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１．知的財産権とイノベーション
ー深圳における民間企業の台頭―



中国のイノベーションは持続可能なのか？
政府主導なのか？

 主流派の政治経済学はおおむね否定的
 アセモグル＝ロビンソン『国家はなぜ衰退するか』
⇒中国では収奪的な政治制度の下で、包括的な経済制度が一時的に実
現・・（政治体制が変わらない限り）イノベーションによる成長は持続し
ない
 2008年「国家知的財産権戦略綱要」を発表、知的財産権の水準を大幅
に引き上げる方針を明確に。

 2014年：李克強首相が「大衆創業、万衆創新（大衆の創業、万人のイ
ノベーション、「双創」）」を提唱

 2015年5月：中国国務院弁公庁は「大衆創業・万衆創新モデル拠点の建
設に関する実施意見」を発表

⇒北京市海淀区、天津市浜海新区中心業務地区、深圳市南山区、重慶
両江新区、貴州貴安新区など全国28か所のモデル地区を指定



国際特許出願数の推移

（出所）WIPO, PCT Yearly Review各年版
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国際特許出願のＴＯＰ10企業
2013 2014 2015 2016 2017

企業名 件数 企業名 件数 企業名 件数 企業名 件数 企業名 件数

1 パナソニック 2,881 華為技術 3,442 華為技術 3,898 中興通訊
4,123

華為技術
4,024

2 中興通訊 2,309 クアルコム 2,409 クアルコム 2,442 華為技術
3,692

中興通訊
2,965

3 華為技術 2,094 中興通訊 2,179 中興通訊 2,155 クアルコム
2,466

インテル
2,637

4 クアルコム 2,036
パナソニッ

ク 1,682
サムソン電
子（韓国） 1,683 三菱電機

2,053
三菱電機

2,521

5
インテル
（アメリ
カ） 1,852

三菱電機
（日本） 1,593 三菱電機 1,593 LG電子

1,888
クアルコム

2,163

6
シャープ 1,840 インテル 1,539 エリクソン 1,481

ヒューレッ
ト・パッカー

ド

1,742
LG電子

1,945

7 ボッシュ 1,786 エリクソン 1,512 LG電子 1,457 インテル
1,692 京東方科技

集団
1,818

8
トヨタ 1,696

マイクロソ
フト（アメ
リカ） 1,460 ソニー 1,378

京東方科技
集団(中国)

1,673 サムソン電
子

1,757

9 エリクソン 1,467 シーメンス 1,399
フィリップ

ス 1,378
サムソン電
子（韓国）

1,672
ソニー

1,735

10 フィリップ
ス 1,423

フィリップ
ス 1,391

ヒューレッ
ト・パッ
カード（ア
メリカ） 1,310 ソニー

1,665

エリクソン

1,564

（出所）WIPO, PCT Yearly Review各年版



知的財産権に関する3つの層

 １．全くの無視（プレモダン層）
⇒山寨携帯を製造する零細企業
 ２．特許を通じた保護（モダン層）
⇒華為技術、ＺＴＥなど
 ３．技術の公開を通じたイノベーションの促進（ポストモ
ダン層）

⇒Seeedなどメイカー・ムーブメントを支えている企業
※「上から」の設計によっては生まれてこない多様性が、現
実のイノベーションを支えている可能性



１．知的財産権無視の世界と「垂直分裂」

 「山寨携帯」の世界：MediaTekが開発した汎用ＩＣチップなど
コアの電子部品や金型などの共有（「公板・公模」）

 現代中国の製造業のダイナミズム（丸川、２０１３）：中間財
部門が細かく分化し、そこに多数の企業が参入してくる過程
「垂直分裂」

⇒初期投資や中間財調達コストが劇的に低下し、完成品の価格に
反映

 現在では過当競争と市場の飽和で低価格のみを武器にしたビジ
ネスモデルは先細り



２．特許を通じた保護・・華為技術
 通信事業者向けのコンピュータや通信機器が売り上げの約

60%を占めるＢ２Ｂビジネスの巨人。
 特に電子商取引やクラウドコンピューティングを支える
データセンターについて必要な機器をすべて自主開発し、
供給できる能力を持つ（ヒアリング）。

 近年では次世代（５Ｇ）の通信インフラをNTTドコモやソ
フトバンクと共同で研究・開発。

⇒米国の華為排除の動きを受けて頓挫
 自社内に8万人のR&D要員を抱え（従業員約18万人）、特
許の国際申請数では2014・15・17年に世界トップ

⇒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



米中ハイテク覇権争いのゆくえ
 ①外資規制により米企業に技術移転を強要している、②技術移転契約で米
企業に対し差別的な扱いを行っている、③中国企業を通じて先端技術を持
つ米国企業を買収している。④人民解放軍などが米国企業にサイバー攻撃
を行っている。

 4月に米国商務省は米企業に対して中国の大手ＩＴ企業ＺＴＥ（中興通
訊）との取引を禁じる

⇒米国企業製の半導体チップの調達ができなくなったＺＴＥは、一時スマー
トフォンの製造を中止
 背景に急速にキャッチアップしてきた中国のハイテク産業に対する米国の
「焦り」？・・『中国製造2025』

 10月４日：ペンス副大統領が演説、・・貿易問題に限らず、政治、軍事、
人権問題まで、トランプ政権の中国に対する厳しい見方が包括的に含まれ
る。米国の対中「抑止政策」への転換を決定づけた演説？

 12月1日：華為技術（Huawei)の孟晩舟CFOがカナダのバンクーバーで逮捕、
米国、オーストラリアなどが次世代通信規格「５Ｇ」通信網から華為製品
を排除することを決定、日本の通信会社も追随

⇒「モダン層」の未来に暗雲？



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

 オープンソース： Linuxなどソフトウェアの開発・設計にお
ける先進的な思想

 オリジナルの技術を特許などで保護せず、自由にコピー・改
良することを認め、多くの技術者を開発に参加させ、イノ
ベーションを進めていこう、という発想

⇒３ＤプリンターやIOT技術の発展によりハードウェアにおいて
もオープンソースが浸透（アンダーソン、2012）

 オープンソース・ハードウェア： 自社製品の回路図を基板
にレイアウトしたデータや外装CADデータ、付属するソフト
ウェア（ファームウェア）のコードなどを外部に公開



 エリック・パン氏により2008年に創業
１. オリジナルなオープンソースハードウェア・コンポーネント
（Arduino互換製品など）の開発・販売

２. 顧客の注文に応じた小ロットでの電子部品（ＰＣＢ基板など）の受
託生産

３．メイカースペースやメイカーズフェアの運営
 スタートアップ支援：アイディア段階のメイカーが試作品製作の支
援から、スタートアップ段階の企業がマス・プロダクツに進めるた
めの支援まで

 オープンソースハードウェア：自社製品の自社製品の回路図を基板
にレイアウトしたデータや外装CADデータ、、ＢＯＭなどをウェブ
で公開

Seeed（深圳矽递科技有限公司)



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－



コピーとイノベーションの共存?

 華強北のようなパクリ製品とHuaweiのようなハイテク企業、
そしてSeeedのような先進的な取り組みを行う企業が共存

⇒この3者の世界は互いに矛盾するのか、それとも相互補完的
なのか？

 『パクリ経済』（ラウスティアラ＝スプリングマン
2015）： コピー製品が存在し、流通することそれ自体が
イノベーションを促進する側面があると説く

 そもそも、「コピー可能」な状況が生まれたからこそ知的
財産権に関する先進的な取り組みが生まれたという側面



深圳のエコシステムと「デザインハウス」

 デザインハウス（IDH、方案公司）：電子機器の回路図な
どの設計から製造支援までを担う統合型企業

 顧客からインテル、クアルコムなど大手IT企業のチップを
使用して製品を開発してほしいという要望があった場合、
メーカーはインテルの傘下にあるデザインハウスにマザー
ボードを発注

 デザインハウスはマザーボードの設計と共に使用する部品
およびメーカーのリスト（BOMリスト）を提供

⇒ノウハウがない企業でも新製品を出すことができる



藤岡淳一『「ハードウェアのシリコンバ
レー深圳」に学ぶ』より

 工場や部品メーカー、方案公司、検査会社、物流などサプ
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
立している深圳はいわばジャングルであり、森をかきわけ
て最適解を見つけることが極めて困難だ。ガイドが必要な
のだ。方案公司は単に基板設計を担っているだけではなく、
ガイドの役割を果たしている。本来ならば極めて難易度の
高いはずの深圳エコシステムの活用を容易なものへと変え
てくれる。



協調（C） 裏切り（D)

協調（C) （5,5) (-4,6)

裏切り（D) (6,-4) (-3,-3)

「不完備契約」と囚人のジレンマ

※行は自分の戦略、列は相手側の戦略を表す。また、( )の中の最初の文字
は自分の、二番目の文字は相手の利得を表す。
※ナッシュ均衡は、他のプレーヤーの戦略を所与とした場合、どのプレーヤーも
自分の戦略を変更することによってより高い利得を得ることができない戦略の組
み合わせ



「囚人のジレンマ」をいかに解決するか１
（ボウルズ2013）

 不完備契約type1「報復」：長期間の取引関係と、裏切りに対
する報復が協力を実現

 不完備契約type2「評判」：第三者からの評判により、取引相
手がどのようなタイプの人間かを判断、相手が協力するタイプ
であればこちらも協力する

⇒「仲介」とは、「評判」に関する情報収集を第三者に委託する
ことによる不確実性の削減として理解可能。

 不完備契約type3「分断」：特定の人々とのみ頻繁に取引する
ことにより協力を実現

⇒信頼性の低い集団を取引から排除。同族ネットワークなど？



「囚人のジレンマ」をいかに解決するか２
 アリババのようなEコマースの企業が提供するような顧客評価
システム

⇒専門的な製造の現場では限界がある。
 日本の「系列取引」のように長期間の安定した取引
⇒変化の目まぐるしい電子産業の分野では有効ではない・・もっ
と安くてよい品質の業者が参入してくるかもしれないし、状
況に応じて製品のラインナップを常に変えていかなければな
らない

※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、電子産業のエコシステムでは重要な役割を
果たす



深圳のエコシステムと「パクリ経済」
 デザインハウスのビジネスモデルが深圳で広がるきっかけ
は、今世紀初頭の山寨携帯の爆発的な広がり

⇒もともと「素人同然のメーカー」と「有象無象ばかりの零
細部品企業」を仲介することによって、「パクリ行為」を
ビジネスとして成り立たせるのに適したシステム

 それが製品開発の固定費を引き下げ、イノベーションや
メーカー系のスタートアップを促進するシステムとしても
機能

⇒パクリ行為が横行しているがゆえに、それをビジネスとし
て成り立たせるシステムが自生的に出来上がっていき、そ
の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
ような「意図せざる機能」をもつ



プレモダン層

モダン層 ポストモダン層

ネット通販の
需要拡大

エコシステムの源
泉、部品調達コス
トの低下、トレン
ド、イノベーショ
ンのサイクル加速

コピー・改
良可能なア
イディア、
ライセンス
の供与、需
要拡大

ネット通販のインフラ整備
、参入コストの低下

ネット通販などの
需要拡大

知的財産権： 三つの層の相互関係

ネット通販の
インフラ整備
、コピー可能
な技術環境の
提供

技術的な壁



高須正和氏による批判（『ハードウェアハッ
カー』の議論より）
 「プレモダン」「モダン」「ポストモダン」などの「層」ではなく、新しい技術が
伝播していくシステムに注目

 １．「公开」：電子基板や金型などを零細な製造業者の間で事実上「共有」して新
製品の開発にかかるコストを大幅に節約する、という開発の仕組み

 ２．パテント：新しいテクノロジーやイノベーションを一定の手続きを経たうえで
広く一般に公開する。ただしその二次的な使用については法的な保護を受ける。

 ３．オープンソース（中国語では「开源」）：技術の二次的使用をより自由にする
ことにより広範な技術の普及を目指す

 ⇒技術が実際に広く使われるかどうかは、その技術の革新性や他の技術との代替性、
あるいはコストや使いやすさといったものに依存

※むしろ最初に技術をどう広げて生産性を上げていくのかという問題があり、それの
対応として公开、パテント、オープンソースという異なる方法が生まれた。
⇒はじめに「層」が存在するわけではない（Xiaomiの開発の例）

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%C5%BB%D2%B4%F0%C8%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%D7%A5%F3%A5%BD%A1%BC%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%D7%A5%F3%A5%BD%A1%BC%A5%B9


出所：高口康太（2018）「差別化を諦め
た｢垂直分裂｣のバリューチェーンで実現
した異端のものづくり――現代中国・イ
ノベーションの最前線」『GEM0BA』
20180年11月27日

 Xiaomiの製品ラインナップ
 ハイエンド製品価格：先端的な
技術を搭載した高級品を自社開
発、積極的にパテントを取得。

 一方、ローエンド品やミドルエ
ンド品はＩＤＨと呼ばれる、大
手半導体会社の下請けとして電
子基板などの設計を請け負う企
業に、その設計をほとんど丸投
げしてコストを抑える

 ⇒公开、パテント、オープン
ソースを製品が使用する技術に
応じて使い分ける

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BE%C6%B3%C2%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%C5%BB%D2%B4%F0%C8%C4


３．北京のイノベーション
の状況



もう一つのイノベーション都市・北京

 清華大学や北京大学といった世界トップクラスの大学を中
心に理工系の大学や研究機関が集中している

⇒特に投資ファンド（ベンチャーキャピタル）の動向やハイ
テク系企業の動向を見る上では、深圳以上に注目すべき都市
 優秀な大学を卒業したポテンシャルの高い起業家に対し、
国有企業参加のインキュベーターが「カネ」「土地」を含
めて手厚くサポートする体制が整っている

 「わかりやすい」イノベーションは現在やや飽和状態にあ
り、現在では投資ファンドの注目も、より洗練された技術
を競い合うハイテク系の企業の方に集まるように。



創業公社（VSTARTUP）

 海淀区と石景山区にオフィスがある、スタートアップ支援のイ
ンキュベーター。母体はかつての大手国有鉄鋼企業、首都鋼鉄
集団（正確にはその傘下の投資ファンド）

 首都鋼鉄は最盛期には約8万人の従業員を擁し、世界23位の粗鋼
生産量を誇る大企業

⇒2008年の北京オリンピックの開催を前に大気汚染対策のため製鉄
所はすべて河北省に移転し、2011年に石景山区の工場は操業を停止
 国有企業として所有する広大な土地を利用して不動産事業を全
国で展開

⇒利益をベンチャー企業に投資するための投資ファンドとして運用。
そのベンチャー企業にオフィスを貸し出したり投資ファンドとの
マッチングを行う



現代中国のテクノロジーと監視社会：
北京・Face＋＋社訪問（2018年9月25日）

※Face＋＋（旷视科技）社について：
 2011年に清華出身者3名で創業。AIをコアとする画像認識のユニコーン企
業。

 現在従業員は1700人、平均年齢は26歳。清華大・北京大出身者の数が多
く「中国で最も聡明な企業」

 認証、セキュリティ、リテール、スマホロック解除の4分野において技術
の「社会実装」を手掛ける

 認証技術は、OPPO、VIVO、Huawei、ノキア、モトローラ、サムスンな
どのスマホ、KFCなどの店舗が採用。また、スマートリテールの技術はユ
ニクロ中国の店舗に導入されている。

 地方政府による犯罪者データベースと連動したセキュリティシステ
ム”IJOP”に採用？



「アーキテクチャ」を通じた秩序形成

 テクノロジーの進歩やそれを牽引する企業が、市民にとって「できる
こと、できないこと」を決めていくという状況の出現

 レッシグ（2001）：市民の行動を規制するのに、「法」「規範」「市
場」「アーキテクチャ」という4つの手段があることを指摘

 コンピュータとインターネットによって生み出されたサイバー空間で、
大手企業が提供するアーキテクチャを通じた規制によって、自由で創
造的な行動が制限される度合いが強まっていると批判、アーキテク
チャによる規制を「不完全」にする法規制の導入を、自由至上主義の
立場から主張

 アーキテクチャによる支配の現代性：「膨大な情報の蓄積を通じて振
る舞いを制限されると同時に、その事実を、自発的な意思に基づく意
味のある行動として根拠づける」（鈴木、2009）



芝麻信用（セサミ・クレジット）

 中国国内で5億2,000万人が利用する
「支付宝（アリペイ）」を運用する
アリ・ファイナンスが提供する信用
スコア。

 支払い履歴、個人の学歴や職歴マイ
カーや住宅など資産の保有状況、交
遊関係に応じて350点から950点まで
変動するが、具体的なアルゴリズム
は不明

 スコアが高いと、レンタルなどのデ
ポジットが不要になる、アントファ
イナンスが提供する金融商品の金利
が優遇されるなどの特典が得られる

⇒保険サービスやP2Pレンディング、
シェアリングエコノミーなどの審査材
料として利用が拡大



テクノロジー／アーキテクチャにより
変わる中国社会
 犯罪率の劇的な低下：2017年、中国は人口10万人あたりの殺人件数が0.81
件・・殺人発生件数の最も低い国の一つに。暴行罪の件数は2012年より
51.8％減少し、重大交通事故の発生率は43.8％減少。

 社会治安に対する人々の満足度は、2012年の87.55％から2017年の95.55％
に上昇（『人民網日本語版』2018年01月25日
http://j.people.com.cn/n3/2018/0125/c94475-9419781.html）

 「向社会的行動の点数化」による人々の「自発的」服従：アリ・ファイナ
ンスによる「芝麻信用」「網商貸」、滴滴、美団などO2O取引を通じた相
互評価

⇒「お行儀」が良く「予測可能な」中国社会の到来
 欧米社会と何が同じで、何が違うのか？

http://j.people.com.cn/n3/2018/0125/c94475-9419781.html


まとめに代えて
１．現代中国インターネットを通じた短期的取引と「評判」「仲介」
の組み合わせにより、新規事業への参入コストが大きく低下してい
る。

２．新規産業のスタートアップの環境が整った（「エコシステム」）
深圳では、知的財産権への態度において、①全く無視する零細企業、
②独自技術をパテントで保護する大企業、③オープンソースのイノ
ベーションを目指すメイカー、という多様な層が共存している

３．北京では、潤沢な予算を持つ国有企業系の投資ファンド・イン
キュベーターと高学歴の起業家のマッチングによりハイテク系企業
のスタートアップが盛んである。

４．セサミ・クレジットなどのテクノロジーが生む「向社会的行動の
点数化」に人々が自発的に従うという行為により、中国社会は
「お行儀」が良く「予測可能」になりつつある？
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