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中国のＬＣＤ工場、タッチパネル工場、７０拠点をケーススタディ

中国市場の液晶パネル（ＬＣＤ）メーカー動向を調査
●液晶パネル（ＬＣＤ）生産は拡大の一途 小型から大型へシフト、需要鈍化で生産過剰も
●ＬＣＤ−ＴＶの中国ローカルメーカーが成長 液晶パネル（ＬＣＤ）工場を持つＴＶメーカーも誕生
●液晶パネル（ＬＣＤ）用次世代大型ＴＦＴ工場の稼働見込み 国産化投資優先の政策で支援
１１年
中国メーカー CEC Panda(第２四半期)、BOE(第３四半期）
、China Star(第４四半期）稼働予定
１３年以降 韓国/台湾各メーカー 中国工場稼働予定
マーケティング＆コンサルテーションの（株）富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03-3664-5839）は、１０年１１月〜１１年３月に、大型投資が進みＬＣＤビジネスが拡大する中国ローカルメーカ
ーの動向を詳細に現地調査した。その結果を調査報告書「２０１１中国ＬＣＤメーカーの動向と実態調査」にまと
めた。
調査では、中国ＬＣＤの前工程/後工程/タッチパネル業界の基礎データ収集、中国液晶パネル（ＬＣＤ）メーカ
ーの部材供給先選定、開発動向など、中国における提携先企業の選定に役立つ基礎情報をまとめた。
ケーススタディでは、日本、韓国、台湾そして中国の主要液晶パネル（ＬＣＤ）メーカー３６社６１拠点、タッ
チパネルメーカー９社のＬＣＤ事業を俯瞰する詳細情報の提供を目指した。
＜調査結果の概要＞
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中国では近年、ＬＣＤ−ＴＶ、ノートＰＣ、スマートフォン、などの生産拡大に伴い、ＴＦＴ（薄膜トランジス
タ）を中心とした液晶パネルの生産量が拡大の一途を辿っている。
大型ＬＣＤ−ＴＶでは、中国ローカルメーカーが技術力を高めているほか、ＥＭＳメーカーへの生産委託が増え
て来たことから、中国での生産が増えている。これに加え、中国ではＬＣＤ−ＴＶ用パネルの国産化を目指して、
次世代大型液晶パネル工場への投資が活発に行われている。１１年からは中国メーカーBOE(京東方科技集団)Ｇ８.
５工場や China Star（華星光電）Ｇ８.５工場、CEC Panda(中電熊猫信息産業集団) Ｇ６工場などが稼働する予定
である。韓国/台湾の大手メーカーも１３年から中国工場の稼働を計画している。
中小型ＬＣＤでは、大きな成長が期待出来るスマートフォンやタブレットＰＣに使用されるタッチパネルの動向
にも注目が集まっている。特に静電容量式タッチパネルの増産を計画しているメーカーが多く、同事業の動きが活
発になっている。
■ＬＣＤ−ＴＶ市場の動向
１０年の市場は、生産ベースで９,２００万台、販売ベースで３,８８０万台となった。０９年に始まった「家電
下郷」政策により急速にＣＲＴ−ＴＶからの代替需要が伸びた。１１年以降も順調な成長が見込まれており、１２
年には、５,０００万台まで販売台数を伸ばすが、ここで需要の一巡から伸びは一旦鈍ると予測する。日本や韓国
など外資系メーカーが非常に安価なＴＶを販売した為、中国ローカルメーカーのシェアは前年に比べて下がってい
る。主要中国ローカルメーカーの１０年の販売は、海外出荷分も含めて約３,４７０万台となった。１１年は、コ
スト競争力のある中国ローカルメーカーのシェアが上昇すると見られる。
中国ＬＣＤ-ＴＶの主流は３２in であり、高所得者層の購入も多く４０in 以上のサイズの売れ行きも３割を超え
ている。また大都市部の購入が一旦済んだ為、１１年以降は地方の主要都市での販売が中心になる見込みからサイ
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ズも２０in 台が増えると予測する。１０年は低価格なＣＣＦＬ（冷陰極管）をバックライトに使用したモデルの
販売が好調であった。１１年は政府の意向もあり省電力のＬＥＤ-ＴＶの需要が大幅に伸びる。中国ローカルＴＶ
メーカーも自社グループで、ＬＥＤバックライトを製造出来る技術を備え始めている。
中国は非常に重要な生産拠点に成長して、ローカルメーカー、台湾を始めとするＥＭＳメーカーや、日本、韓国
メーカーも拠点を持っている。今後もＥＭＳメーカーの採用が増加して中国での生産ウェイトは上がっていく見通
しである。
■ＴＶメーカーを中心とした提携関係
中国のＬＣＤ-ＴＶメーカー向けパネルは、台湾 CMI(奇美電子)製品が最も多く採用されている。同社は、中国
Hisense(海信電器)や Konka（康佳）
、Skyworth（創維）などと供給提携を結んで積極的にセル販売を続け技術・生
産協力関係を強化していることもあり販売数量が多くなっている。
台湾の AUO(友達光電)は、中国での展開に遅れを取っているが、０９年から Changhong（長虹電器）や Haier（海
爾集団）
、TCL グループなどと合弁でＬＣＤパネル会社を設立して販売数量を伸ばしている。
韓国の LG Display は、台湾ＬＣＤ-ＴＶ受託生産企業 Amtran（瑞軒）と合弁でＯＥＭ専業の「Raken Technology」
を蘇州に設立。また、中国ＴＶメーカーの Skyworth（創維）は、韓国 LG Display の広州Ｇ８.５液晶パネル工場
の建設に１０％の出資を行っている。日系メーカーのシャープやパナソニックは、中国ＴＶメーカーや液晶パネル
メーカーと提携を行なっていない。
１１年から中国メーカーである BOE(京東方科技集団)Ｇ８.５工場や China Star（華星光電）Ｇ８.５工場、CEC
Panda(中電熊猫信息産業集団) Ｇ６工場などの工場が稼働すると、中国ＴＶメーカーの中国ローカルパネルの採用
比率が高まると予測される。BOE は中国ＴＶメーカーChanghong（長虹電器）に、China Star は総合家電メーカー
TCL グループと、FVO（龍飛光電）が電子･通信機器メーカーKonka（康佳）とそれぞれ強固な関係を築くと想定さ
れる。
中小型向け液晶パネルは携帯電話やノートＰＣ用が中心である。特にスマートフォンやタブレットＰＣへの利用
が期待される。この分野ではＬＴＰＳ（低温ポリシリコン）のＴＦＴパネルのニーズが高いため、Tianma は、１
３年の第２四半期に、ＬＴＰＳのＧ５.５工場の建設を計画し、BOE もＬＴＰＳパネル製造計画を検討している。
■中国新設工場の動向
大型ＴＦＴ前工程の工場は、中国ローカルメーカーの CEC Panda は１１年第２四半期に、BOE は１１年第３四半
期に、Century Display と TCL との合弁会社である China Star は１１年第４四半期からの量産を予定している。
ローカル各社共に、早期の立ち上げに向けて準備を整えている。現在建設中の工場の他に、BOE は北京に２つ目の
Ｇ８.５工場を、CEC Panda は、シャープと技術提携したＧ１０工場を南京に建設することを検討している。
新規ライン投資の中心はＴＶ向けの大型ＴＦＴとなっているが、中小型向けのパネルでは Tianma が１３年第２
四半期に、ＬＴＰＳラインの新設を検討している。また BOE もＬＴＰＳラインの新設を検討している。
韓国メーカーでは、Samsung El、LG Display がそれぞれ蘇州のＧ７.５工場と広州のＧ８.５工場の建設を計画
している。広州のＧ８.５工場は LG Display が７０％、広州市が出資する広州凱得が２０％、Skyworth が１０％
の出資比率となっている。
台湾メーカーでは、AUO が昆山にＧ８.５の建設を計画している。当初、台湾政府の許可を得て単独出資でＧ７.
５工場の建設を行なう予定であったが中国政府の認可が下りず、その認可をとる為 IVO（龍騰光電）と合弁工場を
建設する事となった。正式許可を１１年の３月に取得した為、稼動予定日は１３年第２四半期以降と見られる。CMI
も Foxconn と Century の工場として成都に中国ＴＦＴ前工程のＧ８.５工場建設を行う計画であるが、まだ中国政
府からの認可は下りておらず、このまま認可が下りない可能性が高い。
■中国当局の許認可の傾向
中国政府では、中国の大型向けＴＦＴ前工程産業の育成を考えて地方政府に対してＬＣＤの産業育成奨励施策
を実施すると共に、資金の出資、税の免除など商業銀行に金融緩和を行い、ＬＣＤメーカーに対する融資を推進
している。
中国におけるＬＣＤパネル製造は、現在、Ｇ７以上のラインの設置には、政府からの許可が必要となっている。
Ｇ７以上の大型生産ラインを制限する理由はパネル各社が同時多発的に大量のＬＣＤパネルの生産を行うと、価
格競争が加速し投資効果が悪化することを懸念している。また、生産能力過多になった場合、各社の稼働率に限
りが出てせっかくの産業育成が進まない可能性が生まれることを考慮して、Ｇ７以上の大型パネル生産ラインの
新設に関して交通整理を行っている。
一方、韓国や台湾メーカーも中国におけるＴＦＴ前工程ラインの建設を検討している。先進国のＬＣＤ-ＴＶ需
要が伸び悩む中で、今後も中国内需の成長が見込めること、ＬＣＤパネルの輸入関税が、中国ローカルメーカーが
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力を付けて来た段階で、現在の５％から引き上げられると予想される事などがその要因である。
LG Display、Samsung El、AUO、CMI など外資系パネルメーカーでは中国ローカルメーカーなどと合弁会社設立
の動きを見せている。
中国液晶パネル業界では、１１年第３四半期以降に、新設の大型ＴＦＴ前工程ラインが続々と立ち上がると供給
過剰から需給バランスの崩壊を懸念される。１１年の第１四半期時点で、ＬＣＤ-ＴＶ需要の停滞と大型サイズの
売れ行きが芳しくないためパネルの生産調整を余儀なくされており、中国での投資動向を再検討する動きも出始め
ている。
いくつかのメーカーは、外資とローカルの共同投資としているが、先行して量産化まで漕ぎ付けるのは、BOE
や China Star など中国系ローカルメーカーである。
以上

＜調査対象＞
●ＬＣＤメーカー
●タッチパネルメーカー

６１工場
９工場

＜調査方法＞ 富士キメラ総研北京事務所および中国協力調査会社の専門調査員による調査および関連文献、
デー
タベースを併用
＜調査期間＞ ２０１０年１１月〜２０１１年３月
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