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要旨 

この度、台湾に台湾・真理大学国際貿易学科 林冠汝准教授、台湾区車輛工業同業公会業務処 

吳智魁処長に訪問を行った。台湾の自動車部品産業の現状・行っているアライアンス・これから

の課題と改善点に関する情報やデータをいただいた。本稿は、訪問で得た情報・資料と先行研究

をまとめて、台湾・日本それぞれの自動車部品産業の発展状況、課題と日台アライアンスの現状

とこれから発展課題等について述べていく。 

キーワード：台湾、日本、自動車部品産業、自動車産業、アライアンス、中国市場、東南アジ

ア市場 

 

第一章 台湾自動車部品産業の発展状況 

1.1台湾自動車部品産業の現状 

折橋伸哉（2005.01）「台湾自動車産業、その現状と将来展望―タイ、豪州の先行事例を通じて

考える―」により、21世紀に入ってからの一時期、米国などにおけるＩＴバブル崩壊の影響など

から不振に陥っていた台湾経済であったが、まもなく立ち直り、2004年に入ってからは大幅に好

転している。それにつれて、自動車市場も急速に回復してきている。とりわけ、國瑞汽車（トヨ

タ）の伸長は著しく、これに中華汽車（三菱自工）、裕隆汽車（日産）、福特六和汽車（フォード）、

台湾本田汽車が続いている。 

蔡明燿（2016.10）「台湾自動車部品、オートバイおよび関連部品産業の概況」に踏まえ、現在

台湾自動車部品産業の産業規模は、約2,500社の部品製造業者があり、410社は二次請け、三次請

けとして部品を自動車メーカーに供給 • アフターサービス用途の部品生産が大多数である。例

えば、カーライト、バンパー、バックミラー、車両及び部品、自動車用プラスチック部品、板金

など衝突事故に伴う修理部品のサプライヤーである。その中、約200社が中国大陸に工場を持っ

ている。台湾の自動車部品産業の特徴としては中小企業が大多数を占めていること。大きな工場

を取り巻くサテライト工場による緊密なネットワークにより、小ロットで多種多様、顧客のニー

ズに合わせた柔軟なカスタマイズサービスの提供が可能にしている。 

その他、台湾区車輛工業同業公会業務処 吳智魁処長のインタビューにより、以前台湾の自動

車部品産業は、国内需要に市場が限定されているため、過剰生産と市場停滞の難局にあったが、

近年台湾自動車部品産業の現状は国内から積極的に国外に発展し、生産から販売に移転している。

台湾経済、産業消費、GDP、環境などは自動車関連産業に大きく影響されているので、台湾政府

は自動車関連産業の動きに大変重視している。2016年に政党交替で民進党である蔡英文に就任し

て以来、中国市場から東南アジア市場に重視する政策である「新南向政策」が推進しているが、

現在台湾自動車部品産業の三分の一市場は中国であり、今年にも13％の成長率があると示してい

る。 



 

表一：台灣汽車零件外銷金額統計表                  単位：台湾元億元         

年 

度 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ‘16/1-9 

金

額  
1,274 1,280 1,329 1,479 1,526 1,397 1,713 1,848 1,948 1,979 2,077 2,145 1,567 

成

長

率  

18.09% 0.48% 3.83% 11.29% 3.18% -8.45 22.62% 7.88% 5.41% 1.60% 4.96% 3.26% -1.98% 

資料來源:海關進出口統計，台灣區車輛工業同業公會整理。 

 

グラフ一：自動車部品輸出額  

 

資料來源：經濟部統計處及ARTC；台灣區車輛工業同業公會整理 

 

2015年自動車部品輸出額は2,145億台湾元、成長は3 %である。輸出金額が拡大しつつ、台湾の

自動車部品産業は前より国際競争力を持つようになると思われている。 
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図一：2016年自動車部品輸出状況 

資料來源：海關進出口統計；台灣區車輛工業同業公會整理 

 

2016 年１月から９月の自動車部品輸出金額は 1,567 億台湾元、2014 年(1,598 億台湾元)より

1.98%を減少。アメリカ（43%）は最大の輸出市場であり、その次は日本、中国、イギリス、オー

ストラリア、メキシコ、ドイツ、カナダなどである。 

 

1.2 台湾自動車部品産業の課題 

台湾区車輛工業同業公会業務処 吳智魁処長から現在台湾国内外に与えている影響・挑戦は以

下 7点が示している。 

① ECFA、TPP、RCEP の影響 

② アメリカ保護主義であるトランプ大統領の当選 

③ アメリカ、ヨーロッパ、日本の為替レートの影響 

④ 台湾国内 GDP、消費、輸出はまだ低いこと 

⑤ 台湾国内古い車輛の保有量は依然として高い 

⑥ 省エネ、環境保護、安全規制がますます厳しくなり、更に頻繁に更新すること 

⑦ 単一モデルの販売に限定され、台湾国内産部品サプライチェーンが切断される恐れが

ある 

この他、台湾市場規模は小さいため、不確定性が高く、政府の効率が良くないこととも検討し

なければならない問題である。 

 

1.3 台湾自動車部品産業と政府の改善対策と戦略 

① 台湾の新政府が「五加二創新産業」、「推動智慧車輛及無人載具」と「智慧運輸、緑色車輛、

廠與廠之間的整體解決方案」という政策を推進 

② 「新南向政策」政策：積極的東南アジア市場を推進する 

③ 產業創新条例 
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④ 工業局：產業升級創新平台輔導計畫、車輛產業技術輔導、智慧電動車先導運行、電動機車

產業發展等計畫 

⑤ 財政部貨物稅條例：電動車輛、油電混合車、汰舊換新等貨物稅の減免 

これから台湾自動車部品産業は、台湾国内の需要を拡大する必要がある。例えば、古い車輛の

取り除きを加速する。その上、サプライヤーの技術サポートを取り置き、海外での共同販売チャ

ネルを作り、輸出を拡大する。また、省エネ製品に優遇措置など、アフターマーケットを重視し

ていく。 

 

第二章 日本自動車部品産業の発展状況 

2.1 日本自動車部品産業の現状 

柿沼重志・東田慎平（2016. 07）「自動車産業の現状と今後の課題 ― ＴＰＰが我が国自

動車産業に与える影響等も踏まえて ― 」により、日本の自動車産業はリーマンショック

や、東日本大震災の影響によって落ち込んだ時期はあるが、2012 年度以降は堅調に回復し

てきており、特に 2013 年度以降は円安の影響もあり営業利益が拡大傾 向にある。ただし、

拡大幅は各社異なり、海外生産比率が８割を超えるホンダや日産自動 車と海外生産比率が

４割以下のマツダや富士重工業の対 2012年度比での営業利益の伸びを見てみると、円安の

恩恵を受けた後者と対照的に前者の伸びは低いことが特徴的である。 

自動車生産においても、国際分業が進んでおり、原材料・部品の調達から加工・組立て、

そして最終製品の販売に至るまでの工程が国境を越えて分散するというサプライチェーン

のグローバル化が進展している。例えば、自動車部品の日本から米国向けの輸出額は、2010 年

の 1.8 兆円から 2014 年の 2.7 兆円に増加する等、自動車部品を日本から輸出し、現地で それ

ら部品を組み合わせ、自動車本体を生産するという形が定着していることに鑑みれば、自動車本

体のみならず、自動車部品の動向を把握する必要があろう。自動車部分品・同附属品製造業の出

荷額は、2003 年の約 18 兆円から 2013 年の約 31 兆 円と２倍弱にまで拡大している。また、

従業員規模別に 2013 年の出荷額を 2003 年比で見ると、従業員４～29 人の階層では 83％と減

少しているのに対し、従業員 1,000 人以上の階 層では 251％と大幅に拡大しており、両者の対

照的な動きが読み取れる。同時期に、取り分け中小零細企業の出荷額が低迷している背景には、

海外生産の激増と国内生産の減少という状況下で、受注単価の低下と受注量の減少・不安定化が

進む等、厳しい経営環境に置 かれたことがあると考えられる。その一方で、比較的規模の大き

な企業は、厳しいグローバル競争の中で、出荷額を伸ばしていることが読み取れる。 

 

2.2 日本自動車産業の構造変化の影響 

丹下英明（2011.11）「自動車産業の構造変化と部品メーカーの対応 −新興国低価格車市場の出

現によるサプライチェーン 変化に中小モノづくり企業はどう対応すべきか−」によると、近年、

日本自動車産業の構造は変化している。特に、新興国低価格車市場の出現は、日本の完成車メー

カーのサプライチェーンを大きく変化させた。図二は日本の完成車メーカーの生産台数推移を示



したものである。海外での生産台数は、2009年に金融危機の影響により一時的に落ち込んだが、

全体的見ると完成車メーカーの生産体制は徐々に海外にシフトしているといえる。こうした動き

は、新興国低価格車市場が出現する以前から進んできたものである。典型例である日産自動車の

小型車マーチにみて、三つのサプライチェーン変化を説明する。 

① 生産・流通パターンの転換 

マーチは、これまで日本や欧米等の先進国で生産し、 海外に輸出していた。だが、新型マ

ーチは、タイで生産し、日本に逆輸入するという、従来とは異なる生産・流通パターンとな

っている。 

② 開発・設計思想の変化 

これまでは先進国での生産販売を念頭に開発設計が行われてきた。だが、マーチについては、

当初より新興国での生産販売を念頭に開発・設計が行われている。 

③ 調達の現地化を徹底している 

マーチでは、鋼板やタイヤ等を現地企業から調達した結果、金額ベースの調達率（エンジン、

変速機を除く）は、タイ、インド、中国、メキシコのどこでも約 9割で、現地調達できてい

ないのは、主にセンサ類ぐらいだという。 

⇒こうしたサプライチェーン変化がみられるのは、日産自動車だけでない。トヨタ自動車、ホン

ダでも行われている。 

図二 我が国自動車メーカーの世界自動車生産台数の推移 

 

（出所）自工会ホームページより作成 

 

 

 



次は、大手部品メーカーの サプライチェーン変化から見る。 

① 開発・設計の現地化と思想の変化  

新興国低価格車市場に対応するため、部品メーカーの開発・設計は、二つの点で変化し

つつある。 

ａ．開発・設計拠点の現地化 

これについては、完成車メーカーの動きに合わせて、大手を中心に部品メーカーも開発・

設計拠点を新興国に設置する動きがみられる。 

ｂ．開発・設計思想の変化 

これに関しては、部品メーカー各社が現地生産・現地調達を前提として、部品設計を行

う方向へと変化している。同時に部品点数も減らすことで、低価格車に求められる低コ

ストの実現を目指している。 

⇒新興国において、現地部品メーカーとの競争加速 化が予想される中、日本の部品メー

カーは、開発・ 設計面について、二つの側面から対応を進めている。 

② 生産・供給体制の再編成 

完成車メーカーが新興国での生産を加速化する中で、部品メーカーも大手を中心に海外

拠点増設を進めている。海外拠点の増設は、アジア新興国で活発である。部品メーカー

は、市場が拡大する新興国市場に経営資源を優先的に投入していることがわかる。特徴

的なのは、こうした生産拠点の再編成だけでなく、海外での生産現場そのものにも変化

がみられる点だ。これまでは、国内で使っているのと同じ生産設備を海外に持ち込み、

部品や材料も日本から持ち込んで、現地生産するケースが多かった。しかし、現在では、

海外製設備や金型を積極的に利用し、中古機械を移設する等、初期投資を極力抑えよう

としている。海外工場での生産現場そのものを変化させることで、 低コストでの生産体

制を構築し始めている。 そして、供給面では、FTA を活用して各国の拠点間で部品を融

通し合い、グローバルな供給体制を構築しつつある。 

③ 調達戦略の変化 

これまで日本の部品メーカーは、簡単な部品の現地調達を進める一方、品質を左右する

エンジン等の高機能部品は日本から輸入調達することが多かった。また、現地調達する

場合でも、地場メーカーではなく、現地に進出した日系メーカーから調達する傾向があ

った。 

しかし、低価格車の出現によって、これまでは日本から調達していたような高機能部品につい

ても、現地調達が進展しつつある。現地調達先も現地日系メーカーだけではなく、純粋な地場メ

ーカーからの調達もみられ始めている。こうした背景には、現地素材の品質向上がある。また、

地場メーカーの技術力向上や現地調達に向けた部品設計思想の変化も現地調達を促している。そ

して、これまでは日本国内で生産したほうが量産効果の高かった部品も、現地需要の増加によっ

て、現地生産に切り替えるメリットが生じ始めており、そうした点も、現地調達が進む一因とい

える。 



 

西岡正（2010）「自動車産業を取り巻く環境変化と中小部品メーカー」から中小規模の部品メ

ーカー（中小サプライヤー）の発展を見てみる。現代の自動車産業は需要構造の変化と環境問題

の深刻化という二つの事業環境の変化に直面している。先進国市場が成熟化する中で、企業間競

争の主戦場は新興国に移り、完成車メーカーは拡大してきたグローバル・ネットワークの再編を

余儀なくされている。他方、完成車メーカーは環境負荷の軽減を求める社会的要請の高まりに対

応して、次世代自動車・技術開発にも注力している。これら完成車メーカーの取り組むグローバ

ル・ネットワークの再編、次世代自動車・技術の開発といった動きは、関連部品産業を含め産業

構造全般にも大きな影響を及ぼしつつあり、中小サプライヤーの存立基盤も揺らいでいる。 

従来中小サプライヤーは、受注先との長期継続的な取引関係のもとで経営資源の専用資産化を

進め、日々のものづくりにおいて漸進的なイノベーションを追求、既存製品よりも低コストで高

性能、高品質な製品づくりを実現することで競争力を構築してきた。しかしながら、競争環境が

変化する中で、自動車産業では既存のものづくりに縛られない破壊的イノベーションが重要性を

高めており、中小サプライヤーはその担い手となることが期待されている 

 烈化する競争の中で、西岡正（2010）が日本国内のサプライヤーの視点から予測される具体的

な影響は次の5点である。 

① 日本国内における部品需要の減少である 

② 新興国における部品需要の増加である 

日本国内における部品需要は国内生産車両向け部品と海外生産車両向けに輸出される部

品に大別されるが、完成車メーカーの新興国への生産シフトが顕著になる中、前者はもと

より、後者についても部品の現地調達ニーズがいちだんと高まることから減少することは

避けられない。従来から現地調達が進んできた物流コストの大きな大物部品や労働集約的

な部品にとどまらず、これまでは初期投資をはじめとする埋没コストや技術的障壁を勘案

して、日本国内で生産・調達されてきた領域の部品も、生産規模の拡大や技術の生産設備

への体化によって、新興国で現地生産・調達する経済合理性が増している。 

③ 共通部品の増加である 

一台の新車を開発するには数百億円の開発コストを要するため、完成車メーカーはグロー

バル規模でプラットフォーム（車台）の共用化による開発コスト削減を進めているが、部

品についても量産効果を享受させることでサプライヤーに価格引下げを実現させようと

積極的に共通化に取り組んでいる。こうした動きは中期的にはティア1サプライヤーの絞

込み、生産組織の組替えにつながる。そこでのメルクマールは既存の取引関係の有無では

なく、完成車メーカーの求める大量かつ安価な部品のグローバル供給力の有無であり、既

存中小サプライヤーの供給体制の見直しも迫るものとなろう。 

④ 設計開発思想の変化に伴う調達基盤の拡大である 

これまで自動車部品は個々の車両モデルごとの専用部品として完成車メーカーと既存テ

ィア1サプライヤーが共同開発することが一般的であったが、開発現場では既存部品の流



用化や、コストや作りやすさを優先したシンプルな設計思想が持ち込まれてきている。こ

れによって、高度な生産技術と品質管理技術を有するサプライヤーでなければ対応できな

かった部品についても新興国での調達が可能になるケースも増え始めている。 

⑤ これらの結果としてのコスト競争の激化である 

日本国内においては、部品需要の減少を受けて過剰感の強まるサプライヤー間の競争激化

に加え、台頭する新興国サプライヤーからの輸入部品との競争により、コスト競争がいち

だんと熾烈化することが見込まれる。すでにトヨタは2013年以降に投入するすべての新型

車を対象として素材、設計や生産方式を見直すことで部品調達コストを3割削減する方針

を打ち出している。これを受けてティア1サプライヤー各社も大規模なコスト削減に取り

組んでいる。 

 

2.3 これから日本自動車部品産業の動向 

前述の研究をまとめると、自動車部品産業の動きは自動車産業の変化によって直接影響される。 

丹下英明（2011.11）「自動車産業の構造変化と部品メーカーの対応 −新興国低価格車市場の出

現によるサプライチェーン 変化に中小モノづくり企業はどう対応すべきか−」の分析から、新興

国低価格車市場の出現は、現地調達の進展だけでなく、国内でも海外製部品の採用増加や、低コ

ストの部品開発・設計ノウハウが国内に導入されることにつながる。こうした動きが部品価格の

下落を引き起こすことは、将来的に避けられないだろう。中小サプライヤーは、低価格車の部品

コストがベンチマークとなるような時代に向けた取り組みが不可欠といえる。 

 

第三章 自動車部品産業の日台アライアンスについて 

3.1 日台産業アライアンスの推進現状と展望 

「日台ビジネスアライアンス研究会」 報告書 伊藤信悟（2010）の分析が示すように、「チャ

イワン（Chaiwan=China+Taiwan）」の進展は台湾企業や中国企業と競合関係にある日本企業にと

っては脅威となりうることは確かだ。ただしその一方で、日本から台湾経由で中国へと連なる工

程間分業に関与している日本企業の場合、「チャイワン」の進展がもたらす好影響を享受しやす

いポジションにいるし、その種の企業は他国と比べて多いと言える。それで、日本・台湾・中国

でアライアンスを組成するという戦略の有効性が今後高まると考えられる。また、中台の産業協

力政策などを踏まえ、日台アライアンスの今後の発展性が大きいと思われる。 

横塚仁士（2013）これまでの製造業中心のアライアンスから、サービス業など他の産業での連

携の増加、これから日台連携が ASEAN・中東等にも拡大する可能性がある。 

以上に指摘されたように、現在日台アライアンスは中国を中心として発展しているが、これか

ら中国だけではなく、東南アジアなどの国にも拡大する可能性が多いと思われている。 

 

 

 



3.2 日台産業アライアンスによって双方企業に与えるメリット 

日本企業と台湾企業がアライアンスし続けられ、双方企業にどんなメリットがあろうか。 

天野倫文（2010）「アジア国際分業と日台アライアンスの戦略」により、日台アライアンス成

功する理由は以下三点、 

① 台湾企業と日本企業の長年に渡る信頼関係 

日本から習得したノウハウを深くして、それらを実践に移すことで、日本企業との信

頼関係をさらに深めていた。 

② 東アジアの国際分業における台湾の地政学的特性 

台湾はちょうど日本、米国、中国、ASEANがクロスする点に位置しています。中国や東

南アジアとの関係も深く、日本や米国などの先進国企業は戦略提携の際にその立地優

位性に注目してきた。 

③ 台湾企業のグローバル戦略の積極性と国際経営に関するノウハウの高さ 

果敢な現地展開と同業者ネットワークから現地経営で起こりうるリスクの所在を短期

間に学習し、それに対応する仕組みをつくりあげている。 

 

これを踏まえ、アライアンスパートナーとして、台湾企業は４点固有の経営能力がある。 

① 「潜在市場開拓型の海外投資」 

台湾企業の対中投資には進出先で積極的に市場開拓を行う姿勢が貫かれており、本来

的に市場誘導型である。既存市場への適応という観点よりも、現地の潜在市場を自ら

開拓する。 

② 「顧実企業のビジネスシステムへの浸透」 

台湾企業の多くは自社ブランドを持たないOEMやODMを手がけており、顧実企業の生産

体制と補完的な事業体制を自社の中に築く。 

③ 「台湾型分業・協業システムの海外移管と集積化」 

台湾企業は自国の投資に有利な国や地域に海外投資を集中化させる傾向がある。例）

上海周辺の台湾自動車系や情報機器系の部品・金型企業 

④ ｢自律と分権の組織運営｣ 

台湾本社は財務的なコントロールは行うものの、現地法人の経営に関しては、現地経

営者に大きな裁量が与えられている。 

日台企業過去の提携関係の上に立つ信頼関係、台湾企業と日本企業の能力補完性、技術の近似

性などがベースにあり、グローバル競争の諸局面の中で互いが連携することにメリットが出る状

況がしばしば出てくるようになった。台湾企業と日本企業が組むことで製品の供給力やブランド

の浸透力を高めることはあり得る。今後、中国を含めて他のアジア地域でも日台企業のアライア

ンスは生きてくることが期待されている。 

 

 



 

3.3 日台産業アライアンスの発展課題 

林冠汝（2016.10）「台湾と日本の産業連携推進の現状と課題について」により、台湾側に対し

て、いくつの障害があると思っている。第一に、台湾投資環境や台日産業連携誘致政策を知らな

い日本企業がまだ多いこと。第二に、台湾が急いで他の国・地域と FTAを締結しなければ、台湾

の他の国との貿易障壁が多く残り、これがネックになること。第三に台湾は中国の一部であると

見られていて、他の国との FTAが締結しにくくなっていること。第四に、中国と台湾間の貿易を

自由化し、外資系企業を誘致するインセンティブを高めため、今後 ECFA で合意した早期収穫リ

ストにおける産業と品目の範囲を拡大し、また他の「商品貿易」、「サービス貿易」、「貿易救済措

置」、「紛争解決」などの障害事項についてもタイムリーに交渉を進めていくべきこと、などであ

る。 

日本側にもいくつかの障害があり、第一に、台湾は日本にとって重要な貿易パートナーではな

いので、日本では台湾の投資誘致政策、投資環境などの情報の提供や企業進出の支援体制が欧米、

中国、東南アジアなどの国々のそれに比べ不十分である。第二に、台湾は日本と正式な外交関係

を締結していないので、台湾政府は日本政府以上に地方自治体と対等な連携・交流をすることが

難しいのが現状である。 
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