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中国・深圳における事業創出とイノベーション

  1979 年 2 月に国務院は「広東省宝安県を数年のうちに工業と農業が結合した輸出商品生産基地に

育成するとともに、香港とマカオの旅行客を受け入れる遊覧地域とし、新型の辺境都市を作り上げ

る」と決め、宝安県は深圳市と改称された。当時の深圳の人口は 31 万人だったが、今日深圳の人口

は 1200 万人に迫っている。

1990 年代までは中国の外貨獲得の拠点として輸出産業と観光業にいそしんでいた深圳が今では

中国のみならず世界でも注目されるイノベーションの拠点になっている。特許の申請数では北京、

上海より少ないが、企業からの特許申請は北京、上海よりかなり多いようである。とりわけ PCT（特

許協力条約）に基づく特許の国際申請では中国全体の 46%を深圳が占めている。

深圳がイノベーションの拠点となった原点は 1996 年に始まる第 9 次 5 か年計画において「ハイテ

ク産業を先導とする」という方針が定められたことにある。この方針は 1992 年に中国社会科学院の

劉国光らがまとめた「深圳経済特区 90 年代経済発展戦略」の提言を受けたものだ。この提言のなか

で劉らは「深圳自身の科学技術の力は弱い」と認めたうえで、「しかし、深圳は、内地の科学技術力

に依拠しながら、その政策・資金・地理的位置、および科学技術の成果をすばやく商品化できると

いう優位性を生かすことができる。また、香港に拠点を設置して市場や技術の情報を集め、ハイテ

クの成果を商業化するための協力関係や設備を導入したり、国際的な受発注関係を構築するにも便

利な点は内地にはない優位性である」と、その優位性を語っている。深圳はまさにここで指摘され

た通りの優位性を発揮することで今日の地位を築いた。

深圳をイノベーションの首都にした最大の功労者は華為技術有限公司で、同社は 1996 年から 2014

年の間に 4 万以上の特許を申請し、深圳市全体の 18%を占めた。華為は 1996 年に深圳奥沃国際科

技公司とともに「広東省の第一期特許活動実験企業」に指定され、翌年までに 35 件の特許を申請し

た。香港鴻年公司の PBX（構内交換機）の輸入代理からビジネスを始めた華為は、競争相手が多く

なったので、武漢市の華中科技大学との交流を通じて自社で PBX を開発した。続いて電話交換局で

使う交換機を開発するために、華中科技大学や中国科技大学など内陸部の大学の卒業生や西安郵電

第十研究所の技術者たちをスカウトした。

郵電部系統で固められていた交換機市場においてアウトサイダーだった華為が社会的に認知され

るようになったきっかけは 1994 年にデジタル電話交換機を開発して国家科技進歩二等賞を獲得し

たことである。この交換機についていた自動音声応答機能が他社に模倣されたことをきっかけに華

為は知財権の重要性に目覚め、知的財産部を設置して社員による特許申請を奨励するようになった。

さらに 1990 年代末から主に南アジアやアフリカなど海外市場に積極的に打って出ていき、途上国の

通信事業者による多様な要求に応えるなかで事業を固定電話の交換機から、移動電話や無線 LAN

の通信・ネットワーク機器、さらには携帯電話端末へと広げていった。先進国企業が独占する通信・

ネットワーク関連の特許に対抗するために多数の特許を国際申請するようになった。PCT 申請にお

いて 2008 年に世界トップになって以降、2014 年、2015 年にもトップに立っている。
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華為（およびそのライバルである中興通訊）が深圳のイノベーションの表の顔を代表するとした

ら、裏の顔を代表するのが筆者が「草の根電子産業」と呼ぶ一群の産業である。これは深圳市の華

強北電子市場を通じて製品を販売している電子産業のことを指す。40 棟弱のビルで構成されるこの

巨大な電子製品の卸売市場で販売されるものは年々移り変わっていくが、最盛期を過ぎたものも含

めて列挙すると、各種の電子部品、電子工作のための工具類、携帯電話、スマホ、MP3 プレーヤー、

USB メモリ、ウェアラブル端末、タブレット端末、ドローンである。最終製品のほとんどは無名の

ブランド、ないしブランド無しであり、かつ非常に安価だという点に特徴がある。2006 年から 2011

年まで草の根電子産業は「ゲリラ携帯電話」の生産で大いに盛り上がった。その後、スマホ、タブ

レット、ウェアラブルへの転身を図るも以前のような盛り上がりを見せてはいない。「ゲリラ携帯電

話」は製造面では基板とソフトウェアの設計を専門とするデザインハウスによって支えられていた

が、デザインハウスは今日端末の組立まで担うようになり、中国のブランドメーカーや途上国の現

地ブランドのスマホの製造を受託するビジネスに転進した。

近年深圳から電子産業以外の分野でも革新的企業が輩出している。例えば SNS「微信」を運営す

る騰訊（Tencent）、ドローンの大疆創新科技（DJI）、DNA シーケンシングの華大基因（BGI）など

が挙げられる。華大基因が母体となってバイオ関連の企業が数多くスピンオフしており、バイオが

新たな成長点となりつつある。

また、ゲリラ携帯電話の衰退によっていささか寂しくなってきた華強北電子市場を再び盛り上げ

ようと、主要なテナントビルのオーナーである華強集団と賽格集団（1990 年代までは深圳の電子産

業の中核的国有企業だった）はメイカー（創客）支援施設を立ち上げた。メイカーとは製造業のス

タートアップを目指す人たちをいう。支援施設には 3D プリンター、検査器具などが備えられてい

るほか、製造受託サービスやベンチャーキャピタルへの紹介も行っている。アイディアだけはある

が資金も製造する腕もない人達を呼び寄せて、量産可能な試作品づくりまで持っていくことがこう

した支援施設の役割である。そこまで行けば深圳に集うベンチャーキャピタルが投資し、最終的に

は株式上場まで企業を育てようとする。深圳市政府は 2017 年末までに市内に 200 か所のメイカー支

援施設を立ち上げて、これを深圳の新たな発展の目玉にしようとしている。

深圳にはなぜ起業家の卵が集まり、イノベーションが盛んなのか？ 大学や研究機関の立地など

地域固有の資源では説明できない。かといって、たまたま華為が深圳にあったからとか、たまたま

華強北電子市場ができたといった歴史的偶然事で説明するのも物足りない。華為や華強北電子市場

が他の類似の企業や市場から抜け出して大きく成長したのはやはり深圳の客観的条件があったから

だと考えられるからだ。深圳が中国の他の都市に比べて優位にあるのは、人材、資金、部品、材料

など様々な資源を中国内外から集めるうえでの便利さである。資金については中国の 2 つの証券取

引所の一つがここにあり、国際金融センターの香港に隣接し、ベンチャーキャピタルが集まるなど

有利な要素がいくつもある。

深圳が、中国政府が「高度な自治」を保証している香港に隣接し、北京（中央）から遠いために

一般に政府の規制が緩いことも有利の要素の一つと考えられる。中国で過去 10 年間に大きく成長し

た商品やサービスとして電動自転車、ライドシェア、ゲリラ携帯電話、自転車シェア、ドローンが

挙げられるが、いずれも規制がグレーな領域から飛び出した。まずルールを定めないと何事も始ま

らない日本でこれらが成功しうるか想像してみてほしい。深圳では街頭で行商人がお土産用のドロ

ーンを飛ばしている。そんな緩い雰囲気が新しい製品やサービスを試してみようとする起業家たち

を引き付けるのだろう。
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アジアにおける日本の小売企業の成長戦略  

―埋め込み (Embeddedness)概念の検討と導入－  

１．はじめに 

1990 年代以降 ,欧米と日本の小売企業は相次いでアジア市場に参入したが,過去 10 年の間に事業

縮小・停滞する企業が急増し ,有力日本企業も例外ではない。小売企業の海外進出には初期参入段階,

現地化段階,成長段階,撤退段階など一般的に想定される段階があり,なぜ ,小売国際化は現地化段階

から成長段階に円滑に移行できずに事業の縮小・撤退例が増加しているのか。 

これまでには海外市場への参入方法や現地法人の設立,事業戦略の構築等の初期参入ないし,本国

市場で蓄積した経営資源・組織能力を現地市場に適応的に移転する現地化が日本における主な小売

国際化の研究対象であったが（川端,1999；矢作 ,2007）。現在では ,成長段階がより重要な研究対象と

考えられている。 

そこで ,本報告は埋め込み(Embeddedness)概念の既存文献を検討し ,時間軸と空間軸の埋め込み概

念と小売企業の事業システムとの組み合わせによって ,小売国際化の分析フレームワークを提示し,

アジアにおける日本の小売企業の成長戦略に示唆を与えることが目的である。  

 

２．埋め込み（Embeddedness）の関連研究 

（１）Hess (2004)の社会・ネットワーク・地域の埋め込み 

Polanyi（1944）は  “Great Transformation”の中で社会埋め込みを論じた。その後 ,新経済社会学や

経済地理学,ビジネスシステムなどさまざまな分野での埋め込みの研究を引き出した（Granovetter，

1973;1985; Whitley,1992;1999，Kristensen,1996 など）。しかし，いずれの考察も部分的な埋め込みを

論じたものであったため，Hess (2004)は社会-経済活動を時間的・空間的に考慮し，社会，ネットワ

ーク，地域（Social，Network，Territoria l）の３つの埋め込みの基本概念を提示した。簡潔に述べる

と，①社会埋め込み：行為者はどこから来たかという社会的背景（すなわち文化，政治など）が重

要である。②ネットワーク埋め込み：個人や組織などの行為者が関わっているネットワークを記述

する。③地域埋め込み：行為者が特別な地域や場所に固定される程度を考慮する。 

（２）小売国際化プロセスを埋め込みで考える意義と先行研究 

Hess(2004)の埋め込みは社会－経済活動の時間的・空間的概念であるため，小売国際化プロセスを

「埋め込み」で考える意義は，時間軸と空間軸で説明することができる。時間軸で小売国際化プロ

セスを考えた場合，国際化する企業の参入段階の活動ならびに発展段階の活動をよく理解すること

ができる（Burt S. et al.，2016, P.720)。空間軸で考えた場合は，進出先子会社と市場コンテキストと

の間の相互関係（Meyer, K.E. ; Mudambi, R. , 2011），または，企業本部と進出先子会社との関係（Wood 

S., Coe N and Wrigley N.,2016) を検討することができる。 

小売国際化の研究に Hess(2004)の埋め込み概念を導入した研究は主に２つの流れがある。一つ目
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は，Dicken (2000)の‘Placing firms’，‘Firming Places’概念を導入した検討であり（Wrigley N., Coe, 

N et al. , 2005; Wood S, Coe,N., Wrigley N. , 2016; Coe and Lee., 2006, 2013），もう一つはビジネスモデ

ルとの組み合わせによる検討であった（Burt S. et al.，2016)。しかし，これらの研究は空間軸で小売

国際化を論じたものの，時間軸で埋め込みを段階別に考察していなかった。 

 

３．埋め込み概念を導入した小売国際化の分析フレームワークの提案 

本報告は Hess (2004)の埋め込みは社会－経済活動の時間的・空間的概念であることに基づき，時

間軸と空間軸で埋め込み概念を検討し，さらに，食料雑貨，ファッション，家電など違う小売タイ

プの事業システムが異なり，埋め込みの内容が異なることから，埋め込みと小売企業の事業システ

ムとの組み合わせによる分析フレームワークを提案する。例えば，食料雑貨の場合ではフロントシ

ステムの現地適応化がより重要である（Dawson，2015，Burt et al. , 2008, 2016)。  

a. 時間軸で論じる場合：小売国際化には初期参入（参入前と直後），現地化段階，成長段階，撤退

段階などの段階があり，歴史的な側面から段階別に小売国際化の埋め込みを考察する必要がある。

さらに，埋め込み概念と小売企業の事業システムとの組み合わせによって，いつ，何か，どうやっ

て埋め込まれたのかなど，埋め込みの状況と内容，さらに，課題を確認する。 

b. 空間軸で論じる場合：３つの空間軸で小売国際化の埋め込みを論じる。①母国市場と進出先市

場との間，②進出先の子会社と現地の地域・社会（市場コンテキスト）との間，③複数の進出先市

場の子会社間，の３つである。母国市場における埋め込みやイノベーションの成果を進出先市場へ

移転し，さらに，進出先市場において子会社と地域・社会が影響し合う。さらに，埋め込み過程で

発生した子会社のイノベーションが母国市場やその他の進出先にも影響を与えると，想定できる。 

また，埋め込み（Embeddedness）と現地化（Localization）との大きな違いを，以下の３つにまと

めた。①埋め込みは経済的活動のみならず，非経済的活動である地域・社会との相互関係（影響し

合う関係）も重視する。②埋め込みは企業内外のネットワークの構築と維持に関わる活動である。

さらに Hess（2004，p.177)を引用すると，③埋め込みは既存地域における経済活動や社会動態を‘吸

収’し‘制約’レベルを考慮する活動である。すなわち，埋め込みは進出先市場における経済的，

社会的，政治的環境への定着を目指している。鍾（2017）は中国・上海市場における日系コンビニ

が成長している理由を，「埋め込み」と「コンビニの事業システム」との組み合わせで考察した。持

続的な成長のためには埋め込みを深めていくことが課題であり，例えば，非経済的活動である地域・

社会との相互関係をより重視することが挙げられた。  

 

４．おわりに 

本報告は主に埋め込み概念の既存文献の検討から，アジアにおける日本の小売企業の成長戦略と

研究に，時間軸と空間軸の埋め込み概念と小売企業の事業システムを組み合わせた新しい分析フレ

ームワークを提示した。 

進出先市場の現地企業と同じレベルの埋め込みを実現するには，それぞれの国と地域の代表的な

小売企業の埋め込みの特徴を考察する必要があり，今後の研究課題とする。 

 

＊参考文献一覧は後日提示する。  
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アジアにおける液晶事業の創出・発展と新段階－日韓台中の戦略比較－  

１．はじめに 

アジアにおいて事業創出とイノベーションが新段階に達している。従来は、欧米で発明と新製品

化され、日本で商品化され、そしてアジアに拡散していった。液晶でも半導体でもそうであった。

しかし、近年この状況は大きく変わってきている。 

本報告は、アジアにおける事業創出とイノベーションの新段階について、アジアの液晶産業を事

例として、アジアものづくりの「共創バリュー・チェーン」として読み解くことを目的とする。 

２．アジアにおける液晶事業の創出・発展 

（１）液晶ディスプレィの創生 

液晶材料は、1889 年にヨーロッパで発見され研究された（沼上 1999）。液晶のディスプレ

ィへの応用は、RCA のデビッド・サーノフ研究所で研究され 1968 年に液晶応用商品の試作品

が発表された（沼上 1999）。しかし、寿命や反応速度の課題のため市場投入されなかった。 

シャープは、ＲＣＡの液晶に関するテレビ放送をみて、液晶の研究を開始した。そして課題

解決にめどをつけ、1973 年 4 月に世界初の液晶ディスプレィを用いた電卓 EL-805 を市場に

出した(船田 2007)。そして、シャープは、液晶産業でリーダーシップを取っていく。 

（２）日本はなぜ韓国、台湾に追い抜かれたのか？ 

1990 年代後半に、液晶で、韓国・台湾に急追されシェアを大きく落とした。その最も大き

な原因は、日本と韓国、台湾の投資行動の違いにある（中田 2008､2015, 2016a,b）。日本は、

「利益が出た翌年は設備投資を行う。しかし赤字になれば絞る」。これは「ビジヨン無きリス

ク回避型投資」言える。そしてシャープ以外の日本企業は投資せずに大型液晶から脱落した。  

韓国、特にサムスンは、李健煕ヒ（イ・ゴンヒ）会長の長期的なビジョンに基づき、液晶事

業に集中投資した「ビジョンに基づく積極投資」が、強さの原動力である。この戦略で、液晶

も半導体事業でも競争力を高めてきた。 

台湾は、ＰＣ組み立てなどの企業の親会社からの資金や外部資金を集めて、液晶産業に積極

投資をした。この「外部資金を活用した積極投資」が台湾の投資行動パターンだ。 

（３）シャープ液晶事業の成功と失敗 

日本の液晶企業が投資を行わない状況で、シャープのみが「亀山工場」の第6世代と第8世代

の液晶ラインに投資し、「亀山モデル」で大成功した。液晶パネルから液晶テレビまでの一貫

生産を行う「垂直統合型」で、技術流出を防ぐ「ブラックボックス戦略」を取った。液晶には、

半導体の様な標準基板サイズ、標準装置がない。このため装置メーカー、部材メーカーと、調

整を繰り返す「すり合わせ」が必要だ。シャープの競争力の根源は「すり合わせ力」にあった。  

シャープは、「亀山工場」の成功を踏まえ、「堺工場」に第10世代の液晶生産ラインを建設し

た。建設時期に間違いはなかったが、誇大構想の基に過剰投資を行った。その結果、2011年と

2012年に合計9213億円の巨額の赤字を出した（中田2016a,b）。その後、一時黒字になったが、
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中国スマホ市場で起こった破壊的技術への適応が遅れ、2015年に2223億円の再び赤字を出した。 

（４）鴻海によるシャープ買収から復活へ 

シャープは危機に立ったが、低消費電力のIGZO-TFTと世界最大の「堺工場」という「強い

資源」を持っていた。このため官民ファンドの産業革新機構と台湾の世界最大のEMS（電子機

器受託生産）である鴻海が、支援に名乗りをあげた。その結果、国際水平分業による成長戦略

が明確な鴻海が勝った。つまりシャープの研究・開発力とシャープブランド、鴻海の生産技術

と中国生産工場という補完関係による成長戦略が経済合理性にかなっていた（中田2016a,b）。 

鴻海の投資と鴻海副会長でNo.2の戴正呉氏がシャープ社長に就任して約1年経ち、シャープ

は液晶事業を含め黒字化を達成して復活した。鴻海流のコストカットとスピード経営の成果だ。 

（５）激変：中国液晶「爆投資」と韓国有機 EL 

液晶産業の外部環境は激変する要因が多い。中国の液晶大手4社は、中国に3年間で3兆円を

「爆投資」する。鴻海も、2017年3月1日に広州市で世界最大級となるパネル工場の起工式を開

いた。中国の液晶生産能力は、2018年に韓国・台湾を追い抜き世界トップになる（中田2016a,b）。 

液晶の代わる有機ELは、韓国が大きくリードしている。サムスンは、有機ELを自社スマホ

に導入し独り勝ちだ。アップルは、サムスンから調達し、2017年9月にiPhone 8に搭載すると

噂され、有機ELへのシフトが進む。また、有機ELテレビでも、LGとサムスンが先行している。

パナソニック、ソニー、東芝が、LGから有機ＥＬパネルを購入し、有機ＥＬテレビを2017年3

月以降に発売した。キーデバイスの供給で、日本と韓国の立場は従来から全く入れ替わった。 

４．アジアの「すり合わせ国際経営」 

アジアにおける事業創出とイノベーションについて、液晶産業の事例研究から考える。私は、日

本の強みは「すり合わせ」にあり、これを「グローバル化」と統合した「すり合わせ国際経営」を

提案した（中田2015、2016a,b）。第１段階は世界から見込みのある知識を収束する｢知識収束｣、第

２段階は最も重要な組織間の｢すり合わせ｣による｢知識共創｣、第３段階は共創した知識をグローバ

ルに発散させ価値と利益を最大にする｢知識発散｣である。シャープと鴻海の提携は、この好事例だ。 

５．おわりに 

アジアものづくりは、アジアの個々の強みをもちより｢知識共創｣する「すり合わせ国際経営」が

重要と考える。アジアの視点からは、アジアでの国際水平分業から、アジアの「共創バリュー・チ

ェーン」への革新を期待する。 

謝辞：JSPS 科研費 JP16K03922 と野村マネジメントスクールから助成を受けたことに感謝する。 
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ICT基盤サービス業務のオフショアリングと東アジア 

 

１．報告の問題意識と狙い 

1990 年代以降、IT とインターネットが結びついたサービス業務が国境を越えるようになった。こ

の ICT 基盤サービス業務のグローバル化がアジアとどう関わり進展しているか、また、日本企業は

それにどう関わっているか。こうした現象による国際分業の変容とその展望について検討する。 

報告の構成は以下の通り。 

1．ICT 基盤サービス業務とオフショアリング－曖昧な 2 つの概念の確認 

2．ICT 基盤サービス業務のグローバル化とアジア  

3．日本企業の ICT 基盤サービス業務のオフショアリング  

4．東アジアにおける BP サービス業務の移転と新たな可能性 

 

２．ICT 基盤サービス業務とオフショアリング－曖昧な 2 つの概念の確認 

報告を始めるにあたって、曖昧な 2つの概念、ICT基盤サービス業務、及びオフショアリングに

ついて整理する。ICT基盤サービス業務は既存産業の枠を超えて横断し、また次々と多様な業務が

新しく生み出されている。本報告では世界銀行と UNCTADの 2つの報告書に掲げられた分類を例

に、その作業の多様性と複雑性を確認する。アウトソーシングとオフショアリングの定義について

も検討を加える。研究上往々に混乱が起きているようにみえるからである。 

 

3．ICT 基盤サービス業務のグローバル化とアジア 

ICT サービス業務のオフショアリングについて米コンサルタント企業 Tholons のアウトソーシン

グ・デスティネーション・ランキングにおける都市の地理的変化を見る。そこからインドを筆頭に、

フィリピン、中国、ベトナムなどのアジアの諸都市がアウトソーシング先として一貫して注目され

ていることを確認する。次いで、A.T.カーニーの公表するグローバル・サービス・ローケーション・

インデックスの時間的変化を見ることで、どのような要素がオフショアリング先の競争力となって

いるかを考察する。オフショアリング、あるいは海外アウトソーシングの決定因としてコスト要因

が強調されているが、質的な要素が同時にますます重要となっていることを確認する。次いで、イ

ンド、フィリピン、ベトナムの ICT 基盤サービス産業の発展に目を向ける。これらの国では、今世

紀に入り ICT 基盤サービス業務・産業の発展政策が官民挙げて推進されており、そうした背景の下

で、オフショア・サービス業務や産業の著しい発展がある。オフショア先の産業データから、不安

定性を伴いながらもこれらの国々での同産業の躍動を捉える。 

  

4．日本企業の ICT 基盤サービス業務のオフショアリング 

日本企業の ICT 基盤サービス業務のオフショアリングは、欧米諸国に比べて約 10 分の 1 の規模

であり、日本の ICT 基盤のオフショア開発は経験に乏しく、3 社に 1 社、SE の 5 人に 1 人が経験し

ているに過ぎない。報告では、日本企業のオフショアリングの不活発な背景と理由を検討し、日本
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企業の語学力、コミュニケーション能力の欠如、海外への企業情報の漏洩リスクが課題であること

を確認する。次いで、日本企業によるオフショアリングの諸形態を整理し、ICT ベンダー企業を通

じたオフショア開発の諸形態、ユーザー企業が直接的に行うオフショアリングを基本にして、4 つ

の類型に整理する。日本のオフショアリングは、ICT ベンダー企業によるオフショア開発と、ユー

ザーの製造業企業などの海外子会社へのキャプティブ・オフショアリングの 2 つが主であり、後者

は日本企業のオフショアリングの特徴と捉えることができる。 

 日本企業のアウトソーシングの方式では、セキュリティ対策で注目される方式として、サーバー

を日本（の本社）に置く場合がある。その場合、同期された海外の PC から業務が行われており、

オフショア先にデータは残されない。この方式はサービスのオフショア化の究極的事例である。な

お、日本のユーザー企業の進出先で SE の役割が増している。SE の質的レベルも確実に高まってい

くだろう。市場の視点からは、少なくない企業が進出先の市場への参入を図っている。 

 

5．東アジア地域での ICT 基盤サービス業務の移転と新たな可能性 

日本企業の ICT 基盤サービス業務の展開事例として、報告者他は、中国（大連）、ベトナム（ハ

ノイ、ホーチミン）、フィリピン（マニラ）などのオフショア開発企業、エンジニアリング設計業務

を行う子会社や現地企業を 2014 年以降、訪問してきた。調査からは、大連での地場企業のオフショ

ア開発力の上昇とオフショア企業との新たな関係の構築、日系 ICT 企業による本社企業のためのオ

フショア開発に加えて中国でのグループ企業の ICT サポート・標準管理システムの導入支援・保守

活動の拡大が見られ、そのほか、日本の自動車用プラスチック金型・成形設計製造企業によるベト

ナム子会社への包括的移転、トンネル建設関連機器・橋梁設計製造企業の DAD を用いたデザイン・

詳細設計業務のベトナム子会社への委託と同子会社の自立化傾向などを確認できた。 

本報告を通じて以下のようにまとめることができる。 

１．ICT 基盤サービス業務のグローバル化はインドを頂点にして、フィリピン、中国、ベトナムな

どが後を追っており、アジアが主要オフショア先である。 

２．オフショア先の競争力はコスト要因を前提に、質的な要素の重要性が高まっている。 

３．日本の ICT アウトソーシング規模は世界的な動きには遅れるものの、ICT 企業（ベンダー企業）、

ユーザー企業（製造業企業）共にオフショア活動を確かに拡大している。特に、子会社へのキャプ

ティブ・オフショアリングが注目される。 

４．オフショア先の主な活動は、親会社のオフショア開発業務である。しかし、当面は日系進出企

業が対象とされるが、地場市場へのビジネスの拡大が確認される。 

５．オフショア開発企業では、受託経験の蓄積に伴いサービス業務の質的高度化が実現している例

があり、オフショア元の日本企業との関係で質的高度化が認められる。 

６．先進国におけるビックデータ、AI や RPA（Robotic Process Automation）、BPaaS（Business Process 

as a service）など劇的な環境変化は ICT 基盤サービス業務への影響が予想される。しかし、従来の

先進国と新興国のコストに基づく垂直的関係は製造業に続いて、ICT 基盤サービス業務の移転によ

りサービス業務でも揺らいでいる。東アジアに新たな革新的なビジネスの市場が生まれている。 
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