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ASNET日本・アジア学講座「日中関係の多面的な相貌」

中国ソフトウェア産業の展開と対日オフショア開発
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３．ソフトウェア産業先進地域：大連・北京・上海大連
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１．中国ソフトウェア産業の産業組織・地域分布
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ソフトウェア輸出企業ベスト２５（2006年）
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ソフトウェア産業１００傑
ソフトウェア輸出産業２５傑

• １００傑

１）通信・家電系、大学研究機関ベンチャー系

２）外資系

３）業務系、組み込み系

• オフショア大手

１）大連系（東北大、海事大）

２）大学研究機関ベンチャー系
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市場の急拡大と高くない輸出比率

年次 業務収入(億元） 総額（億ドル）
2000 560
2001 751 7.5
2002 1,100 15.0
2003 1,600 20.0
2004 2,780 28.0
2005 3,900 35.9
2006 4,800 60.0
2007 5,800 102.4
2008 7,573 142.0

出所：信息産業部電子信息産品管理司・信息産業部経済
体制与経済運行司・中国軟件行業協会編『中国軟件産業
発展研究報告2008』、工業和信息化部資料（2009年2月
20日）。 6

日本中心のソフトウェア輸出構造
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分野別ソフトウェア業務収入

2007 2,017 1,478 1,155 978 171 5,800
2008 3,166 1,616 1,118 1,455 217 7,573

出所：信息産業部電子信息産品管理司・信息産業部経済体制与
経済運行司・中国軟件行業協会編『中国軟件産業発展研究報告
2008』、工業和信息化部資料（2009年2月20日）。
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情報サービス産業の就業構造
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理工系大学等卒業生の専攻別需給
状況（2006年）
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ソフトウエア産業の地域分布

行政区 企業数 営業収入
（万元）*

行政区 企業数 営業収入
（万元）*

広東 2,768 12,328,539 河南 178 414,638
北京 4,387 12,085,300 黒竜江 301 362,550
江蘇 1,297 9,053,276 河北 159 191,233
上海 1,166 4,800,000 安徽 105 189,284
遼寧 500 2,831,001 江西 66 185,097
浙江 845 2,685,535 広西 60 174,726
山東 524 2,573,530 内蒙古 61 158,295
四川 300 2,139,213 貴州 70 127,728
福建 363 1,986,700 雲南 31 83,805
陝西 620 1,153,400 甘粛 49 58,464
天津 258 1,028,202 新疆 106 51,836
重慶 129 856,316 山西 52 28,670
湖南 400 815,630 海南 28 11,376
湖北 208 653,286 宁夏 16 9,175
吉林 205 610,000 合計 15,252 57,646,805

*2008年1-9月の集計数字。
出所：中国産業研究報告網（2008年12月31日）。
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産業組織の特徴

• 通信・家電系、大学系、留学ベンチャー系、
外資系

• 事業ソフト、組み込みソフト、ミドルウェア系、
ローカライズ・研究開発系、ゲーム系

• 内需主導、オフショア・人材派遣も拡大

• 大中小企業の集積

• 沿海地域（経済開発・ハイテク区、文教地区）
→内陸？
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日本の情報サービス産業売上高（100万円）

（「特定サービス産業調査」）
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日本の情報サービス産業就業状況
（「特定サービス産業調査」）
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日本における情報サービス産業売上
高および従業者数の推計

（情報サービス産業協会、2008.11.28）

16

日本における情報サービス産業従業者数
の職種別推計

（情報サービス産業協会、2008.11.28）
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２．ソフトウエア産業の発展と産業政策
１）高新技術産業開発区

• 1975年：復旦大学計算機科学系成立
• 1978年：北京大学計算機科学技術系
• 1984年9月：中国軟件行業協会China Software Industry Association
• 1985年3月：中共中央「科学技術体制の改革についての決定」
• 1988年：国家科学技術委員会「火炬計画」
• 同年6月：北京市政府「北京市新技術産業開発試験区暫定条例実施弁

法」
• 1990年4月：上海浦東新区、張江高科技園区着工（同年10月）
• 1991年3月：「国家高新技術産業開発区」26カ所指定（国家計画委員会）

／国家科委「国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法」
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２）ソフトウエア産業振興政策
• 1995年：中共中央・国務院「科学技術の進歩を加速させる決定」
• 1999年：中共中央・国務院「技術革新を促し、ハイレベルの科学技術を発展させ、

産業化を実現する決定」
• 2000年６月：国務院「ソフトウエア産業およびIC産業の発展を奨励する政策」（18

号文件）
• 2001年7月：「国家ソフト産業基地」10カ所認定（国家発展計画委員会、信息産業

部） （北京、成都、大連、西安、広州、長沙、南京、上海、杭州、済南 ）
• 2002年7月：国務院信息化工作弁公室「ソフトウェア産業振興行動要綱（2002－

05年）」
• 2003年11月：教育部、国家発展改革委員会、科学技術部、人事部、労働社会保

障部、信息産業部、海関総署、国家税務総局、国家外国専家局「ソフトウエア人
材の育成と機構整備の加速化に向けた意見」（教高[2003]10号）

• 2004年1月：商務部、国家発展改革委員会、信息産業部「国家級ソフトウエア輸
出基地」5カ所を認定（上海、大連、深圳、天津、西安。のちに北京を追加）

• 2006年12月：商務部「国家級ソフトウエア輸出・イノベーション基地」の認証（広州、
南京、杭州、成都、済南）

• 2008年3月：従来の信息産業部を基礎に、国家発展改革委員会の産業政策部
門、国防科学技術委員会の関係部門を吸収する形で、「工業和信息化部」が発
足。
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国務院「ソフトウエア産業およびIC産業の発展を奨
励する政策」（18号文件。2000年６月 ）

• インフラ整備に対する財政補助

• ソフト企業に対するベンチャー投資の優遇、上場支援

• 増値税の減免（実効税率3％を越える部分）、企業所得税の
「両免三減半」（２年間の免除、3～5年目は50％免除）、指定
ソフトウエア企業に対する上記期間外の減税（税率10％を適
用）、設備輸入に対する関税免除

• 賃金コスト・研修費の所得課税対象からの控除

• OS開発に対する財政資金・国家プロジェクトによるテコ入れ、
輸出金融・輸出保険での優遇、一定額以上の輸出自主権の
付与

• 品質認証・CMM取得などに対する優遇・補助

• 知財保護にかかわる法制度の整備
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３．ソフトウェア産業先進地域：大連・北京・上海

＜大連＞
• 経済開発区・ハイテク区・ソフトパーク・市内インキュベータ施設
• 大連理工大、大連海事大、東北師範大、大連外語大：日本語人材・日本

との距離
• 三大オフショア企業（開発・教育）＋ソフトパーク・中小企業
• 旅順南路第2期、南海、成都、武漢、天津、蘇州への拡大

<北京＞
• 大学・研究機関・留学生
• 創業園・オフィスビル・緩い集積
• 家賃・人件費の制約、東北旺・昌平区、蘇州への拡大

＜上海＞
• 浦東新区・大学
• 浦東ソフトパーク第三期、蘇州への拡大
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３．大連のオフショア・ソフト産業と産業集積
１）高新区の現状

• 20世紀初頭に東清鉄道南部支線が開通。

• 日本の植民地期（関東州）には製粉製油メーカー、造船
メーカー（現在の大連造船）、化学メーカー（現在の大連
化学）、セメント産業（現在の大連水泥）が集積し、大連
工業専門学校（現在の大連理工大学）や旅順工科大、満
鉄中央試験所（現在の中国科学院化学物理研究所）な
どの高等教育・研究組織の形成をみている。

• 1980年代半ばに経済技術開発区。行政的には計画単
列。

• 1991年：国家級高新技術産業開発区の指定

• 大連高新区は市西南近郊、大連理工大学、大連海事大
学、東北財経大学、大連医科大学に隣接
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２）東軟集団Neusoft
• 1991年に東北工学院（現・東北大学）の若手教員が日本のアルパイン社よりナビ

ゲーションシステムのソフトウェア開発を受注したことを嚆矢とし、同社の出資を
受けて瀋陽で設立された「東北工学院アルパインソフトウエア研究所（有限公
司）」を前身とする（沓澤,2007）。

• 1996年には「東北大学軟件集団有限公司」が設立され、東芝と合弁して「東東系
統集成有限公司」を設立、同年６月にはアルパインとの子会社「東大アルパイン
軟件股份有限公司」を上海証券取引所に上場 している（現・東軟軟件股份有限
公司）。

• 1999年に大連ソフトパークに進出、日系およびフィリップスとの子会社などの企
業を整理・統合する形で2003年には東軟集団有限公司( Neusoft Group Ltd.)と
なっている。すなわち東軟集団有限公司は東北大学、上海宝鋼集団、華宝信託、
アルパイン、東芝、フィリップスなどから出資を受けた持ち株会社であり、この傘
下に大きく分けてソフトウエアおよびソリューション・サービス、医療関係のシステ
ム開発、IT教育および訓練の３つの事業分野を有する。ソフトウエアおよびソ
リューション・サービスは業務用ソフトのオフショア開発を中心とし、医療系統には
東軟医療システム、東軟・フィリップス医療設備システム、さらに教育関係では大
連東軟信息職業学院、南海東軟情報学院，成都東軟情報学院の独立学院もしく
は私立専科大学、ならびに東北大学生物医学・情報工程学院の４教学組織を有
する。また日本などに営業ならびに開発・人材派遣を担う現地法人を有している。

• 同集団は2007年3月現在、従業員数は8001名を有し、うち7688人はソフトウェア
技術者である。平均年齢は28歳で、主として瀋陽、大連、南海および成都の4つ
のソフトウェア・パークで開発業務を担い、8000以上の企業と取引している。
2006年の売上高は31.5億元であり、オフショア業務では中国最大のソフトウェア
開発企業である。

• 劉積仁総裁は東北大学副学長を兼務。
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大連軟件園DLSP

• 億達集団（孫蔭環総裁）が東軟集団と連携して開発し
た「官助民弁」のソフトウェア・パーク。

• DLSPは大連軟件園の運営会社。ソフトパークの造成、

集合ビルの建設、宅地分譲、教育環境の整備を担当。

• GE、IBM、HP、アクセンチュア、パナソニック、ソニー、
日立、NTT、NCR、オラクルなどが入園、入居。

• 2007年9月以降、旅順南路に大連軟件園第二期を造

成開始。

• 2007年以降、武漢、天津、蘇州に進出、ソフトウェア・

パーク、集合ビルの運営に参与。
26
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大連東軟信息学院

• 東軟集団（60％）と億達集団（40％）により2000年9
月設立された「独立学院」。

• 4年制の東北大学東軟信息学院と遼寧省認可によ
る大連東軟信息技術職業学院よりなる。

• 南海（2002.9～）、成都（2003.9～）に姉妹校

• インターンシップや産学連携で「培訓」

• 2009年5月：教育部の認可により、東北大学東軟信
息学院は「普通高校」の資格を有する「民弁大学」に
転換。
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東軟信息学院（本科）2009年学生定員

29

東軟信息技術職業学院2009年学生定員

30

学費以外の諸経費

• 注：
• 1. 学费等收费项目和标准按照政府物价部门相关文件规定执行。
• 2. 住宿费1200元／年。
• 3. 艺术设计(电脑动画方向)、艺术设计(游戏设计方向)、艺术设计(视觉

传达设计方向)、动画专业的最终收费标准以政府物价部门审批为准。
• 4. 学费退费办法按国家有关规定执行。
• 5. 为进一步加强学生的动手实践能力培养，根据课内外教学与实训的

需要，学生入学需要配置笔记本电脑，学院将招标采购国际著名品牌笔
记本电脑，学生按采购中标价支付电脑款（报考普通类专业的学生，电
脑价格不超过7000元；报考艺术类专业的学生，电脑价格不超过10000
元。均为主流高配置，明显低于同期市场价格），其产权归学生个人所
有。学生可自愿选择购买，也可自备笔记本电脑，自备电脑配置需经学
院数字化中心技术检验确实能够满足学习需要。
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３）「大連中小型軟件企業聯合会」
と中小ソフトウエア企業の役割

• ハイテクパーク、ソフトパーク以外にも大連の市内に
は主として中小企業向けのオフィス施設が用意され、
ソフト開発のインキュベータとしての役割を果たして
いる。たとえば市中心部中山区の遠大大厦には、
区科学技術局傘下の「科技企業孵化中心」が設け
られ、一定の条件を満たすハイテク企業が割安な家
賃で入居している。また大連経済技術開発区も含め
た外資系のハイテク・ソフト企業向けの人材紹介や
研修を行う企業も、外資系企業の駐在事務所など
が集積する市中心部を中心に展開している。

32
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大連ソフト技術者の賃金水準

• ちなみに2007年３月の段階で筆者らが大連の人材紹介企業で聴取した
ところでは、大連における賃金水準は日本語を理解しない通常のPGで
月に3000元程度、日本語の可能なSEで4000元程度、日本語可能なPM
で１万元以上であるという[1]。一方、大連市区の最低賃金は、従来の月
450元から2006年8月１日以降、月600元に、経済技術開発区および保
税区の場合は500元から700元に引き上げられている。一般の労働に比
して、ソフトウエア産業の高賃金水準が理解できよう。

•
[1] これは大連における外資系製造業における賃金水準よりも高いとさ
れる。ちなみに大連ではIBMやHPなどの大企業が進出し、日本語の可
能なSEやPMクラスの賃金が高騰しており、調査した人材紹介企業の仲
介例では、月給１万3000元、１万5000元、１万7000元といった水準に達
しているという。

34

35

北京中関村におけるソフトウェア産業の集積

• 北京のハイテクパークとして「中関村科技園区」が知られるが、実態は傘下
の海淀科技園、豊台科技園、昌平科技園、電子城科技園、亦昌科技園、
徳勝科技園、健翔科技園の総称である。それぞれ地方政府を背景とした
第三セクターがデベロッパーとして土地の収用から開発を担い、賃貸、分
譲および関連するサービスの提供を担っている。

• 手狭になった北京市におけるハイテク産業の新たな受け皿として、21世紀
に入り北京市政府のテコ入れのもと、３つの国有企業を大株主として北京
中関村ソフトパーク（北京中関村軟件園発展有限公司）が設立され、中関
村の北方に位置する海淀区東北旺に敷地面積139万㎡、総建築面積60万
㎡のソフトパークを造成・運営している。同園は2001年7月に国家発展計
画委員会、信息産業部により国家級軟件産業基地に認定され、さらに
2004年8月には商務部系の国家軟件出口基地に指定されている。同園に
はオラクルなどの外資系有力企業が研究開発基地を設け、曙光などの国
内有力企業も進出の意向を示したが、土地収用の遅れから造成が遅滞す
る状況にある。

• 中国科学院系の曙光計算機は中国を代表するサーバメーカーであるが、
2007年には天津の高技術産業園区の華苑軟件園に進出し、新工場を設
けている。

36

北京ソフト技術者の賃金水準
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北京市におけるソフトウェア技術者の平均賃金（2005年）

38

上海浦東ソフトパーク

• 上海浦東ソフトパークは浦東開発の一環とし
て信息産業部と上海市政府によって1992年7
月に設けられた上海浦東軟件園発展公司を
前身とし、「国家軟件産業基地」「国家軟件出
口基地」である上海ソフトパークのインフラ整
備や関連するサービスを担っている。1998年
に法人企業に改組され、中国電子信息産業
集団公司、上海張江（集団）発展有限公司、
上海浦東発展（集団）公司などを株主とする
有限公司となっている。

39

先進地域における投資環境の変化

• 賃金の上昇

• 賃料・土地・交通

• 土地開発コストの高騰、物権法の制定

40

IT技術者の賃金水準

2005年各地域IT工程师薪酬比较（元）

1 上海 103,910
2 北京 88,380
3 深圳 83,380
4 浙江 71,200
5 广州 68,935
6 江苏 66,630
7 天津 62,680
8 山东 54,470
9 湖北 53,610
10 四川 53,290

胡青华主编《北京软件产业发展蓝皮书2006年》软件与服务
出口分册，北京软件与信息服务业促进中心,2006年。

41

調査対象地域の投資条件(2007)

万人 元 (人)
北京 1213 46,508 567,875 ◎
天津 959 34,938 371,136 ×
瀋陽 710 27,372 317,450 週６
大連 578 28,271 219,982 ◎
上海 1379 49,311 484,873 ◎
武漢 828 25,136 778,368 ×
成都 1112 26,607 540,626 北京経由毎日
西安 764 25,014 624,403 北京経由週６

市轄県を含む。
出所：『中国統計年鑑2008』ほか。

東京からの直
行便都市名

普通高等教育
機関在校生数

在職「職工」
年平均賃金

年末総人
口

42

地域別オフィスビル賃貸・分譲価格



8

43

４.ソフトウェア産業後発地域：

西安・成都・武漢／天津・蘇州

１０９１１９１００

（４５５０/月）

１３４１６４２０７１７４ソフト開発

人件費指数

１２０１１４１００

（８．５％）

１０８１３９１３３１２７ＩＴ関係

離職率指数

８９１１３１００

（９４５元/月・２ＬＤＫ）

１４０１６８１９８１８９家賃指数

９５１２８１００

（２９８０元/㎡）

１６４２７３２７８２９０新住宅

価格指数

１０５１２２１００

（６５８元/月）

１２７２６８１７４１６８生活費指数

武漢成都西安大連深セン上海北京都市名

西安ソフトウェア・パーク資料（2006年）
44

蘇州・天津

• ３つの蘇州ソフトパーク

• 北京と天津の競争？

• デベロッパー間（大連ソフトパーク、中関村ソ
フトパーク、上海浦東ソフトパーク）競争

• 製造業からサービス産業へ

• 中西部と比較した立地の優位性

45

５．中国ソフトウェア産業における
雁行形態的発展の可能性

• 地方政府間競争
• 中央省庁間競争→国家発展改革委員会、工業和
信息化部、科技部、商務部、教育部

• 大行政区・三線建設の優位性？
• 理系・職業教育の拡大と初級技術者の供給増
• 中高級人材・BSEの不足

• 熟練の形成とスピンアウト
• 培訓・派遣業の盛況
• 労働市場の硬化と内部労働市場
• 労働契約法の意義
• 商慣習の違い（資金回収難）

46
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