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1 広東省深圳市は、中国で最初の経済特区のひとつで、長らく「世界の工場・中国」の象徴的存在

だった。人件費高騰に伴い下請け量産基地としての魅力は低下しているが、時代の変化に応じて

ハイテク化、イノベーション都市化を進めた結果、新サービス、新製品が街にあふれる「実験都

市」の様相を呈している。 

2 深圳出身の世界的企業も誕生している。代表例としては通信機器メーカーであり、世界第 2 位の

スマートフォン・ベンダーの華為技術（ファーウェイ）、民間用ドローンで世界シェア約 7 割を

占める大疆創業（DJI）、中国最大の SNS「WeChat」を展開するテンセントがある。本稿では、

ファーウェイに注目し、世界有数の通信機器メーカーとなった背景を探る。 

3 人口 3 万人の漁村から、経済特区に指定されわずか 40 年弱で中国 4 大都市の一角に収まった深

圳。なぜ深圳は人件費高騰を克服して高成長を遂げ、次々にイノベーションを生み出しているの

か、「5G、AI」等、先端分野に軸足を移している深圳の課題は何か、深圳の動向から日本企業が

読み取れるものは何かを考えたい。 
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はじめに 

「世界の工場」深圳が大きく変貌を遂げている。本稿では、2018 年 5 月、同年 9 月の 2 回

にわたって行った深圳出張での見聞も踏まえて、深圳の現況を紹介するとともに、成長の背景

を考察したい。 

 

1. 「実装実験都市・深圳」の今 

広東省深圳市は中国南部に位置し、香港北部に隣接している（図表 1）。1979 年に経済特区

に指定された当初は、香港から注文を受け、安い労働力を使って生産・輸出するというビジネ

スモデルで発展した。 

 

図表1 広東省・深圳近辺の地図 

 

 

出所：Google 

 

ハイテク化、イノベーション都市化を目指している深圳だが、製造業も健在である。写真 1

は深圳市内の鴻海精密工業・巨大工場群の入り口である。鴻海は、コスト上昇に伴い一部工場

を中国内陸部、インド等に移転したが、深圳市内にも巨大工場群を構えている。 

鴻海が製造業の深圳の象徴とすると、ハイテク化、イノベーション都市の深圳を象徴するの

がここ 2、3 年で大きく発展した深圳市南山区である（写真 2）。テンセント1、ファーウェイ本

社等大手ハイテク企業、スタートアップ企業のほか、北京大学、清華大学等の分校等もあり、

深圳の頭脳部の役割を果たしている。南山区で生まれたアイデアを、市内の工場ですぐに製品

化できるのが深圳の強みである。 

ここからは、深圳出張で見聞した新サービスを、「スマホ決済」、「無人化」、「サービスの高度

化」、「自動運転」の 4 つのキーワードを使ってご紹介したい。 

 

 

                                                   
1 テンセントの発表によると、2018 年 3 月時点でのWeChat の月間アクティブユーザー数は

10 億人超（全世界）。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2018.12.21 

 

写真1 鴻海精密工業・工場の入り口 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真2 大手IT企業、スタートアップ企業、 

各種研究機関が集結する深圳市南山区 

 

                     出所：筆者撮影  

 

 

（1）スマホ決済 

日本でも QR コードを使用したスマホ決済が徐々に普及しているが、深圳では現金に代わっ

て既に決済手段の主役となっており小売店、飲食店、地下鉄等、ほとんどの商品・サービスで

利用できる2。スマホ決済市場を二分しているのはアリババ3の「アリペイ」、テンセントの

「WeChat ペイ」である。 

写真3はケンタッキーフライドチキンの注文・決済コーナーである。スマホ決済も可能だが、

                                                   
2 深圳では、「ここ数か月現金には触っていない」という声を何度も聞いた。あまりにスマホ決

済が当たり前になっているので、コンビニ等商店で現金を出すと、一瞬「なんだこの客は？現

金で払うのか？」という顔をされる。 
3 E コマースサイト「アリババドットコム」、「天猫」、決済サービス「アリペイ」、クラウド・

コンピューティング「アリババクラウドコンピューティング」等を展開する中国屈指の IT 企

業。 
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顔認証決済もできる。スマホ決済の場合は、タッチパネルで注文し、アリペイか WeChat ペイ

の QR コードで決済して商品をカウンターで受け取る。あらかじめ登録すれば顔認証決済もで

きる。写真 3 のパネル上部のカメラが顔を認証する仕組みだが、周囲にいる人を誤認証して決

済しないように、写真の女性は本人確認のため、スマホの番号の一部を入力している4。 

 

写真3 スマホ決済に加え顔認証決済もできる 

ケンタッキーフライドチキンの注文コーナー 

 

                     出所：筆者撮影  

 

中国でスマホ決済が一気に普及した背景には、①現金への不満、②クレジットカード嫌いが

ある。中国の紙幣は最高額でも 100 元（約 1600 円）であり、相当額を持ち運ぼうと思ったら

財布は膨れ上がる。時として触るのもはばかられるような異様に汚い紙幣があるかと思えば、

偽札をつかむという不運に見舞われることもある。 

ではクレジットカードはどうかというと、店側としては手数料を払いたくない、端末導入に

も費用がかかる、使い方がよくわからないといった忌避感があるところに、利用者側も、店が

カード情報を悪用するのではないかという疑念を拭えないでいた。 

そこに登場したのがスマホ決済である。店側が払う手数料はクレジットカードに比べると低

く（ゼロの場合もある）、QR コードを貼るだけで端末導入の必要もない。利用者もクレジット

カードに比べると、セキュリティ上の懸念が減った。中国のスマホ普及率は日本よりも高い5。

かくしてスマホ決済は、一気に広まったわけである。 

 

（2）無人化 

 無人コンビニ等、「無人化」の動きも盛んである。 

 写真 4 は、顔認証で出入店する無人コンビニ「サンストア」である。スタートアップ企業（な

ぜか本業はゲノム解析）が経営している。 

                                                   
4 顔認証決済の本人確認方法はさまざまで、ある無人コンビニでは、決済の際、ディスプレイ

に向かって親指を立てるのが本人の証だった。 
5 米調査会社ピュー・リサーチセンターの調査によると、スマホ所有率は日本 59％（17 年）

に対して中国 68％（16 年）。 
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入り口手前左側のディスプレイで顔を認証するとドアが開く6。店内すべての商品に、RFID

タグが貼ってあり（写真 5）、出口手前のレジ台に買いたい商品を載せる（写真 6）。RFID タグ

をパネル上部の読み取り機が読みこんで、買い物内容がディスプレイに表示され（写真 7）、決

済が済むと出口のドアが開いて買い物終了である。 

深圳の無人コンビニには何軒か足を運んだが、決済方法に違いはあれど、すべて RFID タグ

で商品を検知する方式だった。アマゾンが展開する「アマゾン・ゴー」がカメラとセンサーで

買い物内容を把握するのとは違う路線である。 

 

 

写真4 顔認証で出入店する無人コンビニ 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真5 商品の1つ 1つにRFIDタグ 

 

                     出所：筆者撮影  

 

 

 

 

 

                                                   
6 顔認証するには、あらかじめ登録する必要がある。 
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写真6 出口前のレジ台に商品を置いて決済 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真7 ディスプレイで買い物内容を確認 

 

                     出所：筆者撮影  

 

（3）サービスの高度化 

IT を駆使したサービス高度化の動きも著しい。 

写真 8 はアリババ系スーパー「盒馬鮮生（フーマ）」である。アリババは、E コマースとリ

アル店舗と物流の融合を基盤とする「ニューリテール」というコンセプトを唱え、リアル店舗

の本格展開を進めている。写真の店舗では、買い物をして持ち帰ることもできるが、店舗から

3 キロ圏内に住んでいれば、スマホ注文後、30 分以内に 1 品から無料で配達する。店舗から配

送するので、店舗が物流拠点も兼ねている。まさに E コマースとリアル店舗と物流の融合であ

る。 

店内は東京のデパ地下のような高級感が漂っており、陳列も洗練されている。お値段も東京

並みである。写真 9 の生け簀に入った蟹は 1 匹 328 元（約 5250 円）。全然安くない。中国で

も中間層以上を中心に食の安心への関心が高まっており、店内商品に添付されているタグをス

マホで読みこむと生産者・生産日がわかる。生鮮食品は当日売り切り、夕方近くになるとネッ

トで値下げして在庫一掃を図る。生鮮食品の売れ残りは廃棄するが、AI で仕入れを行っている
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ので、廃棄は少ないとのことであった7。 

 

写真8 ニューリテールを体感できるアリババ系スーパー 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真9 いけすに入った蟹 

 

                     出所：筆者撮影  

 

店内で待機しているピックアップ要員（写真 10）はスマホで注文を受けると袋に詰め、売り

場横のフックに掛ける。袋はするすると上にまき上げられ、写真 11 の天井下のベルトコンベ

アを伝って店内を高速移動し、バックヤードで顧客の注文ごとに箱詰めされる。天井下を疾走

する商品の様子は圧巻である（子どもが面白がって追いかけていた）。箱詰めされた商品は、

写真 12 の配達スタッフが電気自転車にのせて顧客のもとに届ける。配達ルートも AI で最適化

されている。 

フーマの主要顧客は中間層以上だが、何度か店舗を訪れて鮮度を確かめ、納得するとスマホ

注文に切り替える。スマホ注文比率は 7 割、売り場面積当たり売上高は業界平均の 4 倍とのこ

とだった。東京と同程度かそれ以上の価格の商品が飛ぶように売れ、仕入れも AI が行う。中

国の中間層以上の購買力と、日本でもお目にかかったことのない店舗のハイテク仕様に恐れ入

                                                   
7 アリババにはE コマースで蓄積してきた膨大なデータがあり、それも利用して AI 仕入れシ

ステムを構築している。 
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った次第である。 

 

図表10 店内のピックアップ要員 

 

                     出所：筆者撮影  

 

図表11 頭上を行きかうピックアップされた商品 

 

                     出所：筆者撮影  

 

図表12 店外で忙しく働く配達スタッフ 

 

                     出所：筆者撮影  
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（3）自動運転 

 深圳では、公道での自動運転の実証実験も行われている（写真 13）。ある一定区間を、バス

がひたすら往復していた。 

 実証実験には視察団の訪問が引きも切らないが、日本の某大手航空会社も来たそうである。

空港では沖どめされた飛行機から降りた乗客をターミナルまで運ぶが、それに使えないかとの

ことだった。空港では子どもの飛び出し等不測の事態が少ないので、実用化の可能性はあるだ

ろう。 

 

写真13 公道での自動運転の実証実験 

 

                     出所：筆者撮影  

 

（4）なぜ深圳が実験場なのか 

 以上、4 つのキーワードで深圳の現況をご紹介した。どれも、なにか斬新な要素技術がある

わけではなく、今あるものを組み合わせて新製品・新サービスをつくっている。 

日本企業が 100％とまではいかなくとも 97％程度の完成度まで高めて製品・サービスを市場

化するのに対して、深圳では 6～7 割程度の完成度で市場に出し、不具合があれば修正すると

いうスタンスである。実際、顔認証で紹介したケンタッキーフライドチキンのディスプレイは、

18 年 5 月に行った時点では、店内に設置された 6 台全部が顔認証できなかったが、9 月にはす

べてが稼働していた。 

旺盛な起業家精神も深圳の特徴である。後程詳述するが、深圳には起業を志す若者が集結し

ている。失敗を恐れない、失敗しても立ち直れるというお国柄もある8。走りながら考える深圳

流（スピード＋交渉力＋旺盛な起業家精神）は、ニューエコノミー分野に合っていると言える。 

 

 

                                                   
8 中国では、若い人を中心に起業熱が高まっている。ベンチャーキャピタルや銀行から借り入

れできない人でも、親戚や友人一同からお金を借りて起業に踏み切る人も少なくない。失敗に

終わっても、人生には失敗はつきものだという「失敗に寛容な文化」がある。会社を倒産させ

たら大変なことになる日本とは対照的である。 
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2. 世界の工場としての深圳の歴史 

ここで深圳の歴史を振り返りたい。深圳の歴史は三段階に分けられる。①労働集約的産業発

展期（1979～2002 年）、②IT・ハイテク産業発展期（2003～2011 年）、③イノベーション都市

への転換期（2011 年～）である。 

 

（1）労働集約的産業発展期（1979～2002年） 

中国が「改革解放政策」に転換したのは 1978 年、深圳が中国で最初の経済特区の一つに指

定されたのは 1979 年である。それまでの深圳は人口 3 万人の漁村に過ぎなかった。 

当初、香港との協力･分業体制で発展した深圳には、出稼ぎ労働者「農民工」が大量に流入、

安くて豊富な労働力を背景に労働集約型産業が集積した。農民工の月給は、2002 年までの 12

年間でわずか 68 元しか上昇しなかった（深圳を含む珠江デルタ地帯）。ちなみに、鴻海が深圳

に進出したのは 1988 年である。 

 

（2）IT・ハイテク産業発展期（2003～2011年） 

2003 年頃、状況が一変する。このころを境に、農民工の不足が顕著になり、賃上げ・労働環

境改善運動が盛んになった。賃金上昇に加え、2008 年のリーマンショック後には、外資系企業

撤退の動きが相次いだ。 

危機感を募らせた行政当局は、労働集約型産業の他地域への移転を促し、下請け量産基地か

ら IT・ハイテク産業への移行を目指す。 

 

（3）イノベーション都市への転換期（2011 年～） 

 深圳の賃金は過去 10 年間で 3～4 倍になったといわれるが、2017 年末頃のアジア主要都市

のワーカー（一般工職）（月額）賃金を比較したのが図表 2 である。ベトナム、インド諸都市

はもとより、バンコクより高水準である。こうなると、通り一遍のものを作っていては立ち行

かない。 

深圳が、ハイテク化から一歩進めてイノベーション都市への転換を打ち出すようになったの

が 2011 年以降である。2011 年、深圳市は「5G、AI、医療、ロボット、EV、ウェアラブル端

末、ドローン等」からなる戦略新興産業を選定、先端分野のスタートアップ企業支援を始めた。 

 こうした先端分野への進出は可能なのだろうか。実は可能なのである。 

深圳には、2016 年時点で年間 3.9 億台のスマホ（携帯電話含む）生産実績がある。EV が「走

るスマホ」、ドローンが「空飛ぶスマホ」と言われるように、スマホの設計、部品、組み立ては

EV、ドローン、IoT 等他分野にも応用できる。 

 深圳は、時代の変化に応じて地道に路線転換を行ってきた結果、下請け量産基地からイノベ

ーション都市へと変貌を遂げてきた。人口は 3 万から 2017 年には 1252 万にまで拡大してい

る。 

深圳の特徴は、ハイテク化、イノベーション都市と言われながら、製造業に強いことである。

2017 年の第二次産業と第三次産業の比率は 41.5：58.4 で、2016 年（39.5：60.5）に比べ第二

次産業の比率が微増している。 
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図表2 アジア主要都市のワーカー（一般工職、月額）賃金比較 

 

注：調査実施時期：2017年 12月～2018年 1月。米ドルへの換算は17年 10月の平均レートを適用 

出所：ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」 

 

3. 新興都市・深圳の強み 

深圳の現況をマクロ面からみてみよう。 

図表 3 は、深圳が経済特区に指定された 1979 年から 2017 年までの深圳と香港の GDP 推移

である。2017 年、深圳の GDP は師匠格の香港をついに抜いた。人件費高騰が顕著になった

2000 年代半ば以降に、成長が加速していることにご注目いただきたい。 

 

図表3 香港と深圳のGDP推移 

 

注：1元＝1.2香港ドルで換算 

出所：香港政府統計局、深圳市統計局 
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図表 4 は、中国四大都市の GDP、人口、一人当たり GDP 比較（2017 年）である。深圳は、

GDP 総額では上海、北京に次ぎ 3 位だが、成長率と一人当たり GDP は最も高い。 

深圳は、なぜ高成長を遂げたのだろうか。強みは、①スマホを中心としたハードウェアのエ

コシステムの存在、②しがらみの少ない新興都市、③手厚い行政支援の 3 点に集約できる。 

 

図表4 中国・四大都市のGDP、人口、1人当たりGDP比較（2017年） 

 

出所：各地方政府統計から作成 

 

（1）強み①：スマホを中心としたハードウェアのエコシステムの存在 

 深圳の際立った強みに、スマホを中心としたハードウェアのエコシステムの存在がある。図

表 5 のように、深圳にはスマホ、パソコンを筆頭に、ほとんどのエレクトロニクス製品を生産

できる電子部品・モジュールの集積があり、設計企業（ソフト・ハードの双方の設計企業が存

在）、鴻海を頂点とする大中小の多様な工場群、物流拠点、空港・港湾まで、設計・生産から発

送まで一気通貫にアイデアを製品化できるエコシステムが整っている。 

 

図表5 深圳のハードウェアのエコシステム 

 

 

出所：藤岡淳一『「ハードウェアのシリコンバレー深圳」に学ぶ』（2017）等を参考に作成 

 

 写真 14 は、深圳の部品集積地である華北強である。華北強は秋葉原をモデルに作られ、世

界最大の電気街に発展している。約 30 のビルの中にテナントが所狭しと並び、エレクトロニ

クス製品に必要な電子部品が 2 時間以内で揃う（写真 15、16、17）。部品屋は深圳の工場群と

連携しており、話をつければ短時間で量産可能、しかも日本とは違い小ロットから受けてくれ

る。中国のみならず米国、日本等、海外からも幅広く受託生産を行っている。 

 

 

 

人口
億人民元 伸び率（％） （万人）

上海 30133 6.9 2418 124620
北京 28000 6.7 2171 128973
深圳 22286 8.8 1252 178003
広州 21500 7.3 1404 153134

GDP
1人当たりGDP（元）

香港空港

香港・深圳港

電子部品・モジュール

設計企業（ソフト＆ハード）

組み立て工場

測定認証試験

梱包・物流

税関
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写真14 世界最大の電気街華強北  

 
                     出所：筆者撮影  

 

写真15 華強北のビル内の様子① 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真16 華強北のビル内の様子② 

 

                     出所：筆者撮影  
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写真17 華強北のビル内の様子③ 

 

                     出所：筆者撮影  

 

 深圳には若い起業家が集結しているが、アイデアを短期間で製品化できるのは、製造機能が

ほとんど残っていない本家シリコンバレーにはない強みである9。アイデアを短時間で製品化で

きることから、「深圳の１週間はシリコンバレーの１か月」と表現する向きもある。 

 

（2）強み②：しがらみの少ない新興都市 

 長い歴史を誇り、北京語、上海語、広東語等、様々な言語が存在する中国において、深圳の

「歴史のなさ」が強みになっている面もある。 

 写真 18 は深圳市南山区で見かけた巨大オブジェで「深圳に来たら深圳人」とある。深圳は

約 40 年の歴史しかなく、ほとんどよそ者の集まりである。上海で成功しようと思ったら、上

海語に堪能になり、上海の文化・人脈に溶け込む必要があるが、深圳は歴史がないため誰でも

来いの状況で、広東省にありながら広東語ではなく普通話（標準中国語）が主流である。一旗

揚げたいよそ者（海外留学帰国組も含む）にとっては敷居が低い。かくして深圳にはハングリ

ー、旺盛なチャレンジ精神にあふれた起業を志す若者が集まり、常住人口の平均年齢は 32.5

歳、10 人に 1 人は社長という状況となっている。 

 

（3）強み③：手厚い行政支援 

行政の手厚い支援も強みである。 

深圳政府は土地、建物、資金提供等の起業支援のみならず、人材誘致、市場創出の手助けま

で行っている。 

深圳の弱みは、歴史が浅いゆえに有名大学・研究機関が少ないことである。そこで清華大学、

北京大学、武漢大学、香港中文大学等有名大学の分校を誘致し、研究開発拠点の一角としてい

る（写真 19）。 

深圳市が、企業の製品・サービスを自ら利用することで、最先端製品・サービスの市場を創

                                                   
9 シリコンバレーで何か考えついたとしても、生産するには中国、台湾、日本等の海外企業と

交渉しなければならないので、時間と手間がかかる。 
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出するという取り組みまで行っている。深圳市は、AI 搭載監視カメラで交通量を測定、信号操

作で渋滞を減らし、交通違反も取り締まっているが、これはファーウェイの「スマートシティ・

ソリューション（AI 搭載監視カメラを駆使）」を採用したものである。先駆的サービス・製品

を作っても、売れなければどうにもならない。深圳市は自ら企業から買い上げ利用することで、

市場開拓の先鞭をつけている。 

 

写真18 「深圳に来たら深圳人」 

 

                     出所：筆者撮影  

 

写真19 「ソフトウェア産業基地」周辺に立ち並ぶ有力大学の分校 

 

                     出所：筆者撮影  

 

（4）ソフトウェア分野では行政が音頭を取ってエコシステム構築を図る 

 ハードウェアのエコシステムが強みの深圳だが、ハードウェアの技術革新は行きつくところ

まで行った感があり、これからはソフトを利用したサービス分野でのビジネス構築力が勝負の

肝になる。 

 ソフトの重要性は深圳の行政当局もよく承知しており、IT サービス分野のエコシステム構築

を狙って、15 年、深圳市南山区に「ソフトウェア産業基地」を開所した。写真 20 は、広大な

敷地内に入居しているスタートアップ企業、銀行、ベンチャーキャピタル、法律事務所、特許
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事務所等の一覧である。基地内では盛んにイベントが行われており、スタートアップ企業のア

イデアが優れていると判断されれば資金提供の申し出があり、特許出願等、一連の手続きがで

きるように設計されている。基地を取り囲むように BAT（百度10、アリババ、テンセントの頭

文字をとった略称）の社屋も建っている。BAT のような大手企業も、これぞという有望スター

トアップを見つけると出資したり、企業買収を提案したりして新事業開拓に勤しんでいる。 

 

写真20 ソフトウェア産業基地入り口 

 

                     出所：筆者撮影  

 

 

（5）ユニコーン大国となった中国 

 そうこうするうちに、中国は IT サービス分野で米国と並ぶ存在になってきた。 

BAT と GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン）を比較すると、GAFA

が上だが、日本には同様の企業は見当たらず、日中対決では中国圧勝である。 

 IT サービス分野での中国の躍進は、あの手この手で GAFA のアップル以外を中国から追い

出したということも大きいが、規制の緩さが起業を促したという面もある。中国の規制は、鉄

鋼、自動車等既存分野では厳しいが、IT サービスのような新分野では、まず様子を見て、問題

が起きれば規制するというスタンスであり、日本に比べてはるかに緩い。 

BAT の後に続けと起業が盛んなこともあり、ユニコーン企業（評価額が 10 億ドル以上の非

上場企業）数は米国に続き 2 位である。日本は AI のプリファードネットワークス 1 社しかな

い（図表 6）。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 中国最大の検索エンジンサービス企業。自動運転の実証実験に乗り出すなど、事業領域を広

げている。 
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図表6 世界のユニコーン企業数 

出所：CB インサイツ 

 

 

4. 世界的企業が深圳から誕生：ファーウェイの例 

深圳からは世界的企業が何社も誕生している。ここでは通信機器メーカー、ファーウェイを

取り上げたい。 

1987 年に深圳で設立されたファーウェイは従業員数 18 万人超、世界 170 か国以上で通信事

業者向けネットワーク事業、法人向け ICT ソリューション事業、消費者向け端末事業を展開し

ている。17 年度の売上高は 6036 億元（約 9 兆 6576 億円）、純利益 475 億元（約 7600 億円）。 

図表 7 は 18 年 7～9 月期の世界のスマホ販売台数・ベンダー別ランキングである。普及率の

上昇に伴い、市場全体が前年同期比▲6.0％と縮小する中、ファーウェイが同 32.9％増と大き

く伸び、世界第 2 位のスマホベンダーになっている。ファーウェイのスマホは、「セキュリテ

ィ上の理由から」米国での販売が禁止されている。それでもこのように急成長しているのは、

端末の性能の高さ、コスパの良さからである。写真 21 のフラッグシップ機「P20 Pro」は、

ライカのトリプルカメラと AI チップ搭載が売り物だが、価格は 4488 元（約 7 万 2000 円）と

iPhone に比べると安い。 

企業別でみると、国際特許出願数（2017 年、世界知的所有権機関による）では首位ファーウ

ェイ（4024 件）、2 位 ZTE（2965 件）、3 位インテル（2637 件）と、首位と 2 位を深圳企業が

占めている。ファーウェイの 17 年度の研究開発費は約 1 兆 5500 億円（売上高の 15％。トヨ

タ自動車の 1.4 倍）。トランプ政権がファーウェイ、ZTE を目の敵にしているのは、それだけ

脅威だからでもある11。 

 

                                                   
11 18 年 12 月 5 日、ファーウェイの創業者、任正非・最高経営責任者（CEO）の娘である孟

晩舟・副会長兼最高財務責任者（CFO）が、違法な金融取引の疑いで、カナダで逮捕された。

米国の要請による。背景には米国の中国に対する安全保障上の懸念があることから、今後も類

似の事件が起きる恐れがある。 

米国（ 130社）

中国（ 82社）

英国（ 14社）

インド（ 14社）

日本（ 1社）

その他（ 39社）



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2018.12.21 

 

図表7 世界のスマートフォン出荷台数・ベンダー別ランキング（2018年 7～9月期） 

 

                                      出所：IDC  

 

写真21 ファーウェイのフラッグシップ機「P20 Pro」 

 

                     出所：筆者撮影  

 

 

5. 「イノベーション都市」を目指す深圳の課題 

（1）AI時代を迎えて 

「世界の工場」を経て 5G、AI、医療、ロボット、EV、ウェアラブル端末、ドローン等、先

端分野へ軸足を移している深圳。とりわけ注目されるのは、AI 時代を迎え、ハードに強みを持

つ深圳がどう成長戦略を描くかである。 

世界の AI 開発状況を概観すると米中の 2 強となっているが、現時点では米国が圧倒的リー

ドを保っている。ハード（センサー、半導体等）、ソフト（画像認識、音声認識等）に強みを持

つ米国に対して、中国は応用分野（スマートシティ、小売・宿泊施設におけるサービス等）に

主軸を置く。中国としては、半導体やソフトは米国企業から購入して、データ活用の縛りがほ

とんどないという利点（？）を生かして、応用分野に賭けるという意向である。 

中国人のプライバシーの概念の薄さは、皮肉なことに、AI 開発で大きな強みになる可能性が

ある。現時点で、収集された膨大なデータはほぼフリーハンドで行政・企業が利活用している

出荷台数（百万台） シェア（％） 前年同期比伸び率 出荷台数（百万台） シェア（％）
1 サムスン電子 72.2 20.3 ▲ 13.4 83.3 22.1
2 ファーウェイ（中国） 52.0 14.6 32.9 39.1 10.4
3 アップル 46.9 13.2 0.5 46.7 12.4
4 小米（中国） 34.3 9.7 21.2 28.3 7.5
5 OPPO（中国） 29.9 8.4 ▲ 2.1 30.6 8.1

その他 119.9 33.8 ▲ 19.9 149.8 39.6
総計 355.2 100.0 ▲ 6.0 377.8 100.0

2018年7～9月 （参考）2017年7～9月
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が、反発の声は表立って聞こえてこない12。                                                                                                                             

中国には約 2000 万台のAI 搭載監視カメラがあると言われ、顔認証システムでひも付けされ

た個人情報から犯罪歴、通話履歴、買い物履歴、はては信号無視の回数まで瞬時に確認可能で

ある。 

中国政府は AI 分野の研究に力を入れている。2017 年 7 月、中国国務院は「次世代 AI 発展

計画」を発表、「2030 年までに中国の AI 技術を世界最先端のレベルにする」としている。 

AI 分野では清華大学、北京大学、中国科学院等一流研究機関を擁する「北京」が中国のトッ

プランナーである。深圳政府は「深圳市 AI 産業チェーン専業園区」構想（民間企業・人材誘

致のためのハコモノづくり推進）で北京を追う。 

 

（2）深圳の課題 

約 40 年間で驚異的発展を遂げてきた深圳だが、課題もある。 

これまでは中央政府も「様子見」で深圳に好きにさせてきた感があるが、中国の政治体制の

下で、どこまで「自由」な深圳が許容されるのか。 

また、長期化が予想される米国との貿易戦争では、ハードに強く目立ちやすい深圳企業が制

裁対象になる可能性が高い。 

新興都市としての歴史の浅さは、強みでもあり弱みでもある。有力大学等、「地元の」研究開

発機関が少ないことから、現時点では、IT 関連技術開発で多数の有力研究開発機関を擁する北

京の後塵を拝している。AI 時代においても「ハードウェアのプロトタイプ製造拠点、アイデア

を素早く具体化できる場所」として強みを維持できるかどうかが深圳の将来を左右するだろう。 

 

6. 日本企業への示唆 

 ここまで深圳の現況、発展の背景と課題を見てきた。最後に深圳の成功から、日本企業が何

を読み取れるかを考えたい。 

 

（1）ソフト分野の重要性 

ハードのエコシステムで発展を遂げた深圳だが、これからの競争力を左右するのはハードだ

けでなく、ソフトを利用したサービス分野でのビジネス構築力であると見抜いている。 

ソフト分野での競争力を左右するのは IT 技術者である。米国、中国、インドの IT 技術者の

社会的地位と年収は高い。日本では IT 技術者の絶対数が少ないうえに、報酬や働く環境も恵

まれているとはいえない。早急に状況を改善する必要がある。 

 

（2）研究開発の重視 

大学、研究機関を重視する姿勢も印象的である。政府が強力にバックアップし、有能な人材

が金策に労力を費やすことなく、研究に打ち込める環境を整えている。 

                                                   
12 深圳で現地の人に AI 搭載監視カメラをどう思うか尋ねたところ、「いずれにせよ監視される

ので仕方ない」、「カメラが出てきてマナーがよくなって結構なことだ」、「自分は悪いことをし

ないので大丈夫だ」等の答えが返ってきた。反発の声は表には出てきにくいとはいえ、あまり

気にしている様子はなかった。 
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（3）走りながら考えられるか 

深圳出張で何よりも圧倒されたのは旺盛な起業家精神、スピード感、リスクを取る姿勢であ

る。アイデアを短期間で製品化・サービス化して市場に投入し、不具合を修正しながら普及さ

せる手法は、ソフトを利用したサービス分野でのビジネス構築では極めて有効である。「石橋を

たたいて渡る」日本企業の姿勢にもいい面はあるが、来るべき AI 時代では走りながら考える

勇気も必要だろう。 
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