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■ 研究会開催報告 ■ 

「中国のイノベーション動向と社会の変化」 

 

日 時：2019 年 3 月 6 日（水）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 

【講演概要】 

 中国は 2008年「国家知的財産権戦略綱要」を発表し、知的財産権保護政策を進めた結果、国際特許出願で 2017

年に日本を抜き世界 2位、間もなく米国を抜くだろうという状況です。深 圳などを中心に先駆的な企業が政府

の規制を無視した行動をとっており、なし崩し的に行った試みが、うまくいきそうであれば政府は認めるという

やり方でイノベーションを加速させています。米中貿易戦争などの不確実要素のなか、中国は今後もイノベーシ

ョンを持続させていけるのか、その見通しを解説します。 

 

 

【講師紹介】    梶谷 懐（かじたに かい）氏 

神戸大学大学院経済学研究科 教授 

 

略歴 

1970年生。 

神戸大学卒業、同大学大学院経済学研究科前期博士課程修了。 

中国人民大学に留学。博士（経済学）。  

神戸大学大学院准教授を経て、現在神戸大学大学院経済学研究科。専門は現代中国の財 

政・金融。 

 

主な著書 

『「壁と卵」の現代中国論』（人文書院）、『現代中国の財政金融システム』（名古屋大学出版会・大平正芳記念賞受賞）、

『日本と中国、「脱近代」の誘惑』（太田出版）、『日本と中国経済』（ちくま新書）/ 、『 中国経済講義』（中公新書）など 
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1.講演録 

【開会】 

これより JST 中国総合研究・さくらサイエンスセ

ンター第 126 回の研究会を開催する。本日は神戸大

学大学院経済研究科教授、梶谷懐先生をお招きし、

『中国のイノベーション動向と社会の変化』と題し、

ご講演いただく。先生のご経歴の詳細は割愛させてい

ただく。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【講演】 

ご紹介いただきました神戸大学の梶谷です。 

 昨年の 9 月に中公新書より「中国経済講義」を出版

し、ご好評をいただいている。特に、第 6 章の中国のイ

ノベーションと成長の持続可能性に関する章が面白か

ったと、ご意見いただくことが多い。 

 私は中国経済を研究し始めて 20 年以上になる。もと

もとはマクロの中国財政、金融を研究しており、中国に

訪問した際には、企業も訪問するが、専門はマクロの分

析である。イノベーションや産業に関することは、必ず

しも専門ではないが、他にない切り口で書いたという

ことでご好評いただいた。今回の講演依頼をいただく

際にも、この部分が面白かったという話を伺ったので、

イノベーションの動向に焦点を当てた話をしたいと思

う。 

イノベーションというと深圳というイメージが強い

が、深圳におけるイノベーションについては、今、注目

されているところでは、東京大学の伊藤亞聖さん、同じ

東京大学の丸川知雄さん、アジア経済研究所の丁可さ

んなどだが、専門家の中でも詳しい方がたくさんいる。 

 これから話す項目１、２については、深圳はものすご

く速度が速いので、頻繁に訪問してアップデートしな

ければいけない。しかし、私が忙しくて深圳を訪問でき

ていないので、やや時代遅れになっているところがあ

るかと思う。そういう部分については昨年出版した本

の枠組みで話をしていきたい。 

 項目３は、私が最近訪問した北京である。昨年の 9 月

に大学間の協定で神戸大学と北京外国語大学でダブル

ディグリー（両方の大学から学位を出すプログラム）が

結ばれているので、3 週間ほど集中講義をする機会があ

った。北京外国語大学の日本学研究センターはご存知

の方も多いと思うが、大平正芳元首相が ODA（政府開

発援助）で建てられた日本の蔵書を集めた図書館があ

る大学である。その際、いくつか北京の IT(情報技術）

系の企業を訪問したので、紹介したい。深圳とはかなり

違うので、比較すると面白いと思う。 

 項目４は、イノベーションがどう社会を変えていく

かというのが重要だという問題意識をもっている。深

圳などに行くとそれほど感じないが、北京などではハ

イテク系の企業によりテクノロジーは進むが、裏の側

面として社会がテクノロジーによって管理されていく

ような現実もある。最後はそのような問題提起をでき

ればと考えている。 

 

 １．知的財産権とイノベーション 

 －深圳における民間企業の台頭― 

 

 イノベーションについて話をする際に、知的財産権

の問題が最初にある。今、まさに米中の関係が悪化して

いるが、米国政府が中国に対して突き付けている問題

は、知的財産権をないがしろにし、技術を盗んでいるの

ではないかという問題である。この辺は中国のイノベ

ーションに関して、関心が集まっていると同時に評価

が分かれているところでもある。今起きているイノベ

ーションは本物なのか、持続可能かそうではないのか、

ということだ。それに密接に関連する問題として、「政

府主導で大量の援助を行い、イノベーションを促進し

ているので、民間の活力として現象が起きているわけ

ではない」という見方と、「そうではない」という見方、

と評価が分かれる現象に繋がっている。 

 主流派の政治経済学者の見方は、中国のイノベーシ

ョンの持続可能性について、概ね否定的な見方をして

いる。代表的な議論として、少し前だが、日本でも話題

になった、アセモグル=ロビンソンの「国家はなぜ衰退

するか」（原書「Why Nations Fail」）。これは持続的な

経済成長において制度が重要である。制度というのは、

法制度、きちんと契約を守らせるような法律、裁判制度。

法律の支配をしっかりさせる民主的な政治体制であり、

そういうことが重要であるという議論を行った。 

 世の中には、色々な国家がある。国家が採用している

制度は収奪的制度と包括的制度の二つに分けられる。

持続的な経済成長を支えるのは、包括的な経済制度お

よび政治制度であるという議論で、包括的な経済制度

では、所有権が守られ市場取引が成り立たなくなる。包

括的な政治制度とは西洋的な三権分立の下で法の支配

が確立していき、政府はアカンタビリティを確立して

いく。中国は例外的なケースである。一時的に収奪的な

政治制度（民主的ではない政治制度）の上に包括的な経

済制度が実現してきた。 

 これは歴史的には珍しい現象ではなく、東アジアで

第二次世界大戦後の韓国の軍事体制政権であるとか、

台湾の蒋介石政権のような形でも一時的に実現したも

のであり、財政を考えてみても持続可能なものではな

い。経済発展を起こして中間層の市民が育つにつれて、

民主化運動がおこり収奪的な政権というものは倒れて

しまう。同じようなことが中国でも起こるのではない

か。今のままの政治体制の下ではイノベーションは起

きないだろうということである。キーポイントになっ

ているのが、知的財産権のような法制度がしっかりし

ていないことによって、自由なアイデアが必ずしも生
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れないのではないかという議論だ。似たような議論と

しては、有名なところでは政治学者のフランシス・フク

ヤマという人がいる。 

現実はどうかというと、中国政府も知的財産権が大

事だということを決して否定しているわけではない。

むしろ、率先して知的財産権の保護をしていこうとい

う姿勢を見せている。例えば 10 年くらい前になるが、

2008 年には「国家知的財産権戦略綱要」を発表し、国

家レベルで知的財産権の件数を大幅に引き上げるとい

う方針を明確にした。もちろん知的財産権を保護する

という目的である。経済もそれまでのような安い労働

力を投入して経済成長するというのが限界に来ている、

いわゆる「新常態」である。その中でイノベーションが

成長のエンジンに変わらなければいけないということ

を 5 年くらい前から盛んに言い出した。その旗振り役

を果たしたのが李克強首相である。2014 年の段階で、

みんなが創業して、イノベーションをみんなで起こす

「大衆創業、大衆創新」を提唱した。翌年の 2015 年に

は大衆創業のモデル拠点を発表した。高等教育機関が

集中している場所である北京市海淀区、天津市浜海新

区中心業務地区、ハイテク企業が集まっている深圳市

南山区、貴州貴安新区はビックデータで有名なところ

である。 

ということで、知的財産権が大事であるということ

は、中国政府も共有している。そこで、よく出てくる数

字だと思うが、WIPO（世界知的所有権機関：World 

Intellectual Property Organization）が毎年、国ごとの

国際特許出願数をグラフに起こしてレポートを出して

いる。10 年くらい前の中国は、韓国よりも少なかった

のが、ぐんぐんと伸びて 2017 年には日本を抜いて第 2

位になっている。間もなくアメリカに追いつきそうだ

ということで警戒感が高まってきている。具体的な企

業の名前を見てみると、今、渦中にあるファーウェイ

（華為技術）。また、ZTE（中興通訊）は昨年、貿易戦

争が勃発した時にアメリカの制裁にあったが、トラン

プ大統領の個人的な判断で制裁が解除された。ZTE は

国有企業であり、ファーウェイは民間企業である。ここ

数年、国際特許出願のトップ 10 に常に入っている企業

である。2017 年はこの 2 社が 1 位、2 位となっている。

日本のパナソニックなども 2014 年まではトップ 3 争

いをしていたが、だんだん下がっている。 

 

（知的財産権に関する三つの層） 

 中国の知的財産権とイノベーションの関係は必ずし

も、一筋縄ではいかないと考えている。ある立場の人た

ちには、中国政府はイノベーションを活性化しようと

しているが、あれは見せかけであり、本来は今でもパク

リや技術を盗んでいるのではないかという見方がある。

また、中国の知的財産権もアメリカとの違いがなくな

ってきているという見方もある。私は、どちらも現実を

反映していないところがあると思う。そもそも、この 2

つの見方には一つ共通している展開がある。まず、イノ

ベーションを起こすためには技術を保護しなければい

けない。その方法は知的財産権を整備し、パテントとし

て保護していき、それによりイノベーションを起こし

ていくという考え方である。 

 現実を見ると必ずしもそうではない。中国の現実を

見ても知的財産権を重視しているところもあれば、全

くそうでもないところもある。そうでもないところを、

知的財産権を守らせるように持っていけば、解決して、

もっとイノベーションが進むかというと必ずしもそう

ではないと思っている。そこで 3 つの層で考えるとい

うことである。これは深圳の状況に影響を受けた議論

であるので、他の地域で見た場合に必ずしもこういう

議論ができるとは限らない。本日は深圳のケースをベ

ースに話をしたいと考えている。 

 一つは知的財産権を重視する方向になってきたとは

いえ、まだ中国ではいわゆる山寨製品といわれるコピ

ーパクリ商品。ここでいうパクリとは商標権を侵害す

るような、あからさまに日本のメーカーに近い名前を

つけて自分の製品として販売するケースもあるし、技

術を盗むということもある。特に零細企業はそういう

性質がある。これを「プレモダン層」と名付けている。

しかし、先ほど紹介したファーウェイや ZTE は特許を

通じた技術開発を積極的に行っている。これを仮に「モ

ダン層」と名付けた。もう一つ重要な動きとして技術を

共有・公開することでイノベーションを促進する方法

を「ポストモダン層」と名付けた。この 3 つがどういう

関係にあるのかを見ていくことが重要である。私の結

論からいうと、このようにごちゃごちゃとしたものが

あるからこそイノベーションが進んでいくところがあ

るのかと思う。上から政府が設計をして特定の企業を

後押しして育ててきたものではない。 

 

１．知的財産権無視の世界と「垂直分裂」 

 これを代表する言葉が「山寨」である。この言葉が使

われるようになったのは 2002 年か 2003 年くらいだと

思う。非常に安い携帯電話で、外見は SUMSUNG や
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ERICSSON などの有名なメーカーとそっくりで、価格は

何分の１というものが「山寨携帯」と呼ばれている。そ

れが爆発的に広がったのがその時期である。これは技

術的な背景があり、Media Tek という台湾の半導体メー

カーが開発した汎用 IC チップにより、IC チップを自社

開発しなくても、最新に近いモデルが高度な技術が無

くても作れるようになった。ここで背景になっている

のが、コアの電子部品や金型などを共有する「公板（公

用の電子基盤）・公模（公用の金型）」である。このよう

に技術的に同じものを零細企業が参入して生産してい

く状況を最初に注目して名付けたのが東京大学の丸川

知雄氏である。これを「垂直分裂」という言葉で表現し

た。ここに現代中国の製造業のダイナミズムがある。そ

れは初期投資や中間財調達コストが劇的に低下すると

いうことである。しかし、これは技術の陳腐化を招き、

過当競争や市場の飽和になりやすいので「山寨携帯」は

都市から農村へ行き、アフリカなどの海外へ移動する

形で裾野を広げていくが、このビジネスモデルには限

界があり、先細りである。 

 

２．特許を通じた保護・・・華為技術 

 モダン層についてだが、代表的な企業はファーウェ

イ（華為技術）である。連日と言ってもよいくらい報道

されているので、説明の必要もないとは思うが、ファー

ウェイは、日本では格安スマホのメーカーとして知ら

れるようになり、ファーウェイで WeChat をやってい

ると情報を抜かれるなど、安全保障上の問題でファー

ウェイを使用しないようにしようと言っている人もい

た。しかし、本当に重要なことは通信事業者向けのコン

ピューターやデータセンターなどのシステム設計をし、

そのシステムが次世代（５G）の中核を担うものであっ

たということである。ファーウェイが知的財産権の保

護を通じた技術のイノベーションを進めていく上で重

要なのは、積極的に開発を行っていることである。約 18

万人の社員の中で、8 万人くらいがファーウェイ製品の

技術開発要員であるといわれている。また平均年齢が

ものすごく若い。平均年齢は 33 歳～34 歳。45 歳で定

年である。そして自社株の配当で生活ができるなど、水

準の高い独自技術を開発し、特許でそれを囲い込むと

いう知財戦略の王道を展開しているにもかかわらず、

中国の異質の象徴のような形でアメリカに叩かれて、

日本の報道などでも追随するような動きがあるのは皮

肉なところだと思っている。 

 米国政府（特に商務省など）が、中国系のファーウェ

イなどの企業を攻撃する際に使用するロジックとして

①外資規制により米国企業に技術移転を強要している。

②米国企業に対して差別的な扱いを行っている。③先

端技術を持つ米国企業を買収している、技術者を引き

抜いている。④人民解放軍などが米国企業にサイバー

攻撃をしかけている。などといった理由により、昨年の

４月に ZTE（中興通訊）などは制裁を受けた。背景に

は、急速にキャッチアップをしてきた中国の IT 企業に

対する米国の焦りがあるのではないかと思う。さらに

は、技術的な問題だけではなく、昨年 10 月のペンス副

大統領の演説では、貿易問題だけではなく、政治、軍事、

人権問題まで、中国の価値観が異質であると言ってい

る。いわゆる資本主義的な企業が生まれてきているよ

うではあるが、全く違うものであるという見方が強く

なっている。その矛先を、直接向けられたのがファーウ

ェイである。これは個人的な見解としては、皮肉なこと

であると考える。例えば人権問題においても価値観の

違いはもちろんあるが、率先して西側の価値観を取り

入れていこうという企業が真っ先に攻撃された。今後、

事態の解決につながるかというと疑問である。 

 

３．オープンソースを通じたイノベーションの促進・・・

Seeed など 

 ポストモダン層について、若干わかりにくいところ

があると思うが、ここの説明で重要な概念となってく

るのが、いわゆるオープンソースである。オープンソー

スと似たような概念でオープンイノベーションという

ことが言われると思うが、オープンイノベーションは

非常に広い概念で、複数の企業が共同して開発してい

くようなものを含めて指したものだ。オープンソース

は、技術をどのようにして公開していくのかというこ

との考え方である。 

もともと 1990 年代くらいに Linuｘという OS が開発

された。これは単にソフトウエアが開発されたのでは

なく、技術開発に関する重要な思想としてオープンソ

ースというものができた。これは従来の概念である。マ

イクロソフト社が開発した Windows に代表されるよ

うな自社の中で開発され、開発されたものを特許など

で保護し、使用する際には使用権を発行するというマ

ーケット方法である。 

 ところが、規制の概念とは逆に自由にコピー・改良す

ることを認めて、色々な人に使用してもらい、改良のア

イデアを出してもらうという手法もある。この方が、細

かいバージョンアップが可能になり、イノベーション

が進むという考え方である。もともとはソフトウエア

の開発に関する共有の仕方であったが、近年はハード

ウエアに関しても、オープンソースの考え方で開発を

進めていこうという動きが出てきている。その背景は、

ハードウエアとソフトウエアの垣根がなくなってきて

いることがある。もちろん大きな違いはあるが、３D プ

リンターの発展などにより、モノづくりの中でデータ

が占める比重が大きくなってきた。また、IoT（モノの

インターネット）技術のように、ハードウエアだけでな

く、アプリや情報を使用して初めて完結するようなも

のが出てきた。 

 ハードウエアの設計においても、特に自社製品の回
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路図や外装 CAD（コンピューター利用システム）デー

タなど、付属するソフトウエアのコードなどを積極的

に外部に公開して使用してもらう物が増えてきた。代

表的なものがアルデュイーノ（Arduino）というマイク

ロコンピューターの子会社だ。アルデュイーノという

コンピューターの名前自体には商標権がありまねでき

ないが、製品は自由にコピーし、違う名前を付けて販売

することが可能である。オープンソースの考え方で作

られたハードウエアを使用して、色々な製品を開発し

ていこうという機運が強まっている。ここで紹介する

シード（Seeed）もそのような企業の一つである。シー

ドは深圳の南山区という企業が集中しているところに

オフィスがあり、訪問すると、発注した企業への納期や

ロット数が書かれていた。ロット数に注目すると、20

や 100 の単位で注文できることがわかる。電子部品は

固定費がかかり、量産するにつれてコストが下がるの

で、最低ロット数は万単位で採算があうようなイメー

ジだが、アイデアをもらって試作品を作るような企業

に対して、少ないロットで注文を受けているというこ

とである。 

 

 このシードのビジネスモデルに関わるところだが、

創業したのはエリック・パン（Eric Pan）氏というイ

ンテルのエンジニアだった人である。3 つくらい主要な

ビジネスがあり、一つはシードが開発したオープンソ

ースハードウエア・コンポーネント（Arduino 互換製

品）の開発・販売。アルデュイーノなどを使って、少し

アイデアを形にしたような製品でビジネスを起こして

いこうという起業家を顧客にして、試作品を作る際の

電子部品などを委託生産している。同時にこのような

顧客が増えていくことがビジネスになるので、起業家

精神を発揮してもらうようなイベントや共有スペース

（レンタルスペース）を積極的に運営して、賛同する人

やモノづくりを面白いと思う人を育てていくような企

業理念をもっている。 

 これを現しているのが、スタートアップとマス・プロ

ダクションである。アイデアをどのように形にしてい

ったらよいかわからない企業を支えていくのである。

アイデアのところに「0」という数字がある。起業家に

なりたいという夢だけがあるという状態を現している。

0.1＝試作品を作る。ここでメーカーになる。１＝ベテ

ランメーカー。1000＝ハードウエアスタートアップ。

ここで資金のスタートアップを始める。10000 を超え

ると立派なハードウエアコーポレーションとなり会社

になる。また、「Maker Faire」だが毎年東京でも開か

れていて徐々に関心が集まっている。日本人が出展し

た例として、ロボットがオーケストラのように演奏す

るものなどの参加があった。これらの企業の重要な要

素は技術を囲い込むのではなく、自社製品の回路図と

か BOM（どういう部品を使っているかを示した部品表）

など全部公開していく。むしろまねして同じような考

え方を持つ起業家が増えてくれた方が、ありがたいと

いう発想である。 

 

２．「パクリ」とイノベーションの共存 －深圳のダイ

ナミズムはどこにあるか－ 

3 つの層の話をしたが、そこで出てくる疑問点という

のは、ファーウェイのようなハイテクの企業とパクリ

し放題の企業がある。これら 3 つの層というのは、お

互いにどういう関係性があるのか。足を引っ張ってい

るのか。パクリし放題であれば、技術をあえて開発しよ

うとするインセンティブは働かないのではと思うが、

必ずしもそうではないという議論が経済学者の中でも

出てきている。その一つが、ラウスティアラとスプリン

グマンという人が出した「パクリ経済」（The Knockoff 

Economy）という本である。彼はコピー製品が存在し、

流通すること自体がイノベーションを促進する側面が

あるのではないかと言っている。 

具体的にあげているのは、料理のレシピなど、あるレ

ストランの料理が非常に人気があって美味しいという

場合に、まねして別のレストランが出す。それは料理の

レシピが知的財産権で保護されているかというと保護

されていない。みんなまねされるが、新しいものを作ろ

うという動きが止まるかというと止まらない。コメデ

ィアンのネタなどもそうである。要はイノベーション

とか、アイデアは無数にあり、知的財産権で守られるも

のはわずかである。守られていないものはたくさんあ

るが、新しいものを開発しようとする気持ち、行動はや

むことはない。むしろ、技術やアイデアにとっては、多

くの人がそれを知ることにより使う場面が多くなるの

である。コピー製品が出回ることによって、人々により

使われる可能性がある。典型的な例としては、２年前く

らいに流行った「ハンドスピナー」という手で回す金属

のおもちゃがある。元はアメリカで開発されて、１万円

くらいしたらしいが、深圳でコピー製品が出回り、世界

中で大ヒットした。コピーが可能な状況が生まれたか

らこそ、知的財産権に対する、シード（Seeed）のよう
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なオープンソースによってハードウエアを管理してい

くような側面もある。 

深圳の 3 つの層を総称して、イノベーションにエコ

システムが存在しているという言い方をする場合があ

る。エコシステムの上で、ある意味、先ほど申し上げた

知的財産権の層の多様なものを統合して、そこからイ

ノベーションが生まれるようにしていくための重要な

カギを握っている企業がある。それがここで紹介する

「デザインハウス（IDH,方案公司）」である。定義とし

ては、元は電子機器の回路図などの設計を手がける半

導体メーカーの下請けのような形の企業である。しか

し、それだけではなく、実際にメーカーが生産する際に

技術的にどのような部品を使えばよいのかなどを含め

た製造支援を行う企業である。メーカーが新しい製品

を開発し、インテルなどのこういうチップを使用して、

こういう性能のものを作りたいという時に、自社で開

発すればよいが、その能力がないか、あるいはそこまで

重要な製品ではないという場合に、デザインハウスに

丸投げして、設計をしてもらう。その依頼を受けたデザ

インハウスはマザーボードの設計だけではなく、使用

する部品やメーカーリスト（BOM リスト）まで提供す

る。これにより、ノウハウがない（技術力が高くない）

企業でも新製品を出すことができるということだ。 

このことを、非常に詳しく説明しているのが、深圳で

長く製造業の現場に携わってこられた藤岡淳一さんと

いうジェネシス（JENESYS）という会社の方だ。昨年、

『「ハードウエアのシリコンバレー深圳」に学ぶ』とい

う本を出版された。深圳は工場や部品メーカー、デザイ

ンハウス、検査会社、物流会社などサプライチェーンが

整備されていることが強みだが、それだけではエコシ

ステムは成り立たない。無数のプレーヤーが乱立して

いるので、いわゆるジャングルの中でどこに住めばよ

いかわからないという状態である。そこにはガイドが

必要となり、ガイドの役割がデザインハウスであると

いうことが述べられている。 

これに少し理屈をつけて、経済学的に語ると「囚人の

ジレンマ」ということである。ご覧になった方も多いと

思うが、囚人のジレンマというのは、囚人が二人いて、

お互いにコミュニケーションをとれないような状況に

ある。お互いに黙っていると、しばらくすると証拠が不

十分なので釈放される。ただ自白をしてしまうと、自分

の罪は軽くなるが、相手が罪を被って牢屋に入らなけ

ればいけない。相手が裏切った場合も同様である。こう

いう場合、どうするのが最善かというと、お互いに裏切

って罪を認める。一人で罪を被るよりは、短いけど牢屋

に入らなければならない。これは経済学では「ナッシュ

均衡」という。実際に望ましい状況は、お互いに強調す

ることだが、コミュニケーションがとれないとお互い

に裏切りになってしまう。 

これをどう解決するかについて、サミュエル・ボウル

ズという経済学者がこういう議論をしている。囚人の

ジレンマを解決する方法として、1 番目に「報復」があ

る。ビジネスの世界では取引相手を信頼できるか分か

らない場合、法制度をしっかりと整備するのが望まし

いが、そうは限らないという状況がある。裏切りが起こ

らない条件として、一つは長期間にわたる取引。つまり、

お互いに協調していることにより、利益が生まれるこ

とがわかっている状態である。相手が裏切った場合は、

こちらも裏切りで返す。報復によって利益が失われる

という関係性である。 

2 番目に「評判」である。協調してよい相手かどうか

を第 3 者からの評判によって、判断する。コストをか

けることによって、相手を信頼できるかどうか仲介を

使って調査をすること。3 番目に「分断」である。特定

の人々とのみ取引を行う。例えば、中国では浙江省温州

という地域がある。温州のビジネスマンは世界各地で

ビジネスを展開しているが、基本的に温州人同士とし

か取引をしないとか、結婚するのも温州人でないとダ

メだといわれている。そのように同族間の強い結びつ

きで裏切りを防ぐ。あるいは日本の部品取引の「系列取

引」というような同族グループの中で取引を行うケー

スなどもある。 

中国を考えた場合、2 番目の評判とか、仲介というも

のが重要なウエイトを占めているのではないかと思う。

仲介の中には、取引プラットフォームといわれるアリ

ババや E コマースの企業が提供するような顧客評価メ

カニズムによって信頼できるかどうか判断する方法で

ある。先ほどの日本の系列取引のようなものは、ある程

度安定した経済関係の下では良いが、現在のように変

化が目まぐるしい電子産業の分野においてはむしろマ

イナスになってしまう。そういう意味では、デザインハ

ウスのような高度な技能と知識を持った設計も行う仲

介業者が、重要な役割を果たしていくのではないかと

いうのが一つの結論である。 

このようなことを考えると、深圳のエコシステムは

デザインハウスの仲介が非常に大きな役割を果たして

いる。そもそも、なぜデザインハウスが広がっていった

のかというと、先ほど話をした「ポストモダン層」、山

寨製品の広がりと密接な関係がある。デザインハウス

は技術がそれほど高くなくても、どういう部品を使っ

てどういう設計をすればよいのかというところまで、

手取り足取り教えてくれるような存在だと話したと思

うが、素人同然のメーカーが、山寨携帯が広がったから

自分も参入したいという山師のような有象無象の零細

企業もデザインハウスの助けを借りれば、それなりの

業績を出せてしまうという状況があった。もちろん、デ

ザインハウス同士の競争、淘汰は当然あったと思うが、

そういう風に形成されたエコシステムが同時にクリエ

イティブな企業もサポートする。この 3 つは補完して

エコシステムを支えている。（＊資料参照：三つの層の
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相互関係） 

この議論に対して、批判というか異論を唱えている

人がいるので紹介したい。高須正和氏は、シードに代表

されるような、新しいモノづくりの動きを日本に紹介

する火付け役になったような方である。これまでにも

深圳の企業見学ツアーを主催したり、最近の「ハードウ

エアハッカー」というアンドリュー・バニー・ファンと

いうアメリカのエンジニアが、いかに深圳でモノ作り

が面白いかということを紹介した本の翻訳もしている。

高須氏の議論だが、私の「中国経済講義」を読んでいた

だき、「面白かったが、少し異論がある」ということで、

会って話をした。高須氏は、「プレモダン」「モダン」「ポ

ストモダン」という層に属しているから知的財産権で

技術をどうするかにはなっていない。むしろ技術の共

有の仕組みで 3 つの異なるものがあると考えた方がよ

いのではないか、という。 

この 3 つの異なるものとは、1 番目は「公开」。電子

基盤や金型などを零細業者の間で事実上の共有をして

開発コストを下げていく。山寨企業が行っているよう

な技術共有の仕組み。2 番目がパテント。3 番目がオー

プンソースということで私の議論と似ているが、企業

はどこかの層に属しているのではなく、3 つの技術共有

の仕組みがあり、これを採用している企業がたくさん

あると考えた方がよい。なぜ 3 つが共存しているかと

いうと、技術の種類によってパテントで保護した方が

世に広がるものもあるし、ものすごく革新的で誰でも

使いたくなる技術であればパテントで保護する意味が

ある。そうではなくて、すぐにまねされるような技術で

あればパテントで保護をしてもすぐに陳腐化するので

意味がない。むしろ積極的に公開していく方が、よりみ

んなのためになる。中国はかなり大きな企業であって

も、この 3 つのシステムの中で、特に「公开」をパテン

ト保護などで使い分けている技術が多い、というもの

だ。 

ジャーナリストの高口康太さんがウェブで書かれた

ものだが、中国の IT 系で有名な Xiaomi（小米科技）と

いう企業がある。ここがスマートフォンの製造をはじ

めスマート家電など非常に斬新なデザインの製品を出

している。Xiaomi の製品ラインナップを見ると、ハイ

エンド製品は先端的な技術を搭載して自社開発をし、

そういう時は積極的にパテントで保護していく。しか

し Xiaomiは同時にローエンド品やミドルエンド品など

も出していて、これは自社開発をせずデザインハウス

に丸投げしている。中国大手スマートフォンメーカー

がデザインハウスへどれくらい設計を委託したか比率

で見ると、Xiaomi は 80％くらい丸投げしている。面白

いのがファーウェイも 38％くらいデザインハウスに丸

投げしている。日本のパナソニックなどでは考えにく

い。 

デザインハウスに丸投げしているということは、技

術の共有の仕組みとして 80％くらい公开ということだ。

Xiaomi はトップレベルの技術開発力があるので、ハイ

エンド製品はパテントを使って技術を保護しているの

で、同じ企業の中で、使い分けているというところが高

須氏の批判であった。私が 3 つに分けたのは必ずしも

固定されているわけではなく、そういう切り口で切っ

た方が、中国社会がわかりやすく見えてくる面もある

と思っている。技術面の観点からイノベーションを見

るか、中国研究という観点から見るのかという見方の

違いがあるので、議論を重ねて深めていけばよいかと

思う。 

 

３．北京のイノベーションの状況 

 イノベーションを語る上で、深圳に負けず劣らず重

要な都市は北京である。深圳との違いは、清華大学や北

京大学といった世界トップクラスの大学、研究機関が

集中している点である。深圳に欠けているところは、人

的資本を育成するような教育機関が多くないことだ。

最近は深圳にも大学ができたりしているが、伝統が違

う。もう一つの点は資金面である。北京は資金調達面で

メリットがある。誤解されているところがあるが、中国

製造 2025 のような形で中国政府が先頭にたってイノ

ベーションの動きを進めているという中で、政府が直

接補助金としてお金を出してというイメージがあるか

と思う。確かに産業政策の影響は大きい。産業政策がど

のようなルートで現れてくるかというと、たくさんの

投資ファンドが設立され、そこにお金が流れ、投資ファ

ンドが有望なベンチャー企業を探し出してお金を投入

していくという仕組みが、ここ数年で出来上がってい

る。 

 投資ファンドが一番注目しているのが、優秀な大学

を卒業したポテンシャルの高い起業家が集中している

北京である。またベンチャーキャピタルの中でも、国有

企業が土台になっているような企業がある。国有企業

は一般的には効率が低いなどと良くないイメージを持

たれているかと思うが、資産とか不動産などの資金の
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面で大きなものがあるので、起業家に対して投資ファ

ンドを通して資金投資する仕組みが北京では出来上が

っている。 

 深圳のイノベーションの状況は、例えばスマホ決済

やシェアサイクルなど、社会を変えていくようなわか

りやすいイノベーションの形やファーウェイなどのよ

うに電子産業の世界のように見てわかりやすいイメー

ジがあるので広がった。むしろわかりやすいイノベー

ションは、最近飽和状態で、あまり新しいものが生まれ

なくなっている。今後、もう少し基礎的な技術や AI の

テクノロジーなどが伸びていく際の中心にあるのが北

京である。2 つの企業を紹介したい。 

 一つは創業公社（VSTARTUP)である。スタートアッ

プを支えるインキュベーターだ。これは国有企業が母

体になっている。もとは北京にあった大手の国有の鉄

鋼会社の首都鋼鉄である。現在もあるが、北京では製造

しておらず河北省に工場を移している。北京の石景山

区に工場があり、最盛期には 8 万人くらい従業員を採

用し、世界 23 位くらいの中国の中では、かなり大きな

企業であった。だんだん競争に負けていったこともあ

るし、2008 年の北京オリンピックの開催を前に、環境

対策のため製鉄所は北京市内で製造ができなくなり、

10 年くらい前に操業を停止している。操業していた頃

は、広大な土地を利用していたが、そこの工場を取り払

ってしまったので、不動産事業でマンションを建てて

儲ける方向に向かっている。その利益の一部をベンチ

ャーキャピタルとして活用しており、一つのビジネス

モデルが出来上がっている。創業公社は 2013 年に創業

された新しい会社であり、一言でいうと、意識が高く若

者が憧れて入るオフィスである。オフィスの中には共

産党の存在をアピールしている。これは国有企業が母

体の特有かと思う。 

 二つ目は「Face＋＋」である。中国名ではメグビー。

中国の AI 系のユニコーンといわれている企業は 2 つ

あり、ソフトバンクと提携している Face Time と北京

の Face＋＋というシステムを開発した企業である。こ

れは 2011 年に清華大学出身者 3 名で創業した AI をコ

アとする画像認識のユニコーン企業である。現在従業

員は 1,700 人程で、平均年齢は 26 歳。特に清華大や北

京大出身者が多く、中国で最も聡明な企業といわれて

いる。最近はスマホやタブレットなどの顔認証でパス

ワードを打たなくても使えるようになった。中国系の

企業なので、どのくらい日本の製品に使われているか

わからないが、ファーウェイにはメグビーの技術が使

われていると思っていただいてよいと思う。 

 また、KFC やユニクロなどの実店舗の入り口の認証。

無人コンビニなどのいわゆるスマートリテール。顔を

認証してスマホで決済をする。そういった物にこの会

社の技術が使われている。この企業を訪問すると、まず

見せられるのが、同じ人の顔を男性型、女性型にすると

別人に見えるが、同一人物だというものである。見え方

が変わると、人は間違えるが、機械は間違えない。また、

大きなモニターがあり、企業のビルにたくさん監視カ

メラが仕掛けられている。街を歩く人たちを四六時中

撮影し、企業のビル中もカメラで撮影している。 

 注目してほしいのは、人にリンクして出てくる個人

の属性である。私の例でいうと、男で、短髪でリュック

を背負って青い長袖の服を着ていると書かれている。

このように人が通ると属性が出てくる。デモンストレ

ーションの画面だが、犯罪者などをデータベース化し

て、照合して捉えることができる。1 回ブラックリスト

に載ると、どこを歩いていてもわかってしまう。

Identification（個人の特定）、属性が瞬時にわかるので

ある。もう一つは動体認識である。歩き方の特徴をパタ

ーン認識する。無人コンビニの例では顧客が店内でど

のような動きをするのか。データを分析する。 

 単に技術やイノベーションで経済発展をするという

問題にとどまらず、中国社会に根本的な変化をもたら

せていくのではないかと個人的には考えている。その

背景にあるのは、技術や制度とか、構造的に決められた

ものを「アーキテクチャ」というが、人々の行動が制限

されたり、秩序ができたりということだ。こういう概念

を提起したのが、アメリカの法学者でローレンス・レッ

シグ氏である。20 年くらい前に、人々の社会行動を規

制するのは、「法」だけではなく、「社会規範」もあるし、

「市場」、「アーキテクチャ」である。しかし、そもそも

できない仕組みになっている。その頃は、コピーコント

ロール CD みたいなものが言われていた。著作権で守

っていても十分ではないので、コピーができない仕組

みを技術的に持たせるという議論をレッシグは行った。

インターネット社会はその当時、急速に広がりつつあ

ったが、インターネットの空間では大手企業が提供す

るようなアーキテクチャを通じた規制によって、自由

な創造が制限される度合いが強まっていると批判した。

むしろアーキテクチャによる人々の行動の規制は緩め

ていくべきで、緩めていく法律を導入するべきであり、

法により企業のアーキテクチャの規制を制限していく

べきだ、と自由至上主義の立場から主張した。 

 ここでよく言われるのが、アリババ傘下のアリ・ファ

イナンスが提供しているアリペイ（支付宝）である。ア

リペイは支払履歴や、個人の属性（学歴、職歴）、資産

（車や住宅の保有状況など）の個人データを持って、地

位が高く、しっかり支払を行っている人はステージが

上がる。アルゴリズムによって、スコアがつけられ、ス

コアが高いとレンタルなどのデポジットが不要になっ

たり、金利の優遇などのサービスがある。重要なのは、

この仕組みは管理されているわけではない。例えば、私

が昨年 9 月に 3 週間ほど北京に滞在したが、クレジッ

トの点数が 1 点だけ上がった。理由はわからないが、

支払いをし、お行儀を良くしていれば上がることは間
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違いない。 

 これが広がってくると法律で規制しなくてもちゃん

と生活をする人が増えてくる。実際に中国に定期的に

通っている人は実感されていると思うが、犯罪率は劇

的に毎年減っている。タクシーなどのトラブルも減っ

たと聞く。これは中国政府がアピールしていることで

もあるが、殺人事件などの発生件数は最も低いといわ

れている。暴行罪の件数も減っている。交通事故も減っ

ている。交通違反をすると大きなカメラに撮られ、大き

なモニターに映し出されるので、行儀が悪いことをし

ようと思わない。社会的に良くないとされていること

を昔から法律では禁じられていたが、あまり人は守ら

なかった。だが、社会の仕組みができることによって自

発的に従うようになっている。 

 中国の山寨携帯などを見ていると、まだまだカオス

なエネルギーがあふれているところもあるが、大都市

においては徐々にお行儀がよくなってくる側面がある

のではないか。 

 

 イノベーションが持続的か政府主導かということに

関しては、どちらもそう簡単ではない。政府が設計した

わけではないので、エコシステムができている。知的財

産権を必ずしも守らない企業までもエコシステムの中

で活発なイノベーションを生み出すような仕組みが、

特に深圳などではできている。このような多様性みた

いなものは政府主導でできているばかりではない。一

方、北京では潤沢な予算を持つ国有企業系の投資ファ

ンドなどと高学歴の起業家をマッチングすることによ

って、様々なハイテク系の企業が生まれてきている。そ

れらの企業が生み出すテクノロジーは社会のアーキテ

クチャというか、悪いことをすると損をする。良いこと

をすると得になるという仕組みを実装することにより

社会を変えていきつつある。これに対する批判もある

と思うが、そういう実態が生じていることは紛れもな

い事実である。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【質疑・応答】 

 （司会） 

先生ありがとうございました。会場から質問を受け 

付けます。 

 

（フロア１） 

最後のところで点数の話があったが、イノベーショ

ンをスタートアップする人たちは失敗する率も高いと

思うが、そういう人は、必ずしも社会的に高い点数を得

られないとすると、いずれスタートアップが下火にな

る可能性もあるのではないかと思うが、いかがか。 

 

（梶谷先生） 

2 つは分けて考えた方がよいと思う。スタートアップ

が大量に参入し、失敗も多いというのはその通りであ

る。特に中国のスタートアップは多産多死といわれて

いて、一番分かりやすい例では、シェアサイクルがある。

儲かるとなると、たくさんの企業が参入してきて、残る

のは 1 社か 2 社である。現在は、スタートアップで成

功するか否かということが信用スコアの点数に結びつ

いているわけではない。成功してお金持ちになること

はスコアが上がるが、起業に失敗したからといってス

コアが下がるわけではない。起業に失敗して、借りた金

を返さないなどの良くないことがあった場合は、スコ

アはマイナスになると思うが、政府が進めようとして

いるのは社会信用システムだ。反社会的な行動をする

とか、犯罪者になるなどのブラックリスト化をし、リス

トを共有して飛行機のチケットをブロックするなどを

行う仕組みだが、起業のようなリスクを負う行動をし

て、失敗すること自体が信用スコアを下げることには

ならない。 

 

（フロア２） 

深圳のデザインハウスはいつ頃からできたのか。ま

た、ノウハウがない小さな企業が新製品を出せるのか。 

 

（梶谷先生） 

デザインハウスが広がり始めたのが、先ほど話した

通り 2002 年～2003 年頃に、山寨携帯とかの広がりの

際に、半導体メーカーなどを結ぶような存在としてで

きた。 

 2 点目の質問だが、iPad のようなタブレットを使っ

て、カラオケの曲入れなどで使うようなシステムを開

発する場合に技術的には成熟した技術を使っていくが、

特定の用途に特化した製品を作り、大量に売りたいと

いうビジネスモデルがあるとき、デザインハウスに頼

めば、似たような製品を作っているので、こういう性能

があり、こういうコストで作ってほしいと頼むと、即座

にどういう部品を使い安く作れるかまで設計してくれ
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るので、ビジネスモデルとアイデアさえあれば、形にし

てくれる手伝いはできる。販売先としては、ビジネスユ

ースの方がビジネスとして手堅いので、リスクは少な

い。個人ユースは、本当に広がりができるのかという点

があるが、どちらが良いかは様々である。 

 

（フロア３） 

監視社会によって、劇的に犯罪が無くなったという

ことは良いが、中流階級以上の中国や日本の人たちは、

こういう社会に非常に息苦しさを感じている人がいる

のではないか。子供の教育も含めて若い人たちは海外

への移住が伸びていると報道されているが、一般の人

たちは、どう感じているのか。また、この動きはこれか

らも進んでいくのかどうか。 

 

（梶谷先生） 

この件は私も関心を持っている。関心のある方は「ニ

ューズウィーク日本語版」という Web の中で書いてい

るので、検索すると出てくるかと思う。知識人層、リベ

ラリズムを信奉している人たちにとっては非常に脅威

である。今までは、公式的には許されていなくても自由

に発言したり、表現をぼかしたりすれば許されていた

言論空間の幅が狭まってきている。いつ自分たちが取

り締まりの対象になるかわからないので、できるだけ

表現を控えるようになり、言論空間が狭まっている。関

心のテクノロジーという点でいうと、一番如実に現実

のものとなっているのは、少数民族の地域である新疆

ウイグル自治区において、Face++なども、歩き方のデ

ータを撮り、歩き方のデータから暗闇であってもおか

しな動きをしようとすると即座に警察が来るようなシ

ステムが出来上がっている。しかし、マイノリティの社

会の構成比率はわずかである。それ以外のマジョリテ

ィは、良いことをすると点数が上がり、治安が良くなる

ことは概ね受けいれられる。なんとなく、息苦しいなと

感じているかもしれないが、そこまで悪いとは思って

いない。 

 

（フロア４） 

知的財産権に対する 3 つの層という話を興味深く聞

いた。特にプレモダン層は深圳の歴史的発展の中で、活

力を生み出す源になったのかと思うが、今後を考える

と知的財産権を無視する人たちは減っていくか、姿を

変えていくのではないかと思うが、そのように変わっ

た時には、深圳のイノベーション力は引き続き担保さ

れるのかどうか。 

 

（梶谷先生） 

これも問題は 2 つあり、深圳がどうなっていくのか

という問題と、中国のイノベーションがどうなってい

くのかという問題だ。中国全体のイノベーションの動

向からいうと、多様なものがあるので続いていくと思

うが、深圳の今あるようなシステムが続いていくかは

よくわからないというのが正直なところである。事に

よれば、持続可能ではない。深圳は現在がピークであり、

今の状態を維持できない可能性もある。しかしこれは

中国のイノベーションが続かないということを意味す

るものではない。 

 

（フロア５） 

ここ数年、深圳の情報が日本に過剰に入りすぎてい

て、イノベーションというと深圳だといわれる。北京や

上海の方が人材も多いと思うが、この 3 つの中で、上

海についてはどう捉えたらいいか。 

 

（梶谷先生） 

今回は上海のことが抜けていたが、上海は長江デル

タの一帯として見ると良い。上海は深圳よりも北京の

状況に近く、高学歴の人たちが起業していく色彩が強

い。北京との違いは、製造業が長江デルタにあるので、

実際にモノを作る際に北京で補完されたものを北京で

作ることはなく、深圳や内陸で製造されるが、上海など

の長江デルタは近くに製造工場があるので、製造と開

発の場が一体化しているというのが強みである。表現

が良いかわからないが、北京と深圳の間にあるような

存在が上海かと考える。 

 

（フロア６） 

スマートフォンメーカーがデザインハウスに委託し

た率を見ると大手企業が並んでいるが、新規の起業家

がデザインハウスによって作成し、チャイニーズドリ

ームを成し遂げたという事例はあるのか。 

 

（梶谷先生） 

具体的な企業名はすぐに出てこないが、チャイニー

ズドリームと呼ばれるような成功した企業が無くても、

一般的に深圳でモノづくりをしようとするのであれば、

ジェネシスの藤岡さんが詳しく書いている。デザイン

ハウスとのつながりの可否について、成功するかどう

かはわからないが、ある程度ビジネスの軌道に乗せて

いる企業は、デザインハウスの世話になっていると考

えてよいと思う。 

 

（フロア７） 

アメリカはファーウェイが技術を盗んだと言ってい

るが、どうなのか。また、今後の米中の覇権争いはどう

なるのか 

 

（梶谷先生） 

ファーウェイについて、それほど詳しいわけでもな

いので、踏み込んだところまではわからない。技術を盗
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んだという場合、どのレベルで考えるか。例えば、技術

者を引き抜いてきたというのは一般的だと思う。それ

が倫理的に許されざる程度なのかというところで判断

が分かれると思う。また、アメリカの企業も同様の例は

あると思う。その上で、ファーウェイを代弁するわけで

はないが、自分たちがやってきたことはルールの範囲

内であり、これまで違法だといわれていたようなこと

はしていないという主張だろう。正しいかどうか断言

はできないが、ある程度正当性を持った主張だと思う。

問題があるとすれば、どれくらい政府とのつながりが

あるのかということである。中国は企業が大きくなれ

ば、共産党や中国政府との関わりは必然的について回

るものである。どの部分までが政府の意向が入ってく

るのかという側面があると思う。しかし、ファーウェイ

が技術開発の側面で行っていることは、少なくとも、ア

メリカが明確に名指しをしている倫理的に許されない

ことをしている証拠は今のところ存在しない。その点

では、ファーウェイの主張は理屈が通っている。 

 米中間の摩擦がどうなっていくかということだが、

ファーウェイがどうなっていくのかを問題を縮小して

考えると、かなりトランプ大統領の判断が重要になる。

トランプ大統領の捉え方は、アメリカ商務省などの技

術問題の強硬派といわれる人たちのニュアンスとは温

度差があり、例えば ZTE（中興通訊）などの制裁もト

ランプ大統領の判断で解除するということもあるので、

大統領の判断で蘇る可能性も強いかと思う。他の安全

保障的な問題や人権問題に関する批判の姿勢はトラン

プ大統領の動向とは別なところで強まっている。人権

問題、安全保障、通商問題はそれぞれ違う人たちが騒い

でいるが、中国を攻撃するという点では一致している。

相乗的な相互作用がある。それが今後どうなっていく

かは、楽観はできない。 

 

（司会） 

先生どうもありがとうございました。 
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2.講演資料 
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