぐって、OLED陣営とQLED陣営に分裂。それぞれ業界組織が結成。

•
•
•

 「中国新型ディスプレイ産業2020イニシアチブ」（2017年7月）
2017年7月、工業情報化部電子情報司が開催した「新型ディスプレイ産業連携協同推進会」において、京東方(BOE)を初
め40社近くのディスプレイ関連企業、業界団体、研究機関が「中国製造2025」を視野に2020年目標に向けてコンセンサス
を形成。但し、有機ELを優先するも、量子ドットにも着目。今後の主流技術路線はなお未知数。








ウィン・ウィンの協力を堅持し、産業エコシステムを最適化。産業の上流と下流の高度連携を推進し、開放・共有、革新、
平等互恵の新型ディスプレイ産業エコチェーンを創出。横の連携と縦の協同を推進し、産業リソースを統合。
ディスプレイ産業イノベーションセンターの建設を支援し、産業共通基礎プラットフォームを創出。中核技術の進歩を共
同で促進。
産業のグレードアップを加速し、低水準の重複建設を拒絶。
産業エコシステムを最適化し、新型ディスプレイ産業クラスターを創出。
上流と下流の高度連携を推進し、開放、共有、互恵の産業エコチェーンを構築。
4K、8K、フレキシブルAMOLED等の発展を加速。プリントディスプレイ、量子ドット、Micro-LED等の発展動向を注視。

【業界組織】
 中国OLED産業連盟
彩虹、長虹、京東方、南京第壹有機光電などOLED関連企業・機関19社の発起により2011設立。材料、製造設備、ディスプレイ、テ
レビ等の基幹企業を網羅。

 中国OLEDディスプレイ産業連盟

• 2015年、LG Displayを中心に、LG電子、創維（スカイワース）、康佳、長虹、ハイアール、蘇寧、国美等のテレビメーカー、量販
店、研究機関等により設立。但し、海信（ハイセンス）とTCLのテレビ大手2社は加盟せず。業界は2つの陣営に分裂。
• 海信とTCLはサムスンが主導するQLED陣営（現時点ではLED技術に量子ドット技術を追加して高度化したLCDに過ぎず。自発光型の
真の意味での量子ドットディスプレイとは別物)に参加。サムスンは2017年4月、両社と組んで北京にQLED連盟を結成。浙江大学も
QLED陣営。京東方はOLEDとQLEDを両睨み。
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有機EL

1．中国市場のプレイヤー
1－3 有機ELをめぐる産学研協同システムと業界相関図
•
•

有機EL産業の発展をめぐって複数の産学研協同システムが形成。大学を初め各プレイヤーは重層的な資本・技術協力を展開。
有機EL（小型・大型ディスプレイ）の業界組織も形成。QLED陣営は協同体制、プレイヤー、組織の面でOLEDに大きな差。
大学
清華大学
化学系 有機光電子教育部
重点実験室
中心人物：邱勇
華南理工大学
発光材料・デバイス国家重
点実験室
中心人物：張勤遠・黄飛
上海大学
新型ディスプレイ技術及び
応用集成教育部重点実験室
中心人物：劉建影・張建華

大学系企業・機関

昆山市・昆山工業技術研究院
黒牛食品・国開発展基金
華夏幸福
雲谷（固安）科技・華星光電

維信諾(visionox )系企業
昆山国顕光電有限公司
北京鼎材科技有限公司

OLED研究センター
マイクロ電子研究開発センター
中国スウェーデン聯合マイクロシステム
集成技術センター
デジタルビデオ・マルチメディア技術研究
センター

OLED共同イノベーション・産業協力組織

創維（スカイワース）
華星光電（AMOLED技術国家工程実験室）

創維・TCL・京東方・海信(ハイセンス）・昆山維信諾
天馬微電子・上海天馬微電子・広州新視界科技

中国科学院上海有機研究所
上海華誼集団
チャルマース工科大学（スウェーデン）
維信諾集団・上海天馬微電子・京東方
彩虹集団・上海和輝光電

南京大学・南京工業大学・上海交通大学
中国科学院半導体研究所・マイクロ電子研究所
シンガポール国立大学
中国電子科技集団第55研究所・中電熊猫・京東方

有機電子情報ディスプレイ
協同イノベーションセンター

業界協同組織と次世代テレビ陣営

有機発光ディスプレイ(OLED)協同イノベーションセンター
華南理工大学・清華大学・上海大学・東南大学

広州新視界光電科技有限公司

南京郵電大学

華中科技大学
武漢光電国家実験室
中心人物：王磊教授

連携企業・機関

中国OLED産業連盟
彩虹、長虹、京東方、南京第壹有機光電

次世代テレビ陣営
中国OLEDディスプレイ産業連盟（次世代テレビ）
韓国LG Displayが主導

武漢光電工業技術研究院
武漢東湖新技術開発区（武漢光谷）

LG電子・創維（スカイワース）・康佳・長虹・ハイアール
蘇寧・国美

武漢尚賽光電科技有限公司

量子ドットディスプレイ連合
浙江大学
化学系
中心人物：彭笑剛

納晶科技（量子ドットインクとプリント技術）
TCL集団

QLED連盟（量子ドットディスプレイ）
韓国サムスンが主導
海信（ハイセンス）・TCL

出資関係
協力関係

出所：各種情報をもとに作成した
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2．中国企業に対する中国政府の支援策

有機EL

2－１ 「中国製造2025」における有機EL関連政策指針
•
•

有機ELも含む新型ディスプレイは第4次工業革命と「中国製造2025」の重要分野。
「2010～2012年フラットディスプレイ産業発展計画」を経て、「2014～2016年新型ディスプレイ産業創
新発展行動計画」においてAOLEDパネルの発展を打ち出す。
【関連政策における有機ELと次世代ディスプレイ発展指針】
 「2014～2016年新型ディスプレイ産業創新発展行動計画」(2014年）における有機EL関連計画
 AMOLED技術を重点的に発展。量産化により生産能力を40万m2に。
 北京、長江デルタ、珠江デルタに産業クラスターを発展。AMOLED企業の新型ディスプレイ事業建設を
奨励。
 AMOLEDパネル、蒸着、パッケージ等のキーテクノロジーで打開。
 AMOLEDパネルの量産、フレキシブルディスプレイの応用を実現

 国家発展改革委員会・工業情報化部「製造業高度化改造重大プロジェクトパッケージの実施に関する通
達」（2016年5月）の新型薄型ディスプレイプロジェクト
 LTPS、Oxide、AMOLEDなど次世代ディスプレイ量産技術を重点開発。高世代生産ラインを建設。
 OLED蒸着等の材料・設備を開発。
 「新材料産業発展ガイドライン」（2017年1月）
 新材料保障水準向上プロジェクトを実施し、新型ディスプレイの量産と応用を実現。
 「新型ディスプレイ産業超越発展3ヵ年行動計画（2018～2020年）」（起草中）
 2017年7月、工業情報化部電子情報司と国家発展改革委員会ハイテク司が新型ディスプレイ産業計画起
草について座談会を開催し、関係企業から意見を聴取。「超越発展3ヵ年行動計画」を策定して、新型
ディスプレイ産業の発展を全体的に構想へ。
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有機EL

3．新市場創出・新産業創出拠点
3－1 中国のOLED主要産業拠点
•
•
•

OLED産業拠点の建設は京東方が先行。四川省成都、綿陽、内蒙古オルドス、重慶市など主に西部地域にAMOLED事業部署。
上海市、湖北省と武漢市、江蘇省の蘇州市昆山と南京市、河北省廊坊市固安県、広東省と広州市はそれぞれ大学や企業と協力して産業
拠点を形成。深圳では華星光電がOLEDも含む第11世代ディスプレイ生産事業計画を推進。
中国のOLEDは産業化に向けた発展途上。技術開発で先行する清華大学、華中科技大学、華南理工大学等は重要なプレイヤーとして技術
開発プラットフォームを主導し、技術の産業化と産業拠点の建設を推進。
主要OLED産業拠点の開発プラットフォーム・プレイヤー・ファンド及び特徴
上海市

江蘇省・ 昆山市

研究開発プラットフォーム

上海大学新型ディスプレイ技術及び応
用集成重点実験室

主要プレイヤー

上海天馬微電子・上海天馬有機発光顕
示・上海大学・中国科学院上海有機研究 主要プレイヤー
所・金山区

昆山国顕光電有限公司・江蘇維信諾顕
示技術・昆山工業技術研究院・黒牛食品

特徴

上海市は直接投資によって事業立ち上
げ。上海天馬微電子と上海天馬有機発
光顕示技術の発起に参加（その後株式 特徴
を天馬に譲渡）、上海和輝光電の主要出
資人。OLEDパネルの事業化を推進。

昆山市は工業技術研究院を通して昆山
国顕に出資。昆山国顕光電と江蘇維信
諾顕示には広東省黒牛食品の資本導
入。黒牛食品は昆山OLED事業の主要
出資人に。清華大学の技術と黒牛・昆山
市の資金による協力事業。

研究開発プラットフォーム

湖北省・ 武漢市

清華大学有機光電子重点実験室（邱勇
教授）

河北省・ 廊坊市固安県・ 霸州市

研究開発プラットフォーム

武漢光電工業技術研究院・華中科技大
主要ファンド
学武漢光電国家実験室（王磊教授）

主要プレイヤー

武漢華星光電・武漢天馬・武漢尚賽光電
科技・武漢東湖新技術開発区（武漢光 主要プレイヤー
谷）

特徴

湖北省、武漢光谷は武漢華星と武漢天
馬の発起・出資に参加。華中科技大学と
共同で武漢光電工業技術研究院設立。
特徴
有機発光材料開発を助成。武漢光電工
業技術研究院を通して武漢尚賽光電科
技に出資。

江蘇省・ 南京市

河北新型ディスプレイ産業発展基金（黒
牛食品・知合資本聯合冀財基金公司・廊
坊市新型ディスプレイ産業発展基金・華
夏幸福基業股份有限公司の共同出資設
立）
黒牛食品、雲谷（固安）科技有限公司、
清華大学＆維信諾、固安鼎材料科技有
限公司(清華大学系）、河北廊坊固安産
業新城（華夏幸福が建設・雲谷AMOLED
事業が入居）。
黒牛食品による資本主導型。2016年、子
会社の雲谷（固安）科技の第6世代
AMOLEDパネル生産事業着工。清華大
学の技術と黒牛の資金による協力事業。
2018年下期完成予定。

京東方・オルドス

河北省固安

江蘇省南京
江蘇省昆山

京東方・綿陽
京東方・成都

湖北省・武漢

上海

京東方・重慶（計画中）

広東省・ 広州

研究開発プラットフォーム

南京郵電大学有機電子情報ディスプレ
イ協同イノベーションセンター

主要プレイヤー

南京郵電大学・南京工業大学・南京中電
主要プレイヤー
熊猫（南京パンダ）

特徴

南京郵電大学の協同イノベーションを江
蘇省がバックアップ。テレビ・ディスプレ 特徴
イ大手の南京パンダとも協力

研究開発プラットフォーム

国家印刷及びフレキシブルディスプレイ
イノベーションセンター・AMOLED技術国
家工程実験室
広東聚華印刷顕示技術・華星光電・
TCL・華南理工大学・広州新視界・広東
阿格蕾雅光電材料有限公司・創維
工業情報化部から支援。広東聚華印刷
顕示は印刷方式有機ELの国家級開発プ
ラットフォーム。LGの大型有機ELディス
プレイ合弁事業計画も

広東省 広州・深圳・·仏山・恵州

出所：各種情報をもとに整理した
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3．新市場創出・新産業創出拠点
3－2 京東方のAMOLEDパネル生産拠点及び地方当局との協力
•
•
•

京東方(BOE)は四川省の成都と綿陽、内蒙古のオルドス及び重慶市でAMOLED生産ラインの建設と計画を推進。
立地先の地方政府は京東方のAMOLED事業誘致の見返りに出資や補助金など様々な形で支援を供与。石炭経済が
活況を呈していた頃はオルドス市が石炭資源を京東方に供与も。
四川省綿陽と重慶市のAMOLED事業では地方政府と共同出資により事業を展開。重慶事業では重慶市政府が160億
元、約34％出資。
京東方のAMOLEDパネル生産事業と地方政府との協力状況
立地先

四川省成都市

内蒙古オルドス市

四川省綿陽市

重慶市

事業主体・事業公司の名称

成都京東方光電科技有限公司

オルドス市源盛光電有限責任公司

綿陽京東方光電科技有限公司

重慶京東方顕示技術有限公司

事業の種類

第6世代フレキシブル
AMOLED事業

地方の資金支援形態

研究開発補助金

第5.5世代AMOLED事業 石炭権益

事業と計画内容・出資状況・地方政府の協力状況
成都京東方光電科技は京東方の全額出資子会社。成都市での液
晶ディスプレイ事業のため2007年設立。
2015年、フレキシブルAMOLED事業着工、2017年稼動、中国で初
めて第6世代フレキシブルAMOLEDの量産を実現。
2018年2月、成都市ハイテク区電子情報産業発展局は成都京東
方光電科技有限公司に対し、ハイテク区電子情報産業重大事業
専門資金から1.8億元の研究開発補助金を交付。
2011年、京東方は第5.5世代AMOLEDディスプレイ事業のため、全
額出資子会社としてオルドス市源盛光電有限責任公司設立。
中国有数の産炭地オルドス市は第5.5世代AMOLEDディスプレイ事
業の見返りに石炭資源探鉱権を京東方に供与。京東方は石炭生
産のためオルドス市京東方能源投資有限公司を設立。オルドス
AMOLEDディスプレイ事業には国家開発銀行を筆頭とする銀行団
が融資。

第6世代フレキシブル
AMOLED事業

2016年、京東方科技は綿陽科技城発展投資集団と共同出資によ
り綿陽京東方光電科技有限公司を設立。総投資額465億元、月産
AMOLED事業公司への 能力48,000枚、2016年、綿陽ハイテク区で着工、2019年稼動予
定。
出資
綿陽市経済情報化委員会、国土資源局、環境保護局、商務局、ハ
イテク区管理委員会を初め綿陽市当局はバックアップ。

第6世代フレキシブル
AMOLED事業

2018年3月、京東方が建設計画発表。投資額465億元、重慶両江
新区に建設。ハイエンドスマホ、新興モバイルディスプレイ向けに月
AMOLED事業公司への 産能力4.8万枚の生産ライン建設。事業公司として2017年7月、重
慶京東方顕示技術有限公司設立。資本金260億元、うち100億元
出資
（36.46％）を京東方、160億元を重慶市とその指定投資プラット
フォーム(いずれも国有系ファンド）が出資。

出所：各種情報をもとに整理した

10

有機EL

3．新市場創出・新産業創出拠点
3－3 地方政府のOLED企業・事業公司に対する出資動向
•
•

上海市、広東省及び深圳市、恵州市、仏山市、湖北省と武漢光谷、江蘇省昆山市など戦略的新興産業に力を入れている一部地方は企業
との共同出資により有機EL関連の事業公司を立ち上げ、地方政府系投資企業を通して数十億元単位の資本を投入。地方政府の持ち株比
率は概ね30％以上、最大50％も。
上海市は天馬微電子と共同で有機EL事業公司2社を立ち上げていたが、事後に資本を引き揚げ。天馬は上海天馬と武漢天馬を完全子会
社化。上海市は有機EL事業を上海和輝光電に集約。
主な地方政府のOLED企業・事業公司に対する出資状況（京東方以外）
地方政府

地方政府系投資企業・基金

OLED事業公司

地方政府系の出資額・比率
（2018年現在）

共同出資ディスプレイ・OLED企業
（被資金支援企業）

上海市

上海張江集団、上海国有資産経営
有限公司、上海工業投資集団

上海天馬微電子有限公司

－

天馬微電子股份有限公司

上海市

上海工業投資集団、上海張江集団

上海天馬有機発光顕示技術
有限公司

－

天馬微電子股份有限公司
上海天馬微電子有限公司

上海市
金山区
広東省

広東省深圳市

広東省恵州市
広東省仏山市順徳区

上海聯環投資有限公司、上海金聯
投資発展有限公司、上海集成電路 上海和輝光電有限公司
産業投資基金股份有限公司
広州開発区金融控股集団有限公司
（広州経済技術開発区管理委員会 広州凱得科技発展有限公司
の全額出資）

169億5,375万元
約98％

－

9億元
100％

－

深圳市重大産業発展一期基金有限 深圳市華星光電半導体顕示
公司
技術有限公司

80億元
約37.2％

恵州仲愷高新区投資開発有限責任 信利（恵州）智能顕示有限公
公司、恵州市投資控股有限公司
司
仏山市順徳区誠順資産管理有限公
彩虹(仏山)平板顕示有限公司
司

10億8,100万元
47％
1,000万元
10％

信利国際有限公司（香港）
信利半導体有限公司

－

天馬微電子股份有限公司

深圳市華星光電技術有限公司

彩虹集団公司

地方政府の出資状況
2013年設立、資本金10億3,000万元。上海市政府系資金は
2014年に引き揚げ、天馬微電子は上海天馬微電子を完全子会
社化。
2014年設立、資本金10億元。上海市政府系資金は2018年に引
き揚げ、上海天馬有機発光顕示技術は天馬微電子と上海天馬
微電子の完全子会社に。
2012年設立。資本金172億5,375万元のうち上海市政府系投資
企業・基金が98％強の169億5,375万元、国家開発銀行系が約
2％弱の3億元出資。
1998年設立。2012年、LGディスプレイと広州凱得科技の合弁に
より、楽金顕示(中国)有限公司設立。
2013年設立、資本金215億元。出資比率は深圳市華星光電技
術有限公司が約53％、114億元、サムスンディスプレイが約
9.8％、21億元、深圳市重大産業発展一期基金有限公司が約
37.2％、80億元。
2016年設立、資本金26億8,264.12万元。信利半導体が53％、
12億1,900万元、恵州市が47％、10億8,100万元出資。
2009年設立、資本金1億元のうち彩虹集団が90％の9,000万
元、順徳区が10％の1,000万元出資。
2008年設立。設立時の資本金17億8,000万元（2014年に77億
8,000万元に増資）。湖北省科技投資有限公司は2014年に資本
を引き揚げ、天馬微電子は武漢天馬微電子を完全子会社化。
2014年設立。資本金87億6,000万元、深圳市華星光電技術有限
公司が約54.1％、62億元、武漢光谷産業投資有限公司が約
30.5％、35億元、国開発展基金有限公司が約15.4％、17億
6,000万元(出資引受額）。

湖北省

湖北省科技投資有限公司

武漢天馬微電子有限公司

湖北省
武漢東湖新技術産業開
発区（武漢光谷）

湖北省科技投資有限公司
武漢光谷産業投資有限公司

武漢華星光電技術有限公司

35億元
30.5％

深圳市華星光電技術有限公司

湖北省
武漢東湖新技術産業開
発区（武漢光谷）

武漢光華半導体顕示産業発展基金
合伙企業（有限合伙）、湖北省長江 武漢華星光電半導体顕示技
合志股権投資基金合伙企業（有限 術有限公司
合伙）、武漢光谷産業投資有限公司

90億元
50％

深圳市華星光電技術有限公司

江蘇省昆山市

昆山国創投資集団、昆山陽澄湖文
商旅集団、昆山創業控股集団

25億9,725万元
44.8％

2018年設立。資本金57億9,725.57万元のうち黒牛食品が55％
黒牛食品股份有限公司（技術は清
強の32億元、昆山市政府系投資企業が残りの約45％、26億元
華大学・維信諾系がサポート）
弱出資。傘下に昆山国顕光電有限公司。

江蘇維信諾顕示技術有限公
司

2016年設立。資本金180元のうち深圳市華星光電技術有限公司
及び湖北省・武漢光谷系投資企業が各50％、90億元出資。

出所：「企査査」(qichacha.com)など各種情報をもとに整理した
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3－4 広東省の有機EL技術開発・産業発展・産業拠点創出とその支援政策
•
•

広東省の有機EL産業の技術開発と産業発展及び産業拠点建設に向け種々の支援政策を策定。大型有機ELディスプレイと次世代高精細ス
マートテレビを視野に印刷式有機EL技術の開発を重点支援。国家印刷及びフレキシブルディスプレイイノベーションセンターは印
刷式ディスプレイと材料の開放型プラットフォーム。OLED関連事業に補助金。工業情報化部からの支援獲得。
広東省は韓国LGディスプレイとの合弁による大型有機ELパネル生産を計画。
広東省・広州市の有機EL発展・支援政策・助成措置及び市場創出策と合弁事業計画
【発展政策】
広東省政府「新デジタルホームの展開と4Kテレビネットワーク産業発展応用推進実施方案」（2017年4月）
【研究開発プラットフォーム】
広東省印刷及びフレキシブルディスプレイイノベーションセンター（2017年1月設立）。広東聚華印刷顕示技術が中心、TCLが参加。
↓
国家印刷及びフレキシブルディスプレイイノベーションセンター
• 2017年10月、工業情報化部から建設承認。印刷式ディスプレイと材料の開放型開発プラットフォームとして2018年設立。5つの「国家製造
業イノベーションセンター」のうちの1つ。
• 中核企業・機関：広東聚華印刷顕示技術・TCL・華星光電・華南理工大・華中科技大・中国科学院福建物質構造研究所
【補助金】
 「広東省先端キーテクノロジーイノベーション資金」2016年度申請ガイドラインにおける有機EL分野の助成対象と金額
「フレキシブルOLEDディスプレイデバイス薄膜封止材料と技術開発」1件500万元
「印刷方式高解像能OLEDディスプレイの印刷・図形化技術及びインク調製技術、印刷方式OLEDデバイス製造技術」800万元
 「広東省戦略的新興産業重点事業株式投資事業計画」2016年度助成事業
広東阿格蕾雅光電材料有限公司「OLED有機発光材料生産能力高度化建設事業」株式投資額1,000万元
【中央政府との連携】
 工業情報化部と広東省「OLED産業実証基地建設協力協定」（2016年1月）
工業情報化部は広東省のOLED産業の応用実証、独自イノベーション、産業チェーン構築、人材育成等を全力で支援。
【大型有機ELパネル市場の創出とLGとの合弁生産計画】
• 2018年1月、創維(スカイワース）は広州市黄埔区及び広州開発区と投資枠組協定締結。70億元投じて広州知識城にスマート産業イノベー
ション基地を建設し、4Kスマートテレビを生産。第1期は2019年、第2期は2020年の竣工を予定。
• 創維の高精細スマートテレビの主力は有機ELテレビになる公算。創維は2017年以降、有機ELテレビの普及を加速。
• 広東省政府系企業の広州凱得科技発展有限公司はLGディスプレイ、創維と共同でテレビ用有機ELパネル生産事業を推進（8－2参照）。
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3－5 地方政府の有機EL産業拠点創出と関連支援政策の傾向
•
•
•

一部地方は有機EL事業の誘致、産業拠点の創出に向けて様々な措置を策定。
支援手段は地方政府（政府系投資企業や投資基金）から誘致事業への直接の株式投資が重要な手段に。新しい事業ほど地
方政府の出資額と持ち株比率が上昇する傾向も。
特に事業のスタートアップに際しては地方政府の出資が重要。事業が稼動すると地方政府が資本を引き揚げて株式を企業に譲渡す
るケースも（上海市・湖北省の事例）。

 上海市、広東省・広州市、湖北省・武漢光谷、四川省など戦略的新興産業、ハイテク産業の発展を進める一部
地方政府は、大きな成長が期待される有機EL事業の誘致と産業拠点の構築に積極的。
 地方政府は有機EL事業の誘致と発展を図るため、地元の大学と企業の協同体制の構築、研究開発補助金の交付、
誘致事業への出資、国家級イノベーションセンターの申請・設置（広東省）など様々な措置を推進。
 主要支援形態は、既存の政企協力ディスプレイ企業によるOLED事業の展開やOLED誘致事業公司への直接出資
に重点。京東方の場合、四川省成都市での最初のフレキシブルAMOLED事業は地方基金から研究開発補助金が
交付（事業公司は液晶ディスプレイ事業のため京東方が設けていた）。その後の四川省綿陽市と重慶市（計
画）の京東方事業は最初からAMOLED事業を目的とし、立地先の地方政府が事業公司へ出資。
 上海市は天馬微電子との共同出資により、上海天馬微電子有限公司と上海天馬有機発光顕示技術有限公司を設
立。5.5世代AMOLED事業誘致とスタートアップの目的を達成すると、両社の持ち株を天馬微電子に譲渡。
 深圳市はTCLと共同出資により華星光電技術有限公司を設立するとともに、華星光電との共同出資により深圳
市華星光電半導体顕示技術有限公司を設立。湖北省と武漢光谷は華星光電との共同出資により武漢華星光電半
導体顕示技術有限公司を設立。また、湖北省は天馬微電子との共同出資により武漢天馬微電子を設立（事後に
株式を天馬微電子に譲渡）。
 広東省は地元の産学研協同体制に依拠して補助金の交付や印刷式有機EL技術開発のナショナルプロジェクトを
推進。戦略的新興産業の育成に株式投資方式を採用。ベンチャー企業の広東阿格蕾雅光電材料有限公司の有機
発光材料事業に1,000万元出資。さらに巨費を投じてLGディスプレイと合弁で大型有機ELパネルと次世代テレ
ビの生産を計画。
 有機EL事業の誘致と発展、産業拠点の創出において、地方政府から事業への投資は重要な手段に。初期投資額
が莫大な有機EL事業のスタートアップに際して地方政府からの出資は企業にとって政策銀行からの優遇融資と
ともに極めて重要であると思料される。
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4．技術開発・標準政策
4－１ 鍵となるナショナルプロジェクト
•
•
•
•

有機ELディスプレイの研究開発事業合計6件が2016～17年の国家重点研究開発専門事業「戦略的先進電子材料」に指定。2016年1
億2,106万元、2017年4,280万元の経費を国庫から支出。
有機EL関連の国家級事業は印刷式OLEDディスプレイが中心。華南理工大学は広東聚華と協力して発光材料開発。
広東聚華印刷顕示技術有限公司は華星光電と天馬微電子の強豪同士の連合。華南理工大学も出資。「国家印刷及びフレキシブルディス
プレイイノベーションセンター」の中核。
中国はOLEDよりも優れるとされる量子ドットLED(QLED)の開発と応用も助成。京東方(BOE)はLGによる大型有機ELパネル(テレビ)の独占
打破を目指して印刷式OLED技術の産業化を進めつつ、QLEDにも軸足。TCL（華星光電）は中小型ディスプレイでOLED事業を進めなが
ら、大型ディスプレイでQLEDの実用化に布石。浙江大学は華南理工大や上海大学と一線を画して量子ドットの研究開発に注力。
2016年及び2017年度国家重点研究開発専門事業「戦略的先進電子材料」の有機EL及び量子ドットディスプレイ関連事業
2016年度
事業の名称

事業中核請負機関
（括弧内は責任者）

次世代有機電界発光材料とデバイス
華南理工大学（蘇仕健）
印刷式OLEDディスプレイのキーマテリアル並び
天津大学（王世栄）
にデバイス技術
フレキシブル基板材料のキーテクノロジー開発と
上海大学（張建華）
応用実証
印刷式OLEDディスプレイ技術インテグレーショ
広東聚華印刷顕示技術有限公司
ン並びに研究開発公共開放プラットフォーム
量子ドット発光ディスプレイのキーマテリアル並
浙江大学（彭笑剛）
びにデバイス研究
量子ドット発光ディスプレイのキーマテリアル並
京東方科技集団股份有限公司
びにデバイス研究

中央政府財政経費
(万元）

実施年数

3,000

4

4,000

5

892
4,214

5

6,000

5

－

－

中央政府財政経費
(万元）

実施年数

2017年度
事業の名称

事業中核請負機関

8.5世代印刷式OLEDディスプレイ産業化実証
京東方科技集団股份有限公司
印刷式OLEDディスプレイ材料産業化実証
広州華叡光電材料有限公司
量子ドットバックライトキーテクノロジー開発及び
TCL集団股份有限公司
応用実証

3,151
1,129

－
－

934

－

出所：中国科学技術部等の情報をもとに整理した
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5．外国企業に対する買収・提携施策の実施状況と今後の展開
5－1 中国OLED関連企業と外国企業の協力動向及びM&A動向
•
•
•
•

中国企業は概ね2016年以降、OLEDをめぐる協力を積極的に展開。
OLED生産能力の建設を推進中の中国企業は特に材料と製造設備関連分野で日系企業との投資・技術協力を前向きに展開。
深圳に第11世代AMOLEDディスプレイ生産ラインを建設する華星光電はAGC旭硝子と合弁でガラス基板生産ラインに着工。
昆山国顕光電はキャノントッキの蒸着装置を導入し、フレキシブルOLEDパネルを量産へ。
中国OLED関連企業と外国企業の主な合弁・協力動向及びM&A動向
中国企業

相手側外国企業

協力形態

時期

深圳市華星光電技術有限公司

サムスンディスプレイ

中国における合弁事業

2016年

東旭光電科技股份有限公司

住友化学、東友精密化学株式会社
(住友化学の韓国法人）

中国における合弁事業計画

2016年

蘇州東山精密製造股份有限公司

Multi-Fineline Electronix(MFLX)

海外企業買収

2016年

吉林奥来徳光光電材料股份公司

大陽日酸株式会社

投資・技術協力

2016年

吉林奥来徳光光電材料股份公司

株式会社半導体エネルギー研究所 特許ライセンス契約

2017年

深圳市華星光電半導体顕示技術
有限公司

AGC旭硝子

中国における合弁事業

2017年

京東方科技・天馬微電子・深圳市
華星光電

ジャパンディスプレイ(JDI)

海外企業への出資計画

2017年

広州凱得科技発展有限公司

LGディスプレイ

中国における合弁事業計画

2017年

昆山国顕光電有限公司

Universal Display（UDC）

材料供給契約

2018年

昆山国顕光電有限公司

キャノントッキ

製造設備供給契約

2018年

協力・買収案件の内容
華星光電とサムスンディスプレイの合弁公司として深圳市華星光電半
導体顕示技術有限公司を設立。深圳市重大産業発展一期基金有限公
司も出資。深圳市でOLED含むディスプレイ生産ラインの建設を計画
東旭光電、住友化学、東友精密化学、拓米国際有限公司の共同出資
により「旭友電子材料科技有限公司」設立で合意。江蘇省無錫市でハ
イエンド偏光フィルタの生産を計画。
蘇州東山が米国のフレキシブルプリント回路基板（FPC)企業MultiFineline Electronix(MFLX)社の全株買収。
大陽日酸株式会社の中国法人、大陽日酸（中国）投資有限公司が吉
林奥来に出資。OLED材料や吉林奥来の製品品質改善事業をめぐって
協力。
株式会社半導体エネルギー研究所が吉林奥来OLED材料の特許7件
の使用権を供与。
AGC旭硝子と華星光電半導体顕示の合弁企業として旭硝子新型電子
顕示玻璃(深圳)有限公司設立。資本金108億円(日本円）、旭硝子が
70％の75億6,000万元、華星光電が30％の32億4,000万円出資。深圳
市光明新区の華星光電の第11世代(G11)TFT-LCD及びAMOLED新型
ディスプレイ生産ラインに合わせて2017年4月、G11新型電子パネルガ
ラス基板事業に着工。
京東方科技、天馬微電子、華星光電が業績不振のジャパンディスプレ
イへの出資を提案。2,000億円超の出資計画。2018年3月時点で未
定。
LGは広州に合弁企業を設けて8.5世代大型有機ELパネル工場を建設
する計画。出資比率はLGが70％、広州凱得科技発展有限公司が
30％。
UDCが昆山国顕光電へのOLEDディスプレイ用Universal PHOLED燐光
材料の供給で契約。
昆山国顕光電が日本の有機EL製造装置大手のキャノントッキ株式会
社と第6世代フレキシブルOLED蒸着装置の購入契約に調印。武漢のフ
レキシブルOLEDパネル工場T4に採用。工場は現在建設中。2019年に
量産実現。

出所：各種情報をもとに整理した

15

戦略投資協力

5．外国企業に対する買収・提携施策の実施状況と今後の展開

有機EL

5－2 韓国LGディスプレイの広州大型有機EL合弁事業と協力の展望
•
•
•
•
•

韓国LGディスプレイは2017年、広州に合弁企業を設けて大型有機ELディスプレイを生産する計画を発表。
LGディスプレイ、広州経済技術開発区、スカイワースはすでに合弁企業として「楽金顕示（中国）有限公司」を設立（2012年）。
広州経済技術開発区とスカイワースは次世代テレビ産業をめぐって投資協力。LGの新規合弁企業（或いは既存の合弁企業の資本再
編？）の最終的な資本構造は未確定であるが、LG、広州経済技術開発区、スカイワースの協力枠組みは継続する可能性高い。
広州における有機ELパネルと次世代テレビ事業にはバイドゥが新たなプレイヤーとして参加。人工知能をスカイワースの次世代テレビに付与。
LG広州有機ELパネル事業をめぐって、広州経済技術開発区と傘下の広州凱得科技発展有限公司、スカイワース、バイドゥ、さらにLG主導の
「中国OLEDディスプレイ産業連盟」に加盟する長虹、ハイアール、康佳等のテレビメーカーなど多様なプレイヤーによる重層的な協力が展望。
韓国LGディスプレイの広州大型有機EL合弁事業の資本構造と協力の展望

全額出資

現行の合弁枠組（2012年設立）

新たな合弁枠組？

楽金顕示(中国)有限公司

新規設立の有機EL合弁企業（計画）

LGディスプレイ
楽金顕示（広州）有限公司

59.5%
10.5%

LGディスプレイ

70%

広州開発区金融控股集団

広州凱得科技発展有限公司

20.0%

広州凱得科技発展有限公司

30%

創維集団 (スカイワース）

深圳創維-RGB電子有限公司

10.0%

LGディスプレイ
全額出資

広州経済技術開発区管理委員会
投資協力

戦略投資・AI技術協力
バイドゥ

 大型有機ELテレビ市場は今後拡大が期待されるが、LGディスプレイの現行のパネル供給能力では増加する需要に追い付かず。
LGは韓国国内で生産能力拡大を進めつつ、中国での合弁生産を計画。
 2017年7月、LGは広州に合弁企業を設けて8.5世代OLED大型パネル工場を建設する計画を発表。出資比率はLGが70％、広州開
発区金融控股集団の子会社の広州凱得科技発展有限公司が30％。同年12月、LGは韓国政府からの承認を得たと発表。
 LGディスプレイはすでに2012年に合弁企業として楽金顕示(中国)有限公司を設立。持ち株比率は、LGディスプレイ側が70％、
広州凱得科技発展有限公司が20％、深圳創維-RGB電子有限公司（創維集団と創維控股有限公司の子会社）が10％。
 創維(スカイワース）と広州経済技術開発区は2018年1月、投資枠組協定締結。広州で4Kスマートテレビも含むスマートイノ
ベーション産業基地の建設を共同で推進。
 スカイワースは2018年3月、次世代スマートテレビをめぐってバイドゥと戦略協力で合意。バイドゥはスカイワース傘下の深圳
市酷開網絡科技有限公司に戦略投資。持ち株11％。スカイワースの次世代テレビにAIエンパワメント。
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6．まとめと展望
•

•

小型OLEDディスプレイ、特にフレキシブルOLEDディスプレイは、今後の需要増加が見込まれる。中国企業は現在生産能力の大規
模な増設を展開。中国企業のシェアは上昇。
中国は次世代4K高精細テレビ産業の発展に注力。大型有機ELパネル市場はさらに拡大の見込み。広東省はLGと協力して中国
国内での生産能力建設を計画。一方、広東省は印刷式有機ELディスプレイでも国家級技術開発プラットフォームを確立して研究
開発にも注力。LGの独占打破を図る。
【小型有機ELディスプレイ】
 中国はスマート家電の発展を推進。スマートフォン用に加え、スマート家電、スマート機器で小型OLEDディスプレイ
需要の拡大が期待。
 京東方、華星光電、天馬、清華大学系の維信
諾、上海市政府系の和輝光電などが小型
OLED、特にフレキシブルAMOLEDの生産能
力を急速に拡大。地方政府のバックアップを
得て、2020年までに生産工場を次々と稼動。
 2020年には中国勢のシェアが50％弱に上昇
して、52％のサムスンディスプレイに肉迫
(IHSの予想）。

サムスンディスプレイ
京東方(BOE)
LGディスプレイ

天馬微電子(Tianma)
華星光電 (CSoT)
昆山国顕光電(Visionox)
和輝光電(EverDisplay)
その他

2020年におけるRGBOLEDの企業別シェア予測
（出所）IHS

【大型有機ELディスプレイ】
 大型有機ELディスプレイの開発と生産において中核になるのは広東省。短期的にはLG、広東省が出資する広州凱得及
びスカイワースの協力によって大型有機ELディスプレイの国内生産実現を図る。
 印刷式有機ELディスプレイでも広東省は最も重要な産業拠点。「国家印刷及びフレキシブルディスプレイイノベー
ションセンター」が設立。天馬と華星の共同出資の広東聚華印刷顕示技術、TCL、華南理工大等が協力する協同プ
ラットフォーム構築。

「中国製造2025」の産業において近年、産学研協同研究開発プラットフォームが構築されるとともに、多数の
製造企業やIT企業、大学、研究機関、さらに地方政府及び地方政府系ファンド、その他の官民投資ファンドや外
資、政策銀行を初め金融機関など多様なプレイヤーが参画する新しい産業エコシステムの形成が進み、技術開発
と産業化、国産化、製造のスマート化等スピードアップ。有機EL産業はその典型例の一つ。
17

