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[要 約]
本調査研究は、組み込みシステムの生産基地として確固たる地位を築き、また同時に巨
大な消費地として台頭しつつある中国、とりわけそれらの産業が集中する深圳地区におけ
る産業の実態を調査すると共に、韓国、台湾の企業の同地区における活動を調査し、
我が国の強みである組み込みシステム製品にたいして、国際競争力を確保し、その強みを
将来的に発揮・維持することについての検討結果を取り纏めたものである。
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
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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、例えば、携帯電話の組み込みソフトウェアは 500 万行程度
のプログラム行数となっており、これは、銀行の基幹システムに匹敵するプログラム量と
なっている。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、
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。
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り、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
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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
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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。
（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
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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。
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
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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
3.1

中国深圳地域への台湾・韓国企業の進出状況調査
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
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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
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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、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
4.1

我が国組み込み機器技術の競争力強化の方針検討
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。
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(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
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。

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
http://ringring-keirin.jp/
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