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１．中古車販売台数の推移 
 

（1）種別中古車販売台数の推移 

 
2007 年の中国における中古車（四輪車）販売台数1は 244.9 万台となり、前年比 146.9%と大きく増

加している。2003 年以降、年々中古車販売台数は増加しており、この 4年間で中古車販売台数は 3倍

を超える規模に拡大した。 

この販売台数の増加を牽引しているのは乗用車である。トラック、バス、４ＷＤについても増加傾

向が続いているが、乗用車についてはそれらを上回るペースで増加を続けている。2007 年では、この

乗用車販売台数は四輪車全体の販売台数の 52.9%を占めるに至った。 

中国では乗用車を中心として新車販売台数が急増している。現在のところ、乗用車の買い替えサイ

クルは 5～6 年と言われており、中古車発生台数は更にペースを速めて増加することは間違いない。

一方、中国における経済成長とそれに伴う所得の増加により、自動車に対する需要も大きくなると考

えられ、中古車市場が活性化することは想像に容易い。 

そのような中、業界団体である“中国自動車流通協会”では、2008 年における中古車販売台数は

425 万台にまで拡大すると試算している。後にも述べるが、中国では業販が一般化されておらず、こ

の販売台数は消費者の手に渡った実質の小売台数に極めて近いため、現在 260 万台程度と推定される

日本の中古車小売台数2を 2008 年には上回ることとなる。 

 
【車種別中古車販売（取引）台数の推移】               単位：千台（下段は前年比） 

（ ）内前年比 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

乗用車 
337.1  

（‐） 

459.2 

（136.2%） 

531.9 

（115.8%） 

819.3 

（154.0%） 

1,295.3 

（158.1%） 

トラック 
196.0 

（‐） 

285.0 

（145.4%） 

332.7 

（116.7%） 

360.0 

（108.2%） 

455.4 

（126.5%） 

バス 
233.8 

（‐） 

344.8  

（147.5%） 

396.0 

（114.8%） 

453.3 

（114.5%） 

644.5 

（142.2%） 

４ＷＤ車 
14.6 

（‐） 

21.8 

（149.3%） 

26.0 

（119.3%） 

34.5 

（132.7%） 

53.8 

（155.9%） 

四輪車計 
781.5 

（‐） 

1,110.7

（142.1%） 

1,286.6

（115.8%） 

1,667.1

（129.6%） 

2,449.0

（146.9%） 

出所：中国自動車流通協会（各年 1 月～12 月） 

                                                  
1 この中古車販売台数は中国自動車流通協会による全国主要中古車交易市場における取引台数の集計であり、実数として

はこの数値を上回る中古車が取引されていると考えられる。2005 年は全国 275 ヵ所、2006 年は全国 255 ヵ所、2007 年は

全国 355 ヵ所の交易市場における取引台数の集計値。 
2 矢野経済研究所「中古車流通総覧 2007 年版」より 



 - 2 - 

【車種別中古車販売台数の推移】 
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出所：中国自動車流通協会 

 
 
（2）中古車取引単価の推移 

 
中古車（四輪車）の取引単価を見ると、2007 年平均で 4.20 万元であるが、 も取引台数の多い乗

用車に限って見ると、平均 5.11 万元である。 

この取引単価を 2006 年と比較すると、全ての種別において上昇している。一方で、2006 年と 2007

年の年式別中古車販売比率を見ると、年式（車齢）が“3年以上 10 年未満”の車両比率が低下し、“10

年以上”の車両比率が上昇している。 

このように中古車取引台数が増加している中、平均車齢が上昇しながらも取引単価が上昇している

ということは、中古車流通市場が極めて活発化していることを表していると言えよう。 

 
【2006 年から 2007 年にかけての車種別中古車販売価格の推移】 

乗用車：5.11乗用車：4.90

トラック：2.87トラック：2.57

バス：2.90バス：2.58

４ＷＤ：9.25４ＷＤ：9.18
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出所：中国自動車流通協会 
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【車種別中古車取引単価】（2006 年）            （取引台数、取引金額の下段は構成比） 

 乗用車 トラック バス ４ＷＤ車 四輪車計 

取引台数 

単位：千台 

819.3 
（49.1%） 

360.0 
（21.6%） 

453.3 
（27.2%） 

34.5 
（2.1%） 

1,667.1
（100.0%） 

取引金額 

単位：億元 

401.48 
（62.5%） 

92.56 
（14.4%） 

117.10 
（18.2%） 

31.67 
（4.9%） 

642.81
（100.0%） 

取引単価 
4.90 万元 
≒73.5 万円 

2.57 万元 
≒38.6 万円 

2.58 万元 
≒38.7 万円 

9.18 万元 
≒137.7 万円 

3.86 万元 
≒57.9 万円 

出所：中国自動車流通協会（1 元≒15 円で換算） 

 
【車種別中古車取引単価】（2007 年）            （取引台数、取引金額の下段は構成比） 

 乗用車 トラック バス ４ＷＤ車 四輪車計 

取引台数 

単位：千台 

1,295.3 
（52.9%） 

455.4 
（18.6%） 

644.5 
（26.3%） 

53.8 
（2.2%） 

2,449.0
（100.0%） 

取引金額 

単位：億元 

661.49 
（64.3%） 

130.73 
（12.7%） 

187.09 
（18.2%） 

49.76 
（4.8%） 

1,029.07
（100.0%） 

取引単価 
5.11 万元 

≒76.6 万円 
2.87 万元 
≒43.1 万円 

2.90 万元 
≒43.5 万円 

9.25 万元 
≒138.7 万円 

4.20 万元 
≒63.0 万円 

出所：中国自動車流通協会（1 元≒15 円で換算） 

 

 
【年式別中古車販売比率の推移】 

34.57%
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59.53%
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出所：中国自動車流通協会（二輪車・その他含む） 
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（3）地区別中古車販売台数の推移 

 
中国は 4直轄市（北京・天津・上海・重慶）、23 省（台湾含む）、5 自治区（内モンゴル・寧夏回族・

新疆ウイグル・広西チワン族・チベット）、2特別行政区（香港・マカオ）で構成されているが、台湾・

香港・マカオを除く 31 地区における 2007 年の中古車販売台数を見ると、“広東省”が 47.5 万台と

も多く、“北京市（34.2 万台）”、“浙江省（27.1 万台）”、“上海市（21.1 万台）”と続く。 

“広東省”については過去の推移を見ても上位地区であったが、2006 年から 2007 年にかけて販売

台数が 16.8 万台増加したことで、他地区を大きく引き離し中国 大の中古車市場となっている。 

4 位の“上海市”については、ナンバープレートの総量規制が行なわれているため限定的な市場の

中での中古車取引を強いられており、2006 年の 3位から順位は低下している。 

吉林省については、2006 年より大幅に販売台数が伸びているが、これは集計対象の交易市場が増加

したためである。 

 
【地区別中古車販売（取引）台数の推移】        単位：台（下段は前年比） 

    

2007年
順位

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

73,703 225,980 161,614 307,256 475,232

－ 306.6% 71.5% 190.1% 154.7%

115,561 144,509 187,716 322,289 342,168

－ 125.0% 129.9% 171.7% 106.2%

55,208 108,053 136,686 180,253 271,354

－ 195.7% 126.5% 131.9% 150.5%

144,692 154,393 165,545 222,295 211,308

－ 106.7% 107.2% 134.3% 95.1%

6,790 6,051 6,564 454 195,744

－ 89.1% 108.5% 6.9% 43115.4%

136,053 141,177 114,525 113,913 134,534

－ 103.8% 81.1% 99.5% 118.1%

33,160 37,313 61,650 89,405 131,716

－ 112.5% 165.2% 145.0% 147.3%

56,653 66,753 76,600 95,868 106,635

－ 117.8% 114.8% 125.2% 111.2%

12,591 22,414 30,204 50,240 96,548

－ 178.0% 134.8% 166.3% 192.2%

6,817 28,501 35,174 47,872 71,819

－ 418.1% 123.4% 136.1% 150.0%

23,339 38,834 43,313 53,954 69,023

－ 166.4% 111.5% 124.6% 127.9%

254,591 345,131 430,648 422,076 551,506

－ 135.6% 124.8% 98.0% 130.7%

919,158 1,319,109 1,450,239 1,905,875 2,657,587

－ 143.5% 109.9% 131.4% 139.4%

福建省

合計

その他地区

1位

2位

3位

広東省

北京市

浙江省

11位

4位

5位

6位

7位

上海市

8位

9位

10位

吉林省

山東省

河南省

雲南省

四川省

江西省

 
出所：中国自動車流通協会「中国汽車流通月報」（二輪車・その他含む） 
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２．中古車流通政策 

 
（1）中古車関連の所轄政府部門と関連団体 

 

自動車に関連する政策には多くの政府部門や委員会が関係しているが、現在自動車流通市場に関す

る主管部門となっているのは、商務部とその配下の庁や局である。 
以下に主な政府機関を示しているが、その他に車両購入税、増値税の徴収を行なう税務総局や道路

税の徴収を行なう交通部等が存在する。 
 
【中古車関連の主な政府機関の役割と機能】 

政府機関名 

（省レベルの機関名） 
主要機能 

商務部 

（地方商務庁局） 

自動車流通業界の主管であり、中古車取引市場（交易市場）経営者の監督管理と認可お

よび中古車取引業の監督管理、記録報告を受け持つ。省レベルの商務主管部門からの中

古車取引データの収集と定期的な全国の中古車流通情報の社会への公開を行なう。また、

中古車輸出入3に関する監督管理を行なっている。 

国家発展改革委員会 
中国におけるマクロ政策を担当しており、自動車業界に対しては業界全体の中長期的な

政策（自動車産業発展政策 等）を立案、公布している。 

公安部 

（地方公安庁局） 

自動車の安全運行に関する監督管理と法執行を受け持ち、公安機関交通管理局が中古車

の移転登録手続きを行なう。 

国家工商行政管理総局 

（地方工商局） 

企業の経営に関する監督管理と法執行を受け持ち、交易市場公司、中古車販売企業等の

法人格登録を行なう。 

 
 
そのような中、中古車関連の団体として、商務部の直轄団体である中国自動車流通協会が存在する。 
この中国自動車流通協会は、政府部門であった国内貿易部汽車流通課が前身となる団体“中国物流

与采購連合会”に属しており、中国における新車中古車を含めた自動車流通市場の把握と管理を行な

うだけでなく、関連法規の起案を行なうなど、政策運営の一端を握る、業界と政府部門との調整窓口

となっている。 
 
【中古車関連団体】 

団体名 所在地 

中国自動車流通協会 北京市西城区月壇北街 25 号 

                                                  
3 現在、“自動車取引政策”によって中古車の輸入は原則禁止されている。“対非居住者長期滞在旅客出入国自己使用物品

監督管理便法”に基づき、長期滞在者用の車両輸入のみ認められている。一方、中古車輸出については国内需要が大きい

ため、ほとんど行なわれていない。 
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（2）中国における法令法規 

 

中国における法令法規は、～法、～弁法、～政策といった様々な名称を持つと同時に公布元機関も

多岐にわたり、同名称の法規においても強制力を持つものと持たないものが存在するなど複雑な形態

となっている。また、中国の法令法規は中央政府による法令法規と各地方政府による法令法規によっ

て成り立っている。 

2000 年 7 月 1 日に施行された「中華人民共和国立法法」の第 71 条規定では、“国務院各部、委員会、

中国人民銀行、会計監査署および行政管理機能を備える直轄機構は、法律および国務院の行政法規、

決定、命令に基づき、当該部門の権限範囲内で規則を制定することができる”とあり、法律または国

務院の行政法規、決定、命令に反さないとう条件で部門規則を各部門委員会が制定する権利を有して

いる。 

各省や市においても独自に規則を制定することが可能となっているが、その内容は「中華人民共和

国立法法」の第 64 条第 3項で以下のように規定されている。 

 

「地方性法規は、以下の事項について規定を定めることができる 
1.法律、行政法規の規定を執行するために、当該行政区域の実情をふまえ、具体的に規定する事項を定め

なければならない。 

2.地方性事務に属する場合には、地方性法規の事項を制定しなければならない。 

第 8 条に規定する事項を除き、その他の事項で国がまだ法律または行政法規を制定していない場合は、ま

ず地方性法規を制定することができる。国が制定した法律または行政法規に効力が生じた後、地方性法規

と同法律または行政法規が接触する場合その規定は無効となり、制定機関は、適時改正または廃止しな

ければならない。 

 

なお、第 8条により規定されている法律のみで制定できる事項とは以下の 10 項目である。 

1. 国家主権に関わる事項 

2. 各級人民代表大会、人民政府、人民法院及び人民検察院の発生、組織及び職権に係る事項 

3. 民族区域自治制度、特別行政区制度、基層群衆自治制度 

4. 犯罪及び刑罰 

5. 公民の政治権利の剥奪、人身の自由を制限する強制措置及び処罰 

6. 非国有財産に対する徴収 

7. 民事基本制度 

8. 基本経済制度及び財政、税収、税関、金融及び外貿の基本制度 

9. 訴訟及び仲裁制度 

10. 全国人民代表大会及びその常務委員会が法律を制定しなければならないその他の事項 
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このような形で各地方政府においても法令法規が定められることとなるが、中央政府が指針（法案）

を作成し法制化した後、各地方政府がその法令に基づきながら、各地方の実態に合わせた形で地方規

則を法制化する流れとなっている。 

結果として中国における法令法規については以下表の通り 5 区分に分類できる。ただし、“政策”

については強制的効力を持つものと持たないものが混在している。 

 
【法令法規の区分】 

 法律 行政法規 行政規則 通達 政策 

名称 法 
条例、令、弁法、細

則、決議、規定等 
弁法/規定等 通知/標準 政策 

決定 

機関 

全国人民 

代表大会 
国務院 

各部門委員会 

各省市政府 

各部門委員会 

および配下の司/局 

国務院 

各部門委員会 

強制、既定法に抵触

不可 

強制、既定規則に

抵触不可 

強制、既定通達に抵

触不可 

強制的なものと指導

性のものがある 性質 
強制 

最上級 
第 8 条により規定されている法律のみで制定できる事項は制定不可 

適用 

範囲 
全国 全国 全国もしくは地方 全国 全国 

 
法令法規の強制力については、「中華人民共和国立法法」の第 78～第 88 条の関係規定により、憲法

を頂点として法律、行政法規、地方法規、国務院部門規制および地方政府規制という階層が成り立っ

ている。 

 

【中国における法令法規の階層（枠内は該当する主な名称）】 

  

法律

行政法規

地方法規

部門規制、地方規制

法

条例・令・弁法・細則・決議・規定

強

弱

強
制
力

憲法

弁法・規定

弁法・規定 通知、標準、政策
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（3）中古車流通に関連する法令法規 

 

中古車流通に関連する主な法令法規としては、“自動車取引政策”、“中古車流通管理弁法”、“中古

車取引規範”が存在する。 

 

【中古車流通に関連する主な法令法規（中国全土対象）】 

法令・法規名 

（施行日） 
公布機関 概要 

中古車流通管理弁法 

（2005-10-1） 

商務部、公安部、国家工

商行政管理総局、国家税

務総局 

中古車流通市場の活性化と健全な発展に向けた規定を行な

う行政規則 

中古車取引規範 

（2006-3-24） 
商務部 

「中古車流通管理弁法」に基づき、 “中古車販売業者”、

“中古車ブローカー”、“競売業者”、 “中古車交易市場

経営業者”における中古車取扱行為についての規範を明示し

た通達 

自動車取引（貿易）政策 

（2005-8-10） 
商務部 

中古車を含む自動車販売、自動車部品販売、廃棄自動車取引、

自動車輸出入等を始めとする自動車流通市場における指針

を示した強制的政策 

 
 
①中古車流通管理弁法 

 

中古車の取引規範の策定、今後の中古車市場発展の道筋を包括的に規定している弁法。当弁法の施

行により、それまでの中古車取引を規制管理していた「中古車取引管理弁法（1998 年公布）」、「中古

車査定管理業務の規範化に関する通知（2004 年公布）」、「中古車市場管理の強化に関する通知（2004

年公布）」は廃止となった。 

当弁法の主たる内容は以下の 4点が挙げられる。 

 
【103-06(601)．中古車流通管理方法（二手车流通管理办法）】 

商務部、公安部、工商総局、税務総局 2005 年第 2 号令 2005.10.1 

 
Ａ．中古車市場における取引主体の明確化と市場機能の多様化促進 

これまでは「中古車取引は中古車交易市場の中で行われなければならない」と定められていた

ため取引市場への参入が限られていたが、「弁法」においては自動車ブランド販売会社などにも中

古車業務取扱いへの門戸を広げた。 

また、これまで取引市場では仲介行為しか認められていなかったが、売買や競売を認めるなど

市場機能の拡大を図った。弁法においては中古車取引において“売買”、“競売”、“仲介”、

“査定”の 4つの経営行為を認めた上でそれぞれを定義付けしている。 
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Ｂ．中古車取引における規範化とルールの明確化 

    車両に関する虚偽情報は消費者の財産的な損失や生命の危険を招くことにつながる。そのため、

中古車の売買企業は車両に関する情報を明確にした上で、車両の性能と品質を保証し、アフター

サービスを行わなければならないと定め、中古車取引の規範化を図った。 
    また、中古車市場経営会社が販売や競売を行う際には税務機関の監督の下に作成された統一規

格の領収書を購入者に発行する義務を定め、税の徴収管理を強化するなど、ルールの明確化を図

ったものとなっている。 
 
Ｃ．中古車査定業務の管理強化 

    「独立した第三者機関であること」、「専門の中古車査定要因を 3 名以上擁していること」等、

中古車査定機関を設立するための要件を定めた。 

    また、中古車査定機関に対して、査定業務の際に「車両査定報告書」の発給を義務付け、その

内容について法的責任を負うことを定めるなど査定業務の管理を強化した内容となっている。 

 
Ｄ．中古車情報システムの確立 

  「弁法」においては、「中古車流通情報の報告・公表制度を整備し完備させていく」ことが明文

化されている。中古車交易市場経営会社と中古車経営主体に対して、中古車取引台数や取引高な

どの情報を所在地の商務主管部門を通じて、省レベルの商務主管部門に報告することを義務付け

た。その後、国務院商務主管部門がこれらの情報を集計した上で全国における中古車の流通情報

を一般公表するものとした。 

 

 

②中古車取引規範 

 
中古車取引規範は中古車流通管理弁法に基づいて制定された細則的法規であり、中古車流通管理弁

法の内容をより詳細に規定したものとなっている。中古車市場における取引主体双方の合法的権益の

保護を目的としており、中国国内において中古車取引及び関連活動に従事する場合に適用される。 

本規範では経営行為に関して規定した各章において、下記の 3点が明記されている。 

 

・車を譲る側（売主・委託者）に対して身分証明や車両情報の合法性の証明の義務付け 

・販売・仲介・競売の各経営行為主体者に対して車両情報の適正な記入の義務付け 

・各経営行為主体者に対して、取引成立後の統一領収書の発行と取引事実通りの価格記入の義務付け 

   

このことから、中古車流通管理弁法の特徴の中でも特に「中古車取引における規範化とルールの明

確化」の徹底を図った法規である。なお、各章の主な内容は下記の通りである。 

 

【105-06．中古車取引規範（二手车交易规范）】  商務部公告  2006 年第 22 号   2006.3 

 

第１章 総則 

取引をするために必要な条件、取引前、取引時、取引後のそれぞれにおいて必要な手続きそれ
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に伴い必要となる書類などが規定されている。 

    取引に必要な条件として、売主の身分証明や車両の合法性が記されており、売主にはそれを証

明する書類の提出を、中古車経営主体にはその照合を義務付けている。 

 

第２章 買付及び販売 

主に買付や販売において中古車販売会社が果たすべき義務を明記している。 

    販売前に車両を整備することや車両情報を明示することのほか、使用年数 3 年以内または走行

距離 6 万キロ以内の車両に関しては、エンドユーザーに 低 3 ヶ月または 5,000km の品質保証を

提供することを義務付け、消費者の権益を守っている。 

また、税務機関が監督する統一領収書の発行を義務付け、税の徴収管理強化を図っている。 

  

第３章 仲介 

中古車仲介機構に関する義務を記している。 

仲介会社を通して中古車を売買した場合には、中古車交易市場経営者が国家税務機関監督の統

一領収書を発行することを規定している。 

    また、個人名義での仲介行為を禁止しているほか、仲介会社による中古車の買付や販売、手数

料以外の費用の徴収も禁止している。 

 

第４章 競売 

   競売に関する義務を記している。 

   中古車競売や関連の仲介サービスを行う際に、「競売法」および「競売管理方法」の関連規定に

従って行わなければならないということが明記されており、競売を行う際の委託者、競売人、買

主それぞれの義務などが記されている。また、ネット上で競売する際の規定も記している。 

    委託者に対しては必要書類を提出させて身分証明をはっきりさせることや、出品車両の技術情

報に関して真実の情報を提供することを義務付けている。 

競売人に対しては事実通りに車両情報を記入することや、その情報を車両の見えやすい位置に

貼付すること、 低 2 日以上の車両展示期間を設けることなどを義務付けている。また、中古車

販売統一領収書の発行と事実通りの競売成立価格の記入義務も明記している。 

 

第５章 直接取引 

中古車直接取引に関する規定が記されている。 

中古車直接取引をするためには完全な民事行為能力を備えていなければならないとし、民事行

為能力がない場合には法定代理人が必要であることを明記している。 

また、売主に身分証明を義務付けるとともに、中古車交易市場経営者には中古車販売統一領収

書の発行と事実通りの取引成立価格記入を義務付けている。 

中古車交易市場経営者に対しては市場管理規則を制定した上で、市場環境や取引秩序に対し責

任を負うことや、取引成立後に買主からクレームがあった場合のクレーム対応など消費者権益を

守る義務を明記している。 
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③自動車取引（貿易）政策 

 
流通という観点から、統一された、開放的、競争的、秩序ある自動車市場を構築し、自動車産業の

健全な発展を推進していくための政策である。第 4 章が中古車流通政策に関する内容となっている。 

この中で中古車の取引や名義変更手続きの簡素化を図りながら、取引における規範化を図っていく

としており、中古車の品質管理強化と良質のアフターサービスの提供を中古車販売業者に指導してい

くということを示している。 

一方、経営主体には、まず中古車査定機関に技術的な車両情報（事故暦の有無）などを記した「車

両査定報告書」の発給を義務付けている。また、販売・競売会社には「機動車登記証書」、「機動車走

行証」、「有効な自動車安全技術検査合格マーク」、「車両保険証」、「税・費用納付済み証」を備えた車

両でなければ販売を認めないとし、買主の権益保護を明確に義務付けている。 

その他、中古車競売と査定業務に参入する際には、省レベルの商務主管部門の承認が必要なことも

明記している。 
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（4）自動車の登録抹消制度と検車制度 

 
中国における自動車の登録抹消に関しては、国務院によって 2004 年 5 月 1 日に施行された「中華

人民共和国道路交通安全法実施条例」によって定められている。それにより、自動車および二輪車の

登録抹消は“新規登録”、“変更登録”、“移転登録”、“登録停止”、“抹消登録”に分けられている。 

 

《新規登録》 

ナンバープレートおよび機動車走行証受領時に行われる。登録時の必要証明書は、“所有者の身分

証明”、“請求書等の車両購入（由来）証明”、“自動車メーカー出荷合格証明もしくは輸入証明”、“車

両購入税の納付証明もしくは免税証明”、“強制保険加入証明”が必要となる。 

 
《変更登録》 

既に登録されている自動車において、“所有者の住所変更”、“車体色の変更”、“エンジン交換”、“車

体およびフレーム交換”、“自動車メーカーが品質不良により完成車を交換”、“営業用車両を非営業用

車両もしくは非営業車両を営業車両へ変更”のいずれかが発生した場合に行われる。なお、変更登録

時の必要証明書等は、“所有者の身分証明”、“自動車登記証書”、“機動車走行証”、“中古車取引領収

書”が必要となる。 
同市内（省内）における変更登録の場合はその管轄の交通管理局（公安部）における電子データ上

の操作によって行われる。しかしながら、市外（省外）への変更登録の場合は、移転元である各市（省）

の交通管理局より車両登録データを紙ベースで取り出し（取り出した交通管理局からは登録データが

消える）、その紙ベースの車両登録データを移転先の市（省）の交通管理局へユーザー等が提出する

ことで変更登録が行われる。 
 

《移転登録》 

既に登録されている自動車の所有権が変更される場合に行われる。移転登録時の必要証明書等は、

“所有者の身分証明”、“所有権移転の証明”、“自動車登記証書”、“機動車走行証”が必要となる。 
 
《登録停止》 

所有者が登録状態を停止し、所有者が登録状態を停止し、所有権を残すときに行われる。この登録

停止は日本における“一時抹消”に当たるが、軍隊用車両から民間用車両に移行される際に使用され

る程度に止まっており、中古車として流通する車両は登録停止状態ではなく登録状態のまま使用、取

引されることが多い。 
日本における“一時抹消”は、中古車販売業者が在庫商品として車両を持つ場合や、個人が鑑賞用

もしくは長期にわたる保管等走行用ではないが所有物として持つ場合に、税金の発生を止めることや

職権抹消を防ぐことが目的となっているが、中国の中古車販売は個人と個人の間に仲介者を通じて販

売されることが多く（所有権は個人から個人へ移転）、登録停止状態が長期にわたる車両が少ないこ

とや、道路税の月割り還付が少ないことが影響して“登録停止”は活用されていないようである。 
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《抹消登録》 

所有者が車両を廃棄する場合、盗難等により車両が滅失した場合に行われる。自動車の廃棄を行な

う際は、ユーザーが交通管理局より自動車廃棄証明の発行を受けた後、認定解体業者へ使用済自動車

を有償もしくは無償で引渡す。その時に認定解体業者より廃車回収証明が発行され、その廃車回収証

明を基に初めて抹消手続が行われ、登録上から車両が抹消登録されることとなる。 

車両が滅失した場合は交通管理局に“所有者の身分証明”、“自動車登記証書”を提出することで抹

消登録されることとなる。 

このような抹消登録の中には“強制抹消”というシステムが存在する。これは、検車（下記参照）

を受けなかった車両が本来受けるべき検車日から2年後に自動的に登録から抹消されるシステムのこ

とである。強制抹消後は再登録することも可能であるが、検車日から 3 年未満の車両では 200 元、3

年以上の車両では 2,000 元のペナルティが発生する。 

中国の強制抹消と同様のシステムは日本にも“職権抹消”として存在し、継続検査満了より 3年以

降の車両について所有者へ催告後に職権で永久抹消を行なうものである。 

 
《検車制度》 

登録抹消とは異なるが、中国では日本の車検に当たる“検車”が存在する。小型非営業性自動車（乗

用車）は登録後 6年以内の車両は 2年ごと、15 年までの車両は 1年ごとに検車を受ける。自動車強制

廃棄標準により規定されている 15 年を超える車両は 6 ヶ月ごとの検車に合格することで使用期間の

延長ができる（20 年を超える車両は 3 ヶ月ごとの検車）。この検車時期については、その他車種によ

り期間は異なる。 

なお、検車については 1 度の検査で 10～150 元（約 150～2,250 円）の費用が発生し、仮に検車を

通さずに運転しており公安機関による取締りを受けた場合、公安機関によって車両が差し押さえられ、

200 元（約 3,000 円）以上 2,000 元（約 30,000 円）以下の罰金が課せられることとなる。 

日本の車検制度は、乗用車は初回が登録後 3年、その後は 2年ごとに車検を受ける必要がある（貨

物車は初回が登録後 2 年、その後は 1 年ごと）。日本では車検を自動車整備会社や販売会社に委託す

ることが多く、税金等の法定費用と車検整備費用などを合算すると、車種や実施場所にもよるが車検

費用は平均 12 万円前後である。このように高額の車検費用が発生するため、車検を機に自動車を買

い替える消費者が多いわけであるが、中国では車検費用が自動車購入費用と比べると極めて安価なた

め、自動車購入のキッカケとはなっていない。 
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【中国と日本の登録抹消制度と検車制度の比較】 
中国における登録関連種別 日本における類似種別 

1 新規登録 新規登録 

2 変更登録 変更登録 

3 移転登録 移転登録 

4 登録停止 一時抹消登録 

5 抹消登録 永久抹消登録、輸出抹消登録 

6 強制抹消 職権抹消 

7 検車制度 車検 

 
中国と日本における登録抹消制度を比較すると登録制度的には大きな違いはないが、その中で異な

る主な点として、以下の 3点が挙げられる。 

 

・ 日本の抹消登録には“永久抹消登録”と“輸出抹消登録”が存在し、解体のための抹消

登録なのか輸出のための抹消登録なのかが把握できるシステムが存在する。 

・ 日本では全国の車両データが自動車登録検査業務電子情報処理システム（通称：MOTAS）

で電子化管理されている。一方、中国では市外（省外）への登録地移転の際に行われる

“変更登録”時に車両の登録データがデータベースから一時失われるため、移転先の交

通管理局へ“変更登録”の届出を行わない際、登録情報が存在しない車両が発生するこ

ととなる。 

・ 検車（車検）にかかる費用に大きな格差があり、日本では自動車買い替え契機になるが

中国ではならない。 

 

なお、中国で自動車を保有するに当たって発生する税金や費用としては、道路税、自動車使用税、

強制保険、車両購入税（車両購入時）が存在する。所有権が移転した時点（移転登録）や抹消登録、

登録停止を行い、登録が解除された時点で旧所有者（登録停止の場合は所有者）にはこれらの支払い

義務はなくなる。 

車両購入時を除く道路税、自動車使用税は支払い督促が来るわけではなく、ユーザー自らが交通管

理局へ出向いた上で支払うこととなる。税金の不払い発覚時にはペナルティが課せられることとなる。

強制保険については加入していないと検車を実施することができず、支払い後に発行される支払い済

証を自動車フロントガラスに貼り付けることが義務化されている。 

 
【自動車を保有するに当たって発生する税金等】 

発生費用 詳細 

1 道路税 1,320 元/年（1、3、12 ヶ月単位で支払可能、登録解除時還付あり） 

2 自動車使用税 排気量別 200～500 元程度/年 （登録解除時還付なし） 

3 強制保険 980 元/年 （登録解除時還付なし） 

4 車両購入税 車体価格（増値税含まず）×8.3% 
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３．中古車取引状況 

 
（1）中古車取引の中心となる交易市場 

 
1998 年までの中国では、中古車流通に関する政策がなく、公用車やトラック（商用車）を中心に取

引されていた。その後、乗用車の販売台数が増加してくる中で、1998 年に“旧機動車交易管理弁法（中

古車取引管理弁法）”が公布され、中古車の取引は政府（市・省含む）に認可された中古車交易市場

で取引を行なわなければいけないという規定が設けられた。その後交易市場を中心とした中古車流通

施策が講じられていたわけであるが、2005 年に公布された“中古車流通管理弁法”により中古車流通

市場は法的にオープンな市場となり、交易市場外での中古車取引が認められただけでなく、外資系企

業が中古車市場に参入することが認められた。 

 

交易市場とは商品を取扱う業者が集積している取引市場である。多くの交易市場はショッピングモ

ールにも類似しており、自動車のみならず、花木、家具といった様々な商品がそれぞれに特化した交

易市場で取引が行なわれている。交易市場の経営企業は商品を取扱う販売店や業者を自分の交易市場

へ誘致し、場所貸しを行なうことで家賃収入を得ており、これが現在の主な収益源となっている。消

費者にとっては 1 ヵ所に商品の取扱業者が集積していることで、商品の選択肢が拡がるだけでなく、

取扱業者間において競争原理が働くため、価格交渉を有利に進めることができるという利点が存在す

る。対して交易市場に入居する業者にとっては、先述した利点を背景に集まる消費者に商品が販売で

きるという“交易市場の集客力”が 大の利点となっている。 

 

自動車に関する交易市場は、新車取引が中心に行なわれる“自動車交易市場”と中古車取引が中心

に行なわれる“中古車交易市場”が存在する。“自動車交易市場”では新車ディーラーや二次代理店

等により新車を中心に取引が行なわれてきたわけであるが、拡大する中古車市場に参入するべく中古

車を取扱う業者（販売店）を誘致する交易市場が増加しており、現在は主要な“自動車交易市場”の

ほとんどが中古車の取扱を行なっている。 

現在、“自動車交易市場”は 500 ヵ所程度、“中古車交易市場”は 670 程度存在するが、一部登録上

で重複しているため、中国における自動車に関する交易市場数は 1,000 ヵ所程度となっている。 

ここでは中古車交易市場について論ずることとするが、中古車交易市場を企業が開設するに当たっ

ては、“中古車流通管理弁法”に基づき、工商行政局において企業登録を行ない、商務部門から認可

を受ける必要がある。その他、都市ごとに場所や交易市場数を規定している“ 大都市商業ネットワ

ーク発展計画”に準じている必要がある。 

そのような中、拡大する中古車市場への参入は新たなビジネスチャンスに繋がるとの見方から近年

中古車交易市場の数は増加傾向にある。しかしながら、中古車交易市場が成功するか否かは、“立地

環境”、“業者誘致力”の 2点に集約され、これらを備えていないところは、今後中古車交易市場間で

の集客競争が激化する中、淘汰されることとなる。既に中古車交易市場の淘汰は始まっており、今後

市場が発展する中で更なる選別が進むものと思われる。 

 

“立地環境”であるが、現在の中国の自動車購入層は比較的都市の中心部に居住する消費者が中心

となっている。加えて中古車を購入する消費者は、初めて自動車を購入するエントリーユーザーが多
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いため、自動車以外の交通手段により中古車交易市場を訪問する必要性が高い。このような理由によ

り、都心部に近い場所での中古車交易市場の開設が好ましいわけであるが、特に経済発展の著しい地

域では不動産価格の上昇から用地の確保が難しい状況となっている。また、地域によっては複数の中

古車交易市場が集中している地域があり、消費者への認知度や利便性を踏まえた上でも、新たな中古

車交易市場が単独で成功するにはそれなりの立地条件を確保する必要性が高い。 

“業者誘致力”であるが、これは“消費者吸引力”と表裏一体である。当然ながら取扱商品の質と

量に魅力がなければ消費者は集まらず、消費者の集まらない中古車交易市場には業者もテナントとし

て入居しない。そのため、中古車交易市場のブランド力も大きく影響することとなり、“業者”と“消

費者”の双方に対してブランド価値を向上させる必要性が高い。そのように考えると、現段階では過

去より取引実績を積み上げている老舗中古車交易市場が新しい中古車交易市場よりも勝っている部

分とも言える。 

また、“業者誘致力”には、名義変更を行なう“公安機関車両管理部門”が入居しているかどうか

も影響する。後にも述べるが、“公安機関車両管理部門”が入居していない中古車交易市場で取引が

成立した場合、“公安機関車両管理部門”が入居する他の中古車交易市場か公安機関交通管理局まで

名義変更のために出向く必要があり利便性が悪くなる。 

交易市場におけるこれらの特性を鑑みると、日本におけるオートオークション会場と極めて近い運

営ノウハウが必要であることが分かる。 

 

先述したように“中古車流通管理弁法”により交易市場外での中古車取引も認められるようになり、

4S 店4を中心に交易市場外で中古車の買取販売を行なう業者も増加しつつある。しかしながら、現時

点においては中古車交易市場での取引が中心となっており、交易市場外での中古車販売は一般的では

ない。その要因は、大型商業集積地での購買を好むという消費者の購買行動も然ることながら、発生

した中古車の流通構造によるところが大きい。その現在の流通構造を中心となり形成している業者は、

“経紀公司”と言われるブローカーが法人化した企業である。 

 

  
上記写真（左）・・北京旧機動車交易市場 

上記写真（右）・・北京亜運村汽車交易市場（新車販売コーナー） 

 
                                                  
4 新車販売、部品販売、アフターサービス、情報フィードバック（顧客管理等）を行なう新車販売店の中国における総称。

現在の日本における新車ディーラーとほぼ同義。 
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上記写真（左）・・宝利捷旧機動車交易市場（広州市） 年間（実質）取扱台数約 2 万台 

上記写真（右）・・広駿中古車交易市場（広州市） 年間（実質）取扱台数約 2 万台 

 

  
上記写真（左右）・・上海旧機動車市場（上海市） 年間取扱台数 6 万台 

 

  
上記写真（左）・・莘庄旧機動車交易市場（上海市） 年間取扱台数 1 万台 

上記写真（右）・・交易市場内の公安機関車両管理部門 
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【主要中古車交易市場リスト】（自動車交易市場含む） 

No. 所在地 市場名 住所

1 北京市 北京市旧机动车交易市场有限公司 北京市 丰台区南四环西路123号
2 亚运村汽车交易市场 北京市 天通苑向北2公里立汤路东侧

3 中联旧机动车经营市场 北京市 海淀区昆明湖南路52号
4 北京东方旧机动车交易市场 北京市 朝阳区姚家园路甲1号东方基业国际汽车城

5 北京欧德宝汽车交易市场 北京市 昌平区回龙观镇欧德宝汽车交易市场

6 北京市京南汽车城 北京市 丰台区南四环260号(马家楼桥东南角)
7 天津市 空港二手车交易市场 天津市 空港国际汽车园区

8 育鹏二手汽车交易市场 天津市

9 天津市和东区二手车交易市场 天津市 和东区

10 天津运达旧机动车交易市场 天津市 河东区卫国道185号
11 畅达旧机动车交易市场 天津市 河东区卫国道

12 汉沽区旧机动车交易市场 天津市 汉沽区河西二经路

13 黒龍江省 哈尔滨旧机动车交易中心 黑龙江省 哈尔滨市 动力区仁家桥车务科对面

14 黑龙江省畅通旧机动车交易市场有限责任公司 黑龙江省 文治二道街１５号

15 牡丹江旧机动车交易中心 黑龙江省 牡丹江市 西安区西十二条路110号
16 安诚二手车交易市场 黑龙江省 佳木斯市 红旗路265号
17 佳木斯市旧机动车交易中心 黑龙江省 佳木斯市 前进区安庆路81号
18 阿城市金都旧机动车交易市场 黑龙江省 牌路大街２８号

19 鸡西市振平旧机动车交易市场有限责任公司 黑龙江省鸡西市城子河区物资城

20 巴彦县旧机动车交易市场 黑龙江省 巴彦镇

21 密山市物资再生利用公司旧机动车交易市场 黑龙江省 密山镇光复街１２４号

22 抚远县寒葱沟镇旧机动车交易市场 黑龙江省 寒葱沟镇

23 桦川县东风旧机动车交易市场 黑龙江省 悦来镇

24 伊春市利民旧机动车交易市场有限责任公司 黑龙江省 前进办事处前卫街

25 伊春市大森林旧机动车交易市场有限公司 黑龙江省 和平路１２３号

26 齐齐哈尔市龙齐旧机动车交易市场有限责任公司 黑龙江省 平阳街２号

27 吉林省 长春华港二手车交易市场 吉林省 长春市西环城路6778号
28 吉林省亚兴旧机动车交易市场有限公司 吉林省 长春市二道区东盛大街２２１８号

29 吉林市旧机动车交易市场有限公司 吉林省 吉林市欢喜路４８８号

30 吉林省源通旧机动车交易市场有限公司吉林市分公司 吉林省 吉林市丰满货运市场

31 磐石市多帮旧机动车交易市场有限公司 吉林省 吉林市磐石市河南街原四七部队院内

32 梨树县金捷旧机动车交易市场有限公司 吉林省 四平市梨树县梨树镇西买卖大街

33 吉林省源通旧机动车交易市场有限公司四平分公司 吉林省 四平市铁东区黄土坑街南桥委八组

34 公主岭市拓华旧机动车交易市场有限公司 吉林省 四平市公主岭市车管所

35 伊通满族自治县万翔旧机动车交易市场有限公司 吉林省 四平市伊通满族自治县伊通镇东营子

36 延边亚联旧机动车交易市场有限公司 吉林省 朝阳川镇东风村

37 遼寧省 沈阳二手车交易市场(金宝台) 辽宁省 沈阳苏家屯金宝台丁香街100号
38 辽宁旧机动车交易中心 辽宁省 沈阳市皇姑区昆山西路240号
39 大连市旧机动车交易市场 辽宁省 大连市 甘井子区龙安路18-5号
40 瓦房店市旧机动车交易市场 辽宁省 大连市 瓦房店市钻石街2177号
41 内モンゴル 内蒙古包头市天德利旧机动车交易市场有限公司 内蒙古自治区 包头市九原区哈屯高勒路

42 自治区 内蒙古通辽市中信旧机动车交易市场有限责任公司 内蒙古自治区 通辽市平安路南段

43 内蒙古赤峰军威旧机动车交易市场有限责任公司 内蒙古自治区 赤峰市松山区五三镇

44 陜西省 西安五龙二手车城 陕西省 西安市西万路车管所北院

45 西安畅通二手车交易市场 陕西省 西安市咸宁东路浐河开发区南段6号
46 陕西西部车城旧机动车交易中心 陕西省 西安市三桥经济技术开发区疏导线58号
47 西安市阿房宫旧机动车交易市场 陕西省 西安市红光路中段16号
48 陕西平安二手车交易市场 陕西省 西安经济开发区尚稷路中段

49 西安市旧机动车交易市场 陕西省 西安市西郊丈八北路中段460号
50 杨凌示范区二手车交易市场 陕西省 杨凌渭惠路交通征稽所巷内

51 商洛市旧机动车交易中心 陕西省 商洛市商州区王巷村

52 渭南市旧机动车交易中心 陕西省 渭南市开发区西潼路西段

53 宝鸡市新发旧机动车交易市场 陕西省 宝鸡市体育场院内

54 宝鸡市旧机动车交易中心 陕西省 宝鸡市金台区东风路51号
55 安康市旧机动车交易中心 陕西省 安康市张岭童德汽车交易市场

56 安康市博信旧机动车交易有限公司 陕西省 安康市江北宴台村4组
57 铜川市旧机动车交易中心 陕西省 铜川市新区正阳路东段

58 榆林市旧机动车交易中心 陕西省 榆林城北五公里处

59 咸阳英捷旧机动车交易中心有限公司 陕西省 咸阳市咸宋路南段

60 咸阳市旧机动车交易中心 陕西省 咸阳市咸宋路1号
61 咸阳市吉祥旧机动车辆交易市场 陕西省 咸阳市咸宋路3号
62 延安市旧机动车交易中心 陕西省 延安市区七里铺街64号
63 延安欣隆二手车交易市场有限公司 陕西省 延安市宝塔区东关

64 汉中市旧机动车交易中心有限公司 陕西省 汉中市汉台区北郊石马坡

65 汉中亚飞二手车交易服务有限责任公司二手车交易市场 陕西省 汉中市汉台区七里店  
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66 山西省 太原旧机动车交易中心 山西省 太原市胜利桥西兴华街汇丰苑小区

67 山西省忻州市宏达旧机动车交易中心 山西省 忻州市

68 山西省车友旧机动车交易中心 山西省 忻州市

69 甘粛省 甘肃省酒泉汽车运输总公司旧机动车交易市场 甘肃省 肃州区西嘉西路２７０号

70 酒泉汽车运输总公司敦煌旧机动车交易市场 甘肃省南环路７号

71 青海省 青海旧机动车交易市场 青海省 西宁市市辖区八一路

72 河北省 河北石家庄旧机动车交易市场 河北省 石家庄市友谊北大街钟家庄钟宏路

73 石家庄旧机动车交易市场置换中心 河北省 和平西路561号
74 石家庄惠利旧机动车交易市场有限公司 河北省 石家庄市桥西区石荻南路２６９号

75 石家庄诚信旧机动车交易市场有限公司 河北省 石家庄市石获南路２６９号

76 河北省旧机动车交易市场 河北省 石家庄市北二环

77 河北工茂旧机动车交易市场 河北省 石家庄市石获南路219号
78 辛集市亨聚达旧机动车交易市场有限公司 河北省 石家庄市辛集市旧城镇潘家庄村

79 辛集市日丰旧机动车交易市场有限公司 河北省 石家庄市辛集市迎宾路北段路西

80 河北技兴旧机动车交易市场有限公司 河北省 石家庄市裕华区翟营南大街南端６５８号

81 河北技兴旧机动车交易市场有限公司井陉分公司 河北省 石家庄市井陉县吴家窑乡前亭村

82 廊坊天成旧机动车交易市场有限责任公司 河北省 廊坊市大厂回族自治县夏垫１０２国道南侧１１７号

83 保定市保联旧机动车交易市场 河北省 保定市省监狱北后辛庄村村东东外环西侧

84 秦皇岛东环旧机动车交易市场有限公司 河北省 秦皇岛市海港区秦山公路北侧高速公路东出口

85 唐山市西外环旧机动车交易市场有限公司 河北省 唐山市路北区西外环旧机动车市场

86 唐山东方旧机动车交易市场有限公司 河北省 唐山市南城工业区

87 唐山市冀东旧机动车交易市场有限公司 河北省 唐山市滦州镇前明碑村南２０５国道南侧

88 河南省 新乡市旧机动车交易市场 河南省 新乡市 建设路

89 新乡市旧机动车交易市场机动车服务中心 河南省 新乡市 人民路西段７７号

90 新乡市旧机动车交易市场和平南路分市场 河南省 新乡市开发区和平路南段４３８号

91 许昌东方旧机动车交易市场有限公司 河南省许昌市魏都区新兴路东段

92 开封市旧机动车交易市场有限公司 河南省 开封市开发区魏都路西段

93 周口市豫东旧机动车交易市场有限公司 河南省 周口市周西路口

94 周口市中原旧机动车交易市场有限公司 河南省 周口市车站路西段

95 周口市宏达旧机动车交易市场有限公司 河南省 周口地区车站路西段

96 驻马店市万安公路附属设施服务有限公司旧机动车交易市场 河南省 驻马店市交通路西段

97 山東省 济南华舜旧机动车交易市场 山东省 济南市天桥区航运路2号
98 山东润华二手车交易中心 山东省 济南市经十西路239号
99 济南华瑞源二手车市场 山东省 济南市西外环68号

100 山东泰圣源旧机动车交易市场 山东省 济南市工业北路72号(开源路1号)
101 山东泺口旧机动车交易市场 山东省 济南市天桥区无影山北路北首2号
102 济南市济北旧机动车交易市场 山东省 济南市 济阳县县城

103 张店旧机动车交易市场 山东省 淄博市 华光路

104 山东临沂旧机动车交易中心 山东省 临沂市育才路与工业大道口西路南

105 山东兰田旧车市场 山东省 临沂蒙山大道与银雀山路交汇处

106 日照市旧机动车交易市场 山东省 日照市

107 潍坊润祥旧机动车交易市场有限公司 山东省 潍坊市寒亭区上海路南段

108 潍坊鸿源旧机动车交易市场有限公司 山东省 潍坊高新开发区卧龙东街以北、志远路以东

109 滕州翔宇旧机动车交易市场 山东省 枣庄市滕州市五里屯转盘北３００米

110 济宁恒正旧机动车交易市场有限公司 山东省 济宁高新区３２７国道北

111 寿光市德隆旧机动车交易市场有限公司 山东省 寿光市幸福路北首路西

112 安徽省 安徽旧机动车交易中心 安徽省 合肥市金寨路43号
113 合肥旧机动车交易市场有限公司 安徽省 合肥市长江西路６６６号

114 六安市旧机动车交易市场 安徽省 六安市磨子潭路35号
115 阜阳市旧机动车交易中心 安徽省 阜阳市颖河西路82号
116 铜陵市旧机动车交易市场 安徽省 铜陵市经济技术开发区

117 安庆市旧机动车交易中心 安徽省 安庆市怀宁县高河镇高河大道

118 淮南市旧机动车交易中心 安徽省 淮南市国庆中路

119 蚌埠市旧机动车交易中心 安徽省 蚌埠市大庆路107号
120 马鞍山市旧机动车交易中心 安徽省 马鞍山市红旗南路

121 马鞍山汽车城旧机动车交易市场有限公司 安徽省 马鞍山市湖西南路１号（开发区汽车城内）

122 巢湖市旧机动车交易市场 安徽省 巢湖市巢湖中路180号
123 宣城市皖南旧机动车交易中心 安徽省 宣城市开发区莲花塘

124 池州市旧机动车交易中心 安徽省 池州市杜坞路6号
125 安庆市皖西南旧机动车交易市场 安徽省 安庆市太湖县人民路129号
126 淮北市旧机动车交易市场 安徽省 淮北市东山路北段

127 黄山市旧机动车交易中心 安徽省 黄山市屯溪区长干东路139号
128 亳州市旧机动车交易市场 安徽省 亳州市南外环路

129 凤阳县商务旧机动车交易市场有限公司 安徽省 滁州市凤阳县刘府镇  
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130 江蘇省 江苏天诚旧机动车交易市场 江苏省 南京市秦淮区

131 江苏省旧机动车交易市场 江苏省 南京市 花园路1-18号
132 南京旧机动车交易市场 江苏省 南京市 大校场路38号
133 南京金飞龙旧机动车交易市场 江苏省 南京市宁南汽车贸易园区

134 徐州市旧机动车交易市场 江苏省 徐州市 三环东路汽配城北

135 苏州市旧机动车交易市场 江苏省 苏州市 城北公路312国道东升立交桥西堍

136 江苏通源旧机动车交易市场 江苏省 苏州工业园区娄葑高新技术示范北区

137 江苏本旺旧机动车交易市场 江苏省 苏州 吴中经济开发区河东工业园内北尹丰路

138 吴江市旧机动车交易市场 江苏省 苏州市 吴江市

139 鸿鑫旧机动车交易市场 江苏省 苏州市 太仓市城厢

140 无锡市旧机动车交易市场 江苏省 无锡市 金城湾路43号
141 宜兴市旧机动车交易市场 江苏省 无锡市 酒滨南路378号
142 常州市旧机动车交易市场 江苏省 常州市 常锡路旧机动车交易市场

143 连云港市旧机动车交易市场 江苏省 连云港市 通灌南路239号
144 扬州旧机动车交易市场 江苏省 扬州市 扬州大桥东首旧机动车交易市场

145 南通市旧机动车交易市场 江苏省 南通市 城港路55号
146 镇江市旧机动车交易市场 江苏省 镇江市 学府路128号
147 宿迁旧机动车交易市场 江苏省 宿迁市 西湖路481号市交巡警支队

148 扬中市旧机动车交易市场 江苏省 镇江市 兴隆镇

149 上海市 上海市旧机动车交易市场 上海市 中山北路2907号
150 上海二手车交易市场 上海市 嘉定区安亭镇墨玉南路1000号
151 莘庄旧机动车交易市场有限公司 上海市 顾戴路3318号
152 上海安亭旧机动车交易市场 上海市 宝山区庙行镇呼兰路525号
153 上海市浦东旧机动车交易市场 上海市 浦东新区御桥路1441号
154 上海百联联合二手车交易市场 上海市 闸北区共和新路3550号
155 上海口岸二手车交易市场 上海市 外高桥

156 崇明旧机动车交易市场 上海市 崇明县城桥镇育麟桥路297号
157 浙江省 杭州旧机动车交易市场 浙江省 杭州市 拱墅区石祥路589号
158 浙江省旧机动车交易市场 浙江省 杭州市 沈半路245号元通汽车广场

159 杭州汽车城旧机动车交易市场 浙江省 杭州市 石祥路589号
160 杭州理想旧机动车交易市场 浙江省 杭州市 余杭区临平迎宾大道68号
161 华浙二手车市场 浙江省 杭州市 艮山东路146号
162 浙江世纪二手车交易市场 浙江省 杭州市 萧山区汽车城兴园路

163 杭州江南二手车交易市场 浙江省 萧山 新塘街道五联村

164 萧山旧机动车市场 浙江省 杭州市 萧山区萧绍东路120号
165 杭州萧山大众旧机动车交易中心 浙江省 萧山 新塘街道行头村

166 嘉兴市汽车商贸园二手车交易市场 浙江省 嘉兴环南路999号嘉兴汽车商贸园

167 浙江元通国际汽车广场 浙江省 绍兴市 袍江工业区中兴大道与康宁路交叉口

168 绍兴市旧机动车交易市场 浙江省 绍兴市 云东路413号
169 上虞市旧机动车交易市场 浙江省 绍兴市 上虞市曹娥街道大三角物资市场内

170 绍兴花为媒二手车交易市场 浙江省 绍兴 104国道南复线福全环岛

171 宁波城南二手车市场 浙江省 宁波市 鄞州区鄞县大道古林段1号
172 宁波旧机动车辆交易中心 浙江省 宁波市 江北庄桥

173 生产资料总公司旧机动车交易市场 浙江省 宁波市 庄桥梅林

174 余姚市旧机动车交易市场 浙江省 余姚市 丰山路370号
175 慈溪市旧机动车交易市场 浙江省 慈溪市 逍林镇环西路329国道匡堰道口往北

176 宁海县旧机动车交易市场 浙江省 宁波市 宁海县桥头胡汽车场

177 温州市二手车交易市场 浙江省 温州市 机场大道屿田段（三维集团东首）

178 温州汽车城二手车交易市场 浙江省 温州市 瓯海大道与蛟凤路交汇处

179 温州市旧机动车交易市场 浙江省 温州市 葡萄棚路车管所北首

180 温州市旧机动车交易市场永嘉分市场 浙江省 温州市 永嘉县瓯北镇河桑村车管所大院内

181 乐清市二手车交易市场 浙江省 温州市 乐清市丹霞路399号
182 瑞安市旧机动车交易市场 浙江省 温州市 瑞安市瑞湖路815号
183 苍南县二手车交易市场 浙江省 温州市 苍南县车管所边

184 永嘉县二手车交易市场 浙江省 温州市 永嘉县车管所边

185 文成县二手车交易市场 浙江省 温州市 文成县樟台排门交警大队内

186 东阳二手车交易市场 浙江省 东阳 城南西路陶村1号楼

187 永康市二手车交易市场 浙江省 义乌市 望道路299号
188 义乌市二手车交易市场 浙江省 义乌市 望道路299号
189 衢州市二手车交易市场 浙江省 衢州市 三衢路877号
190 台州恒通二手车市场 浙江省 台州市 椒江区洪家洪西立交桥北

191 台州方林二手车市场 浙江省 台州市 路南街道方林村

192 台州市旧机动车辆交易市场 浙江省 台州市 黄岩北城华东汽摩交易中心对面

193 湖州江南二手车市场 浙江省 湖州二环西路588号江南机动车交易市场

194 丽水市旧机动车交易中心 浙江省 丽水市莲都区丽青路165号
195 平阳县二手车交易市场 浙江省 平阳县敖江交警大队边

196 泰顺县二手车交易市场 浙江省 泰顺县泰分路78号
197 舟山市旧机动车交易市场 浙江省 舟山市 定海区舟山经济开发区b区新海路111号  
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198 湖北省 武汉旧机动车交易市场 湖北省 湖北省武汉市硚口区汉西北路

199 武汉鑫踏来二手车交易市场 湖北省 武汉市洪山区余家湖公正路特1号
200 武汉市竹叶山汽车市场二手车交易区 湖北省 武汉市汉口黄孝河路特一号

201 湖北绅宝三角旧机动车交易市场 湖北省 武汉市洪山区

202 湖北华中旧机动车交易市场有限公司 湖北省 中北路１８号

203 武汉市沙湖旧机动车交易市场有限责任公司 湖北省 武汉市三角路村２６号

204 天力旧机动车交易市场 湖北省 武汉市

205 武汉黄浦汽车市场 湖北省 武汉市

206 黄冈市蓝天旧机动车交易市场有限公司 湖北省 黄冈市黄州区路口花园村四组

207 仙桃市旧机动车交易市场 湖北省 仙桃市汪洲河路９号

208 湖南省 长沙旧机动车交易市场 湖南省 长沙市 韶山南路131四星客车厂内

209 中南汽车世界 湖南省 长沙星沙中南汽车世界

210 长沙四星旧机动车交易市场 湖南省 长沙市韶山南路637号(井坡子)
211 张家界市旧机动车交易市场 湖南省 张家界市

212 邵阳旧机动车交易市场 湖南省 邵阳市 兴隆坳

213 邵阳市三湘运输有限公司旧机动车交易市场 湖南省 邵阳市双清区宝庆东路华湘公司停车场

214 郴州市五岭旧机动车交易市场有限公司 湖南省 郴州市燕泉北路５２号

215 衡阳市旧机动车交易市场有限公司 湖南省 衡阳市解放西路６２号

216 永州市旧机动车交易市场 湖南省 永州市潇湘西路４６号

217 江西省 江西旧机动车交易中心 江西省 南昌市洪都北大道1218号
218 景德镇市旧机动车交易市场 江西省 景德镇市 景德镇市

219 新余市旧机动车交易市场 江西省 新余市 新余市劳动北路

220 福建省 海峡旧机动车交易市场 福建省 福州市 城门黄山村福泉高速公路入口处南侧

221 亚太旧机动车交易市场 福建省 福州市 连江北路51号
222 厦门市二手车交易市场 福建省 厦门市 枋湖路旧机动车交易市场

223 舫辉旧机动车交易市场 福建省 厦门市 马巷镇环镇路消防中队隔壁

224 泉州旧机动车交易市场 福建省 泉州市 浮桥镇

225 広東省 宝利捷旧机动车交易市场 广东省 广州市 广州大道南1468号
226 广州华南汽贸广场 广东省 广州市 广州大道南1601-1603号
227 广州市广骏二手汽车交易市场 广东省 广州市 新窖中路

228 广州市南洲汽车市场 广州省 广州市海珠区南洲路28号、南洲路33号
229 海印实业集团旧机动车交易市场有限公司 广东省 广州市 沿江东路466号
230 东莞市旧机动车交易中心 广东省 东莞市 东城区莞龙路下桥水果交易市场对面

231 伟豪达旧机动车交易市场 广东省 佛山市 乐从镇325国道水藤路段乐从豪达汽车城内

232 下岱美旧机动车交易市场 广东省 汕头市 澄海区溪南镇

233 江门市旧机动车交易市场 广东省 江门市 环市2路20号新车管所大门侧

234 深圳市百威年旧机动车交易市场 广东省 深圳市龙井东路百威年二手车交易中心

235 深圳市广通旧车交易市场 广东省 深圳市福田区梅林路20号广通大厦（市车管所西侧）

236 深圳市和合旧机动车交易市场 广东省 深圳罗湖区笋岗路仓库第882号仓和818号仓

237 深圳市欧雅二手车交易专业市场 广东省 深圳市福田区红岭中路康泰娱乐城旁城建停车场

238 香蜜湖旧车市场 广东省 深圳市福田区深南大道香蜜湖水上乐园后面联合华鹏汽车广场内

239 深圳市一通旧机动车交易市场 广东省 深圳市西丽车管所侧一通二手车交易中心

240 中东达二手车市场 广东省 深圳市宝安北路华南汽车交易中心

241 澳康达二手车市场 广东省 红岭路与桃园路交汇处澳康达二手车市场1—3层
242 新鹏鑫旧车市场 广东省 深圳市龙井路西丽车管所对面

243 远望旧机动车交易超市 广东省 深圳市罗湖区宝安北路与笋岗路交叉处

244 珠海市汽车贸易有限公司旧机动车交易市场 广东省 珠海市香洲区香洲梅华西路883号
245 海南省 海南省旧机动车辆交易市场 海南省 海口市龙昆南路102号
246 海口旧机动车交易市场 海南省 海口市南海大道

247 三亚旧机动车辆交易市场 海南省 三亚市

248 琼海旧机动车辆交易市场 海南省 琼海

249 儋州旧机动车辆交易市场 海南省 儋州

250 広西壮族 天地人旧机动车交易市场有限公司 广西壮族自治区 南宁市城北区科园大道８号区

251 自治区 桂林市灵川县鑫盛旧机动车交易市场有限公司 广西壮族自治区 桂林市灵川县八里街农副产品批发市场

252 四川省 成都晨明东部汽车城 四川省 成都市五桂桥迎晖路138号
253 成都西部汽车城旧车交易市场 四川省 成都市红牌楼九兴大道4号
254 东华二手车市场 四川省 成都市高新区九兴大道九号

255 成都莱克汽车广场 四川省 成都市高兴区九兴大道长益路98号
256 成都城南旧机动车市场 四川省 成都红牌楼盛世路太平小学侧

257 置信精典汽车二手车中心 四川省 成都市二环路南段

258 四川东华室内二手汽车市场 四川省 成都市红牌楼九兴大道九号

259 阿坝州普兰特旧机动车交易市场有限公司 四川省 阿坝州威州镇岷江路

260 绵阳市旧机动车交易市场 四川省 绵阳市长虹大道北段１２８号

261 自贡市旧机动车交易市场经营服务有限责任公司 四川省自贡市自流井区汇东新区汇川路中段

262 重慶市 重庆汽博中心二手车交易市场 重庆市 北部新区金渝大道99号
263 重庆南坪旧机动车交易市场 重庆市 南坪南路

264 重庆市旧车交易市场 重庆市 南岸区南坪南路

265 马家岩旧车市场 重庆市 沙坪区马家岩旧车市场

266 渝西旧机动车交易市场 重庆市 永川市中山路街道办事处转龙七社（环北路７号）

267 重庆市展宏旧机动车交易市场 重庆市 涪陵区双堡路55号
268 重庆市福万旧机动车交易市场有限公司 重庆市 梁平县梁山镇迎宾路  
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269 貴州省 贵州旧机动车交易中心 贵州省 贵阳市中曹司

270 六盘水市旧机动车交易中心 贵州省 六盘水市

271 雲南省 昆明锦大二手车交易市场有限公司 云南省 昆明市马街镇积善路口

272 昆明旧机动车交易中心 云南省 官渡区前卫镇新科路昆明市交易市场

273 昆明市前卫旧车交易市场 云南省 昆明市官渡区前卫路前卫镇

274 昆明市物资利用总公司二手车交易中心 云南省 昆明市西山区前卫镇前卫路

275 云南车行天下汽车服务广场 云南省 昆明市北市区北辰大道C1幢二楼238—234号
276 云南旧机动车交易中心 云南省 昆明市西郊石咀石安公路上原省报废汽车石咀货场(省汽修一厂旁)
277 昆明万盛物资经贸有限公司二手车交易市场 云南省 昆明市东川区碧云街物资大厦

278 玉溪市物资大厦有限公司二手车交易中心 云南省 玉溪市红塔区明珠路94号物资大厦

279 玉溪大世界程业二手车交易市场有限公司 云南省 玉溪市红塔区太极路延长线

280 曲靖旧机动车交易中心 云南省 曲靖市环城东路中段

281 曲靖市物资再生利用二手车交易市场有限公司 云南省 曲靖市麒麟北路314号
282 楚雄旧机动车辆交易中心 云南省 楚雄市北浦路文体巷3号
283 大理旧机动车辆交易中心 云南省 大理市下关建设西路167号
284 丽江旧机动车辆交易中心 云南省 丽江市古城区象山东路

285 文山州旧机动车交易中心 云南省 文山县新城路三鑫机电城内

286 思茅恒源再生产业有限责任公司 云南省 思茅市翠云区通商北路

287 思茅鸿达二手车交易市场有限公司 云南省 思茅市翠云区宁洱大道16号
288 德宏旧机动车辆交易中心 云南省 潞西市芒市镇复兴路887库
289 红河州个旧旧机动车交易中心 云南省 红河州个旧市建设路198号
290 红河州旧机动车交易中心 云南省 开远市灵泉东路13号
291 临沧旧机动车辆交易中心 云南省 临沧市临翔区洪桥路1号
292 保山旧机动车交易中心 云南省 隆阳区建设路164号
293 西双版纳旧机动车交易中心 云南省 景洪市么龙路6号
294 昭通市旧车交易 云南省 昭通市昭阳区龙泉路164号
295 昭通市新源再生产业有限公司镇雄二手车交易分市场 云南省 昭通市镇雄县乌峰镇环城北路98号
296 怒江旧机动车交易市场 云南省 怒江州泸水县六库镇花桥坝

297 迪庆旧机动车交易中心 云南省 香格里拉县建塘东路

298 红河锦程二手车交易市场有限公司 云南省 蒙自县龙井巷

299 蒙自太华二手车交易市场有限公司 云南省 蒙自县城北郊红河汽车配件厂

300 个旧市顺风二手车交易市场 云南省 红河州个旧市八号洞

301 新彊ウィグル 新疆奇台旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 乌奇公路天和市场汽车区c2-11号
302 自治区 乌鲁木齐市旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 中环路13号赛马场院内

303 喀什金陆旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 喀什地区 机场路

304 巴州万方旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 314国道

305 新疆一州旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道

306 博尔塔拉蒙古自治州利翔旧机动车交易市场有限公司 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京路５０５号

307 新疆通汇市场有限公司旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 米泉市团结路６号

308 乌苏市旧机动车交易市场有限责任公司 新疆维吾尔自治区 塔城地区乌苏市塔城路原布鞋厂院内

309 昌吉市方诚旧机动车交易市场（有限责任公司） 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州昌吉市健康西路活畜市场旁

310 新疆赛博特汽车贸易有限公司赛博特旧机动车交易市场 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市鲤鱼山路２０号  

出所：矢野経済研究所調べ 
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（2）中古車取引市場への参入業者 

 
“中古車流通管理弁法”では中古車取引に関連する業者5の業務行為は、“1.買取販売”、“2.競売（オ

ークション）”、“3.売買の仲介”、“4.査定”の 4点に規定されている（交易市場運営業務を除く）。そ

のような中、それぞれの業務行為に合わせた形で業者は中古車流通市場へ参入していることが多い。

これは、既存の業務行為に合わせた形で“中古車流通管理弁法”が制定されたためである。 

 
業務行為 参入業者 

買取販売 経営公司（中古車販売店） 

競売 競売会社（オークション会社）、交易市場公司（交易市場運営会社） 

売買の仲介 経紀公司 

査定 鑑定評価会社、経営公司、経紀公司、交易市場公司 

 
“買取販売”とは、消費者から車両を買取り、自社在庫車両を持ちながら販売する業務行為である。

日本における新車ディーラー、中古車販売店、買取専門店と同じ形態であり、これらの業務を行なう

業者は“経営公司”と呼ばれている。 
“競売”とは、公開入札取引の仲介業務であり、日本におけるオークション業務と同形態である。

独立したオークション会社もあるが、中古車交易市場を運営する交易市場公司がオークション開催を

行なうこともある。 
“売買の仲介”とは、前所有者と新規購入者との個人間取引を仲介し、手数料収入を得る業務であ

る。現在の中国において主流の取引形態であり、これらの業務を行なう業者は“経紀公司”と呼ばれ

ている。 
“査定”とは中古車の価値鑑定を行なう業務である。日本の場合、中古車の買取り下取りを行なう

業者が通常の業務の範疇内で行なっているが、中国では独立した業務として考えられる向きにある。

この査定業務は査定を専門とする鑑定評価会社だけでなく、経営公司、経紀公司、交易市場公司が行

なっている。第三者的に査定を行なう場合は“鑑定士”の免許が必要となるが、自社取扱車両の買取

（仕入）を行なうだけであれば“鑑定士”の免許は不要である。 

                                                  
5 中古車経営主体と称されている。 
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（3）中古車取引市場の動向 

 
《経紀公司が中心となる中古車販売》 

現在、中国では経紀公司が中心となり中古車の販売が行なわれている。“中古車流通管理弁法”によ

り、経紀公司として登録されていないブローカーの中古車取引については認められていない。中古車交

易市場外での取引も可能であるが、ほとんどの経紀公司は中古車交易市場内において業務を行なってい

る（経紀公司として登録されていないブローカーは交易市場に入居できない）。一方、経営公司につい

ても中古車交易市場内において取引を行なうことが主流となっている。 

このように中古車交易市場での取引が主流となっているが、中古車交易市場において中古車を売買し

ている業者数は経営公司と比較して経紀公司が圧倒的に多い。中国 大の中古車交易市場である「北京

旧機動車交易市場」では約 500 の中古車販売業者が存在しているが、そのうち経紀公司（4S 店の中古車

販売部門は除く）は 90%以上を占めている。また、広州市（広東省）における 大の中古車交易市場で

ある「宝利捷旧機動車交易市場」には約 200 の業者が存在しているが、その 95%程度が経紀公司である。

なおこの経紀公司の家賃は敷地面積と入居する交易市場によって異なるが、中国 大の「北京旧機動車

交易市場」では平均 12 万元/年程度、上海市 大の「上海旧機動車市場」で 2～3 万元/年程度である。 

 
《経紀公司（4S 店除く）の特徴》 

一般的な経紀公司（4S 店除く）は従業員が 2～4 名程度であり、5 台～10 台程度の中古車を交易市場

内に在庫として持ち販売を行なっている6。交易市場外において中古車を販売する経紀公司についても、

交易市場において名義変更をする際に必要な“領収書”を発行してもらう必要があるため、 終的には

交易市場内での取引とみなされる。 

車両の仕入先については、大きく分けて、“個人”、“法人（一部政府機関含む）”、“ブローカー”、“新

車販売店の営業担当者”、“新車販売店”の 4つとなる。本来、経紀公司は“中古車流通管理弁法”によ

って中古車の直接売買を行なってはならず、仲介業務に徹しなければいけないと規定されているが、実

質的には旧所有者から中古車を買取り、消費者へ販売している。その際、名義変更は旧所有者のまま販

売されることが多く、形式的には仲介業務として成り立っている。 

“個人”、“法人（一部政府機関含む）”からの中古車仕入については、独自の人的ネットワークによ

る仕入れが中心となっている。これら対象に対して積極的な営業を行ない、中古車を仕入れている。ま

た、個人からは一部中古車販売時の下取車も入庫している。 

“ブローカー”からの仕入については、それらブローカー（経紀公司含む）が自身で小売することが

難しいと判断した車両を他の経紀公司へ転売もしくは販売委託することで発生する。 

“新車販売店の営業担当者”からの仕入は、新車営業担当者が営業職の職権として下取車両を経紀公

司を含むブローカーへ横流し（買い替えユーザーの紹介含む）することである。現在、新車を購入する

消費者はエントリーユーザーが多いといえども、自動車を購入することの可能な消費者はまだ限られて

いることもあり、4S 店やその他新車販売店7での新車販売時には下取車両が一定数発生していると見ら

れる。現在の日本では発生した下取車の多くは“新車販売店”そのものに入庫されることが多いが、中

国ではこの横流しが多いのである。その際、新車営業担当者は手数料をブローカーから受け取ることと

                                                  
6 庫車両については交易市場内の敷地に置いているだけでなく、他の場所へ保管している経紀公司もある。その場合は交

易市場内の車両が販売されると、保管場所から代替の在庫車両を交易市場内に持ち込む。 
7 自動車交易市場内や都心部で新車販売を行なう 4S 店以外の販売店は多い。 
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なる。そのため、 終的に新車販売店へ入庫する下取車両は少なく、2007 年における 4S 店における下

取台数は 10 万台程度に止まっている。 

“新車販売店”からの仕入は、“新車販売店”が自社で販売することが難しいと判断した車両を買取

ることやこれら車両の販売委託を受けることによって発生する。 

このように、経紀公司ではネットワークと金銭面を含めた営業力を駆使し、様々な方法で中古車の仕

入を行なっているのである。結果として、“個人”、“法人”、“新車販売店の営業担当者経由”、“ブロー

カー経由”といった個人からの仕入（買取・販売委託）は 80%程度、正式な新車販売店からの仕入（買

取・販売委託）は 20%程度と見られる。なお、経紀公司は相場情報を把握することが可能な場合が多く、

“鑑定士”の資格を持たずとも買取の際に価格提示が行なえるため、“鑑定士”の免許を持っていない

ことも多い。 

販売後のアフターサービスについては、自身で整備工場を有している経紀公司は少ないため、簡単な

補修作業を除き、消費者からアフターサービス需要が発生した場合は、懇意にする整備工場を消費者へ

紹介することが多い状況となっている。ただ、大手の経紀公司では自身で整備するだけでなく、独自に

保証商品を開発し、消費者へ提供するところもある。 

 
《4S 店における中古車販売》 

4S 店の中古車販売部門では、中古車交易市場外で新車を販売し、その際に下取りした車両を交易市場

内の中古車販売サテライト店において販売することが多い。この中古車販売サテライト店は“経紀公司”

として交易市場に入居することが多い。 

そのような中、外資系メーカー（特に日本メーカー）系 4S 店では交易市場外での中古車販売に注力

するところも増加している。広州本田の販売店である「広州本田汽車第一銷售有限公司」では 41 の中

古車販売拠点を持っているが、そのうち 40 店舗は中古車交易市場外（新車販売拠点の隣接地）で販売

を行なっている。このように、4S 店では新車販売店と同じ場所で中古車を取扱ケースが増加している。

また、東風日産については北京市において、新車販売店（4S 店）8 ヵ所が仕入れた車両を集約し、“東

風日産北京販売センター”で集中販売するといった取り組みを行なっており、同様の展開を図る 4S も

増加してくると見られる。 

 
《経営公司の特徴》 

“中古車流通管理弁法”によって経営公司という業務形態が認められているものの、その数はまだ少

ない。また、中古車交易市場外へ出店する経営公司はほとんど存在しない。これは経営公司における仕

入方法が経紀公司の仕入方法と大差がなく、後に述べる“課税方式”等によって経営公司を展開するメ

リットが見出し難いためである。 

一方で名義変更に必要な“領収書”を作成することが出来るというメリットだけを活かし、交易市場

外に形式上の経営公司を設立する企業も存在する。そのような経営公司では経紀公司と同様の中古車販

売を行なっておきながら、非常に安価な領収書を作成し、増値税の節税（正確には脱税）を目的に運営

されている。また、経営公司として取引を行なっておきながらも節税を目的として交易市場に領収書を

作成してもらうこともある。 

なお、経営公司は“中古車取引規範”により、使用年数が 3 年以内もしくは走行距離 60,000 キロ以

内の車両については、 低 3ヶ月または 5,000 キロの品質保証を提供しなければいけないと規定されて

いる。 
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そのような中、日本の商社である双日、中古車買取を手掛けるアップルオートネットワーク、中国企

業である北京亜飛汽車連鎖総店有限公司によって立ち上げられた経営公司“中国艾普二手車経営有限公

司”では、中古車販売店を交易市場の集積していない地域で立ち上げ、独自の展開を図っている。この

ような経営公司は現在の中国ではほとんど見当たらず、動向が注目されている。 

 
《増加する競売会社》 

中古車は交易市場内での経紀公司、経営公司による販売が中心であるが、今後の中古車市場の発展を

睨み、競売会社が乱立しつつある。 大の中古車交易市場である「北京旧機動車交易市場」のように、

交易市場公司が競売を開催するケースも存在する。このような中、“中古車流通管理弁法”の公布に合

わせ、2005 年にアメリカのオークション会社マンハイム（Manheim）がアジアにおける活動拠点をタイ

から中国に移し、2006 年より上海を皮切りに競売会場を開設した。現在このマンハイムは、上海、北京、

深圳の 3ヵ所で競売を開催している。 

日本の中古車流通市場では、競売（オークション）を中心として中古車取扱業者が商品を売買し、仕

入れた中古車の小売を行なっているわけであるが、後述するように業販取引が活発化していない中国で

は競売が根付いているとは言い難い状況となっている。「北京旧機動車交易市場」内の競売会場やマン

ハイム、広州国際競売有限公司など比較的大規模な競売会場の実績を見ても、毎週競売を開催する会場

で 1 回当たりの出品台数が 30 台に満たないことが多く、月に 1 度の大規模な競売でも出品台数が 200

台に満たないことが多い（週に 1度開催されることが常態化している日本のオークション会場における

平均出品台数は 2007 年で約 1,600 台/回）。ただ、落札率については 80%程度と高い傾向にある。 

このようにオークションが一般化していないため、個人や中古車取扱業者からの出品車両の誘致が難

しく出品台数が多い状況とは言い難い状況となっている。そのような中、現在の出品車両については、

公用車や企業で使用されていた車両が多くを占めている状況となっている。このオークションへ出品さ

れる中古車については、開始価格を設定する目的で全車査定を受けている。 

 
《需要過多供給不足の中古車流通市場》 

冒頭で見たように、中国での中古車販売台数が急増している中、中古車販売価格も上昇している。こ

れは中古車に対する需要が高いためと考えられるが、その状況を表すように中国では中古車の価値は下

落し難い状況となっている。日本では新車を登録しただけで、自動車の価値が 2割下がるとも言われる

が、中国の場合、車種にもよるが新車販売から 5年経過しても値下がり率は 3割程度に収まることが多

い。しかしながら、近年は新車販売市場の供給過多の状況から新車価格の値下がりが激しく（現在はほ

ぼ下げ止まりに近い状況）、それに伴い中古車と新車との価格差が少なくなっている車種もある。この

ようなことから、“新車は高くない、中古車は安くない”という言葉も聞かれるようになった。 

このような状況下であるが、中古車流通市場は 2007 年から 2008 年にかけても好調な状態が続いてい

る。現時点では明らかに供給が需要に追いついていない状況との声が多く、中古車の平均在庫回転数は

1 回転/月程度の中古車取扱業者が多いという8。そのため、現在の中古車取扱業者にとっては、中古車

の仕入が たる注力ポイントとなり、仕入競争が激化している状況となっている。 

 

                                                  
8 日本では小売に絞って見た場合、在庫回転率は 0.4 回転/月 程度の販売店が多い。 
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《利益率の高い中古車》 

上記のように仕入が激化していると同時に新車との価格差が少ないため、現地の中古車取扱業者から

は利益率が低下しているという意見が多い。しかしながら、車両価格が 15 万元程度の新車（業販仕入

れ）を販売した場合の利益が 1,000～2,000 元程度であるのに対し、7万元程度の中古車を販売して得る

利益は 2,000～3,000 元程度であり、新車と比較して利益率は高い傾向にある。当然、中古車の単価が

高くなればなるほど利益は高くなる傾向にあり、100 万元を越える超高級車の販売では 1台辺り 10 万元

を超える利益を得ることもあるという。また、中古車取扱業者は販売に伴ない、取引費用を消費者から

受け取ることが出来る（10 元から車体価格の 2%までの金額）。 

中国における中古車販売に携わる人件費は地域により差があると思われるが、北京や広州の沿岸部で

3,000 元/月程度である。そのため、中古車販売員は 1人当たり 1月に 1台の中古車を販売すれば食べて

いくことが出来る状況となっている9。 

そのように考えると、利益率が低下しているとはいえ、日本と比較すると中古車は商売としては非常

に儲かる商材であるとも言えよう。この点は中古車 1台の利益が 1人分の月給程度であった、流通構造

が成熟する前の日本と似ている。 

 
《小売と業販の入り混じる取引市場》 

上述した経紀公司、経営公司、オークションにおける中古車販売については、消費者に対する小売と

中古車取扱業者に対する卸売りが混在している。 

このように同一市場において小売と卸売が混在し、地域ごとに傾向が異なる一つの大きな要因として、

“自動車に対する需要の地域格差”が挙げられる。 

経済発展地域の交易市場では、“同一地域内の消費者”、“同一地域内の中古車取扱業者”、“他地域の

消費者”、“他地域の中古車取扱業者”というように購入者を大きく 4つに分けることができる。 

経済発展途上地域では自動車の普及が進んでおらず、所得水準も低い傾向にあるため、価格の安い比

較的低年式（低品質）な中古車に対する需要が高い。対して経済発展地域では自動車の普及が相対的に

進んでおり、所得水準も高い傾向にあるため、比較的高年式（高品質）で価格が高めの中古車に対する

需要が高い。 

経済発展途上地域の消費者は経済発展地域まで直接中古車を購入しに来ることは少ないため、それら

の地域のブローカーを中心とする中古車取扱業者が経済発展地域まで車両を購入しに来ることが多い。

このようなことから、北京、上海では卸売り比率は高い傾向にある。ブローカーは個人名義で購入する

ため確実な統計は取られていないものの、北京 大の「北京旧機動車交易市場」では、販売台数のおよ

そ半数が卸売販売と見られている。一方、同様に経済の発展している広州では卸売販売は 10%程度に止

まっていると見られており、北京、上海と傾向は異なる。 

                                                  
9 日本では 1 人当たり 4～5 台の販売台数が必要である。 
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【中国の経済発展地域における中古車購入者概念図】 

    

経済発展地域で発生した中古車

比較的低品質な中古車 比較的高品質な中古車

経済発展地域

消費者

経済発展途上地域

消費者

経済発展途上地域

中古車取扱業者

経済発展地域

中古車取扱業者

約50% 約50%

購入量多購入量少 購入量少購入量多

約50%

約50%

 
※数値については、「北京旧機動車交易市場」における取引比率概数（2008 年 2 月時点） 

 

小売と卸売が混在しているもう一つの要因は、“業販システムの未成熟”である。日本では業販（卸

売）専用の取引場であるオークションが発展しており、中古車流通市場の軸となっている。しかしなが

ら、中国ではオークションが一般化しておらず、現在開催されているオークションについては出品者、

落札者ともに消費者と中古車取扱業者が混在している。 

そのような中、個別の中古車取扱業者同士の車両売買や委託販売が存在している。経紀公司や経営公

司が消費者から特定車両を受注した場合に同業者から車両を仕入れる場合がある。また、高価格帯の販

売が得意である業者が低価格帯の中古車を仕入れた場合に低価格帯の販売が得意な業者への販売委託

や車両売却を行なうこともある。 

しかしながら業者間売買台数はまだ少なく、委託販売についても販売業者の利益が少ないことからも

一般化しているわけではない10。 

このように、一般化された業販市場が確立されていないため、中古車取扱業者は消費者と同じ土俵で

中古車を仕入れざるを得ないことが多い。現段階の中国における業販市場はオークション市場が拡大す

る前段階の 70 年代の日本と同様の状態といえる。 

 
《中国特有の名義変更手続き》 

中国における自動車の登録種別については先述したとおりであるが、名義変更方法は“中古車取引規

範”において規定されている。 

名義変更については“公安機関車両管理部門”において行なわなければならない。この“公安機関車

両管理部門” は日本の陸運支局のように、各行政区に 1 ヵ所設置されており、全国に約 350 ヵ所存在

するが、自動車交易市場（中古車交易市場を含む）に出先機関を設けている場合もある11。この出先機

関は中古車流通市場の歴史的変遷上の行政との関係（取り組み）の中で誘致ができている交易市場とそ

うでない交易市場が存在しており、交易市場の利便性に影響を与えている。 

名義変更を行なうには、中古車取引を行なったことを証明する“領収書”が必要になるが、この“領

                                                  
10 託販売時の販売業者の利益は 500～1,000 元程度であることが多い 
11 “公安機関交通管理部門”が入居している交易市場は全国に約 170 ヵ所程度存在する 
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収書”が発行できる業者は“中古車流通管理弁法”によって、“交易市場公司”、“経営公司”、“競売会

社”のみと定められている。そのため、中古車交易市場内で取引を行なった経紀公司はその交易市場に

10～1,000 元程度の手数料を払うことで“領収書”を受け取り、“公安機関車両管理部門”において名義

変更手続きを行なう必要がある（出先機関がある交易市場で取引を行なった場合はその交易市場でワン

ストップの名義変更手続きをすることが可能）。交易市場外で取引を行なった経紀公司は、どこかの交

易市場へ手数料を支払い、“領収書”を発行してもらう必要がある。 

交易市場外で中古車を販売した経営公司の場合、必要書類と“領収書”を持って“公安機関車両管理

部門”もしくは出先機関のある交易市場で名義変更を行なう必要がある。 

同様に個人間売買を行なった際は、どこかの交易市場に手数料を払い、“領収書”を受け取り、“公安

機関車両管理部門”もしくは出先機関のある交易市場で名義変更を行なう必要がある。 
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（4）中国最大中古車市場である広東省の状況 

 
先述したように広東省における中古車市場は拡大しており、中国で も大きな市場となっている。こ

こでは広東省における中古車取引状況を確認する。 

 

《中古車市場の活況により高い新中比率》 

広東省における 2007 年における中古車取引台数は広東自動車流通協会発表で 41.19 万台（2006 年

30.84 万台）12であり、新車取引台数（47.83.万台）に迫る勢いで増加している。 

広東省には中古車取扱業者が 2,000 社近く存在しており、2005 年の“中古車流通管理弁法”公布以来、

ブローカーを中心に業者数も急増している。 

【広東省における 2007 年の新車中古車取引比率】 

   

中古車
46.3% 新車

53.7%

新車 中古車
n=89.02万台

 
出所：広東自動車流通協会（二輪車・その他含む） 

 
《６割を占める乗用車取引》 
四輪中古車の種別取引比率を見ると、乗用車の取引比率が 2007 年で 59.5%と広東省における中古車市

場の中心となっていることが確認できる。この比率は中国全体の 52.9%と比較して 6.6 ポイント高く、

2006 年よりも 3.9 ポイント上昇している。 

【広東省における種別四輪中古車取引台数】 

 

55.6%

59.5%

21.4%

20.6%

2.7%

1.9%18.0%

20.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006年
(n=22.77万台)

2007年
(n=31.97万台)

乗用車 トラック バス ４WD車
 

出所：広東自動車流通協会資料を基に矢野経済研究所作成 

                                                  
12 先述した中国自動車流通協会の発表値（47.5 万台）と異なるが、2007 年 12 月の取引台数が加味されていないものと

思われる。 
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《乗用車の取引単価は中国全土と同水準》 
種別の平均取引金額を見ると、乗用車 5.14 万元、トラック 3.65 万元、バス 2.54 万元となっている。

バスの取引金額を除き、中国全土と比較して広東省での平均取引金額が高い状況となっているが、乗用

車の取引単価に大きな差は見受けられない。 

 
【車種別中古車平均取引単価の広東省と中国全土の比較】（2007 年） 

 乗用車 トラック バス 

取引単価（広東省） 5.14 万元≒77.1 万円 3.65 万元≒54.8 万円 2.54 万元≒38.1 万円 
取引単価（中国全土） 5.11 万元≒76.6 万円 2.87 万元≒43.1 万円 2.90 万元≒43.5 万円 

出所：広東自動車流通協会、中国自動車流通協会（1 元≒15 円で換算） 

 
《車齢 3 年未満の高年式車両比率は 3 分の 1を超える》 
広東省で取引の行なわれる中古車の年式別比率を見ると、年式（車齢）が“3 年未満”の比率が 37.64%

と 3 分の 1 を超えており、中国全土と比較すると 3 ポイント以上高い。 
 
【年式別中古車販売比率の広東省と中国全土の比較】（2007 年） 

 

37.64%

34.36%

55.57%

57.59% 8.05%

6.79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

広東省

中国全土

3年未満 3年以上10年未満 10年以上
 

出所：広東自動車流通協会資料を基に矢野経済研究所作成 
 
《中古車吸引力の強い広東省》 
広東省で取引の行なわれる中古車については、広東省以外の外地へ流出する比率は 13.29%に止まり、

残る 86.71%は広東省内での需要に基づき取引が行なわれている13。先に見た北京市 大の中古車交易市

場「北京旧機動車交易市場」では、およそ半数が外地へ流出している状況であるため状況は大きく異な

る。 

また、卸売比率も 10%程度に止まっており、経紀公司や経営公司は直接消費者に対して中古車を販売

することが多いという（委託販売比率は取引量の 22.71%）。 

このように広東省では中古車に対する需要が高いことで、広東省内の消費者向けの取引が中心となっ

ている。 

 

                                                  
13 広東自動車流通協会資料より 
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《広東省における地区別中古車取引量》 

広東省には 21 の行政区があるが、中古車取引比率を地区別で見ると、“広州市”が 26.2%と も高く、

“深圳市”の 23.5%と続く。この 2 つの市で広東省における中古車取引量の約半数をカバーしているこ

ととなる。 

 
【地区別中古車取引比率】（2007 年） 

   

中山市
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仏山市
9.5%

その他
22.7%
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出所：広東自動車流通協会 

 
《広州市における中古車取引概況》 

広東省の中で も中古車取引台数の多い広州市には、中古車交易市場が 7 ヵ所存在しており、この 2

～3年は新設の交易市場はなく、中古車交易市場は飽和状態に近い状況となっている。なお、4S 店の中

古車販売部門を除き、交易市場外に店舗を運営する経営公司は現在のところ広州市には存在していない。 

その中で も取引量の多い交易市場は、「宝利捷旧機動車交易市場」であり、グループの交易市場 2

ヵ所を合わせて広州市内で扱われる中古車の 50%近くを販売している14。この「宝利捷旧機動車交易市場」

には約 200 の中古車取扱業者がテナントとして入居しているが、そのうち 95%以上が経紀公司となって

いる。当交易市場に並べられている在庫車両は 1,500 台（グループを含めると 3,000 台）であるが、概

ね 1ヶ月で在庫は回転している。2002 年に広州市で も早く運営された中古車交易市場のため、知名度

を たる強みとして展開を行なっている。 

広州市において、「宝利捷旧機動車交易市場」に次ぐ規模で中古車を販売しているのは、「広駿中古車

交易市場」である。近年広州市において も取扱台数を伸ばしている交易市場であり、1 月当り 1,300

～1,500 台の中古車の取引が行なわれている。現在、60 強の業者がテナントとして入居しており 600～

700 台程度の在庫となっているが、高い集客力を目当てとした入居待ちの業者が多い様子である。この

ように高い集客力を持つ当交易市場の強みは、“高品質車両が多い”、“消費者向けのプロモーションが

強い”という 2点が挙げられる。テナントの協力を得ることで高品質の高年式車に絞った在庫を揃えて

いるが、テナントにとっても“当交易市場へ高年式車両を展示すれば売りやすい”というイメージが定

着しつつある。 

この中古車需要の高い広州市では、需要の地域差から生じる価格差を利用し、陸送費を負担してでも

北京市や上海市から中古車を仕入れる経紀公司や経営公司も多いという。 

                                                  
14 先に述べた名義変更手続きの関係上、実販売台数と名義変更件数は交易市場内で比例しない場合がある。なお、広州

市で も領収書発行枚数の多い交易市場は「広東汽車市場」である。 
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（5）中国の中古車流通市場における課題 

 
現在の中国における中古車流通市場は、中古車市場が発展する前の日本に似た状況でありながらも、

政策と商習慣の影響により独自の市場を形成しつつあるが、消費者にとって公平かつ信頼性、透明性の

高い中古車流通市場を形成するためには課題も多い。その代表的なものとして、以下3点が挙げられる。 

 

１． 消費者に対する中古車情報の提供量不足 

・ 相場情報提供量の拡大 

・ 査定の高度化 

２． 中古車取扱業者の規範化 

・ 取扱中古車に関する適正な情報開示 

・ 適正業者への中古車の集約 

３． 公平な課税体制の確立 

 

 

①消費者に対する中古車情報の提供量不足 

 
中国では中古車に対する需要が高い一方、中古車に対して不信感を持つ消費者が多い。そのため、購

入者が“相場”と“品質”を把握することは、今後市場が発展していく中で重要な意味を持つ。 

現在の日本における中古車を購入する消費者は、事前に購入候補車両の相場を把握し、それら購入候

補車両を在庫として持つ店舗に訪問し、商談を行うことが多い。そのため品質に関する情報が確認でき

れば、自身の中で適正価格かどうかを判断し、中古車を購入することが可能となっている。しかしなが

ら、中古車交易市場へ直接出向き、膨大な展示車両から購入車両を選択する傾向の強い中国では、“相

場”、“品質”ともに消費者が把握することが難しい状況となっている。 

まず、“相場”であるが、消費者が閲覧できる代表的なインターネット中古車情報提供サイトとして、

“273 中国二手車交易網”、“二手社網”、“51 汽車”、“二度車網”、“易車網”、“中国汽車網”、“太平洋汽

車網”という 7大サイトが存在する。その他、各地域（行政区）に小規模な情報提供サイトが概ね 2～3

社程度存在している。 

 
【7 大中古車情報提供サイト】 

サイト名 中古車情報掲載台数 ＵＲＬ 

273 中国二手車交易網 70,532 台 http://www.273.cn/ 
二手車網 27,956 台 http://www.1775.cn/ 
51 汽車 24,531 台 http://www.51auto.com/ 
二度車網 18,729 台 http://www.2duche.com/ 
易車網 15,171 台 http://www.bitauto.com/ 

中国汽車網 51 汽車とリンク http://www.chinacars.com/ 
太平洋汽車網 二度車網とリンク http://www.pcauto.com.cn/ 

掲載台数は 6 月 16 日現在（矢野経済研究所調べ） 
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無論、各交易市場が独自の情報提供サイトを有していることもあるが、情報提供数が限られることと

なる。また、このような情報提供サイトに対して、自社の取扱う車両情報を喜んで提供する業者が少な

い状況である（現在、プロモーションや情報提供によるメリットが理解され難い土壌である）。そのよ

うな中、情報を提供する業者は、日本を始めとする中古車流通先進国の方式を認知し、独自の取り組み

を行なおうとする 4S 店の中古車販売部門が中心となっており、実際に中古車流通市場の中心となって

いる経紀公司からの提供は少ない状況となっている。 

各中古車情報提供サイトに掲載されている車両は重複している中、 も掲載台数の多い“273 中国二

手車交易網”における掲載台数は 70,532 台となっている15。年間の中古車取引台数からすると非常に少

なく16、掲載車両についても単に車両の写真と取扱業者の連絡先が掲載されているだけで、走行距離や

年式、価格すらも把握できない車両も少なくない。 

このような状況から、車種・状態ごとの相場情報については日頃から中古車の査定と販売を行なって

いる大規模な経紀公司が経験から中古車相場情報を得ているに止まっており、消費者が車種・状態ごと

に細分化された中古車相場情報を得る術がないに等しい状況となっている。 

またこのように相場が明確化しない側面として、査定基準の統一化がなされていないことも大きな要

因となっている。 

今の日本にも統一された査定基準というものは存在しない（日本自動車査定協会による車両価格をベ

ースとした減点方式の査定基準は存在するが、実市場の相場とは乖離する傾向にある）。その代わり、

オークションという価格透明性の高い、業者間取引状況の実態が把握できるシステムが存在する。 

正確な査定を行なおうとすると、“絶対的な査定基準”もしくは“透明性のある取引市場”のどちら

かが存在しない限りは難しい。現在の中国にはこの両者ともに存在していないため、実態に沿った査定

は実際に中古車取引を多く行ない、経験値を持つ業者しか出来ないのである。 

このように実際の車両ごとの取引価格と車両状態がオープンになっていない以上、“どのような状態

の中古車であれば、小売もしくは業販価格の相場はどれくらいである”といった基準を消費者が持てな

いままとなる。加えて、取扱業者による走行メーターの巻き戻しが横行する中、消費者が手にする車両

状態に関する情報も正確な情報とはなり難い状況である。 

そのような中、業界団体である“中国自動車流通協会”では査定基準の統一と査定機関の充実に注力

している。査定士の集まる査定機関を第三者機関として確立させることで、正確な車両状態を消費者が

把握することが可能にしようとしているのである。現在、“中華人民共和国労働・社会保障部”と“中

国自動車流通協会”によって設立された教育機関において、4,000 元の費用を支払い、2 週間の講義を

受けることによって査定士の免許を取得することが可能となっている。ただ、査定の軸となる新車の車

両価格が自動車メーカー（販売会社）の裁量で左右されることを考えると、“絶対的な査定基準”を設

けることは困難であり、日本の査定基準と同じように、需要と供給によって変動する市場の取引相場と

乖離する恐れもある。このように考えると、事故暦、走行メーター巻き戻し暦を消費者が把握できるよ

うな仕組みを確立させながらも“透明性のある取引市場”を創出していく必要性は高い。 

 
 

                                                  
15 “273 中国二手車交易網”へは個人で掲載が出来るため、他のサイトと比較して掲載台数が多い。 
16 日本における 大の中古車情報提供サイトは「goo-net」であるが、掲載台数は 30 万台を超えている。 
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②中古車取扱業者の規範化 

 
中古車の売り手に対する取扱車両の情報開示義務については、“中古車流通管理弁法”の中で規定さ

れている。しかしながら、かつての日本と同様に、中国では走行メーターの巻き戻し、事故暦の隠蔽と

いった消費者を欺く行為が横行しており、消費者が中古車に対して全幅の信頼感を持ちにくい状況とな

っている。当然、これらの事実隠蔽行為については違法であるものの、法執行力が万全でないために情

報公開義務については形骸化しているといっても過言ではない。 

日本の場合は中古車流通業界を健全化するべく、業界団体である“日本中古自動車販売協会連合会”、

“日本走行管理協議会”、“オークション事業者間連絡協議会”等17によって自助作用が働くこととなっ

た。結果として “走行メーター管理システム”が構築されたことで概ね走行メーターの巻き戻し行為

はなくなっている状況となった。事故暦隠蔽等の不正行為についても、消費者の信頼を重視する戦略が

市場内で主流となり、情報隠蔽は得策ではないとの意識が働くようになり、70 年代と比較すると極めて

透明性の高い中古車流通市場が確立されている。 

中国の中古車流通市場が日本市場のように透明性を高めるためには、先述した“消費者への情報量を

拡大させる”、“自助作用を促す”、“不適正業者を排除する”といった施策が必要となる。 

“自助作用を促す”ためには、規範的な販売形態が中古車流通市場において主流となる必要がある。

当然であるが、消費者を欺けば欺くほど取扱業者にとっては短期的な利益へ繋がりやすいため、企業と

しての戦略を持たない業者では自助作用が働き難い。そのような中、4S 店や大手の経紀公司では既に信

頼を重視した販売に注力し、独自の保証商品の提供や積極的な情報開示を行なう業者も存在している。

こういった業者が販売市場のイニシアチブを取ることができれば自助作用は自然と働くこととなるが、

現状では小規模な経紀公司が市場の中心となっているため、短期的な視点で自助作用の活発化に期待す

るのは困難な状態である。 

このように考えると、“不適正業者を排除する”ことが重要となるが、現在のように行政の法執行が

行き届かない中で、実質的に工商行政局への企業登記のみで経紀公司や経営公司の設立が出来るという

状況を考えると現実的ではない。そのため、交易市場公司にそれら交易市場へ出店している経紀公司や

経営公司に対する監視強化を委ねる必要性も高いが、場所貸し代が主な収益源となっている交易市場に

とっては不適正業者の監視強化を行なう意義は商売上薄い。現に交易市場では、クレーム受付部門や市

場管理部門が存在しているが、消費者視点に立って有効な施策を打っている交易市場はないといっても

過言ではない。 

そのような中、中国自動車流通協会では、中古車取扱企業の設立基準を策定しており、今後中古車流

通市場へ参入する業者に対して現在よりも厳しい基準を設けるべく政府へ提言する予定である。 

政策的な論点とずれるが、適正業者へ中古車を集約させることも不適正業者の排除に繋がると考えら

れる。現在の新車販売市場において 4S 店が中心となりつつある今、今後主な中古車の発生源は新車販

売業者となることは間違いないであろう。そのような中、新車を販売する 4S 店等における中古車下取

率は非常に低い。 

正確な数値は不明であるが、新車ディーラーが下取策に注力する前の日本も同様の状態であった。新

車営業担当者が代替車両である中古車を自社へ入庫させず、ブローカーや他の中古車販売店に横流しを

                                                  
17 “日本走行管理協議会（JU オークション傘下）”、“オークション事業者間連絡協議会”は現在、“日本オートオークシ

ョン協議会”として一元化されている 



 - 36 - 

行ない、売却手数料を自身の懐に入れていたのである（現在も少なからず存在する）。 

当然、新車販売業者である 4S 店等にとっては、自社の中古車販売機会とそれに伴う利益を逃すこと

となるため、あからさまにこういった行為を容認しているわけではない。あくまで新車販売業者の企業

内の問題であるが、インセンティブ等による施策によって下取車両の横流しを防止する仕組みを作るこ

とが可能となれば、ブランド維持の観点から適正な中古車販売を目指すことの多い 4S 店に中古車が集

約され、結果として不適正な業者への中古車流出台数が減少することに繋がる。 

 
③公平な課税体制の確立 

 
今後の業者変革の大きな鍵を握ると思われるのは、中古車取扱業者に対する課税体制である。現在、

“競売会社”、“経営公司”が中古車を販売（取扱）した場合、これら業者に増値税の支払義務が生じる。

一方、“経紀公司”については増値税の支払義務は発生しない。 
 

【業者別増値税率】 

業者名 増値税率 

競売会社 取扱高の 4% 

経営公司 取扱高の 2% 

経紀公司 支払義務なし 

 
このような状況であるため、本来“経営公司”として規範的な活動を行なうべき大規模業者でも“経

紀公司”として設立申請を工商行政局へ行ない節税を行なっている。また、自社で領収書の発行が行な

える“競売会社”、“経営公司”においても、自社で取引した車両について交易市場から領収書の発行を

受け、節税を行なうことも多いという。 

このように増値税の課税方式と領収書発行方法に抜け道に近いものが存在しており、各業者は“節税”

という目的で多様な業務形態をとることが出来るのである。 

現在もこの課税体制については業界内で議論が交わされ、中国自動車流通協会は政府へ提言するべく

2007 年に中古車流通税収課題についての研究を行なった。遠からぬ先にこの課税体制は見直されると見

られるが、現在のところ具体的な時期は確定していない。 

現在の“経紀公司”は実質的に“経営公司”と実質的に同じ業務を行なっているにもかかわらず、法

的執行面が弱いことを利用しながら“節税”という目的で“経紀公司”として登録しているが、今後こ

の課税体制が見直され、公平な課税体制が敷かれた場合、多様なサービス提供とブランド確立が見込め

る“経営公司”として中古車販売を行なう可能性が高い。 
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４．中古車流通市場の展望 

 
中古車取引台数は今後ペースを速めて増加していくと見られるが、中国自動車流通協会では 2008 年

の中古車取引台数を 425 万台と試算している。中国では新車購入者の車両平均使用年数が 5～6 年のた

め、新車販売市場が拡大した 2002 年以降に販売された車両が中古車市場に流入してくると考えられて

いる。 

 
【中古車取引台数の推移】 
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出所：中国自動車流通協会（二輪車・その他含む、2008 年は予測） 

 
このように中古車取引台数が急拡大していくにつれて、中古車流通市場は変革の時を迎えると考えら

れる。 
 

【中期的に見た中古車流通市場の展望】 

・ 中古車交易市場中心の取引形態に変化はない 

・ 中古車交易市場内の入居業者構図は変化する 

・ 中古車交易市場同士の消費者・業者の誘致競争は活発化 

・ 業販システムが徐々に形成される 

 
《中古車交易市場中心の取引形態に変化はない》 

 “中古車交易市場と行政の関係”、“従来からの商習慣”、“消費者の利便性”、“在庫規模的に競合とな

りうる販売市場がない”といった面を考慮すると、中期的に見て中古車交易市場中心の中古車取引が変

化するとは現状では考えにくい。逆に中古車交易市場の消費者吸引力が弱くなるのは、“消費者の利便

性が失われた時”、もしくは“在庫規模的に競合となりうる販売市場が誕生した時”であろう。 

“消費者の利便性”については店舗集積地であるがゆえに多くの在庫車両があり、その場に行けば比

較対照をしながら購入車両を選択できることである。もしこの状況が失われることがあるとすれば、流

通する中古車の“品質”、“相場”、“車両リスト”という 3点の中古車情報が交易市場に行かずとも消費

者が把握できるようになってからである。中古車を購入する消費者がエントリーユーザー中心であり、

自動車保有が一般的になっていない現状を考えると、仮に先に示した 3点の情報が提供されたとしても
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それを独自で判断する基準を消費者が持ち得ないため、一定の時間を要すると思われる。 

中古車交易市場以外の“在庫規模的な競合”については、現在のところ見当たらない。在庫台数が 1,000

台として、これだけの台数をもつ中古車販売店（経営公司）を 1 社で展開するとなれば、“仕入ルート

の確保”、“用地の確保”が必須となる。これに加え在庫リスクが高まることを考えると、販売面での特

色を打ち出し、在庫回転数を上げることのできる企業のみが可能となる。現実的にこのような“中古車

交易市場の競合店舗”を作ることが可能な企業を中期的に考えると、4S 店を始めとする新車販売店を展

開する企業以外には見当たらない。ただし、現在横行する下取車両の横流しを抑制し、新車販売店であ

るからこその強みである“下取車の確実な確保”が前提となる。1 社で交易市場に対抗する市場を作り

上げることが難しいのであれば、新車販売店を展開する複数の企業が提携し、“下取車市場”のような

市場を構築するという手も考えられる。 

 
《中古車交易市場内の入居業者構図は変化する》 

中古車交易市場中心の市場にしばらくは変化がないと思われるが、中古車交易市場内の構図は変化す

る可能性がある。そのきっかけとなるのは、“サービスの高度化”と“課税制度の変化”であると思わ

れる。 

“サービスの高度化”とは、主に“保証、整備等のアフターサービス”と“販売促進方法”の高度化

である。“経営公司”であれば商品保証が規定されているが、現在は“経紀公司”が中心となっている

ため、充実したアフターサービスが提供されているとは言い難い。そのような中、“中古車流通管理弁

法”施行後はアフターサービスを売りにする 4S 店の中古車販売部門が交易市場内に進出してきた（交

易市場で販売した中古車を新車販売拠点に併設するサービス工場でメンテナンスを行なう）。エントリ

ーユーザーであるが故に、同程度の車両と思われるものが“経紀公司”と 4S 店の中古車販売部門に同

価格で販売されていた場合（現状ではこのような例は少ない）、人的繋がりがない限りは後者を選ぶこ

ととなる。仮に信頼や保証に対して価値を見出す消費者がいれば当然ながら多少高くてもアフターサー

ビスの良い店舗を選ぶこととなる。 

現在の“経紀公司”のセールスポイントは、“価格交渉が早い（手続きが比較的楽）”、“増値税がなく

固定費が少ない分安い”という点である。 

そのような中、今後課税制度が見直され、“増値税分の負担がない”という“経紀公司”で中古車を

購入する利点がなくなった場合、多様なサービスを提供できる権利と自社で領収書を発行できる権利を

持つ“経営公司”に“経紀公司”が転進する流れとなる。そうなると、店舗同士の集客競争は“在庫車

両の品揃え”を除き、“サービスの高度化”に集約されるであろう。 

そうなると、各店舗同士の優劣が表面化しやすくなり、交易市場内での業者の淘汰が進みやすくなる

ため、中古車交易市場内には“経営公司”や 4S 店が増加し、“経紀公司”が減少するといった現象が起

こる可能性は極めて高い。 

 
《中古車交易市場同士の消費者・業者の誘致競争は活発化》 

上記のように交易市場内における健全な競争が激化すると、各交易市場におけるサービスに独自の特

色が生まれることに繋がる。そうなると、交易市場同士の集客競争と中古車取扱業者の誘致競争が加速

するであろう。現在、新規参入の中古車交易市場は増加傾向にある中で既に淘汰が始まりつつあるが、

今後市場が成熟に向かうに伴い、更に中古車交易市場の優劣は明確になってくるものと思われる。 
交易市場同士の競争が加速すると、入居している中古車取扱業者への支援策というのは交易市場公司
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にとって重要な意味を持つと考えられる。これは現在の日本のオークション会社が中古車販売店などの

会員向けに支援サービスを拡充しているのと同じ現象である。 
 
《業販システムが徐々に形成される》 

現在、欧米や日本にある“中古車オークションシステム”を導入しようとする企業は多い。中国企業

の中でも日本市場を研究しており、オークションシステムそのものを取り入れることで新たなビジネス

チャンスを掴むことが出来るという幻想を抱く企業も存在している。しかしながら、業販市場が形成さ

れていない中でこのようなシステムだけを取り入れても市場に浸透する可能性は非常に低い。 

現状では中古車を仕入れることが出来れば比較的販売は容易い状況である。そのような中で、店舗の

在庫調整（種別や量の調整）のために仕入れた車両を簡単に売却する店舗は少ない。今後更に店舗間の

販売競争が激化し、在庫戦略というものが大きな意味を持つようになった時に初めて業販市場が活発化

することとなり、“中古車オークションシステム”が大きな意味を持つようになる。 

そのような中、中古車交易市場内での新しいオークションに類似した “標車”というものが登場し

てきた。2008 年 4 月に「杭州旧機動車交易市場」に登場したものであるが、現在他地域の中古車交易市

場でも開催されるようになってきた。 

“標車”の取引手順は以下の通りであるが、完全な業者間取引ではなく“C or B to B”という取引

形態であり、いわば買取入札会である。このシステムが今までの中国におけるオークションと異なると

ころは、“落札者は中古車取引業者に絞られている”、“交易市場内で完結する”という 2 点である。も

し出品者が同一交易市場内の中古車取扱業者のみとなれば、中古車交易市場における“在庫交換場”と

なり得るシステムであり、交易市場公司としては入居している業者に対する有用なサービスとなる。 

 
【“標車”取引手順】 

１． 出品者が交易市場の集中車両展示スペースへ車両持ち込み（出品者は競り終了まで待機） 

２． 合法的に取引できる車両かどうかを係員が検査（書類検査含む） 

３． 検査に合格した車両情報と競り開始時間を交易市場内の中古車取引業者へ携帯メール送信 

４． 情報を受けた中古車取引業者に落札意向がある場合、集中車両展示スペースで現車確認を行なう 

５． 現車確認後、落札意向のある中古車取引業者はメールにて入札 

６．落札価格に出品車が合意した場合、取引成立（その場で名義変更） 
 
このように、業者間取引については急激に発展するとは考え難い状況であるが、今後市場が成熟して

いく中で、段階を踏みながら発展していくものと考えられる。18 

 

 

 

                                                  
18調査執筆担当：種谷 謙一 
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