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日本のソフトウェア・システム開発企業の
東アジア・中国における展開
呉
Ⅰ

賢 愛

序章

日本のソフトウェア・システム開発市場は、2001 年に年間売上高 13.7 兆円と前年比
18.2％増という過去最高の伸び率を示し、2005 年には 14.6 兆円とその規模を維持してい
る。このため、2002 年を変曲点として「成長期から成熟期」に突入したと言われる。市
場の成長率が 2 桁から 1 桁に鈍化する一方で、情報システムが業務効率化の手段から、付
加価値の創出やビジネスモデルを体現する武器へと進化してきた。
しかし、一方でソフトウェア・システム開発企業は深刻な人不足を抱えている。かつて
IT 業界は優秀な学生の雇用力を誇っていたが、近年では新卒採用予定数が確保できない
など人材不足が顕著になってきた。単に少子化による学生数減少という問題だけでなく、
IT 業界も 3K 職場でしかなく、魅力あふれる職場とは学生から見られていないという課
題が存在するというのである。
それでは、日本のソフトウェア・システム開発産業が、成熟期から次なる発展ステージ
に移行するためには、今後どのような展開が考えられるだろうか。もちろん国内市場にお
いても見いだすべきビジネスはあると思われるが、日本企業のアジアにおける国際事業
ネットワークの展開が、様々な局面を見せている中で、ソフトウェア・システム開発産業
分野においてどのような展開が可能であるか、今後の展望を考えていきたい。
その展開先としては、21 世紀に突入以降、世界経済で存在感を増している東アジア、
特に中国に焦点を当てる。中国は現在「世界の工場」から「世界の市場」へと変貌を遂げ
つつあり、すでに様々な業種の日本や欧米企業がその市場にトライしている。中国が市場
経済を導入して十数年経つが、未知数の多い市場である。そのような市場を開拓すること
を通じて、日本のソフトウェア・システム開発産業そのものがさらに活性化し、新たなビ
ジネスの創出につなげられると考えるのである。
情報サービス産業だけに限らず、日本の企業が中国の市場進出を積極的に始めたのは、
近年に入ってからである。初期においては中国における販売を目的としたものではなく、
安価な労働力を求めて、製造業を中心とした進出から始まっている。
ソフトウェア・システム開発産業においても、2002 年頃から中国におけるオフショア
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開発 1 を積極的に推し進めている。近年中国においても、ソフトウェア・システム開発産
業は注目を集めている。現在刊行されている書籍は中国の IT 産業そのものの研究もしく
は、オフショア開発を中心とした研究が主である。本課題研究では、これらを踏まえなが
ら、すでに積極的にソフトウェア・システム開発販売に乗り出している欧米企業のケー
スや、近年販売展開を始めている日本企業のケースを分析し、今後の展望を導き出してい
く。

Ⅱ

日本のソフトウェア・システム開発産業の現状とグローバル展開

総務省 20072 によると、インターネットを始めとする機能分散型のネットワークが主流
となるのに伴い、ソフトウェアのモジュール化、オープン化が進み、汎用ソフトウェアの
重要性が高まっているとある。また、ユビキタスネットワーク進展により、ネットワーク
を介した協働（コラボレーション）による高度なソフトウェアの開発や、ネットワークを
経由してパッケージソフトウェアやカスタムメイドのソフトウェアに付加価値を加えた
サービスを提供すること等が可能となった。
日本のベンダーは、欧米ベンダーとの比較でも営業利益率での低さが際だっており、そ
の差が拡大しているなど、このような環境変化に十分対応できていないと考えられる。
2005 年のソフトウェアの世界市場における国別シェア（上位に含まれるベンダーのシェ
アを国別に合計し比較）を見ても、システム開発・インテグレーション市場では日本はや
や高いシェアを有しているが、ERP、DBMS、ミドルウェア等のソフトウェア製品市場で
は、欧米のシェアが圧倒的に高くなっている。
日本のソフトウェアの輸出入を正確に把握することは難しいが、「ソフトウェア輸出
入統計」によれば、2000 年における日本のソフトウェア輸出は 90 億円、輸入は 9,189
億円、大幅な輸入超過となっている。また、業界団体が実施したアンケート調査「コン
ピュータソフトウェア分野における海外取引及び外国人就労等に関する実態調査」によれ
ば、2004 年の輸出は約 320 億円、輸入額は約 3,646 億円で、やはり大幅な輸入超過となっ
ている。
日本のソフトウェア産業の弱さの要因の一つとして、受託システム開発と比較して、
パッケージソフトウェア開発・販売（セミカスタマイズ販売を含む）の比率が低いことが
あげられる。
パッケージソフトウェア開発の場合、開発に要する初期費用は大きいが、複製コストは
1		 off-shore『海岸から離れた沖合』と言う意味、受託したシステム開発・運用管理業務の一部を海外事
業者・海外現地法人に委託すること。
2		 総務省（2007）p. 111 を参照。
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ゼロに近いため、大量に販売できれば巨額の利益を得ることが出来ると考えられる。
さらに、立正大学山崎和海教授 3 によると、情報サービスベンダー側にとって受託シス
テム開発というビジネスモデルには、次のような問題点が指摘されている。
①開発したシステムは顧客企業（ユーザ側）のものとなり、開発企業（ベンダー側）に
はその権利が残らない「発展性の欠如課題」
②新規開発が主であるため開発効率が悪く費用対効果の面での不経済性と、迅速な開
発・コスト削減圧力と言った「情報システムのコモディティ化や非効率化課題」
③新規開発（フルカスタマイズ開発）に伴う「各種のリスク（プロジェクトマネジメン
ト、品質、システムの不安定課題など）」
④付加価値を高めることが難しい労働集約型ビジネスにおける利益率の低さと「下請
け・孫請け問題（産業構造課題）
」
このような諸課題の問題解決策の一つとして、製造業における「オフショアリング」の
戦力的活用に見習った「オフショア開発」が推進されていると言われる。「オフショア開
発」を通じて上記④の解決を図るとともに、「オフショア開発」の持つポテンシャル（海
外での R&D 等）をパッケージソフトウェア開発への転換に活かそうという発想である。
日本のベンダーにおけるパッケージ・ソフト開発・販売は日本国内市場でも未だ成熟し
ておらず、ましてや海外マーケットへの進出まで検討しているベンダーは極めて少ない。
海外展開を進められない主要因は「技術的な課題」より、海外での販売チャネル、サポー
ト体制や現地語対応などと言った「マネジメント課題」が大きいと言われる。
今後、日本のソフトウェア産業は、オフショア開発の有するポテンシャルを活かし、欧
米ベンダーに遅れることなく、効率的な国際分業体制を構築しながら、国際競争力を強化
していく必要があると考える。

Ⅲ

市場としての中国

21 世紀 4 は「アジアの世紀」と言われるように、中国、NIES、ASEAN 諸国の経済的
台頭は著しく、世界経済に対する東アジアの影響力が強まっている。こうした東アジア経
済の活力は、少子高齢化、人口減少といった制約下にある日本経済が新たな成長を遂げて
いく上で不可欠なものであり、東アジア全体の発展に貢献しつつ東アジア諸国とともに
成長していくという関係を構築していくことが日本にとって重要な課題となっている。東
アジアは、1990 年代後半にアジア通貨・金融危機の影響を受けて一時的に停滞する局面

3		 山崎和海（2005）p. 1 を参照。
4		 経済産業省（2006）p. 58 を参照。

124

経営戦略研究

vol. 2

はあったものの、中長期的には持続的な経済成長を遂げており、東アジア・台湾・香港の
実質 GDP の対世界シェアは、1980 年の 21.5％から 2005 年には EU25 を上回る 27.6％に
まで拡大し世界経済の中で大きな部分を占めるに至っている。高度成長に伴って、東アジ
アは一人あたり所得を増大させるとともに、中間層を拡大させており、消費市場としても
成長しつつある。その中でも、中国経済は、実質 GDP 成長率が 2003 年から 4 年連続で
10％を超えるなど、1978 年の改革開放以降、年平均 9％以上の高成長を続けている。さら
に、2001 年の WTO 加盟後の貿易・投資面の拡大は著しく、中国経済の存在感は急速に
高まりつつある。
中国経済は飛躍的に発展し、それに従って生活水準も大きく向上し、「富裕層」や「中
間層」という言葉も頻繁に登場するようになった。中国の市場拡大やニーズの多様化、高
級化に応えるための既進出企業の拡張や生産増強が目立っている。
「在アジア日系製造業経営実態調査」5 によると、2005 年度中国の黒字日系企業は 73％
に達したという。しかも、中国国内での販売で売上増をしている企業が 52.5％を占めたと
いう。進出企業の輸出依存度も低下傾向にあり、中国国内市場向けの方が有望であると言
うことである。
広大な中国であるが、大きく分けるとするならば、沿海州と内陸部に分かれる。よく
取り上げられる中国内経済格差はこの地域間で生じている。1977 年に実権を握った鄧小
平が改革・開放路線を定着させ、92 年の「南巡講話」において、一部の地域が先に豊か
になり、その先行した地域が相対的に貧しい地域を引き上げるという『先富論』に基づく
発展戦略を示した。以来、格差是正方式で経済発展、近代化建設が行われ、発展条件がそ
ろっている沿岸部と内陸部の経済格差が拡大した。最近では地域間格差が最も豊かな広東
省深圳市と最も貧しい甘粛省礼県の間で 1 人あたり GDP にして 170 倍以上（2002 年）ま
で広がっているのである。このため市場としてはこの沿海州を中心に見ていくことになる
が、経済成長によって沿海州の人件費が上昇しても、内陸部から安価な労働力を調達して
くると言う中国の構造は見逃すことが出来ない。
中国市場参入においてポイントとなるのは中国側の発想である。現在の中国は最先端の
技術や品質を持ち込む企業しか相手にしないという認識で取り組む必要がある。また、中
国の慣習や伝統にとらわれていると、市場参入の機会を逸する。例えば、中国人は従来か
らお茶は「暖かいもの」
、冷たいウーロン茶は飲まない、と見られていた。しかし、今で
は若者の間では日本の「生茶」
「午後の紅茶」などが流行しているという。これを受けて
現在、日本の大手飲料メーカーが一斉に中国市場に参入しているのである。
今後の市場競争でのポイントは、日本と同様に CS（顧客満足度）を調査し、細やかに
対応していくことである。また、人事労務管理は欧米流、工場経営は日本流、技術移転は
5		 21 世紀中国総研（2006）p. 406 を参照。
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大胆にという 3 つのマインドが重要であると言われる 6。

Ⅳ

中国のソフトウェア・システム開発産業の現状 7

中国のコンピュータ産業の出発は決して遅くない。1956 年、周恩来の主導のもと『12
年科学技術発展計画』が策定されたのを受け、中国科学院にアメリカから帰国した夏培粛
を中心としたコンピュータ開発チームが作られ、1958 年に中国国産第 1 号である 103 型
汎用デジタル電子計算機が完成された。中国のコンピュータにとって 1980 年代は一つの
転機となった。その背景の第 1 は、1978 年以降の改革・開放の展開であり、第 2 は世界
のコンピュータの大きな変化である。すなわち、コンピュータのダウンサイジング・低
価格化と企業内外のネットワーク化による応用範囲の急速な拡大であり、IBM の PC 参
入以降に発生した IBM AT 期の国際標準化とクローンメーカーの大量発生、部品のモ
ジュール化による国際分業生産システムの成立である。これらのもとで、中国は IBMPC
の互換機生産プロジェクト「長城プロジェクト」を成功させた。国際基準に乗って成長す
る路線をとれば PC の OS はマイクロソフトの MS-DOS/Windows、サーバー等の OS は
Unix となり、アプリケーションもそれらを前提に開発された外国ソフトメーカーの製品
の影響が大きくなる。特に 1996 年に中国語 Windows や中国 Office が開発され、更にそ
の傾向は強まった。
2005 年にはソフトウェア産業の販売収入額は 3900 億元（約 54,600 億円）
、対前年比
40.3％増となったのである。地域別には北京、広東、上海、江蘇が依然ソフトウェア生産
の重点地域であり、特に北京は最大規模を誇っているが、最も急速に成長しているのは江
蘇である。ソフトウェアパークの比重は高く、11 の国家級ソフトウェア産業基地と 6 の
国家級ソフトウェア輸出基地内のソフトウェア企業が全国ソフトウェア企業販売収入に占
める比率は 4 分の 3 にも達している。
2004 年の統計によると、中国国内 ERP メーカーの売上は日本円で数百億に上った。全
国的な範囲で販売する ERP メーカーも十数社に上った。その中で 4、5 社が上場し、これ
らの ERP メーカーは中国ソフトウェア企業に欠かせない存在になってきた。
中国の ERP パッケージのほとんどが会計パッケージをもとに生み出されたものであ
り、会計処理の方がしっかりしている。逆に生産管理の方が弱いと言われている。なぜな
ら、中国では会計制度がしっかりしていて、会計パッケージ開発の歴史も長いからであ
る。逆に生産管理は曖昧で、成熟しているモデルがないため、ほとんどの ERP パッケー

6		 21 世紀中国総研（2006）p. 411 を参照。
7		 本節の記述に関しては、中川涼司（2007）p. 53 によるところが大きい。
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ジには生産管理機能が実装されていない。
主な ERP パッケージとしては、
“北の用友、南の金蝶、真中の博科”といわれる 8。北
（北京）に用友、南（深圳）に金蝶、そして真中（上海）に博科である。

Ⅴ

中国市場における外資企業の展開

日系企業 9 のほとんどの企業がオフショア開発を目的として進出し、また、システム開
発や運用管理をしている日本企業ユーザーに伴って中国に進出するソフトウェア企業もあ
る。もちろん、自社ソフトウェア製品の販売目的もあるが、日系企業が中国企業を顧客と
し、債権回収することはビジネスリスクが高く難しいといわれる。
それに対して欧米系企業は、中国マーケットに自社ソフトウェア製品のライセンス販売
をする目的で進出した企業が多い。しかし、経営のあり方がグローバル対応になっていな
い中国では、欧米仕様のソフトウェア製品の販売は難しく、予想以上に苦戦しているよう
である。
中国のソフトウェア企業にとっては、日本からのオフショア開発委託は、採算性の高
いビジネスとなっている。また、中国政府にとっても、国策となっている IT 振興に役立
ち、輸出振興、更に雇用の拡大と大きなメリットがある。日本は、同じ漢字圏であり、距
離的にも近く、欧米のオフショア開発よりも取り組みやすいオフショア開発は日中両国に
とって利害の一致したビジネスであり、今後とも年率 30％程度で伸びていくものと推測
される。
しかし、IBM10 とマイクロソフトの世界戦略は、世界の IT 業界を規定していると言っ
ても過言ではなく、中国においてもそうである。IBM が 1981 年に PC に参入する際に
とったオープンソース戦略と国際生産分業システムの構築、DOS/V システムによるソフ
トウェアベースでの漢字の処理、更に PC 部門の聡想集団への売却がなければ、また、マ
イクロソフトによる世界標準化への中国語の組み込みがなければ、中国の IT 産業のここ
までの発展は望むべくもなかった。IBM は中国が開放・改革路線に乗り出した 1979 年か
らコンピュータを供給し、業務を拡大してきた。以降、紆余曲折がありながらも、1994
年には長城計算集団との合弁で、長城国際信息産品公司を設立、IBM 及び長城の PC の
生産を開始している。コンピュータ関連では、中国と最も関係が強いと言っても過言では
ない IBM は、中国の人脈や流通網をどの外資企業よりも把握している。そのような強み
を生かし、IBM は他の外資企業に対して、ビジネス・トランスフォーメーション・アウ
8		 ソフトウェア海外調達研究会（2005）p. 112 を参照。
9		 日本能率協会総合研究所（2007）p. 148 を参照。
10		 中川涼司（2007）p. 275 を参照。
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トソーシング（BTO）を中国で提供している。BTO とは業務に精通した IBM の中国ス
タッフが企業の中国内業務を請け負い、継続的にかつ効率的に業務を遂行することで、リ
スクを回避し、迅速に高収益体質へ変革するビジネスモデルである。
IBM と対照的にマイクロソフトは 1992 年以前中国市場について全く考慮しなかった。
それ以前は、中国ではソフトウェアなどはハードウェアのおまけ程度にしか見られず、タ
ダで当然という考え方が強かったため、コンピュータ市場の一定の深化を待っていたよう
にも思われる。1992 年に北京事務所を設置後は確実に位置づけを高め、現在、中国にお
いても Windows と Office が事実上標準化しており、その売上は 368 億ドルに上ると言わ
れている。今後は、PC 用 OS やアプリケーションソフトのレベルで獲得した中国での競
争優位をどのように延長できるかできないかは注目に値する点である。
SAP は 1995 年にようやく中国分公司を立ち上げ、1996 年有名大学と産学共同プロジェ
クト「種蒔計画」スタートをさせた。2003 年には中小企業向け SAP Business One リリー
スし、2003 年までに 400 社、2006 年まで 1,000 社と、ユーザー数を増やしている。SAP
のシステムは大規模企業にしか適用が難しく、中国は国有企業の分割が進む中、中小規模
の企業が圧倒的になりつつあるため、中小規模企業に強い国内ベンダーと提携して、その
シェアの獲得を目指していると言われる。
このように、欧米諸国は、いち早く中国でのマーケティングに取り組み、開拓してき
た。その成果は明示できない、まだまだ途上にあるとも言えるが、長期間かけて取り組ん
できたことによって、確立されたポジションがあり、その果敢さは日本企業も見習うべき
所であると考える。

Ⅵ

中国市場における日本企業の展開

情報サービス業のアジア展開は、当初ソフトウェアの分野で行われているオフショア開
発に見られる製造業と同様に分業を図るパターンから始まり、次にシステム・インテグ
レーションの分野における日本の製造業の進出に伴い国際展開を行うパターン、という
形で進行している。アジアにおける日本の情報サービス企業の現地法人数を見ると、オフ
ショア開発先として有望であり、かつ、日本の製造業も多く進出している中国が最も多く
なっている。オフショア開発先としては、安価で豊富な労働力を保有するインドや中国が
有力候補先としてあげられるが、日本企業の場合は、①日本語への対応能力の高さ、②地
理的な近さ、等の理由から中国が最も多くなっている。中国側から見てもソフトウェア産
業の従事者数及び輸出額が伸びてきている中で、日本への輸出額が約 6 割を占めており、
日本が最大の取引相手国となっている。
日本及び欧米からのオフショア開発を受注していく中で、中国やインド企業の技術レベ
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ルは向上しており、日本企業は厳しい国際競争にさらされている。実際に、親会社からの
オフショア開発の受託においても地場企業との競争が発生しており、また日本市場におい
ても中国やインド企業が進出し、日本企業の下請としてではなく顧客から直接受注する例
も見られ始めている。競争が激化する中で、日本企業が更に事業を拡大していくために
は、オフショア開発先である中国地場企業を有効活用するべく分業関係を深化させるとと
もに、拡大が見込まれる中国などの海外市場への取組を強化していくことが必要であると
考えられている。
日本企業の中では、NEC と富士通が先駆的な役割を果たしている。富士通 11 では、
1995 年 5 月に『富士通（中国）有限公司』という傘型会社を設立し、2003 年 11 月に中国
でのソフト・サービス事業を強化するため、従来の上海の合弁会社を、輸出入経営権を所
有する全額出資の新統括会社である『富士通（中国）信息系統有限公司』に切り替え、中
国全土でシステム構築事業などを手掛けるための関連会社群を一体運営できるよう事業再
編を進めている。現在の中国での売上高は年間 2,200 億円で、2009 年度末までにこれを二
倍に増やすのが目標である。 また、中国 IT（情報技術）大手、用友グループとの協力関
係をテコに、富士通の生産管理ソフトやコスト計算ソフトを用友製の会計ソフトと組み合
わせ、富士通製のサーバーに組み込んで販売する。
では、このような頂点に立つ企業のみが、中国で展開可能かというと、そうではない。
日本国内の中小企業でも、果敢に開拓し日中の架け橋となる可能性がある。むしろ、中小
企業にこそ、しっかり方針をもって中国でビジネスを展開すれば、ステップアップを図る
チャンスがあるのではないかと考えられる。
中国有数のソフトウェア企業、東軟集団も、実は日系企業とのコラボレーションで発展
してきた企業である。1991 年アルパイン 12 では商品のデジタル化に伴い、シングルチッ
プマイコンをはじめとするソフトウェア開発部門の強化が求められていた。1991 年アル
パインと東北大学で東大アルパイン（中国では東軟集団と言う）を合資設立 13 した。将
来の中国市場をにらんだ戦略でもあり、その将来の市場を狙うのであれば、市場ができあ
がってから展開したのでは遅い。理想は、市場が成長していく過程で強力な中国のパート
ナーをもって中国市場を共同で開拓し、ともに発展するということであった。15 年後、
中国自動車産業が発展し、アルパインのカーナビゲーション製品が中国市場で成功した。
確かな技術を持ったビジネスパートナーが必要となり、80 年代から関係構築を図ってい
た東北大学と合資会社を設立、単なる下請けではなく、中国一のソフトハウスを目指すこ

11		 山崎和海（2005）p. 4。
12		 アルプス電気とアメリカ・モトローラ社の合弁会社として 1967 年創業 OEM 先向けに車載用のラジ
オ等の生産を開始。1978 年モトローラとの合弁を解消した。現在本田技研工業をはじめ、日・米・欧
の優良自動車メーカー向けに製品を納入。高い評価を受けている。
13		 沓澤虔太郎（2007）p. 130 を参照。
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とをミッションとした。将来の市場の成長をにらみ、強力な中国のパートナーとともに共
同で市場開拓をし、両者の発展というシナジー効果を狙い、成果を上げたのである。
また、中国での情報サービスビジネス経験者ワークスソリューションズ代表取締役社長
五十木正 14 氏にインタビューを実施した。中国市場についてであるが、SAP が中国に進
出して 20 年、ORACLE で 10 年、これらに比べれば日本企業はまだまだ経験が浅く、中
国ビジネスに対する姿勢も未熟であるといわれる。SAP、ORACLE ですら、未だ利益は
上がらず、これらの企業の累計赤字はかなりのものだろうということであった。それでも
両者は中国シェアを獲得するために展開し続けているのである。中国の ERP 市場はまだ
まだ未成熟である。ただし、中国の国内企業は利益を出している。中国では、会計システ
ムはすでに需要を満たしている。それ以外の、人事システム、生産管理システムで新たに
提案していく必要がある。中国市場はシーズから育てていく市場である。新しい商品を持
ち込んで、現地の企業と提携し、しっかり開拓していけば十分可能性がある。今後も情報
システムというのは、社会的インフラとして位置づけられるので、中国と日本でシステム
を共有できるようになれば、相互発展につながるというビジョンのもと、中国マーケット
に取り組んでいきたいと五十木氏は意欲を示された。ただし、中国のビジネス慣習は日本
と違うので、販売は現地スタッフにまかせるか、現地化するしかないとも指摘された。日
本でのスタンスとのギャップに苦しむと言うことで、日本国内のビジネスと平行して携わ
るのは困難であると語っておられる。

Ⅶ

中国市場における日本企業の今後の展望

日本と中国ではもちろん、社会構造や慣習が異なるので、日本のビジネス手法は、中国
ではそのままでは通用しない。中国には中国のビジネスの手法があるので、その点は、当
然踏まえておく必要があると考える。日本は世界でも珍しく居住者に共通の価値観が多い
社会であるが、中国人にはそれは期待できない。むしろ、欧米に近く、個人主義的考え方
が強い。それは、決して悪いことではないが、日本の人にとってはとまどうことも多いだ
ろう。しかし、それでもひるまず、お互いの相違を認識し、尊重しあった上で、ルールを
決め、共通の目的に向かって努力することが重要である。市場のシステムもルールも確立
されていない中国ではビジネスを展開するためには、更にパートナーの重要度が増すと言
われる。
ただし、パートナーとの関係性にしても、個人的感情で親しいというレベルでは、ビジ
ネスは進まない。また、政府の有力者の力を頼りすぎるのも、問題である。ビジネスの方
14		 元 IBM チャイナ上海室長で、中国ワークスインフォアプリケーションサービス董事長として、現在
も頻繁に訪中し、中国でのビジネス展開に取り組まれている。
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向や戦略をはっきりさせながら、中国人スタッフに成果に対する報酬というインセンティ
ブを与え、良い人間関係を築いていく必要がある。いくらいい人材に出会えても、それら
を活かして行かなければならないし、自己のスタンスを明確にしなければ、相手からも信
頼されないのである。
また、近年盛んになっている中国でのオフショア開発であるが、過剰に推進すると情報
システム産業の空洞化を招くという指摘もある。しかし、何年持つかは別として、中国が
すぐに日本を抜き去るとは思えない。日本のソフト開発の繊細さは世界でも群を抜いてい
る。カスタマイズのレベルでは表現の多様さは膨大である。日本語化というのはなかなか
他の国ではまねが出来ない。日本語は一方で、ソフトウェアの世界で日本が孤立する原因
となっているが、ランゲージバリアが現状では海外のソフト業界から日本を守る役割を果
たしていると言える。それに対して、中国も漢字文化圏であり、日本語の習得熱も他国と
比較して、格段に高い。中国の潜在的実力を評価し、それを効率的に経営システムに組み
込んでいくビジネスモデルの構築が求められている。

Ⅷ

終章

2007 年に入り、中国の電子商取引の大手アリババが日本進出に当たり、ソフトバンク
と提携したり、中国のポータルサイト百度が日本に上陸したりと、中国から日本への情報
サービス産業分野の進出を眼にするようになった。求められる質さえ保証できれば、中国
企業にとっても日本の市場は非常に魅力的であろうと推測される。そういった中国企業の
アグレッシブさには一種畏怖を感じる側面もあるが、日本のユーザー側の反応も、良いも
のは当然受け入れるという考え方で、ネットワークのグローバル化を認識させられる。
また、近年日本のソフトウェア・システム開発企業は中国のみならず、ベトナムをはじ
めとした東南アジアへと目を向けている。まずはオフショア開発からであるが、これは中
国のみに依存することによるリスクを回避したことと、良質なオフショア開発を追求した
結果ベトナムの人的資源に到達したことによる現象である。
このようにコンピュータが創造する仮想ネットワークは突き詰めていけば、現実のネッ
トワークをも構築する。相互の商品やサービスを認め合い、受け入れることを通じて、文
化風習においても共通の空間が広がり、それが、日本と中国及び東アジアの関係を、経済
交流からしても、民間往来からしても、政治交流からしても平和共存、相互依存への道へ
と歩んでいくステップになるのではないかと考える。
最後に、末筆ながら、本課題研究においてインタビューに快くご協力をいただいた五十
木正氏、三箇山清氏他、関係諸氏に心からの感謝を申し上げたい。
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