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■ 研究会開催報告 ■ 

「中国経済の変化：起業を通じたイノベーション」 

 

日 時：2016 年 12 月 12 日（月）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
中国経済の成長が減速するなか、今、起業を通じたイノベーションが新しい成長のエンジンとし

て注目を集めています。政府も「大衆創業、万衆創新（大衆の創業、万人のイノベーション）」政策

を打ち出し、この動きを後押ししています。そこで本講演では、中国製造業の変化の担い手となる

ハードウェア・スタートアップを取り上げ、スタートアップ増加の背景や、そのエコシステムの発

展を紹介します。また、スタートアップは、模倣が多いなかでどのように製品開発しようとしてい

るのか、既存企業とくらべてどのような成長プロセスを歩もうとしているのかも議論します。起業

動向の理解を通じて、中国経済の今後を読み解くきっかけになれば幸いです。 

 

 

【講師紹介】 

木村 公一朗（きむら こういちろう）氏：  
ジェトロ・アジア経済研究所 副主任研究員 

［略歴］ 

1999 年、早稲田大学政治経済学部卒業。2001 年、早稲田大学大学院経済学

研究科修士課程修了。2001 年からジェトロ・アジア経済研究所。2005～07
年、中国社会科学院工業経済研究所で客員研究員。2012 年、早稲田大学大

学院経済学研究科博士後期課程修了。博士（経済学）。2014～15 年、米国ブ

ランダイス大学経済学部で客員研究員。2015～16 年、香港大学経済・経営

学部で客員研究員。専門は国際経済学、中国経済論。 
主著に、The Growth of Chinese Electronics Firms: Globalization and Organizations（Palgrave 
Macmillan, 2014）、「中国経済の変化とグローバル経済への影響：ASEAN のケース」『東亜』No. 589
（2016 年 7 月号）など。 
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1．講演録 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 今日は記念すべき第 100 回 CRCC 研究会として、「中国経

済の変化：起業を通じたイノベーション」をテーマに、ジ

ェトロ・アジア研究所の木村公一朗さんにお話しいただく。 

今年より第 13 次五か年計画が始まったが、中国全体で

は海外の技術で部品を作ったり物を組み立てたりという

段階を経て、今では本物のベンチャーが生まれつつある。

一番有名なところに DJI というドローンの会社があるが、

DJI は深圳から生まれたベンチャー企業で、今やドローン

の世界シェア 7割を占めている。また、中国経済は量から

質への転換を図っていて、これも大きな変化と言えるだろ

う。中国経済はこれまでとは違った動きになっているが、

中国のイノベーションをどういう人たちがどんな所でど

のように支えているのか、今日はたくさんのビジュアルを

交えながらお話いただきたいと思う。 

今年最後、第 100 回目の研究会として、新進気鋭の研究

者である木村さんをお招きした。ご略歴は配布資料の通り

だが、香港、深圳を中心とした珠江デルタをずっと回って

来られている。今日のお話に期待したい。 

 

【講演】 

ただいまご紹介いただきましたジェトロ・アジア経済研究

所の木村公一朗と申します。宜しくお願いいたします。 

 

 第 100 回という素晴

らしい節目の回に登壇

させていただくのは恐

れ多いが、今日は中国経

済の変わり目について、

皆さんと一緒に考えさ

せていただきたい。 

 

 私は 2001 年にアジア

経済研究所に入り、2005

年から 2年間、北京の中

国社会科学院工業経済

研究所に在籍していた。 

当時はスマートフォンが出てくる前で、携帯電話機の中国

のブランドメーカー、あるいは知的財産権を侵害している

ような山寨（シャンヂャイ）と呼ばれる模倣品をつくって

いる会社などを頻繁に訪問した。中国のブランドメーカー

といっても、まだそれほどマーケットのシェアは持ってお

らず、全体として見れば模倣品メーカーのシェアが大きか

った。自社ブランドでイノベーションを起こしていくよう

な企業は決して多くなかった。それが今では起業を通じた

イノベーションに注目が集まっている。今日は深圳の事例

を紹介しながら、中国経済の変化と起業を通じたイノベー

ションについて考えていきたい。 

 

 約 10 年前に北京に 2 年滞在したが、2 年前に米国ボス

トンにあるブランダイス大学に在籍する機会を得て、そこ

に 1年間在籍した。ブランダイス大学では中国の科学技術

政策やイノベーションを長年研究しているゲーリー・ジェ

ファーソン先生の研究室に所属し、中国の大企業がどうや

って研究開発型になっていくのかというような既存企業

の変身について調査研究をしていた。そのボストンでも、

スタートアップによる起業を通じたイノベーションが話

題になっていた。多くの若い人達がイノベーション活動や

新製品開発の担い手となっていた。従来であればシリコン

バレーでとくに話題になるようなスタートアップやその

エコシステムのことが、ボストンやニューヨークをはじめ、

他の大都市でも重視されるようになっていた。ボストン滞

在の後は香港大学に在籍したが、香港や深圳でもスタート

アップはよく聞く言葉になっていた。30 歳前後の若い人

達が会社をつくりながらいろいろな製品開発を行ってい

た。既存企業のイノベーションに加えて、起業を通じたイ

ノベーションも重要になっていると思い、香港にいる間は

深圳を頻繁に訪問した。今日はその時に見聞きしたことを

中心にお話したいと思う。 

 

 深圳は広東省の広州と、香港の間にある街だ。1979 年

に輸出特区、1980 年に経済特区になるまでは非常に小さ

な村だった。今では人口約 1,100 万人を抱える大都市とな

り、1970 年代末の改革開放以降は、北京、上海、広州に

次ぐ巨大都市として四大都市と呼ばれるまでになった。世

界的には北京、上海、広州ほど有名ではないが、イノベー

ションが起こる町として、この 2、3 年、非常に注目を集

めている。人口が 1,100 万人、面積は東京都とほぼ同じな

ので、東京と似たような規模感がある。ただ、出稼ぎ労働

者やビジネスチャンスを狙って来る人達もたくさんいて、

人口 1,100 万人の内、深圳の戸籍を持つ人は 30％強の 350

万～400 万人くらいだ。2008 年くらいまで深圳市の GDP

にみる工業とサービス業の比率はほぼ同じだったが、2000

年代の半ばから人件費が急騰し、工場の操業が難しくなっ

ていった。リーマンショック以降は深圳市 GDP に占める第

3 次産業の比率がどんどん大きくなっている。上海同様、

株式市場もあるので金融機関も多く、エレクトロニクス部

品や衣類の卸売業の人達もたくさんいる。オフィスビルも

立ち並び、経済のサービス化が進む大都市だ。  

 まだ小さい会社ばかりだが、深圳ではハードウェア系の

ものづくりタイプのスタートップ、ベンチャー企業が増え

ている。また、起業を支えるエコシステムも発展している。

この写真は上下とも同じ会社だが、スタートアップとスタ

ートアップ・エコシステムの両方にまたがる事業領域を持

っている。 

 

 今日は中国の変化を振り返りたいが、起業を通じたイノ

ベーションは中国の文脈だけで語られるものではない。世

界中、つまり、ボストンやニューヨーク、テルアビブ、バ

ンコク、シンガポール、東京もそうだが、世界各地の大都
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市でスタートアップが非常に増えており、そういう文脈も

関係している。勿論、中の要因だけで説明はできないし、

外の国際的な事業環境の変化だけで深圳を説明できるわ

けではないが、その両方が重なり合って、深圳ではハード

ウェア関係のスタートアップが増えている。 

 

 先ずは中国の製造業のこれまでの発展を、技術を軸に振

り返っていきたいと思う。1970 年代末に改革開放が始ま

るまで、中国は冷戦構造の中、ソビエトとも米国とも関係

が悪く孤立していた。海外企業との取引も殆ど無かった。

ところが改革開放によって、一部の企業ではあるものの、

海外企業との取引が可能になった。いろいろな製造技術、

例えばテレビを組み立てるための生産ラインや、それに関

係する技術を日本から導入したりしながら、ものづくりの

ための技術が蓄積されるようになった。中国企業の技術力

に対しては様々な評価があるだろうが、それはどこを見て

いるかによる。製品開発の面ではまだ足りないかもしれな

いが、品質の比較的良いものを安く作るといった製造技術

はすでに高い。製品開発については、外部の企業に依存す

ることが多かったが、発展途上国企業であればそれは合理

的な選択だ。新しい製品をつくるところから始める必要は

無いし、そんなリスクをとる必要も無いからだ。また、製

品をその製品たらしめるコア部品―冷蔵庫であればコン

プレッサー、昔のテレビならブラウン管―そういった主要

な部品も、基本的には海外企業あるいは国策でつくられた

ような会社に依存する形でものづくりをしていたので、自

分たちの中で主要部品をつくる、設計するという技術はほ

とんど無い。これは東大の丸川知雄先生が「垂直分裂」と

いう言葉とともに説明していた現象だ。 

 

ここまで言うと、中国企業は外の技術に頼っていて中で

は何もしていなかったのではないかと思う人もいるかも

しれないが、よく見ていくと卸売業者的なところで個性を

発揮し、強い競争力を構築した会社がたくさんある。中国

市場は非常に大きく所得水準もたくさんあるので、市場の

多様性が非常に大きい。全国に効率よく販売網、あるいは

アフターサービス網を整備することが、中国のメーカーに

とって非常に重要な競争力のポイントになっていった。も

ちろん、海外企業の視点から言えば、国内産業は保護され

ていたので中国企業が成長する余地があったのは当然だ

という意見もあるだろう。実際、2001 年 WTO 加盟前の国

内産業はかなり保護されていた。だが、中国企業間におい

て非常に激しい競争があったということが重要だ。どこが

生き残れるか分からない状況の中、全国レベルの販売網を

構築できた企業こそが国全体の大きな市場シェアを取っ

ていく。中国企業の間で非常に激しい競争があったことは

無視できない。より効率的にやることで、中国企業自身の

外資系企業に対する競争力も形成されたといえよう。 

 

製品開発では技術の中核に触れるようなことは殆どや

っていなかったが、製品の機能を足し引きしたりデザイン

を変えたりと、消費者の嗜好や生活に適用した設計を行い、

自分たちの中国人としての知識を生かしながら、外資系企

業よりも、より国内のニーズに合った製品を開発していっ

た。より表面に関わるところの製品開発を行いながら、多

様なニーズのある市場に適用する形で各社が競争してい

たのだ。 

 

これは中国の企業に限らないが、発展途上国の企業であ

れば、その成長パターンとして、①部分的な技術蓄積によ

る一部の技術の内部化、②外部企業の主要部品・製品設計

への依存による外の技術の活用、③販売・アフターサービ

ス網の整備や消費者の嗜好に適応した製品設計における

中の知識の活用、という 3点の特徴が見受けられる。日本

企業も、おもに米国の自動車メーカーから技術導入しなが

ら自国の自動車メーカーを発展させてきた側面がある。今

ほど国際分業やバリューチェーンは発展していなかった

ので、日本の場合はここに関して内部で行う部分が多かっ

たのではないかと思うが、中国に限らず今の発展途上国で

あれば、どの国の企業も国際分業体制、あるいは国内のサ

プライチェーンを十分に活用しながらビジネスをスター

トさせることができる。とりわけ中国に関しては市場が非

常に大きいので、それを使って成長のチャンスを掴むこと

が重要なポイントになる。ブラジルやインドネシアでも国

内産業を保護しており、国内でモノを売りたければここに

工場を建てて製品を作って下さいというような政策を打

ち出している。中国ではそこまであからさまな産業政策を

打てなくなっているが、億単位の人口があるところでは、

依然として重要な国内産業保護法が活用されることが多

い。 

 

ここで中国とインドの例を比較してみよう。エレクトロ

ニクス産業を見た場合、1980 年代くらいまで中国とイン

ドの初期条件は似ていた。PC メーカーも生まれていたし、

エレクトロニクス技術も軍事関連の技術として研究され

たりしていた。ただインドの場合、2000 年くらいになる

まで中間層が大きくならなかったため、インドにも様々な

家電・エレクトロニクス産業はあったものの、メーカー同

士が切磋琢磨するだけの市場規模に至らなかった。そのた

め、企業も競争力をそれほど構築することができなかった。

その結果、市場を少し開放した後、サムソンや LG が家電

市場のシェアを急速に高めるようになってしまった。イン

ドではソフトウェア産業が最初に発展したが、一方で中国

の場合はエレクトロニクス産業を中心としたハードウェ

アが発展している。中国企業自身が国内で激しく競争した

結果、ある程度の競争力が構築されていったのだ。20 年

後、30 年後の両国の発展を比べると全く異なっているが、

その岐路は何かというと、先に説明した 3点目のところな

のだろう。 

 

 しかし、中国では、1990 年代末から指摘されてきた製

造業の課題が、2000 年代半ばからの賃金高騰や海外進出
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の加速によって顕在化していく。中国の製造業ではコア部

品は外部企業から買ってきたものが多く、製品開発能力も

ないため、費用構造上の足腰は強くない。中国政府も様々

な政策を打ち出してきたが、企業の方は成長可能な限りに

おいて成長パターンを積極的に変える動機はない。費用構

造の足腰の弱さが露見するようになってから、中国政府も

企業もイノベーションや高い付加価値の製品をつくる必

要性について意識し始めた。 

 

 海外進出を成功させるためにも、ある程度の技術力が必

要になってくる。1990 年代には都市部での家電製品の普

及が進み、2000 年代になると農村部でも普及が進んだ。

2000 年代半ばになると国内市場の飽和が問題となり、中

国の家電メーカーがさらなる成長を実現しようと思えば、

海外への進出が不可避になった。中国の有名家電メーカー

を訪問すると、生き残るには技術力とブランド力を高めて

海外に行くしかない、という危機感を強く感じた。10 年

ぐらい前から、中国企業のマネージャーは将来性に対する

不安を持っていた。先ほど申し上げたとおり、中国企業も

ある程度の製造技術を蓄積し、効率良く、安くモノをつく

れるようになっていたが、主要な部品は外部企業から調達

していた。また、外資系企業と比べた強みは、国内の販売

網等にあったが、それは海外に出ると通用しない。中国企

業の成長要因となっていたホームアドバンテージは、海外、

つまり、アウェーではディスアドバンテージになってしま

う。とりわけ、海外の家電市場ではサムソンなどの強力な

グローバル企業が大きな市場シェアを持っている。そのた

め、付加価値のより高い製品を開発する力が必要だという

認識が共有されるようになった。中国政府もイノベーショ

ン政策を打ち出し、2006 年の『国家中長期科学技術発展』

では、GDP に対する研究開発費の割合の目標値を打ち出し

たり、自主的なイノベーションの重要性を繰り返しうった

えるようになった。 

 

 研究開発に力を入れる企業も増えているが、当初は、大

企業であったり、国有企業であったり、規模や所有制に偏

りがあった。しかし、2015 年に打ち出された「大衆創業、

万衆創新」政策は、より幅広い企業を対象に、起業を通じ

たイノベーションを実現していこうというものだ。その中

でも深圳における起業の増加は、政策が出される前から注

目を集めるようになっていた。 

 

 起業増加の背景には、国際的な事業環境の変化という大

きな動きも関係している。先ず新しい市場が拡大している

ということが非常に重要だ。1990 年代半ばにインターネ

ットが整備されたが、その頃はインターネットを使ってど

のようなビジネスができるのか盛んに議論されていた。今

はモノとネットを繋いでどんなビジネスが可能かという

ことをめぐって、多くの企業が模索している。中国の製造

業もある程度成熟し、イノベーションが必要なステージに

入った。そのタイミングで、新しい市場が生まれつつある

というのは大きなチャンスだ。また、それにともなって、

新しいものづくりに向けてチャレンジする企業や、ホビー

としてものづくりをするメイカーが増えていることで、こ

ういった企業向けの市場も大きくなっている。 

 

具体的にどんな企業が成長しているのかを表にまとめ

た。DJI は世界の商用ドローン市場で約 70％のシェアを持

っている。DJI はドローンの他に、フライトコントローラ

ーも含めた主要部品も開発している。その他には、2008

年以降創業の Seeed や Makeblock、LeMaker が、ものづく

りをする人たち向けに、製品開発を促進するようなモジュ

ールや、ロボットキットを販売している。ものづくりを行

う人たち向けの市場も大きくなっている。 

 

DJI は杭州出身の汪さんが、2006 年に創業した会社だ。

汪さんは香港科技大学に入り、在学中に友人らと共にフラ

イトコントローラなどを開発した。香港でお金を得てから、

深圳で事業を急拡大させた。2010 年～2012 年の頃は

Parrot なども含めた 3 大メーカーとして、市場を分けて

いた。DJI は技術開発に注力し、操作しやすく、より空撮

しやすいドローンを開発することで、世界の商用ドローン

市場で約 70％のシェアを取るような企業に成長した。彼

らは操作しやすいコントローラーに加えて、撮影時のブレ

を防ぐためのジンバル、これはカメラを水平に安定させる

機構のことだが、その他にも小さくて性能の良いカメラを

開発したりと、飛行機能と空撮機能に非常に力を入れた。

ドローンの主な用途である空撮に注力することで、確固た

る地位を築いた。ドローンの用途が広がっていけば、市場

もそれにともなって広がっていくことになる。ドローンの

用途やコンセプトの変化についていくことができるかど

うかが、DJI にとって成長の鍵になっていくのだろう。中

国国内でもある程度の技術力を持つライバルメーカーが

多数参入しているので、競争は激しくなっているが、今後

の成長にも注目していきたい。 

 

つぎに、Seeed は深圳のスタートアップ・エコシステム

の充実にも関わる会社だ。創業者のエリック・パンさんは

30 代前半の若い人で、最初はインテルに就職したものの、

自分のやりたい事とは違うと会社を辞め、ものづくりのサ

ポートとなるような事業を始めた。Speeed の事業は多岐

にわたっていて、製品開発のためのモジュールやキットの

販売や、プリント基板の製造受託、製品を販売するための

サイトも運営している。いろいろなことを行っているが、

モジュールやキット販売が収益の柱になっているという

ことだ。スタートアップを支援しつつも、彼ら自身もハー

ドウェアスタートアップだ。また、メイカーフェアという

イベントを主催し、ものづくりを楽しむための裾野を広げ

る活動もしている。柴火は市民が電子工作をしたり 3D プ

リンタを使ったりするために利用できる会員制のスペー

スだ。従業員は全体で 250 人くらい。DJI のような売り上

げ規模とは異なるが、非常に面白い活動をしている。 
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2011 年に王建軍さんが創業した Makeblock という会社

には、いろいろな製品を組み立てることができる、この青

いブロックを売っている。様々なセンサーやコントローラ

システムも含まれており、組み立てたロボットなどをコン

トロールできる。「ロボット版レゴ」として世界中の人達

に楽しまれていて、売り上げの 70％が欧米向けだ。また、

子供たちのための STEM（科学、技術、工学、数学）教育

熱が世界的に高まっているので、そういった教育用キット

としてもたくさん売れている。特に売れているのは 75 ド

ルくらいで買える子供向けのロボットキットだそうだ。日

本ではまだあまり STEM 教育は馴染みがないが、欧米や中

国、シンガポールの中間層以上は子供の理系教育に非常に

熱心で、市場が大きくなっている。このように急成長して

いる Makeblock だが、売れるようになれば、退職した職員

による起業や、また、模倣品も増えてくる。競争に勝つた

めに自分たちの強みを把握し、ライバル達にどう対抗して

いくかが彼らのさらなる成長の鍵になるだろう。 

 

最後に NXROBO という、2015 年にできたばかりの新しい

会社を紹介したい。創業者の Lam さんは香港出身だが、も

のづくりをするならやはり深圳の方が効率的に早くでき

るということで、深圳にオフィスを構えている。ここでは

消費者向けの家庭用ロボットをつくっていて、赤外線で家

電製品をコントロールするなど、家庭用のいろいろな手伝

いをするようなロボットを作っている。ロボット製品のラ

インアップは 3つあるというが、まだ量産していないので

売り上げがない。それまでの給料や開発資金は、彼ら自身

が使う大手 3D プリンタメーカーからの出資で賄ったとい

う。3D プリンタメーカーからすれば、顧客である NXROBO

が成功すれば自分達の市場も広がるということだ。このよ

うに、スタートアップのための開業資金や製品開発のため

の出資をする会社も増えている。LeMaker も製品開発のお

金は中国大手の通信機器メーカーの出資を受けていたと

いうし、アイデアがある人たちの製品開発を助けるために、

大きくなった会社が資金を出すということも普通に行わ

れている。投資が増えて新たな製品開発を行う会社も増え

ているということだ。 

 

需要の側面から見ると、新しい市場が生まれることで新

しい会社が出ているように見えるが、低コストで事業を立

ち上げられるようになったという事実も重要だ。供給面か

らみても、スタートアップを始めやすい環境が整っている

のだ。例えば、製品開発をするために必要な仕様がオープ

ンソースになっていたりする。ハードウェアであれば回路

図がオープンになっていて、誰でも使えるようなオープン

ソースの考え方が広がっている。また、3D プリンタの普

及によって、10～100 個くらいまでなら、3D プリンタで安

く作れるようになった。ものづくりのハードルが下がった

ということだ。さらに、これまでは事業構築の際のサーバ

準備が大変だったが、使った分だけの課金で済む AMAZON

の Web サービスなども出てきている。こういったクラウ

ド・コンピューティング・サービスを使うことで、サーバ

を準備するためのイニシャルコスト、あるいは運営保守の

コストが高く付くという、リスクも避けられるようになっ

た。加えてクラウドファンディングも増えているので、ア

イデアがあればお金を集めることも可能になっている。 

 

HAX は 2011 年に米国のベンチャーキャピタルが設立し

たハードウェア・スタートアップ専門のアクセラレータだ。

アクセラレータとは、資金のほか、製品開発や知的財産権

の守り方、販売の方法などのアドバイスをスタートアップ

に与え、企業成長を促進させるようなビジネスを行ってい

る。HAX は米国でスタートアップ向けに投資をしている

SOSV の一部門で、半年前に聞いたところでは、会社全体

で 400 社くらいに投資している。そのハードウェア部門と

して、深圳とサンフランシスコに拠点を置いている。彼ら

のトレーニングを受けて製品開発すると、高い確率で良い

ものができるということが知られているためたくさんの

応募があり、その中から1年間に30チームが選抜される。

選抜されたチームには製品開発のための資金 10 万ドルが

提供され、深圳で 111 日間のトレーニングが行われる。最

後の 2週間はサンフランシスコに移動し、製品のプロモー

ションをする。一連のプログラムを通して、一つのスター

トアップが誕生する。返済不要の 10 万ドルを渡し、約 3

か月のトレーニングを提供し、その会社がもし大きくなっ

て上場、あるいは他から買収されてお金が入れば、大きな

収益をあげられることになる。HAX に応募するのは大体 3

～5名のチームだ。出自は北米からが約 60％、欧州からが

約 20％、あと、殆どが中国からだが、アジアからが約 20％

となっている。ここが試作のための場所で、あと、パソコ

ンが並ぶオフィスや、ミーティングスペースもある。オー

プンなスペースだ。それぞれのチームがトレーニングを受

けるのも重要だが、15 チームが一同に会して半年間、切

磋琢磨していくという環境も重用なようだ。 

 

起業のための拠点としてもいろいろなビジネスモデル

がある。オフィスだけを貸すところもあれば、機材や工具

まで揃えているところもある。2015 年に中央から「大衆

創業、万衆創新」政策が出た時、深圳市は、若い人達が起

業しやすいような場所を 2017 年までに 200 か所つくろう

という計画を打ち出した。町中でものづくりの創業のため

の拠点が生まれている。 
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この写真は深圳市政府がかかわる拠点で、こちらの方の

写真は深圳で生まれた新しい製品をプロモーション展示

している場所のものだ。ここはエレクトロニクス製品の卸

売市場の上に建物を設けて、創業のための拠点を運営して

いる。そこには投資家や知財関係のオフィスなど、いろい

ろな入居者が入っていて、起業家が様々なサービスを受け

られるようになっている。 

 

製造業者の存在も重要だ。何故、深圳でイノベーション

が盛んかというと、やはり珠江デルタにおける充実したサ

プライチェーンがあるからだ。珠江デルタには製造企業が

数多く集まっているので、それらを使って新しい製品開発

をしようという人たちが増えている。また、数年前までは

試作や少量生産を請け負ってくれるところは非常に少な

かったが、今後、急成長してくれる客を期待して試作や少

量生産を行う製造企業も増えているし、起業の拠点が提携

しているところもある。試作や少量生産は、どうしても大

量生産より割高になってしまうため、スタートアップの方

でも、ものづくりのためのコストを最小限に抑えられるよ

うな製品設計が重要になるようだ。モノに機能を持たせて

いくと、どんどんモジュールや部品が増えて、一つ当たり

の費用が上がってしまう。なるべくソフトウェアの方で機

能を実現し、モノの方ではより最小限の機能で済ますこと

ができるような製品をつくっていくことが必要なようだ。 

 

中国の製造業が事業環境の急変によって立ち行かなく

なる中、国際的な事業環境の変化を活用し、中国国内でも

ハードウェア・スタートアップが増えてきた。その結果、

中国におけるイノベーターも少しずつ増えている。これま

でも研究開発に注力する会社はあったし、GDP に対する R

＆D 投資の比率も国全体でみれば一貫して上昇してきた。

ただ、それらはいずれも大きな企業や国有企業だったりで、

民間の小さな会社は研究開発をしないことも多かった。だ

が、新しい市場が生まれ、生産システムの変化も出てきた

ことで、新製品開発に取り組むスタートアップが生まれる

ようになった。 

 

深圳が輸出特区や経済特区になった 1980 年ごろ、日本

ではウォークマンが出たが、深圳で生まれるイノベーショ

ンも、こういう技術を足したり引いたりしながら、人々の

ライフスタイルを変えるようなものが増えていくのかも

しれない。中国におけるイノベーションの拠点は複数ある

が、北京の中関村のように研究開発投資が比較的多いとこ

ろもあるし、上海のように国有企業が多いところもある。

中国国内におけるイノベーションの違いも興味深い。 

 

 また、創業してすぐに海外進出する企業が増えたことも

興味深い。これまでの中国企業であれば、国内市場で大き

なシェアをとってから、海外市場、とくに新興国市場に進

出するケースが多かった。比較的新しいスマホのような製

品でもそのパターンだ。それに対して、DJI や Seeed、

Makeblock といったスタートアップの売上げの大半は海

外市場からのもので、かつそれは新興国市場やローエンド

市場ではなく、先進国市場からのものだ。DJI の場合は香

港に「留学」した創業者がそこで資金を得てから事業をス

タートさせているので深圳発と言えない部分もあるが、い

ま、中国発の生まれながらのグローバル企業が増えている。

5年後、10 年後にどれだけの会社が残っているかは分から

ないが、後になって振り返ってみたときに、今がターニン

グポイントになっていたと言うことになるかもしれない。 

 

海外進出を積極化させる企業の技術力形成を振り返っ

てみると、つぎのようなパターンがあるだろう。第一は

Huawei とか ZTE のように、買収もするが、大型のもので

はなく、比較的自社で研究開発をしてきたような会社だ。

第二は Lenovo や Haier、Midea のように、立ち行かなくな

った先進国企業の事業を買収し、その製品開発能力をベー

スに自分達でも製品開発の付加価値を付けていくタイプ

の会社。そして最後の一つは、国際的な事業環境の変化を

チャンスとしながら、自分たちで 1年くらいの製品開発を

して新しいものを世に問うスタートアップ。今日、紹介し

たような企業だ。 

 

深圳では以前から、シリコンバレーやサンフランシスコ

といったベイエリアのスタートアップから、ハードウェア

の製品開発に関わる発注がたくさん入っていた。したがっ

て、以前から、シリコンバレーにとっての重要な製造拠点

だった。最近では、これに加えて、世界の起業家と深圳を

つなぐような組織や、深圳でものづくりを楽しもうという

外国人も増えている。深圳は世界とつながりながら、世界

的なハードウェア方面のイノベーションの町となってい

くかもしれない。工場の移転などの動きもあるが、現時点

で、サプライチェーンが整っているのはやはり深圳やその

周辺だ。スタートアップに利用される町になれば、深圳は

グローバル都市としてさらに大きくなっていくだろう。 

 

 このように起業が増えているが、それにともなって開発

競争も激しくなっている。深圳における製品開発がどうい

う方向に進むかはまだ結論付けることはできないが、多く

の製造業者が集まっていることから、開発スピードという

点での深圳の優位性は大きい。それが魅力となって、より

多くのスタートアップが集まれば競争は激化する。勝ち残

る会社は多くのライバル企業を振り切って大化けするか

もしれないが、競争の果てに市場や産業がどうなっていく

のかを見極めていく必要がある。 

 

例えば DJI の場合、フライトコントローラやジンバルな

ど、組み立てれば誰でもドローンを作ることができるよう

な主要部品を外販している。つまり、それらを組み立てれ

ば誰でもドローンメーカーとして市場に参入できるのだ。

しかし、そのすべてを買ってしまうと、インテグレートし

た状態で売っている DJI 製品の方が安くなる。したがって、
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DJI はドローン産業の裾野を広げる役割も担っているが、

ライバルを利することばかりをやっているわけではない。

Makeblock も、品質の高いロボットパーツのほか、コント

ロールを容易にするシステムや、ユーザとのコミュニティ

もすでに構築しているので、事業全体を模倣することはで

きないと考えている。また、NXROBO も、ハードウェアに

関しては深圳の製造業者に依存しているが、家庭用ロボッ

トとのコミュニケーションを可能にするプログラミング

については自社で開発しており、簡単に真似できないと考

えている。HAX でも、ハードウェアそのものは模倣されや

すいが、複数の機能を組み合わせたり、ユーザとのコミュ

ニティを構築することで、模倣の可能性を限りなく低くす

るようアドバイスしている。それで十分かどうかは分から

ないが、模倣対策は重要だ。 

 

しかし、子供向けの教育ロボットについても、安いもの

が出回っており、自社製品の優位性をどれだけ維持できる

かは依然大きな問題だ。こうやっていろいろな製品ジャン

ルが増えているが、ジャンル内の競争も激しくなっている。

ドローンでも DJI 以外のメーカーはたくさんあるし、バー

チャルリアリティ関連もたくさん出てきている。ホバーボ

ードや家庭用ロボット、スマートライト等、カテゴリーご

とに激しい競争が展開されている。このなかでも、ドロー

ンなどは売れているが、家庭用ロボットはまだ市場が立ち

上がったところなので、まだ大して売れていないようだ。

いろいろな市場が立ち上がっているが、ケータイやスマホ

のような、誰もが持っているもの、というのはまだ出てい

ない。 

 
最後に、政策の効果や影響にも少し言及しておきたい。

今は政策によって後押しされている部分もあるので、政策

が終わった後を見極めることも重要だ。深圳に関しては、

政策が実態を後追いしている面があり、深圳のサプライチ

ェーンを使った新しい製品開発をしようという動きも出

ているが、むしろこれは他の内陸大都市に当てはまるかも

しれない。政府が関わるベンチャーキャピタルも多いよう

だ。また、深圳の中だけでも 200 か所くらいの起業拠点が

開設されようとしている。スタートアップを増やすことで、

少しずつ下がっている経済成長率をどれくらい支えられ

るのか、経済全体への影響も考える必要がある。 

 

【質疑･応答】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

会場からの質疑応答の前に、私から一つ伺いたい。深圳に

おけるベンチャー人材の供給源はどこにあるのか。中国に

は伝統的にサイエンスパークがたくさんあり、大学が中心

になってできたベンチャー企業もたくさんある。それらと

どのように差別化されているのか。 

 

（木村） 

 スタートアップの創業者は大手企業に勤めていた人も

多いようだ。自分たちでこういうものを作りたいという思

いの上に、事業環境の変化をチャンスと捉えるような人達

だ。あとは、補助金も増えているので、そういうのを目当

てにしている人達も多いかもしれない。あと、スタートア

ップの従業員たちに前職を聞くと、以前はモトローラにい

たとかノキアにいたとか、という人が多いようだ。スマ

ホ・ブームに乗り遅れたり、立ち行かなくなった外資系企

業、そういったところから人材が流れてきている。事業縮

小したところがある一方で、スタートアップの増加という

変化も起きている。大学関係や留学帰国組の起業では、海

外へ留学した人たちによる創業が多かったが、今は国内か

らも創業の人材が供給されている点が面白い。 

  

（フロア） 

 3 点伺いたい。建設的な政策で、日本でも数十年前には

こういう例があったと思う。例えば某出版社が出した雑誌

のキットは人気があった。自分もいくつか作ってみたが面

白かったし、先進企業の第一線で働くくらいの知識が身に

付くようなレベルのものだった。だが、それは会社として

売れるようなレベルではなかったと思う。これがビジネス

で成り立つのは、中国の人口が多いからだろうか？ 

 2 点目は深圳で働く人たちの言語は広東語なのか北京

語なのか英語なのか？ 

3 点目、今、ラズベリーパイがよく売れている。ここに

バナナパイが出ているが、2～3 日前の WEB 情報にオレン

ジパイというものがあった。これらは全て別の会社のもの

なのか。 

 

（木村） 

私も高校生の時に少し電子工作をやっていたので興味

があるが、今はホビーの先にビジネスがあるような時代に

なった。何が当たるかは分からないが、国際的な事業環境

の変化によって、そういうことが可能になった。 

広東省のなかでも深圳では、中国各地からの移住者が多

いこともあり、標準語が話されている。日本でいう北海道

みたいなところと言えるだろう。 

 たしかに、バナナパイの先発製品がラズベリーパイだ。

オレンジパイのことはよく分からないですが、ものづくり

をする人たちが増えているので、いろいろな「パイ」が出

ているのかもしれません。ものづくりをするためのモジュ

ールやキットそのものが大きな市場になっているようだ。
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大手のチップベンダーも、ものづくりをする人たち向けに

プロモーションを打っているし、メイカーフェアでも大き

なブースを構えていた。消費者向けや、大手企業向けとは

違うところで、こういったビジネスチャンスが生まれてい

るようだ。 

 

（フロア） 

 政府としてもスタートアップに非常に力を入れていて、

『中国製造 2025』など、ものづくりの制度改革をすると

いう方針が出ているが、それは具体的に何なのか。 

 

（木村） 

 産業構造の高度化や転換のために、各地でロボットや航

空宇宙産業などを後押しする動きが出てきている。そのう

ち、カラーの違いが出てくることになるのではないか。

2000 年前後に西部大開発が起きた時と似ていて、各地で

似た振興策が掲げられるが、時間がたつにつれ違いが出て

くるようになった。深圳市でも、珠江の対岸の珠海市でも、

航空宇宙産業に力を入れ始めているが、深圳市はそのなか

でもエレクトロニクス関係に力を入れている。 

 

（フロア） 

先日、米国の人が、深圳はアジアのシリコンバレーで、

あと 5 年もすればガラリと変わるということを言ってい

たが、本当だろうか。何故、それが疑問かというと、国の

規制がかなり厳しいからだ。どの程度、規制を解除できる

のか疑問に思っている。可能性について伺いたい。 

 

（木村） 

先ほどウォークマンの例を出したが、規制とは関係のな

いところで、技術の組み合わせでライフスタイルを変える

ような製品というのはまだまだいろいろなものが出てく

るのではないか。そういう意味で「イノベーションの都」

と呼ばれる深圳の強みは大きい。製造拠点は深圳とその周

辺に多いからだ。良くも悪くもベンチャーキャピタルなど

のお金が大量に入ってきているので、今後を考えるうえで

の難しさは、過大評価もせず、また、過小評価もせずに今

を評価することかもしれない。 

 

（フロア） 

 日本と中国の関わり合い、日本の立ち位置について 2

点伺いたい。5 ページに 1990 年代からの発展がこのよう

に行われたとあるが、技術供与は日本からが殆どだったは

ずだ。そのような可能性はまだ日本にはあるのか。それか

ら 23 ページのところで、出自について、北米が 60％、欧

州 20％、アジア 20％とあるが、アジアの 20%の殆どは中

国だ。日本の立ち位置は全然ないのだろうか。 

 

（木村） 

 今日お話したようなハードウェア・スタートアップの場

合、日本企業からの技術供与というのは、少なくとも現時

点では、あまり関係ないと思う。長期でリスキーな基礎研

究に近いところをやっているわけではないからだ。また、

日本企業が得意とする微細加工というのも、あまりニーズ

はないかもしれない。エレクトロニクス製品を早く試作し、

安く量産するとなれば、深圳の方が優位性は大きいだろう。

日本が関係するとすれば、スタートアップに投資したり、

製品開発のための何かモジュールを販売したり、日本人起

業家向けの起業拠点というのもあり得るかもしれない。選

抜チームの出自だが、日本からの参加チームはまだ 1チー

ムだけのはずだ。 

 

（フロア） 

 日常的な話だが、日本ではレジ袋を無料で配っていて、

一年間に約 400 億枚が消費されている。ある県が実験的に

レジ袋を有料化したら、5 円で 70％、10 円で 90％の人が

有料レジ袋を使わなくなったという。中国は共産党政権な

ので、レジ袋の有料化を法制化できるが、日本ではそれが

なかなかできない。中国の国民性と共産党政権、計画経済

にはメリットとデメリットの両面がある。日本に比べて、

こういうものに対してはとてもやり易いが、その他の面で

は自由が効かないと思う。その辺をどういう風に考えてい

けばよいのだろう。 

 

（木村） 

今日お話したような、いろいろな部品や機能を組み合わ

せて、といったタイプのイノベーションであれば、規制の

緩さはメリットの方が大きいだろう。ドローンは象徴的だ

ろう。中国では街中でも比較的自由に飛ばせるが、日本で

はそうはいかない。一方、国家的なプロジェクトとなると、

どこに補助金がいくのかなど、コネが強く作用するように

なれば、大きな非効率が発生するかもしれない。また、国

が特定の技術の国際標準化を強力に推し進めることで、そ

こに振り向けたリソースがムダになる可能性もある。中国

は人口も大きいので、標準化の後押しにはなるが、それが

本当に正解かどうかは分からない。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 他に質問が無ければこれで終了する。次回は 2月にシン

ポジウムを予定している。 

 

               （了） 
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2．講演資料 
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