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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。 
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

  こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

マの一つとして財団法人 国際情報化協力センターに「組み込みシステム先進

地域への諸外国の経済連携の実態調査」を調査委託いたしました。本報告書は、

この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。  

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 



 

               

 

はじめに 

 

我が国の 2007 年度における輸出総額は大よそ 84 兆円で、その内の 60%にあたる約 50 兆

5 千億円が自動車や家電品、デジタル機器、産業機器などを含む、組み込みシステム関連

製品の輸出でした。現在では、民生用、産業用を問わず、電気電子を応用したあらゆる分

野の製品に組み込みシステムを見ることが出来ます。また、こうしたシステムは、例えば

携帯電話に見られるように、社会の要求の変化に応じて、ますます便利なものになってき

ており、多機能化、多様化が進められています。まさに、組み込みシステム製品は生活の

利便性を満たすとともに、我が国の産業競争力を強化維持のためにも必要不可欠なもので

あるといえます。 

このような傾向は我が国に特有なことではなく、近隣の中国、韓国、台湾などでも同

様であり、それぞれの国・地域において、組み込みシステムが今後自国・地域を大きく発

展させていく新成長分野と位置づけられて、その開発に注力が注がれています。 

なかでも、中国は携帯電話や民需のデジタル機器が飛躍的に延びており、その市場規模

は我が国を凌駕するに至っています。また、中国はこうした消費地であると共に、世界の

工場とも呼ばれる開発や生産基地でもあり、海外から多くの投資が行われています。 

このような実情に鑑み、財団法人 国際情報化協力センターでは、社団法人 日本機械工

業連合会から「組み込みシステム先進地域への諸外国の経済連携の実態調査」事業を受託

し、特に中国のソフトウェア輸出基地として成長の著しい深圳と、そこにおける韓国、台

湾の組み込みソフトウェア企業に注目して、その活動を調査することにより、当該分野に

おける我が国企業の国際競争力維持・強化のためのビジネス環境整備に資することを目的

と致しました。 

本報告書は、我が国産業界がもつ優れた情報技術や情報システムのアジア展開に関する

企画立案や、我が国IT 産業界のアジアへの事業展開戦略立案の参考資料となるよう、調査

研究の結果を取り纏めたものです。関係方面の皆様方に利用され、お役に立てれば幸甚で

す。 

 

平成２１年３月 

財団法人 国際情報化協力センター 

理事長 古川 一夫 
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総論 

１．調査研究項目・スケジュール 

組み込みシステムはそれぞれの用途に応じたハードウェアとソフトウェアから構成さ

れ、家電、携帯電話、自動車の電装機器、産業機械など多種多様の分野の電子機器に利用

されている。その組み込みシステムの良否は、これら機器の性能や信頼性を決定づける重

要な役割を担っており、我が国産業の国際競争力を支える必要不可欠な要素技術のひとつ

ともなっている。今日では、これら機器に求められる機能の拡張や高信頼性確保により、

そのソフトウェアは大規模化、複雑化しており、それに対応する人材の不足が大きな課題

となっている。そうした人材をアジアの国々に求める動きも活発化してきている。また、

組み込みシステムは、日本と同様に、韓国・台湾でも、今後も大きく発展していく分野と

して力を注いでいるが、需要が多く、国内だけでは対応しきれないため、海外にオフショ

アとして発注されている。こうしたシステムの人材や開発は中国が最大規模の供給国とな

っている。 

本調査研究は、こうした中国において組み込みシステム機器関連で先行している韓国・

台湾企業の実態について、特にその中で、組み込みシステム製造の世界的な拠点となって

いる中国深圳地域を調査し、我が国のそれと対比して、当該分野における我が国企業の国

際競争力維持・強化のためのビジネス環境整備に資することを目的とする。 

第 1 章 組み込みシステムの市場構造 

1.1 日本の組み込みシステム市場の現状 

我が国の総合科学技術会議において、産業の国際競争力強化の革新的技術の一つとし

て組み込みソフトウェアが取り上げられている。実際、日本の国民総生産額の 13%にあた

る 66.7 兆円は組み込み関連産業によるものであり、この 66.7 兆円の内の 12.4%にあたる

約 8.28 兆円が組込み製品開発費である。この製品開発費の 42.4%にあたる 3.51 兆円は組

み込みソフトウェア開発費によるものである。また、我が国からの輸出製品の 60%は組み

込み関連製品である。このように、組み込みシステムは我が国の産業にとって大きな市場

であり、我が国産業の競争力を強化維持するためにも必要不可欠となっており、その重要

性もますます大きくなっている。 

一方、市場の拡大や組み込みシステムの多様化等により、ソフトウェアの大規模化、不

具合の急増、人材の不足といった課題も出てきている。 

ソフトウェアの大規模化は、製品のネットワーク化、高機能化などにより、新しい機能

の追加が行われている。例えば、携帯電話では、そのプログラム行数を見ると、2000 年ご
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ろには 100万行程度であったものが、現在は 500万行程度と 5倍の大きさに拡大しており、

携帯電話の組み込みソフトウェアといえども、銀行の基幹システム並みのプログラム量と

なっている。そのため、その生産性の向上とコスト削減が重要となる。また、組み込みソ

フトウェアの肥大化により、製品を出荷した後の不具合の 46.3%が組み込みソフトウェア

の不具合が原因となっている。そのため、組み込みソフトウェアの品質の向上が求められ

ている。さらに、大規模で高品質な組み込みソフトウェアの開発にはより多くの人材が必

要であるが、現在、8 万 8,000 人ソフトウェアエンジニアが不足していると見込まれてい

る。そのため、我が国の人材だけでなく、中国など海外の人材をいかに育成し、活用する

かが重要なカギとなっているが、国内の組み込みソフトウェア企業の多くが忙しくて、そ

うした海外の人材を育成している余裕がないというのが現状であり、この改善がもとめら

れている。 

また、グローバルなレベルでいろいろな分野の知識や技術を融合させる必要がある。そ

うしたことから、ますます組み込みシステムの中核である組み込みソフトウェア開発の重

要性は高まっている。 

1.2 韓国組み込みシステム市場の現状 

2008 年に誕生した現政権は、「融合と複合」をキーワードに従来ばらばらに行っていた

ことや重複していたことを整理統合して、そのシナジー効果により、より良い生活や新し

い産業を創生しようとしている。IT についても、IT 産業の育成ではなく、IT を活用して

生産性の向上や、雇用促進を目指す方向に転換した。2008 年 7 月から始まった「ニューIT

政策」では、全産業と IT の融合（Convergence IT）を大きく取り上げ、今後 5 年間に 3

兆 5 千億ウォン（約 2,500 億円）の予算規模となる。このなかで、融合を促進するための

組み込みソフトウェア技術の開発とパイロットプロジェクトの推進が取り上げられている。 

現在、韓国の携帯電話や情報家電産業は国際的な競争力をもっている。また、自動車、

軍事、医療機器産業等におけるソリューション開発、及び各種アプリケーションの拡大や

多様性により、組み込みソフトウェア市場は持続的に成長すると予測されている。併せて

政府による事業支援がそれを加速化している。 

韓国の組み込みソフトウェアの市場規模は 2007 年で約 88 億ドルの規模である。また、

組み込みソフトウェアの生産額は 2004 年から 2010 年まで、年平均 13.3%の成長が見込ま

れており、2010 年には 100 億ドルを突破すると予想されている。特に、政府の IT 融合政

策の中心的な要素である組み込みソフトウェアは、今後の自動車、家庭、医療機器など多

様な産業分野に適用され、市場は継続的に成長するものと思われる。 

1.3 台湾組み込みシステム市場の現状 

台湾は、組み込みシステム製品に関して、ハードウェアの製造が堅調であり、グロー
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バルな販売チャンネルも構築している。実際、台湾はハードウェアとしての電子機器、例

えばネット PC、ノート PC、マザーボード、各種モニターなど 2008 年では、18品目の市場

占有率が世界市場第１位となっている。 

しかしながらソフトウェアに関しては、台湾はかなり規模が小さく、その市場規模は

2007 年現在で 62 億ドルと韓国の組み込みソフトウェアの市場規模とほぼ同等である。 

また、台湾の組み込みソフトウェアの市場は、ソフトウェア市場の 3%強である 2.1億ド

ルである。これは 2006年に比べると年間 25.9%の成長をしており、大きく伸びているが、

組み込みソフトウェアに特化して製品開発を行なっている企業は日本や韓国に比較して未

だ少ない。しかしながら、台湾においても、組み込み産業は今後の成長産業であると考え

ており、2005 年に発表された「国家科学技術発展計画」の優先発展項目の一つとして、「オ

ープンソース組み込みシステムの研究と応用」が取り上げられている。また、関連団体と

して、台湾教育部が 2003 年に設立した「組み込みソフトウェア連盟（ESW）」と 2008 年に

設立された「台湾組み込み産業連盟（TEIA）」がある。前者は大学等で SoC（System on a Chip）

を開発する人材の育成を行う組織であり、後者は組み込み産業全体の発展、国際協力、人

材育成などを推進する組織である。 

第 2 章 中国深圳地域の組み込み機器の市場構造調査 

2.1 中国組み込みシステム市場の現状 

2006 年の中国における電子製品の生産額は 3.7 兆元（約 5400 億ドル）であり、これは

全世界の 30％に相当している。また、2007年の中国のソフトウェア産業の生産額は 5,834

億元（約 853 億ドル、約 8.3 兆円）であり、毎年 30%程度の成長をしており、その産業規

模は 5 年前の 5 倍以上となっている。関連するソフトウェア企業数は 1 万 4 千社を超えて

いる。また、組み込みソフトウェアの総生産額は 1,215 億元（約 177 億ドル、約 1.8 兆円）

であり、ソフトウェア産業の総生産額全体の 20.8%を占めている。これは日本の組み込み

ソフトウェアの総生産額の 51%に相当する規模であり、急速に拡大している。このように、

中国のソフトウェア産業は飛躍的な発展を遂げているが、なお強い成長路線にある。 

中国のソフトウェア産業は今、「①自社の知的財産権がある製品開発、②自社独自ブラ

ンド作り、③企業アライアンス、④高コスト化への対応」を行なっている。これにより、

従来の安い労働賃金を求めて入ってきた外資主導による外注「中国製造（Made in China）」

から脱却し、中国企業が自社の知的財産権を持つ製品の開発をおこなう「中国創造（Made 

by China）」への変革を急いでいる。 

 

こうした変革の中で、中国の組み込みソフトウェアメーカの幾つかは独自技術を持つ

製品を市場に投入し、大きな発展を遂げている。以下はその代表的な例である。 
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（１）北京凱思昊鵬軟件公司（Hopen） 

中国科学院軟件所を母体とする北京凱思昊鵬軟件公司（Hopen）は 1998 年に設立

された。2001年に中国初の携帯電話向け組み込み OS の Hopen RTOSを開発し、知的

財産権を獲得した。現在、同社は中国独自の 3G 規格 TD-SCDMA 対応の携帯電話 OS

として Hopen RTOS v4 を市場に提供している。 

（２）北京科銀京成技術有限公司（Core Tek Systems）  

同社の DeltaOS は中国の代表的な組み込み OS で、IC カード端末、飛行誘導端末、

携帯式通信端末及び軍需産業製品、宇宙関連製品など多くの分野で使われている。 

（３）浙江大学組み込みセンター 

2005 年 10 月に次世代の SoC（System on a Chip）として、リアルタイムマルチタ

スクをサポートする中国初めての組み込み OS SmartOS（バージョン 2.0）を開発し

た。SmartOS は数多くの企業の製品で採用されている。 

2.2  深圳地区組み込みシステム市場の現状 

深圳は早くから外資企業を受け入れる経済特区として体制を整え、組み込みシステム企

業などのハイテク企業注）や情報サービス企業を積極的に受け入れている。同市は 2007 年

に中国の大都市として、最初に一人当たり GDP が 1 万ドルを超えた。さらに、2004 年 1 月

に上海、大連などと共に「国家級ソフトウェア輸出基地」としての認定を受け、ソフトウ

ェア産業対して、国、および市によるさまざまな優遇政策を提供し、国内外のソフトウェ

ア企業が進出しやすい環境を整えている。中国社会科学院等による科学発展、調和発展、

都市総合競争力等の評価では、深圳が中国の都市として首位にランクされている。 

 

注）ハイテク企業：中国で使われるハイテク企業（中国語で、高新技術企業）という用

語は、「高新技術企業認定管理弁法」という法律に基づく定義がある。これによる

と、国が重点的に支援するハイテク分野のうち、企業登録 1 年以上で、長期的な

研究開発を行なっており、その成果による自己の知的財産権のある応用製品によ

り経営活動をしている中国国内で登録されている企業をさす。 

 

2006 年の深圳地区ソフトウェア製品の生産額は 753 億元（約 1.1 兆円）にのぼり、深圳

の GDP の 10%を占めている。また、これは全国のソフトウェア生産額 4,800 億元（約 7 兆

円）の 15.6%を占め、中国の地域別では第 2 位の生産額となっている。さらに、深圳は「国

家級ソフトウェア輸出基地」であり、ソフトウェア輸出額は 29.1 億ドルで、これは、中国

のソフトウェア総輸出額 50 億ドルの 58%を占めており、全国首位である。 
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深圳のソフトウェア企業が成功している要因として、①中国の新規のハイテク製品生産

額の 70%を占めており、ハードウェア、ソフトウェアを結ぶ IT 産業チェーンができている

こと、②企業トップが国家政策や市場ニーズを良く理解し、それに呼応した製品開発能力

など、優れたマーケッティング力を持っていること、③9,500 社余りのソフトウェア企業、

およびその関連企業が設立されており、また、CMM/CMMI レベル 3 以上の認証を得た企業が

16 社あるなど、多くのトップソフトウェア企業があり、良質な競争を促す市場が形成され

ていること、④深圳市周辺数十キロメートルの地区には、電気･電子製品や部品を製造する

企業が 1,000 社余りあり、また、国際貿易都市の香港に隣接しており、電子部品の生産か

ら流通までのサプライチェーンを形成し、部品調達力が高いこと、などの理由をあげるこ

とができる。こうした深圳の著名企業としては、 

（１）華為技術有限公司（Huawei Technologies Co. Ltd） 

1988 年に中国広東省深圳に設立された世界第 5 位の通信装置、通信ソリューショ

ンの製造・販売をする科学技術企業。全世界 100 ヵ所余りの支社があり、同社の約

8 万人の従業員の内、43%が研究開発業務に従事している。3 万件近い特許を申請し

ており、中国特許申請の最も多い会社となっている。 

（２）中興通訊株式有限公司（ZTE Corporation） 

1985 年に深圳で設立された通信ソリューションサプライヤー企業。2007 年の売上

額は約 348 億元（約 51 億ドル）である。同社は携帯電話販売で 3 年以内に 1 億台に

拡大し、2013 年には世界トップ 3 入りを果たすことを計画している。 

（３）金蝶国際軟件集団有限公司（Kingdee International Software Group Company） 

    1993 年に深圳に設立された組み込みソフトウェア、企業向け基幹業務パッケージ

製品などを提供する企業。同社は、また 2007年、Gartnerから全世界で次世代の SOA

サービスを提供する能力を持つ 19 社の内の 1 社と評価された。 

第 3 章 中国深圳地域への台湾・韓国企業の進出状況調査 

3.1 韓国企業の進出状況 

深圳を含む珠江デルタ地区で活動する韓国系ソフトウェア技術企業は急速に業績を伸

ばしており、ソフトウェア開発とコンピュータ関連サービスが主にその成長を牽引してい

る。韓国系ソフトウェア企業は韓国政府の戦略的な政策と中国の改革政策を利用して深圳

地区に進出している。珠江デルタ地区の韓国組み込みソフトウェア企業数は 53 社で、1,974

人の従業員がいる。その中で、26%にあたる 521 人が研究・開発従事者であり、この分野の

人の層が厚い。韓国の IT 企業は人的資源の面で優位性があるといえる。 

ある韓国企業の責任者によると、「従来は中国に対する企業投資が加熱していたが、近
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年は投資への不安定さが増しており、企業に大きな影響を与えている。そのため、今後は

研究・開発やマーケティング領域により多くの資金が投入され、投資分野への資金は減少

すると見られる。ただし韓国系企業はどの中国企業が今後成長していくか、という情報を

多く持っており、今後、こうした成長性のある中国企業と今後、密接な提携関係を結んで

行くであろう。」と述べている。 

3.2 台湾企業の進出状況 

台湾企業による中国大陸への投資は 1982 年 12 月以降 2008 年 5 月までに 37,205 件、759

億ドルにのぼっている。その内、深圳市には 4,017 社の台湾企業が進出している。台湾企

業は、深圳市に海外から進出した企業全体の 17%を占めており、香港についで第 2 位とな

っている。珠江デルタ地区の台湾の組み込みソフトウェア企業数と従業員数は、企業数 550

社、従業員数 5,601 人で、内、38％にあたる 2,128 人が研究・開発従事者であり、この分

野の人の層が厚い。台湾の IT 企業は人的資源の面で優位性があるといえる。 

深圳地区に進出している台湾のソフトウェア研究・開発企業の関係者によると、深圳の

電子製造業は非常に発達しているので、深圳で組み込みソフトウェアの開発を行なうこと

自体がすでに台湾では常識になっているという。また、別の台湾企業によると、将来のソ

フトウェア業界の需要量はハードウェア業界よりも大きく、従って、ソフトウェア業界の

生産額もハードウェアより大きく、ソフトウェア業界の従業員も増えると見込んでいる。

彼らはこの先、最も重要な領域を組み込みソフトウェア開発と考えている。但し、現在一

部の重要な技術が海外の業者により押さえられているので、さらに優位な要となる技術を

持つことが課題となっており、そのためにも深圳地区で優秀な IT 人材を１人でも多く集

め、より強い開発チームを確立していくことがますます重要であるという。 

3.3 深圳に進出した韓国・台湾企業の成功要因 

韓国、台湾の組み込みシステム企業は中国深圳地区に積極的に進出している。その進

出した理由について、上記の調査結果から、次のような特徴を見ることができる。 

（１）地理的位置を評価 

    深圳はアジアのハブである香港に隣接しており、また、世界第 4 位のコンテナ港

を持っている。そのため、価格や納期が厳しい組み込み商品の物流において地理的

に優位な位置にあり、それを求めて、韓国、台湾企業が積極的に進出している。 

（２）インフラ整備 

深圳は 30 年前の 1978 年に始まった改革開放路線が敷かれて以来、市場経済体制

を整え、早くから外資企業を受け入れた経済特区として栄えてきた。そのため、イ



 

 7 

ンフラ整備にも努め、現在、同市では、企業の 90%にブロードバンド・インターネ

ットが普及しており、これは、広州、上海に次ぐ同国第 3 位の普及率となっている。

こうした環境により、深圳の外資企業は自国との情報交換が容易となっており、韓

国、台湾の企業の進出意欲を高めている。 

（３）投資環境を評価 

台湾、韓国企業による既存企業に対する投資や買収も盛んに行われている。これ

により、自身で事業を行うよりもリスクを軽減でき、また、時間をかけて中国市場

を理解することも必要なく、中国市場に参入することができる。こうした投資を加

速するために深圳市は投資家への優遇策を用意している。 

（４）深圳市の積極的なハイテク企業の誘致 

中国はハイテク企業に企業所得税を 15%にする優遇策をとっているが、深圳市政

府も独自政策として、誘致する外資企業に対して、優遇策を取っている。 

同市は、こうした税制面だけの優遇だけではなく、関連協会によるビジネスマッチ

ングの場の提供、企業連合体作りなどにより、進出企業を助けている。 

（５）企業の集積効果 

深圳は中国、韓国、台湾を始め、多種多様な業種の企業が進出している。そ

の集積効果により、広範な IT 産業チェーンが形成されており、また、部品調達

も容易である。そのため、これらの企業間で組み込みソフトウェアの応用開発

が期待できる。 

（６）研究開発・人材確保 

韓国と台湾から深圳に進出した組み込みソフトウェアの従業員の内、研究開発に

従事している社員の数が韓国は 26％、台湾は 38%と多い。両国の深圳地区進出企業

は、その理由として、国家 5 大ハイテクパークの一つである広大な規模の深圳ハイ

テクパークなどがあり、研究開発を行う環境が整っている。また、優秀な研究者と

なる人材が多いことを述べている。 

第 4 章  我が国組み込み機器技術の競争力強化の方針検討 

4.1 日本企業における競争強化の課題 

我が国の輸出産品の 60％は、何らかの形で組み込みシステムを使った機器である。こ

うした組み込み機器に対する技術力向上が我が国の国際競争力強化のためにはなくてはな
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らない条件であるといえる。そのためには、市場が要求する製品や消費者の好みにあった

製品を安価に、必要十分な性能と品質で、すばやく投入することが求められる。 

第 1 章では、市場の拡大や組み込みシステムの多様化等の理由により、以下の課題があ

ることを見てきた。 

① 大規模化：生産性の向上とコスト削減が必要 

② 不具合の急増：ソフトウェアの品質向上が必要 

③ 人材の不足：8万8,000人の組み込みソフトウェアエンジニアが不足 

また、今回の調査にあたり、中国側との意見交換の中で、現地関係者から見た日系企

業の課題として、以下のような事項が指摘された。日本の競争力強化のヒントとして、傾

聴に値すると考える。 

(1) 日系企業は高い技術力と厳格な業務プロセスを持っているが、市場のニーズを柔軟

に、かつ敏感に察知する感性を持つことが必要である。ニーズを迅速に製品化に結び

つけて市場に投入するスピードが無ければ市場を得ることは難しい。そのため、R&D

等の重要な部門も例えば中国内に設立して市場を研究し、中国市場に適合した良好な

性能と高い品質の製品を開発することで市場を勝ち取っていかなければならない。 
 

(2) ハイテク企業が大きく伸びるチャンスは一瞬である。日系企業はルールや手順を重要

視しすぎ、柔軟性に欠ける。そのため、韓国、台湾企業に先行されるケースがある。 
 

(3) 誠意を持って現地政府や現地の中小企業と協力することによって、多くのビジネス

チャンスを獲得することができる。日系大手企業は基本的に自社で完結をする傾向が

あり、結果として産業チェーンが比較的閉鎖的である。 
 

(4) 法律を遵守し、政府との良い関係を維持することが重要である。企業が問題に直面

した場合、政府は強力な解決者となりうることを意識する必要がある。日系企業は政

府に頼ることを良くないという認識を持っており、なかなか政府とのパイプ構築がで

きない。中国という国のシステムをよく理解し、活用すべきは活用すべきである。 
 

(5) 日本企業につとめる現地スタッフは管理者として昇進することが難しく、結果とし

て給料が高くない。しかし、中国の民間企業、および欧米企業では、能力が高ければ、

日本企業で想像できないほど高い給料を受け取っている。日本企業はこうした点も考

慮し、中国に進出する際には、人的資源への投資が重要である。 

4.2   まとめ 

中国、韓国、台湾の企業がどのように深圳で成功したのかを見てきたが、この調査を通じ

て中国、韓国、台湾に共通した言葉は「従来技術と IT の融合（convergence）」であった。

融合とは 2002 年の米商務省と全米科学財団のレポート「Converging Technologies for 
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Improving Human Performance（人間の能力向上のための技術融合）」で使われた言葉に由

来するが、異なる分野の技術を応用することや、組合せて新しい技術を作ることを意味す

る。製造装置と IT が融合して自動化ができ、より早く、正確に製造できるといった例など

枚挙にいとまがない。 

組み込みシステムは、今以上にさまざまな企業の技術と融合させることによって、利用

方法が変わり、さらに新しい産業で採用されていく。組み込みシステムの企業は、それに

より、多様化のニーズを満たし且つ技術革新を生んで利益を得る必要がある。これは、前

項の日本企業にとっての課題として挙げた従来型のクローズドなイノベーションモデルだ

けでは困難であり、これを実現するには、企業内に閉じて物作りをするのではなく、国際

間、官民、あるいは企業間で一体となって標準化活動を展開し、非競争領域では連携する

というオープンなイノベーションモデルを作ることが必要であると考える。 

 

 

 



 

 

 

各論 
 

 



 

   10 

１．調査研究項目・スケジュール 

(1) 目的と背景 

 組み込みシステムはそれぞれの用途に応じたハードウェアとソフトウェアから構成さ

れ、家電、携帯電話、自動車の電装機器、産業機械・ロボットなど多種多様の分野の電子

機器に利用されている。その組み込みシステムの良否は、これら機器の性能や信頼性を決

定づける重要な役割を担っており、我が国産業の国際競争力を支える必要不可欠な要素技

術のひとつともなっている。今日では、これら機器に求められる機能の拡張や高信頼性確

保により、そのシステムは大規模化、複雑化しており、例えば携帯電話一つをとっても、

大企業の基幹システムに相当する規模となっている。こうしたことから、それに対応する

人材の不足が大きな課題となっており、そうした人材をアジアの国々に求める動きも活発

化してきている。また、組み込みシステムは、日本と同様に、特に韓国・台湾が今後も大

きく発展していく分野として力を注いでいるが、需要が多く、国内だけでは対応しきれな

いため、海外にオフショアとして発注されている。こうしたシステムの人材や開発では中

国が最大規模の供給国となっている。 

 

本事業では、こうした中国において組み込みシステム機器関連で大きく先行している韓

国・台湾企業の実態について、特にその中で、組み込みシステム製造の世界的な拠点とな

っている中国深圳地域を調査し、我が国のそれと対比して、当該分野における我が国企業

の国際競争力維持・強化のためのビジネス環境整備に資することを目的とする。 

 

(2)  調査研究項目とスケジュール 

(a) 調査項目 

 組み込みシステムに関する我が国企業のビジネス環境を整備するため、深圳への進出

が著しい韓国・台湾企業の進出状況について調査を実施する。 

 

①中国深圳地域への韓国・台湾企業の進出状況調査 

中国深圳地域において、組み込みシステムに係わる韓国・台湾企業の進出状況とそれら

を実際に開発している現地の製造工場との関連の情報を把握して、その関係などを整理す

る。これらの企業、及び、中国関連省庁への調査に関しては、競争相手ともなる日本の企

業や団体がそれを行うよりも、中国の企業に依頼して実施する調査が最善の方法であるこ

とから、韓国・台湾企業進出状況を、より正確に、詳細に情報を取得するために、外部機

関に発注して調査する。 
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②組み込み機器の市場構造調査 

    組み込みシステムはその分野が拡大するにつれ、それに関連する機器の裾野が広がって

おり、その市場規模が大きくなっている。こうした組み込みシステムに関連する技術を育

成するための調査として、組み込みシステムに強い企業が集積する深圳地域に進出してい

る韓国・台湾企業の事業構造(強み弱みを含む)を把握する。具体的には、文献調査を行う

と共に、現地において韓国・台湾企業を対象にヒアリング調査を行う。また、こうした調

査は深圳地域と関連の深い上海、および香港における関連情報も必要なため、両地域にお

いても必要な調査を行う。 

 

③我が国組み込み機器技術の競争力強化の方策検討 

 我が国の組み込み機器技術の競争優位を構築するための対策を検討し、成果報告書に取

りまとめる。 

 

(b) スケジュール 

 

表  1 スケジュール 

    半期別･月別  

 

 

 項目  

上半期  下半期  

２０ 

年  

／ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ 

２１ 

年  

／ 

１ ２ ３ 

①中国深圳地域へ

の台湾・韓国企業

の進出状況調査  

  

                    

②組み込み機器の

市場構造調査  

  

                  

③我が国組み込み機

器技術の競争力強

化の方策検討 

  

  
    

  

          

④報告書作成・公表        
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(c) 調査研究体制  

 
本調査研究は、社団法人日本機械工業連合会の委託を受けて、財団法人国際情報化協力

センターが、本分野にご関心が高い賛助会員にアドバイザとして協力いただきながら、当

初の目的を達成するべく調査研究を推進したものである。  
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第 1 章 組み込みシステムの市場構造 

1.1 日本の組み込みシステム市場の現状 

1.1.1 組み込みシステム概要 

かつては家電品や自動車等の電子制御はハードウェアとファームウェアからなる電子回

路により構成されていた。そのために、これらの製品に機能の追加や変更があると、その

つど電子回路の設計を改めて行うなどの修正が求められ、製品の大幅なコスト上昇と長期

の開発期間が必要となっていた。しかしながら、近年におけるコンピュータの発達により、

コンピュータを用いた制御が一般的に利用されるようになり、新たな機能を追加する場合

や機能を修正する場合であっても、ハードウェアを変更することなく、ソフトウェア（プ

ログラム）を変更することにより実現することが可能となった。これにより、製品開発コ

ストの大幅な減少と開発時間の短縮を図ることができるようになった。このように電子制

御を行う必要のある機器（ハードウェア）に組み込まれて、特定の目的の動作をさせるソ

フトウェアを組み込みソフトウェアと呼び、また、これを搭載した機器を組み込みシステ

ムと呼んでいる。 

 

現在では、家電や自動車、携帯電話等の製品だけではなく、工場等の作業を自動化する

ための機器なども組み込みシステムであり、民生用製品や産業用製品を問わず、多種多様

な領域において利用されている。「革新的技術戦略中間とりまとめ」（総合科学技術会議   

平成 20 年 4 月）においても、産業の国際競争力強化の革新的技術の一つとして組み込みソ

フトウェア技術が取り上げられている。このように、組み込みシステムは我が国の産業競

争力を強化維持するためにも必要不可欠であり、その重要性もますます大きくなっている。 

1.1.2 組み込み産業の規模 

我が国の 2007 年度における国民総生産額は 508.9 兆円である。その内、13.1%にあたる

66.7 兆円が組み込み関連産業生産額となっている。また、この 66.7 兆円の内、12.4%にあ

たる約 8.28 兆円が組込み製品開発費であり、さらに、その中の 42.4%にあたる 3.51 兆円

が組み込みソフトウェア開発費となっている。次の図１は経済産業省が毎年発表している

「組込みソフトウェア産業実態調査報告書」の 2004 年版から 2008 年版の組み込み産業規

模の推移であるが、その規模は毎年拡大している。 1

                                                   
1 「組込みソフトウェア産業の課題と政策展開」（経済産業省2008年１１月19日）、および「2008年版組

込みソフトウェア産業実態調査報告書」（経済産業省2008年7月）より 
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(単位：1000 億円) 
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図  2 組み込み産業規模の推移 

 

また、2007 年の我が国の輸出総額は約 84兆円 2であったが、その輸出製品の 6割にあた

る約 50 兆 5 千億円 3

1.1.3 組み込みソフトウェアの特徴 

が何らかの形で組み込みシステムを使った関連製品であった。 

組み込みシステムの中心である組み込みソフトウェアの重要性は高まっている。一般的

に、汎用的なコンピュータにおいて動作するソフトウェアと比べて、組み込みソフトウェ

アには下記のような特徴がある。 

 

（１）リアルタイム性 

センサーやモータ等の特殊な機械を制御する場合に、定められた時間内に制御

を完了させるための特殊な技術が必要である。例えば、自動車ではブレーキをかけ

てすぐに停止や減速をする必要があり、自動車のブレーキを制御する組み込みソフ

トウェアに遅延は許されない。 

 

（２）リソースの制約 

大量に生産される製品の場合には製造コストの低減が重要となる。機器の小型化

                                                   
2 財務省貿易統計平成 19 年度 
3 「組込みソフトウェア産業の課題と政策展開」（経済産業省 2008 年１１月 19 日）  



 

   15 

や低価格に対応した必要最低限のハードウェアリソース（CPU やメモリ等）で動作

するソフトウェアを作り上げる必要がある。 

 

（３）ユーザビリティ 

様々な機械に搭載されるに伴って機能が多彩になっているが、使われなければ意

味がなく、誰にでも間違いなく使える視認性や高い操作性を実現する必要がある。 

 

（４）セキュリティ 

インターネットへの接続機能を備えた組み込みシステムの場合、ウイルスの感染

やハッキングの対応等、汎用 PC と同様のセキュリティ対策を講じる必要がある。 

 

（５）高い信頼性 

自動車や医療機器では人命に直接かかわるため、要求される信頼性が高い。この

場合、それらの要求に応じた特有の設計技術と経験が必要である。 

 

組み込みソフトウェアには以上のような特徴があり、組み込みシステムにおける性能を

決定する大きな要素となっている。 

1.1.4 組み込みソフトウェア開発の課題 

市場の拡大や組み込みシステムの多様化等の理由により、ソフトウェアの大規模化、不

具合の急増、および人材の不足という問題・課題も出てきている。 4

また、こうしたソフトウェアは、従来クローズドな形で一つの会社で全てを開発してい

 

（１）システム規模の拡大 

現在の組み込みシステムは質的にも、量的にも大きく変化しており、製品のネットワー

ク化、高機能化が進んでいる。開発される組み込みソフトウェアの規模も 2000 年頃に比較

すると、現在ははるかに大規模となっており、例えば携帯電話の組み込みソフトウェアの

プログラム行数を見ると、2000 年ごろには 100 万行程度であったものが、現在は 500 万行

程度と 5 倍の大きさに拡大しており、携帯電話の組み込みソフトウェアといえども、銀行

の基幹システム並みのプログラム量となっている。自動車は更に顕著で、同様に 100 万行

であったものが、500 万～1000 万行と 5～10 倍となっており、今後ますます増大すると考

えられ、その生産性の向上とコスト削減が必要となる。 

 

                                                   
4 本節で記述されている数値等は「組込みソフトウェア産業の課題と政策展開」（経済産業省2008年１１

月19日）、および「2008年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書」（経済産業省2008年7月） 
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たが、規模の大きなシステムでは既にこうした開発方法は困難な状況になおり、さらにシ

ステムのプロセスにリアルタイム性を求めるシステムも多いことから、組み込みシステム

用の専用 OS が開発され、国内では国産の iTRON、T-Kernel、Toppers、米国の VxWorks、

Microsoft Windows CE などが使われている。こうした外部のソフトウェアで、信頼できる

製品をいかに見つけ、かつ安心して利用するかが課題となる。 

（２）組み込みソフトウェアの不具合 

ソフトウェアの肥大化は、組み込みシステム製品を出荷した後の不具合の 46.3%が組み

込みソフトウェアの不具合が原因という結果を招いており、例えば、鉄道の自動改札のト

ラブル、携帯電話のトラブル、銀行ATMのトラブルなど社会問題化しており、製品品質をい

かに確保するかが重要となっている。また、こうした課題に対し、ソフトウェアの機能安

全 5

現在、組み込みシステム関連企業従業者数は475万人といわれている。その内、組み込み

ソフトウェア技術者数は24万2,000人と推計されている。しかしながら、組み込みソフトウ

ェアの開発規模が拡大しており、さらに開発期間の短縮化がこれに拍車をかけている。現

在、8万8,000人ソフトウェアエンジニアが不足

という考え方で産業機器や原子力で国際規格化されているが、さらに自動車などにも

その拡大が検討されている。 

（３）人材 

6

                                                   
5 ソフトウェアに完全は無いという発想の元、リスクレベルを評価し、障害発生があってもシステムや

機器の安全性を確保する考え方。IEC61508 で規定されている。  
6 「2008 年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書」（経済産業省 2008 年 7 月）  

していると見込まれている。そのため、我

が国の人材だけでなく、中国など海外の人材をいかに育成し、活用するかが重要なカギと

なるが、国内の組み込みソフトウェア企業の多くが忙しくて、そうした海外の人材を育成

している余裕がないというのが現状であり、この改善がもとめられている。 

 

我が国では、こうした現状に対して、組込みソフトウェア産業強化施策を設け、人材に

対するスキルの見える化、中小組み込みソフトウェア産業に対する技術開発支援、不具合

発生の低減や外部委託に伴うトラブルに対する信頼性向上を行い、「あらゆる産業の競争

力の源泉及び国民生活の安全・安心の基盤となる強固な組込みソフトウェア産業の確立」

を目指している。また、例えば自動車であれば、単に車両だけのことを考えればよいので

はなく、自動車、道路交通情報、事故回避支援などの社会インフラを含めた総合的なシス

テムとして、国内だけでなく、グローバルなレベルでのいろいろな分野の知識や技術を融

合させる必要があり、今後ますます組み込みシステムの中核である組み込みソフトウェア

開発の重要性は高まっている。 
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1.2 韓国組み込みシステム市場の現状 

（１）組み込みシステムに係わる韓国の IT 政策概要 

2008 年 2 月 26 日に李明博（イ・ミョンバク）新大統領による政権が発足し、成長分野

を集中的に強化し、人材を育成することを政府の役割とするとして、つぎの 5 つの基本方

針を表明した。 

 

① 組織改編とシナジー向上 

② ソフトウェア強国の建設 

③ 知的財産権を認める社会 

④ 海外投資の誘致 

⑤ 創造工学が未来教育の中心 

 

この中で、① 組織改編とシナジー向上として、それまで 18 部（省）あった中央官庁を

15 部とする大幅な省庁改編となった。IT 関連省庁としては、情報通信部（MIC）を廃止し

て、産業資源部（MOCIE）を知識経済部(MKE)と名称変更した。この知識経済部が旧情報通

信部の IT 産業政策、郵便事業（将来民営化）、及び旧産業資源部の産業エネルギー政策、

旧情報通信部の IT 産業政策、および、科学技術部の産業技術 R&D 政策を統合し拡大する。 

 

現政権のキーワードが「融合と複合」である。これは、従来ばらばらに行っていたこと

や重複していたことを整理統合して、そのシナジー効果により、より良い生活や新しい産

業を創生しようとするものでる。IT についても、IT 産業の育成ではなく、IT を活用して

生産性の向上や、雇用促進を目指す方向に転換した。2008 年 7 月から始まった「ニューIT

政策」では、全産業と IT の融合（Convergence IT）を大きく取り上げ、今後 5 年間に 3

兆 5 千億ウォン（約 2,500 億円）の予算規模となる。このなかで、融合を促進するための

組み込みソフトウェア技術の開発とパイロットプロジェクトの推進が取り上げられている。 

 

こうした中、韓国政府は韓国経済を牽引する新成長エンジンとして、2009 年度は 3 分野

（17 部門）を決定し、その内 10 部門 7

韓国の組み込みソフトウェア産業は、2003 年に制定された IT839 政策により、新成長動

を知識経済部が推進している。組み込みシステムは

この中のIT産業融合システムやロボット応用などに位置づけられている。 

（２）組み込みソフトウェア市場 

                                                   
7 新・再生可能エネルギー、炭素低減エネルギー、LED 応用、グリーン輸送システム、放送通信融合産

業、IT 産業融合システム、ロボット応用、新素材・ナノ融合、バイオ製薬(資源)・医療機器、コンテ

ンツ・ソフトウエア  
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力産業として政府の支援を受けてきた。また、同年に国内外企業間の交流と協力を目的に

民間団体として、組み込みソフトウェア産業振興会（KESIC）が発足した。 

しかしながら、当初は政府の支援がハードウェア中心の人材育成であったことや、韓国

の組み込みソフトウェア開発企業の 90％は従業員 50 人未満の小規模会社であり、大企業

の下請けで収益性が低いこと、さらに、当時としては組み込みソフトウェアの需要は小さ

いなどの課題があり、必ずしも十分な成果があがっていなかった。 

 

そうした中、政府関連機関である韓国ソフトウェア振興院（組み込みソフトウェア支援

センタ運用担当）、韓国電子通信研究所 ETRI(技術開発担当)、韓国情報通信技術協会 TTA

（開発された組み込みソフトの信頼性の向上）などが中心となり、有望専門企業の育成、

組み込みソフトウェア品質の向上、組み込みソフトウェア市場創出支援、産業インフラ高

度化を中長期的な重点課題として推進した。 

 

現在、韓国の携帯電話や情報家電産業は国際的な競争力をもっている。また、自動車、

軍事、医療機器産業等におけるソリューション開発、及び各種アプリケーションの拡大や

多様性により、組み込みソフトウェア市場は持続的に成長すると予測されている。併せて

政府による事業支援がそれを加速化している。 

 

韓国の組み込みソフトウェアの市場規模は 2007 年で約 88 億ドルの規模である。また、

組み込みソフトウェアの生産額は 2004 年から 2010 年まで、年平均 13.3%の成長が見込ま

れており、2010 年には 100 億ドルを突破すると予想されている。特に、政府の IT融合政

策の中心的な要素である組み込みソフトウェアは、今後の自動車、家庭、医療機器など多

様な産業分野に適用され、市場は継続的に成長するものと思われる。 8

表  2 韓国の組み込みソフトウェア産業部門別市場規模 (単位：100 万ドル)

 

 

9

 

 

2007 2008 2009 2010 CAGR(%) 

情報家電 3,787 3,679 3,832 3,856 34.3 

自動車 575 663 760 851 11.1 

データ処理 676 735 723 728 2.8 

通信機器 2,055 2,524 2,757 2,769 10.1 

産業電子 1,253 1,237 1,266 1,247 2.9 

航空軍事/ 

電子制御 
538 552 590 561 5.3 

合計 8,884 9,390 9,928 10,012 13.3 

資料 : Gartner, 2005 
 

                                                   
8 2008 年版ソフトウェア産業白書（韓国ソフトウェア振興院 KIPA）  
9 http://www.fkii.or.kr/new/bbs/pdf-eng/2008_spring_10.pdf を参照  

http://www.fkii.or.kr/new/bbs/pdf-eng/2008_spring_10.pdf�
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（３）組み込みソフトウェア企業 

韓国の組み込みソフトウェア企業は約 37,000 社あり、規模の小さな専門企業と、部門と

して組み込みソフトウェアの開発を行っている大企業に大きく分けることができる。専門

企業は概ね従業員数が 50 人以下の小規模企業が全体の 90%を占めている。 

182
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図  3 韓国の組み込みソフトウェア企業数 10

こうした中小企業の多い組み込みソフトウェア産業の体質改善を図り、主力産業の高付

加価値化を推進するために、知識経済部は有望な中小規模の組み込みソフトウェア企業の

発掘育成を進めている。これは、2008 年度から始まった提案型公募により、自動車、医療、

エネルギーなど市場性などの効果が期待される分野を対象に開発費の 50%までの範囲内で

最大 2 年間、年間最大 5 億ウォンの支援を行うものである。2009 年度は 100 億ウォンを投

じて、以下の 6 分野と自由公募により、組み込みソフトウェア融合プロジェクトを本格的

に推進している。

 

  

11

産業 

 

 

表  3 組み込みソフトウェア融合プロジェクト 

選定課題 期間(年) 09 年(億ウォン) 

医療 統合医療器機インターフェースプラットフォーム開発 2 3 

船の構造 船舶用統合情報プラットフォーム開発 2 5 

保安 モバイル位置情報警察サポートプラットフォーム開発  1 3 

自動車 
次世代の車載向け通信プロトコル FlexRay ネットワー

ク用組み込みソフトウェア開発 
2 3 

エネルギー 製造設備のエネルギー節減效率分析システム開発  2 5 

有線無線通信 携帯用大容量カード(USIM）、通信基盤開発 2 5 
 

                                                   
10 2008 年版ソフトウェア産業白書（韓国ソフトウェア振興院 KIPA）  
11 「[知識経済部] 戦略産業との SW 融合プロジェクト本格推進」（2009/01/21）（韓国ソフトウェア振

興院記事より） 
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1.3 台湾組み込みシステム市場の現状 

台湾は、組み込みシステム製品に関するハードウェアの製造が堅調であり、グローバル

な販売チャンネルも構築している。実際、台湾はハードウェアとしての電子機器の市場占

有率では、世界市場第１位という製品も 18 種類と多い 12

表  4 台湾主要製品の世界シェア（例）（2008 年）

。 

 

13

 

 

 

出典：台湾 資訊工業策進会 2008 年 11 月 

 

しかしながら、ソフトウェアは、こうした世界的製品の多いハードウェアに比べてかな

り規模が小さいといえる。台湾のソフトウェア市場全体の規模 14は 2007 年現在で 62 億ド

ルである。先に見たとおり、日本の組み込みソフトウェア産業の規模は約 351 億ドル（3

兆 5,100 億円 15

 

）であり、同じく韓国のそれは約 89 億ドルである。これを見ると、台湾

のソフトウェア市場規模は韓国の組み込みソフトウェアの市場規模とほぼ同等といえる。 

また、台湾の組み込みソフトウェアの市場は、ソフトウェア市場の 3%強、2.1 億ドルで

ある。これは 2006 年に比べると年間 25.9%の成長をしており、大きく伸びているものの、

組み込みソフトウェアに特化して製品開発を行う企業は日本や中国、韓国に比較して未だ

少ない。 

表  5 台湾の組み込みソフトウェア市場規模 

US$1=NT$35.1で換算 

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 

新台湾ドル 58.74 億 73.97 億 89.85 億 104.09 億 117.98 億 

(米ドル換算) 1.67 億 2.10 億 2.56 億 2.97 億 33.61 億 

出典：新台湾ドルの値は2008 資訊工業年鑑による 

                                                   
12 「中国での日台中小企業アライアンスの可能性」（2008 年 7 月 11 日 台湾区電気電子工業同業公会

顧問劉氏のプレゼンテーションによる） 
13 台北市コンピュータ協会資料より 
14 2008 資訊工業年鑑 
15 日本の場合は、組み込みソフトウェア市場規模ではなく、組み込みソフトウェア開発費  

製品 世界市場占有率 製品 世界市場占有率 

Netbook PC 99% Cable Modem 90.2% 

Motherboard 92.5% WLAN NIC 89.0% 

Notebook PC 92.5% DSL CPE 77.8% 

LCD Monitor 67.2% VoIP Router 76.1% 

CDT Monitor 52.9% IP Phone 69.1% 

DSC 41.1% IP STB 44.3% 
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また、組み込みシステム市場の分野別比率は図４の通りである。また、この図から

台湾の通信機器、消費者向け電子機器が全体の 58%を占めており、こうした市場が得意

分野であることが分る。 

 

 

32.1% 25.8% 13.6% 8.2% 6.4%

4.1%

2.8%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

通信 消費者向け電子機器 産業の自動化 オフィース自動化

小売業自動化 自動車 医療 その他
 

図  4 組み込みシステム市場の分野別比率 

 

台湾においても、組み込み産業は今後の成長産業であると考えており、2005 年に発表さ

れた「国家科学技術発展計画」の優先発展項目の一つとして、「オープンソース組み込みシ

ステムの研究と応用」が取り上げられている。また、関連団体として、台湾教育部が 2003

年に設立した「組み込みソフトウェア連盟（ESW） 16」と 2008 年 3 月 5 日に設立された「台

湾組み込み産業連盟（TEIA） 17

                                                   
16 Embedded Software Consortium （esw.cs.nthu.edu.tw） 

」がある。前者は大学等でSoC（System on a Chip）を開発

する人材の育成を行う組織であり、後者は組み込み産業全体の発展、国際協力、人材育成

などを推進する組織である。 

 

17 Taiwan Embedded Industry Alliance (www.teiatw.org)  

http://www.teiatw.org/�
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第 2 章 中国深圳地域の組み込み機器の市場構造調査 

2.1 中国組み込みシステム市場の現状 

2.1.1 中国組み込みシステム市場 

2006 年の中国における電子製品の生産額は 3.7 兆元 18（約 5400 億ドル）であった。こ

れは全世界の電子製品の生産額の 30％に相当している。中国の中央官庁である工業・情報

化部（工業和信息化部 19

こうした中にあって、ソフトウェア企業の業績は堅調であり、「2008 年中国ソフトウェ

ア自主革新発展報告

）は、2008 年 1 月～5 月度電子情報産業の主な経済指標を発表し

た。それによると世界的な景気後退局面にあって、電子情報産業は厳しい状態に直面して

おり、電子情報関連企業の赤字企業数はその 27.4%に達し、前年同期と比べて 8.4%の増加

となった。 

 

20

さらに、同報告書によると、組み込みソフトウェアの総生産額は 1,215 億元(約 177 億ド

ル、約 1.8 兆円)であり、ソフトウェア産業の総生産額全体の 20.8%を占めている。これは

日本の組み込みソフトウェアの総生産額 3.5 兆円

」によると、2007 年の中国のソフトウェア産業の生産額は 5,834 億

元（約 853 億ドル、約 8.3 兆円）であり、前年同期と比べて 21.5%の増加であった。同報

告書による予測では、中国のソフトウェア産業は、毎年 30%程度の成長をしており、その

産業規模は 5 年前の 5 倍以上となっている。また、関連するソフトウェア企業数は 1 万 4

千社を超えている。このように、中国のソフトウェア産業はすでに飛躍的な発展を実現し

ているが、なお強い成長路線にあることが窺える。 

 

21

                                                   
18 「2007 年版中国軟件産業発展研究報告」（旧信息産業部、中国軟件行業協会） 
19 2008 年 7 月に旧信息産業部と国務院信息化工作弁公室，国家発展改革委員会の一部を統合して発足 
20 原題は「2008 中国軟件自主創新報告」 
21 「図 1 組み込み産業規模の推移」の 2008 年版(データは 2007 年)による組み込みソフトウェア開発

費を参照  

（2007 年）の 51%の規模に相当してお

り、中国においても、組み込みソフトウェア開発が重要な産業になっていることを示して

いる。 

 

中国の組み込みシステムは中国政府の強力な支援の下、機器のデジタル化、インテリジ

ェント化、ネットワーク化などが進んでいる。特に、携帯電話やデジタルカメラなどで今

後も大幅な伸長が期待されることから、2011 年には、組み込みソフトウェア産業の規模は

3，340 億元（約 5 兆円）となり、ソフトウェア産業全体の 27％を占めると予想されている。 



 

   23 

2.1.2 組み込みシステムの応用分野 

（１）消費電子（消費者向け電子製品） 22

家庭用製品などの消費者向け電子機器製品が大きく伸びている。2008 年の市場規模は

8,200 億元であり、前年比 8%の成長をしている。これは、2007 年の増加率が 16%であった

ことに比べて鈍化しているとはいえ、中国は巨大な消費者向け電子市場を有しており、デ

ジタル・カメラやデジタルプレーヤーなどのデジタル製品が堅調である。そのため、組み

込みソフトウェアは、この領域で極めて大きな可能性を持ち、市場は継続的に規模を拡大

している。

 

23

通信領域においても、組み込みソフトウェアは重要な地位を占めている。モバイル通信

基地局やプログラム制御の交換機等で、組み込みソフトウェアの成長率は通信機機器全体

の 30〜40％を占めている。特にモバイル通信では、第 3 世代携帯電話（3G）時代が到来す

ることを睨み、国内外の組み込みソフトウェアメーカが 3G対応に注力している。これは、

3Gの中国独自規格として、中国政府が全面的な支援を行っているTD-SCDMA

  

（２）通信 

24方式が今後、

本格的な運用を開始するとの期待によるものである。実際、中国移動通信集団（China 

Mobile）は、既にある 2 万ヶ所のTD-SCDMA基地局に合せて、全国に合計 8 万ヶ所の基地局

を建設する計画を発表した。また、フィンランドの携帯電話会社Nokia社は 2009 年末に同

方式対応携帯端末を投入すると発表 25

                                                   
22 中国や台湾、香港などでは「消費電子」、または「消費性電子」と呼ばれる。 

している。こうした背景の下、今後、国内チップ産

業はTD-SCDMA関連商品で爆発的な成長を見せることは間違いないものと思われる。 

（３）工業製品 

工業分野の組み込みソフトウェアは引き続き安定的な市場となっている。北京四方継保

自動化有限公司、南京南瑞集団公司、北京和利時システム工学有限公司、沈陽東大情報技

術有限公司等の幾つかのソフトウェア企業は、それぞれ独自開発のソフトウェア製品を工

場の制御、インテリジェント計器器具、監視制御システム等の領域で展開しており、製品

性能も大きく向上している。また中国の電力関連装置や機械工業市場においても、多くの

技術革新が実現している。 

23 2006 中国軟件産業発展研究報告 http://www.hopen.com.cn/news/hot/20060728/20060728.html、お

よび 2008年全国消費電子市場増速放緩 http://www.cecc.org.cn/news/html/2008/12/739.htm （中

国電子商会記事より） 
24 TD-SCDMA 中国独自の第 3 世代携帯通信規格。2001 年に通話実験が成功した。2009 年 1 月 7 日に中国

移動通信集団に対し、正式免許が与えられた。  
25 Nokia プレスリリース http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1271220  

http://www.hopen.com.cn/news/hot/20060728/20060728.html�
http://www.cecc.org.cn/news/html/2008/12/739.htm�
http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1271220�
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（４）医療機器 

ここ数年来、中国の医療電子市場は急速に拡大している。2007 年の中国医療電子機械

市場は 750 億元の規模となっており、特に、東軟集団を代表とする企業は医療装置領域で

大きな成長をとげている。業界各社は、CT 装置、磁気共鳴装置、X 線回折装置、超音波診

断装置、レーザー画像解析装置、臨床検査装置等をリリースしており、業界全体が活況で

ある。 

（５）交通 

交通システム高度化のために、多くの組み込み技術が利用されている。中でも自動車の

電子化は、組み込みシステムの新たな市場として、業界全体の注目を集めており、市場全

体が継続的な成長を続けている。2005 年には、「国家 863 計画 26

応用分野 

」のソフトウェア部門の

重点的な専門テーマとして、聯通新時訊公司等の中国国内の数社が参画して「国産モバイ

ルインテリジェント端末組み込みソフトウェアプラットフォーム」の技術開発を行い、こ

れを利用した中国国内の複数都市で交通監視制御システムとしての実証実験が行われた。

今後、物流の整備と共に、高度交通システム分野への組み込みシステム利用が拡大してい

くものと思われる。 

こうした組み込みソフトウェアの典型的な応用分野を以下にまとめる。 

 

表  6 組み込みソフトウェア典型的な応用領域一覧表 

実例 

消費電子 
デジタル・テレビ、ポケット PC、DVD、MP3、MP4、デジタル・カメラ、ネッ
トワーク家電、スマートホーム、テレビ電話、その他インテリジェント化
された家電製品等 

通信 
インテリジェント携帯電話、電話交換システム、全地球測位システム（GPS）、
データ交換装置等 

工業製品 

数値制御工作機械、インテリジェント計器、製造工場、汚水処理システム、
発電・電力伝送システム、自動化工場、保全および測定機器、石油掘削と
貯蔵・運輸施設、製造システム、エネルギー制御システム、原子力発電所、
ロボット等 

医療機器 
CT 装置、磁気共鳴装置、X 線回折装置、超音波診断装置、レーザー画像解
析装置、臨床検査装置、細動除去装置/除細動器、心臓ペースメーカー、患
者情報システム、物理療法制御システム等 

交通 

運輸（航空、鉄道、道路）システム、燃料サービス、航空管制システム、
信号システム、レーダーシステム、交通指揮システム、自動券売システム、
乘客情報システム、改札システム、荷物処理システム、車搭載ナビシステ
ム、交通監視制御システム等 

 

                                                   
26 科学技術部が主管している「中国高（ハイテク）技術研究開発計画」の名称。  
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2.1.3 中国の国産組み込みソフトウェアメーカ 

中国の組み込みソフトウェアメーカは独自技術を持つ製品を市場に投入し、大きな発展

を遂げている。以下はその代表的な例である。 

（１）北京凱思昊鵬軟件公司（Hopen） 

中国科学院軟件所を母体とする北京凱思昊鵬軟件公司（Hopen）は 1998 年に設立された。

2001 年に中国初の携帯電話向け組み込みOS 27

組み込み用 OS の一つ、組み込み Linux はその最大の特徴であるオープン性を全面に押し

出して、2007年に Linuxメーカから製品ラインが発表された。代表的な製品は、宇龍コン

ピュータ通信科学技術（深圳）有限公司の Linous(領馳システム)で、その「酷派」シリー

ズのインテリジェント携帯電話製品には中興通信の組み込み Linux や、北京大唐モバイル

通信装置有限公司の TD-SCDMAの Linuxシステムが使用される。また組み込み Linuxはネッ

トワークコンピュータ、PMP（ポータブルマルチメディアプレーヤー）等領域にも普及・応

 のHopen RTOSを開発し、知的財産権を獲得

した。このOSはインテリジェント携帯電話、PDA、ネットワークコンピュータ等の製品に応

用され、特に 2005 年には、インテリジェント携帯電話用としてNEC、Lenovo、バード社な

どがHopen RTOSを採用した。また、CECT P06、東信ES2100、海爾N90 等、幾つかのHopenの

OSを採用するインテリジェント携帯電話も登場した。しかしながら、第 2 世代携帯電話OS

市場は海外メーカも含めて競争が激しくなっており、現在、同社は第 3 世代携帯（3G）市

場にシフトし、中国独自の 3G規格TD-SCDMA 対応の携帯電話OSとしてHopen RTOS v4 を市場

に提供している。 

（２）北京科銀京成技術有限公司（Core Tek Systems）  

同社が独自開発をした DeltaOSは中国の代表的な組み込み OSで、組み込みリアルタイム

カーネル、TCP/IP等のモジュールを含んでいる。DeltaOSは ICカード端末、飛行誘導端末、

携帯式通信端末、軍需産業製品、及び宇宙関連製品など多くの分野で使われている。 

（３）浙江大学組み込みセンター 

2005 年 10 月に次世代の SoC（System on a Chip）として、リアルタイムマルチタスクを

サポートする中国初めての組み込み OS SmartOS（バージョン 2.0）を開発した。SmartOS

は浙大網新、波導、UT、東信、普天、信雅達、西湖数源、正原、迪原など、数多くの企業

の製品で採用されている。 

（４）組み込み Linux のメーカ 

                                                   
27 OS：オペレーティングシステム 
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用されている。 

 

組み込み OS の応用領域の継続的な成功に伴って、2005 年以降、には業界を代表するよ

うな OS が出現した。たとえば山東神思電子公司は S-6 組み込み OS をリリースした。 こ

の OS は I2C、PWM、ADC、UART、USB、MODEM 等の I/O 駆動及び GSM、CDMA、PHS 無線通信な

どの豊富インタフェースを持っており、主に中国第二世代インテリジェントカード、身分

証カード読み取り装置、インテリジェント公衆電話、IC カードカード読み取り装置等情報

端末業界で利用されている。 

表 7 は中国国内の主要な組み込みソフトウェア企業の例である。 

 

表  7 中国国内の組み込みソフトウェア企業例 

ソフトウェア 製品名 企業名 応用分野 製品例 

OS 

Hopen 
北京凱思 

昊鵬 

通信、消費電子、 

工業制御  

インテリジェント携帯電話、

ポケット PC、ネットワークコ

ンピューティング、STB製品等 

Delta 科銀京成 
軍需産業、通信、 

消費電子 
軍需産業、工業制御領域等 

SmartOS 浙江大学 通信、消費類電子  インテリジェント携帯電話等  

中軟 Linux  中軟 

工業制御、モバイ

ル通信、ネットワ

ークコンピュータ 

デジタル制御システム  

周 辺 ソ フ ト

ウェア 

Hopen SDK 
北京凱思 

昊鵬  
通信、消費電子 

インテリジェント携帯電話、

ポケット PC、VOD、ネットワー

クテレビ  

LambdaTool 科銀京成 
軍需産業、通信、

消費電子  
軍需産業領域  

Kingbase Lite 人大金倉 商務、軍事、医薬  PDA、ポケット PC、携帯電話  

OpenBASEMini 東軟集団 

医 療 、 保 険 、 製

造、零售、金融、

電信、軍事  

VOD、ポケット PC  

ア プ リ ケ ー

ション、 

プ ラ ッ ト フ

ォーム 

HMAP インテリジ

ェ ン ト 携 帯 電 話

ソ フ ト ウ ェ ア プ

ラットフォーム  

北京凱思 

昊鵬 

インテリジェント

携帯電話  

中 電 通 信 、 東 信 、 海 爾 、 聯

想、波導、NEC等のブランドの

インテリジェント携帯電話  

DeltaBrowser、

wap プロトコル

スタック  

科銀京成 モバイル装置  KONKA 等の携帯電話  

OCR（手書き文字

認識装置）  
漢王公司 

モバイル製品、通

信、情報家電  

インテリジェント携帯電話、ポ

ケット PC、POS 機、固定電話等 

OCR（手書き文字

認識装置）  
紫光文通 

モバイル製品、コ

ンピュータ類製品  

インテリジェント携帯電話（聯

想、CECT、NEC 等）、PDA  

ア プ リ ケ ー

シ ョ ン ソ フ

トウェア 

LCD TV 組み込み

ソフトウェア 
海爾集団 消費電子  テレビ  

エ ア コ ン 最 適 化

省 エ ネ 制 御 シ ス

テム 

華南理工 

大学  
消費電子  エアコン  
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2.1.4 今後有望な応用製品 

（１）携帯電話 

中国の携帯電話市場は国民生活が豊かになるに従い、加速度的に成長しており毎年 20～

40%の成長をしている。工業・情報化部が 2008 年 6 月に公表した携帯電話ユーザ数は 6.01

億台 28

さらに、2009 年 1 月 7 日には工業・情報化部は中国移動（China Mobile）、中国連通（China 

Unicom）、および中国電信（China Telecom）の 3 通信事業者に対し、同時に、中国移動に

はTD-SCDMA方式、中国連通にはWCDMA方式、および中国電信にはCDMA20001Xのそれぞれ 3G

携帯通信の正式免許証を与えた。

に達し、固定電話台数 3.56 億台の 1､7 倍の台数となった。 

 

一方、第三世代（3G）携帯通信については、2006 年に国家規格認定された中国独自の通

信規格 TD-SCDMA が 2008 年にコマーシャルベースのよる運用が始まった。2008 年は 3G 元

年とも言うべき年になった。 

29

                                                   
28 工業和信息化部のウェブページ 

 、 

これらの通信方式が決まった事により、中国は本格的な 3G 時代に入ったといえ、第三世

代インテリジェント携帯電話は、今後後急速に普及すると思われる。 

 

これらのインテリジェント携帯電話の中心技術は組み込みOSと携帯電話用の組み込みソ

フトウェアである。2006年末以降、国内外企業も積極的に参入している。例えば2006 年9 月

に携帯電話企業の大唐移動がOS 開発会社のExpressLogic社のOS「ThreadX」を携帯端末用

組み込みリアルタイムOSソリューションに採用して、TD-SCDMA 端末のソリューションに使

用している。上海科泰世紀は2.5G/3G用のOSである「和欣（Elastos）」を発表した。また、

マイクロソフト社は中国携帯電話メーカの宇竜と協力して、OS「WINCE」を搭載したTD-SCDMA 

式携帯電話の最初の機種を発表した。 

 

3G時代にはいり、多くの新しいサービスが始まることで、絶えず機能拡張が必要となっ

ている。そのため、3G携帯電話を提供する端末メーカは常に技術レベルの向上が要求され

るようになり、業界全体が非常に厳しい技術競争を展開することになる。今後もインテリ

ジェント携帯電話の市場は拡大の一方であり、それに併せて、コンテンツ、サービスプロ

バイダ市場も広がっている。こうした動きのなかで、大唐移動は「ARENA コミュニティ」

を設立した。これはTD-SCDMA 式端末向けのOS が乱立した場合、異なるシステム間でサー

ビスの互換性を確保するのが難しくなるため、TD-SCDMA ソフトウェアプラットフォームの

統合のためのコミュニティである。 

http://www.miit.gov.cn/art/2008/08/07/art_5482_49685.html  
29 通信産業網のウェブページ http://www.ccidcom.com/news/news.php?newsid=37879  

http://www.miit.gov.cn/art/2008/08/07/art_5482_49685.html�
http://www.ccidcom.com/news/news.php?newsid=37879�


 

   28 

（２）デジタルカメラ 

2007 年のデジタルカメラの販売数は 8500 万台 30

中国の地上波デジタルテレビ規格「DTTB

になっており、これは 2006 年と比較し

て 8%近くの増加である。中国デジタルカメラ市場では、日本や韓国などの海外メーカが主

導的な地位を占めている。また、消費者のプロ指向が進み、高機能製品のニーズが高まっ

ている。メーカも広告宣伝とプロモーションの強化を行い、市場購買意欲を牽引している。 

また、2008 年には、デジタルカメラのコア技術の殆どが国内メーカで作れるようになっ

たために、国内メーカは 30%以上の市場シェアを占めるものと思われる。実際、中国・国

美電器グループによると 2009 年 1 月の北京のデジタルカメラ販売で、国産の「愛国者 T60」

モデルが第１位となったと発表している。 

（３）MP3、MP4 

2005 年に 609 万台であった MP3 プレーヤーは、2008 年までに、中国 MP3 プレーヤー市場

の販売数は 1,000 万台を突破し、販売額は 100 億元に達する見込みである。 

MP4 の販売量は MP3 と比較して未だ小さいが、増加の傾向は強く、2005年に 27.6 万台で

あった MP4 市場は 2008 年までに 260 万台に達する見込みである。 

（４）デジタルテレビ 

31

                                                   
30 中国電子商会

」が 2006 年 8 月に国家規格（強制規格）とし

て批准されたことにより、本格的なデジタルテレビ時代が始まった。この規格により、中

国は多くの知的財産権を取得した。また、強制規格として統一されたため、この批准によ

り、国内関連企業の活性化が期待されている。 

デジタル・テレビ産業はまだ発展の初期段階にあり、ユーザー数の増加は比較的緩い。

しかし、その成長潜在力は大きく、2015年までには中国現有の 3.7億台のアナログテレビ

がアップグレードされると想定される。テレビチャンネルも多チャンネル化が進んでおり、

それに対応した装置も必要となってくるため、今後の中国のデジタル・テレビ産業は極め

て有望な市場と言える。 

 

組み込みソフトウェアはシステムプラットフォーム、ミドルウェア、応用ソフトウェア

各方面でデジタル・テレビのソフトウェア技術と関連が深く、電子メニュー、オーディオ、

ビデオ・リクエスト、組み込みブラウザ、ゲーム等機能など採用されるエリアが多岐に渡

っており、デジタル・テレビ領域で極めて重要な役割を果たすことになる。 

http://www.cecc.org.cn/news/html/2008/6/556.htm 記事より。 
31 中国標準化管理委員会によって批准された地上波デジタルテレビ規格（GB20600-2006）。施行は 2007

年 8 月 1 日。DTTB の英文名称は「Framing Structure, Channel Coding and Modulation for Digital 

Television Terrestrial Broadcasting System」  

http://www.cecc.org.cn/news/html/2008/6/556.htm�
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（５）IPTV 

IPTVはブロードバンドを利用してユーザに多種多様なインタラクティブなサービスを提

供する新しいメデイアとして期待されている。IPTV市場は 2006 年を起点に大規模なスター

トを切ったとされる報告 32

IPTVの主要な端末はPC、携帯電話、テレビの三つに分けることができる。現在、中国の

インターネットを利用するユーザ数は約 3 億人、その内ブロードバンドが 2.7 億人である

がなされている。 

33。また、携帯電話ユーザは 6 億を超えた 34

                                                   
32 市場調査会社 Strategy Analytics によると、2006 年時点の世界の IPTV ユーザ数は 800 万以上 
33 CNNIC（China Internet Network Information Center）の統計値（2008 年 12 月 31 日現在） 
34 工業・情報化部発表の統計（2008 年 7 月 24 日）による  

。デジタルテレビは未だこれからであるが、

これらはIPTVの潜在的ユーザであり、IPTV市場の成長の準備は整ったと言える。 
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2.1.5 中国ソフトウェア産業の考え方 

中国が世界の工場といわれて久しいが、今、その工場のありかたについて、中国は大き

く変革している。ソフトウェア開発についても、同様であり、従来の安い労働賃金を求め

て入ってきた外資主導による外注のみから、自社ブランドを持つことへの脱却である。以

下はその主な変革の概要である。 

（１）自社の知的財産権のある製品開発を強化 

外資により中国の労働力を使って製造する「中国製造（Made in China）」から、中国国

内産業により製品を作る「中国創造（Made by China）」への変革が進んでいる。つまり、

1978 年に始まった改革開放以来三十年、中国は長い間、自国の廉価な人材資源を使い、海

外からの外注によるソフトウェアの開発を行って来た。しかしながら、自国の競争力強化

のためには、自社で知的財産権を持つ製品の開発をおこなうことが重要となっている。 

 

ソフトウェア業界はすでにインドなど多くの国で重要な経済成長の柱となっている。中

国のソフトウェア業界がここ数年、急速に発展したが、その中の核心的な技術の開発を更

に重視する必要がある。中国で組み込みソフトウェアを開発している企業自身も「組み込

みソフトウェアは、非常に先行きある市場であり、かつ中国が非常に巨大な市場シェアも

占めている。人的資源を重視し、さらにその的資源によって開発された知的財産権を重視

する。この市場で先導的な地位になるかどうかの重要な条件としては、知的財産権製品を

持つか否かである。」と述べる 35

ブランドの観念が広く浸透し始めている。また、ブランド戦略も消費者向け製品分野か

ら工業品分野に広がっている。ブランド戦略は製品、販売、マーケティングの三位一体戦

略として捉える必要がある。良いブランドイメージは優れた品質の製品、高い製品イメー

ジ、および広範な販売ルートによって築かれるといってよい。こうした意識により 1980

年代、1990 年代に設立された華為技術有限公司、中興通訊株式有限公司、金蝶国際軟件集

団有限公司などの組み込みソフトウェア企業は現在、世界的な市場を持つブランド企業と

して成長している。 

など、こうした意識に変化が起きている。 

 

また、中国自身も知的財産権保護強化のため、2008 年 12 月に「中華人民共和国特許法」

の改正が第十一回全国人民代表大会常務委員会により可決され、2009 年 10 月 1 日に施行

されることとなった。 

（２）自社の独自ブランドを作る 

                                                   
35 華為技術有限公司、中興通訊株式有限公司など  
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（３）企業アライアンス 

現代は役割分担が細分化されており、単独での開発と運営を実現できる企業は少ないと

いえる。このような環境の下で、多くの企業が協力パートナーを探しており、ネットワー

クの発展にともなって、協力パートナーの選択がより自由になっている反面、誰とも組み

やすくなっている中で誰と組むか、という選択は極めて重要となっている。 

（４）高コスト化への対応 

中国政府は 2008 年に施行された労働契約法で、労働契約（特に 10 年を越得る雇用

者には無期限労働契約）の締結などにより労働者の権利の強化を行っている。これは、

中国が国際社会の一員として活動する上で、好ましい姿であるが、個々の企業にとっ

ては、人件費コストの上昇となり、その圧力に耐える企業つくりが必要となる。その

ために、組み込みシステム企業もオフショア開発の下請けから、自社で独自の開発を

おこない、より高度な高付加価値企業への脱却をめざして、ハードウェア、ソフトウ

ェアの両面から、自社の製品のブランド化、差別化を図り、さらに、知的財産権を持

つことにより高収益化を狙っている。 
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2.2 深圳地区組み込みシステム市場の現状 

深圳は香港に隣接する人口約 850 万人の都市として、市場経済体制を整え、早くから外

資企業を受け入れた経済特区として、ハイテク企業注＊）や情報サービス企業を積極的に受

け入れている。また、深圳には国、および同市独自の外資優遇税制があり、外資企業の誘

致に積極的である。その促進には、国の外資優遇税制として、「両免三減半」36（但し、2008

年の企業所得税改正により、この優遇措置は廃止され、現在はハイテク企業に企業所得税

率 15%の優遇税制がある。）が有効に使われた。また、同市は独自税制 37

さらに、深圳は 2007 年に一人当たりGDPが 10,628 ドルになり、中国の大都市

でも優遇しており、

外資による深圳への投資を進めやすくしている。 

 

38で最初

に 1万ドルを超えた都市となった。さらに、深圳市は中央政府から 2004年 1月に上海、大

連などと共に「国家級ソフトウェア輸出基地」としての認定 39を受けている。これを基に、

ソフトウェア産業に対してさまざまな優遇政策 40をとっており、国内外のソフトウェア企

業が進出しやすい環境が整っている。2008 年に実施された第 12 回中国国際ソフトウェア

博覧会では、出展されたソフトウェア 3000 件の内、61 件が金賞を授与されたが、その内

深圳の企業が 17 件と都市別でトップの受賞数であった。 41

注＊）ハイテク企業：中国で使われるハイテク企業（中国語で、高新技術企業）という

用語には、「高新技術企業認定管理弁法

 

 

42

(1)「国が重点的に支援するハイテク分野」のうち、持続的な研究開発と

技術成果の応用を行い、自社による核心的な知的財産権を持ち、か

 」という法律に基づく定義がある。 

2008 年 1 月 1 日にこの法律は旧法から改定された。 

 

法律名 ：高新技術企業認定管理弁法 

発布機関：科技部、財政部、国家税務総局  

施行日 ：2008 年 1 月 1 日 

目的  ：ハイテク企業の発展を扶助し、奨励すること（第 1 条） 

ハイテク企業の定義： 

                                                   
36 企業所得税法で、外国企業が投資を行った場合、利益を上げた後、税金を 2 年間は免除、その後 3

年間は税額を半減するという制度。但し、2008 年 1 月 1 日に法改正がなされ、この特典は廃止された。

但し、ハイテク企業は税率を 15%にするという優遇策がある。  
37 本報告書添「添付 2 深圳市が実施している企業への優遇政策」を参照  
38 香港マカオを除く中国大陸の大都市  
39 現在は北京、上海、大連、西安、深圳、天津の６ヵ所  
40 詳細は添付「2.3 深圳市のソフトウェア産業発展を奨励する優遇政策」を参照  
41 http://www.csia.org.cn/intl/2008/rert/200806211.html  
42 JETRO ウェブサイト http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/tax_028.html を参照 

http://www.csia.org.cn/intl/2008/rert/200806211.html�
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/tax_028.html�


 

   33 

つ、これを基礎とした経営活動を展開している居民企業 43

2.2.1 深圳地区の産業構造 

 

(2)中国国内（除香港、マカオ、台湾地区を含まない。）において登録後 

1 年以上が経過している居民企業 

 

  旧法では、ハイテク産業開発区内の企業のみがハイテク企業認定を受けることがで

きたが、新法では、区域内という限定が廃止された。また、認定されたハイテク企業

には、税制面などでの優遇措置がある。この法律の中で、ハイテク分野は電子情報技

術、バイオ・新薬、航空・宇宙、新素材、サービス、エネルギー、資源・環境、ハイ

テクに基づく伝統産業の革新技術の 8 つに分類されており、組み込みシステムや組み

込みソフトウェアなどはこの中の電子情報技術に分類されている。 

深圳の産業構造は第一次産業が 0.1%、第二次産業が 50.9%、第三次産業が 49.0%である。

第二次産業の工業総生産額は約 2.2 兆元で、その内、ハイテク生産額は約 7,600 億元（工

業総生産額の 26%）である。また、ソフトウェア業界の総生産額は約 1,600 億元（ハイテ

ク生産額の 18%）である。中国社会科学院等による科学発展、調和発展、都市総合競争力

等の評価では、深圳が中国の都市として首位にランクされている 44

産業              年 

。 

表 8 は深圳における産業別生産高の変化であるが、電子製造業の比率が大きく伸びてい

ることが分る。 

 

表  8 深圳産業別生産高の三年間の構成比率変化 

2005 年 2006 年 2007 年 

電子製造業 40.88% 48.85% 56.27% 

社会サービス業 3.22% 4.65% 5.43% 

通信業 11.22% 8.69% 5.45% 

不動産業 39.66% 33.52% 28.34% 

商業貿易と飲食業 1.88% 1.56% 1.35% 

建築業 1.16% 1.10% 1.06% 

農業 0.36% 0.49% 0.23% 

科学研究と総合技術サービス業 0.05% 0.05% 0.04% 

その他 1.57% 1.09% 1.83% 

出典：深圳政府発行《政府工作報告 2005-2007》 
 

                                                   
43 居民企業：中国企業所得税法上、中国国内で設立された企業、および中国国内に「実際の管理機構」

がある外資企業をいう。「実際の管理機構」とは、同法 4 条に「企業の生産経営、人員、財務などに

対して、実質的な管理、および支配を行う機構」と定義されている。  
44 深圳ソフトウェア二十年誌  
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2.2.2 深圳地区の産業整備 

（１）特化型企業集積地の整備 

深圳市の光明新区は設立当初から市委員会と深圳市政府より、環境保全、高レベルなプ

ロジェクト管理システム、施設や設備、優秀な人材、高いサービスレベルという「五高の

目標（五つの高い目標）」が要求された。また、その目標を実践するモデル地区として、「緑

色新都市、創業新都市、調和的な新都市」をスローガンとした光明新区の建設がスタート

した。深圳市政府がリリースした一号公文書において、この光明新区が中国政府 情報産

業部の経済発展要綱に沿った環境であることが記載されている。光明新区の土地、生態、

体制及び位置等の四つの優位性もこの成功の大きな要因になっている。光明新区は今後も

オープンな発想で革新を実施して、以下の二大企業集積地作りに注力するという。 

一つ目はハイテク産業集積地である。光明ハイテク団地は半導体、IT 企業の集積地で

ある。世界の一流企業を中心に世界 500 強の多国籍企業と国内外の上場企業が集積してい

るが、今後も開発、生産、販売会社を集めて、国内外で十分に影響力のあるハイテク企業

に育つように支援をしていく。 

二つ目は先進的な製造業集積地を作ることである。世界的に見て、パネル・ディスプレ

イ、IC、先進装備製造等の優良な企業を集め、幾つかの規模とレベルに分けて、先進的な

製造企業集積地を光明新区に設立する。 

（出典：「光明新区党工作委員会書記、管理委員会主任田夫氏の発言」深圳商業新聞） 

（２）ハイテク産業を発展させることによる、都市競争力の向上 

深圳がここまで中国の経済に影響を及ぼすようになった要因は、深圳地区が経済発展の

流れに柔軟に適応し、市場経済発展のための必須の課題をいち早く把握したことによる。

また、深圳地区の経済発展には多くの優位点がある。一つ目は、産業全体が上昇・発展し

ていることである。深圳地区は経済規模が大きく、また財政収入も高い。そのため、地区

全体の経済が活発化しており産業が十分発達している。これは企業が安定的にこの地区に

とどまるためには極めて重要なポイントである。二つ目は平均よりもかなり高い生活レベ

ルと仕事をする環境を有していることである。また、三つ目は恵まれた地理的位置である。

深圳には優れた港があり、また、国際都市である香港に隣接している。そのため、深圳は

世界との取引に関して他地区よりも有利であり、より便利にかつ、広範且つ海外と連携が

とれることである。四つ目は深圳の法律が健全に機能し、企業や投資者に対して優遇され

た政策が実施されていることである。 

（出典：「市委員会党学校社会発展研究所所長 袁暁江教授」深圳商報 2008-08-14） 
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2.2.3 深圳地区の関連産業団体 

(1) 深圳情報ソフトウェア協会 45

深圳情報ソフトウェア協会（旧中国ソフトウェア産業協会深圳分会）は 1986 年に発足し

た団体で 3,000 社の会員企業が参加している。同協会はソフトウェア産業の研究、ソフト

ウェア開発・販売等の事業モデルの研究、ソフトウェア企業へのコンサルディング、企業

診断、市場調査・研究、投資・融資サービス、成績優秀企業の表彰、その他仲介サービス

などを行っている。 

 

同協会は、深圳市科学技術仲介同業理事会に属しているが、深圳市の組織である深圳市

科学技術協会によって管理されている。そのため、政府の政策や法規の会員への公知、企

業がそれらを遵守するように監督するなどの機能を持っている。また、関連政府主管部門

に対しては、会員からの業界要望や要求を伝え、それらが政策に反映されるように働きか

けを行なっている。さらに、政府に協力して中長期発展計画なども策定や業界動向調査な

どにより政府関連部門に投資環境改善の意見や提言を行っている。 

 

同協会は、新製品・新技術の推進、新しい応用技術の商品化の支援、企業同士のカップ

リングなどによる業界の活性化の推進や、会員が参加する製品展示会への参加、全国の関

連イベントへの会員企業との共同出展、会員企業の海外進出支援も行っている。 

 

（深圳信息軟件協会） 

ヒャリングに答えた同協会の副会長兼副秘書長の蘇華氏は、「深圳は既に組み込みソフト

ウェアの開発、およびそれを利用した製品の世界生産基地となっており、関連製品は世界

各地で販売されている。組み込みソフトウェアの重要な分野である携帯電話のみでも

2008 年の生産量は数千万台規模であり、東南アジア、欧米、および、ノキアの本社がある

フィンランドにも売られている。また、2008 年に問題となった、海賊版ソフトウェア対策

（Windows黒デスクトップ事件 46

(2) 深圳電子協会 

）に関して協会は、企業チームを集め、正規品利用を遵

守するように求めるとともに、Linux OSの研究・開発を始めている。」と述べた。 

同協会の常務副会長の張国一氏にヒャリングを行った。同氏は、「1978 年当時は広東省

全体の電子業界生産額は 40 万元しかなく、広安鎮に電子企業が 1 社あるのみであった。以

来 30 年を経て、通信、ソフトウェアを主としている企業数は現時点で 2,300 社となり、

                                                   
45 http://www.szsta.org/wangdian/xxrj/index2.asp 及び 

http://www.myco.com.cn/ois/usersites/szisa/home.jsp   
46 2008 年 10 月にマイクロソフト社が中国で行った海賊版対策。正規版 Windows を使わないユーザのデ

スクトップを黒一色の表示にしたもの。  

http://www.szsta.org/wangdian/xxrj/index2.asp�
http://www.myco.com.cn/ois/usersites/szisa/home.jsp�
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2008 年の電子業界の生産額は 6,000 億元に、従業員は 200 万人に達した。その多くは小企

業であり、従業員 1,000 人以上の企業は 10 社ほどしかない。しかしながら、電子業界は現

在世界で最も変化の速い業界の一つとなっており、大きな経済成長が期待でき、また、多

くの就業チャンスをもたらしている。」と述べた。また、「日本の電子製品が中国市場に入

る場合は、 

第一段階で、十分な市場調査を行い、協会を通じて製品の公開、サンプル出荷を行う 

第二段階で、製品の紹介のために製品発表会を開いて、製品をリリースする 

第三段階で、各地で支社を設立しプロモーションと販売活動を行なう。これにより製品

を段階的に全国市場に押し広める。 

という三つの段階に分けて行うのが望ましい。」と述べた。 

(3) 深圳市ソフトウェア産業協会 47

深圳市ソフトウェア産業協会（SSIA：Shenzhen Software Industry Association）は全国

初のソフトウェア産業協会として 1988 年に創設された。会員数は 1000 社強で、全国最大

規模である。専従職員数は 20 名である。協会の主な目的は 

・ 政府と企業、企業と企業、業界と業界、地区と地区、国内と国外の間を繋ぐ橋の役

割をすること（5 つの懸け橋） 

・ソフトウェア企業とソフトウェア商品の認定をすること 

・ソフトウェア産業の統計 

・政府に対する産業調査協力と政策提案 

などをおこなっている。また、ソフトウェアの研究と開発、販売、システムインテグレー

ション、ソフトウェア産業のためのコンサルティング、人材の育成訓練に、融資のサービ

スなども行っている。 

 

同協会の理事長の鄧愛国氏にヒャリングを行った。同氏は、「2006 年の深圳ソフトウェ

ア企業の総収入は 1,189 億元に達し、その内、ソフトウェア販売額は 753 億元である。こ

れは、2000 年当時の 12 倍であり、全国の 16%を占めている。その規模は、中国大中都市で

第 2 位ランクされている。 

ソフトウェアの輸出額は 29.1億ドルで、2001 年の 18倍である。これは、中国全体の 50%

を占めており、中国大中都市の第 1 位にランクされている。 

また、2008 年、ソフトウェア業界協会工作会議で、深圳市ソフトウェア産業協会は全国

先進ソフトウェア産業協会と認定された。また 9社の深圳企業が 2008年全国ソフトウェア

トップ 100 企業に入選した。 

（深圳市軟件行業協会） 

                                                   
47 http://www.ssia.org.cn/   

http://www.ssia.org.cn/�
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(4) 中国工業・情報化部聞き取り調査 

中国工業・情報化部の王旭東部長は「融合」の重要性について次のように述べた。 

「第一は、情報化と工業化はどちらかという選択ではなく、両輪として推進されなけれ

ば産業自体が大きくならない。特に深圳においてはこの両輪を融合させることが重要であ

る。政府はその一つとして、企業情報化推進計画と予算を持っており、企業の情報化推進

の実施に備えている。例えば、企業の ERP システムについては、政府の資金を投入して大

型 ERP システム研究開発を行なっている。またそれと同時に、企業が ERP システムを使用

するよう積極的に指導も行っている。 

 

第二は、3C融合、3 網融合 48

                                                   
48 「３C 融合」とは家電（Consumer Electronics）、通信（Communication）、コンピュータ（Compuer）

の３C が互いに融合して、より高度の生活環境を作ること。また、「３網融合」の網とはネットワーク

の意味で、通信、放送、コンピュータの３つのネットワークが融合し、相互に利用できること。  

である。3C融合は情報産業全体の発展を促し、3 網融合は

情報産業全体に新しいビジネスチャンスを提供する。 

 

情報産業は、深圳市の主導的な産業として、ここ数年来持続的な高度成長を遂げた。深

圳の幾つかの基幹産業の中で、ハイテク産業は深圳の GDPの 32%を占めており、その中で、

情報産業が圧倒的な部分を占めている。2008 年、深圳地区の情報産業にとって重要なこ

とは、自らが考えて革新をすることである。深圳市科学技術情報局が積極的に主導するこ

とにより、企業がより健全かつ前向きな財務政策や資金政策を実行できるよう配慮する予

定である。その結果、かなりの研究開発資金が IT 方面に向けられ、結果として多くの企

業、特に IT 企業の技術力向上につながることになると考えている。 

 

また、深圳地区を最先端の国家情報産業自主革新模範都市にするよう要求している。中

国の情報産業が作り出す新しい市場機会、新政策、新構想などを十分に研究し、深圳の情

報産業競争力を全面的に向上させたいと考えている。特に、集積回路とソフトウェア産業

を重点的に発展させたいと考えている。集積回路では、設計、製造、パッケージ化、およ

び集積回路の新たな活用方法について、今後何らかの政策措置があるはずである。また、

ソフトウェア、特に組み込みソフトウェア、大型システム管理ソフトウェアなどの領域で

も新たな政策や大型予算の可能性がある。 

 

深圳地区は決して広いとはいえないエリアであるが、より多くの企業を招致するために

は、情報化の推進は非常に重要な要素となっている。深圳の情報産業と他産業の「融合」

により、新しい活用方法を提案して、製造業や、自動車電子業等のハイエンド企業の招致

をしたい。」 
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2.2.4 深圳地区のソフトウェア産業 

2006 年における深圳のソフトウェア製品生産額は 753 億元（約 1.1 兆円）にのぼり、2005

年の 560 億元から 34.4%の成長となっている 49

さらに、深圳は「国家級ソフトウェア輸出基地」としての地位に相応しく、ソフトウェ

ア輸出額が 29.1 億ドルとなっており、これは、中国のソフトウェア総輸出額 50 億ドルの

58%を占め、全国首位である。また、深圳のソフトウェア企業、およびその関連企業数の合

計は 9500 社を数えている。その中で、深圳市に認定されているソフトウェア企業は 1,478

社、総従業員数は 16 万人である。こうしたソフトウェア企業の製品の中で、市当局に登録

されているソフトウェア製品数は 5,140 件ある

。また、これは、全国のソフトウェア生産

額 4,800 億元（約 7 兆円）の 15.6%を占め、中国国内の地域別では第 2 位の生産額となっ

ている。ソフトウェア製品生産額は、深圳のGDPの 10%を占めている。 

50

(1) 広範な IT 産業チェーンの形成 

。深圳のソフトウェア産業が成功してい

る要因として、以下のようなことがあげられる。 

深圳の 87%のソフトウェア企業は中国籍の企業である。また、ソフトウェア産業の生産

額は深圳全体のハイテク製品生産額の 31%を占めており、中国の新規のハイテク製品生産

額の 70%を占めている。深圳のソフトウェア産業の発展により、ソフトウェアが重要な役

割を果している通信、医療電子、デジタル装置、電力測定・制御装置、デジタルテレビ、

自動車電子、省エネ電子などの分野で、数百社の情報機器製造のリーディング企業を誘致

できた。これは、成長重視型の産業構造という新しい形のハイテク産業による「広範なIT

産業チェーン 51

(2) ソフトウェア企業のマーケティング力 

」を形成できたことが成功の大きな要因になっている。 

深圳にある多くのソフトウェア企業は、ソフトウェアとハードウェアを結びつけたシス

テム化とサービスにより、産業としての奥行きを強化して企業能力を高めている。 

深圳ソフトウェア産業は、高度な研究開発への投資を進めることにより、高収益のハイ

テク産業として持続する方法を確立した。このように、市場ニーズに確実に対応する能力

を高めている。例えば、深圳市任子行網絡技術有限公司の行政総監の呉氏によると、企業

が中国市場で成功する要因としては、主に企業の政策決定者が国家政策や市場ニーズに対

して深い理解があり、それに呼応する迅速な製品開発能力を有することであるという。同

社は、そのための研究開発費の投入を惜しまず、毎年の研究開発費として、前年販売収入

の 10%を超える投資を維持している。 

                                                   
49 出典：2007 年中国軟件産業発展研究報告（旧信息産業部、中国軟件行業協会）  
50 出典：深圳市ソフトウェア産業協会ウェブページ www.ssia.org.cn/  
51 深圳市ソフトウェア産業協会副会長裘昌淼氏の発言による  

http://www.ssia.org.cn/�


 

   39 

2001 年以前は、インターネットカフェ市場に対して、国家の対応がまだ成熟していず、

その管理方法の制度が制定されていなかったが、任子行総裁の景暁軍氏は率先して同社の

チームをリードしてインターネットカフェ管理システムの研究開発を始め、同年に国家が

インターネットカフェ市場を整頓・規範化した際に優位性を確保することができた。現在

では任子行（中国の企業）のインターネットカフェ管理システムはすでに全国 60%の市場

シェアを占めており、2004 年に国の科学技術進歩賞を獲得した。 

深圳の多くのソフトウェア企業は電子政府、金融、通信など、この数年で最も成長が顕

著な産業に着目、投資をしている。これは深圳のソフトウェア企業家の戦略性が優れてい

ることを表している。 

(3) トップソフトウェア企業が形成する深圳の産業構造 

深圳市ソフトウェア産業協会は 2005 年に華為技術、中興通信、中興ソフトウェア、南

凌科学技術、Kingdee、騰訊科学技術等の中国企業をトップソフトウェア企業として認定

した。また、2009 年 1 月に中国国家発展改革委員会は 186 社の「2008 年国家計画重点ソフ

トウェア企業」リストを公表したが、その中で、酷派ソフトウェア技術、金蝶ソフトウェ

ア、金証科学技術など 14 社 52

これら企業の特色は、例えば、金融、証券、財務、企業管理、電力、教育と娯楽、ゲー

ムやアニメーション等の今後有望な領域で優位性を持っていることである。2008年 6月現

在、深圳地区には合計 9,500 社余りのソフトウェア企業、およびその関連企業が進出もし

く設立されている。その中には 100 社を超える組み込みソフトウェア専門企業がある

の深圳ソフトウェア企業が選定された。 

53

(4) 深圳における部品調達力 

。

また、集積回路設計企業が 102 社あり、CMM/CMMIレベル 3 以上の認証を得ている企業が 16

社ある。深圳市ソフトウェア産業協会副会長の裘昌淼氏は「先進的な企業が先頭の動力源

となり、それに多くの中小ソフトウェア企業が追従する形の産業構造は非常に合理的であ

る。それは深圳のソフトウェア企業にとって良質な競争を促すことになり、市場の形成に

役立つ。」と話している。 

深圳市を含む９つの都市からなる珠江デルタ地区は世界の工場ともよばれているが、特

に、深圳市周辺数十キロメートルの地区には、電気･電子製品や部品を製造する企業が

1,000 社余りある。また、国際貿易都市の香港にも隣接しており、電子部品の生産から流

通までのサプライチェーンを形成しており、そのサプライ能力は外資系企業に魅力的な市

場を提供している。このような珠江デルタ地区と同じことができる地区は殆どなく、深圳

の国際的な電子部品調達力の地位は揺がないであろう。 

                                                   
52 中国国家税務総局ウェブサイト http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/index.html 
53 深圳市ソフトウェア産業協会ウェブ  

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/index.html�
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2.2.5 深圳地区組み込みシステム市場 

組み込みシステムの応用は航空・宇宙、交通、ネットワーク、電子、通信、金融、イン

テリジェント電化製品、計器器具、工業自動制御、デジタル制御工作機械、ポケットPC、

第二世代身分証 54

                                                   
54 IC カード型の身分証明書  

検証システム、その他のICカード、公共交通料金システム、医薬システ

ム等の非常に多岐に渡る領域を含んでいるが、現在深圳において、最も注目されている組

み込み製品市場は主に次の 5 つの分野である： 

（１）家庭情報ネットワーク（スマートホーム）： 

家電製品のデジタル化とネットワーク化により、マイクロプロセッサーを組み込んだテ

レビ、電子レンジ、電話等が家庭内のゲートウェイ経由でインターネットと接続され、家

庭情報ネットワークが構成される。これら、高度集積インテリジェントデジタル端末や各

種デジタル融合製品はすべて組み込みシステムを利用することになる。組み込みシステム

は家庭情報ネットワーク、IT 融合の重要な基礎技術であり、今後さらに発展していく。 

（２）モバイルコンピューティング： 

モバイルコンピューティングは、携帯電話、PDA、ポケット PC 等がある。中国は世界最

大の携帯電話ユーザを持っている。また、ポケット PC や PDA は、利便性が高く、価格が安

いため、中国国内市場で速い発展を遂げると思われる。さらに、すでに PDA と携帯電話も

融合し始めている。この携帯と PDAの融合を取り巻く市場はこの先世界の IT市場の中心的

な役割を担うものと思われる。 

（３）ネットワーク装置： 

次世代高効率ネットワーク装置技術はインターネット製品の新規市場として注目されて

いる。超高速のネットワークの省エネルギー化を実現しようとする試みであり、これは、

組み込みネットワークという大きな新しい市場ニーズがあることを意味している。 

（４）制御機器： 

制御機器の IT 化は歴史も古く、また種類も多いが、これらの最新機器は全て組み込みシ

ステムになっている。実際、工業制御とシミュレーション領域で、組み込みシステム型の

制御装置はすでに広範に利用されている。中国の工業生産はさらにインテリジェント化、

デジタル化が進み、インテリジェント制御装置、インテリジェント計器、自動制御等は今

後も組み込みシステムを利用した巨大な市場となることが想定される。 
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（５）交通電子装置： 

自動車や船舶のインテリジェント装置等は高機能化が進んでいる。こうした分野の新型

装置は組み込みシステムへの依存がますます高まっている。中国の自動車産業の発展によ

り、自動車用電子機器は組み込みシステムにとって大きなビジネスチャンスにつながって

いる。さらに組み込みシステムによる高度化は、交通管制システム、道路料金徴収システ

ム、カーナビゲーション、車載 GPS 端末などの市場においても急速に拡大している。 

 

表  9 深圳地区組み込み装置生産総額の変遷 55

 

表  10 深圳地区組み込み装置生産企業数     単位：社数 

   単位：億元 

市場  2005 年 2006 年 2007 年 

家庭情報ネットワーク装置  1,398 1,472 1,537 

モバイルコンピューティング装置  1,762 2,023 2,481 

ネットワーク装置  1,793 1,874 1,923 

交通電子装置、防犯、防災  338 658 1,085 

 

表  11 深圳区組み込み装置生産       単位：従業員数 

市場 2005 年 2006 年 2007 年 

家庭情報ネットワーク装置 17,500 18,500 21,800 

モバイルコンピューティング装置 87,500 94,800 132,600 

ネットワーク装置 25,400 37,600 49,300 

交通電子装置、防犯、防災 26,700 31,800 40,500 

 

 

また、深圳の組み込みシステムでは、次のような分野で業績のあることが現地のメディ

アなどで伝えられている。 

 

                                                   
55 上記の表 11,12、13 はいずれも深圳科学技術・情報局 

市場 2005 年 2006 年 2007 年 

家庭情報ネットワーク装置 243 287 309 

モバイルコンピューティング装置 466 518 617 

ネットワーク装置 366 406 467 

交通電子装置、防犯、防災 338 497 681 
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（６）防犯・警備製品 56

（７）ロボット産業

（監視カメラ、防犯システム、セキュリティ用キー等） 

深圳市安全防衛協会会長によると、深圳地区の防犯・警備関連産業は 4,000 社あり、全

国の生産額の 30％を占める安定した産業チェーンを形成している。また、その製品輸出の

70％は深圳及び周辺企業により生産されており、組み込みインテリジェント防犯・警備製

品市場が出来始めている。 

57

（８）自動車用電子部品

 

世界のロボット産業市場規模は 1,500 億ドルに達する見込みであるが、ロボット産業は

世界で最も組み込みシステムの技術を利用し、その利益を受ける産業になると思われる。

これに併せて、深圳地区のロボット産業は非常に速い速度で発展している。最近、中国科

学院先進技術研究院は深圳にロボットプロジェクトセンターを建設して、そこで「ロボッ

ト産業連盟」を立ち上た。これにより、産・官連携による市場拡大を進めている。また、

富士康は初めてハイテクロボット玩具の領域に参入し、年間生産額 100 億元を実現させよ

うとしている。またアメリカのロボット企業や GOOGOL TECHNOLOGY LIMITED（本社：香港）

等の幾つかの有名な企業も、深圳地区での生産量を増やしている。深圳市宇宙飛行意尚展

示会画策有限公司の秘書長張燕霖氏は、「深圳のロボット産業は他の都市と比べられない優

位性がある」と語り、以下 3 点をあげた。 

 

第１は、深圳市は「インテリジェントロボット」を全市重点支持発展の中の四大新興戦

略革新産業の一つとして挙げており、未来のロボット産業を重要視している 

第 2 は、2007 年に中国科学院深圳科学技術先進院が深圳地区にある科学技術や新型ロボ

ット等に従事する企業 12 社と共同でロボット産学研戦略連盟、及びロボット業

協会を設立した。これにより深圳地区のロボット研究開発チームが形成され

た。 

第 3 は、深圳地区がすでにロボット産業領域で一定の産業基礎を有しているが、それに

加え新たに深圳銀星、アメリカのゼーラント電気、グーゴル等を含むロボット

産業集グループを形成しようとしている。これらは深圳地区のロボット産業発

展の強力な背景となる。 

58

深圳には、自動車部品生産企業が 1,000 社余りある。その内、自動車電子部品製造企業

は 300 社余りあり、これは中国にある自動車電子部品企業総数の 1/3 を占めている。これ

 

                                                   
56 出典：深圳商業新聞（2008-8-12）  
57 出典：深圳商業新聞（2008-10-4） 
58 出典：中国電子部品業協会  
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らの多くの企業は長年自動車製造企業の下請けとしての実績がある。これらのノウハウや

実績を利用し、中国内のみならず国際市場においても優位性がある。 

自動車に関する市場データは以下の通りである。 

・深圳には自動車部品生産企業が 1,000 社以上ある 

・2008 年の中国の自動車販売台数は 938 万台 59

（９）医療装置

（世界第 2 位）であった 

・2010 年までに、中国自動車市場の規模は 2,400 億元以上になる見込みである 

・2010 年までに、深圳の自動車電子部品の生産額は 300 億—400 億元に達する見込み 

である 

・2020 年までに中国の自動車保有台数は 1.3 億台に達する見込みである 

60

深圳における家電製品の生産額、企業数、および従業員数の 2005 年から 2007 年の推移

 

携帯型医療装置は、機密性や安全性などの観点から、チップに対する要求が一般の携帯

型製品より高く、次のような特徴がある。 

·超低電力消費、低コスト化、小型化 

·無線通信実装、パラメータ測定の複雑な処理 

·人体と直接関わっているため、着用として適切であること。 

国務院発行「国家長期・中期科学技術発展計画綱要（2006〜2020）」には、「重大な疾病

予防のための有効な治療薬開発とともに、脳血管疾患、腫瘍等重大疾病の早期発見、診断、

発病要素の早期防止等に必要な技術の研究・開発を重点とする。」ことが挙げられている。 

中国の医療電子はスタートしたばかりであり、実態としては医療装置市場の 90%が外国

製品で占められている。従って、国産による医療市場を開拓し、自ら知的財産権を有した

医療装置を研究・開発することが、中国の重要な国策になる。 

（１０）LED および半導体照明 

深圳市の科学技術部副部長曹健林氏によると、2007 年に全市の半導体照明技術と製品研

究、開発、生産及び販売に従事する企業が 700 社を超えて、産業チェーンを形成し、その

産業規模が約 150 億元、従業員数が 12 万人を超え、登録資本が 20 億元を超えたとのこと

である。現在、深圳地区はすでに LED 照明の世界的な生産とサプライ基地になっており、

LED モニターの国内最大の生産高を持つサプライ基地になっている。一般流通商品と特種

工業照明領域でも国内のメインの産地となっている。 

（１１）家電 

                                                   
59 http://caam.org.cn （中国自動車工業協会）  
60 出典：医療電子  

http://caam.org.cn/�
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は次の表 12 のとおりである。 

表  12 家電製品の推移 

  2005 年 2006 年 2007 年 

年生産額（単位：億人民元）  243.87 287.31 309.72 

生産企業（単位：社）  1,398 1,472 1,537 

生産従業員人数（単位：人）  17,500 18,500 21,800 

出典：深圳ソフトウェア二十年 

 

以上から、深圳における 2007 年の製品別組み込みハードウェア、およびソフトウェアの

生産額、従業員数数、研究開発者数、およびその製品別の比率をまとめると、表 13、およ

び表 14 のとおりである 61

製品種類 

。 

 

① ハードウェア 

表  13 深圳組み込みハードウェア生産額人員分布（2007 年） 

携帯 

電話 

防犯・ 

警備 

ロボ 

ット 

自動車

電子 

ゲーム

娯楽 
医療 

半導体

照明 
その他 合計 

生産額 213.1 44.8 30.4 193.4 117.3 64.5 87.8 110.1 885.3 

生産額比率 25% 5% 4% 22% 14% 7% 10% 13% 100% 

従業員数 19.9 1.4 0.3 13.2 9.0 5.3 6.9 3.3 59.3 

従業員数比率 34% 2% 1% 22% 15% 9% 12% 6% 100% 

研究開発者数 3.4 0.2 0.1 2.5 0.9 1 0.8 0.6 9.5 

研究開発者数比率 36% 2% 1% 26% 9% 11% 8% 6% 100% 

（生産額単位：億元，人数単位：万人） 

② ソフトウェア 

表  14  深圳組み込みソフトウェア生産額人員分布（2007 年） 

製品種類 消費電子 通信 工業領域 医療器械 交通 その他 合計 

生産額 69.4 72.2 35.6 20.7 18.5 21.2 237.7 

生産額比率 29% 30% 15% 9% 8% 9% 100%  

従業員数 29.4 30.5 17.5 11.4 7.2 19.7 97.3 

従業員数比率 25% 26% 15% 10% 6% 17% 100 

研究開発者数 6.7 10.7 2.6 5.1 1.8 6.5 33.5 

研究開発者数比率 20% 32% 8% 15% 5% 19% 100% 

（生産額単位：億元，人数単位：万人） 

                                                   
61 出典：深圳市科学技術と情報局《高新産業統計公報 2005-2007》  
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2.2.6 深圳の組み込みシステム企業 

 

深圳地区の組み込みシステムに係わる著名な企業（例）は以下である。  
 

表 15  深圳地区の組み込みシステムに係わる著名な企業（例） 

企業名 主な製品 従業員数 企業規模 売上 

華為技術有

限公司 

・コアネットワーク 

・光ネットワーク 

・データ通信 

・データバックアッ

プとネットワー

ク・セキュリティ 

・配線組合せ製品 

・業務とソフトウェ

ア端末等 

約 8 万人 全世界で 100 余りの

支社を持ち、販売及

びサービスネットワ

ークを全世界に展開

している 

2006 年の売上

高は 82 億ド

ル、2007 年の

売上高は 160億

ドル 

中興通信 ・無線、有線、端末

と決済等のサービ

ス 

約 5 万人 アメリカ、インド、

スウェーデン及び中

国国内 16 カ所の研究

センター 

世界各国に 13 カ所の

設備がある 

2007 年の売上

高は 340 億元 

金蝶国際軟

件集団有限

公司 

・KingdeeEAS 

・YOUSHANG ネット 

・KingdeeBOS 

・その他組合せ製品 

4,000 人 深圳、上海、北京の

三ヵ所に金蝶ソフト

ウェア団地がある。

中国国内に、39 社の

販売とサービスを主

とする支社と 2,000

社のコンサル、技

術、サービス実施、

販売等の協力パート

ナーを持つ 

2007 年の売上

高は 7.67 億元 
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(1) 華為技術有限公司 

華為技術有限公司（Huawei Technologies Co. Ltd、華為）は 1988 年に中国広東省深圳

に設立された通信装置を製造・販売する科学技術企業である。先進的な通信ソリューショ

ンサプライヤーとして、全世界の 100 ヵ所余りの支社を通じて、顧客にネットワーク装置、

通信関連のサービスとソリューションを提供している。2007 年には、ノーテルを抜き世界

5 位の通信装置販売業者となった。同社の約 8 万人の従業員の内、43%は研究開発業務に従

事しており、中国の北京、上海、南京、インド、アメリカ、スウェーデン、ロシア等に研

究所がある。また、同社は、2008 年 6 月現在で、3 万件近い特許を申請しており、数年間

連続して中国で特許申請の最も多い企業となっている。 

 

同社の製品とソリューションにはモバイル（HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM，CDMA2000 1X, 

TD-SCDMA, WiMAX）、コアネットワーク（IMS，Mobile Softswitch，NGN）ネットワーク（FTTX，

xDSL，光ネットワーク，ルータ LAN スイッチ）、通信サービス（IN，Mobile data service，

Boss）、端末（UMTS/CDMA）等がある。 

 

華為の発表によると、2008 年の華為の売上額は 233 億ドル 62で、その内海外からの売上

は 75％を超えている。同社の 2007 年の売上額は 160 億ドルであったので、前年比 46％の

増加と大きな伸びを示している。2008 年 12 月 11 日のビジネスウィーク誌は世界で最も影

響力のある企業トップ 10 社を発表し、華為をその中の 1 社に選んだ 63

(2) 中興通訊株式有限公司 

。 

中興通訊株式有限公司（ZTE Corporation 中興通訊）は 1985 年に深圳で設立された通

信ソリューションサプライヤーである。1997 年 10 月には深圳証券交易所交易システムを

通じ、6,500 万株の人民元普通株券（その内、10%は従業員に販売）を発行した。 

同社の発表 64によると、2007年の売上額は約348億元（約51億ドル）であり、2006年の売上

額232億元（約34億ドル）と比較して49.8%の増加と大きな伸びを示している。特に同社の

携帯電話販売台数は2005年が1,200万台、2006年が1,600万台、2007年が3,106万台、2008

年が4,500万台へと急速に成長しており、3年以内に1億台に拡大し、2013年には世界トップ

3入りを果たすことを計画 65

中興通訊は中国政府から重要ハイテク企業と指定され、技術革新実験企業（新技術を実

している。 

 

                                                   
62 http://www.huawei.com/corporate_information/financial_highlights.do   
63 http://images.businessweek.com/ss/08/12/1211_most_influential/10.htm および 

 http://www.huawei.com/news/view.do?id=8061&cid=43 を参照  
64 http://wwwen.zte.com.cn/main/files/2008/04/09/333826174089.pdf  
65 http://cs.xinhuanet.com/gg/03/200902/t20090227_1772340.htm  

http://www.huawei.com/corporate_information/financial_highlights.do�
http://images.businessweek.com/ss/08/12/1211_most_influential/10.htm�
http://www.huawei.com/news/view.do?id=8061&cid=43�
http://wwwen.zte.com.cn/main/files/2008/04/09/333826174089.pdf�
http://cs.xinhuanet.com/gg/03/200902/t20090227_1772340.htm�


 

   47 

験する企業）及び中国の 863 計画 66

(3) 金蝶国際軟件集団有限公司 

の成果を製品化するためのセンタとして機能している。

約 20項目の 863計画における課題や問題の解決を、通信装置業界としては最も多く引き受

けた企業である。その課題解決に向けて中興通信が毎年投入する研究開発費は販売収入の

約 10%を占め、アメリカ、インド、スウェーデン及び国内に 14カ所に研究センタを設立し

ている。 

 

同社の製品は、無線製品（CDMA、GSM、3G、WiMAX 等）、ネットワーク製品（xDSL、NGN、

光通信等）、データ通信製品（ルータ、イーサネット交換機等）と携帯電話端末（CDMA、

GSM、小霊通（PHS）、3G 等）の四大製品領域がある。 

金蝶国際軟件集団有限公司（Kingdee International Software Group Company 金蝶国

際）は 1993 年に深圳で設立された。同社は組み込みソフトウェア、および企業向けパッケ

ージ製品であるERP 67

同社の 2007 年の売上額は 7.7 億元

、CRMや財務ソフトウェアなどを提供している。ERP製品は、中小型企

業向けのK/3、KISと中大型企業に向けEASの 3 種類を提供している。 

 

68

同社の子会社には中国本土に企業管理ソフトウェア事業を行う金蝶軟件有限公司、企業

へのオンライン管理と全プロセス電子税務サービス（YOUSHOUネット：

（約 1.1 億ドル）で、2006 年の売上額 6.1 億元（約

0.9 億ドル）から 20%強の伸び率を示している。 

同社は、4年間連続して IDCより中国中小企業 ERP市場占有率第 1位と評価されており、

2 年連続して「フォーブス・アジア」から、最も優れたアジア中小企業と評価されている。

また 2007 年、Gartner から全世界で次世代の SOA サービスを提供する能力を持つ 19 社の

内の 1 社と評価された。 

 

www.youshang.com）

の提供を担当する金蝶移動互連技術有限公司（Kingdee Mobile Internet Technology 

Company Limited）、中国大陸以外のアジア太平洋地区及び中国国外市場を担当する金蝶国

際軟件集団(香港)有限公司、及びミドルウェア業務を担当する深圳金蝶中間件有限公司

（Shenzhen Kingdee Middleware Company Ltd.）などがある。 

 

 

                                                   
66 科学技術部が主管している「中国高（ハイテク）技術研究開発計画」の名称。  
67 ERP（Enterprise Resource Planning）：企業資源計画、総合業務管理 

CRM (Customer Relation Management):顧客関係管理 
68 www.kingdee.com/en/investors/finance.jsp  

http://www.youshang.com/�
http://www.kingdee.com/en/investors/finance.jsp�
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第 3 章 中国深圳地域への台湾・韓国企業の進 出状況調査 

3.1 韓国企業の進出状況 

韓国ソフトウェア産業協会によると、韓国企業は珠江デルタに投資するソフトウェア企

業として、急速に業績を伸ばしており、ソフトウェア販売額も年々増加している。韓国系

ソフトウェア企業は韓国政府の戦略的な政策と中国の改革政策を利用して深圳地区に進出

しており、韓国政府もそれに対する協力を行っている。 

 

最近の例でも韓国のSKテレコムがB2C電子商取引サイト（ネットショップサイト）の千尋

網 69

韓国製造メーカ、および組み込みソフトウェア企業の深圳を含む珠江デルタ地区の生産

額及び従業員は下記のように変遷している

に総額 5 億円規模の戦略的な投資を行い、そのCEOとして、ネットショップshopex社

元副社長の郭洪馳氏を選任した。このように、韓国企業は中国にある現存企業に投資・買

収を行うことで、中国市場へすばやく適応している。財政面でも、資金の一部は既存の株

主に払われ、大部分は企業の運営・設備投資に使われている。 

 

70

  

。 

 

表 16 韓国製造メーカの珠江デルタ地区の生産額及び従業員（2005-2007 年） 

2005 年 2006 年 2007 年 

生産額（万元） 19,366 26,638 28,206 

従業員人数（人） 2,040 5,150 6,510 

研究・開発従事者数（人） 52 72 110 

 

表 17 韓国組み込みソフトウェア企業の珠江デルタ地区の生産額及び従業員人数 

（2005-2007 年） 

 2005 年 2006 年 2007 年 

 韓国系企業数（社） 38 45 53 

生産額（万元） 2980 2346 4245 

従業員人数（人） 891 1570 1974 

研究・開発従事者数（人） 346 456 521 

 

韓国の IT 企業は人的資源の面で優位性がある。上記の表 17 からも分るように、研究・

開発に従事している人の割合が高い。例えば、韓国ソウルに本社を置く IC の設計、開発、

                                                   
69 http://qianxun.com/main.action 
70 「深圳信息服務行業発展報告 2008」より  
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およびソリューションを提供しているファブレス半導体トップ企業である Telechips 社は

組み込みソリューションや世界的な MP3 技術をもっている。また、霊通電子は電子商取引

の分野の顧客に各種のソリューションを提供しており、市場で最も高機能な電子取引ソリ

ューションとの評価を得ている。さらに韓国政府は韓国の IT 企業、特に国外進出を考える

企業に対して、大きな支援を行っている。 

 

金融危機の影響で、訪問した数社の韓国企業は、今後の成長戦略について、大きく言及

しなかったが、一様に中国市場に対しては非常に自信があるという。それは、深圳地区の

コストは依然韓国より低く、これをうまく活用して事業に展開できていることが大きい。

また、ある企業の責任者によると、「従来は中国に対する企業投資が加熱していたが、近

年は投資への不安定さが増しており、企業に大きな影響を与えている。そのため、今後は

研究・開発やマーケティング領域により多くの資金が投入され、投資分野への資金は減少

すると見られる。ただし韓国系企業はどの中国企業が今後成長していくか、という情報を

多く持っており、今後、こうした成長性のある中国企業と今後、密接な提携関係を結んで

行くであろう。」と述べている。 

 

韓国企業は、中国と言う巨大な市場を前にして、このように一部の会社が、率先して将

来性のある会社を選んで投資するというビジネスモデルにより、この市場に参入している。

外資企業が中国市場に入る場合、多くの企業は、中国の会社に投資するか、または買収す

る方法を採用する。この方法は自身で事業を行うよりもリスクを軽減でき、さらに中国市

場の理解に多くの時間を割く必要もなく、市場参入の準備ができる。特に韓国系企業はこ

の方法を数多く手がけている。深圳は特にハイテク企業が多く、投資市場として、魅力が

あるといえる。 

 

以下は企業事例である。 

(1) 深圳市松禾資本管理有限公司 

深圳市松禾資本管理有限公司（以下松禾資本）は創業投資 71

同社は、マルチメディア、映像、コンピュータとネットワーク応用デジタル製品サービ

ス分野に投資をしている投資経営企業で、2007 年 8 月には、韓国 KOSDAQ 市場への上場を

専門の管理会社である。現

在、松禾資本の受託管理資産は 20 億元を超え、受託管理企業は 40 社を超えている。2007

年には新たな受託投資金額を 3 億元増やしている。 

 

                                                   
71 ベンチャーキャピタル投資のこと。深圳は、創業のための投資が非常に多く、企業の設立数と投資

金額がそれぞれ中国第 1 位とランクされており、中国国内で創業投資が最も多い地区となった。

2006 年に登録された創業投資会社は 500 社余りであり、中国国内の半数を占めている。 
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行った。 

(2) 霊通電子有限公司（韓国系会社） 

深圳市数霊通電子有限公司は未だ設立して新しいが、急速に成長してきている。社員の

多くが現代的な IT 精神を提唱する企業風土に憧れて集まっているハイテク企業である。

同社は、組み込み製品事業部、電子商取引製品事業部、通信事業部とソフトウェアテスト

事業部の四事業部で構成されている。 

 

同社の総経理（社長）によると、「当社の組み込み製品事業部の強みは、市場で最も評価

の高いプレサービス、販売、アフターサービスを一環して提供していることにある。顧客

は、工業機械製造業、医療計器装置関連、消費者向け電子製品製造など多くの分野にまた

がっている。当社の重点はアプリケーション分野の開発とサービスである。ゲーム機や家

電の制御機器のための組み込みソリューションを提供し、TI DSP アルゴリズム処理関連の

開発やネットワーク向けの組み込みソフトウェア・ハードウェアの ARM チップベースの

Linux 開発と Zilog 社の ZDS-II 実時間マルチタスクシステムの開発なども行っている。 

電子商取引製品事業部は、この分野の顧客に各種のソリューションを提供しており、市

場で最も高機能な電子商取引ソリューションとの評価を得ている。これは J2EE 標準の技術

フレームに基づくソリューションで、当社の電子取引ソフトウェアは数霊通 HRMIS システ

ム、数霊通工程項目管理システム、数霊通為替分析システムのモジュールを含んでいる。

今後も顧客に優れた電子取引ソリューションとソフトウェアを提供することは、当社の電

子商務部の最大な願望である。」と述べている。 

韓国企業は、徐々に現在のライセンス型のビジネスモデルから、いわゆるSaaS 72

                                                   
72 Software As A Service:アプリケーション・ソフトウェアなどのソフトウェアを自社で「所有」（導

入する）のではなく、外部のベンダーがこれらのソフトウェアを持ち、その機能を「サービスとして

利用」する方法。 

型のソ

フトウェア・サービスモデルに転換しており、より大きな成長を目指している。 
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3.2 台湾企業の進出状況 

台湾企業による中国大陸への投資は 1982年 12月以降 2008年 5月までの間に 37,205件、

759 億ドル 73にのぼっている。その内、深圳市には 4,017 社の台湾企業が進出し、契約ベ

ースで 63 億元、実行ベースで 51 億元の投資が行われた。台湾企業は、深圳市に海外から

進出した企業全体の 17%を占めており、外商企業 74

                                                   
73 「核准対中国大陸投資統計総表 1991～2009.1」（台湾経済部投資審議委員会）

としては香港についで第 2 位である。 

 

現在、台湾のトップ 100 社の内、11 社が深圳に進出している。台湾の企業家は、当初は

慎重に投資を始め、徐々にその額を拡大していくというスタイルをとっている。現在、台

湾企業およびその製品に対するイメージは良く、輸出も伸び続けている。台湾企業は今や

深圳の経済の安定的な発展のためになくてはならない重要な立場に立っている。 

台湾企業は IC 設計・製造設備などで優れた技術的優位点を持っている。例えば、台湾企

業は深圳に 3.3 億元を投資して半導体会社を設立し、0.25 ミクロンの半導体チップを生産

している。 

こうした流れにより、台湾企業自身にとっても深圳への進出においては、特に研究開発

分野を重要視するようになっている。富士康、富碩真空科技、華矽半導体、立生半導体な

どの企業が深圳に研究開発機関を設けている。第三次産業においても進出は活発であり、

例えば運輸業界では業有長栄、立栄海運，零售業などが深圳に進出して、好調な売上を持

続している。 

 

台湾から深圳地区に進出しているソフトウェア研究・開発企業の話によると、「例えば、

台湾でハードウェアとしての端末を生産している業者は少なくなってきている。そのため、

新規の端末に対応したソフトウェアの開発を迅速に行うことが台湾では難しくなっている。

しかしながら、深圳は電子製造業が非常に発達しており、深圳で組み込みソフトウェアの

開発を行なうこと自体、台湾ではすでに常識になっている。」とのことであた。また、別

の台湾企業によると、「将来のソフトウェア業界の需要量はハードウェア業界よりも大き

くなるだろう。従って、ソフトウェア業界の生産額もハードウェアより大きくなり、ソフ

トウェア業界の従業員も増えるだろう。」とのことであった。台湾企業は、この先、最も重

要な領域を組み込みソフトウェア開発であると考えている。しかしながら、現時点では、

一部の重要な技術が海外の業者により押さえられているので、さらに優位な要となる技術

を持つことが課題となっている。そのためにも深圳地区で優秀な IT 人材を１人でも多く

集め、より強い開発チームを確立していくことがますます重要になっている。 

http://www.moeaic.gov.tw   
74 「外商」とは、1. 中国で働く外国人ビジネスマン（個人）、2. 海外資本だが、中国現地の会社代

表が中国人の企業・団体、3. 代表が中国人、外国人に関わらず、香港・マカオ・台湾の資本を指す。  

http://www.moeaic.gov.tw/�
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深圳市台湾事務室によると、「2007 年に深圳市は台湾投資企業を 154 社誘致し、合計契

約金額は 7.9 億ドルであった。その内、実行された金額は 6.26 億ドルである。」とのこと

であった。台湾商人（企業ではなく主に個人）が多く進出する背後には、深圳のハイテク

産業に投資する速度や意欲が加速していることが上げられ、多くの台湾企業が深圳を本処

地にしている。これは、台湾にとって、深圳が投資環境の整備に満足していることの表わ

れである。 

 

特に、ハイテク産業は台湾商人の注目の的となっている。台湾投資企業の投資により始

まった深圳市初の「超大規模集積回路チップ製造」プロジェクトでは、台湾商人が深圳市

のチップ前工程製造の技術や設備等を提供し、深圳市を半導体製造前工程の重要な都市に

位置づけたことで、ハイテク産業投資の成功事例となっている。深圳の台湾投資ハイテク

企業はタイミングを計って増資を行い、新たな収益となる製品開発に資金を投入し、また

事業を発展させるというサイクルを実践し、事業を拡大している。例えば、鑫茂（きん茂）

科技有限公司が深圳で、7.4 億元を増資して精茂新工場を建設して、ノートパソコン、ポ

ケット PC 生産ラインを開始した。宝佳電子（深圳）有限公司も元の電子生産業から本業を

プロ仕様デジタルカメラと TC パッケージ（チップを構成する原材料）に事業主体を移して

成功を収めている。 

 

調査によると、台湾商人の深圳市への投資は、製造業、農業、観光旅行業、娯楽業、商

業、飲食業及びコンサルサービス業等、さまざまな産業に亘るが、その内 90％以上は製造

業である。コンピュータ及び関連製品装置、家電製品、化学工業品、精密金型、医療装置、

時計、自転車、プラスチック製品は深圳市台湾投資企業の主要産業及び製品となっている。

2007 年で深圳の台湾資本の企業輸出が 400 億ドルを超えた。 

 

「深圳商報 2008-2-25」によると、深圳の台湾資本企業には次のような特徴がある。 

・第 1 は、深圳に進出している台湾企業の内、30 社強の企業が深圳で研究開発を行っ

ている。また、8 社の企業が全国輸出トップ 200 にランクされ、19 の企業が深圳ト

ップ 100 企業にランクされている。 

・第 2 は、投資成長速度が速くなっている。ここ数年来、台湾商人増資金額が 15 億ド

ルを超え、毎年平均、200 社余りの台湾投資企業が深圳に進出している。 

・第 3 は、台湾投資企業の経営状况が良好であること。現在深圳市の台湾資本企業の

90％以上が利益を出している。 

・第 4 は、台湾資本企業が徐々に資金集約型と技術集約型に発展しており、自主研究

開発能力が絶えず強化されている。組み込み産業企業が 550 社あり、これは深圳地
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区の台湾企業の 13%にあたる。 

(1) 深圳市西数科学技術発展有限公司（台湾投資中小企業） 

深圳市西数科学技術発展有限公司は、ビデオ・オン・デマンド（VOD）ソフトウェアの開

発、VOD技術の研究、および組み込みソフトウェアを使ったそれらの応用製品の開発を行っ

ている台湾投資ハイテク企業である。面会した同社社長、およびマーケティング重役は次

のように話している。「当社は深圳の市場とLinuxに対して深い理解を持っている。当社の

技術を使って、VODソフトウェアと共に、Linuxを使用したネット広告装置、ホテル向けVOD

装置、カラオケ装置、カラオケネットシステム及びその他の娯楽管理システムを開発した。

台湾の多くの企業は研究開発を主として、中国の豊富で廉価な優れた人材資源を利用する

ことを目的に中国に投資し、研究所を開設している。両岸三通 75

(2) 深圳台湾艾訊科学技術 

等の政策実施にともなっ

て、台湾企業は中国での会社設立がますます簡略化されて容易になってきた。中国大陸に

は、巨大な市場と廉価ですぐれた資源がある。そのため、如何により多く、かつ、より速

くこれら資源を吸引できるかが台湾企業にとっての課題であり、また、同時に機会でもあ

る。」 

艾訊（AXIOMTEK）は 1990 年にエンジニアなど 8 名により台湾で設立された企業である。

会社発足当初から、設計、品質保証などに強みをもっており、現在、産業用コンピュータ

分野で国際的に知られる企業となっている。2008 年現在の従業員数は台湾に約 530 人、海

外に約 130 人の体制で、2007 年の売上げは 8,400 万ドルで、2008 年は 1 億 2 千万ドルを目

標としている 76

艾訊の製品は、産業用コンピュータプラットフォーム、組み込みソフトウェアプラット

フォーム、ヒューマンインタフェースのワークステーション、フラット・パネルコンピュ

ータなど多岐に渡っており、また、国際市場に参入するため、それぞれの地域で必要とさ

れるさまざまな認証、CCC、TUV、CE、FCC及びUL認証

。 

 

77

                                                   
75 両岸三通：中国大陸と台湾（両岸）間で直接通信（通郵）、航空機往来（通航）、および通商を行う

ことを指す。2008 年 12 月 15 日に初の海運直行便が就航した。また、同時に郵便物の直送も行われる

ようになった。  

を取得している。 

同社の販売エンジニアは同社の強み、および日本企業の課題に対して、以下のように話

している。 

 

76 同社ウェブページ www.axiomtek.com  
77 CCC（China Compulsory Certification）：中国強制認証、TUV：ドイツ TUV Rheinland Group による

安全性、品質に関する認証、CE：EC(欧州)指令に基く認証、FCC：米連邦通信委員会の認証、UL：電

気製品の北米規格認証 

http://www.axiomtek.com/�
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①艾訊の強み： 

研究開発力にある。Linux 組み込みソフトウェアの研究開発では、中国内トップレ

ベルにあると認識している。 

②中小企業の組み込みソフトウェア： 

大企業に比較して中小企業の研究チームは弱く、技術力も劣るため、よい研究開発

成果が出ない。そこで艾訊は中小企業向けに研究開発部分を補完する事業も行い、そ

れを強みとして持っている。中小企業向けに、組み込みソフトウェアの応用ソリュー

ションをカスタマイズして提供している。また、逆に中小企業のバラエティに富んだ

ソリューションを艾訊の製品に迅速に取り込むことが可能となっている。 

③台湾企業の中国市場への参入課題： 

台湾企業は組み込み領域では優秀な研究開発能力を持っている。一方、中国本土は

豊富で。かつ安価な人的資源を有している。艾訊は、それを両輪として研究開発の成

果を出しており、市場シェアを伸ばしてきた。往々にして台湾企業は中国本土を十分

理解していないため、研究開発資源を無駄にし易い。艾訊を含めた台湾企業の今後の

課題は、いかに市場ニーズを的確に把握し、その上で研究開発の方向性を明確にし、

中国市場に合致した製品の開発に専念できるかにある。 

④日本の組み込み産業： 

日本は、高精密計器、例えばカメラ、ビデオカメラ、ハイエンド電器、あるいはカ

ラーテレビ、エアコンなどで優位性をもっている。一方、多種多様な組み込み応用ソ

フトウェアの開発では、スピード、開発者の層の厚さ、コストなどの面で台湾や中国

本土に及ばない。そのため、日本の組み込み関係企業はハイエンド市場に進出できて

いず、深圳の中小企業と協力して小型装置の領域でしか事業展開ができない。  

 

深圳を含む珠江デルタ地区の台湾系製造メーカの生産額及び従業員は下記のように変遷

している。 

 

表 18 台湾系製造メーカの珠江デルタ地区の生産額及び従業員（2005-2007 年） 

  2005 年 2006 年 2007 年 

生産額（万元） 38254 43258 46648 

従業員人数（人） 8254 9582 10245 

研究・開発従事者数（人） 2004 2154 2256 

出典：深圳信息服務行業発展報告 2008 
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また、深圳を含む珠江デルタ地区の台湾系組み込みソフトウェア企業の進出企業数、お

よび生産額及び従業員は下記のように変遷している。 

 

表 19 台湾組み込みソフトウェア企業の珠江デルタ地区の企業数（2005-2007 年） 

 2005 年 2006 年 2007 年 

 台湾系企業数（社） 455 483 550 

出典：易観国際 

 

表 20 組み込みソフトウェア台湾企業の珠江デルタ地区での生産額及び従業員数の変遷

（2005-2007 年） 

出典：深圳信息服務行業発展報告 2008 

 

 2005 年 2006 年 2007 年 

生産額（万元） 20521 22133 24432 

従業員人数（人） 4807 4980 5601 

研究・開発従事者数（人） 1442 1743 2128 
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3.3 深圳に進出した韓国・台湾企業の成功要因 

韓国、台湾の組み込みシステム企業は中国深圳地区に積極的に進出している。その進出

した理由について、上記の調査結果から、次のような特徴を見ることができる。 

（１）地理的位置を評価 

 深圳はアジアのハブと呼ばれる香港に隣接しており、また、深圳港もシンガポール、香

港、上海に次ぐ世界第 4 位 78

深圳は 30 年前の 1978 年に始まった改革開放路線が敷かれて以来、市場経済体制を

整え、早くから外資企業を受け入れた経済特区として栄えてきた。そのため、インフ

ラ整備にも努め、現在、同市では、企業の 90%にブロードバンド・インターネットが

普及

のコンテナ港である。そのため、輸出入を伴う物流において

優位な地理的位置にある。中国国内、特に内陸部の流通網は未成熟であり、そうした場所

からの輸送は価格や納期が厳しい組み込み製品にとっては大きなハンディといえる。そう

した意味からも、深圳は外資系企業にとって、魅力的であり、この地理的な条件を求めて、

韓国、台湾企業が積極的に進出している。 

 

中でも、台湾は中国語圏にあり、言葉の壁は最も少ない。また、台湾から地理的にも近

いという好条件がある。さらに、台湾の現政権の政策により、中国大陸と台湾間を直接結

ぶ両岸三通（通郵：直接通信、通航：航空機往来、および通商）が実現しつつある。これ

により、両岸の密接度はさらに深まる事になり、台湾の優位性は大きい。 

（２）インフラ整備 

79

台湾、韓国企業による既存企業に対する投資も盛んに行われている。その多くのビジネ

スモデルは、将来性のある会社を選んで投資をする、又は買収をするという方法をとって

いる。これにより、自社自身で事業を行うよりもリスクを軽減でき、また、時間をかけて

中国市場を理解することも必要なく、中国市場に参入することができる。特に韓国系企業

はこの方法を数多く手がけている。こうした投資を加速するために深圳市は投資家への優

しており、これは、広州、上海に次ぐ同国第 3 位の普及率となっている。こう

した環境により、深圳の外資企業は自国との情報交換が容易となっており、韓国、台

湾の企業の進出意欲を高めている。 

（３）投資環境を評価 

                                                   
78 Containerisation International Yearbook 2007 
79 http://it.sohu.com/20070618/n250627754.shtml  

http://it.sohu.com/20070618/n250627754.shtml�
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遇策 80

中国は外資のハイテク企業誘致を積極的に行っている。2008 年 1月の企業所得税法改定

により、「外資優遇税制」が撤廃

を用意している。 

 

香港、マカオ、台湾の企業が深圳市に投資する場合、中国の優遇政策を享受すると同時

に深圳経済特別区の優遇政策を享受できる。 

（４）深圳市の積極的なハイテク企業の誘致 

81

また、深圳市政府は独自政策として、誘致する外資企業に対して、優遇策

され、一般外資企業と中国国内企業との税制上の差は

なくなったが、ハイテク企業は引き続き企業所得税を 15%とする優遇策が今後も続く。 

 

82

                                                   
80 詳細は、「添付１ 深圳市が実施している企業への優遇政策」を参照  
81
 従来の政策は、国内企業は 33%、外資企業は 15～24%、外資の新規参入企業は利益が出た後、2 年間

は免除、3 年間は半減 
82 本報告書の「添付 2 深圳市が実施している企業への優遇政策」を参照 

を取ってい

る。同市は、特にソフトウェア産業、ハイテク産業を自地域の重点項目産業と位置づけて

おり、ソフトウェア産業に対しては、「二免除三半減（2 年間の免税、その後 3 年間の減

税）」を行い、さらに重要な指定ソフトウェアの場合、「五免除五半減」とかなりの優遇措

置になる。また、ハイテク産業の認定を受けると優遇幅はさらに大きくなり「二免除八半

減」となる。 

 

同市は、こうした税制面だけの優遇だけではなく、協会などを核とした企業支援、また

はビジネスマッチングの場の提供、企業連合体作りなどにより、進出企業を助けている。

こうした政策により、中国全土の中でもソフトウェア販売額規模、輸出規模でも全国でト

ップ 3 に入る、地位を維持できている。組み込みシステム、組み込みソフトウェア企業は、

ハイテク企業として、こうした優遇策を受けられるチャンスが高い。 

 

深圳市台湾事務室によると、台湾による深圳のハイテク産業への投資が加速しており、

多くの台湾企業が深圳を本処地にしている。また、深圳商報によると、台湾の組み込み企

業は 550 社あり、これは深圳地区の台湾企業の 13%にあたるという。 

（５）企業の集積効果 

深圳は中国、韓国、台湾を始め、多種多様な業種の企業が進出している。その集積

効果により、広範な IT 産業チェーンが形成されており、また、部品調達も容易である。

そのため、これらの企業間で組み込みソフトウェアの応用開発が期待できる。 
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（６）研究開発 

韓国と台湾から深圳に進出した組み込みソフトウェアの企業数は下記の表 21 の通りで

あるが、その中で、従業員の内、研究開発に従事している社員の数が韓国は 26％、台湾は

38%と多い。両国の深圳地区進出企業は、その理由として、国家 5 大ハイテクパークの一つ

として、1996 年 9 月にオープンした、総面積 11.5 平方キロメートルと広大な規模の深

圳ハイテクパークがあり、研究開発を行う環境が整っている。また、優秀な研究者となる

人材が多いことを述べている。 

 

表 21  深圳における韓国・台湾の組み込みソフトウェア企業 83

 

 

韓国 台湾 

企業数（社） 53 550 

生産額（万元） 4,245 24,432 

従業員数（人） 1,974 5,601 

研究開発従事者数（人） 521 2,128 

 

 

また、韓国系企業の責任者によると、「従来中国に対する企業投資が加熱していたが、

今後は研究・開発やマーケティング領域により多くの資金が投入され、投資分野への資金

は減少する。」と述べている。 

 

                                                   
83 出典：深圳信息服務行業発展報告 2008、易観国際 
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第 4 章 我が国組み込み機器技術の競争力強化の方針検討 

4.1 日本企業における競争強化の課題と解決にむけて 

１）競争力強化の課題 

我が国の輸出産品の 60％は、何らかの形で組み込みシステムを使った機器である。こう

した組み込み機器に対する技術力向上が我が国の国際競争力強化のためにはなくてはなら

ない条件であるといえる。そのためには、市場が要求する製品や消費者の好みにあった製

品を安価に、必要十分な性能と品質で、すばやく投入することが求められる。 

 

今回の調査にあたって、中国側関係者との意見交換の中で、現地から見た日系企業の課

題として、以下のような事項が指摘された。これらは、全ての企業に当てはまるというわ

けではなく、また、環境や考え方の差により、必ずしも同意できない部分もあると思われ

るが、現地の日系企業に対する一つの見かたとして、また、日本の競争力強化のヒントと

して、傾聴に値する。 

 

① 日系企業は高い技術力と厳格な業務プロセスを持っているが、日進月歩を続けてい

る市場のニーズを柔軟に、かつ敏感に察知する感性を持つことが必要と思われる。

また、それにより、ニーズを迅速に製品化に結びつけて市場に投入するスピードが

無ければ市場を得ることは難しいだろう。  
 

② 企業、特にハイテク企業が大きく伸びるチャンスは一瞬である。日系企業はルール

や手順を重要視しすぎる余り、柔軟性に欠けるきらいがある。これが原因で韓国、

台湾企業に先行されるケースがある。 

 

③ 誠意を持って現地政府や現地の中小企業と協力することによって、多くのビジネス

チャンスを獲得することができる。日系大手企業は基本的に自社単独、あるいはグ

ループ企業だけで完結を図る傾向があり、結果として閉鎖的であると思われ勝ちで

る。 

 

④ 法律を遵守し、政府との良い関係を維持することが重要である。企業が問題に直面

した場合、政府は強力な支援者となりうることを意識する必要がある。往々にして

日系企業は政府に頼ることが良くないという認識を持っており、なかなか政府との

パイプ構築ができない。中国という国のシステムをよく理解し、活用すべきは活用

するという考え方も必要であろう。 
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⑤ 日本企業に勤める現地スタッフは管理者、特にトップマネージメントとして昇進す

ることが難しい。その結果として、権限もなく、また、給料も高くないという状況

になっている。しかし、中国の民間企業、および欧米企業では、能力の高いスタッ

フは日本企業が想像できないほど高い給料を受け取っている。日本企業もこうした

点も考慮し、中国に進出する際には、地位と報酬をもって、人的資源に投資をする

ことが重要である。 

 

⑥ 日本企業の製品は時として、中国市場のニーズを取り込めていず、市場に適応して

いないものがある。日本企業は中国の拠点の中国化を強化し、さらに、R&D 等の重

要な部門も中国内に設立すべきである。その上で中国市場を詳細に研究し、中国市

場により適合した製品を開発して、良好な性能と高い品質で市場を勝ち取っていか

ねばならない。 

 

また、第 1 章において、市場の拡大や組み込みシステムの複雑化、多様化などの理由に

より、組み込みソフトウェアの大規模化、不具合の急増、および人材の不足という課題が

あることを見てきた。これは、 

・大規模化：生産性の向上とコスト削減が必要 

・不具合の急増：ソフトウェアの品質向上が必要 

・人材の不足：8万8,000人の組み込みソフトウェアエンジニアが不足 

ということであった。こうした課題に対して、企業の海外進出は有効な手段であり、先

に見てきたように、韓国、台湾企業は中国・深圳などに進出している。また、日本企業も、

ソフトウェア開発のオフショアは盛んに行われており、そのアウトソーシング先として、

日本語能力が高い中国の大連や北京、上海などへの進出が多い。最近では、インド、フィ

リピン、ベトナムなどにもオフショア先を求めている。しかしながら、組み込みシステム

のオフショアに関して、我が国の組み込み関連企業の関係者からは、 

    ・業務に追われて、自社の要求を理解させるように相手を教育する余裕が無い 

    ・提供する機密情報などの流出が不安 

    ・品質が不安 

といった課題も挙げられている。こうした課題への解決が我が国組み込み産業の更なる活

性化を促す原動力となる。 

２）解決に向けて 

こうした課題に対して、 
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 (1) 信頼できる相手を見つける 

   投資をするにせよ、アウトソーシングをするにせよ、信頼のできない相手ほどリ

スクの大きなものは無い。こうしたことに対して、 

  ① 情報セキュリティ対策 

     自社は当然であるが、相手の情報セキュリティ対策が不徹底であると、情報

の漏洩や悪意のある第三者による脅威が起こり易い。インターネットを使った

重要データ送受信がある場合には、相互に確認が必要である。 

  ② 開発能力 

      相手の能力をベンチマークによって、実績を確認することが重要である。ド

キュメントが正確で、依頼者のニーズが正確に反映されているか、開発メソッ

ドはあるか、品質確保のメソッドはあるか、依頼者のビジネスモデルを理解し

ているかなど、実績がしっかりしている企業の背景には、優れた技術者と要望

にあった技術基準があることが確認できる。 

 

(2) コミュニケーション能力を高める 

相互理解をどのように深めるかが重要である。問題を解決していくのは人間であ

り、言葉が違い、習慣・文化が異なり、環境が異なる人同士がお互いのことを理解

した上で進めないとなかなか成果が上がらない。相手が自分に合わせることばかり

を期待せず、相手の言葉を覚え、文化を理解しようと努めることにより信頼のでき

る人間関係が築かれる。 

 

(3) 要求を明確にする 

   Computer Weekly が「よく事前に準備されたアウトソースプロジェクトの 77%は

成功している。」と述べているように、相手に何をして欲しいのかを明確に告げる

ことが重要である。時として、発注元は「お客様」意識をもって、無理を言い易い。

それが結果として、固まっていない仕様に基づく開発依頼につながっている。発注

者は自身が受注者側の立場に立ち、実際に受注者の中に入って、何を準備しなけれ

ばならないかを考える必要があると思われる。 

 

(4) 研究開発拠点を設立する 

   既に見たように中国には、研究開発者として従事できる優秀な人材が多数いる。

韓国、台湾企業、或いは中国企業自身、深圳などの中国での生産拠点を単に生産工

場として捕らえるのではなく、研究開発の拠点として捉えている。さらに、製品の

技術的な研究開発と共に、中国と言う市場に適合した製品が何であるのかの調査研

究も行っている。 
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   一方、深圳市なども、外資によるこうした研究開発を歓迎しており、進出しやす

くするためのインセンティブも設けている。巨大な中国市場を見た場合、こうした

拠点の設立は重要であると思われる。 

 

4.2 まとめ 

韓国、台湾企業が深圳の地理的条件、インフラ、投資環境と共に、多くの企業の集積に

よる効果、中国の中央政府や市政府の外資優遇策、優秀な人材による研究開発環境などを

効果的に使っている。本調査では、韓国、台湾の企業がどのように深圳で成功したのかを

見てきたが、中国、韓国、台湾に共通した言葉は「従来技術と IT の融合（convergence）」

ということであった。融合とは 2002 年の米商務省と全米科学財団のレポート「Converging 
Technologies for Improving Human Performance（人間の能力向上のための技術融合）」

で使われた言葉に由来するが、異なる分野の技術を応用することや、組合せて新しい技術

を作ることを意味する。製造装置と IT が融合して自動化ができ、より早く、正確に製造

できるといった例など枚挙にいとまがない。  
組み込みシステムに係わる企業は、その技術を、今以上にさまざまな企業の技術と融合

させることによって、さらに新しい産業で採用され、利用方法が変わっていく。それによ

り、多様化のニーズを満たし且つ技術革新を生んで利益を得る必要がある。これは、前項

の日本企業にとっての課題として挙げた従来型のクローズドなイノベーションモデルだけ

では困難であり、これを実現するには、企業内に閉じて物作りをするのではなく、国際間、

官民、あるいは企業間で一体となって標準化活動を展開し、非競争領域では連携するとい

うオープンなイノベーションモデルを作ることが必要であると考える。 

、 
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添付 1 深圳市概要 

深圳市（Shenzhen、別称「鵬城」）は、広東省に属しており、この地名は 1410 年（明代

永楽八年）に初めて歴史的な書籍に登場する。清代初年の 1684 年に村として建設された。

深圳という名称の「圳」は当地の方言で田畑の溝のことを指し、この地に一本の深い溝が

あったことに由来している。同市は 2007 年に中国で初めて 1 人当たりGDPが 1 万ドルを突

破 84

2008 年の年間貿易輸出入総額

した都市で、現在、上海、北京、広州に次ぐ中国都市第 4 位とランクされている。 

 

深圳市の歴史は、1979 年 3 月に中央政府と広東省が宝安県を深圳市と改名たことに始ま

る。1980 年 8 月に、全国人大常務委員会で深圳に経済特別区を設けることを決定した。ま

た、1981 年 3 月に深圳市を副省級市に昇格させた。1988 年 11 月に国務院は深圳市に一級

都市相当の経済管理権限を付与した。1992年 2月、全国人大常務委員会が深圳市人民代表

大会及び常務委員会、市政府に地方法律と法規を制定する権限を付与した。2004 年には

深圳は農村のない都市になった。 

 

深圳市の地形は東西が長く（長さ 49 キロメートル）、南北が狭い（平均の長さ 7 キロメ

ートル）長方形で、土地総面積が 1952.84 平方キロメートル、経済特別区部分の面積は

395.81 平方キロメートルある。経済特別区には、福田区、羅湖区、南山区と塩田区がある。

また、経済特別区外には、宝安区、龍岡区と光明新区がある。東は大亜湾と惠州市に隣接

し、西は珠江河口の伶仃洋があり、対岸の中山市、珠海市に面している。また、南は香港

に隣接し、北では東莞市及び惠州市と隣接している。 

 

人口は 846.43 万人（2006 年）であり、人口密度は 4334 人/平方キロメートルである。

戸籍人口が 196.83 万人で、非戸籍人口（深圳に戸籍を持たない人）が 800 万人で、全市人

口の 81.2%を占めている。 

 

85

                                                   
84 1 人当たり GDP 79,221 元（10,628 ドル）  

は 3,923 億ドルで、前年の 3,591 億ドルより 9.2%増加

した。その内、輸出総額は 2,390 億ドルで前年の 2,173 億ドルより 10.0%成長し、輸入総

額は 1,533 億ドルで前年の 1,418 億ドルより 8.1%増えた。深圳対外貿易輸出総額は連続で

16 年間全国都市の第一位にランクされている。 

85 深圳税関局輸出入統計より

shenzhen.customs.gov.cn/tabid/30518/InfoID/156798/frtid/30664/SMid/34638/Default.aspx   

http://shenzhen.customs.gov.cn/tabid/30518/InfoID/156798/frtid/30664/SMid/34638/Default.aspx�
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添付 2 深圳市が実施している企業への優遇政策 

2.1  深圳市対外商投資優遇政策 

香港、マカオ、台湾の企業（外商 86

(1) 企業所得税 

）が深圳市に投資する場合、中国の優遇政策を享受

すると同時に深圳経済特別区の優遇政策を享受できる。 

企業所得税率を 15%とし、地方所得税を免除する。工業・農業・林業・牧畜業等の生産

業を 10 年以上行っている企業の場合は、1～2 年目は課税を免除し、3 年～5 年目は企業所

得税の半額を徴収する。また、これらの減免期間終了後でも、生産額の 70%以上の製品を

輸出する企業の場合には、税務機関の審査・許可により、税金半減徴収期間の 3 年間延長

が可能である。 

 

外商が深圳の企業から分配された利潤を利用して中国国内に再投資する場合、税務機関

により許可を受ければ、再投資部分の企業所得税の 40%を払い戻すことができる。製品輸

出を行なうか、または、先進的な技術を有する企業については、経営期間が 5 年以上であ

る場合、再投資部分で納付された企業所得税を全額払い戻す。 

(2) 「三来一補 87

「三来一補」は、深圳市産業政策と一致しており、資金集約型、技術集約型の産業を奨励

している。一方、高耗能（エネルギー大量消費）、高耗水（水の大量消費）等の資源消費

型プロジェクトは制限し、環境汚染型プロジェクトの建設は禁止している。「三来一補」

を新規に取り扱った企業に対して、上記(1)の企業所得税が適用される。 

 

国と広東省との関連規定では、対外加工・組み立てをした完成品が国内市場で欠乏し、

国家でその輸入が許可される場合には、規定に従って輸入手続きを行い、法律によって納

税した後、国内で販売できる。また、「三来一補」企業は、市政府主管部門の同意により国

産原材料、部品を使用して加工・組み立て、製品に生産した後に輸出することができる。 

 

」の展開 

                                                   
86 「外商」とは、1. 中国で働く外国人ビジネスマン（個人）、2. 海外資本だが、中国現地の会社代表

が中国人の企業・団体、3. 代表が中国人、外国人に関わらず、香港・マカオ・台湾の資本を指す。

これに対し、「外資」とは海外の資本で、且つ会社代表も外国人の企業を指す。 
87 三来一補とは、外資による委託加工方式のこと。三来（来料、来件（又は来図）、来様）と一補（補

償貿易）を指す。来料：外資の材料、機械など全てを使って加工賃を得る方式。来件（図）：外資が

現地企業に設計図を提供する方式。来様：外資がサンプルと技術指導を行う方式。一補：外資が設備

などを提供し、加工賃と相殺する方式。  
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(3) 深圳市外商投資企業と外籍人員に対する待遇 

国家の関連規定によって、深圳市は 1997 年 1 月 1 日から深圳市外資企業と深圳に在住

する外国籍社員（香港、マカオ、台湾を含む、以下も同じ）に対して、中国国民と同等待

遇をしている。 

a) 外資企業が生産した製品の中国国内市場販売における開放政策 

新規設立外資企業は、中国国家の指定した生産枠以内で、且つ許可の制限のない製品を

生産する企業は、国内外への販売比率を企業自身で決め、深圳市外資局、深圳市工商局に

申請することにより登録時に許可を受けることができる。 

 

中国国家が制限をしている製品を生産する場合には、中国国内販売比率を中国国家関

連規定に従い、深圳市関連部門の協力を得て申告を行なう必要がある。また、中国国家関

連規定に基づき輸出入許可証を申請するか批准された関連文書を保有している必要があ

る。 

 

深圳市政府により「先進技術型企業」と認定された外資企業については、その製品を

100%中国国内に販売しても良い。 

b) サービス価格の統一基準 

外資企業用で使う電気料金は、中国内資企業と同等額が請求される。外国籍従業員、お

よび外資機構と企業が深圳でオフィス・ビル、商業ビル、工場建物と住宅等の不動産を購

買、または借りる際の管理費の基準は中国国籍を持つものまたは内資企業に対する基準と

同等である。 

 

深圳で登録された外資企業の出資者、深圳で働いている外国籍従業員、深圳で不動産

を購買した外国籍住民、深圳に留学している外国籍学生は、市内病院、診療所などの費用

は中国国民と同等である。これらの人々が深圳で居留証等の有効で、かつ合法的な証明書

を持っている場合、中国国内人民向け医療サービス価格待遇を享受できる。また、市内観

光旅行ができ、中国内人民と同じ価格の待遇を享受できる。 

(4) 深圳市のハイテク産業発展を援助る優遇政策 

a) 年々科学技術に対する財政的投入を増強し、予算規模を拡大している。 
 

b) 国内外のベンチャーキャピタルが深圳市でベンチャーキャピタルを設立することを奨

励する。深圳市で登録され、深圳市が決めるハイテク産業分野への投資が総投資額の
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70%以上となる全ての企業に対してハイテク企業税収及び他の優遇政策を与える。さら

に、当年総収益の 3%〜5%をリスク補償金として、前年度と当年度の投資損益として計

上できる。リスク補償金は年度をまたいで繰り越せるが、その金額は当企業の当年度

末純資産の 10%を超えないこと。 
 

c) 新規に認定されたハイテク企業に対して、2 年間の所得税免除、8 年間の所得税半減徴

収の優遇措置を採用する。企業は、規定の所得税軽減期間もしくは免除期間が終了し

た後、当年輸出製品生産額が製品総生産額の 70%以上に達した場合、税務部門の確認

により、企業所得税を 10%の税率で徴収する。 
 

d) 認定された知的財産権を持つハイテク企業に対して、5年間は企業所得税、営業税を免

除し、増値税のうち地方に分配される分の 50%を還付する。その後の 3 年は、企業所得

税、営業税を半額徴収し、増値税のうち地方に分配される分の 50%を還付する。 
 

e) ハイテク企業の技術が導入され、特別なプロジェクトが実施された場合、当企業が以前

の年度で所得税軽減・免除優遇を受けたか否かに関わらず、深圳市政府が認めた場合、

当該プロジェクトの収益利潤に対して、3 年以内は所得税が免除される。 
 

f) ハイテク企業と特別なプロジェクトの増値税は、前年をベースに、新たに増えた増値

税の地方への分配部分について、認定された年から 3 年を限度に深圳市財政部門から

50%が還付される。 
 

g) 中国国家レベルの新製品の試作計画、試製品および初回生産される発明特許製品は製品

販売開始日から 3 年以内に、また、同省市レベルの新製品は製品販売開始日から 2 年以

内に深圳市関連部門の審査・確認を行い、この製品により新規に発生した利潤のうち、

実際に納付された所得税全額が還付される。新規に増加した増値税のうち地方に分配

される分に対しては、50%が返還される。 
 

h) 深圳市に登記された企業自身が開発し、深圳市科学技術主管部門が中国国内の先進的

なレベルに達していると価値を認めた優れたコンピュータソフトウェアは、その年間

販売額が 1,000万元以上に達した場合、深圳市財政部門は 3年以内に当該製品の新規に

増加した増値税のうち地方に分配される部分を全額企業に返還する。 
 

i) ハイテク製品開発企業が自身で研究・開発した技術成果、技術コンサルディング、技術

サービスと技術トレーニングの所得について、年間の収入のうち 50 万元以下の部分に

対しては所得税を免除する。また、それ以上の部分に対して法律によって所得税を納付

する。研究所、大学・高等専門学校に対して技術を譲渡、技術コンサルディング、技

術トレーニング、技術サービスを行なった所得については、年間の純収入が 100 万元

以下である部分に対して企業所得税を免除し、これ以上の部分に対して企業所得税を

半額徴収する。 
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j) ハイテク企業と特別な奨励プロジェクトの従業員に分配される株は、個人所得税を免

除する。配当金又は譲渡により収入を得た場合は実際の収益額に応じて個人所得税を

徴収する。 
 

k) ハイテク企業と特別なプロジェクトで締結された技術契約については、印紙税を免除

する。 
 

l) ハイテク企業と特別なプロジェクトで新築・新規購買された生産設備、土地について

は竣工又は購入日から 5 年以内は不動産税を免除する。 
 

m) ハイテク企業は、当年販売額の 3%～5%を技術開発費として計上してもよい。集積回路、

モバイル通信と制御スイッチ、ソフトウェア、コンピュータ、バイオテクノロジーと

新素材等の製品を生産する企業は、深圳市に認められた場合、5%～10%を技術開発費と

して計上してもよい。計上された費用が当年で使用しきれない場合、その残高が次の

年度に繰り越し、差額を追加計上しても良い。 
 

n) ハイテク技術を評価して出資する場合、深圳市科学技術主管部門の認定を経て、登録

資本に対して出資額が 35%以上の比率になっても良い。 
 

o) ハイテク企業と特別なプロジェクトの科学研究・生産の拠点は、土地使用権利の譲渡

金が免除される。 
 

p) 深圳市関連部門はハイテク企業と特別なプロジェクトの人員に対して、幹部・従業員

の転職、卒業生の割り振り、定住等の面で優先的な考慮をする。ハイテク企業で 2 年

以上勤めて、本科以上の学歴を持つすべての専門技術スタッフに対して、人事、労働

部門により定住指標を与える。転職した大学本科以上の学歴と技師以上の人員に対し

て、一律に都市インフラ施設の費用を免除する。 

2.2  企業に対する優遇措置 

深圳における外商投資企業と外国企業の税金優遇措置政策は以下のとおりである。 

(1) 外商が深圳特別行政区に投資し企業を設立する際に、深圳市地方税務局に申告し納

める（又は代理差引と代理納め）税金の種類は下記の通りである。 

営業税、個人所得税、企業所得税（2002 年前設立された企業に限る、2002 年以

降に新しく設立された企業は深圳市国家税務局に申告して納める）、不動産税、

車船使用税、印紙税、契約税、土地使用税等。 
 

(2) 外商が深圳特別行政区に投資して企業を設立する際は以下の税金優遇措置を享受で

きる。 
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企業所得税： 

a) 税率優遇措置： 

特別行政区（憲法により規定された中国の行政区域で、法律下に資本主義制度が

認められた区域）の企業に対して、生産、経営による所得及び他の所得について、

税率 15%の（一般税率は 25%）企業所得税を徴収する。 

b) 生産性優遇措置： 

生産性外商投資企業は、経営期間が 10 年以上（10 年に満たない場合は、一般税

率 25%）である場合、初めての収益年度から、1 年目と 2 年目を免除し、3 年～5 年

目は企業所得税を半額徴収する。外商投資の先進技術企業（中国が持たない技術を

有する企業）は、免除と企業所得税半額徴収期間が終了後も、引き続き先進技術企

業である場合、3 年間延長して企業所得税を半額徴収する。 

なお、生産性外商投資企業とは、「機械製造、電子工業」「エネルギー工業」「金

属加工業、化学工業、建材工業」「軽工業、紡織工業」「医療器械、製薬工業」「農林

水産・牧畜業、漁業と水産業」「建築業」「交通運輸業」「科学技術開発、地質の調査、

産業情報コンサルティングと生産設備、精密機械の補修のサービス業」である。 

c) サービス業優遇措置： 

サービス業に従事する外商投資企業について、外商投資が 500 万ドル又は 2,000

万元を超えており、経営期間が 10 年以上の場合は、初めての収益年度から、1 年目

を免除し 2 年目、3 年目は企業所得税を半額徴収する。 

d) 国内の株券を貸し付ける場合の優遇措置： 

外国投資者が国内企業の株主の株券を貸し付け、又は国内企業の増資を引き受け

て、国内企業を外商投資企業に変更・設立する場合、変更・設立された企業の外国

投資者の株券比率が 25%を超える場合、外商投資企業に適用する税金・法律と法規

によって各項目の税金を納める。 

e) 追加投資の優遇措置： 

国務院により批准された「外商投資産業指導カタログ」の奨励項目に相当する外

商投資企業に対して、下記の何れかの条件に合う場合、投資者の元の契約以外で追

加投資項目による所得について単独に計算し、それに税金法で規定された両免三減

半 88

• 追加投資で形成した増加登録資本が 6,000 万ドル、又はこれを超える場合。 

、五免五減半、一免二減半等の定期減少（1 年目、2 年目の所得税を免除して、

2 年目～5 年目は所得税を半額納めること）、免除優遇政策を享受できる： 

• 追加投資で形成した追加登録資本が 1,500 万ドル、又はこれを超え、企業の登録

                                                   
88 両免三減半：企業が利益を上げた後、税金を 2 年間は免除、3 年間は半減するとの意味。五免五減半、

一免二減半はそれぞれ 5 年免除 5 年半減、1 年免除 2 年半減、の意味。  
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資本合計が 50%に達する、又はこれを超える場合。 

f) 源泉所得税の優遇措置： 

外国企業が中国に建屋を持たないが、深圳からの配当金、利息、借り賃、特許権

使用料、担保費と他の所得がある場合、又は建屋はあるが、それらの所得が、その

建屋に直接関わらない場合は 10%の税率で源泉所得税を徴収する。その内、科学研

究、エネルギー開発、交通事業の発展、農業・林業・牧畜業生産及び重要技術開発

で、独創的な技術を提供する為に取得した特許権使用料については、技術が先進的

であるか、又はその特許を使った技術が多く使用されることが見込まれる場合、源

泉所得税の免除を申請できる。 

g) 設備投資について所得税で相殺・免除する優遇措置： 

外商投資企業と深圳に設立された企業が設備投資を行う場合、「国務院の関税政

策調整に関する通知」（国発[1997]37 号）で規定された「外商投資産業指導カタロ

グ」の奨励、または、限制乙類の投資項目に対して、国発[1997]37 号で規定された

「外商投資項目免税しない輸入商品カタログ」を除き（2002 年 4 月 1 日後批准され

た外商投資項目は新しい「外商投資産業指導カタログ」の奨励項目に属する）、中

国国内の設備投資の 40%は、設備投資を実施した前年より企業の所得税から相殺・

免除しても良い。当年の所得税が相殺・免除に足りない場合、引き続き相殺・免除

する。但し、相殺・免除期間は長くても五年を超えないこと。 

h) 技術開発費（人件費や特許購入費用等）に対する優遇措置： 

企業の売上高から技術開発費を差し引いた額が企業所得税となるが、この企業所

得税から技術開発費の 50%を差し引いてもよい。また、差し引いた企業所得税がマ

イナスになる場合、次年度に繰り越すことが可能である。なお、企業所得額から繰

り越して相殺可能な期限は最長 5 年である。 

i) 減価償却の優遇措置： 

外商投資企業と外国企業の固定資産が下記の何れかの条件に合う場合、減価償却

年限の短縮を申請できる。 

• 深圳市情報科学技術局から発行した証明書を有したハイテク企業に対する固定資

産 

• 製造品の影響により、耐久性が望めない設備や建築物 

• 長時間使用される設備 

j) ソフトウェア企業の税金優遇措置： 

• 設立時のソフトウェア企業に対して、初めての収益年度から、2 年目まで所得税

の徴収を免除し、3 年目は企業所得税を半額徴収する 

• 中国国営企業のソフトウェア企業（例えば中国科学院計算技術研究所）について



 

   70 

は、免税優遇を利用しなければ、企業所得税を 10%に下げた税率で徴収する 

• 企業・国家機関がソフトウェアを購入する場合、購入コストが固定資産標準に達

する、又は無形資産を構成すれば、固定資産又は無形資産として計上しても良い。

さらに減価償却年限又は分割償却年限の短縮を申請できる。最短は 2 年である 

k) 集積回路企業の税金優遇措置： 

• 集積回路設計企業は、ソフトウェア企業と同様に見なされてソフトウェア企業の

関連税金政策を享受できる 

• 集積回路生産企業の生産するための設備について、償却年限の短縮を申請できる。

最短は 3 年である 

• 投資額が 80 億元人民元を超える、又は線幅が 0.25um より小さい集積回路を生産

する集積回路生産企業については、外商のエネルギー、交通投資を奨励する税

金優遇措置政策を執行しても良い 

営業税： 

企業や研究機構、個人（外商投資企業、外商により投資・設立された研究開発セ

ンター、外国企業と外国籍個人を対象）に対して技術譲渡、技術開発業務又はこれ

と関連する技術コンサル、技術サービス業に従事して取得した収入について、営業

税を免除する。 

不動産税： 

深圳において新規に建物を建てるか、もしくは建物を購入した場合は、その建物

について、3 年間、不動産税を免除する。 

2.3  深圳市のソフトウェア産業発展を奨励する優遇政策 

a) 一般的な納税者が開発ソフトウェア製品を販売する場合、2010 年までは 17%の法定税

率で増値税が徴収される。但し、3%を超える部分は、徴収後払い戻される。また、企業

におけるソフトウェア製品研究開発の場合、企業所得税は徴収されない。 

b) 新規に設立されるソフトウェア企業は企業所得税「両免三減半 89

c) 中国国家計画の重点ソフトウェアを開発する企業が、当該年に免税優遇を享受してい

ない場合、企業所得税 10%を適用する。 

」が適用され、ハイテ

ク企業に認定されると「両免八減半」が適用される。中国国家計画内のソフトウェア企

業、又は省・市政府により認められた重点ソフトウェア企業は「五免五減半」となる。

その内、3 年目から 5年目までに納付された半減分の企業所得税は、深圳市から補助金

を与える。 

                                                   
89 両免三減半：企業が利益を上げた後、税金を 2 年間は免除、3 年間は半減するとの意味。両免八減半、

五免五減半はそれぞれ 2 年免除 8 年半減、5 年免除 5 年半減の意味。 
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d) ソフトウェア企業が輸入する機器や技術（ソフトウェアを含む）は「外資特別プロジェ

クトで免税が適用されない輸入商品のカタログ」と「国内投資特別プロジェクトで免税

が適用されない輸入商品のカタログ」に列挙された商品を除いて、関税と輸入付加価値

税を免除する。 

e) 国内外企業、研究所、大学・高等専門学校が、深圳にソフトウェア研究開発センタを

設立するよう奨励・支援する。また、深圳の企業、研究所、大学・高等専門学校が深圳

の実状とニーズに合わせてソフトウェア研究開発センタを設立するよう奨励する。ソ

フトウェア研究開発センタが設立された場合、深圳市人民政府「ハイテク産業のより一

層の発展を援助するための小規定」に従って優遇政策を享受できる。 

f) 深圳市により認定されたソフトウェア企業には、輸出入経営者の権利を与える。 

g) ソフトウェア企業はGB/T19000 ISO9000 シリーズ 90

h) ソフトウェアビジネスインキュベーターセンタを設立する。センタに入った新設ソフ

トウェア企業に対して、中国政府の科学技術資金の補助を受ける支援をする。 

品質保証体系認証又はCMM認証等の

国際認証を取得できるよう奨励する。CMM 2 級以上の国際認証を取得したすべての企業

に対して、市対外発展基金より支援を与える。 

2.4  宝安区科学技術小企業インキュベーターセンタ 

(1) 科学技術成果の展開とハイテク産業発展促進の為に、宝安区科学技術小企業インキュ

ベーターセンタを設立し、インキュベーター企業へのサービスを提供する。 

(2) 入居条件 

a) 宝安区で登録された科学技術系企業である 

b) 合法的な特許、科学技術成果または専門的な技術を持つ 

c) 研究開発、経営に相応しい資金投入が行われている 

d) 従業員に科学技術スタッフが 30%以上占めている 

e) 企業の特別プロジェクトが【深圳市ハイテク製品目録】の範囲にある 

f) プロジェクト成果に良好な商品化、産業化の見通しがあり、宝安区で登録された科

学技術企業である 

(3) センタの優遇政策、サービス 

a) 企業に有利な賃貸料を提供する。1 年目は 100 平方メートル以下の一部賃貸料を免

除し、それ以上の部分は賃貸料を半減する。2 年目以後は全て賃貸料を半減する。 

b) 新規入居企業に対して、審査・確認後、区の科学技術経費より 10万元を 1回に限り

無償援助する。 

                                                   
90 GB：中国国家標準  
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c) 今後の発展が見込まれる企業に対して、区政府科学技術経費、区科学技術創業基金

による優先的支援を行う。 

d) 工商・税務登録等関連手続きを援助する。 

e) 深圳市科学技術企業認定申請、深圳市ハイテク特別プロジェクト、ハイテク企業の

認定申請、新製品、知的財産権保護申請等を援助する。 

f) 企業責任者又は業務主幹者が、業務上出国する必要がある場合、規定に従い、関連

手続を支援する。 

g) 企業の科学技術スタッフを支援するため関連する会議などに参加する。 

h) 深圳市への転入条件に合う企業経営者及び中堅技術スタッフの転勤手続きを支援す

る。 

i) 企業の科学技術スタッフの配偶者の転入、子女の入学等の面で援助を提供する。 

j) 企業に交通機関、通信施設、事務所、会議室、面談室などの公共施設を提供する。 

k) 定期的に技術的、経済的及びそのた他の学術的な交流活動を行なう。 

(4) 管理 

a) 毎年企業を審査し、不合格者は退去させる。但し、不可抗力な場合は、その責任を

追及しない。人為的な原因の場合は、援助として出資した科学技術経費、インキュ

ベーター期間の家賃を払い戻させ、加えて一定の法律責任を追及する。 

b) 企業のインキュベーター期間を 3 年とする。インキュベーター期間終了後はセンタ

からの転出を求めるが、生産設備や事業所を探すことに協力する。但し、企業の新

登録地及び主な生産や事業所は宝安管轄区内を条件とし、区外になる場合は、援助

として出資した科学技術経費及びインキュベーター期間の家賃分を払い戻させる。 

(5) 申請手順 

a) 申請企業は申請報告、特別プロジェクトの事業化の可能性を報告および関連資料を

提出する。 

b) センタは簡単な審査を行い、専門家に委託して評定と論証を行い、決定する。 

c) 特別プロジェクトを持っているが、登録や設立がされていない企業の場合、特別プ

ロジェクトの事業化見通し報告の提出を求め、審査を行い、要求に合致した場合に

は、関連規定に従いパーク内に企業の登録・設立が可能となる。 

2.5  宝安区土地政策 

(1) 宝安区政府は土地管理制度に基づき、投資者に対し要求に合う土地を提供する。深

圳市計画国土局宝安支局が区政府を代表して土地供給者となる。当支局が土地を準備

し、一式の準備 "三通一平 91

                                                   
91 三通一平（prepation works of a construction）：水道、電気、道路の設備を通し、道路を均すこと 

"の後、投資者に譲渡する。投資者が直接農村で土地を
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売買してはならない。 

(2) 土地用途、土地位置、計画指標等の地価の構成要素により合理的に求められた方法

により地価を決定する。 

(3) 地価構成 

宝安区用地地価は基準地価と土地取得および開拓費の二つで構成されている。即ち、

地価＝基準地価＋土地徴用開発費である。その内訳は： 

a) 基準地価：深圳市都市総合計画及び宝安区土地利用計画によって、全区の建設用

地を 1,152 ブロックに分ける。各ブロックの土地に対して基準地価を確定する。

基準地価は土地譲渡金（基準地価の 10%）と市政調整費用（基準地価の 90%）から

構成され、工業用地の基準地価は、一般的に 1 平米あたり 130～350 元である。 

b) 土地徴用開発費：土地は政府が纏めて徴収し整備し、1 平米あたり 100 元である。

また、未整備の土地は、立ち退き補償費が必要となる。 

(4) 優遇措置 

a) ハイテク産業特別プロジェクトは、土地譲渡金が免除される。加えて特別プロジ

ェクトの先進性や規模等によっては市が行う調整費用が軽減される。但し、最大

軽減幅は市の調整費の 50%を超えないこと。 

b) 直接栽培をしない食品供給プロジェクトの用地は、土地譲渡金が免除され、市政

調整費が半減される。 

c) 直接栽培や養殖を行う農業用地は、地価が 1 平方メートル毎に 30 元である。 

d) 工業特別プロジェクト、食品供給プロジェクトにおいて総地価が 300 万元、旧市

街区、旧農村改造特別プロジェクトにおいて総地価が 2,000 万元を超える場合に

地価分割払いの優遇を享受できる。 

e) 投資者が譲渡方式で土地を取得した後、建設申告、不動産権利登録に必要な費用

は納付する必要はない。使用期間中に土地使用料を納付するだけで良い。投資者

は土地使用権引き当て、譲渡等の権利を有する。 

2.6  環境保護政策 

(1) 特別プロジェクトの実行は、国家と地方の関連法規、政策に合致していること。国

家により使用が制限・禁止される物質（例えば、フレオン、石棉等）を使用せず、国

家あるいは地方が禁止している建設業界に属していないこと。 

(2) 生産的な建設特別プロジェクトは、可能な限り先進的な生産技術と設備で生産する

よう要求する。技術と設備が立ち遅れ、資源を浪費し、汚染も激しく且つ有効な汚染

防止措置がない生産特別プロジェクトは禁止する。 

(3) 建設特別プロジェクトの土地・レイアウト選定は都市環境総合計画に沿い、あわせ
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て周辺区域の環境への影響と配慮等も考える。 

(4) 生活居住区、水源保護区、自然保護区、観光地、及び他の特別な保護が必要な地区で

汚染の恐れ、又は生態・景観を破壊する特別プロジェクトは実行してはならない。 

(5) 特別プロジェクト終了後も汚染物（廃水、廃気、廃カス、ノイズ等）の排出量が国家、

又は地方規定の排出基準及び所在地の環境品質要求を遵守していること。 

(6) 汚染物排出総量の制御を実行している区域内では汚染物の排出総量制御の指標に合

致すること。 

2.7  労働雇用政策 

(1) 政策法規根拠 

a) 【深圳経済特別区労働契約条例】 

b) 【深圳経済特別区最低給料条例】 

(2) 主な関連事項 

a) 資本金が 100 万元以上である外資企業は宝安区労働局への登録により、区労働局

が企業に代わって労働保険事務を代行する。 

b) 企業は募集要綱にもとづいて、労働管理センタに募集計画を申請し、区労働局又

は地域労働管理センタによ審査の後、企業は本地、又は他の地方で就労者を募集

するか、又は職業仲介部門を介して募集が可能になる。 

c) 雇用者が就労者を募集する場合、労働部門で募集手続きの取扱いを申請する。 

d) 雇用会社に勤める香港、マカオ、台湾又は外国籍従業員は、当地労働管理センタ

において国外人員就労手続きを行うこと。 

e) 雇用者が就労者を募集した後、労働契約の形式で従業員との労働関係を締結し、

双方の権益が法律の保護を受けるようにすること。 

2.8  社会保険政策 

外資系企業は深圳市関連社会保険政策要求にもとづき、従業員に対し社会保険参加手

続きを行い、従業員の社会保険権益を保証すること。 

(1) 政策法規根拠 

a) 【深圳経済特別区企業従業員社会養老保険条例】 

b) 【深圳市基本医療保険の八つの管理方法】 

c) 【広東省社会公傷保険条例】 

(2) 保険参加手続きの取扱い 

社会保険参加について、雇用者が統一された関連手続きを行い、雇用者が営業証
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書およびコピー、従業員給料表、基本定款、従業員身分証コピー、居留証コピー、

労働契約書又は労務契約書と 2 枚の従業員のカラー写真を携えて、地殻の社会保険

機構基金取扱い部門で保険加入手続きを行う。 

(3) 社会保険金納付標準 

a) 基本養老保険：基本養老保険費納付比率は従業員給料の 13%とし、その内、雇用

者が 8%、従業員個人が 5%を負担する。 

b) 基本医療保険：従業員の医療保険費の納付比率は従業員給料の 9%とし、その内、

雇用者が 7%、従業員個人が 2%負担する。 

c) 労災保険：労災保険費の納付比率は、所属する全ての被保険人の前年度月平均

給料の 0.5%～1.5%である。個々の比率は業界の性質、作業条件、危険の程度に

よって確定される。労災保険費は雇用者が負担して従業員個人は負担しない。 

 

出典：深圳ソフトウェア産業政策文件総編 2007.3 
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