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アアジジアア企企業業のの欧欧州州ビビジジネネスス戦戦略略  

（（22001111 年年 77～～1122 月月報報告告））  

ブリュッセル事務所、欧州ロシア CIS 課 

 

 日本企業が開拓に取り組む欧州市場では、昨今、中国や韓国を中心とするアジア企業の

活動が活発化しており、一部では日本企業との競合関係もある。アジア企業の欧州市場で

の主な動きをまとめた（2011年 7～12月頃発表されたもの）。 

 

 電気・電子・精密分野では、中国の華為技術（ファーウェイ）や韓国の LG エレクトロニ

クスによる西欧市場でのスマートフォン販売強化の動きが見られた。華為技術は、9 月にド

イツで自社ブラン 

ドスマートフォンの販売を開始。12 年上半期にはロンドンに欧州市場向けスマートフォン

のデザインセンターの開設を予定している。LG エレクトロニクスは、12 月、イタリアの

高級ブランド「プラダ」との提携を更新し、「PRADA phone by LG 3.0」を 2012 年初めに

発売開始すると発表している。中・東欧では、ポーランドでシャープ、東芝、LG エレクト

ロニクスが、チェコでパナソニックが、スロバキアでサムスンや鴻海精密工業（台湾）が

薄型テレビの生産を行っており、欧州における薄型テレビ生産の中心地になっている。こ

うした中、台湾の友達光電は、スロバキアに大型液晶テレビモジュール工場を設立した。 

 自動車分野では、欧州市場での販売を伸ばしている韓国の現代自動車、起亜自動車の現

地生産拡張が見られたほか、9 月に開催されたフランクフルト国際モーターショーにて起亜

自動車が同社初のスポーツセダンを発表したり、インドのマヒンドラ・マヒンドラに買収

された韓国の双龍自動車が高級クロスオーバー多目的車（CUV）を発表するなど、新たな

セグメントへの参入の動きも見られた。欧州市場では未だ存在感は薄いが、中国の自動車

メーカーも欧州市場への参入に取り組んでいる。長城汽車は、7～11 月に小型ピックアップ

トラックを中国からイタリア向けに 343 台輸出、安徽安凱汽車は 2012 年のロンドン五輪向

けバスの受注を発表した。 

 環境・エネルギー分野では、中国の太陽電池モジュール大手サンテックパワーがドイツ

のプロサッカーリーグ「ブンデスリーガ」に所属するチームのメインスポンサーになり、

ドイツ顧客への知名度向上を狙う動きや、インドの鉄鋼大手タタ・スチールが、英国で活

発化する洋上風力発電の需要に対応するため英国の鉄鋼所の生産を増強する動きがみられ

た。 
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1. 電気・電子・精密 

 

(1) 台湾－友達光電、LCD モジュールの欧州生産を強化    

2011 年 06 月 28 日 ブリュッセル事務所執筆 

台湾の友達光電（AUO）はこのほど、スロバキアに建設した新工場の落成式を行った。同

工場では大型液晶ディスプレー（LCD）モジュールを生産し、近隣諸国に組み立て拠点を

置く大手テレビメーカーに供給する。同社はまた、薄膜トランジスタ（TFT）LCD の技術

を応用した太陽電池モジュールでも欧州市場に参入している。 

 

・スロバキアに欧州 2 ヵ所目の生産拠点 

AUO は 6 月 28 日、スロバキア西部のチェコ国境に近いトレンチンに建設した新工場の落

成式を行った。欧州ではチェコのブルノに次いで 2 番目の工場になる。新工場は 2009 年 12

月に着工し、11 年 4 月に完成した。5 月には生産を開始し、最初の製品も出荷している。

同工場の生産能力は 11 年末までに月産 24 万ユニットに達する。12 年にフル稼働体制が整

えば、従業員数は 3,000 人になる予定。 

 

 同社によると、欧州 2 番目の製造拠点としてスロバキアを選択した理由として、ユーロ

圏で、トレンチンは欧州の中央に位置し、顧客への製品供給がスムーズといった立地条件

を満たしているほか、投資環境が優れていること、優秀な人材を確保しやすいことなどを

挙げている。 

 

 スロバキアへの台湾メーカーの投資事例としては、電気・電子機器委託製造サービス

（EMS）大手の鴻海精密工業（FOXCONN）が 10 年 3 月、スロバキア中西部ニトラにある

ソニーの液晶テレビ生産工場を買収している。 

 

・太陽電池分野でも積極的に市場開拓 

また、AUO は 08 年、太陽電池モジュール分野に参入、09 年 10 月に太陽発電事業部を設立

した。現在は、チェコのブルノ工場で LCD モジュールを生産するほか、太陽電池モジュー

ルも生産している。太陽発電事業部の陳建●（文に武）副総経理は「チェコに太陽電池モジ

ュール工場があるため、AUO は欧州原産の製品を納期厳守で安定的に欧州市場の顧客に供

給できる」と強調する。 
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同社は、ドイツ、イタリア、英国、チェコ、スロバキアに納入実績を持つ。6 月にドイツ・

ミュンヘンで開催された太陽光分野の大規模見本市「Intersolar Europe 2011」にも出展し、 

欧州でのさらなる顧客開拓を図っている。 

 

(2) 中国－雷士照明、欧州の中小企業買収に意欲    

2011 年 07 月 19 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国の大手照明器具メーカーの恵州雷士光電科技(雷士照明)は 7 月 19 日、新市場の開拓

に向けて中小規模の欧州企業を買収する計画があることを明らかにした。他方、国内では

シュナイダーエレクトリック（フランス）と資本・業務提携し、双方の販売網を活用する

ことや、雷士照明ブランドの配線器具や低電圧製品を製造する重慶恩林電器の一部資産を

同社に売却することなどを発表した。 

 

・欧州企業のブランド力や研究開発基盤の獲得を狙う 

雷士照明（NVC Lighting Holding、本社：広東省恵州市）が明らかにした中小規模の欧州企

業の買収計画は、欧州での顧客基盤やブランド力、研究開発基盤といった強みを雷士照明

の生産能力と融合させて事業拡大を目指す方針を示している。 

 

 雷士照明は国外 40 ヵ国・地域に販売拠点を展開しているが、2010 年の総売上高 4 億 7,200

万ドル（戻し入れ・割引など反映、以下同じ）に占める海外販売の比率は約 21％にとどま

っている。同社は近い将来、国外での販売比率を 50％に引き上げる計画を打ち出し、近年、

スポーツイベントを通したマーケティング戦略を強化している。南アフリカ共和国で開催

されたサッカー・ワールドカップや北京五輪の会場などにも照明器具を納入している。欧

州では 12 年のロンドン五輪の公式サプライヤーではないものの、販売強化の好機ととらえ

ている。 

 

 10 年 5 月に香港証券取引所に上場し、市場から 2 億ドルの資金を調達、生産能力と研究

開発の強化を図っている。同社によると、生産能力の強化は、年間の売上高が 3～5 年以内

に 100 億元（1 元＝約 12 円）に達することが見込まれ、この需要拡大に応えるためだとい

う。特に、5 年前に始めた発光ダイオード（LED)照明器具の生産を強化する計画で、売上

高に占める LED 製品の割合を 10 年の 2％から 11 年には 5％に、今後 5 年以内に 50％に引



Report 3 
    

 

 

ユーロトレンド 2012.1         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
5 

き上げる意向だ。 

 

中国政府は 11～15 年の第 12 次 5 ヵ年経済社会発展規画で、LED 産業を 7 つの戦略的新興

産業の 1 つ「新素材産業」の中に位置付けており、国内市場でも今後需要の大幅な拡大が

見込まれている。雷士照明は 6 月、国内の家庭での老朽化した照明器具を高効率の照明に

切り替えることを奨励するプログラムにより、政府補助金 1 億 5,000 万元を獲得した。 

 

 しかし、家庭でのエネルギー節約製品の普及には時間がかかり、政府の支援とチップな

どの川上製品が低価格で入手できて初めて実現する、と強調。同社は 7 月上旬、原料価格

の高騰に対応し、利益を確保するため、製品価格を値上げしている。 

 

・雷士照明の販売網を活用したいシュナイダー 

また、中国市場ではフランスの電機大手シュナイダーエレクトリックが 7 月 21 日、雷士照

明との資本・業務提携を発表した。シュナイダーは、雷士照明の株式の 9.2％を取得するこ

となどで合意。双方の販売網を活用することで相互に利益があるとし、特にシュナイダー

側は雷士照明の販売網を活用して、中国の小規模都市への参入を強化する意向だ。シュナ

イダーは小規模都市の一般家庭や小規模オフィス、ビル向けの配線器具や制御装置、VDI

（音声・データ・画像）システムなどの市場の潜在性が大きいとみている。 

 

 同社はまた、雷士照明ブランドの配線器具や低電圧製品をライセンス契約で製造してい

る重慶恩林電器の資産の一部も買収する予定。しかし、この買収には規制当局の承認が必

要だ。 

 

 7 月 29 日に発表されたシュナイダーのアジア大洋州地域での 11 年上半期の売上高は 410

億ユーロで、総売上高の 26％を占めている。 

 

(3) 中国－華為技術、ドイツで格安スマートフォンを販売    

2011 年 09 月 01 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国通信機器大手の華為（ファーウェイ）技術は、9 月 1 日からドイツ市場で自社ブラン

ドのスマートフォン「Ideos X3」の販売を開始した。価格は約 100 ユーロで、ディスカウン

トスーパー大手のリドルや格安の通信サービス・携帯端末を提供するフォニックを通じて 



Report 3 
    

 

 

ユーロトレンド 2012.1         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
6 

販売している。ドイツのスマートフォン市場は 2011 年、2 ケタ台の急成長が予想されてい

る。 

・従来品の半額、破格の価格設定 

 華為技術（本社：深セン）がドイツ市場に投入したスマートフォン「Ideos X3」の価格は

約 100 ユーロで、販売しているリドルによると、オンラインショップでは既に売り切れだ

という。スペイン通信大手テレフォニカの子会社フォニックも Ideos X3 の販売を開始した。 

 

 Ideos X3 は基本ソフト（OS）にアンドロイド 2.3 を搭載し、価格はリドルが 99.99 ユーロ、

フォニックも 99.95 ユーロと 100 ユーロ以下に抑えている。ドイツ市場でのスマートフォン

の平均価格は 226 ユーロ（10 年 11 月時点）で、これに比べると華為技術の Ideos X3 は破格

の価格設定といえる。 

 

 華為技術はドイツ市場ではこれまで、通信事業者向けに OEM（相手先ブランドによる生

産）メーカーとして事業を展開してきた。01 年にドイツ市場に進出、フランクフルト近郊

のエッシュボルンに現地法人を開設した。04 年にはミュンヘン、ケルン、デュッセルドル

フにも事務所を開設し、事業を拡大している。ドイツ通信社（DPA）によると、華為技術の

欧州事業マネジャー、ラースクリスチャン・バイスバンゲ氏は 8 月下旬、「3～5 年以内に、

世界の携帯端末市場でトップ 5 に入るメーカーを目指している」と述べ、ドイツ市場での

スマートフォン販売に期待感を示した。 

 

・スマートフォン市場が急拡大 

 ドイツ情報技術・通信・ニューメディア産業連合会（BITKOM）によると、国内の 11 年

の携帯電話販売台数は、前年比 4.3％増の約 2,900 万台、売上高は 5％増の 44 億ユーロに拡

大する見通し。特にスマートフォンの販売が好調で、11 年は前年比 36％増の 1,010 万台、

売上高は 25％増の 21 億ユーロになると予想されている。国内で販売される携帯電話の約 3

台に 1 台がスマートフォンだという。 

 

 華為技術は 9 月 6～17 日にベルリンで開催された第 8 回アジア・太平洋週間のメーンス

ポンサーの 1 つになった。この催しはドイツとアジア・太平洋諸国との交流を深める目的

で隔年で開催されている。アジアの企業が同週間のメーンスポンサーになるのは初めてだ

という。 
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(4) 韓国－LG エレクトロ二クス、ブロツワフで洗濯機の生産開始    

2011 年 10 月 20 日 ブリュッセル事務所執筆 

LG エレクトロニクスは 10 月 20 日、ポーランドのブロツワフ工場で洗濯機の生産を開始す

るとともに、冷蔵庫の生産能力を拡大する新たな生産ラインを稼働させた。現地生産の拡

大により、さらに現地ニーズに対応した製品を供給し、2015 年までに冷蔵庫と洗濯機で欧

州市場トップシェアブランドに躍進するという目標達成を目指す。 

 

・洗濯機と冷蔵庫で欧州トップシェアを目指す 

 洗濯機の生産能力は年 100 万台。冷蔵庫の生産能力も従来の年 30 万台から年 100 万台に

引き上げた。欧州市場で販売する洗濯機と冷蔵庫の大部分はこれまで、韓国や中国から輸

入してきた。このため輸送に 1 ヵ月以上かかっていたが、今後はポーランド工場から 5 日

以内に欧州全域に配送できるようになる。 

 

 また、輸送や倉庫保管などを集約し、サプライチェーンにかかるコストを削減できる利

点もある。さらに、従業員 800 人を新たに採用するなど、生産増強を通じて地域経済の発

展にも寄与していく。 

 

 LG エレクトロニクスは 11 年 9 月、ベルリンで開催された電子機器の見本市「国際コン

シューマー・エレクトロニクス展（IFA）」で、15 年までに欧州の洗濯機市場と冷蔵庫市場

でシェア 1 位のブランドになるという目標を発表した。目標の達成に向けて、省エネ効率

と利便性の高いプレミアムブランドのイメージを確立していく方針だ。 

 

 家電子会社ホーム・アプライアンスの李栄夏（イ･ヨンハ）社長兼最高経営責任者（CEO）

は、売上高ベースの市場シェアで、4 年以内に洗濯機で 13％、冷蔵庫（ビルトイン式を除

く）で 12.5％のシェアを確保したい意向を表明した。 

 

 同 CEO は、ポーランド工場の新生産ラインの稼働式典でも、「ブロツワフ工場は、LG 電

子が 15 年までに洗濯機と冷蔵庫で欧州のトップブランドになるための基礎になる。新生産

ライン導入で、欧州の消費者が求めるより高い水準の製品を欧州で生産できるようになる」

と述べ、エネルギー効率が高く、高水準で、欧州のニーズに合った製品を供給し、欧州事

業を拡大していく意向を示した。 
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(5) 中国－華為技術、欧州でデザインと研究開発体制を強化   

2011 年 11 月 10 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国の通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は 11 月 10 日、ロンドンに携帯機器のデ

ザインセンターを 2012 年第 1 四半期に開設すると発表した。欧州のスマートフォン市場で

のシェア拡大に向けて、現地ニーズに迅速に対応していく体制を整える。また、イタリア

のミラノにマイクロ波技術のグローバルコンピテンスセンターを開設、移動通信の需要拡

大や次世代通信規格への対応を強化する。 

 

・ロンドンに携帯機器のデザインセンター 

 ロンドンに開設する携帯機器のデザインセンター（LDC：ロンドンデザインセンター）

は、欧州のスマートフォン市場のシェア拡大に向けた戦略の一環で、顧客や市場のニーズ

にダイナミックかつ迅速に対応するのが狙い。世界の一流デザイナーによるチームを編成

し、新製品のコンセプトやデザイン、開発を進め、市場に革新的なデザイン思考とソリュ

ーションを提供していく。 

 

 今回の発表は、スマートフォン「Vision」とタブレット端末「MediaPad」の欧州市場投入

の発表に合わせて行われた。IT 情報サイトの「コンピュータワールド UK」（11 月 8 日）に

よると、ファーウェイは英国市場で「Vision」を 12 月 25 日までに、「MediaPad」を 12 年初

めに発売する予定。豊富な機能を備えながらも、競合製品より安い価格に設定し、携帯端

末市場の厳しい競争に打ち勝つことを目指す。 

 

 同サイトによると、ファーウェイの英国・アイルランド法人のマーク・ミッチンソン上

級副社長は、ロンドンにデザインセンターを開設した理由について「トップデザイナーに

とって最も魅力的な場所だから」と説明している。 

 

・ミラノにワイヤレス技術の開発拠点 

 また、ファーウェイは 11 月 17 日、ミラノでマイクロ波技術のグローバルコンピテンス

センターの業務を正式に開始したと発表した。 

 中国本社以外に開設した初めてのグローバルコンピテンスセンターで、国際的なワイヤ

レス技術の開発拠点としての役割を担う、と説明している。また、今回の決定はグローバ

ル戦略でイタリアを重視する姿勢の表れだとし、イタリアや現地人材への投資を強化する 
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意向を示している。 

 

 同社は 3 年前、ミラノにマイクロ波研究開発（R＆D）センターを開設した。同センター

の 3 年間の実績に加え、ミラノを州都とするロンバルディア州は大学などの研究機関でマ

イクロ波技術関連の投資資金が確保されていることや、優れたノウハウを持つ人材を確保

しやすいなどの環境が整っているため、グローバルコンピテンスセンターに格上げした。 

 

 同センターでは、現在の高速パケットアクセス（HSPA）技術を利用した第 3 世代（3G）

モバイルブロードバンドの急速な需要拡大や、高速通信を可能にする新たな通信規格（LET）

を採用する次世代移動通信システム（4G）への対応を課題としている。また、R＆D と並行

して、サービス、マーケティング、販売サポートも行う。従業員数は 12 年初めまでに 100

人以上に増やす見通しだという。 

 

(6) 韓国－LG エレクトロニクスとプラダ、携帯電話の提携契約を更新 

2011 年 11 月 24 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の家電大手 LG エレクトロニクスとイタリアの高級ブランドのプラダは 11 月 24 日、携

帯電話に関する提携を更新する契約に署名した。2012 年初めに新たなコラボレーション携

帯端末「PRADA phone by LG 3.0」を発売する予定。LG は 11 年の携帯電話機販売を前年比

30％増の 1 億 5,000 万台にすることを目標にしている。 

 

・12 年初めに「PRADA phone by LG 3.0」を発売 

 LG エレクトロニクスは 06 年にプラダとのコラボレーションを開始し、07 年と 08 年に高

級スマートフォン 2 機種を発売した。最初の携帯電話「PRADA phone by LG 1.0」は 100 万

台以上が販売された。また、ニューヨーク近代美術館（MoMA）や上海当代芸術館（MOCA）

で常設展示品の 1 つに選ばれ、デザイン史に名を残すことになった。 

 

 プラダグループのパトリツィオ・ベルテッリ最高経営責任者（CEO）は LG エレクトロニ

クスとの提携について、「両社のパートナーシップは革新的なアプローチと、妥協を許さな

いスタイルとデザインの質、画期的な技術を常に特徴としてきた」と説明。また、「両ブラ

ンドは価値観を共有し、常に期待感を生み出すとともに多くの分野で流行をしばしば作り

出している」と述べ、提携の効果を強調した。 
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 英携帯端末情報サイト「Fonehome」（11 月 24 日）によると、LG エレクトロニクスのロ

ードマップ（製品開発計画）では、OS（基本ソフト）にアンドロイド 2.3 を採用した「LG Prada 

K2」と呼ばれる端末を開発する計画があり、LG の高輝度の「NOVA ディスプレー」などが

採用されるとの推測が広がっていたという。同情報サイトは、アンドロイドの新 OS「アン

ドロイド 4.0」が両社の新たなコラボ製品に採用される可能性が高いと予想している。 

 

 両社は 12 月 14 日にロンドンで開催したイベントで、新たなコラボレーション携帯端末

「PRADA phone by LG 3.0」の詳細を発表した。 

 

 なお、LG エレクトロニクスは 11 年 2 月にスペインのバルセロナで開催された移動通信

関連イベント「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）」で、11 年の携帯電話販売台数

の目標を前年比 30％増の 1 億 5,000 万台と発表している。このうち、スマートフォンの売

り上げは前年の 4 倍に引き上げ、売り上げ全体の 20％、収益全体の 50％に相当する 3,000

万台以上を目標にしている。 

 

 

2. 鉱業・金属 

 

(1) 韓国－ポスコ、家電大手ゴレニエと長期契約 

2011 年 10 月 28 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の鉄鋼大手ポスコはこのほど、スロベニアの家電大手ゴレニエと家電用鋼板供給で長

期契約を結んだ。今回の契約を足掛かりに、欧州市場での販売をさらに強化していく方針

だ。また、研究開発ではドイツのヘルムホルツ・ツェントルム・ゲーストハフト研究所と、

軽量素材の最適利用やその加工技術の研究開発で協力することで合意した。 

・長期契約で安定した販売目指す 

 ポスコが欧州の家電メーカーから長期供給契約を獲得したのは今回が初めて。10 月 28 日

に結んだ。契約を足掛かりに、欧州での販売を一層強化する。 

 

 ゴレニエは冷蔵庫や洗濯機などを生産する家電大手で、ポスコによると、ドイツのボッ

シュ・シーメンス・ハウスゲレーテ（BSH）や、スウェーデンのエレクトロラックスなど

と並ぶ、欧州家電市場の上位 5 社の 1 つ。ポスコは同社から 2008 年に初めて受注を獲得し 
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たものの、不定期な取引にとどまっていた。 

 

 ポスコは今回の長期供給契約により、家電向けの電気亜鉛めっき鋼板や冷間圧延炭素鋼

板を、欧州に安定して販売できるようになる。保管や輸送などの物流サービスを改善する

ため、スロベニアのコペル港にある物流拠点「ポスコ ESDC（Europe Steel Distribution Center）」

を活用する計画で、同拠点を生かしてゴレニエ以外の欧州家電メーカーとも取引を拡大し

ていく方針だ。 

 

・ドイツの研究所とは軽量素材の最適利用などで協力 

 研究開発面では、ドイツのヘルムホルツ・ツェントルム・ゲーストハフト研究所が 11 月

8 日、軽量素材の最適利用やその加工技術についてポスコと協力することで合意し、覚書

（MOU）を交わしたと発表した。同研究所の学術的な研究活動とポスコの生産ノウハウを

生かし、マグネシウム、チタン、アルミニウムなどの軽量素材技術の研究や、革新的な溶

接技術、膜技術、回生エネルギーシステムの研究などで協力する。 

 

 自動車や航空機向けの軽量素材や、回生エネルギーシステム向けの新技術は、産業界が

直面する非常に大きな課題だ。同研究所にあるマグネシウム・イノベーション・センター

のカール・ウルリヒ・カイナー所長によると、今回の提携ではマグネシウムシートの生産

プロセスを最適化し、より幅広い分野で有効活用できるようにすることを目指すとしてい

る。 

 

 マグネシウムは現在、自動車分野では主に鋳造部品として投入されているが、ドアやシ

ートなどの大きな部品には、圧延加工したマグネシウムシートを成形加工する方が有効だ

とされている。今回の提携ではそれぞれのノウハウを持ち寄り、ツインロールキャスティ

ングと呼ばれるマグネシウムシート製法について研究するほか、高品質な合金や鋼板の腐

食防止技術を重点的に研究する。 

 

 12 年 2 月に開くワークショップでは、双方の代表が参加し、ツインロールキャスティン

グ技術やマグネシウムシートの素材などについて発表、議論する。ドイツの自動車関連技

術情報サイト、ATZ オンライン（11 月 9 日）によると、ヘルムホルツ・ツェントルム・ゲ

ーストハフト研究所は約 1 年前から研究用のツインロールキャスティング機械を導入して 
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おり、今回の提携でもこれを活用するという。一方、ポスコもマグネシウムシートの製造

やツインロールキャスティング製法で長年経験を積んでおり、双方にとって最適条件がそ

ろうとしている。 

 

(2) 韓国－ポスコ、欧州での戦略的取り組みを強化 

2011 年 11 月 21 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の鉄鋼大手ポスコは、欧州自動車大手のルノーとフィアットの本社で、同社の製品や

技術を紹介する展示会を開催した。フィアット本社での展示会では、広範囲にわたる技術

協力に関する覚書（MOU）を締結。また、ロシアではポスコ傘下の貿易商社、大宇インタ

ーナショナルが、ロシア国営のナノテクノロジー企業 JSC ロスナノと新技術分野で戦略提

携するための MOU を締結した。 

・欧州自動車メーカーでの技術展示会は初めて 

 展示会は、ポスコの国際的なネットワークや革新的な鉄鋼技術、環境保護への貢献を紹

介するもので、このような展示会を実施するのは欧州では初めて。11 月 9 日（ルノー本社）、

11 月 14 日（フィアット本社）に開かれた展示会には、両社の関連会社も含め計約 400 人が

参加したという（11 月 21 日発表）。 

 

 フィアットでの展示会では同社の調達部門と技術部門から約 10 人の幹部が参加し、広範

囲にわたる技術協力に関する MOU を締結した。両社は、最先端の高強度鋼板を使用した車

体を継続的に開発していくことで合意した。 

 

 ポスコは 3 年前に初めて取引先の企業で技術展示会を開催。ここ 2 年の間に日本の自動

車大手 4 社でも開催している。 

 

・ロシア国営ナノテクノロジー企業と戦略提携 

 一方、ポスコ傘下の貿易商社、大宇インターナショナルはモスクワで 10 月 27 日に、ロ

シア国営のナノテクノロジー企業 JSC ロスナノと新技術分野での戦略提携に関する MOU

を締結した。両社はロシアで今後 3 年間、新技術の開発や投資に関する戦略的協力を促進

することで合意した。 

 

 ナノテクノロジーは原子・分子レベルで物質を操作する技術で、ライフサイエンスや先 
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端産業などの幅広い分野で活用されている。大宇インターナショナルは海外での 45 年間の

ビジネス・ノウハウや関連ネットワークを生かして、ロシアでの新技術の開発や共同投資

プロジェクトへの参加を促進していく。同社は今回の提携が、現地での事業基盤の構築を

後押しすると見込んでいる。 

 

 大宇インターナショナルは 1967 年の設立で、2010 年 10 月にポスコグループに入った。

これを機に、世界トップクラスのトレーダー、インべスター、デベロッパーになるという

ビジョンの実現を目指している。 

 

 

3. 自動車 

 

(1) 韓国－現代自動車、11 年中に欧州市場でシェア 3％目指す    

2011 年 5 月 31 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の現代自動車は、欧州での販売台数が 1977 年の最初の輸出から通算で 500 万台に達し

た機会をとらえて、2011 年中に欧州での市場シェア 3％達成を目指すと発表した。 

 

・現地生産・開発を推進、通算 500 万台を販売 

 現代自動車は 5 月 31 日、欧州での通算販売台数が 500 万台に達したと発表した。1977 年

の欧州での販売開始から、96 年に通算 100 万台、2001 年に 200 万台、05 年に 300 万台、08

年に 400 万台と販売を伸ばし、11 年に 500 万台に達した。特に直近の 3 年間で 100 万台を

売り上げた点を強調している。 

 

 欧州自動車工業会（ACEA）によると、キプロス、マルタを除く EU25 ヵ国にスイス、ノ

ルウェー、アイスランドの 3 ヵ国を加えた欧州市場での現代自動車の新車登録台数は、10

年に前年比 4.7％増の 35 万 8,284 台を記録し、ブランド別で 14 位につけている。新車登録

台数でみた市場シェアは、08 年の 1.8％、09 年の 2.4％、10 年の 2.6％と毎年着実に増加し

ている。 

 

・チェコ工場立ち上げでシェア拡大が加速 

 現代自動車は、07 年に欧州市場向けに開発したコンパクトカー「i30」（C セグメント）
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のヒットが、市場拡大を加速するきっかけになったと分析している。同社は 08 年にチェコ

（ノショビツェ）工場を立ち上げ、「i30」の生産を開始した。「i30」は欧州工場で、欧州の

消費者向けにデザイン、生産された初めての自動車というだけではなく、頭に「i」がつく

シリーズの最初の商品となった。「i30」に続き、小型の「i20」からスポーツ用多目的車（SUV）

「ix35」まで、欧州向けのさまざまなカテゴリーの車種が市場に投入された。なお、「i20」

「ix35」「i40」は、ドイツ（リュッセルハイム）に 04 年に開設した研究開発（R＆D）拠点

で開発されている。 

 

 現代自動車は欧州の消費者の期待に応えるため、チェコ工場の生産台数を 11 年中に 30

万台まで引き上げるほか、ドイツの欧州 R＆D センターで低排出ディーゼルエンジンの開発

を行うなど、投資を継続するという。 

 現代自動車ヨーロッパのアラン・ラッシュフォース上級副社長兼最高執行責任者（COO）

は「500 万台の販売達成は素晴らしい業績で、世界で最も競争が厳しい市場で当社を主要な

プレーヤーに押し上げるものだ。しかし、これはブランド強化の始まりで、11 年中に欧州

市場でシェア 3％を目指す」と述べた。 

 

 また、同社は 11 年 6 月 9 日の ACEA 総会で、会員企業として 12 年からの加入を承認さ

れた。アジアの自動車メーカーの ACEA 加入は、トヨタ・モーター・ヨーロッパに次いで

2 例目。 

 

(2) 中国－長城汽車、イタリアを足掛かりに欧州市場開拓へ    

2011 年 06 月 18 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国の長城汽車は 2011 年 6 月 18 日、小型ピックアップトラック「ウィングル（風駿）5」

343 台を、天津港からイタリアへ初めて輸出したと発表した。2011 年 11 月までに計 2,000

台をイタリアに輸出する予定。 

 

・イタリアに生産拠点設置も検討 

 長城汽車によると、中国から EU へのピックアップトラックの輸出はこれまでガソリン車

だけだったが、今回はガソリン車は 300 台だけで、残り 1,700 台はディーゼル車。中国から

は初めてのディーゼルエンジン搭載のピックアップトラック納入、という点を強調してい

る。 
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 イタリアに輸出する「風駿 5」は、ディーゼルエンジン車でも EU の総合車両型式認定

（WVTA）を取得ており、排ガス基準の「ユーロ 5」をクリアしている。 

 

 長城汽車は、スポーツ用多目的車（SUV）「HAVAL」500 台を 06 年にイタリアに輸出。

これは同社が海外主要市場に初めてまとまった量を輸出したケースになった。10 年にも

SUV の「HAVAL H5」を 2,001 台、同国に輸出している。 

 

 同社は 10 年、イタリアプロサッカーリーグのセリエ A に所属するブレシア・カルチョの

公式スポンサーとなり、イタリアをはじめ欧州市場でのブランド浸透に取り組んでいる。

11 年にはスウェーデンやバルト 3 国にも輸出していく予定で、引き続き欧州市場の開拓を

目指す。 

 また、ブルガリアに SUV の生産工場建設を進めており、今後は、イタリアにも生産拠点

の設置を検討しているという。15 年までに海外の生産拠点を 24 に増やし、50 万台の生産

能力確保を目指す。 

 

 同社は、15 年までに海外の売上高比率を 30％まで引き上げ、海外販売 60 万台を見込ん

でおり、11 年には計 8 万台の輸出を計画している。 

 

(3) 韓国－起亜自動車、初のスポーツセダン出展へ    

2011 年 08 月 19 日 ブリュッセル事務所執筆 

 韓国の起亜自動車は 9 月に開催されるフランクフルト国際モーターショー（IAA）にスポ

ーツセダンのコンセプトカーを出展する。これまでのラインアップにないスポーツセダン

の開発により、新市場の開拓を狙う。 

 

・VW のデザイナーを迎え、デザイン開発を強化 

 起亜自動車は、IAA（9 月 15～25 日開催）に出展するスポーツセダンのコンセプトカー

の外観写真を 8 月 19 日に公開した。4 ドアの後輪駆動モデルで、スポーツセダンは同社に

とって初めてだという。詳細な技術情報や量産化の計画については明らかにしていないも

のの、同社の新しいデザインの方向性を示すモデルだという。このコンセプトカーの外観

は流線型で力強いデザイン。同社は公開された写真では分からない内装について、「洗練さ
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れたエレガントな 4 シートのコックピット」と説明している。 

 

 起亜は 06 年半ばに、高級車メーカーのアウディの親会社フォルクスワーゲン（VW）に

約 25 年間務めた経歴を持つ有名デザイナー、ペーター・シュライヤー氏をチーフデザイナ

ーに迎え、デザイン開発を強化してきた。同氏は、VW の名車「ビートル（カブトムシ）」

のリバイバルモデル「ニュービートル」やアウディのスポーツカー「TT」をデザインした

ことで知られる。 

 

 同氏は IAA に出展するコンセプトカーについて、「どこから見てもエネルギーに満ちあふ

れ、今にも発進しそうな印象を与える」と自信をのぞかせるとともに、「この車は、起亜が

新たな道に突き進む準備が整っているという強いメッセージだ」と強調している。 

 

 ドイツの自動車専門誌「Auto Motor und Sport」（電子版 8 月 19 日）によると、同社は 

今回の IAA に出展するコンセプトカーを量産化する計画はなく、半年後の北米国際自動車

ショー（NAIAS）に第 2 弾のコンセプトカーを出展し、その後、見本市での反応などをみ

て生産計画を検討する方針だという。 

 

・スウェーデンの家具大手イケアの路線を意識 

 同社が今後の事業拡大に向けて、高級車路線を進むかどうかに注目が集まっている。

「Auto Motor und Sport」誌（電子版 8 月 24 日）によると、起亜は今後、高級車メーカーの

路線を進むのかとの質問に対して、先のシュライヤー氏は「（高級化の方向で）確かに大き

な前進を遂げた」と述べる一方、「起亜を高級車メーカーにすることに意味があるかどうか、

あるいは、中級大衆車の方がベターではないか、という命題に取り組む必要がある」と自

問しているという。「私自身は起亜をいつもスウェーデンの家具流通大手イケアと比較する

ようにしている。イケアには一定の品質を満たした良いデザインの家具があるが、高級製

品を販売しているわけではない」と話している。 

 

(4) インド－自動車部品大手 SMR、ハンガリーの第 2 工場を稼働    

2011 年 09 月 06 日 ブリュッセル事務所執筆 

インドの自動車部品大手マザーサングループ傘下の SMR は 9 月 6 日、ハンガリー北西部の

モションマジャルオーバールに建設した第 2 工場を稼働させた。新工場の稼働により、 



Report 3 
    

 

 

ユーロトレンド 2012.1         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
17 

生産能力を従来の 2 倍に拡大する計画で、将来はジュールにある研究開発センターを移管

する方針も示している。 

＜サイドミラーの生産能力を倍増＞ 

 SMR はマザーサングループの関連会社で、2010 年度（10 年 4 月～11 年 3 月）の売上高

は 6 億 2,000 万ユーロ。従業員数は約 3,900 人で、乗用車向けのサイドミラーでは世界市場

で 25％のシェアを持つ。 

 

 第 2 工場は、1995 年にモションソールノクに開設した第 1 工場から約 10 キロの近距離に

ある。SMR によると、第 2 工場では、第 1 工場と同様に乗用車向けのサイドミラーを生産

し、欧州の自動車メーカーに供給する。スタート時の従業員数は 250 人と伝えられる。「ブ

ダペスト・ビジネスジャーナル」紙などによると、新工場は当面、生産能力の 50％に相当

する年 700 万台ペースで生産するという。 

 

 SMR は第 2 工場の稼働により、サイドミラーの生産能力を倍増する計画。将来的にはジ

ュールにある研究開発センターをモションマジャルオーバールに移管し、特定市場の需要

に応え、長期的な競争力を確保するための研究開発体制を強化する方針も示している。 

 

＜企業買収で欧州事業を強化するマザーサングループ＞ 

 SMR の前身はドイツの自動車ミラー製造大手ライター＆シェーフェンアッカー。同社は

00 年に英ブリタックスからミラー事業を買収したが、金融機関から調達した買収資金の返

済が滞って経営危機に陥った。07 年に本社をドイツから法規制の緩い英国に移転。その後、

事業再編の過程で社名をビジオコープとした。ビジオコープは 09 年にマザーサングループ

の傘下に入り、社名を SMR に改めた。 

 

 マザーサングループはこのほか、11 年 7 月にドイツの自動車部品メーカーのペグフォル

ムを買収することでオーストリアのクロスインダストリーズと合意し、欧州事業をさらに

強化した。クロスインダストリーズからペグフォルムの資本の 80％を取得し、残り 20％は

クロスインダストリーが引き続き保有する。 

 

 また、ペグフォルム傘下のドイツの炭素繊維複合材料（CFRP）部品メーカー、ベトエに

ついては、マザーサングループとクロスインダストリーがそれぞれ 50％を保有することで 
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合意した。 

 

 ペグフォルムはバンパー、運転席、ドアパネルなど、プラスチック部品や内装・外装用

の完全なシステムやモジュールなどを生産している。10 年度の売上高は約 14 億ユーロ、従

業員数は約 7,000 人。ドイツのほか、スペイン、ポルトガル、スロバキア、ブラジル、メキ

シコ、中国にも生産拠点を持つ。 

 

(5) 韓国－双竜自動車、世界市場向け戦略車を欧州で披露    

2011 年 08 月 29 日 ブリュッセル事務所執筆 

2010 年 11 月にインドのマヒンドラ・マヒンドラ（M＆M）に買収された韓国の双竜自動車

は 8 月 29 日、フランクフルト国際モーターショー（IAA、9 月 15～25 日開催）に、高級ク

ロスオーバー多目的車（CUV）のコンセプトカー「XIV－1」を出展すると発表した。英国

では 8 月に新たな代理店との契約を締結。英国での販売台数を 13 年までに年間 5,000 台に

引き上げることを目指す。 

・携帯電話で車載機器の操作可能 

 双竜自動車が IAA 出展を発表した CUV のコンセプトカーの名称の「XIV」は、エキサイ

ティング・ユーザー・インターフェース・ビークル（Exciting User Interface Vehicle）を略し

たもので、スマートフォンなどの携帯端末を接続して、車載機器の主な機能を操作できる。

また、すべてのシートを動かしたり、向きを変えたりすることもでき、IT を通じてドライ

バーと自動車との連携を円滑に行える機能が特徴だ。 

 

・英国の販売台数を 13 年までに年 5,000 台に 

 双竜自動車は 8 月 2 日、英国の自動車販売会社バサドン・グループと代理店契約を締結

したと発表した。バサドン・グループは英国内の販売網を 130 店に拡大する計画を打ち出

しており、双竜自動車は同社との契約を通じて、英国市場での販売台数を 13 年までに年間

5,000 台に拡大できると見込んでいる。 

 

 英国自動車製造販売者協会（SMMT）によると、同社の英国での 10 年通年の販売台数は

242 台にとどまり、09 年の 787 台から大幅に落ち込んでいる。経営難に陥っていた双竜自

動車は 10 年 11 月、インドの自動車製造大手 M＆M から 70％の出資を受けることで合意。

M＆M は 11 年 3 月に過半数資本の取得手続きを完了した。 
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 両社は今後、国際市場での販売網拡大や環境に配慮した技術開発を強化していく。M＆M

は、欧州では既に地域統括事務所や部品センターをローマに設けていている。新興国市場

が持続的な成長のカギになるとみており、中米やアフリカ、中国、インドのほかに、中・

東欧諸国でも現地拠点の設置を進めている。 

 

 M＆M は、環境技術では既に EU の排ガス規制「ユーロ 5」に適応したコモンレール式デ

ィーゼルエンジンを開発している。さらに、「ユーロ 6」の基準を満たすエンジンの開発も

進めているという。 

 

(6) 韓国－ハンコックタイヤ、欧州工場からの OE タイヤ供給を拡大    

2011 年 09 月 08 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国のハンコックタイヤがハンガリー工場で生産する高機能タイヤ「Optimo K415」が、起

亜自動車「スポーテージ」に採用された。同工場では、欧州市場向け新車装着（OE）用タ

イヤの供給を拡大しており、今後数年以内に生産本数全体に占める OE タイヤの割合を、現

在の 10％から 20～25％に引き上げることを目指している。 

 

・ハンガリーからの供給で納期を大幅短縮 

ハンコックタイヤは 9 月 8 日、起亜自動車のスロバキア・ジリナ工場向けの高機能タイヤ

「Optimo K415」をハンガリー中部のラーツァルマーシュ工場から供給すると発表した。 

 

 ハンコックタイヤが供給するのは起亜のスポーツ用多目的車（SUV）「スポーテージ」に

装備される OE 用タイヤ。これまでは韓国の工場からスロバキアに供給してきたが、ハンガ

リー工場から出荷することで、納期をこれまでの 45 日から 48 時間以内に短縮する。 

 

 ハンガリー工場では、生産本数全体に占める OE タイヤの比率を現在の 10％から数年以

内に 20～25％に引き上げることを目指し、最新技術導入に向けて投資を拡大、大手自動車

メーカーが求める厳しい条件に対応していく方針だ。 

 

 ハンコックタイヤは 2007 年に首都ブダペストから南に約 60 キロのラーツァルマーシュ

工場の操業を始めた。欧州での OE タイヤ供給は、08 年から現代自動車向けに、09 年から

はフォルクスワーゲン（VW）向けにも行っている。 
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・生産能力も年間 1,200 万本に拡大 

ハンコックタイヤによると、ハンガリー工場の従業員数は現在 1,900 人を超え、乗用車、軽

トラック、SUV 向けに 500 種類以上のタイヤを 1 日当たり 3 万 4,000 本（年間で約 1,000 万

本）生産している。 

 

 ラーツァルマーシュ工場ではさらに 2 億 3,000 万ユーロを投じて、09 年 9 月に工場の拡

張を開始。11 年下半期までに稼働させる予定だ。これまでの投資額は総額で 5 億 5,000 万

ユーロに上る。拡張工事が完了すると生産能力は年間 1,200 万本になる。 

 

(7) 韓国－起亜自動車、12 年から 3 シフト制を導入    

2011 年 09 月 23 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の起亜自動車は 9 月 23 日、スロバキアのジリナ工場で 3 シフト制を 2012 年第 1 四

半期中に導入する計画を発表した。スポーツ用多目的車（SUV）の販売が好調なことや 12

年の新モデル投入に対応した措置で、従業員 1000 人を新規に雇用する。同工場はエンジン 

の生産能力も年 30 万基から 45 万基に引き上げた。 

 

・直接雇用 1,000 人、数千人の間接雇用を創出 

起亜自動車は 3 シフト制の導入により、現行モデルの需要増と 12 年に投入予定の新モデル

に対応する。従業員を新しく 1,000 人雇用する計画で、既に熟練労働者の採用を開始してい

る。すべての採用を年内に終え、12 年第 1 四半期中に 3 シフト制を開始できる体制を整え

る。起亜の直接雇用のほか、スロバキアに進出する関係部品サプライヤーでも数千人の新

規雇用が見込まれている。 

 

 ジリナ工場では現在、SUV の「スポーテージ」、小型多目的車（MPV）「ベンガ」、コン

パクトカー「シード」（5 ドアハッチバック、ステーションワゴン、3 ドアクーペの 3 モデ

ル）を生産している。中でも特に「スポーテージ」の販売が好調だという。 

 

 11 年 6 月までは現代自動車の SUV「ix35」も生産していたが、SUV モデルの販売が好調

なことを受けて、ジリナ工場だけでは対応が難しくなったため、「ix35」の生産を 7 月から

現代自動車のチェコ・ノショビツェ工場に移管した。同時に「ベンガ」の生産をノショビ

ツェ工場からジリナ工場に移管した。双方の工場の生産能力の最適化を図った結果だとし
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ている。 

 

・最大の輸出先はロシア 

ジリナ工場は 11 年上半期に前年同期比 26％増の 13 万 4,000 台を生産。うち、SUV の「ス

ポーテージ」と「ix35」は全体の 60％以上を占めた。輸出先としてはロシアが全体の 21％

で最も多く、英国（10％）、ドイツ（8％）がこれに続いた。10 年の生産は、前年比 52％増

の約 22 万 9,500 台。このうち国内向けは約 1％にとどまった。輸出先はロシアが全体の 26％

で最も多く、ドイツ（10％）、英国（8％）、スペイン（6％）、イタリア（5％）などが続い

た。また、SUV の「スポーテージ」と「ix35」は生産全体の 58％を占めた。 

 エンジンも生産しており、ディーゼルエンジンは 1.4、1.6、1.7 リットルの 3 種類、ガソ

リンエンジンは 1.4 リットル、1.6 リットルの 2 種類で、11 年上半期は 25％増の 19 万 1,000

基を生産した。うち、ガソリンエンジンが全体の半分を占める。また、上半期に生産した

エンジンの 55％以上を現代のノショビツェ工場に出荷した。10 年のエンジン生産は 31％ 

増の約 32 万 900 基だった。ジリナ工場では総額約 1 億ユーロを投じ、エンジンの生産能力

を年 30 万基から 45 万基に引き上げる拡張工事に 10 年 4 月に着手している。 

 

(8) 韓国－現代の燃料電池車が EU の実用試験車に    

2011 年 10 月 04 日 ブリュッセル事務所執筆 

 現代自動車は 10 月 4 日、欧州議会議員や欧州委員会委員、EU 公務員などが同社の燃料

電池車「ix35」のプロトタイプを、2012 年 3 月まで実用試験車として利用すると発表した。

同社は燃料電池車の普及に向けて、北欧諸国やドイツとも協力関係を構築している。 

・15 年までの商用生産に一歩前進 

 現代は 10 月 4 日、同社の燃料電池車「ix35」のプロトタイプが燃料電池水素共同実施機

構（FCH JU）により、実用試験車に選定されたと発表した。実用試験車に選ばれたことで、

欧州議会議員や欧州委員会委員、EU 公務員などに 12 年 3 月まで試験的に利用される。 

 

 FCH JU は、欧州委や燃料電池・水素製造の関連企業、研究機関が 08 年 10 月に設立した

官民共同プロジェクトで、燃料電池・水素を利用した技術の実用化に向け、研究・開発・

実証試験を支援し、15 年までの商業化を目標にしている。 

 

  

http://www.fch-ju.eu/
http://www.fch-ju.eu/
http://worldwide.hyundai.com/company-overview/news-view.aspx?idx=387&&nCurPage=1&strSearchColumn=&strSearchWord=&ListNum=301
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今回の選定により、現代は同社が目指す燃料電池車の商用生産に向けて一歩前進する。FCH 

JU に供給するモデルは、同社の従来の燃料電池車のプロトタイプに比べ、走行距離が 55％

伸び、製造コストを 80％抑えているという。 

 

・デンマークなど北欧諸国やドイツとも協力 

 現代は 12 年までに燃料電池車「ix35」を欧州市場全体で 30 台以上投入することを目指し

ており、北欧諸国などとも協力関係を構築している。 

 

 例えば、現代・起亜グループは 5 月 12 日、デンマークのコペンハーゲン市、燃料電池メ

ーカーH2 ロジック、燃料電池・水素を利用したモビリティーの普及推進団体ヒュドロゲー

ン・リンク（Hydrogen Link）と、燃料電池車の普及に向けたインフラ整備などで協力する

ことで合意し、覚書（MOU）を締結している。 

 

 現代などは合意に従い、デンマーク、韓国の両国で、15 年以降の燃料電池車の販売を目

指して水素燃料供給インフラの整備で協力を開始。両国はモビリティー分野に加えて、そ

のほかの環境技術でも共同プロジェクトなどを通じて、研究とビジネス分野での協力関係

を深めていく方針だ。MOU の調印式には韓国の李明博（イ・ミョンバク）大統領とデンマ

ークのラース・ルッケ・ラスムセン首相（当時）が出席した。 

 

 また、現代はこれに先駆け、1 月末にノルウェー、スウェーデン、デンマーク、アイスラ

ンドの北欧 4 ヵ国と燃料電池車の実証試験を実施する MOU を締結している。ドイツでも 2

月に、政府が支援する水素燃料技術の実用化を目指すプロジェクト「クリーン・エネルギ

ー・パートナーシップ（CEP）」に年内に参加するための交渉開始で合意済みだ。 

  

(9) 韓国－ハンコックタイヤ、ハンガリー工場の拡張完了    

2011 年 10 月 17 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国のハンコックタイヤは、ハンガリー中部にあるラーツァルマーシュ工場に第 2 生産棟

が完成したと発表した。これにより同工場のタイヤ生産能力は年 1,200 万本に拡大する。 

 

・生産能力は年 1,200 万本に拡大 

ハンコックタイヤは 10 月 17 日、ラーツァルマーシュ工場の第 2 生産棟が完成したと発表

http://worldwide.hyundai.com/company-overview/news-view.aspx?idx=365&nCurPage=1&strSearchColunm=&strSearchWord=&ListNum=279
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した。これにより、同工場のタイヤ生産能力は年 1,200 万本に拡大する。700 人以上の従業

員を新規雇用し、全体で 1,900 人となる見通し。 

 

 同社は 2 億 3,000 万ユーロを投資して、2009 年 9 月に第 2 生産棟建設のための拡張工事

に着手した。これでハンガリーへの投資総額は 5 億 5,000 万ユーロになり、同工場の 1 日当

たりの生産能力は 2 倍の約 3 万 4,000 本に拡大する。 

 

 同工場は 07 年に操業を開始。10 年は約 600 万本を生産した。販売は好調で、11 年は 900

万本、12 年には 1,200 万本までの生産拡大を見込む。 

 

 同工場では、乗用車、スポーツ用多目的車（SUV）、軽トラック向けなどに約 500 種類の

タイヤを生産している。半分以上が乗用車向けのラジアルタイヤで、欧州でハンコックタ

イヤの品質の高さについての認知度が高まるとともに、ウルトラ・ハイパフォーマンス・

タイヤ（UHPT）の需要も伸びているという。 

 

 ラーツァルマーシュ工場では、ドイツの自動車大手のフォルクスワーゲン、韓国の現代

と起亜に新車装着（OE）用タイヤを供給している。OE 用タイヤは現在、総生産量の約 10％

にすぎないが、今後はさらに増加する見通しだ。 

 

・欧州市場は好調な伸び 

ハンコックタイヤの 10 月 18 日発表によると、11 年第 3 四半期決算の地域別売上高は、欧

州が前年同期比 33.2％増の 40 億 300 万ウォン（1 ウォン＝約 0.07 円）となり、大幅に伸び

た。 

 

 また、欧州で UHPT の売上高は前年同期比 41.0％増の 11 億ウォンとなった。同社の UHPT

売上高全体の 32.7％に当たる。 

 

(10) 中国－安徽安凱汽車、ロンドン五輪向けバスを受注    

2011 年 10 月 11 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国の安徽安凱汽車（本社：安徽省合肥市）は 10 月 11 日、2012 年夏に開催されるロン

ドン五輪向けのバスを受注したと発表した。同社は国外事業を強化しており、世界各国で 
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車両型式認証を取得している。 

 

・EU 主要市場で初めての受注 

安凱客車（アンカイ・バス）ブランドのバスを製造する安徽安凱汽車は、欧州ではルーマ

ニアやハンガリーへの輸出実績があるが、EU の主要市場で受注するのは今回が初めて。 

 

 「チャイナ・デイリー」（10 月 8 日）によると、発注したのは英国の観光バスツアー運営

会社のビッグ・バス・ツアーズで、2 階建てバス 34 台を発注した。 

 安徽安凱汽車のプレスリリースによると、同社が製造したプロトタイプは英国の車両型

式認証機関である VCA や VOSA の許可を既に取得している。 

 

 安凱客車は 1997 年に設立され、中・大型バスや車台を製造している。輸出は 2007 年か

ら開始。これまでに、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリア、サウジアラビア、

アラブ首長国連邦、イラン、エジプト、ルーマニア、ハンガリー、米国、南米諸国などで

販売している。サウジアラビアにはスクールバスを 3,000 台、ロシアに 280 台のバスを輸出

した実績を持つ。 

 

・世界各国の車両型式認証を取得 

 同社は国外事業の強化に向け、世界各国で車両型式認証を申請しており、米国運輸省

（DOT）の認証やオーストラリアのデザイン規格（ADR）、ロシアの国家標準規格（GOST

－R）、中東の湾岸協力会議（GCC）認証のほか、欧州でも 2 モデルが EU 共通の型式認証

ECWVTA を取得している。 

 

 同社は、長距離バスや観光バス、都市バスのほか、空港向けバスや輸送・観光用の 2 階

建てバスなどの特殊用途車両と車台も製造している。高級バスでは、ドイツのダイムラー

のバス製造子会社エボバスの「セトラ（Setra）」ブランドと提携し、「ANKAI SETRA」シリ

ーズを販売している。 

 

 

(11) 中国－長城汽車、オランダ応用科学研究機構と戦略提携で合意 

2011 年 11 月 15 日 ブリュッセル事務所執筆 
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長城汽車は 11 月 15 日、オランダ応用科学研究機構（TNO）と戦略提携することで合意し

た。安全性能の向上などで TNO から技術や規制に関するサポートを受け、安全性などの厳

しい基準を導入している欧州市場での競争力を高めるのが狙い。また、ブルガリアに建設

中の組立工場が間もなく稼働し、欧州市場での販売を本格的に開始する。 

・安全技術などの初期設計や R＆D で協力 

 今回の戦略提携により、両者は事故を未然に防ぐアクティブセーフティー、事故が起き

た際の被害を軽減するパッシブセーフティーの安全技術、排ガス技術、代替燃料技術など

の初期設計や研究開発（R＆D）で協力する。また、長城汽車が欧州に技術センターを設立

する計画についても意見交換していく。 

 欧州や米国は自動車の衝突安全性や排ガス規制に厳しい基準を導入している。長城汽車

は技術センターを設立して、安全性を迅速に高め、ハイエンドな国際市場で競争できる体

制を構築していく方針だ。 

 

 TNO のレオ・クストゥース所長は今回の提携について、「長城汽車の欧州での安全性に関

する R＆D の取り組みに率先して協力し、自動車の衝突や歩行者保護のような試験プロジェ

クトで技術的な支援を提供していく」と説明。また、TNO は EU の衝突安全性に関する法

制の策定委員会のメンバーとして、新たな規制に関する情報などを提供し、長城汽車の R

＆D 戦略を支援していく。 

 

・ブルガリア工場が 12 年 2 月から稼働予定 

 長城汽車は欧州事業の強化に向け、ブルガリア北部のロベッチにノックダウン方式の組

立工場を建設している。同工場は現地のリテックス・モーターズとの合弁で、年産能力は 5

万台。主に、小型車「騰翼（Voleex）C10」、ピックアップトラック「風駿（Wingle）5」、ス

ポーツ用多目的車（SUV）の「哈弗（Hover）H6」を生産する計画だ。 

 

 同社のマーケティング統括責任者は、広州で 11 月 22～29 日に開催されたモーターショ

ーでドイツの「フランクフルター・アルゲマイネ」紙に対し、ブルガリア工場はほぼ完成

しており、2012 年 2 月から生産を開始するとの見通しを明らかにした。1 年目は 8,000 台を

生産する計画で、ルーマニアやトルコへも輸出する計画だという。将来的には北欧市場 

も開拓し、15 年にはスウェーデンとノルウェーに販売先を広げ、さらに英国へも販売を拡

大する意向を明らかにした。 
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4. 環境・エネルギー 

 

(1) 中国－サンテックパワー、ドイツで個人客開拓へ    

2011 年 08 月 13 日 ブリュッセル事務所執筆 

太陽光発電モジュールメーカー大手のサンテックパワー（本社：江蘇省無錫市）はこのほ

ど、ドイツのプロサッカーチーム「TSG 1899 ホッフェンハイム」のメーンスポンサーにな

った。個人客開拓のため、知名度向上が狙いだ。 

・プロサッカーチームのメーンスポンサーに 

中国の太陽光発電モジュールメーカー大手のサンテックパワー（尚徳太陽能電力）は 8 月

13 日、ドイツのプロサッカーリーグ（ブンデスリーガ）のチーム「TSG 1899 ホッフェンハ

イム」のメーンスポンサーになった、と同チームのホームゲーム前の記者会見で発表した。

国際的にも注目を集めるブンデスリーガ・チームのスポンサーになることで、知名度の向

上につながると期待している。 

 

 サンテックパワーは日本でも 5 月末に千葉ロッテマリーンズとスポンサー契約を締結。

同チームが建設する新たな室内練習場に、太陽光発電システムを設置することで合意して

いる。 

 

 ブンデスリーガでは、中国のソーラーパネルメーカーのインリーソーラー（英利緑色能

源）も FC バイエルン・ミュンヘンのスポンサーになっている。 

 

 「ハンデルスブラット」紙（8 月 15 日）によると、サンテックパワーの欧州事業を統括

するジェリー・ストックス氏は今後のドイツ事業について、個人客向けの販売を強化する

方針を示している。これまでは主に、ソーラーパークや法人向けに製品を供給してきたが、

ブンデスリーガのチームのスポンサーになったことが、個人客向けの事業展開の後押しに

なるという。 

 

・依然として重要な欧州市場 

サンテックパワーは欧州事業の拠点をスイスのシャフハウゼンに置く。同社の 2010 年の決

算報告書によると、売上高は約 29 億ドル、そのうち欧州向けの製品供給が全体の 66％を占 
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めた。11 年は米国やアジア・太平洋・中東・アフリカ向けの供給が増える見通しで、欧州

向けシェアは減尐するものの、依然として 53％を維持すると予想している。ストックス氏

は「ハンデルスブラット」紙に対し、欧州向けの製品は中国と米国の工場から供給してい

るが、欧州に工場を建設することも検討していると語った。 

 

 欧州事業では、1 月にドイツ電機大手のシーメンスと太陽電池（PV）モジュール供給で

包括契約を締結。既にシーメンスから 80 メガワット（MW）を超える受注を確保した。ま

た、イタリアでは、太陽光発電大手 2 社から屋上に設置するルーフトップ向けの PV モジュ

ールを、今後 2 年間に計 175MW 供給する契約を 10 年に獲得している。 

 

(2) インド－タタ・スチール、英製鋼所の生産強化    

2011 年 10 月 10 日 ブリュッセル事務所執筆 

インド鉄鋼大手のタタ・スチールは英製鋼所の生産を強化する。洋上風力発電設備向け鉄

鋼資材の需要拡大に対応するための措置で、鋼管を製造するハートルプール製鋼所に 200

万ポンド（1 ポンド＝約 122 円）を投資する。既に 2010 年 8 月、同製鋼所に鋼板を供給す

るスコットランドのダルゼル工場に 800 万ポンドを投資すると発表している。 

  

・洋上風力発電設備向け需要拡大に対応 

 タタ・スチールは 10 月 10 日、ハートルプール製鋼所に 200 万ポンドを投資すると発表

した。洋上風力発電設備向け鉄鋼資材の需要拡大に対応するため、拡張工事を 10 月に開始

し、11 年春に完了する予定。 

 

 また、ドイツ鋼管メーカーのアイゼンバウ・クレーマー（EBK）とも、製品の供給や需

要拡大への対応に協力することで合意した。両社は、タタ・スチールのスカンソープ製鋼

所またはダルゼル製鋼所から鋼板の供給を受け、ハートルプール製鋼所で直径 400 ミリ以

上の鋼管を生産する。 

 

 タタ・スチールは生産能力増強により、ハートルプール製鋼所をジャケット基礎と呼ば

れる洋上風力発電設備の支持構造に使用する鋼管の主力生産拠点とする計画。 

・既にスコットランド工場の鋼板生産能力を拡大 

 タタ・スチールは 10 年 8 月、今回の投資に先駆けて、スコットランドのダルゼル製鋼所 
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の生産能力を拡大する計画を発表した。800 万ポンドを投資して、洋上風力発電設備の基礎

構造や、発電所の建設、重機、石油・ガス業界向け製品に使用する鋼板の生産能力を強化

する。 

 

 タタ・スチールの欧州事業のマーケティングを統括するクリス・エリオット氏は生産能

力の拡大について、「急速に成長している再生可能エネルギー分野も含めたさまざまな市場

の需要拡大に対応する措置だ」と説明。英国政府が今後 10 年で洋上風力発電所を大幅に増

やしていく方針を示していることから、英国だけでも洋上風力発電設備の基礎やタワー向

けに今後 10 年間で約 600 万トンの需要が見込める、との見通しを示している。 

 

 タタ・スチールの欧州部門は英・オランダ系鉄鋼大手のコーラスを前身としている。タ

タ・スチールはコーラスを買収して 07 年 4 月に子会社とし、10 年 9 月にはコーラス・ブラ

ンドを廃止してタタ・スチールに統一した。 

 

 


