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新旧駆動力の転換により高品質発展に拍車を掛ける青島

新旧駆動力の転換により
高品質発展に拍車を掛ける青島

青島:「兆の城の新しいチャンス」

カナダに進出した青島  新エネルギー自動車産業へのドッキング

米国の都市と手を携えた青島
「太平洋を越えた協力のモデル」を構築

海外（青島）商工センターによる青島対外開放新局面への助力

国際資本を集める魅力的な青島

複合運送による「複合」された新駆動力

青島 海洋強国を建設する「新鋭軍」になろう

青島AUCMAの無人自動運転車が新登場

青島：「知能」を「製造」新たな連体修飾語にする

青島が軌道交通装備産業における新高地を建設する

青島で国家高速列車技術創新センターの建設が発足

青島藍谷：小さな漁村から海洋テクノロジー新市街へ

青島自動化埠頭 「一帯一路」沿線の未来港

グローバルな革新資源を集積した青島

青島にいる外国人
ドイツ人のエドウィンさん：事業は青島にあり家も青島にある 

一年の計は春にある。先日、「山東省における新旧駆動力転
換変換の重大プロジェクトを全面的に展開する動員大会」の
開催に伴い、経済成長方式のアップグレード並びに高品質な
発展を目指す新しい窓口を開き、齊魯大地（山東省全域）に
わたった思想の更なる解放、産業構造調整とアップグレード
の嵐を巻き起こしている。

青島自動化埠頭 
「一帯一路」沿線の未来港
「第十九回党大会」報告において、革新が発展を牽引する第
一の駆動力であり、現代化経済システムを建設する為の戦略
的支柱であるという理念を首唱している。
青島では多数の企業がイノベーションにおいてドンドン成長
していく中、青島が開放型経済の発展に鋭意邁進しつつあ
り、中国ひいては世界にも大きな影響力を持っている。

目次

夢追掛けの青島特集号

夢
追
掛
け
の

国際海洋文化名城の建設
一層活力に満ち溢れ   よりファッション秀麗   更なる魅力満載

20
18

年春

2018年春

編集委員会
主任：馬衛剛

副主任：邢立志 淳於賢力 張莉 郭健 李勝安 王孝芝　

          王志剛 徐健 王集源 張建軍 李洪剛

編集長：徐健

副編集長：劉希欣 王大崑

主催：青島市商務局

引受：青島市国際都市戦略推進センター

        青島市ビジネス情報センター

        人民日報海外版夢追掛けの青島週刊取材編集部

出版：青島和臣文化メディア有限会社

主任編集：楊瑶

責任編集：宋暁華 趙偉

美術編集：崔暁婧



002 003夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年03月01日  第10版

青島風景

新旧駆動力の転換により
高品質発展に拍車を掛ける青島

作者：宋曉華

　一年の計は春にある。先日、「山東省における新旧駆動力転換変換の重大プロジェクトを全面的に展開す

る動員大会」の開催に伴い、経済成長方式のアップグレード並びに高品質な発展を目指す新しい窓口を開

き、齊魯大地（山東省全域）にわたった思想の更なる解放、産業構造調整とアップグレードの嵐を巻き起こし

ている。

　「新旧駆動力転換総合試験区」の中核となる都市の一つである青島は、積極的にチャンスを掴み、一足先

に試してみようとする先頭走者の姿勢で使命を担ぎ、新しい時代の新旧駆動力転換に向ける新たな道を切り

開いていく。

担当者となる靑島

　「山東省新旧駆動力転換総合試験区」の建設に対する貢献を果たしている青島は大いに期待されている。

　「山東省新旧駆動力転換総合試験区建設全体計画案」において、青島が30回余り言及され、青島の要

素が頻繁に出現し、この沿海開放都市は山東省の「先頭部隊」、駆動器、モデル区という役割を与えられた。
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新旧駆動力転換の
角度から見た青島

　この使命を担っている青島は同市の優位性を発揮し、従来型の産業をアッ

プグレードし、未来指向の産業を育成し、現代化産業の新しい体系を構築

し、経済発展の質と競争力を全面的に向上させる。

　充実で豊かな産業基礎に恵まれた新旧駆動力転換の土壌は厚く植栽して

おいた。

　青島は中国近代工業の先駆都市であり、改革開放以来、実体経済を主

体とした「ブランドの都」でもあり、青島ビール、ハイアール、ハイ

センスなど世界に名だたる「中国名刺」を育成している。

　近年、青島は旧市街区の110企業の閉鎖移転を開始し、現代化サー

ビス業の主導役を果たし、製造業を依拠とし、「ブルー、ハイエン

ド、新興」を特色とする現代化産業体系が隆々と興起してきた。今

後、青島は引き続き高品質を図った発展を指向した新旧駆動力転換

の「優位ブランド」を打ち出していく。

　海洋技術、ハイエンド製造は青島が輝くハイライトとなった。

　海洋科学と技術国家実験室、国家高速列車技術革新セン

ター、深海基地など一連の科学技術革新における源流となった

機能を彰明する「国字号」プラットフォームが既に青島に定住

した。市全域に1200社（施設）国家・省・市立重点実験室、

企業技術センターなどのイノベーション担体（拠点）、及び

115社（施設）国家級産業創出担体（拠点）が開設され、同

市の産業構造調整とアップグレードの為に、いつまでも続

いて絶え間がない知的サポートを提供している。

　「インターネット+」により新旧駆動力転換に向けた新

たな道を切り開く。

　3年連続で青島で開催された「世界工業インターネッ

ト大会」を機に、青島のインターネット工業が大きく

注目されている。現在、青島は既に7プロジェクトが国

家知的製造試験モデルプロジェクトとして選出され、

11プロジェクトが国家知的製造特定補助金を受けて

おり、いずれも全国の同類都市におけるトップレベ

ルにある。青島は杭州、深センと肩を並べた「中国

インターネット工業製造名城」となっている。

　越境ECが既に対外貿易発展の新たなエンジン、

及び産業構造転換の新業態となっている。

　2017年、青島越境EC総合試験区の越境EC輸出

入総額が前期比102.3％増の242.76億人民元と

なった。取引の規模は全国13施設の総合試験

区において第5位となり、6大特色及び13施設

の重点産業団地を初歩的に形成し、クラス

ター効果が具現化した越境EC発展の新局面を迎

えてくる。

　経済のモデルチェンジ・グレードアップは、

経済発展の担体となった現代化産業による強力な

サポートは欠かせないものである。青島は産業の

産業構造調整とアップグレードの牽引役となる

「四区一帯多園（園：パーク）」の産業レイアウト

を営造する方針を固めた。

　青島西海岸新区は情報技術基地、サイクル経済基

地、知的製造基地と海洋製造基地を建設し、「山東半

島国家自主革新モデル区」の建設において更に大きな役

割を果たす。

　青島即墨区に位置する藍谷核心区は区域革新センター

を建設し、全世界に面する海洋革新高地を造営する。青島

城陽区に位置するハイテク区はソフトウェア情報、人工知

能、グラフェン、ハイエンドサービスなどの産業クラスター

に重点を置いて育成し、ミドルエンド・ハイエンドに邁進す

るよう産業を促進する。膠東空港隣接経済モデル区は、地域

的な航空ハブ、ハイエンド空港隣接産業拠点を造成する。「膠

州湾畔旧街道有機更新モデル帯」は、「財産管理金融総合的改

革試行区」の建設を推進し、人民元建て越境融資融資などの面に

おける新たな突破を図っている。

座標に照準する

　「山東省新旧駆動力転換総合試験区」は、「第十九回党大会」以

降、国務院の承認を得て設立した初の地域的な国家発展戦略であり、

全国初の新旧駆動力転換をテーマにした地域的な発展戦略であり、そ

の価値はものすごく高いのは言うまでもない。

　「山東省新旧駆動力転換総合試験区建設全体計画案」の「版図」にお

いて、青島は、「国際海洋名城」を建設し、「現代化経済体系」を発展

させ、「国家東部地区における最適化発展の成長極」を形成する都市とし

て位置付けられている。海洋科学城、戦略母港城、国際海運ハブ及び国家

沿海重要中心都市としての総合的な機能を顕在化させる。

　投網の大綱を持ち上げさっと投げると網の目はすべて自然に開くように、

この座標は数えきれないくらいのサブ座標より織られている。

　青島は「革新」を発展の第一原動力とし、革新という「かなめ」をしっかり

掴み、より活気に富み、より美しく、より魅力的な国際海洋名城を建設する。

　青島は一足先に全国の先頭を走り、山東省全域、全国ひいては全世界におけ

る座標に照準し、山東省経済発展における青島の先頭地位を向上させ、国家級中

夢追掛けの青島

青島風景
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新旧駆動力転換の
角度から見た青島

心都市に入選するよう力を入れて取り組み、理念の境地のアップグレード、仕事の質

アップと責任感強化、一歩一歩邁進しつつある着実な姿勢で新旧駆動力転換の「施工

図」を策定する；国際先進的な海洋発展センター、国家東部沿岸重要革新センター、国

家重要地域サービスセンター及び国際競争力のある先進的な製造業拠点を建設する。

　現代化サービス業を力強く発展させることは、新旧駆動力転換にとって重要な一環で

ある。

　青島がユネスコより「映画の都」称号を授与されるにつれて、現代化サービス業に

とってはもう一枚の新しい名刺を入手した。

　青島は「映画の都」の産業効果を発掘し、西海岸新区霊山湾映画文化産業区を依拠と

し、ハイエンド映画企業を導入・育成し、国際映画と関連創造分野における協力を強化

し、上海協力機構国家映画祭などの国際映画祭を主催し、影響力のある映画産業拠点と

現代文化創造産業拠点を建設している。

　次に視線を靑島市北区へ移す。百年程の歴史ある古い港は、華麗なクルーズ母港に

変身しており、「北東アジア区域クルーズ母港」及び重要な海洋観光集散センターと

して建設している中、美しい未来像が見えてくる。

　同時に、青島は新型経済産業を発展させ、次世代情報技術、軌道交通、知能家電、

海洋経済、ハイエンドソフトウェア、生物医薬、航空宇宙、輸送物流、金融資産、

ファッション消費など海内外トップレベルにある産業クラスターを造成し、プラット

フォーム経済、共有経済、標準経済、エコ経済などの潮流をリードする新業態新パ

ターンを力強く発展させる。

　新旧駆動力転換により励起された高レベル開放。

　青島は一足先に、新しい高レベルの対外開放政策のチャンスを掴み、青島自由貿易

対岸へ向かい　風に乗じ波浪をついて進もう　撮影/鐘玉先



009008 夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年03月01日  第10版 2018年03月01日  第10版

新旧駆動力転換の
角度から見た青島

港の申告・建設手続きに着手し、国際消費センター都市を構築し、西海岸現代国際貿易モ

デル区を建設し、「一帯一路」ユーラシア経済貿易協力産業団地の建設を加速化するとと

もに、開放型経済の新体制の整備を加速化する。

一足先にチャンスを掴もう

　新旧駆動力転換は産業形態の転換であり、更に理念上の再解放と行動上の実務的な具現

化である。

　「山東省における新旧駆動力転換変換の重大プロジェクトを全面的に展開する動員大

会」の開催後の翌日、青島市は会議を開き、現下の情勢を分析し、新旧駆動力転換変換の

重大プロジェクトを全面的に展開する為、実務的な具現化に向けた実施案を策定した。

　青島は革新、産業、財税、金融、土地、開放、生態などの数多くの分野において一連の

先行試験、試行示範の使命が与えられている。同時に、新旧駆動力転換に伴った現代化産

業に向ける専門化投資誘致体制が同市にて創立され、それにより新たな協力チャンスをも

たらした。

　青島は専任企業誘致・投資誘致促進指導ワークグループ事務局を設立する上、新旧駆動

力転換に係る重点業界の為に、大規模かつ分担を細分化した30指向付き企業誘致活動プロ

チームをカスタマイズし、全世界に向けるプロフェッショナルな投資誘致・企業誘致の活

動を展開している。

　海洋新興指向企業誘致活動プロチーム、航空宇宙産業指向企業誘致活動プロチーム、

映画テレビドラマ指向企業誘致活動プロチーム、展示会経済指向企業誘致活動プロチー

ム、省エネ・環境保護産業指向企業誘致活動プロチーム、知的製造装備産業指向企業誘

致活動プロチーム、軌道交通装備産業指向企業誘致活動プロチーム、科学技術研究開発

ハイテク指向企業誘致活動プロチーム……

　海洋新興産業、知的製造装備産業、軌道交通装備産業、医療機器、本社経済等の現代

新興業界を網羅するのみならず、膠東国際空港、クルーズ母港の為に専任の「新空港及

び空港隣接経済を指向するプロフェッショナルな投資誘致チーム」と「クルーズ母港産

業を指向するプロフェッショナルな投資誘致チーム」を組み、新空港及びクルーズ母港

の発展の為にプロフェッショナルな投資誘致サービスと保障を提供する。

　優れた投資環境は、協力のアップグレードにとって増勢する一環となるはずである。

　青島は市全域において国際都市の建設を進め、欧米、日韓、シンガポールなどの世界

最先端の理念、基準及びパターンを採用し、１つずつベンチマーキングを行い、世界中

を一望した視野を以て実務を展開し、全世界から資本を引き寄せて来させるよう、国際

化コミュニティ、国際学校、国際病院と国際化都市総合サービス体系の建設を加速し、

国際一流のビジネス環境を整備している。

青島貝殻博物館
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　3月25日夜、北京釣魚台国賓館で、国務院発展研究セ

ンターが主催し「新時代の中国」をテーマにした中国発

展ハイエンドフォーラムで「兆の城の新チャンス」につ

いての討論会が開かれた。

　「今年初め、国務院による「山東省新旧駆動力転換総

合試験区建設全体計画案」が承認され、青島は重要な核

心都市として位置付けられ、新しい発展のチャンスに恵

まれてきました。青島は「一帯一路」による千載一遇の

チャンスを掴み、海洋強国建設及び新旧駆動力の転換を

急ぎ、高品質な発展を中心に、イノベーションによる先

導のもと共同発展を遂げた現代化経済体系を構築してい

ます」と、東南部沿海都市の代表とした青島市委員会副

書記・市長孟凡利氏は「新時代、新駆動力、新チャン

ス」と題した基調演説を行い、2018中国発展高層フォー

ラムに出席した海内外の列席者に対し青島の発展におけ

る新機会を紹介した。

　今年１月3日に、【国務院令（2018）第1号】による

「山東省新旧駆動力転換総合試験区建設全体計画案」が

承認された。これは全国初の新旧駆動力転換をテーマに

した試験区でありながらも、「第十九回党大会」以降、

国務院の承認を得て設立した初の地域的な国家発展戦略

でもある。山東省経済発展の先頭走者である青島は、新

旧駆動力の転換を促進する牽引役を担っている。

　新旧駆動力は新興経済の発展並びに従来型産業のアッ

プグレードという両方から生まれるものである。

　孟凡利氏はプレゼン会で、「青島は現代産業及びサー

ビス業を発展させる優れた基礎を備え、ハイアール、ハ

イセンス、青島ビールなどの有名な企業とブランドを育

作
者
：
楊
瑤

靑島労山風光



012 013夢追掛けの青島

2018年03月29日  第10版 2018年03月29日  第10版

夢追掛けの青島

成しており、中国有力ブランド商標が141件にも上り、中国

の「ブランドの都」として定評され、「中国製2025」試行

モデル都市に入選しました。次のステップとして、青島は

次世代情報技術、軌道交通装備、新エネルギー自動車、航

空宇宙などの戦略的新興産業の育成に力を入れて取り組

み、生物医薬、医療機器及び計器などのハイテク産業を大

いに発展させ、食品飲料、紡織服装などの従来型産業を改

造し、製造業の産業構造調整とアップグレードを実現しま

す」と発言した。

　また、孟凡利は海洋産業の育成においても青島が優位を

持っていると付け加えた。将来、現代海洋産業体系の構築

を加速する為、青島は海洋エンジニアリング装備、海洋生

物医薬、海洋新素材などの分野における戦略的新興産業を

発展させる方針を定めた。海洋国家実験室、深海基地、海

洋設備品質検査センターなどの国家級研究プラットフォー

ムの役割を発揮し、影響力のある海洋科学技術革新セン

ターを構築する。

　また、孟凡利氏は対外開放に向けた天賦資源についても

紹介した。青島は国家級と省級経済技術開発区、保税区と

ハイテク産業開発区を有し、中国唯一の、財産管理をテー

マにした金融総合改革試験区を有し、国際的な視野を広げ

た財産管理センターを整備している。世界トップ500大企業

のうち134社は青島にて投資して隆々たる発展をしている。

青島ではすでに成約した外資系プロジェクトが合計で2.67

万件で、外資利用額が合計で762.8億ドルにも上り、世界銀

行中国投資環境「金メダル都市」という称号を何度も獲得

した。

　プレゼン会では、列席者の皆さんに対し青島についてよ

り深く紹介したとともに、青島の経済発展に参画する協力

の新窓口を開いた。同プレゼン会において、青島市商務局

は列席者の皆さんに対し、青島市現代化産業向け高精度な

投資誘致の57件の施策を発表した。市級各業界の

所管官庁の主導のもと、各区市及び関連経済機能

区の共同参画による30組の分野別投資誘致チーム

が結成され、57件の新旧駆動力転換に係る主な投

資誘致プロジェクトを纏め、投資額が650億米ドル

を誇る全世界に向けた高精度な投資誘致を展開し

ている。そのうち、外資誘致・協力の対象となる

重点製造業・サービス業プロジェクトが28件、特

色ある産業の団地化プラットフォーム及び特色町

プロジェクトが21件、並びに投資誘致・展示会募

集を機能する担体プロジェクトは8件がある。これ

らの都市発展における新しいチャンスは列席者の

皆さんの注目を引き寄せた。

　モラーマースク（Maersk Group）CEOのSoren Skou

氏は、青島の貿易港の持った中枢機能に対する興

味を示し、物流における協力について青島市の関

連官庁責任者と更なる交流をし、詳しく検討し

た。青島労山金家嶺財産金融聚集区は、同プレゼ

ン会に列席したみずほ金融グループ、スタンダー

ドチャータード、欧州復興開発銀行などの金融機

関との意思疎通メカニズムを確立した。ボンバル

ディア・グループの最高経営陣は、青島軌道交

通産業の関係責任者とドッキングした商談を行

なった。

　「投資・貿易交流の為でも、若しくはリゾート

観光の為でもいずれも、青島へのご来訪をお待ち

しております」と、孟凡利氏は「私たちは、活力

や活気に満ち溢れ、将来性が計り知れない青島

が、より多くの友人たちと手を携えた互恵共栄・

機会共有の好条件下で、美しい将来像への進路を

切り拓いていきたいです」との認識を示した。

靑島労山風光
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　2月1日、カナダ第一大都市、オンタリオ州の州都トロン

トで、青島-カナダ自動車産業プロジェクト・ドッキング

大会が開催された。

　カナダ電気自動車探索センター、カナダ・中国企業交流

促進会、北米自動車エンジニア協会及びカナダEMV、

crosspoint、autochargeRSなどの自動車及び部品企業と中

華人民共和国駐トロント総領事館、オンタリオ州国際貿易

庁、Markham市役所、Brantford市役所の出席者が同大会に

来場した。同大会においては、如何にしてより多くの分野で

活発かつ効果的な協力を展開するかについて検討していた。

高精度な企業誘致に伴い

海外に満開した協力の花

　「中国における重要な自動車生産拠点の一つとしての青

島では、すでに完備した千億クラスの自動車産業チェーン

が形成され、北汽（Beijing Automotive Group、BAIC Group）

新エネルギー産業（青島）拠点を依拠とし、中国ひいては

世界最大の新エネルギー自動車産業拠点になるよう目指し

て取り組んでおり、市場拡大が有望視されています」と、

青島市商務局長の馬衛剛氏は同大会で海外の出席者に、青

島の新エネルギー産業を紹介した。

　青島経済社会の発展を説明する広報映画『シルクロード

青島』を見てから、海外の出席者は青島についてより一層

了知した上、協力の意向を更に固めた。

　カナダ電気自動車探索センターCEOのカーラクライン氏

は、電気自動車分野における青島市との交流・協力を楽し

みにしていると表明した。

　同センターは、世界初の電気自動車の体験型学習環境を

提供する機関であり、電気自動車の世界的な実用化を促進

し、経済効果と環境保護効果を実現することを目指して取
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り組んでいる。同センターはオンタリオ州政府によって支えら

れており、BMW、テスラ、フォード、フォルクスワーゲン、三菱

などが同センターのスポンサーとなっている。

　「オンタリオ州はカナダにおいて最も主要な自動車産業拠点

です。今回の交流会は時宜に適い、精確かつ実務的であり、駐

カナダ総領事館は青島とオンタリオ州との自動車産業諸分野に

おける協力を支援し、それにより中国・カナダ両国間の地方レ

ベル経済貿易協力を推進します」と、中国駐トロント総領事館

の商務参賛の鄂得峰氏は同大会でコメントした。

　カナダの主要な自動車産業拠点であるオンタリオ州は、クラ

イスラー、フォード、GM、ホンダ、トヨタなど5社完成車工場を

持つ世界唯一の省クラス行政区でありながら、北米自動車部品

の重要な産地でもあり、グローバル市場で重要な一翼を担って

いる。

　同様に、協力する意向を表明したのは、カナダMarkham市議員

のアランコウ氏がいる。同氏は自動車及びハイテク分野におけ

る青島との協力・交流を推進をしたいとの意向を示した。

Markham市はかねてより「テクノロジーの都市」の呼び名があ

り、米国ゼネラルモーターズ及び中国ファーウェイを含む約

1100社ハイテク会社のカナダ国内研究開発センターの立地が

Markham市に集中している。

　同大会において、青島市商務局はそれぞれ、カナダ電気自動

車探索センター、カナダ・中国企業交流促進会と、『電気自動

車産業協力覚書』及び『電気自動車プロジェクト裾野産業企業

誘致委託協議』に調印し、カナダの自動車部品裾野産業の企業

が青島電気自動車先頭プロジェクトに向けた産業チェーン協力

について協議の上、合意に至った。

　わざわざ同大会に来場したオンタリオ州国際貿易庁長の陳国

治氏は、「近年青島の装備製造、海運物流などの分野における

発展に感銘を受け、オンタリオ州と青島の間における産業ドッ

キングを強化し、中国・カナダ自由貿易協定の交渉の背景の下

で、知的交通、省エネ・環境保全などの面における協力を深め

ることを楽しみにしています」と表明した。

青島風景
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新しい駆動力を育成し

新エネルギー自動車拠点を建設する

　新年早々、【国務院令第1号】による「山東省新旧駆動力転換総

合試験区建設全体計画案」が承認された。

　山東省新旧駆動力転換総合試験区の「版図」において、青島は

ずっと先頭を走っている。

青島莱西市北汽新エネルギー産業姜山拠点では、早くも2年前に、

全国初の新エネルギー自動車生産許可証が誕生した。

　現在、同拠点では純電動乗用車の年間生産台数が全国の新エネル

ギー車生産台数の10%超を占めた80066台である。そのうち、北汽新

エネルギー車は2017年度の生産能力が過去の5万台から10万台に急

増した。現在、40億元の投資額による建設中の拠点第2期プロジェ

クトが順調に進んでおり、2018年8月末に落成して運用し始めてか

ら、新エネルギー車の生産台数は20万台を突破する見込みである。

　トロントで精確企業誘致ドッキング大会の開催後、更なる緊密な

協力は予定通りに展開されている。

　2月2日、同大会に参加した青島代表団の一行が会議直後に、飛行

機に乗ってカナダバンクーバーに向かい、現地調査中の北汽プロ

ジェクトチームと一緒にカナダのEMV電気自動車会社を訪問し、EMV

社の生産現場と研究開発センターを見学し、会社トップ指導者と業

務会談をした。

　馬衛剛氏は青島とカナダの双方間の経済貿易協力の状況について紹介した。同氏は、

青島は新旧駆動力の転換を加速化し、現代化産業を軸とした高精度な投資誘致を展開し

ており、北汽集団莱西新エネルギー自動車生産拠点とEMV社間の協力を通じ、協力を促進

する橋渡し役を果たし、双方（青島とバンクーバー）の関連企業の協力の下で共に電気

自動車産業に関する投資・協力及び技術研究開発を展開し、互恵共栄の新局面を迎える

よう期待を表した。

　北汽集団代表取締役社長徐和誼氏は、昨年、北汽新エネルギー自動車の販売台数が世

界第1位を誇る10.3万台であり、カナダ産業界とともに青島莱西にて新エネルギー自動車

産業拠点を建設し、双方による強者連合のもと、それぞれの優位性を発揮し、共同で将

来の実務に邁進するよう期待を表した。

　EMV社CEOのジェリークローン氏は、同プロジェクトを重視して支援をした青島市政府に

対し感謝の意を表したい上、北汽集団との協力に自信を持っており、中国側との協力を

通じ、できるだけ早く経営を開始したいと表明した。

　北汽を含めた青島の新エネルギー車産業は、十分に力を蓄えておいた。

　青島市即墨区に位置する一汽解放新エネルギー拠点は、一汽集団（FAW）が生産能力を

高め、新エネルギー車のレイアウトを加速するために開設した初の新エネルギー車拠点

であり、純電動トラックの年間生産台数が5万台にも上っている。

　また、上気通用五菱（SGMW）青島支店の新エネルギー車生産ラインの改築が始動し、

2018年に操業開始する見込みである。

　全国にわたった新エネルギー車の発展における好調な景況感が日増しに上昇しつつあ

る中、青島本土系の新エネルギー完成車企業による牽引力のもと、駆動用電池企業を始め

青島風景
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とするキーボード部品メーカーは青島で急速に成長している。

　青島国軒電池は青島において駆動用電池に投資した初の

メーカーでありながらも、北汽新エネルギー青島拠点の駆動用電

池サプライヤーでもある。2017年、同社の駆動用電池生産高

は、北汽新エネルギー車を1.2万台装備することができる。今

年、生産ライン改造の落成後、国軒電池のエネルギー密度が大

幅に向上することになっている。

　中国国内におけるもう一つの駆動用電池メーカーである力神

電池が青島に設立した一期プロジェクトは、2017年に着工し

た。また、駆動用電池分野における先端技術を持つ中慈駆動

用電池のプロジェクトは生産ラインの設置と調整が終了した上、

操業し始めた。

　それに加え、青島の関連機構及び企業は海内外の大学や企

業と、新エネルギー車の技術研究開発に関する協定書を多数

締結した。

　吉林大学（青島）自動車研究院は日本JFE株式会社など

の4社と戦略提携の意向を結び、炭素繊維電動物流車、新エ

ネルギー車駆動モータなどのコア技術の面における協力を展開し

ている。莱西市に立地した中北潤良新エネルギー車プロジェクト

は北京大学情報技術革新研究院との協力の下に、世界トップ

クラスの新エネルギー車研究開発拠点を、スマートカー開発・設

計・試験・生産という四大拠点として建設する予定である。

　バリューチェーンのハイエンドに狙いを定め、高品質を求めた発展

を終始貫いている青島の新エネルギー電気自動車産業は同市

で新たなサーキットに進出している。

青島風景
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　1月12日、米国サンフランシスコ・湾岸地域で行われた「シリコンバ

レー青島都市協力フォーラム」が幅広く注目を集めている。米国クパ

チーノ市、パロアルト市商会、スタンフォード大学、米国TechCode加速

器会社、易峰発展など関係機関と企業の出席者が同フォーラムに参加

した。出席者の皆さんは訪ねてきた青島市ビジネス代表団の一行と、

ブロックチェーン技術、ロボット開発、スマートシティ、都市間協力

の機会などについて深めた交流を展開した。

　「青島は中国商務部の指定した中米地方レベル経済貿易協力におけ

る重点都市の一つであり、青島市と米国都市(州)は経済協力パートナー

関係の枠組みの下で実務協力を展開しており、サンフランシスコ・湾

岸地域にて米国における地方レベル経済貿易協力を深化させる窓口と

橋渡しとなった「海外靑島商工センター」を開設しています」と、青

島市商務局長馬衛剛は交流会で出席者の皆さんに紹介し、「現在、青

島は「第十九回党大会」の方針を学習・貫徹しており、現代化経済シ

ステムを整備し、全面的開放の新局面を切り拓いていくよう力を入れ

て取り組んでいます。青島は『中米未来城』などのテクノロジー研究

開発型の企業誘致プロジェクトを積極的に促進しつつあり、シリコン

バレーを始めとする米国企業がこれをプラットフォームとして中米地

方レベル経済貿易協力と投資交流を更に深化し、中米イノベーション

産業団地を建設することを楽しみにしています」と付け加えた。

　青島都市の広報映画「シルクロード青島」は米国の出席者たちの注

目を引き寄せた。

　クパチーノ市は米アップル社の所在地であり、同市の市長蒲仲辰氏

は交流会に来て、青島と手を携えて共同発展の積極的な意向を示し

た。パロアルト市商会の責任者は、経済協力パートナー関係の確立に

ついて青島市と早急に検討する上、企業のために協力プラットフォー

ムを構築したいとの意向を示した。米国工商・教育・科学技術業界の

皆さんは次々と青島の事情を聞き、早急に青島へ現地調査に行ってほ

しいとの意向を示した。

　会議後に、海外靑島商工センター、CYBERNETIC CITIES LLC、易峰発

展社という3当事者が、戦略提携協定書を締結し、青島とシリコンバ

レーがスマートシティ及びテクノロジー革新などの側面におけるドッ

キングを共同で促進することで合意した。

　1月10日、米国ニューヨークで開催された「青島・米東部地域ビジネ
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ス協力・交流会」は、中国駐ニューヨーク総領事館、山東省政府駐米経済貿易代表

所及び米国慧博科創、味の素北米研究開発センター、米国山東工商総会、北米大学

連盟などの関係機関及び企業の出席者が来場した。

　青島市ビジネス代表団の一行は交流会に出席した皆さんに、青島市は国際都市戦

略を加速し、新旧駆動力の転換に力を入れて促進し、高精度な投資誘致を展開して

いることを含む青島市の経済社会発展及び米国との間における経済貿易往来につい

ての状況を紹介する上、米東部地域の商工界、華僑界、様々な企業及び関係華僑機

構との協力の下に、共同発展を図りたいとの意向を示した。

　中国駐ニューヨーク総領事館参讃の周善青氏は演説で、現在の中米経済貿易関係

は日増しに緊密化しており、経済力が充実している青島と米東部地域との間で、優勢

相補及び互恵共栄の効果を充分に発揮し、双方の企業が協力パターンを革新し、協

力ルートを広げ、「太平洋を越えた協力のモデル」を共同で創立するよう期待を表した。

　また、青島市ビジネス代表団はラスベガスに行って第51回国際消費系電子製品展示会

(CES)に出席した。靑島のハイアールが「ハイエンドによる先導　知的セット」という

中核理念に基づいた家庭用水知的セットソリューションをCESにて初デビューした。同

ソリューションは、知的浴室、建物全体暖房、建物全体浄水とゼロ・エネルギー消耗と

いう4大システムを含む将来指向用水新シーンをユーザーに提供している。

　青島ハイセンス集団、東軟グループ（Neusoft）搬送波テクノロジー、琴島電器、有

電宝新エネルギー、億聯客情報などの企業が出展した。馬衛剛氏は青島企業の出展ブー

スで、企業の出展や国際市場の開拓について詳しく聞き取った上、展示会分野における

青島との協力を深化し、青島で開催する予定の中国国際消費電子博覧会に関する協力事

項について米消費電子博覧会総裁ゲーリー・シャピロ氏と意思疎通を行なった。

青島風景
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海外（青島）商工センタ
ーによる青島対外開放
新局面への助力

作者：趙偉

　対外開放を拡大する地方都市にとっては、新たな構想を開いた上、

新たな内包を豊かにしなければならない。

　対外開放体制のメカニズムを革新して積極的に「一帯一路」協力構

想に参画した青島は、グローバルな視野を広げて海外（青島）商工セ

ンターの布石を打っておき、現時点まで、シンガポール、韓国、ドイ

ツ、アメリカ、日本、イスラエル、中国香港にて7箇所の海外（青島）

商工センターを設立している。

　これらの海外商工センターは青島のビジネス活動の海外「宿駅」と

し、青島の国際都市戦略、国際経済パートナー、「千企業投資誘致大

訪問」などの発展新措置と結びつけ、対外開放の拡大を探索し発展駆

動力に転換する青島の新たなハイライトとなっている。

新シルクロード「宿駅」

　世界各地に進出する海外（青島）商工センターの布石は青島の革新

的な新構想である。

　「『一帯一路』国際協力構想に立脚した青島の海外商工センターの

建設は、世界各地の国家及び地域との間で、全方位的かつ幅広い分野

でより一層深めた地方レベル経済貿易協力を促進する目的です」と、

海外商工センター整備の初志について、青島市長孟凡利は、昨年8月に

香港で開いた海外（青島）商工センター座談会において、上記の見方

を示した。

　青島の公式紹介によると、これらの商工センターが青島市の代行機

関とした国外駐在所の役割を果たし、現代化産業に向ける高精度な投

資誘致を中心に、青島系企業の国際市場開拓に様々なサービスを提供

し、双方向間の投資貿易における協力を促進するとともに、「才能誘

致」の機能も果たし、海外才能の導入に尽力し、重要な意味を持つ。

　2014年10月17日、青島初の海外商工センターのはシンガポールCECIL 

STREET143号GBビルに開設され、青島とシンガポールひいてはASEAN諸国

との協力のきずなを結んだ。その後、青島は韓国・釜山、ドイツ・

ミュンヘン、アメリカ・サンフランシスコ、日本・東京、イスラエ
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ル ・ テ ル ア ビ

ブ、中国・香港に海

外（青島）商工センター

を設立した。

　これらの海外商工センターに対

しては、青島の革新的な運行メカニ

ズムにおいて、一般的な意味での海外代

表機関とみなすだけでなく、更に現代化産業

に向ける高精度な投資誘致や双方向間の投資貿易

における協力を促進することに向け、青島の為に双方

向間における橋渡しとサービス実務を繋ぐ窓口を開いた。

　青島に進出した外資系企業にとっては、これらの商工セン

ターにより、海内外の文化における差異に関わった諸問題を巧妙に

解決できる上、関連政策の相談・資合併情報・ビジネスパートナー募

集・現地市場への進出・販路開拓などについてのサポートを提供する役割

を果たしている。

　「海外進出」した青島企業にとっては、これらの商工センターはより、より幅広

い経済協力情報とルートを提供し、原料・資金・技術・人材・政策などの情報と要素が

よりスムーズに流通できる海外投資の新版図を作成することに役割を果たしている。

　もっと重要なことに、それぞれの海外（青島）商工センターは正式に設立された後に、革新に

鋭意邁進しつつあり、現地工商界の注目を引き寄せている。

　米国（青島）商工センターは、カリフォルニア州サンノゼ市ゲートウェイビル2025に位置する。除幕式

の当日、中国駐サンフランシスコ総領事館は、その公式サイトで「中米地方レベル経済貿易協力フォーラム

の開催及びアメリカ（靑島）商工センターの設立は、中米両国の首脳交流により定められた地方レベル交流・協

力の枠組を貫徹し、靑島・サンフランシスコ・湾岸地域間の経済貿易協力、双方向間の投資、人材交流を深化する

上、中国東南沿海部とアメリカ西海岸地区との連携を促進する因子にもなるので、非常に重要かつ積極的な意義を持って

いる」と肯定的な評価を示した。

青島風景
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　東京都千代田区神田神保町3丁目10番地に立地する日本（青島）商工セン

ターは日中経済協会からは遠くない。「（日中経済）協会と（青島）商工

センターは月例会の会合メカニズムが確立されており、これは我々の確立

した唯一の、中国地方都市との間における定期的なコミュニケーションメ

カニズムです」と、日中経済協会専務理事杉田定大氏は日本（青島）商工

センターの役割を評価し、「青島を窓口とした日中経済貿易交流と協力を

大きく促進しています」と考えている。杉田定大氏はまた、日中経済協会

が青島商工センターの発展に最大の支持を与えたいとの意向を示した。

通商窓口

　青島の国際都市戦略、国際経済パートナー、「千企業投資誘致大訪問」

などの発展新措置と繋がった海外（青島）商工センターは独特の役割を果

たしている。

　青島とシンガポールは、一つは青い海に青空というユニークな美しい風

景に恵まれた都市、もう一つは「花園都市」と賛美された島国であり、自

然環境が似ており、経済産業における相補性が高く、文化の面では意気投

合で、協力を展開する潜在力は巨大である。シンガポール（青島）商工セ

ンターの設立により、双方間の意思疎通のためにプラットフォーム化のメ

カニズムを構築した。

　同センター発足の1週間後に、青島市とシンガポール間の都市発展全域に

おける協力が正式に始動した。青島市は全国に先駆け、「双方向型協力」

から「都市発展全域における協力」へアップグレードした理念をシンガ

ポールに対し提唱した全国初の都市となっている。2016年、青島は『青島

市国際都市戦略目標システム』を発表した。シンガポールは国際都市戦略

を推進する為のベンチマーキング都市の一つとなった。

　関連情報によると、昨年シンガポール（青島）商工センターは青島の

「千企業投資誘致大訪問」活動を実施し、数百社のシンガポール重点企業

を訪問し、区域業務を展開した。

　今回の訪問により、シンガポール（青島）商工センターの推進役となっ

た協力のもと、凱徳ビジネスグループ代表団の一行が迅速に青島に来訪

し、地下鉄商業協力に成功した上で、青島新空港商業などのプロジェクト

協力に参画することを検討した。大華銀行、シンガポール（中国）商会会

員企業、九竹テクノロジー、新科、吉宝などシンガポール企業の代表団も

次々と青島を訪れてきた。吉益品グループは金融研修、物流などの分野に

青島風景
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おける青島との協力を検討し、太平洋船務と葉水福グループは青島にて研究開発

センターを設立する意向を示した。

　シンガポール系企業が青島に積極的に投資しているとともに、多数の青島系企

業もシンガポール（青島）商工センターの助力のもと、次々と「海外進出」して

シンガポールに進出している。

　昨年だけで、シンガポール（青島）商工センターの協力の下で、シンガポール

公共交通機関路線運営プロジェクト及び南山(シンガポール)海外工事に対する青

島交運グループの応札、並びにシンガポール恵康貿易会社と青島賽輪天然ゴム会

社との貿易連携などの業務の為に、調整・橋渡しをした。

　凡ゆる海外（青島）商工センターでは、このような事例は枚挙に暇がないほど

沢山ある。

　外資を誘致するとともに、「才能誘致」も海外（青島）商工センターの重要な

仕事の一つとなっている。

　昨年、複数の海外（青島）商工センターは青島人力資源社会保障局により「青

島海外才能誘致ワークステーション」として位置付けられた。17回連続した青島

のグローバル才能誘致大会である「ブルー交流会」は、それぞれの海外（青島）

商工センターの促進と周旋の下で、多数の海外ハイエンド才能から大きな注目を

集めている。

　一つ特筆に値するのは、商工センターというメカニズムの枠組みの下で、青島

の国際経済パートナー都市協力体制がより一層の成長を遂げた。

　ミュンヘン市マルクス・ジョセフ路5号バイエルン経済の家に位置するドイツ

（青島）商工センターのの促進と周旋の下で、青島は昨年、ドイツ・ミュンヘン

市及びオルデンブルク市とそれぞれ協定書を締結し、経済協力パートナー関係を

確立し、レーゲンスブルク市が青島にて代理機関を設立することに尽力した。

革新プラットフォーム

　地方レベル経済貿易協力を促進することは青島の7箇所の海外商工センターの

重要な機能である。金融・文化・観光などの分野においても、これらの海外商工

センターは関連協力を促進する重要な推進力となっている。

　水に近き楼台は先ず月を得る韓国釜山広域市南区門峴金融路40号に位置する韓

国（青島）商工センターの促進と周旋の下で、青島と韓国との金融分野における

協力関係を結んだ。

　2017年末、「青島市企業と韓国資本市場のドッキングプレゼン会」が青島で開

靑島労山風光
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かれ、韓国証券取引所、未来大宇証券、韓国アジア金融投資などの金融機関が出席した。当該

活動の推進役となったのは韓国（青島）商工センターである。それに加え、同年、韓国（青

島）商工センターの協力のもと、青島西海岸「文化芸術町」プロジェクトの建設に対する韓国

SM娯楽グループの参画、韓国霊岩郡「馬漢文化祭」と青島即墨「祭海節」間の文化交流活動、

韓国オマーン旅行社と威東水上運輸との共同代表団一行の青島への観光旅行が実現した。

　ますます多くの協力プロジェクトが成約して実施されている中、海外（青島）商工センター

の積極的な役割が顕在化し、ますます多くの好評と期待を得ている。

　昨年9月、青島はイスラエル・テルアビブ市キブツカルユウ路47号にて海外（青島）商工セ

ンターを新設した。除幕式で、中国駐イスラエル大使馆経済商務部の参事官の呉彬氏は、「イ

スラエル（靑島）商工センターの設立に伴い、靑島系企業とイスラエル企業間の協力に新たな

契機が生み出されています」と実感している。

　次々と創立されている海外（青島）商工センターに恵まれる中、青島と世界各地の国家及び

地域間の地方レベル経済貿易協力がより一層の順風満帆となっている。

　「海外（青島）商工センターは市全域における開放型経済新体制を構築する革新的な措置で

あり、青島が国際都市戦略を実施する重要な構成部分です」と、青島市副市長劉建軍氏は先月開催

した海外（青島）商工センター座談会において、「今年、青島はロシア（青島）商工センター、イ

ギリス（青島）商工センターの開設を加速し、商工センターのグローバル化したレイアウトを完備

します」と紹介した。

　「これらの海外（青島）商工センターは青島の海外事業を展開する最前線の陣地であり、投資・

貿易における協力の情報を把握し、関係分野の最新状況を調査し、青島と所在国、地区及び周辺諸

地域との協力プロジェクトの進展を積極的に推進しています」と、海外（青島）商工センター理事

会の先導役を務める機関である青島市商務局局長の馬衛剛氏は言った。

　青島市国際商工センター有限公司の責任者張建軍氏は実務運用の側面から簡単に紹介した。同氏

は「海外（靑島）商工センターが毎年初頭に、商工センター理事会年次実務会議を開き、理事会メ

ンバー及び株主機関に対し海外工商センターの業務運用状況を報告します」とコメントした。

　青島は、新しい時代を切り拓ていく全面的な開放新局面の構築に向けた国際的な視野を広げ、海

外商工センターを設立して外資誘致と投資の新機序を創始したことによるより一層の開放レベル向

上を遂げ、新旧駆動力の転換の新支点を設置し、国際海洋名城の建設に助力している。

青島風景
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国際資本を集
める魅力的な青島

作者：趙偉

　2017年末、「2017最も世界中から注目を浴びている中国投資都市」賞が発表された。評定

結果、青島などの5都市が入選した。

　関連情報によると、この賞は、ダウジョーンズグループデータベース・グローバルメディアモニタリング、

米PRニュースワイヤー・海外メディアモニタリング、凡聞科技・グローバル主要メディアモニタリングなど

を含む海内外における複数の権威ある第三者機関により選出されたということである。

　それは、対外開放の拡大、国際都市戦略の推進、ビジネス環境の最適化に向け全力を傾けて

努力しつつある青島にとっての最高の表彰である。

　実際、中国第1陣の沿海開放都市としての青島はずっと外資系企業が好む主な投資対象地

域の一つである。国際化した青島の優良なビジネス環境が、投資誘致並びに外資系企業発展の

推進役を果たさせた重要な要素として、多くの実例とデータによっても実証されている。
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夢追掛けの青島

活力に満ちた投資

　青島が「2017最も世界中から注目を浴びている中国投資都市」に入選した背景には、同

市の活力に満ちた投資環境がある。上昇しつつある多数のデータは青島の活力ある発展

を裏付けている。

　青島市商務局、財政局、国税局、地税局、統計局などの官庁の公表した「2017年外資

系企業年度経営情報連合報告」（以下「連合報告」と略称する）の統計データによる

と、2016年12月31日現在、青島市において設立手続きを終えた外資系企業の総投資額

が前年比16.01％増の700.86億米ドルとなった。

　青島に投資したこれらの外資系企業のうち、嗅覚の鋭い大手多国籍企業が多数ある。

　「現在、中国経済における産業構造調整とアップグレード、革新による駆動、知

的製造、『インダストリー4.0』及びビッグデータの実用化が続く背景の下で、ハ

イエンド製造業企業に対し新たな発展の好機が生み出されたので、風力エネル

ギーなどの新エネルギー分野の未来像に対し、我々は自信満々で、期待感に満ち

溢れてします。我々の青島への投資計画は、まさにこの信念の具体化です」と

の認識を、青島に向ける投資の理由に言及した世界トップ500大企業ティッセ

ンクルップ (ThyssenKrupp AG) グループの大中華区CEOの高岩氏は率直に言った。

　同グループによる青島への投資は10年余りの歴史を持ち、2016年10月、さ

らに3150万ユーロの増資を以て青島西海岸新区にてメガワット級の風力発電

機部品プロジェクトを建設し、世界先進の技術、生産設備及び最適化の管

理体制を整備した。

　同様に、ドイツからのシーメンスも青島の堅調な景況感を有望視して

おり、同社の知的製造革新センターを青島に開設した。

　2017年2月、ドイツ・シーメンスと中国・ドイツ生態園（エコパー

ク）は協力協定を締結し、協力の下で「シーメンス(青島)革新セン

ター」を設立した。同のセンターはシーメンスが中国で開設した唯一

の「知的製造」を中核テーマにした研究開発革新センターとなり、

しかもドイツ本土外に設立した初のインダストリー4.0応用の知的製

造革新センターでもある。

　青島市商務局の資料によると、2017年に青島はそれぞれ、米国

ゴールドマン・サックス、ドイツ・エアバス・ヘリコプターズ会

社、フランス・サンゴバン・グループ（SAINT-GOBAIN）、スイ

ス・ABB、香港・華潤などの世界トップ500大企業と、投資分野

には新エネルギー、ヘリコプター、自動車と部品製造、商業総

合体開発などを含む外資系プロジェクトに調印した。

　関連専門家は、多国籍企業による青島への多額投資の根本

的な理由は、同市の市場潜在力、収益性、発展の活力を見据

えたことであると考えている。

　事実をもって立証したのは、青島への投資は外資系企業

の賢明な選択肢である：2016年、青島市外資系企業の営

業収入：3869.32億人民元、利益総額：248.56億人民元、純利

益：174.46億人民元。

　収益性向上が続く中、青島に投資を続けていこうと、外資系

企業の自信が強まってきた。「連合報告」においては、それを裏

付ける詳細な情報がある。

　2016年度、青島への総投資額が億米ドル級を超えた新規設立企

業は140社であり、2015年比30社増の310.09億米ドルとなった。総

投資額が1億米ドル～1000万米ドル（1000万米ドルを含む）である企

業は1072社あり、総投資額は計329.05億米ドルである。

魅力的な投資誘致

　最新情報によると、2017年通年で青島の成約外資投資額はが前年比約

10.1%％増の77.3億米ドルとなり、山東省の「天下の半分」に近い占有率

を持っている。全国31省(市、区)と5計画単列市の総合ランキングで8位に

なった。

　青島にとっての主な外資由来国及び地域のうち、米国、日本、ドイツ、

中国香港からの投資がそれぞれ前年比143％、45.07％、22.77％、5.65％増

となった。

　それらの実績の背景には青島の地理上の利点、開発に恵まれた優位性、ビジ

ネス環境における優位性などが重なり合った合力により創出されたユニークな

投資誘致の魅力がある。

　現在、ドイツVW自動車グループと一汽大衆との協力の下に、巨額投資による華

東生産拠点の建設に着工した。この大規模なプロジェクトの実現は、青島が「国

内系企業と外資系企業の連動した発展」を具現化した実例の一つである。

　「青島は中国の重要な沿海開放都市であり、経済発展の底力と活力に溢れていま

す。我々は地理的優位性と活発力に満ちた都市発展環境が整った青島への期待感が

益々高まっています」との見方を示したドイツ・VWグループ(中国)会長兼CEOを務め

るJochem Heizmann氏の見解のとおりに、青島の独特な地理上の利点は、外資が青島に

上陸する重要な理由の一つにもなる。

　中国における重要な沿海中心都市と貿易港都市である青島は明らかな優位を持って

いる。

　青島港の開通した複合運送コンテナー列車は31路線あり、「山東省全域を網羅、黄海沿

海と繋がり、中央アジアに直行する」ように東西貫通した「海・鉄道複合運送物流回廊」

を整備した；海上では、太平洋西海岸の重要な国際貿易港並びに海運ハブとし、青島港は

世界第７位を誇るトップクラスの港となっている；陸上では、青島と北京、上海、銀川、海

口、蘭州、ウルムチ、フフホト、昆明等の地域と接続している鉄道並びに高速道路により構

成した陸上・港交通網が完備している。19国際線及び5インターコンチネンタル航路を持つ青

島空港並びに開港後に国際門戸中枢空港となる建設中の青島膠東国際空港により航空における

青島の優位を築いている。

青島風景



040 041夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年01月11日  第10版 2018年01月11日  第10版

新旧駆動力転換の
角度から見た青島

　海洋に恵まれた地理的優位性によっても青島の開放的な気質が生

み出されている。

　開放により、青島の潜在的な外向型「遺伝子」が活性化されてい

る。都市の行為及び都市の進路が変え、絶えずに融合・深化してい

る中、青島が持つ外資誘致における独特な優位性に形成してきた。

　中国の改革開放の発足直後、青島は第1弾の沿岸開放都市として

位置付けられた。現在、「一帯一路」構想の画策と建設において、

青島が「新ユーラシア大陸橋経済回廊のノードの主要都市」並びに

「海洋協力戦略の支点」として位置付けられ、同時に「ノード」と

「支点」として位置付けられた都市となっている。

　「魅力中国ー外国人から見た魅力のあるトップ10都市」として6

回の程選出され、「中国大陸最適商業都市」として幾度も評価さ

れ、「2017最も世界中から注目を浴びている中国投資都市」に入選

……益々国際化が高まっていく投資及びビジネス運営環境によって

も青島の国際的な魅力向上への増勢が続ている。

投資誘致による「ボーナス」

　勢いを求める囲碁名人。

　開放を先導役とし、改革を進路開拓の剣とした青島は、絶えず続

くビジネス運営環境の最適化を進める中、「優遇政策型」・「行政

化」を主とした従来型投資誘致・企業誘致パターンから「投資環境

最適化型」・「資産運用型」・「優遇政策型」及び「政府による企

業誘致」という4方面を合わせた現代企業誘致活動の新手法への革

新的なレベルアップを実現した。

　2017年以来、青島市は『青島市が開放発展理念により国際都市戦

略を促進する実施綱要』、『青島市「国際化+」行動計画の推進と

実施（2016-2017年）』に基づき、投資誘致の魅力に磨きをかけ、

関連手続きの簡素化を向上させ、企業の長期的安定した運営を確保

することにより、青島市の現代化産業総合的な実力のアップグレー

ド、開放型経済における新たなシステムの構築を目標として設定

し、より一層開放・透明で、より一層の国際競争力を持つ国際化、

法治化、便利化の投資環境を構築してる。

　こんな都市の発展背景の下で、青島は全国に先駆けた「地方レベ

ル経済貿易協力推進メカニズム」を創出し、青島の主な外資由来国

青島風景
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及び地域を網羅した双方向型協力に基づいた投資誘致メカニズムが初歩

的に形成されている。

　現時点まで、青島が世界各地における76都市（あるいは省、州、関連

機関）と経済協力パートナー関係を結んでいる。シンガポール、韓国、

米国、ドイツ、日本、イスラエル、中国香港などの国と地域に「海外靑

島商工センター」を開設している。

　ビジネス発展が依存する法治環境の最適化・完備化に向け、青島は知

的財産権の保護措置を完備させ、「企業知的財産権信用情報システム」

を構築し、誠実・順法・簡便という原則を踏まえた違法・信用失墜に対

する処罰メカニズムを確立した。

　青島は投資サービスにおける便利化が益々向上しつつある中、外資系

企業から大好評を得ている。

　2017年、青島は外資系企業向け「参入許可前に国民待遇＋マイナスリ

ストの外資誘致管理手法」を全面的に実施し、外資系プロジェクトに関

する管理体制及び外資系企業の設立・変更に関する管理体制を簡素化し

た。大規模な外資系プロジェクト向けの専用サービス管理体制を確立

し、「四級連動」サービスの整備とアップグレードをし、「重点外資系

企業向けサービス大使制度」を創立した。

　『青島市現代化産業に向ける高精度な投資誘致の加速行動計画』に基

づき、外資の活用による供給側構造改革の促進を図り、新旧駆動力の転

換の加速化をテーマとした従来型投資誘致パターンから現代化産業投資

誘致パターンへの転換を促進する。『青島市現代化産業に向ける高精度

な投資誘致の加速行動計画』とともに制定された『青島市現代化産業に

向ける高精度な投資誘致刺激策』は前者と一緒に、青島の特色ある、海

内外に及ぼす影響力を持つ外資誘致優遇政策体系を構成している。

　一つ特筆に値するのは、青島は海洋新興産業、航空宇宙産業、省エ

ネ・環境保護産業、知的製造装備産業、軌道交通装備産業、新空港及び

臨空経済、クルーズ母港産業、交通及び現代物流業、財産金融、映像文

化と創造性設計、商業新パターンとハイエンド商業消費サービス業、対

外貿易新業態、本部経済、会展経済など、青島市の投資誘致対象となる

重要産業を網羅した30特色ある産業、重点分野向けの専門化投資誘致

チームを編成した。

　青島に対する絶えず続く投資・増資をしている企業は皆、「実質の金

銀」による投資を通じ、青島の食卓に出した「サービスセットメ

ニュー」がこれらの企業の発展ニーズにぴったり合っていることを実証

している。この「サービスセットメニュー」の完備化が続く中、世界各

地からより多くの良質な国際資本が青島に集まってくる将来像が浮かび

上がってきた。

青島風景
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　2017年、着荷・発送総量が前年比18.3％増の42万標準コン

テナを突破し、鉄道コンテナターミナルにおいて全国第1位

を誇る……青島膠州複合運送税関監督センターは本格的に

国際物流の中枢となっており、数多くの「青島製造」が同

中枢を次々と通って全国並びに「一帯一路」沿線諸国に向

かい、青島経済の発展に新たな駆動力を生み出している。

重畳たる多重メリット

　先日、青島北海石油装備技術有限公司は自社製の油田環

境保護機械設備を、青島西海岸輸出加工区から、青島複合

運送税関監督センターの中央アジア国際列車に載せ、カザ

フスタンへ順調に輸出した。全体的な物流は半月間足らず

で完成し、従来の海運による輸送時間よりほぼ半分近く節

約した。

　現在、同社のように複合運送を採用する企業がますます

多くなっている。

　複合運送が急成長している活況の背景には輸送ハブ建

設、通路開拓及び通関改革などの様々な側面における青島

の総合実力がある。

　青島は天賦に恵まれた港の優位性があり、陸運・水運・

鉄道や航空輸送の厖大な枠組が形成されつつある中、交通

網の優位性それに加えた同市の進んだ製造業の優位性によ

る相乗効果を上げるような好条件下で、複合運送の成長を

促す土壌づくりができている。

　輸送ハブ建設においては、陸運から見ると、現在、青島

には鉄道青島駅、黄島港駅、膠州鉄道コンテナターミナル

がある。そのうち、膠州鉄道コンテナターミナルは、国の

計画に基づき全国における布石を打った18施設のコンテナ

ターミナルの一つでありながらも、山東全域で唯一の鉄道

コンテナターミナルでもある。
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　海運から見ると、太平洋西海岸の重要な国際貿易港並びに海運ハブである靑

島港は、世界中で180以上の国及び地域にある700以上の港に繋がり、貨物船が

多く、航路の網羅した範囲が広く、輸送料において優位な立場を占めている。

　通路建設においては、青島は全国の沿海都市に先駆け、コンテナ海・鉄道複

合運送列車システムを確立し、鄭州・西安を縦横に貫通した循環型「五定列

車」を開通した。

　通関手続き簡素化によっても複合運送がより一層一歩前進した。靑島港と膠

州鉄道コンテナターミナルは通関一体化ガイドラインに基づき、同コンテナ

ターミナルを出入りする貨物に対する「一発で申告、一発で検査、一発で可決

する」という手続き簡素化を実現し、出入国検査場による再検査なしに、グ

リーンチャンネルを介し港に直行した通関迅速化を実現した。

　同時に青島税関による主導のもと、シルクロード経済帯税関の区域通関一体

化の改革を完遂し、地域並びに税関所轄境目による制限を突破し、「10税関が

1税関の如き簡便さ」を実現した；山東省国の検疫（CIQ）機関による主導のも

と、シルクロード経済帯検査検疫「9+1」区域一体化の改革が完成し、青島の

複合運送並びに「一帯一路」建設の為に便利な通関条件を提供している。

　これにより、青島海・鉄道複合運送は3年連続で全国の先頭を走っている。

そのうち、2016年に青島海・鉄道複合運送による輸送量は前年比60％増の48標

準コンテナにも上り、全国沿海都市のランキングトップに躍り出た。

目立ったハブの価値

　海・鉄道複合運送物流回廊の完備化に伴い、「一帯一路」沿線にお

ける青島複合運送のハブ役割が日増しに目立っている。

　現時点まで、靑島コンテナターミナルは全国600以上の輸送拠点に向

ける業務を展開し、「膠（膠州）黄（黄島）小運転」という山東省内

における循環列車を開通する上、中央アジア国際列車、「中韓快速

線」、中蒙列車、中欧列車、「アセアン快速線」、という5路線の国際

列車を開通し、それに加え、膠州からウルムチ、西安、鄭州、洛陽、

成都、新疆庫爾勒、寧夏西大灘等の7路線の国内列車を開通した。

　国家モデル・プロジェクトのモデル線路とする「中央アジア越境コ

ンテナー列車」は、膠州鉄道コンテナターミナルと靑島港を依拠と

し、国家の「一帯一路」建設にドッキングし、西に向けて中央アジア

諸国と欧州連合・中東欧市場に繋がり、東に向けて日韓市場とユーラ

シア大陸間の国際物流回廊を整備した。

　「靑島号」中央アジア国際列車は2015年7月1日に開通され、山東半島

地域初の越境列車路線である。同列車は膠州駅から出発し、阿拉山口

を経由してドストゥク行き、コルガス市を経由してAltynkol行きの2路

線を介して出国し、中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンなど

の諸国へ向かう。

　「同中央アジア国際列車の開通により、日韓の電気製品及び青島の

タイヤなどの製品は鉄道網を介した中央アジアへの進出が可能となっ

た上、中央アジア・東南アジアなどの複数の経済圏を効果的に貫通

し、中国の東部沿海地域と中央アジア諸国の間にもう一本の国際物流

青島港
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回廊が整備できました」と、青島「西部区間列車サービス事務局」のス

タッフは、「靑島号」中央アジア国際列車が開通されて以来、搭乗率が日

増しに上昇しつつある中、最初の週に１便から現在の週に4便に増加し、累

計貨物輸送量が27408標準コンテナで、日韓、中国の東部沿海地域及び中央

アジア諸国を繋ぐ海・鉄道複合運送の貿易物流回廊となっている。

　2017年、青島は中欧列車、「アセアン快速線」という2本の国際路線を新

規開通した。

　そのうち、中欧列車（青島）の輸送対象貨物は主に膠州の地元の機械装

置、タイヤゴム、家電製品などを含む。国内では済南、天津、通遼を経由し

て満州里から出国し、ロシアのザバイカリスク駅を経由してモスクワに直行

する。同路線全長は7900キロで、走行時間は約22日で、海運より約30日節約

することができる。

　「アセアン快速線」の輸送対象貨物は主に青島製の電子製品と部品、合

板、ガラス製品及び山東地区から広西に出荷された食品、野菜、圧縮機など

を含む。国内では臨沂、武漢、南寧などの都市を経由した後、広西凭祥から

出国し、終点としてのベトナムのハノイ、ドンダンなどの地区に到着する。

同路線全長は2700キロで、海運より約50％、陸運より20％の輸送日間短縮が

できる。

　2018年に、青島複合運送は海運・陸運複合運送の優位性を拡大し、物流集

客型から貿易集客型への経営手法転換を加速し、国内線を安定し、国際線を

密集化させ、冷蔵車（冷蔵輸送列車）の開通を模索し、50万標準コンテナの

輸送量の目標実現を目指し取り組んでいく方針を固めた。

青島風景
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 青島 海洋強国を建設する
「新鋭軍」になろう

　持続的な新旧駆動力転換の加速化と海洋経済の拡大はいずれも、今

年の政府業務報告書に載せた重要な内容である。最近、青島海洋科学

技術国家実験室の公布した「グローバル海洋科学技術革新指数報告書

(2017)によると、中国の海洋科学技術革新指数は世界第6位へ躍進し、

第三陣から第二陣に進出し、世界における海洋科学技術革新的な創出

と実用化の強国と肩を並べた。

　海洋に恵まれる中、輝かしい名刺を持っている青島、臨海を依拠と

した夢を叶おうとする青島、並びに海に向かい振興しようとする青島

は、全国に先駆けた「海洋+」発展計画を発表してから、世界を一望す

る座標を見据えた「国際海洋名城」志向を提出することに至るまで、

青島は積極的に「海洋強国」建設の使命を担っている。

　711キロメートルの海岸線、69島、49施設の天然港湾、375.3平方キ

ロメートルの干潟、12240平方キロメートルの海域面積……を保有する

青島のブルー姿のもとに、全国30％以上の海洋教育と科学研究機関、

50％の海洋関係の科学研究員、70％の海洋関係の高級専門家とアカデ

ミー会員が集まってくる。

　2017年、青島海洋経済は再び輝く成績表を提出した。統計による

と、2017年に青島の海洋関係GDPはGDP比の26.4％を占め、総GDPの

15.7％増の2909億元になっている。海洋経済の総GDPは山東省全体にお

けるGDP比の20.8％を占め、前期比1.5ポイント増であった。海洋経済

によるGDP成長寄与度とした3.9ポイント増で、2016年比0.4ポイント増

であった。

　今、青島鰲山湾藍谷に位置した海洋新市街が興起している。現時点

まで、「国字号」、「中科（中国科学技術院）系」、「央企（中央政

府直轄の大型国有企業）系」及び「国海（国家海洋局）系」の重大な

科学研究プラットフォームが22施設が集まっている。それと同時に、

山東大学、天津大学、四川大学、武漢理工大学など22校の大学は藍谷

に分校、研究所あるいはイノベーションパークを設立している。

　「産業界・学校・研究所」による深度ある高レベル協力チェーンの

完備化が進む中、青島が海洋分野において注目を浴びた成果を多数獲

青島風景

作者：楊瑤
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得した：海西重機が生産して納品した起重機船「大橋カモメ」号は全国一

の荷重能力である3600トンのクレーン荷重能力を有し、上昇高さが110メー

トルにも上っている；世界初の全自動知能海上養殖装備「海洋漁場1号」は

武船集団がノルウェーのサルマ社に交付する；武船集団北船重工が製造し

た世界初の第2世代荷重40万トン鉱石船が海西湾で進水した……海洋工学装

置産業の自主化、ハイエンド化がドンドン進んでいる。

　また、青島は海洋生物医薬産業における発展と競争力が日々増強してい

る。昨年、青島市海洋生物医薬産業の増益は前年比7.6％増の51億元とな

り、海洋総生産額の1.8％を占めている。華大遺伝子北方センターは青島で

運用し始め、国際海洋ゲノム連盟が設立され、遺伝子資源の収集と研究の

基礎となった支援プラットフォームを構築することにより、海洋生命の基

礎科学と実用化研究を展開ている。青島ハイテク区の「国家（青島）海洋

生物医薬特色産業基地」は「医療医薬イノベーション産業と産業プラット

フォーム」の整備に力を入れて取り組み、総投資額が140億人民元を誇る医

療医薬産業関係のプロジェクトを合計で110件以上導入し、現時点まで、同

基地の構内に位置する120社の生物医薬企業の年生産額は30億人民元にも

上っている。

　海水淡水化の重点プロジェクトの建設も加速している。2017年、青島の

海水淡水化と海水総合利用における生産額は53.1億人民元に上り、前期比

7.9％増となった。昨年7月、百発海水淡水化工場が落成して運用し始め、

淡水生産量が105251立方メートルで、中国国内で1施設の工場で海水淡水化

日産量の史上最高の記録を樹立した上、現在全国で10万トン級の海水淡水

化工場において、初回の全負荷運行の最高記録でもある。

　海洋科学研究プラットフォームのクラスター効果が顕在化しつつある

中、青島海洋科学技術の発展を促進し、全国ひいては全世界においても先

頭を走る優位性が形成されている。例えば、藍谷海洋国家実験室では大量

の大国重器が誕生している。「向陽紅01」は南大西洋で中国初の世界一周

海洋総合科学試験航海任務を実行した；「向陽紅09号」は国内初の深潜試

験母船であり、かつて「蛟龍号」を搭載してマリアナ海溝領域で7000メー

トル級の海運試験任務を遂行した。「向陽紅06号」は12級の風波に耐えら

れ、世界一周の航行科学試験能力を備えている……

　2017年9月、「交雑水稲の父」である袁隆平氏の技術チームが育成した

最初の「海水稲」が青島で評価を受け、その結果、白泥地研究開発拠点の

最高ム（1ム=666.67平方メートル）当たりの生産量は620.95キロで、当初

の想定した300キロをはるかに超えた。同月、『国家海洋革新指数報告

2016』は専門家による審査に可決し、青島は再度「海洋型大都市」の強力

な優位性を彰明した。関連報告書によると、青島の海洋テクノロジーの投

入産出の総合効率の平均値は全国第1位を誇る0.835である。青島、厦門、

大連、杭州の規模効率性はいずれも最適レベルの80％以上に達している；

純技術効率においては青島の平均値が全国屈指の0.999である。科学技術

部が中国科学技術発展戦略研究院に委託した「第五次国家技術予測」の結

果、海洋分野における世界一流レベルの最先端技術については、青島の保

青島風景
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有量が全国の44.4％を占め、明らかな発展力の優位性を

持っている。

　青島は、「一帯一路」構想に基づいた海洋観光の国際化

を加速しており、海洋観光は海洋型大都市を構築する為の

重要な成長極となっている。昨年、青島市は総観光客数前年

比9％増の8808万人超であった；青島クルーズ母港旅客输送セ

ンターの発着定期船が合計で前年比5.6％増の95便であった；

出入国の乗客数が前年比23.4％増の延べ10.9万人であった。青

島クルーズ母港の知名度と影響力はたえず高まっている。

　最近、青島市国家発展改革委員会の主導のもと、青島市経済情

報化委員会、科学技術局、海洋と漁業局などの機関は共同参画に

よる「海洋新興産業を指向するプロフェッショナルな投資誘致チー

ム」を結成し、全世界に向けた投資誘致を展開する。

　重点となった誘致の対象業界は下記のようになる。海洋ハイエン

ド装備制造業：国家船舶海洋工事装備産業モデル基地などの産業団

地、中船重工、中海油海工などのリーダー企業を依拠とし、大型コン

テナ貨物船輸送業を発展させ、国家深海基地プラットフォームを依拠と

し、「知能海洋」プロジェクトに参画し、深海・遠海の開発を行う；海

水淡水化産業：国家海水淡水化実用化加速モデル都市を建設する；海洋新

エネルギー産業：波動エネルギー、潮力エネルギー、温度差エネルギー、

生物エネルギー、海風エネルギーなどのキーポイントとなる技術開発と実

用化モデルを展開し、自主知的財産権を持った海洋新エネルギー関係の中核

装備を開発し、海洋新エネルギー技術研究開発センターと装備試験拠点を建

設する；海洋生物産業：海洋工学酵素プロジェクト、発酵エンジニアリング技

術を推進し、海洋生物の優良品種を育成する；海洋新素材産業：海洋関係の重

要材料のグレードアップを実施し、海洋保護材料、海洋環境保護材料、海水総合

利用新素材などの海洋新材料に関連する産業に向けた投資誘致を展開する；現代

海洋サービス業：国際海運センターと地域海運ハブ機能を高め、全世界のハイエ

ンド海運資源を集め、国際海岸レジャー・リゾートセンターを造成する。

　完備した海洋産業チェーン及び優れた人材優遇政策を備える上、海洋テクノロ

ジー革新及び産業のハイエンド発展に向けた生態圏が形成された青島には、世界各地

から海洋関係のハイエンド要素が次々と集まってくるよう、海内外に響く魅力をつ

くっている。

青島風景
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青島AUCMAの
無人自動運転車
が新登場

作者：趙偉

　最近、青島中国・ドイツ生態園には、運転室に操縦している運転

士がないままで正常な路上走行をしている電動トラックが人々の注

目を引き寄せている。車の前を通過する歩行者がいると、トラック

はブレーキをかけることもできる。

　同自動車は青島AUCMA社の新登場した最新スマートカー（無人自動

運転車）であり、国内初の自社知的財産権を持ち、完全な自律走行

を実現した自動車である。

　「同自動車本体は特殊複合材料、強化ガラス、ABSプラスチックか

ら成り、車長4.24メートル、幅1.55メートル、高さ1.95メートル、重

さ1トン近いです」と、青島AUCMA電気自動車有限公司の技術部長呂建

龍氏は紹介し、「外形から見ると、このトラックは普通のトラック

とは大差がないにも関わらず、実際、この車はかなり賢いです。」

　この車には当社独自で開発したスマート無人運転ソリューション

を採用しています。ルーフに設置された両眼カメラは無人運転車の

「目」と言え、前方60メートル以内の物体を精確に計測できます。フ

ロント車窓下側には円形メインマイクロ波レーダーが2つあり、車体

前面と車体周囲には複数箇所の超音波レーダーが設置されていま

す。両眼カメラ、メインマイクロ波レーダー、複数箇所の超音波

レーダーを併用ことにより、無人運転車による周辺環境への知覚を

実現しました」と付け加えた。
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　現在、同自動車は閉鎖・半閉鎖区域内で自律ナビゲーション、人工知能に

よる自律走行を実現しており、一定方向の物流、人員通勤、観光旅行、警備

パトロール、港の輸送、公共交通・環境衛生など多くの分野に応用できる。

　実際の走行においては、車両の「賢い」程度はより一層演出できる。

　スタッフが車両を無人運転モードに切り替えると、車両がゆっくりと発進

する。それから、ステアリングホイールが自律回転を始め、時速30キロでス

ムーズに走行する。スタッフが走行中の車両の前方に出ると、車両が10メー

トル以上離れた所でブレーキをかけて駐車し、作業者が離れてから、走行を

再開する。カーブがある所で走行中の車両は自動的に転向する。

　実演全体で、無人運転車の転向、障害回避、発進、駐車がいずれも平穏で

あり、迂回できない障害物を遠くから検知したら減速して駐車することがで

きる。レーダーや映像探知により、障害物を効果的に回避してから計画路線

に沿った走行ができる。

　さらに驚くべきことに、人工知能を用いたため、この無人運転車は自主学

習までもできる。これに対し、呂氏は「たとえば、自動車が自主学習までも

できます。多数の自動車が同自動車の左側を通ると、左側が同自動車の走行

方向に対する逆コースであることが感じられます」と例を挙げて紹介した。

　現在、無人運転車業界では、技術的な難関を克服した場合に、如何にし

て実用化していくかが次の難問となるとされている。

　この点に関し、AUCMAは既に計画している。

　他の無人運転車に比べ、AUCMA無人運転車はアルゴリズム最適化の上、多

数の高価なセンサ、レーザレーダなどを自社開発システムに置き換え、低

コスト・高信頼性を両立した優位性を持つ製品となっている。

　青島AUCMA集団総経理の張興起氏は、「推計によると、時速30キロ以下

で、無人運転ソリューションのコストを数万元以内に抑えることができ、

こうして、十分な普及化・実用化のシーンが生み出されます。無人運転ソ

リューションの導入により、産業団地や企業はわずか1年半で、人件費削減

による導入コストの回収ができます」との認識を示した。

　「私たちは近いうちに、無人運転電動警察用パトカー、無人運転清掃

車、無人運転撒水車、無人運転港用運搬車、無人運転農業機械などをデ

ビューさせ、これはいずれも産業化の条件が良いです」と、同氏は、現下

無人自動運転車の路上走行には多面的に制約されているため、無人自動運

転車を主に観光地、住宅団地、港、企業などの応用シーンに投入する予定

だと付け加えた。

青島風景
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「知的製造装備産業」を狙った青島の

 現代化産業向け高精度な投資誘致

青島：「知能」を「製造」
新たな連体修飾語にする

　国家興隆の礎となった製造業；製造業繁栄の前提である強固な基盤都市の発展も同様で

ある。

　百年の歴史ある現代工業遺伝子を持った「青島製造」には「中国製造」が鋭意邁進しつつ

ある縮図が映っている。国内経済が新常態に入った発展の新動向においては、「中国ブラン

ドの都」と呼ばれる青島は、新旧駆動力の転換を促進し、知的製造設備産業に向けた投資誘

致を強化している中、「知能」が「製造」の前に付けた新たな連体修飾語となっている。

　青島ハイテク区では、ロボット製造をテーマとした産業団地である青島市国際ロボット産

業団地が注目を浴びている。

　数年前、青島市はすでに科学技術部より授与された「青島国家ロボットハイテク産業化基

地」という称号を持ち、国内で承認された初のロボット産業を特色としたハイテク産業化基

地となった。複数の「1つ目」は青島の知的製造設備産業の新しい名刺である。

　現在、世界ロボット「四大家族」とするスイス・ABB、ドイツ・KUKA、日本・FANUCと安川

電機はすべて、青島市国際ロボット産業団地に定住した。また、同団地には新松ロボット、

軟控（ソフトコントロール）科捷、HDMECH、宝佳、NORIDA、速覇CNC設備など国内の有名な

ブランド及び本土系有力ブランド企業が集まり、ピックアップ、包装、材料輸送、機械加

工、荷積みなどの産業用製品及びリハビリテーション、水中、クリーニングなどのサービス

業用製品を生産している。

知的製造ライン

作者：趙偉
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青島の現代化産業向
け高精度な投資誘致
に関するシリーズ報道

　現代製造業における概念を一新した典型的な技術とした3Dプリンターは、世界

各国が将来の産業先導地位を一足先に占めようとする焦点となった分野である。

　青島に設立された三迪時空が研究・開発して生産に移行したミニ金属3Dプリン

ターの誕生は、3Dプリンター技術が知的製造に統合することへのボトルネックに

なった課題を突破し、国内における関連分野の空白を埋めるだけでなく、3Dプリ

ンター生態産業チェーンを形成する為の重要な一環でもある。

　そのほか、知的製造設備産業における青島企業の業績は顕著なものである。漢

纜集団の超高圧ケーブル総合指標は国内の同業界トップを独走している；青島国

林実業株式会社の大型オゾン設備はすでに国内市場シェアの半分以上を占めてい

る；中船重工青島軌道交通装備会社が生産したダブルシールドトンネル掘削機は

硬岩施工条件を満たした国内初のトンネル掘削機となった。軟控（ソフトコント

ロール）社のラバーパッド知的プラントが国際的に有名である；海克斯康が世界

最大の三次元座標測定器メーカーである。

　関連情報によると、近年、青島の装備産業はローエンドからハイエンドへ、デ

ジタル化からインテリジェント化へ、単体機器から製造ユニット及び統合システ

ムへと移行している。青島は、ハイエンドNC工作機械と基礎製造設備、知能計器

と試験設備、知的製造プラント、知的送電網設備、ロボットなどの知的製造設備

を重点にした或る程度の産業基礎を集積し、一連の有力ブランド企業と製品を

持っている。

　昨年末に『「中国製造2025」青島市行動綱要』を発表し、最近、青島市経済と

情報化委員会の主導のもと、青島市科学技術局、国土資源不動産管理局、計画局

など機関の共同参画による知的製造設備産業向けプロフェッショナルな投資誘致

チームが結成され、全世界に向けた投資誘致を展開している。

　重点を置いた投資誘致の対象産業は下記のようになる。ハイエンドNC工作機械

と基礎製造設備：NC工作機械、NCシステム及びその主要部品の研究開発生産プロ

ジェクトを展開する；知的計器と試験設備：スマート電気メーター、水道メータ

などの公共計器、環境保護モニタリング計器、高精度測定計器及びシステムなど

の製品に力を入れて発展させる；知的製造設備：石油掘削専用設備、鍛圧設備、

鉱山設備、クレーン設備、石油化学工業プラントなどの製品に力を入れて発展さ

せる；ロボット本体分野：ロボット本体、統合ロボットなどの製品の開発に力を

入れて発展させる；ロボットコア部品分野：ロボット減速機、サーボモータなど

の主要コア部品の開発に力を入れて発展させる；付加製造：金属、無機非金属、

医療用生物などの3Dプリント材料及び高精度プリンターなどの製品に力を入れて

発展させる。

　「次世代情報技術と製造技術を融合した発展を加速させ、知的製造を２化融合

（情報化と産業化が高レベルにおける深度の融合）の主方向とする」ガイドライ

ンは『中国製造2025』に明記している。「知的製造設備産業」を見据えた現代化

産業向け高精度な投資誘致を展開している青島の将来性が輝いて見える。

青島風景
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「軌道交通装備産業」を狙った青島の

 現代化産業に向ける高精度な投資誘致

青島が軌道交通装備産業
における新高地を建設する

作者：宋曉華

　「和諧号」から「復興号」へ、高速車輪式列車から高速磁気浮上式列車へ、「靑島製造」の高速列

車、動車組（動力分散型列車）が世界に進出することに伴い、軌道交通装備産業はすでに靑島の新旧駆

動力転換の「先頭部隊」となっている。

　現在、青島は軌道交通装備産業の投資誘致を強化し、より強くなった新たな駆動力を出力している。

　中国の軌道交通装备の発展史では、青島が多数の「第一」を貢献した。

　2018年1月、時速600キロの高速磁気浮上交通システムの技術案は青島で専門家による審査に可決し、

「高速磁気浮上交通システムのキーポイントとなる技術」に係る課題を突破した画期的な成果を得た。

テクノロジー革新の最前線分野を狙った青島は再び産業発展の主導権を握っている。

　2017年9月、青島から発進していた「復興号」は中国規格の動車組（動力分散型列車）とし、北京・上

海高速鉄道において時速350キロの走行を実現し、世界高速鉄道業界の運営上の新たなベンチマークを樹

立し、中国の高速鉄道技術イノベーションにおける世界一流レベルに躍り出た地位を彰明した。

　2017年4月、中国はインドネシアとジャカルタ・バンドン高速鉄道元請け(EPC)契約を締結した。中車四

方車両株式会社はジャカルタ・バンドン高速鉄道システムに対し、時速350キロの高速動車組（動力分散

型列車）を11編成提供し、中国高速列車の史上で本格的全方位的に「海外進出」した第1弾を遂げた。

　統計資料によると、2017年に、青島の生産した動車組（動力分散型列車）が全国の56.7%を占める1512
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青島の現代化産業向
け高精度な投資誘致
に関するシリーズ報道

台で、都市間鉄道列車が全国の18％を占める1276台である。現時点まで、青島

に軌道交通装備産業における一定の規模以上の企業が53社あり、動車組（動力

分散型列車）及び都市間鉄道列車・地下鉄の様々な部品類の高品質なサプライ

ヤーが338社で、2017年の生産額は735.2億人民元であった。

　これらの成果の背景には青島軌道交通産業革新プラットフォームによる持続

的な支援力がある。

　現在、青島は「国家高速列車技術革新センター」、「山東省最先端軌道交通

装備革新センター」と「中車四方株式会社大中小企業協同革新サービスプラッ

トフォーム」という3つの革新プラットフォームの整備を推進している。

　そのうち、最も核心的なのは国家高速列車技術革新センターである。同セン

ターは中車四方株式株式会社を依拠とし、全世界の軌道交通分野における革新

資源を統合した産業集積地域を建設し、「政府、産業界、学校、研究所、応用

分野」の共同協力による革新メカニズムに力点を置いて取り組んでいる。

　現在、国家高速列車技術革新センターにはすでに、軌道交通システム集成国

家エンジニアリング実験室、高速磁気浮上実験センター、高速磁気浮上試作セ

ンター、中車工業クラウドプラットフォームと環境風洞総合実験室などのプロ

ジェクトが契約を締結して定住した。

　3大革新プラットフォームに加え、企業の革新能力も驚くべきもの

であり、軌道交通産業における多数の「大国重量器」は青島で新登場

した。中国初の時速200キロの高速動車組（動力分散型列車）、初の

時速300キロの高速動車組、初の時速380キロの高速動車組、及び初の

都市間高速列車はいずれも中車四方車両株式会社で誕生した。

　青島では、軌道交通装置が完備した産業チェーンを形成し、一堂に

集まり世界的な影響力を持つ「動車組の町」が浮かび上がってきた。

青島城陽区では、中車四方、ボンバルディアなどの軌道交通の中核的

な企業及び裾野産業企業が120社以上集まり、製品は制御システム、

牽引システム、制動システム、防振システムなど様々な側面を網羅し

ている。同区域内の軌道交通産業における生産額は703億人民元に上

り、青島市が保有した10本の工業1000億級産業チェーンのうち最も急

成長しており、生産額が全国の25%を占めている。

　最近、青島城陽区政府の主導のもと、青島市経済情報化委員会、科

学技術局、国土資源不動産管理局、計画局など機関は共同参画による

軽量軌道交通設備産業分野別投資誘致チームを編成し、全世界に向け

た投資誘致を展開している。

　重点を置いた投資誘致の対象産業は下記のようになる。革新的な研

究開発資源：軌道交通新技術、新素材、裾野産業の製品などの資源要

素を中心に、軌道交通関係のハイテク科学研究所（院）の導入を加速

する；軌道交通産業新技術、新素材、現代サービス業資源：新規産業

プロジェクトを集め、「九大コア技術、十大裾野分野技術」を中心と

した全産業チェーン向けの高精度な投資誘致を展開している；ハイエ

ンド機関の推進役を果たし、国際有名な大学、企業に力点を置いて誘

致し、支店や合弁会社の形式で「動車組の町」に定住させ、国際的な

研究開発及び製造資源のローカライゼーションを実現する。

　より多くの革新的な人材とプロジェクトが次々と集まってくる中、

青島は軌道交通装備産業においてより一層強い新駆動力を多く生み出

せる見通しである。

青島風景
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　中国初の国家技術革新センターである国家

高速列車技術創新センターが探索と建設の進

路へもう一歩を堅実に踏み出した。数日前、

国家高速列車技術創新センターの第1弾定住

プロジェクトの調印式は青島城陽区で行わ

れ、軌道交通システム集成国家エンジニアリ

ング実験室、高速磁気浮上実験センター、高

速磁気浮上試作センター、中車四方車両クラ

ウド・プラットフォームと環境風洞総合実験

室など5つのプロジェクトが成約の上、定住

することに伴い、国家高速列車技術創新セン

ターの設営・建設が正式に始動した。

　第1弾で成約・定住する5プロジェクトは主

に国家発展改革委員会都市軌道交通革新能力

建設特別プロジェクトと国家科学技術部「十

三五」重点科学技術特別プロジェクトから由

来したものである。これらのプロジェクトは

軌道交通基礎科学と応用研究から始め、軌道

交通技術分野の総合的技術研究開発と産業化

プラットフォームを構築し、重点分野におけ

る技術革新を推進するとともに、科学技術と

経済社会の発展を緊密に統合した大連動、大

協同、大ネットワークを促進し、中国に立脚

するとともに、世界へ向かう国家級技術革新

センターとしての建設に重要な推進役を果た

している。

　そのうち、軌道交通車両システム集成国家

エンジニアリング実験室プロジェクトは、中
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国が都市軌道交通試験検証技術のボトルネックを突破し、完備した統一的な試

験基準体系を形成することにとって極めて大きな意義を持っている。

　高速磁気浮上試験センターと高速磁気浮上試験センターという2つのプロ

ジェクトは、中国の軌道交通装備における国際競争力を更に高め、軌道交通産

業のアップグレードと発展の推進役を果たす目標を設置している。

　中車四方車両工業クラウドプラットフォーム・プロジェクトは、資源仮想

化、能力サービス化とプロセス共同化により、革新センターと軌道交通装備産

業チェーンの共有アプリケーションを実現する役割を与えられている。

　環境風洞総合実験室プロジェクトは、世界トップクラスの総合環境空気動力

学試験体系を創立し、中国の軌道交通装備総合気候環境と高速列車専用空気動

力学試験装備における空白を埋めることを目指す。

　同革新センターのスタッフの紹介によると、調印式後、軌道交通車両

システム集成国家エンジニアリング実験室、高速磁気浮上実験センター

と高速磁気浮上試作センターという3プロジェクトは近いうちに着工する

予定である。

　国家高速列車技術創新センターは2016年9月5日に正式に承認され、科

学技術部と国家資源委員会との協力の下に建設された国家初の国家級技

術革新センターであり、政府・科学研究院及び研究所、大学、企業など

の多方面の力を合わせて共同で構築した国際化、専門化の革新プラット

フォームであるということである。同革新センターは国家の「十三五」

計画に盛り込まれたとともに、山東省の新旧駆動力転換の第1弾重点工事

として位置付けられている。

青島風景
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青島藍谷：

小さな漁村から海洋
テクノロジー新市街へ

作者：宋曉華

　数日前、青島海洋科学技術国家実験室(以下「海洋国家実験室」と略称す

る)は、「グローバル海洋科学技術革新指数報告書(2017)」を公布した。同

「報告書」によると、中国の海洋科学技術革新指数は世界第6位へ躍進し、

第三陣から第二陣に進出し、世界における海洋科学技術革新的な創出と実用

化の強国と肩を並べた。

　「追いかけ」から「先頭走者」に至るまでの姿に映られる「青島要素」が

輝く。青島という都市には、全国の30％以上の海洋教学と科学研究機構、

50％の海洋関係科学研究者、70％の海洋関係高級専門家とアカデミー会員が

集まり、積極的に「海洋強国」建設の使命を担っている。

　新しい時代を切り拓いていく青島は「国際海洋文化名城」の建設を提唱し

た。即墨区鰲山湾岸に位置する藍谷は、2014年に国家5部委（省庁）による

発展計画の承認後、藍谷管理局を設立した。僅か数年間で、かつての小さな

漁村は大変貌し、多数の海洋研究院所、科学技術人材・チームが集まり、た

くさんの海洋科学技術企業を孵化（起業）させ、国際海洋科学技術新市街が

興起している。

グローバルな先頭走者への成長

　青島労山麓、鰲山湾岸の藍谷に位置する海洋国家実験室は全国唯一の海洋

分野における国家級実験室とし、2015年に運営開始以来、全国ひいては世界

に誇れる海洋科学技術の先頭走者に成長しつつある。

　海洋は地球表面の71％を占め、84％は水深2000メートルを超える。残念な

ことに、2000メートル以下の海についてはあまり了知していない。それ故、

海洋国家実験室は、神秘的な海洋、特に深海の「ベール」を開き、「透明

化」にする「透明海洋」計画を提案した。

　現在、「透明海洋」の新たな飛躍の一歩を踏み出した。

　マルチスケール動的プロセスに満ちた南海深海盆に対する世界初の全面

的・包括的・完全なモニタリングを実現した：世界初のマリアナ海溝長期連

続海洋科学総合観測網を構築した；中国初の西太平洋深海水中沈降ブイ・

データシステムを発表し、全世界で明確な文献記録に載せたリアルタイム深

海データ採集の最長遂行時間を創造した…「透明海洋」計画はすでに3つの

世界一を実現し、国内の空白を2つ埋め、国外技術的独占を２つ突破した

上、観測設備の国産化、重大理論の突破などの面でも重大な進展を得た。
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　同時に、海洋国家実験室は世界の共同革新プラットフォームを構築し、中国の世

界海洋分野における影響力と発言権を高めた。

　国際南半球海洋研究センターである初の中国・オーストラリア海洋共同研究セ

ンターの設立に参画し、同センターは中国が先進国と海洋強国に設立した初の科

学研究センターとなっている。

　米国国家大気研究センター（National Center for Atmospheric Research）及

び米国テキサス州農工大学（Texas A&M University）との協力の下に「国際高

解像度地球システム予測実験室(iHESP)」を開設し、中米が手を携えて共同設

立した初の地球システム予測実験室とし、人類が共同で気候変動に対応する

ためのハイテク革新プラットフォームとなっている。

　海洋国家実験室により発起された「鰲山フォーラム」は、世界中におけ

る海洋関係の大学・研究所によるサミットフォーラムを主導し、世界海

洋科学技術発展分野におけるリーダー地位を確立した。

　海洋国家実験室の大規模な協同革新プラットフォームを紐帯とし、

「ブルー（海洋の色）」ラベル付き大学・研究所、「国字号」科学研

究プラットフォーム、科学技術型企業が次々と青島に定住してきた。

　青島藍谷構内だけにおいては、「国字号」、「中科（中国科学技

術院）系」、「央企（中央政府直轄の大型国有企業）系」及び「国

海（国家海洋局）系」の重大な科学研究プラットフォームが22施

設が集まり、山東大学、天津大学、四川大学、武漢理工大学など

22校の大学は藍谷に分校、研究所またはイノベーションパーク

を設立している。

　海洋国家実験室のような海洋科学技術高地を建設している

青島市は、国際海洋名城の営造に力を入れ、「ブルーによる

リード」を実現する決意を表明している。

　説得力を持つ一連のデータを見よう。

　青島海洋科学技術における投入・生産比率は全国トップ 

を独走し、青島の海洋分野における世界最先端の技術が

全国の44.4％を占め、発展の優位性は明らかである。

「大国重器」の鍛造に参画

　数日前、2017年度の国家科学技術奨励大会から朗報

が飛び込み、国家深海基地が参画・完成した「蛟龍

号有人潜水艇研究開発と応用」は「国家科学技術進

歩一等賞」を受賞した。同プロジェクトにより中

国有人潜水艇の深潜作業技術体系が整備され、中

青島風景



076 077夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年02月01日  第10版

国有人潜水艇深潜技術の「追いかけ」から「先頭走者」に至るまでへの重大な飛躍を実現した。

　このような「大国重器」は青島海洋科学技術の「海外進出」における輝かしい新星となった。

　これまで、青島に戻ってきた「科学」号は、国家自然科学基金委員会の「2017年西太平洋開放

共有航海」プロジェクトの科学調査任務を順調に果たした。中国、インド、バングラデシュとい

う3カ国の29人の科学者が今度の航海に参加し、5つの重要な科学調査成果を得、そのうちの2つは

世界初の成果である。

　深海踏査には「国の重器」が欠かせない存在である。

　「科学」号は国内最先端な総合性能を持つ科学試験船の一つである。「向陽紅01」は南大西洋

で中国初の世界一周海洋総合科学試験航海任務を実行した；「向陽紅09号」は国内初の深潜試験

母船であり、かつて「蛟龍号」を搭載してマリアナ海溝領域で7000メートル級の海運試験任務を

遂行した。「向陽紅06号」は12級の風波に耐えられ、世界一周の航行科学試験能力を備えて

いる。

　青島はすでに3000トン級以上の「大柄」を持っており、近い将来に青島の3000トン級以上の海

洋総合科学調査船は11隻にも上る見通しである。従って、青島の海洋総合科学調査船が、ある国

の全国の海洋総合科学調査船の総隻数よりも多くなることを意味する。

　これらのヘビー級の海洋総合科学調査船は世界中の大洋を駆け巡り、海上観測、海底サンプリ

ングを通じ、中国の海洋科学研究の発展に大量の一次資料を提供している。

　「大国重器」だけでなく、青島はこれらの海洋総合科学調査船の母港をも整

備している。

　「蛟龍号」母船がここから出港し、ここに寄港し、「海龍二号」テザーケー

ブル付き遠隔操縦無人潜水機と「潜龍一号」テザーケーブル付き遠隔操縦無人

潜水機はここで合流する……

　2015年3月、国家深海基地は青島で運営し始め、ロシア、米国、フランスと日

本に続く世界5番目の深海技術支持拠点となり、埠頭には6000トン級の海洋科学

試験船を2隻同時に停泊することができ、そして強い風波抵抗性能を有し、中国

既存の唯一の国家級深海科学技術総合研究機構と支援保障プラットフォームと

なっている。

「海洋+」ハイエンド産業を発展させ

　青島藍谷には大柄な「大国重器」だけでなく、体格が小さいにも関わらず、

「高い金含有量」を持つ海洋技術「小巨人」もある。

　最近、南海海域の水中には、重量が10キロ未満で、ブラシレスプロペラーを4

青島風景
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個搭載し、水深150メートルの水中を軽

快に走行している黄色の「小型ロボッ

ト」がある。もし、10メートル先の珊瑚

礁に珊瑚虫を食べているイバラヒトデが

見つかったら、小型ロボットは素早く泳

いでいき、精度1センチの測位を以て

アームを伸ばせ、イバラヒトデに「死亡

薬」を注射して珊瑚を保護する。

　この小型ロボットは藍谷に位置する青

島羅博飛海洋技術有限公司の開発した

LBF-150(カスタム)イバラヒトデ注射機

であり、現在同応用分野で世界一の安定

性並びに精度を持つ小型水中ロボットで

ある。

　青島藍谷、西海岸新区、紅島経済開発

区からなる「一谷二区」という海洋に向

けるプラットフォームは、「海洋+」を

以てハイエンド海洋科学技術の産業化を

促進し、青島海洋産業のために飛び上が

る翼をつける。

　青島紅島区では、全国最大の海洋装

備研究開発と産業化基地が建築最中で

ある。

　西海岸新区では青島が海水淡水化産業

の新ブレークスルーを実現した。
　数日前、董家口サイクル経済区に位置す

る海水淡水化プロジェクトは試験運営を開

始し、１日当たりの淡水化量が10万トンに

も上っている。これは国内初の独自で設計

開発した海水淡水化プロジェクトであり、

海外による海水淡水化核心技術の独占を突

破した。設計者である青島三泰膜工業有限

公司は自社知的財産権を持った特許技術

「ナノ多孔質セラミックス複合フィル

ター、逆浸透膜及びその製造方法」を採用

し、セラミックスナノ粒子を膜加工プロセ

スに応用し、それにより淡水化率を一挙に

20％向上させた。

　同時に、海洋生物医薬産業においてもほ

ぼ完全な産業チェーンが形成されている。

　華大遺伝子北方センターの運営開始、青

島西海岸新区に位置する国際海洋ゲノム連

盟の発足に伴い、青島は世界一大規模な総

合的国家海洋遺伝子ライブラリを建設し、

遺伝子資源の収集と研究の基礎となった支

援プラットフォームを構築することによ

り、海洋生命の基礎科学と実用化研究を展

開する。

青島風景
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　「第十九回党大会」報告において、革新が発展を

牽引する第一の駆動力であり、現代化経済システム

を建設する為の戦略的支柱であるという理念を首唱

している。

　青島では多数の企業がイノベーションにおいてド

ンドン成長していく中、青島が開放型経済の発展に

鋭意邁進しつつあり、中国ひいては世界にも大きな

影響力を持っている。

　新時代を迎え、青島は新使命を担い、新征途を切

り拓いていき、一足先に発展への邁進を目指そう

と、最前列に躍り出ている。本誌は本日から「最前

列に躍り出て新時代への鋭意邁進」シリーズ報道を

始動し、青島の最前線の脈動に焦点を当て、新しい

時代を切り拓いていく沿海開放都市の堅調な歩調を

記録する。

　2017年12月3日、新たに誕生した世界記録は、新年

を迎える青島港への最高の贈り物となった。

　誰一人いない自動化埠頭では、停泊した「ZIM 

CHICAGO」貨物船の1785個標準コンテナの積み卸し作

業を、知的指揮システムの指令により、僅か9時間余

りで全数完成した。単機の平均作業能率は39.6標準

コンテナ/時間にも上り、世界中で同クラスの埠頭に

おける単機の平均作業能率の最高記録を更新した

上、人間作業の従来型埠頭の作業能率より約50％を

超えた。

　「靑島港はコンテナ埠頭業界における世界的な奇

迹を創出しました！世界に誇れるものです！」と、

「ZIM CHICAGO」貨物船長のGrossolevich氏が靑島港

を称賛した。
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知的埠頭の「スーパー脳」

　従来の埠頭の騒々しさとは異なり、青島港の自動化埠頭に入ると、目線に入ったの

は、貨物運搬の「主役」として活躍している7台の全自動化二重トロリー走行クレー

ン、38台の無人搬送車、38台の全自動化レールクレーン及び1台の向き調整機能付き

固定クレーンである。

　埠頭には誰一人いないまま、様々な設備のみが効率的に稼働している光景である。

　レーザースキャン、キャリブレーションを経、わずか数秒で、全自動化二重トロ

リー走行クレーンのメイントロリーがコンテナの鍵穴に照準し、掴んで上空へ持ち上

げ、青い走行クレーンが荷物を中継ステーションに運搬する。

　僅か1分足らずで測位、段積みが終わり、サブトロリーは中継ステーションのコン

テナを無人搬送車に「手渡し」するような仕組みとなっている。システムには荷物を

掴んで搬送する為の「目」となる26台のカメラが搭載されている。

　自律走行の無人搬送車は荷物を受け取った後、あらかじめ計画した運搬経路に沿っ

て軌道クレーンに向けた方向へ走行していく。路面には数メートルおきに地面に嵌入

した磁石が設置され、無人搬送車が磁石と精確に照準した寸分の間違いもない軌跡を

沿って走行する。

　その後、軌道クレーンが無人搬送車に載せた荷物を迅速に掴んで、僅か0.5分足ら

ずで、コンテナが精確に置場に整然と段積みされていた。

　このような効率的かつ精確な自動化作業は、如何にして実現したのだろうか。

　前湾港のシステム制御部門では、大画面の前にコンピューターが整然と整列してお

り、ここは全自動化埠頭の知的制御中枢である。埠頭はインターネット、モノのイン

ターネット（IoT）及びビッグデータプラットフォームと緊密に融合し、共同で思考

ができ、意思決定ができる「スーパー脳」に形成する。

　作業管理センターの9名の遠隔操縦士は、従来型埠頭の積み下ろし「運転手」を代

わり、元々60名以上の担当者の所管業務を担当する。肉眼による観察、経験やノウハ

ウによる判別に頼ることなく、コンピュータから送信された指令により、埠頭の設備

を指揮して荷役作業を完了する仕組みとなっている。

　「ZIM CHICAGO」貨物船の寄港前に、同船舶の情報が自動的に埠頭のコンピュータ

システムに導入され、システムは当該情報に基づいた荷役計画を自動的に生成する。

これには僅か数分かかるが、従来型埠頭の人工的な計画立ては4～5時間がかかる。

　「昔は、操縦士に相当する職種が運転手でした。運転手が一日中埠頭で海や荷物に

向かって作業ましたが、現在は室内に座っており、パソコンのスクリーンに向かった

ままで作業を終わらせるので、差が大きいです」と、作業員が紹介した。

　世界最先端の埠頭オペレーティングシステムを集成した同システムはより一層のイ

ンテリジェント化及び効率化を実現した。同システムは、埠頭オペレーティングシス

テムTOS、設備制御システムECS、ゲート制御システムGOS、電子データ交換システム

EDI及びwebサイト予約照会システムなど「五大システム」を一体化にし、モノのイン

ターネット（IoT）の感知、通信ナビゲーション、ファジー制御、情報ネットワー

ク、ビッグデータクラウドと安全対策などの技術を採用した。

　「このシステムは、自動的な荷役計画、知的設備スケジューリング、自動置場管理

及びオートゲート管理、業務処理などの機能を備えており、数百以上の作業要素を調

整した荷役計画や作業シーケンスを作成することができます。このシステムによりプ

ロセス管理と設備スケジューリング制御を実施し、作業過程を有機的に協調し、シー

ムレスな係合ができます；また、精確な測位と知的制御機能により、衝撃がなく、音
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もなく静かで平穏な操作が可能となり、荷物の無損傷を確保することができます」

と、青島新前湾コンテナ埠頭副総経理の楊傑敏博士は紹介した。

埠頭建設の「青島パターン」

　自動化埠頭の発祥地はヨーロッパであり、建設の難度が高く、コストが高く、収

益が遅いので、「貴族埠頭」と呼ばれている。現在、全世界において自動化埠頭の

単機平均作業能率が、人間作業の従来型埠頭の作業能率（25～28標準コンテナ/時

間）よりも低い20個標準コンテナ/時間である。

　コンテナターミナルにおいて世界第７位を誇る靑島港は、埠頭インダストリー4.0

時代到来の未来像を見据え、2013年から全自動埠頭建設の計画案を立ててきた。

　楊傑敏氏の紹介によると、当初、ゼロから発足したので、きっと成功できると断

言する自信を持つ人が１人もいなかった。最初は模索していたばかりで、実戦演習

に使用する船舶がなかったので、皆は空き地にて箱を積み、シミュレーションをし

た。外国人は埠頭の建設技術について堅く口を閉ざして一言も言わないので、皆は

経験に基づいた模索しつつあり、失敗したら頭からやり直す。最終的に開発した自動

化埠頭は、その建設コストが僅か国外の同クラスの埠頭の75％程度であり、高嶺の花

だった「貴族埠頭」を身近に置き、複製して産業化・普及化できる意義を持った「青

島パターン」に辿り着いた。

　2017年5月、靑島港全自動埠頭が運営し始めた。通常の場合に海内外で平均8～10年

間かかる同クラスの埠頭の研究開発及び建設は、青島は僅か3年余りで終わらせた。

　コスト削減だけでなく、自動化埠頭は世界第1位を誇る複数の技術ノウハウを創出

し、世界的な技術課題を解決するソリューションとしても活用できる。世界で最も軽

量化され、サイクル充電機能を備え、走行距離に制限なしのコンテナ自動案内車は青

島港により創出され、同システムの採用により電池交換ステーション及び充電ステー

ションの整備にかかる1億元以上の経費を節約することができる上、同クラスの設備

より10トン以上のほど軽量化した；軌道クレーン「ワンタッチロック」システムも初

登場したものであり、大型機械に安全性を脅す瞬間的な強風に対応する世界的な業界

課題を解決した。
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　「国内では、寧波港、天津港、唐山港は現在いずれも自動化埠頭を

建設する意向があります。青島港の自動化埠頭が落成して運用し始め

た後に実現した高能率化、低コスト化は彼らに自信を与え、それとと

もに、自動化埠頭建設の「青島サンプル」をも見せました」と、楊

傑敏氏は、「現在、殆ど毎日見学に来た人やチームがいる」と付け加

えた。

世界をつなぐ貿易プラットフォーム

　知恵による先導と技術の革新は青島港の新旧駆動力の転換の為に

「加速度」を与える。現在までに、青島港の自動化埠頭は全部で14本

の航路を運営し、自動化、知能化及び安全性、荷役能率などの面では

世界中における同クラス港の先頭に立っている。

　「一帯一路」提議における「双位置付け」都市としての青島は知的

港だけでなく、優れた産業発展レイアウトも整備されている。

　靑島膠州に位置する「陸海空鉄」複合運送税関特別監督センターを

依拠としたユーラシア経済貿易協力産業団地は、青島により発起さ

れ、商務部により承認・支援され、中国唯一の欧亜大陸を縦横に貫通

し国内外における双方向投資及びインタラクティブ協力ができる「一

帯一路」沿線におけるイノベーション型協力産業団地となっている。

　現在、ユーラシア経済貿易協力産業団地傘下の国内支団地である膠

州経済技術開発区には既に21プロジェクトが定住しており、総投資額

が180億元である；海外においては、「一帯一路」沿線諸国に72重点

プロジェクトが全面的に展開し、ハイアール（パキスタン）ルバ経済

団地、ハイセンス（南アフリカ）産業団地などの6団地が商務部の海

外産業団地重点プロジェクトデータベースに登録された。

　靑島は、靑島港を介し世界各地に繋がった「物流貿易牽引力」に恵

まれた仕組みの下で、ヨーロッパに向け、日韓に繋がる国際貿易回廊

並びに現代国際貿易の集合プラットフォームを構築するよう取り組ん

でいる。

青島風景
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　革新力は都市に内在する成長の駆動力である。

　新しい時代を切り拓いていく青島は明確に、革新を都市発展の第

一駆動力として位置付けている。

　確かに、この沿海開放都市にとって、イノベーション資源を集

め、内部の成長力を活性化し、発展の駆動力に転化することは、極

めて大きな意義を持っている。従って、青島にとっては革新力の成

長を促す土壌づくりが現下ひいては今後長い間、発展における重要

な課題であろう。

世界中からの資源聚集

　2017年、青島-アマゾンAWS共同革新センターが正式に運営し始

め、現在27社の企業が定住している。アマゾンAWS本部のライセン

ス授与により開設された初の共同革新センターとして青島に立脚し

た同センターは北東アジア全域を網羅し、情報・技術・人材・資本

を集積し、国内の先頭に立ち国際一流のインターネット企業の成長

を促すプラットフォームになるよう目指し取り組んでいる。

　同様に、ドイツシーメンスは青島の革新力を有望視しており、同

市にてシーメンス(青島)革新センターを設立した。これは、ドイツ

シーメンスが中国で開設した唯一の「知的製造」をテーマにした研

究開発革新センターである。

　近年、青島に定住した外資系ハイエンド研究開発機構としては、

米国天時海洋工程及び石油装備研究院TSC-ERI（靑島）、中国・ウ

クライナ特殊船舶研究設計院、靑島—HPソフトウェアグローバル

ビッグデータ応用研究センター、日東電工靑島研究院、山東大学-

ヘルムホルツ（Helmholtz）生物技術研究所、ハルビン工業大学-ウ

クライナ技術科学院技術交流センター（靑島）を列挙できる。

　それらは、青島の導入した海内外のハイエンド研究開発機構のう

ち、「国際系」と呼ばれた一部である。関連情報によると、近年、

海内外から誘致してきた50社のハイテク研究開発施設が青島に定住

した。

　「我々は、『４本のガイドライン』を踏まえハイエンド研究開発

機構を導入しています。いわゆる「中科系」、「大学系」、「企業

系」、「国際系」と呼ばれる中国科学院の研究所、名門大学、有力

ブランド企業と海外研究開発機構です」と、青島市科学技術局のス

タッフが紹介した。
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　そのうち、中国科学院が青島で「2研究所・9基地・1センター・1団地」の発展レイア

ウトを展開しており、「大学系」における17校の「985」「211」名門大学が青島にて研

究開発機構と科学技術団地を設立している。「企業系」における12社の央企（中央政府

直轄の大型国有企業）と有力ブランド民間企業が青島にて研究開発機構を設立して

いる。

　青島は市場で最も活発なイノベーション主体が企業であることを熟知している。その

ため、青島は全国に先駆けた企業系重点実験室の建設に着手し、産業向けの本源性イノ

ベーションと基礎性イノベーションのプラットフォーム体系を構築した。

　現在、青島はすでに16社の企業に市級重点実験室を設立し、そのうちの7社は国家重

点実験室として成長した。同市の持つ企業国家重点実験室は、中国の副省級都市におい

て先頭に立っている。

活性化した内生的な新動力

　27社の企業は2017年、青島アマゾンAWS合同革新センターに定住した。

　実際、いずれかの研究開発センターや革新センターの背景にはイノベーション生態

チェーンがある。これらの生態チェーンは相互に連鎖し、合流・分流し、都市のイノ

ベーション生態圏を営造し、都市に内在する成長動力を活性化させることができる。

　ハルビン工程大学青島船舶科学サイエンスパークによる先導のもと、世界初の船舶と

海洋工事イノベーション・協力国際組織が創立され、中国、ロシア、ウクライナ、英国

など８ヶ国からの55社の機関が同組織に参加した；中国電子科技集団（中電科、

CETGC）は当初、青島にて第41支所、22支所（青島支所）を開設し、その後、出資5億人

民元を以て第41支所、22支所を統合した中電科計器有限公司を設立し、同グループの計

器産業分野における統合した発展プラットフォームとして活躍している；中国科学院青

島生物エネルギーとプロセス研究所（青能所）はボーイング、シェル、Procter & Gamble

など50余りの世界有名な研究機関、大学、大手多国籍企業とパートナーシップを結び、

国際間協力の為に9000万元近い専用経費を備えている……

　「新時代の到来に伴い、青島は集積したイノベーション資源を生産力に転化する実効

化をより一層重んじています」と、青島市委員会のトップ指導者が述べた。益々多くの

イノベーション資源の集積に伴い、青島の為に豊潤な収穫が生み出されている。

　近年、青島に導入されたハイエンド研究開発機関は青島に「根を下ろし」、同市に革

新力を注入しつつある為、科学研究成果のローカライゼーション・実用化に力を入れて

取り組んでいる。

　関連データによると、これらの研究開発機関は全額出資、資本参加、ライセンス授

与、導入など様々な方式を以て、累計して200社以上の科学技術型企業を創立し、登録

資本金が約50億人民元である。

　青島により集積されたハイエンド研究開発機構による先導のもと、器械計器、海洋装

備、航空宇宙、仮想現実、バイオエネルギー、ハイエンド潤滑材料などの新産業がドンド

ン成長している。

　中国科学院エンジニアリング熱物理研究所を例に挙げてみよう。同研究所は青島にて国

内初の2万メートル上空軽量航空エンジン完成機及び大型エンジン部品試験台を建設し、

小型ターボジェット、ターボファン、ターボシャフトエンジンの研究開発、設計及び産業

化を展開し、国内の航空エンジン圧縮機、タービン、燃焼室という三大部品の上空試験能

力における空白を埋めた。

　そして、これらのハイエンド研究開発機構と青島系企業とともに開催した技術産業化に

向けた産業界・学校・研究所の協力のもと、企業の産業構造調整とアップグレードに助力

を与えている。一部の統計資料によると、ここ5年間、青島の導入したハイエンド研究開

発機構はすでに現地の1000社近くの企業と産業界・学校・研究所の協力を展開し、600件

近くの技術取引契約が成約し、成約額が7.8億人民元を超えた。

深耕するイノベーション試験田

　イノベーション資源の集積後、都市は如何にして革新力の成長に適した「土壌」になる

かについても、同様に課題となっている。

　それ故、近年、青島は大胆に探索し、進路を切り拓いていき、多数のイノベーション

「試験田」に枝や葉が茂っている。

　青島市は『革新力の推進による発展戦略の実施に関する意見』を公布した後、トップに

よる計画立てを重んじ、政策体系を整備し、管理改革を深化させ、様々な市場主体が積極

的に革新・創業に参加するよう適切な対策を講じている。

　青島のイノベーション土壌づくり対する重視度を裏付ける数字を列挙しよう：青島の全
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社会研究開発経費は2011年の164.31億元から2016年の286.37億元に年々増

加し、ＧＤＰ比は2011年の2.48％から2016年の2.86％に増加し、２つの指

標とも山東省ランキングトップに躍り出た。

　数年にわたった建設が続く中、青島の革新創業キャリア空間のレイアウ

トとサービス体系は基本的に形成されている。現在、青島では認定した孵

化器（産業創出拠点）、大衆創業拠点は300施設近くで、そのうち国家級

にあたるのが100施設近くで、副省級都市ランキング第1位になっている。

　青島のイノベーション資源の集積に伴い、知的財産権の保護もスケ

ジュール化されている。

　2016年、青島は『青島市「国家知的財産権モデル都市」建設推進案

(2016-2018年)』を制定する上、公布した；2017年、青島は第1弾「国家知

的財産権総合改革管理試験都市」として承認された。この仕組みの下で、

様々な科学研究機構の科学技術成果の実用化と技術転移は迅速に市場経済

とドッキングし、技術成果の継続的な再生、開放した流通と効果的な産業

化を実現した新たなメカニズムが形成されている。

　2016年、青島は全国に先駆けた『青島市科技成果実用化を促進する為の

持分と利益配当に関する刺激策(試行)』を制定し、大学による成果産業化

に対する「80％以上」の収益を一括払いで配分する刺激策を突破的に打ち

出した；青島市は全国初の「科学技術成果の上場取引規則」を制定する

上、施行し、累計ですでに4000件以上の成約し、成約額が8億人民元を突

破した；青島市は全国唯一の科学技術成果「標準化」評価を実施している

都市であり、2017年に公布した『科学技術成果標準化評価基準』は国内初

の科学技術成果評価に関する地方サービス基準である。この土台の上で、

青島は引き続き分野別評価指標体系の制定に着手し、科学研究成果の実用

化に向けた「最後の1キロ」を貫通する。

　青島が革新力試験田の為に相当な精力を注いだ土壌は益々肥沃になって

いる。

　青島市政府のトップ指導者はつい最近の「市両会」政府業務報告書で、

2018年、同市は引き続き新旧駆動力の転換を進め、イノベーションによる

駆動力を励起し、「超革新力都市」を建設し、全面的なイノベーションを

終始貫き、強力な革新力を持つ業界先頭走者の育成を加速化するととも

に、「国家科学技術成果実用化モデル区」を造営する。

　イノベーション遺伝子の活性化に相当な精力を注いだ青島は、より一層

の揺るぎ無き歩調で、新旧駆動力転換の新局面に邁進している。

青島風景
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　「青島で3年間働いて、私は中国の同僚と深い友情を結び、『深刻な肺感染

症に対する遺伝子による影響』という国際的な中国・ドイツ臨床研究協力プロ

ジェクトを展開し、児童感染性疾病研究と重大な疾病予防管理業務の発展を共

に推進しています」と、つい最近、青島市人力資源社会保障局外国人専門家局

の発行した『外国人来華仕事許可証』を入手したドイツ籍ウィルス学専門家の

エドウィンさんが「齊魯友誼賞」受賞現場で、感慨深い発言をした。

　2015年春、山東大学青島分校ドイツ学院の設営が発足し、エドウィンさんと

青島のご縁はこの中国・ドイツ協力プロジェクトから由来したものである。

　経験豊富なウィルス学専門家のエドウィンさんが特約教授として青島市人力

資源社会保障局外国人専門家局による推薦の上、国家外国人専門家局の「高級

外国専門家」プロジェクトと山東省外国人専門家局「知能山東」プロジェクト

により採用され、山東省に到来し、山東大学青島分校において「山東大学微生

物技術国家重点実験室特約教授」及びドイツハイムヘルツ研究所執行所長を務

め、山東大学青島分校ドイツ学院の設営業務に参画している。

　長年にわたり児童感染症の研究に取り組んできたエドウィンさんが発明した

化学処方特許は中国児童重大感染症である「手足口病」の予防と治療分野の空

白を埋めた。

　エドウィンさんの主導の下で、山東大学はドイツ・ヘルムホルツ感染研究セ

ンターと2016年10月2日に正式な協力協定を締結する上、ドイツ・ザールラン

ト大学（Universitat des Saarlandes）、ドイツのヘルムホルツ感染研究セン

ターと三者間協力覚書に調印し、中国・ドイツ双方間学術交流プラットフォー

ムを構築した。

　「学際的な研究は常に新しいアイデアと製品を生み出し、ドイツと中国の人

材が互いに交流するルーチン化プラットフォームを作ることを望んでいます。

青島は生物テクノロジー分野内でドイツと全面的な協力を展開していく完備か

つ広大な機構を設立すべきです」と、エドウィンさんは「ドイツ人であるにも

関わらず、私は中国・フランス、中米間の協力プロジェクトをたくさん参画し

てきましたが、青島の故に、私はとうとう中国・ドイツ間の医学プロジェクト

に従事することができました」と、青島で従事している仕事に誇りを感じた。

　エドウィンさんの青島におけるもう一つの仕事は、児童感染性疾病予防制御

と臨床救急治療を結合した産学研一体化モデルを確立することである。

　彼の努力のおかげで、青島市疾病管理センターは山東大学、青島市婦人児童

病院と、臨床研究協力協定書を締結した。2017年、RSV(呼吸器合胞ウイルス)

による感染された児童の呼吸器感染症の宿主遺伝要素をさらに研究することに向け、エドウィ

ンさんが発起人としての主唱の下で、青島市疾病管理センター、山東大学ヘルムホルツ生物技

術研究所、青島市婦人児童病院、ヘルムホルツ連合会感染研究センター(ドイツ)及びハノー

ファー医学院(ドイツ)という5者間の資源を統合した。

　エドウィンさんを楽しませるのは、青島には誇りに感じる事業だけでなく、快適かつ便利に

恵まれた生活環境もある。エドウィンさんは「この海辺にある都市に対する私の第一印象は、

現代化・清潔さ、ファッション・美しさ、活気満々という3つの言葉で要約できます」と言っ

た。青島との初対面について語ると、エドウィンさんは記憶が深い。

　青島を愛するため、エドウィンさんは家をここに置きました。「これはとても楽しいことで

す」と思い、毎日の夕方、エドウィンさんは妻と一緒に海岸に沿って五四広場からオリンピッ

クセーリングセンターへ散歩をしている。

　今、青島で3年間仕事・生活したエドウィンさんは「青島での科学研究環境と生活環境は素

晴らしいです。ここの生活の質は私がドイツにいる時に比べ遜色がないと思います」と、青島

を評価した。
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注:現在まで青島の海外経済協力パ

ートナー関係都市(省、州、貿易機

関)が79都市に達しており、図示し

たのはその一部である。
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096 夢追掛けの青島

中国（青島）
越境電子商取引
総合的試行区

　2016年1月、国務院の承認を得て「中国（青
島）越境電子商取引総合的試行区」が設立さ
れ、同年4月に、山東省政府が『中国（青島）越
境電子商取引総合的試験区の建設実施案』を
承認し、中国（青島）越境電子商取引総合的
試行区は全面的に運行を開始した。

　本土優位性の土台の上で、越境
電子商取引（越境EC）を革新的
に発展させ、「五大特色」を具現化
する。  
　第1陣で総合的試行区を設立し
た杭州と比べ、「複合運送」という特
色が際立つ位置に置かれている。中
国（青島）越境電子商取引総合
的試行区は中華人民共和国税関
総署の承認を得て設立した内陸沿
海地区の唯一の「複合運送税関監
督センター」を有し、陸運・水運・鉄
道や航空輸送の「四位一体」となる
青島港口（出入国検査場）知能
物流システムを創立した。  
　第2陣で同総合的試行区を設立
した他の都市と比べ、「生産貿易融
合」、「金融革新」、「モデルチェンジ・
グレードアップ」、「商業貿易一体化」
などの特色は具現化している。

「五大特色」の具現化 ソフト環境の最適化

越境EC対メーカー メーカー対販売者

消費者対メーカー販売者対消費者

「4イン1」発展パターンを推進する

　中国（青島）越境電子商
取引総合的試行区の建設に向
けた37件の刺激策をドンドン打
ち出し、同総合試行区における
ソ フ ト 面 の 環 境 に 政 策 プ ラ ッ ト
フォームのメカニズムを形成した。
　「ブランドの都」としての青島
は、充実で豊かな産業のブラン
ド優位性を持っており、国務院
の承認を得て設立した内陸にお
ける現在唯一の「財産管理金
融総合的改革試行区」、「国内
貿易流通体制改革の発展総合
試験」都市となっている。青島は
従来型対外貿易から現代化国
際貿易への転換を推進してお
り、国内・海外マーケティング一
体化の越境EC成長環境を樹
立する。

　中国（青島）越境電子商取引総合的試行区は、越境
ECのB2B、M2Bに力点を置いて支援するとともに、B2C、
C2Mと並行して発展させる方針を定めている。

青島のユニークな

発展パターン

青島のユニークな

発展パターン

「4イン1」

中国（青島）越境電子商取引総合
的試行区サービスセンター
総合部:+86 532  85919522
推進部:+86 532  85919521
運用部:+86 532  85919523
E-mail：china_qcce@126.com
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