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経済のグローバル化の持続的な浸透、国際分業のますます細分化、さらには第三次
工業革命がもたらした技術変革によって、世界中のサービス·アウトソーシング産
業は安定的な成長を維持していて、各国の経済構造を高度化する重要なエンジンと
なっており、なおかつ世界的な経済復活を推し進める主な要素となりつつある。

中国の各級政府の支持·推進と企業の積極的な努力のもと、2012 年に中国サービ
ス·アウトソーシング産業は高度成長を持続することができ、企業が受注するサー
ビス·アウトソーシング契約の実行金額と国際市場におけるシェアはさらに拡大し、
国際市場における「中国サービス」の影響力は上昇し続けている。同時に、オンシ
ョア市場のニーズ釈放に伴い、国内市場におけるサービス·アウトソーシングの成
長潜在力が徐々に顕著になっており、サービス·アウトソーシング産業は、中国経
済構造の変化、就業圧力の緩和、貿易構造の調整、エコロジーで持続的な発展等の
方面を促進する作用が、日増しに際立ってきている。

2013 年、中国政府は引き続きサービス·アウトソーシング産業の発展を重視して
おり、政策·サポートの革新、市場の規範化された管理、研修システムの整備を通
して、サービス·アウトソーシング企業の転換·向上のために良好な環境を作り出
すことで、産業全体で 40％の高度成長を実現する見込みである。また、オンショ
ア市場とオフショア市場の両方において同時に発展することが見込まれ、専門化し
た複合型人材をさらに集め、産業区域の配置をさらに合理的にすることとなる。

『中国サービス·アウトソーシング発展報告 2013』は、中華人民共和国商務部に
よる委託を受け、中国サービス·アウトソーシング研究センターが編集した年度産
業報告であり、「内外の同時推進、調和のとれた発展」をテーマとして、2012 年
の中国サービス·アウトソーシング産業発展についての最新状況、新たな特徴、及
び産業発展のホットな問題等について説明し、積極的に討議している。本報告書が、
中国サービス·アウトソーシング産業の発展に注目している国内外の各界の人々に
とって有益な参考となることを希望する。

中国サービス·アウトソーシング研究センター　騫芳莉主任
2013 年 9 月

まえがき
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中国サービス·アウトソーシング研究センター（以下、センターという）は、商務
部直轄の正司（局）級の事業機関である。センターは、中国及び海外のサービス·ア
ウトソーシング分野の産業発展、業界規格、戦略計画、政策ガイド、業態分析、動
向予測、及び現代サービス業の発展、国際投資提携等の関連分野の研究に尽力して
いる。また、年度『中国サービス·アウトソーシング発展報告』、『中国対外投資
提携発展報告』を編集することで、政府の意思決定、区域計画及び企業の発展のた
めに専門的なコンサルティングとサービスを提供しており、なおかつ、国際的な交
流と提携を繰り広げ、「中国サービス」ブランドの国際的影響力を向上し続けている。

センターは、国内外のサービス·アウトソーシング業界の研究においてキャリアの
ある院士、教授等の専門家を招聘して、学術諮詢委員会のメンバー及び特別招聘研
究員を担当してもらっており、上海財経大学と共同でポストドクター作業室を設立
し、高学歴で高素養の専門研究者を有している。商務部研究院、上海改革·発展研
究院、及び上海交通大学、中欧国際工商学院、上海財経大学等の大学や院の研究機
構はいずれも、センターの学術サポートと業務提携のパートナーとなっている。

センターは、サービス·アウトソーシング産業の発展において最先端の位置から、
積極的に研究を展開しており、高品質な一連の重要研究課題を網羅している。この
研究成果は、その科学性、将来性、及び実行可能性において国家の関連部門や委員
会、及び機構からの是認と高評価を得ている。

センターは、国内外の幅広い学術交流を重視しており、国内外の多くの機構と良好
な提携交流関係を築いている。多様な形式の国際交流活動を開催、または参加して
おり、サービス·アウトソーシング分野の重点とホットな問題について、掘り下げ
た研究討論を行い、研究成果を積極的に押し広め、投資促進政策を宣伝し、各地の
ために、企業投資の引き付け、国際的な人材の呼び込み、都市ブランドの向上につ
いてのサポートを提供し、同時に企業の国内外の市場開拓、取引コストとリスクの
軽減、国際的な経営のレベル向上を助け、サービス·アウトソーシング産業の急速
で健全な発展を促進している。

中国サービス·アウトソーシ
ング研究センターについて
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中国サービス·アウト
ソーシング発展の概況

﹥ IDC のデータによれば、2012 年の全世界でのオフシ
ョア市場規模は、1217.2 億米ドルであり、前年比で
18.6％の増加であった。全世界でのオフショア·サ
ービス·アウトソーシング市場のシェアは、ITO が
53.3％、BPOが21.9％、KPOが24.8％を占めている。

﹥ 米国、欧州、日本などの先進国が主な発注国であり、
2012 年のこれら 3つの市場からの発注総額は、全世
界の 88％を占めている。

﹣	 米国のオフショア·サービス·アウトソーシン
グ市場規模は 754.8 億米ドルであり、前年比で
18.8％の増加であった。ITO、BPO、KPOがそれ
ぞれ 55.8％、21.4％、22.8％を占めている。米
国市場は、資源のグローバル化配置、成熟した管
理システム、整備された産業サービスという特徴
を示している。

﹣	 日本のオフショア·サービス·アウトソーシン

グ市場規模は、107 億米ドルであり、前年比で
22.9％の増加であった。ITO、BPO、KPOがそれ
ぞれ 37.8％、31.0％、31.2％を占めている。日
本市場では、「ピラミッド」型のアウトソーシン
グ·モデルを採用しており、企業は国外での研究
開発機構の設立を重視している。

﹣ 欧州のオフショア·サービス·アウトソーシン
グ市場規模は、209 億米ドルであり、前年比で
17.8％の増加であった。ITO、BPO、KPOがそれ
ぞれ 52.1％、21.7％、26.2％を占めている。「近
隣での移行」取引モデルが、欧州市場の主な特徴
である。

﹥ インド、中国等に代表される新興国の経済体を主な
受注国とする世界中のオフショア·サービス·アウ
トソーシングの枠組みがほぼ形成しており、全世界
のサービス·アウトソーシング市場の 85％以上を受
注している。

世界中で拡大し続けるオフショア·アウトソ
ーシング市場
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資料の出所：中華人民共和国商務部。
説明：2009～2011年は6項目の国際認証データで、2012年は13項目の国際認証データである。
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中国サービス·アウトソーシング産業の急速な発展 

﹥ 2012 年の年間サービス·アウトソーシング契約の締結数は、合計 144636
件で、契約金額は 612.8 億米ドルに達した。これは前年比で 37.0％の増加
であり、実行金額は 465.7 億米ドルで、前年比 43.8％の増加であった。そ
のうち、国際サービス·アウトソーシング契約の受注額が438.5億米ドルで、
前年比 34.4％の増加、実行金額が 336.4 億米ドルで、前年比 41.1％の増加
となった。

﹥ 2012 年に、中国で新規増加したサービス·アウトソーシング企業は 4220
社で、新規従業員は 110.7 万人、企業が取得した各種の国際認証は 991 件
であった。

﹥ 2012 年末までで、中国にはサービス·アウトソーシング企業が合計で
21159 社あり、従業員は 428.9 万人、そのうち大学（短大を含む）以上の
学歴者が 291 万人で、全体の 67.8％を占め、企業が取得した各種国際認証
の累計は、4679 件である。



2012年中国のサービス·アウトソーシング市場の構造

2012年中国サービス・アウトソーシングの業界規模及び増加率
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﹥ サービス·アウトソーシング事業は、いまでも IT アウ
トソーシングを主としている。2012 年、ITO 実行金
額は 273.6 億米ドルに達し、事業全体の 58.8％を占め
た。BPO実行金額は 70.8 億米ドルで、15.2％を占め
た。KPO実行金額は 121.2 億米ドルで、26.0％を占め
た。そのうち、KPOの増加率が比較的速く、前年比で
57.0％の増加となった。

﹣ ITO オフショア事業のうち、ソフトの研究開発ア
ウトソーシングの実行金額が 128.1 億米ドルに達
し、67.9％を占めた。情報システムの運営管理·メ
ンテナンスのアウトソーシング実行金額は 40.6 億
米ドルで、21.5％を占めた。

﹣ BPO 事業は、主に金融 BPOサービス、ヒューマ
ンリソース·アウトソーシング、財務アウトソー
シング、コールセンター·アウトソーシング、物
流とサプライチェーン·マネジメント·サービス·ア
ウトソーシング等の分野に集中している。BPOオ
フショア事業においては、企業の業務運営サービ

ス、企業の業務プロセス設計サービス、及び企業
のサプライチェーン·マネジメント·サービスの
オフショア実行金額がそれぞれ、15.9 億米ドル、
12.7 億米ドル、及び 12.4 億米ドルであり、シェ
ア率はそれぞれ、30.6％、24.4％、及び 23.9％で
ある。

﹣ KPO事業は主に、工業設計、製品の技術研究開発、
医薬及びバイオテクノロジーの研究開発と測定試
験等の分野に集中している。

﹥ 新興技術は事業の転換を促進する。中国サービス·ア
ウトソーシング研究センターが組織した企業調査研究
では、84.9％の企業がクラウド·コンピューティング
技術に注目しており、39.6％の企業がビッグデータと
モバイル·インターネット技術の研究を開始していて、
30.2％の企業がモノのインターネット技術の応用を考
えており、さらに 15％前後の企業がニューメディア、
ソーシャル·ネットワーク等に注目している。

ハイエンドな業務が安定して成長
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オフショア·オンショアの協調的発展

オフショア市場の成長が直面する問題

外部からの問題
· 米国では、アウトソーシング回帰の傾向が出現しており

、中国による米国でのオフショア事業開拓にとって新た
な問題に直面している。

· 対日業務では、政治的要因により新たな顧客または新た
な部門のさらなる開拓が比較的困難になっている。

· インドでは、欧米市場において伝統的に優位性を有して
おり、中国企業による欧米での配置と競争参加の難易度
を高めている。

内部からの問題

· 国内の人件費は急速に上昇しており、企業の利益空間が
圧縮される。

· 従業員の離職率の上昇、中堅・上層部の後継者となる人材
が見つからない等の問題は、企業の事業発展にとって問
題となっている。

膨大な内需市場が徐々に開放

市   場

国内市場が徐々に開放されていくことは、すでに発展
の趨勢となっている。非常に大きな金融、電気通信、
伝統的製造業の全面的なニーズ釈放に伴い、企業は全
国への配置を加速しており、一線級の都市から、二、
三線級の都市へと浸透していく動向を形成している。

政   策

地方ではオンショア事業の支援政策が画期的な進展を
実現しており、例えば、南京、広州、深セン、無錫、
アモイ等の都市では、オンショア支援政策が次々と出
されている。
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資料の出所：中華人民共和国商務部。

﹥ 2012 年、中国が受注したオフショア·サービス·ア
ウトソーシング契約の実行金額は安定成長しており、
全世界のオフショア市場のうち 27.7％を占めた。

- サービス·アウトソーシング事業は、日米欧、中
国香港が主な市場である。2012 年に中国が受注
した米国、EU、日本、中国香港のアウトソーシ
ング実行額は、順に89.4億米ドル、54.6億米ドル、
48.3億米ドル、33.9億米ドルで、全実行額のうち、
それぞれ26.6％、16.2％、14.4％、10.1％を占めた。

- 十大事業供給源のうち、中国台湾、韓国等の地区
からの発注業務の増加率は、50％を超えている。

﹥ 2012 年のオンショア·サービス·アウトソーシング
事業実行金額は、129.3 億米ドルに達し、前年比で
51.1％の増加となり、オフショア事業実行金額の増
加率を超えた。

- 現在のところ、中国本土の市場で最も早く開放さ
れたのは、金融と電気通信市場であり、将来的に
はエネルギー、鋼鉄、航空、交通等の業界の大型
企業と政府、公共サービス等の部門も、アウトソ
ーシング事業に開放され、オンショア·アウトソ
ーシングは、さらなる発展が見込まれる。
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中国サービス·アウト
ソーシング企業の発展

企業規模がさらに拡大

﹥ 5000 人を超える規模の企業が 7社あり、そのうち 1万人規模の企業が 5社
ある。文思信息と海輝軟件の合併後、文思海輝技術有限公司は 2万人を超
える規模となった。

﹥ 契約実行金額が 1000 万米ドル以上の企業数は、2011 年の 16.1％から
18.6％まで上昇し、契約実行金額が 1億米ドル以上の企業数も、0.7％から
3.1％に上昇した。

﹥ IT アウトソーシング（ITO）を主要業務とする企業がいまだに主力であるが、
全企業数に占める割合は、2011 年の 71.6％から 2012 年は 66.7％にまで減
少した。ナレッジ·プロセス·アウトソーシング（KPO）に従事する企業は、
2011 年の 23.1％から 30.2％に増加した。

﹥ 中国サービス·アウトソーシング企業の顧客市場は、政府、及び公共サー
ビスの分野が主であり、その次に製造業、電気通信、金融等の分野がある。

2009年 2010年 2011年 2012年

4175 3756 4233 4220

サービス・アウトソーシング企業数（社）

累計総数：21159 社

資料の出所：中華人民共和国商務部。
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45.7%

電子情報 アニメ・
オンライ
ンゲーム

教育

出版

飲食

政府及び公共サービス 製造 電気通信

金融 医療保健 建築及び不動産

バイオ医薬品

卸売・小売

旅行交通 エネルギー 専門サービス
（会計、法律等）

40.3% 38.8%

35.7% 22.5% 19.4%

17.8%

17.8%

16.3% 14.0%
7.8%

7.8%

4.7%

2.3%

0.8%

0.8%

66.7%

35.7%

30.2%
5.4%

0.8%

0.8%

5.4%

8.5%

12.4%

7.0%

8.5%

15.5%

15.5%

6.2%

12.4%

35.7%

55.8%

その他のナレッジ・プロセス

知的財産権の研究

分析学とデータマイニング

医薬及びバイオテクノロジーの研究開発と測定検査

アニメ及びオンラインゲームの設計研究開発

製品技術の研究開発、工業設計、工程設計

その他の業務プロセス・サービス

サプライチェーン・
マネジメント・サービス

企業内部管理サービス

企業業務運営サービス

その他の情報技術サービス

システム・オペレー
ション・サービス

システム・アプリケー
ション・サービス

基礎技術サービス

I TO

BPO

KPO

2012年中国サービス・アウトソーシング企業の業務分野の分布

2012年中国サービス・アウトソーシング企業の顧客業界分布

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター『中国サービス·アウトソーシング企業アンケート
                      調査2013』、2013年2月。
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単一業務から総合サービスを
提供する企業への転換

天津南開創元信息技術有限公司

製造サービスからクラウド
サービスを提供する企業へ
の転換

浪潮集団有限公司

プラットフォーム運営型
企業への転換

福建富士通信息軟件有限公司

業界専門家への転換

優創（青島）数拠技術有限公司

2012年中国サービス・アウトソーシング企業の事業規模とモデル転換

川上業務へのレベルアップ

        •  上海海隆軟件
股份有限公司

アプリケーション・メディ
アのイノベーションのレ
ベルアップ

        •   大連華信計算機技
術股份有限公司

技術ツールのイノベーシ
ョンのレベルアップ

        •   西安絲路軟件
有限責任公司

スマート化への
レベルアップ

        •   江蘇潤和軟件
股份有限公司

サプライチェーンの提携
・統合のレベルアップ

        •   廈門億聯、上海
新致、哈爾濱品格

2012年中国サービス・アウトソーシング企業の技術内容のレベルアップ

資料の出所：モデル都市資料整理。

企業は転換·レベルアップへの道筋を模索

﹥ 中国サービス·アウトソーシング企業は、市場ニーズをガ
イドとして、総合サービス能力の開拓と強化、クラウド·コ
ンピューティング技術の基礎アプリケーションの推進とサ
ービスモデルの開発、電子情報プラットフォームの開発運
営を結合させながら、業界独特のプロセス情報案内と改善
等を通して、業界のモデル転換模索と革新を絶えず推し進
めており、なおかつ、多角的にアウトソーシング事業の技
術内容のレベルアップも推し進めている。	
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企業は資源配分の合理化を加速

﹥ 2012 年、合計 14 社の企業が IPO を実行し、その所
属する業界は ITO が主であった。上場企業が調達し
た資金は合計 41.8 億人民元で、各企業の平均調達資
金は、約 3.0 億人民元であった。

﹥ 2012 年、中国サービス·アウトソーシング企業では
数十件の大規模な企業合併買収が発生した。文思信

息と海輝軟件の合併以外に、博彦科技、軟通動力、
中軟国際、神州数碼等、多くの企業が立て続けに合
併買収を行い、その分野はソフト開発、集積回路設計、
技術サービス及びアニメ開発等の分野に及ぶ。ここ
10 年の中国サービス·アウトソーシング企業の買収
合併の歴史からすると、規模の拡大、優れた技術と
市場ルートの獲得を目的とした買収合併が主である。

14 社の企業 

41.8 億人民元

I
P

O

文思信息

海輝軟件

博彦科技

軟通動力

中軟国際

神州数碼

ソフト開発

集積回路設計

技術サービス

アニメ開発

関係する
主な分野

その他
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90.7%

オフショア・アウトソー
シング契約の実行金額

モデル都市の各指標が全国に占める割合

86.8%

オンショア・アウトソー
シング契約の実行金額

70.4% 72.9% 71.0% 66.9%

サービス・アウトソー
シング企業

サービス・アウトソー
シング従業員 認証数

13項目の
国際認証数

2012年末までで2012年

資料の出所：中華人民共和国商務部。

中国サービス·アウト
ソーシング区域の分布

モデル都市による先導の効果は明らか

﹥ モデル都市が集まった先導効果は顕著である。

- 2012 年、モデル都市が受注したオフショア·ア
ウトソーシング契約の実行金額は 305 億米ドル
に達し、全国総額の 90.7％を占めた。オンショ
ア·アウトソーシング契約の実行金額は 112.2 億
米ドルに達し、2011 年比で 48.8％の増加であっ
た。この増加率はオフショア事業を超えている。

- 2012 年末までで、モデル都市にはサービス·ア
ウトソーシング企業が合計 14898 社あり、従業
員は 312.8 万人、企業が取得した認証数は 7151
件	で、それぞれ全国に占める割合は 70.4％、
72.9％、71％であった。

﹥ その他の都市での急速なサービス·アウトソーシン
グ産業の発展

- 2012 年末までで、寧波、青島、瀋陽、長春、鄭
州、洛陽、馬鞍山、昆明、ウルムチ、福州、蕪湖
等の 11 の非モデル都市での累計契約金額は 80.2
億米ドルとなり、契約実行金額は 43.9 億米ドル
に達した。そのうち、受注したオフショア·ア
ウトソーシングの累計契約金額は 63.7 億米ドル
で、契約実行額は 31.5 億米ドルとなり、全国に
占める割合はそれぞれ 4.9％と 3.6％であった。
サービス·アウトソーシング企業は合計 1407 社
あり、従業員は 28.6 万人、全国に占める割合は
6.7％であった。認証数は 721 件で、全国に占め
る割合は 7.2％、そのうち 13 項目の国際認証数
は368件で、全国に占める割合は7.9％であった。

14 社の企業 

41.8 億人民元

I
P

O

文思信息

海輝軟件

博彦科技

軟通動力

中軟国際

神州数碼

ソフト開発

集積回路設計

技術サービス

アニメ開発

関係する
主な分野

その他
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サービス·アウトソーシング工業団地機能
の段階的な整備

•  同一市内の複数の工業団地を
統括し、相互に補完し合いな
がら発展：

　西安、合肥、上海、無錫

•  工業団地間の国際的な提携を
展開：

　天津、大連

•  明確な工業団地の発展計画を
制定し、発展の方向性と位置
づけを確定：

　広州、成都

明確な位置づけの提携発展

•  サービス・アウトソーシング
工業団地の査定システムの設
立：

　重慶、広州、西安等

•  工業団地の管理体制メカニズ
ムの刷新：

　杭州、蘇州、武漢

•  都市が有する開発区、保税港
区等における競争優位産業集
積の提携発展：

　アモイ、大連、上海

•  特別政策が工業団地の発展を
サポート：

　長沙、ハルピン、済南

•  人材育成、融資、情報技術等
の公共サービス·プラットフ
ォームの設立：

　北京、大連、天津

•  工業団地と学校の提携、工業
団地と企業との提携による人
的資源提供サービス

　蘇州、深セン

政策サービス・システムの整備管理体制メカニズムの刷新

工業団地の発展が徐々に整っていく

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター、各モデル都市資料。

サービス・アウトソーシング専用工業団地の発展経験

﹥ 2012 年までで、各モデル都市が認定したサー
ビス·アウトソーシング模範工業団地は、合計
164 か所である。そのうち、上海、杭州、無錫、
南京、蘇州の 5 か所のモデル都市にあるサービ
ス·アウトソーシング工業団地は合計 48 か所に
達し、全国のサービス·アウトソーシング模範
工業団地総数の 30％近くを占める。

﹥ 工業団地は、産業発展の主要な機能キャリアと
なっており、良好な生態環境を有し、インフラ
設備が整備されていて、大きな影響力とクリエ
イティブな活力を備えたサービス·アウトソー

シング企業が集まっている。

﹥ 工業団地は運営メカニズムと管理サービスの面
で刷新し続けており、工業団地の発展環境にさ
らなる改善が見られ、機能面でもさらに向上し
ていて、ブランド特徴の効果が顕著である。

﹥ 工業団地は、相応する政策措置を打ち出し、情
報の安全と知的財産権の保護をさらに強力なも
のにし、公共サービス·プラットフォームの建
設をさらに強化している。
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中国サービス·アウト
ソーシングの発展環境

人材育成システムのさらなる整備

﹥ 2012 年、全国のサービス·アウトソーシングの新規
従業員数は 110.7 万人だった。そのうち、大学卒業
生（短大を含む）の新規従業員が 67.7 万人で、新規
従業員の 61.2％を占めた。全国のサービス·アウト
ソーシング従業員数は 428.9 万人に達し、そのうち、
本科およびそれ以上の学歴者が 162.1 万人で、全体
の 37.8％を占めた。専門学校の学歴者は 128.9 万人
で 30.1％を占め、その他が 137.9 万人で 32.1％を占
めた。

﹥ サービス·アウトソーシング企業が人材に求める基
本的な要求は、（1）ある程度の外国語能力を有し
ており、企業の海外からの受注業務をこなすことが
できること。（2）ある程度の技術を有しており、
Java、.net、C++、C等の分野以外に、SAP、BI（ビ
ジネスインテリジェンス）、Oracle 等の中高レベ
ルな開発言語を習得しており、なおかつ実際に取り
扱うことができること。（3）ある程度の総合的な
教養を身につけていることで、つまり、言語、技術、
ビジネスコミュニケーション等の能力を同時に扱う
ことのできる人材のことである。そのうち、長年の
仕事経験、管理能力を有し、1人で業務を受注する
ことができて、チームを引っ張ることのできる中·高
度の人材は、サービス·アウトソーシング企業にと
って急ぎ必要とする人材である。

﹥ 2012 年、全国のサービス·アウトソーシング産業
で研修を受けた人は 129.3 万に達し、前年比で 26.3
万人増加した。そのうち、モデル都市で研修を受け
た人は約103万人で、前年比で19.2万人増加した。
全国各地の高等教育機関がサービス·アウトソーシ
ング関係の専門科目を設置し、学校と企業による協
力関係を展開して、授業の入れ替え等の方法を採用
することで、関係する専門の訓練を繰り広げた。中
央財政と地方の見返り資金のサポートのもと、多様
な形式のサービス·アウトソーシング人材育成基地
と実地訓練のプラットフォームを築き上げた。

154.7

71.1

238.2

78.1

318.2

85.4

428.9

110.7

2009 2010 2011 2012

32.1%

37.8%

30.1%428.9

2009-2012年の中国アウトソーシング従業員の状況

単位：万人

サービス・アウトソー
シング従業員数

新規従業員数

2012年の中国サービス·アウトソーシング従業員の構造

2007年-2012年の中国サービス·アウトソーシングの
訓練を新たに受けた人数

2009 2010 2011 2012

44.4

23.9
16.1

26.3

本科及びそれ以上

専門学校以上

その他

単位：万人

資料の出所：中華人民共和国商務部。
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﹥ 2009 年以来、国務院の『サービス·アウトソーシン
グ産業の発展問題に関する返信』（国辦函［2009］9
号）を指標として、国は 30 以上のサービス·アウト
ソーシング発展奨励政策を相次いで実施し、財政資
金、税制優遇、人材育成、プラットフォームの構築、
税関の監督管理、特殊労働時間、知的財産権保護等
の方面から、サービス·アウトソーシング産業の成
長を強力に促進してきた。2012 年、各級政府は国家
政策の実施を強化し、地方の関連政策をさらに整備
した。同時に、知的財産権の保護もさらに強化した。

﹥ 中央政府が公布した、サービス·アウトソーシング
産業発展に関する政策文書には、主に『中国国際
サービス·アウトソーシング産業発展計画の綱要
（2011-2015）』（商服貿発［2012］431号）、『2012
年度国際サービス·アウトソーシング業務受注の発
展資金の管理作業に関する通知』（財企［2012］165
号）、『国家第12次5カ年計画期間の金融サポート·サ
ービス貿易発展に関する意見』（商服貿発［2012］
86 号）を含む。財政部と商務部は引き続き、海外か
らのサービス·アウトソーシング業務受注の発展事

項に関する専門の資金援助を取り決めており、海外
からのサービス·アウトソーシング受注に関する事
業に資金援助を行っている。

﹥ 地方政府は、政策実行にさらに力を入れており、地
方の関連政策をさらに整備し、サービス·アウトソ
ーシング奨励政策システムを徐々に完備しつつあり、
一部のモデル都市ではオンショア市場支援政策も模
索している。

﹥ 公共サービス·プラットフォームの構築は、ハード
設備建設から関連ソフト（情報、技術、人材、宣伝、
融資、知的財産権サービス等）の整備への移行を実
現した。公的プラットフォームの専門的な特色がさ
らに鮮明になっており、機能性が高まっている。一
部のモデル都市では、サービス·アウトソーシング
の取引を促進する環境を整備し始めており、北京市
サービス·アウトソーシング取引プラットフォーム
は、会員企業100社以上を引き付け、上海市は現在、
国家サービス·アウトソーシング取引プラットフォ
ームの建設を積極的に準備している。

政策システムの整備

政策を増やし、イノベー
ションを継続かつ統合

産業の規範化した発展の推進

オフショア・オンショアの
協調した発展の促進

情報安全と知的財産権の
保護の強化

海外市場の開拓を強化

各地の区別化、
差別化した発展の奨励

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター。

政策のサポートシステムが日に日に整備される
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情報安全及び知的財産権の保護

﹥ 2012 年に『国務院の情報化発展の推進と情報安全の確実な保障に関する若
干意見』（国発［2012］23 号）が公布された。各省市は、情報安全の法律
法規体系構築を強化し、陜西省は『陜西省個人情報安全保護規範』を公布、
広州市は『広州市サービス·アウトソーシング情報安全保護の実施方法』
を公布·施行、成都市は情報システムの安全レベル保護レベル報告を公布、
重慶、アモイ等の都市でも、情報安全保護方面の管理方法が次々と公布さ
れている。

﹥ 21 のモデル都市が『サービス·アウトソーシングモデル都市の知的財産権
と情報安全保護宣言』を合同で公布し、商務部は、中国のサービス·アウ
トソーシング知的財産権保護と情報安全問題についての研究を、専門の研
究機関に委託して、『中国サービス·アウトソーシング知的財産権保護と
情報安全問題の研究』報告を公布した。

﹥ 国務院事務局は、『2012 年全国知的財産権侵害と偽ブランド劣悪商品の製
造販売取締の骨子』を公布し、国家知識産権局は、地方で第一弾となる特
許情報サービスセンターとして、北京、天津、上海、済南、成都、黒竜江、
海南、及び湖北等の 29 の地域に地域性知識産権局を確立し、今後、武漢、
広州、成都、蘇州、杭州等の 23 の都市を国家知的財産権モデル都市の第一
弾とすることが確定している。

23箇所

第一弾の地方特許情報サービスセンター

•  北京

•  天津

•  上海

•  済南

•  成都

•  黒竜江

•  海南

•  湖北

•  武漢

•  陜西

•  南京

•  杭州

•  大連  

•  。。。

•  武漢

•  広州

•  深セン

•  長沙

•  成都

•  蘇州

•  杭州

•  済南

•  青島

•  鄭州

•  ハルピン

•  南京

•  南通

•  鎮江

•  福州

•  東営

•  大連

•  煙台

•  洛陽

•  泉州

•  温州

•  西安

•  蕪湖

第一弾の国家知的財産権モデル都市

29箇所

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センターが公開された資料を基に整理。
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中国サービス·アウト
ソーシングの発展展望

グローバルな産業発展の展望

﹥ 2013 年、全世界でのサービス·アウトソーシング市場の成長率は 4％を突
破する見込みであり、その規模は 8900 億米ドルを超える。そのうち、オン
ショア市場が全世界の産業規模の 75％以上を占めている。

﹥ 2013年、米国、日本、欧州の3つの地域が、引き続き全世界のサービス·ア
ウトソーシング市場の主導的な地位となることが見込まれる。しかし、イ
ンドや中国等の新興市場でのアウトソーシング需要が高まるにつれて、米、
日、欧の 3つの発注市場が占める割合は低下する可能性がある。

﹥ 受注市場の競争がさらに激しくなっており、2013 年のインド、中国両国が
受注するオフショア·サービス·アウトソーシングの規模は、世界市場の
80％前後を占めることが予想される。同時に、アイルランド、マレーシア、
フィリピン、ブラジル等の地域も、サービス·アウトソーシングの産業の
発展を推進する措置、インフラ設備の整備を積極的に実施している。
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単位：億米ドル

2010-2013F 全世界でのサービス・アウトソーシングの市場規模

2013年の全世界でのサービス・アウトソーシング市場の発展展望

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター、IMF、IDC。

米国は世界で最も主要な発注市場であ
り、IDCの予測によれば、2013年の米
国企業のIT支出は6％増加し、サービス
·アウトソーシングの成長が見込まれ
る状況である。

欧州債務危機が欧州経済共同体に与
えたマイナスの影響により、依然と
してこの地域全体の経済発展低迷が
見られ、発注市場の規模は長期的に
1％の成長率を維持している。

IDC Japan株式会社の調
査研究によれば、人的資
源、財務会計、購買、カ
スタマーサービスを主と
したオフショア·サービ
ス·アウトソーシングは
、7.5％の成長率で安定的
に発展している。

インド、中国等のアウトソーシン
グ需要が高まるにつれて、新興市
場は絶えず注目を集めている。
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2010-2013F 年の中国サービス・アウトソーシング契約実行金額、及びオフショア契約実行金額の成長状況

資料の出所：中国国家統計局、『政府作業報告』。

2013年中国サービス・アウトソーシング産業の業界分野の発展展望

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター。

単位：億米ドル

契約実行金額 オフショア実行金額

実行金額の成長率 オフショア実行金額の成長率

ITOは長期にわたり、我が国
のサービス・アウトソーシン
グ産業発展の重要な分野と
なっており、安定した成長
状態に入っている。

高付加価値のKPO業務の成
長率が加速しており、2013
年にこの趨勢はさらに加速す
ることが予想される。

スマートシティの建設がもた
らすチャンス：安全都市、電
子政務、デジタル医療、スマ
ート交通、インテリジェント
ビル等に関係するシステムと
、プラットフォーム開発、IT
維持管理サービス、情報化計
画コンサル、データ処理分析
等のサービス・アウトソーシ
ング分野。

電子商取引の発展がもたらす
チャンス：プラットフォーム
の構築、運営維持管理、デー
タ分析処理、カスタマーサー
ビス、物流計画等の関係する
アウトソーシング業務。
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中国の産業発展の展望

﹥ 2013 年の中国サービス·アウトソーシング産業の契約実行金額、及びオフ
ショア契約実行金額は、それぞれ 680 億米ドルと 480 億米ドルを突破する
見込みであり、40％前後の成長率を保っている。オンショア市場の占める
割合も 30％を突破する見込みで、産業発展の新たな成長点となっている。

﹥ ITO は、中国サービス·アウトソーシング産業発展の重要な分野であり、
ITO が占める割合は 55％前後を維持する。KPO の占める割合は 30％を突
破する見込みで、スマートシティ、電子商取引等の分野は、中国サービス·ア
ウトソーシング産業発展の新たな目玉となっている。

﹥ オンショア·アウトソーシング市場の開拓、グローバルな交付センターの
設立、整理統合·買収合併戦略の実施、技術のリードによる業務のレベル
アップ等の 4種の方法は、サービス·アウトソーシング企業発展の主要な
手段となっている。

﹥ 2013 年、国は「モデル都市が他をリードする」の基本方針を堅持するこ
とに変わりはなく、「モデル都市の総合評価基準」は国務院の批准をすで
に得ており、モデル都市と潜在力のある都市の産業発展をさらに刺激して
いる。

2009-2013F

      

2013年中国サービス・アウトソーシング企業の発展展望

資料の出所：中国サービス·アウトソーシング研究センター。

技術の向上 市場の開拓

交付センター整理統合・合併買収

クラウド·コンピューティ
ング、ビッグデータ、3D
プリンター等の新技術の定
着は、サービス·アウトソ
ーシング企業に新たな発展
分野をもたらし、なおかつ
ビジネスモデルの革新をリ
ードしている。

企業のオンショア市場規模
は、オフショア市場の2倍
であり、現在のところ、中
国のオンショア市場のニー
ズ解放は全体規模の27.2％
を占めるに過ぎない。
　「33号文」では、明確
にオンショア市場の発展を
推進している。

オンショア・アウトソー
シング市場の開拓

グローバルな交付センターの構築

整理統合・合併買収戦略の実施

技術のリードで企業を高度化

合併買収は、企業の大規模
化を実現する手段の1つで
ある。国際的な競争力を有
する大企業を育成すること
が、現在、我が国のサービ
ス・アウトソーシング産業
発展に必要な事である。

中国企業は現在のところ、
全世界に20社以上の交付
支払センターを設立してお
り、「対外経済進出戦略」
により、国からの強力なサ
ポートをさらに得られる見
込みである。
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本文中で言及する観点は、中国サービス·アウトソーシング研究センターの研究成果であり、業界関係者への参考情報
としてのみ提供する。完全版の『中国サービス·アウトソーシング発展報告 2013』が必要な場合、センターの総合部
スタッフまで連絡すること。

Copyright � 2013	COI

中国サービス·アウトソーシング研究センターが版権所有

中国サービス·アウトソーシング研究センター
住所：上海市浦東新区新金橋路 27 号 13 号、201206
電話：021-50302256
ファックス：021-50302838

北京事務所
住所：北京市東城区安定門外東后巷 28 号、100710
電話：010-84241418
ファックス：010-64255670

http://coi.mofcom.gov.cn





中国サービス·アウトソーシング発展報告　2013
2 0 1 3  R E P O R T  O N  C H I N A  O U T S O U R C I N G  D E V E L O P M E N T

中国サービス·アウトソーシング研究センター    C O I


