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以前から中国のシリコンバレーと言われ

る深センに行ってみたいと思っていました

が、ビジネスモデル学会の海外コンベーシ

ョンで行ってきました。第一印象は空がき

れいです。数年前に上海の乳白色の世界の

イメージが強かったので。道路が広い、そし

て清潔で、道路や公園はゴミひとつないほ

ど清掃が行き届いています。人々が颯爽と

歩いている。そんな第一印象でした。 

 

なにしろ 1979 年に経済特区に指定され

て、 3 万人の漁村が 40 年足らずで 1,200 万

の大都会になった、世界の奇跡です。という

事はほとんど中国各地からの移民です。で

すから平均年齢も 32 歳です。 

 

深圳の経済規模はすでに香港に肩を並べ

ており、香港の GDP は世界 33 位です。ハ

イテク産業の深圳です。ノートブック生産

128 万台、 EV 車 6 万台、デジカメ 219 万

台、そして携帯電話 3 億 9,000 万台、カラ

ーテレビ 3,800 万台、液晶ディスプレイ 7

億 8,000 万枚、電子部品 1,255 億個と、と

んでもない生産基地です（JETRO）。海上貨

物の取り扱いでも香港を抜いており、深圳

はシンガポールに次ぐ規模です。 

 

深圳で設立されて世界的企業になった企

業は数多くあります。通信機器とネットワ

ーク機器の ZTE、通信インフラやスマート

フォンの HUAWEI、電気自動車の BYD、

EC の Tencent（アリババ）、世界最大級の

家電・住宅 空調メーカーの Gree Electric、

ドローンで世界シェア 70％以上の DJI、 教

育ロボットで世界を狙う Makeblock、 2 足

歩行型人工知能ロボットの UBTECH、人工

知能を使って健康医療サービスをする

iCarbonX、同じ企業 BBK エレクトロニク

スの傘下で携帯電話中国 1 位と 2 位の

VIVO と oppo、 世界最大規模のゲノム研

究所を擁し、さらには独自の次々世代シー

クエンサーの開発を進める BGI、フレキシ
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ブルディスプレイやスマートデバイスの

ROYORE、石油機器製造サービスプロバイ

ダになることを目指す Molong、金融端末の

speed、パノラマ VR カメラリーダーの

Insta360、アルミ製ロボットキットを製造・

販売している Makebilock、金融の中国平安

です。 

 

ちなみに深圳の中国平安本社ビルは高さ

646m、115 階建で、「上海ヒルズ」（492m）

や「上海センター」(632m)を超え、中国で

最も高いビルです。そして続々とこれに続

くハイテクベンチャーが起業しています。 

 

ここで認識しなければならないのは、ハ

イテク分野で日本を完全に凌駕し、グロー

バルに大きな存在感をすでに確立している

ことです。深圳は安物や模造品を作る工場

ではありません。むろんそういう低層の企

業もあるでしょうが。そして時価総額は、テ

ンセントは 39 兆 1,156 億円、アリババは 37

兆 6,675 億円、中国平安は 15 兆 3,725 億円

です。ちなみに日本トップのトヨタ自動車

は 23 兆 7,644 円で、ソニーは 6 兆 8 千億

円、ファナック 5 兆 500 億円、電装は５兆

円、パナソニックは 4 兆円です。日本株は

買いですか？PER では割安です。冗談です。 

 

以上の話は深圳だけの話です。上海も北

京も凄いです。すなわち既に日本は中国の

背中を追う立場で、その距離は離れるばか

りです。 

 

 日本人の心理の奥に、日本の技術は世界

一で、中国の技術が遅れていると言う感じ

の人が少なくないと思いますが、ハイテク

の分野では完全に抜かれていて、必死で追

いつかないといけないという事を再認識す

べきです。 

 

HUAWEI の見学に行きましたが、ものす

ごい企業だと再認識しました。規模もさる

ことながら経営システムが凄いです。巨大

企業ですが上場していません。もし上場す

れば中国政府が株主として介入してくるか

らだ、とも言われています。株式の 7 割は

社員が持っています。そして 3 人の CEO が

3 ヶ月おきの輪番というユニークな体制で

す。創業者のオーナーは 1944 生まれで元気

です。いろいろ聞くと社員に対して非常に

配慮して優遇しています。むろん中国の企

業ですから、大規模な団地、それに病院、銀

行、スーパーマーケット、学校、そして保育

園など、すべて用意されています。住宅分譲

も行っていて市価の半額くらいで社員に分

譲しているようです。ホテルやレストラン

も整備されています。 

 

ただ、よく働く社員は朝昼晩と会社の食

堂で食事をしているようです。何十年か前

の日本の我々と近いなと思いました。それ

が高度成長なのでしょう。 

 

HUAWEI の創業者は人民解放軍の元大

尉です。このためにいつも、通信システムに

は中国直結のバックドアがあるのではない

かという疑念、風評を受けています。あえて

これについて質問してみると強いリアクト

が有り、社内のコンプライアンスに関する

研修がいかに凄いかを説明してくれました。

そして「最強の未公開企業ファーウェイ」と

いう書籍をくれました。我々の見学は、東京

の広報幹部が現地で直接対応してくれまし

た。非常に丁重な対応でした。 



BMA ジャーナル Vol.18, No.1, April 2018 
海外コンベーション 2018に参加して｜深圳のイノベーションモデル、そこで、既に起きている未来を見た 

93 

実は、iPhoneの製造で有名なFOXCONN

が道を隔てた向こうに大きな工場を持って

います。見れば両者を合わせると何億台も

のスマートフォンがこの地で製造されてい

るわけです。という事は、それを支えるサプ

ライチェーンと労働力がここにあるという

ことです。日本の生産、物作りは比較になり

ません。 

 

深圳証券市場の時価総額は約 25 兆元（約

487 兆円）で、香港（約 483 兆円）を上回

り、ロンドンも抜き、世界５位に浮上したも

ようです。ちなみに東証１部の時価総額は

最近急に上がって 613 兆円です。 

 

深圳に関してはいろいろな解説がされて

います。これまでの情報分析と今回の視察

の情報を合わせて、深圳のイノベーション

モデルの仮説を考えました。 

 

まず時系列的に三フェーズのモデルと、

内部構造的な三層モデルです。あくまで仮

説ですからデータに基づいてこの仮説を検

討しなければなりません。MOTの論文のテ

ーマです。仮説を立て、それを実証的に検証

する事は論文の構成です。今は研究スタッ

フを持っていませんので、あくまで私の仮

説だけです。 

 

まず時系列的なモデルですが、第一フェ

ーズのはじまりは 1980 年としましょう。経

済特区のスタートです。もともと日本や欧

米からの業務委託の香港の製造業が、安い

中国の労働力を求めて深圳の経済特区に加

工・組立工場を建設します。多分設備や部品

は香港から持ち込んだのでしょう。当時の

広東省には機械部品、電子部品はありませ

んから。 キヤノンを始めとする日本企業も

この時、広東省に進出しました。少し遅れて

日産自動車など自動車産業も進出してきま
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した。これに伴い現地調達の拡大のため、少

しずつこの地域にサプライヤーが育ってき

ました。詳細についてはデータによる検証

が必要です。 

 

では第二フェーズはいつからか、これも

研究調査による検証が必要ですが、ZTE の

設立が 1985 年、HUAWEI の設立が 1987

年、BYD の設立が 1995 年、テンセントは

1998 年ということですからこの時期に第

二フェーズに移行したのでしょう。政策面

の精査も必要があります。そして深圳が世

界に躍り出ます。 

 

第三フェーズはいつからか、Makeblock

の設立 2011年、UBTECHの設立 2012年、

ROYORE の設立 2012 年、iCarbonX の設

立 2015 年ですから、この時期からでしょう

か。ROYORE は創業者が清華大学とスタン

フォード大学の卒業生、iCarbonX の創業者

は北京大学の卒業生と、それまでの深セン

の創業者と学歴が違います。深圳のスター

トアップモデルも変化してきでいるのでし

ょうか。これも学術的な検証が必要ですが。 

 

内部構造的なモデルの仮説は、三層モデ

ルです。冒頭で紹介した企業はトップのレ

イヤーで、深圳で生まれてグローバルのト

ップに駆け上がった企業です。当然その前

の段階はあるでしょう。中国というしがら

みとハンディを振り切ってグローバルの世

界にデビューしたわけです。 

 

だからいま、かなり多くの企業がこの段

階に存在していると思います。すなわちこ

れが第二のレイヤーです。どのぐらい数が

いるかわかりませんが、このレイヤーの調

査研究は投資の面からは極めて興味深いで

すね。未上場企業が多いですから、イノベー

ションができない日本の大企業がもっと積

極的に M&amp;A を開拓しても良いレイヤ

ーかもしれません。 

 

その下の階層はまさにメーカーズの集団

です。この階層にフォーカスした深センの

解説は多いです。ただこのレイヤーが深セ

ンだ、と言うと誤解を生じると思います。 

秋葉原の 10 数倍の規模の場所があります。

行きましたが、それ自体規模以外に驚く事

はありませんでした。何十年か前の秋葉原

も規模は別にしてもほとんど同じで、当時

は米軍の放出品の通信機器、真空管などが

ハイテクでした。それでアマチュア無線を

皆やっていました。行ってみると、どこもか

しこもドローンを売っていました。高級な

ドローンは DJI のフライトコントローラー

を積んでいるはずです。ですから実質的に

DJI のシェアは 90％くらいともいわれてい

ました。 

 

このレイヤーでは、アイディアがある起

業者は、民間もしくは行政が用意したメー

カーズを利用できます。すなわちアイディ

アですぐ試作品を作れます。必要な部品や

生産設備は用意されています。秋葉原にも

DMM.MAKEというインキュベーターの設

備がありますが、深センで用意されている

行政の施設はその何十倍もの規模です。そ

の背後に巨大なサプライチェーンがあるの

でしょう。最初のロットの 1,000 台ぐらい

はすぐ作れます。その資金はクラウドファ

ンディングで調達できます。そのスタート

アッププロセスはワンストップで提供され

ています。 
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アイディアがあってチャレンジする人に

は、素晴らしい環境が用意されていました。

そしてごく少数の、 100 に 3 つの起業家が

第二レイヤーに上がり、そのまた 100 に 3

つの起業家がトップのレイヤーに上り詰め

るのでしょう。これが深センのイノベーシ

ョンモデルです。 

 

あくまでもこれは私の深センイノベーシ

ョンモデルの仮説です。これを研究したい

と言う人がいれば、喜んで支援しますが。 

 

 

深センという「シリコンヴァレー」、そのドキュメント 

https://wired.jp/2016/06/10/shenzhen-silicon-

valley/  

来たれ！ハードのシリコンバレー、深セン ドローンなど

未来製品の「世界工場」に 

http://kigyoka.com/news/magazine/magazine_201

71013.html 

 

 

最後に、深圳は世界で最先端を社会実装

する実証実験の都市だと思います。街中に

あるシェアリング自転車は完全なインフラ

になっています。各ステーションに自転車

は整然と並べられています。 

 

そして、自動車のEV化が進んでいます。 

EV の乗用車やバスは緑色のナンバープレ

ートを付けて走っており、かなりの数です。

深圳では乗用車を買うためにはライセンス

を必要としますが、通常のガソリン車には

ほとんどライセンスがおりません。 EV 車

にはすぐおります。急速に普及するでしょ

う。バスは積極的に EV 化を進めるとのこ

とです。なにしろ中国一のそして世界有数

の EV 専業の BYD の本拠地ですから。 

 

一番衝撃を受けたのは、クレジットカー

ドがほとんど使えないことです。使えたの

はホテルと高級レストランだけで、仕方な

く現金決済しかできませんでした。現地の

人はほとんどすべてスマホ決済です。当た

り前でしょう、3‐5％の手数料を取るクレ

ジットカードに対して、スマホ決済の手数

料はゼロです。共存できるわけはありませ

ん。欧米も日本もまだクレジットカードの

時代ですが、金融は国境を容易に超えます

から、クレジットカード会社の未来はない

と思いました。もうすぐ日本でもスマホ決

済のシステムが普及して、われわれも使う

ことができるようになるでしょう。 
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