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「上海協力機構」の精神を発揚し、地域協力を開拓する

青島は世界範囲でパートナーを作る

青島国際展示会が 「ゴールデンデー」を迎える

山と海を超えて、協力共栄

青島市が国際化へ進む

青島はハイレベルの開放を推進する

外商の青島投資:０から815.4億ドルに跨る

青島対外経済協力:０から324.34億ドルへ

海外投資貿易額：0から200億ドル以上へ

青島英国工商センターが開業

青島から歩き出した「中国ブランド」

109名国内外の院士が集まる

青島の「極東杯」が国際試合ブランドとなる

青島：上海協力機構サミットの効果を拡大し、
中日韓の協力を開拓する

青島にいる外国人
ロシア人ニカ:武術で中国と縁を結ぶ

青島にいる外国人
宋瑞霄:アメリカ教授の青島ライフ

「上海協力機構」の精神を発揚し、地域
協力を開拓する

今年の6月、上海協力機構の首脳サミットは青島で成功に開催
された。中国政府は会議では、青島で「中国―上海協力機構
地域経済貿易協力示範区」を建設することを支持すると宣言
した。これは今回のサミットの重要な経済貿易成果の一つで
あり、青島の使命・責任と担当である。

青島市が国際化へ進む

9月5日、黄海の海辺、青島は再び人数多くの重量級な国内外
専門家を迎えた。専門家達は招待され、青島市国際都市戦略
実施専門家顧問委員会の第二次会議に出席し、町の国際都市
建設に計画を立てる。

開放の理念から生き生きしい実践へ

「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区」の推進紹介
会はベラルーシ、ロシア、タジキスタンで開催
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「上海協力機構」の精神を発揚し、
 地域協力を開拓する
「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示
 範区」の推進紹介会はベラルーシ、ロシア、
 タジキスタンで開催
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　今年の6月、上海協力機構の首脳サミットは青島で成功に開催され

た。中国政府は会議では、青島で「中国―上海協力機構地域経済貿易

協力示範区」を建設することを支持すると宣言した。これは今回のサ

ミットの重要な経済貿易成果の一つであり、青島の使命・責任と担当

である。

　志が同じ者は、山海を遠く思わず。9月12日-19日、青島市党委員会

副書記・市長孟凡利が率いる商務代表団はベラルーシ・ロシア・タジ

キスタンを訪問した。その間、代表団ご一行は三国で当地の政要と工

商界の関係者を幅広く訪ね、三回の商務会談を開催し、3つの協力パー

トナー覚書と27個のプロジェクト協力協議に調印し、33個のプロジェ

クト協力意向を達成した。

　数日間の経済貿易文化交流は青島が上海協力機構加盟国と地域経済

貿易協力を深度に開拓し、新時代の全面的開放の新構造を構築する新

しい章節を始める。

話が合う 

深度の交流が火花を散らす

　中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区をテーマとして、青島

の関連政府部門と11社の青島企業代表が組む商務代表団は今回の訪問

で、3回の会談を行った。上海協力機構加盟国のベラルーシ・ロシア・

タジキスタンは当該テーマに前向きに関心を持ち、これをメインライ

ンとして青島と深度の交流を展開し、協力を検討し、ウィンウィンを

推進した。

　9月12日、ベラルーシミンスクの十数度の気温は涼しいが、ミンスク

北京飯店の中には賑やかであった。ここで「中国―上海協力機構地域

経済貿易協力示範区ベラルーシ/青島商務会談」というイベントが開催

された。

　ベラルーシの当地政要、関連企業と商業協会代表の120人余りがこの

会談に出席し、気分が盛り上がった。

　会談は『シルクロード青島』のイメージ推進紹介ビデオから始ま

り、出席するお客様に、青島が中国「一帯一路」提案の重要な支点と

節点として、地域経済貿易協力を深化し、共栄と共同発展を推進する

ことがもたらす新しい機会を展示した。

青島風景
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　在ベラルーシ中国大使崔啓明があいさつで、青島代表団の訪問は、中国とベ

ラルーシの実務協力と両国地域間の協力発展に新しい強力な動力を注入すると

述べた。

　「上海協力機構青島サミットの東風に乗って、中国とベラルーシの地域協力

は新しい発展機会を迎える。中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区が青

島港の多方式連携運送の優勢に基づき、『物流先導・貿易開拓・産能協力・グ

ローバル発展・団地交流』の運営体制で、中国の国内外で同時に展開し、青島

とベラルーシの各都市にもっと広い協力空間を提供する。ベラルーシの企業

に、示範区をプラットフォームとして、日韓・東南アジア諸国連合・南アジア

ないしもっと多くの区域への中継貿易とグローバルネット通販などのビジネス

協力を開拓し、ウィンウィン・共栄発展を実現してほしい。」会談中、孟凡利

の発言はベラルーシ側の出席代表の積極的な返事を得た。

　「青島代表団のこの度の来訪は、ベラルーシの工商界に青島及び中国―上海

協力機構地域経済貿易協力示範区の建設発展情況を紹介し、双方にもっと多く

の協力チャンスを与える。」ベラルーシ経済部副部長マトセウィクが述べた。

　会談が終わったら、ベラルーシの企業代表は次々と青島代表団と深く交流し合

い、熱情協力の雰囲気はフォーラムの契約締結の段階までに続いた。

　会談では、青島市商務局はそれぞれにベラルーシヴィチェプスク州工商会、中

国ベラルーシ工業団地と国際経済協力パートナーシップを結ぶ覚書に調印した。

中国外運華中有限公司は中国ベラルーシ商業貿易物流団地、蔚藍バイオグループ

とベラルーシ国家科学院微生物所はそれぞれに戦略協力協議に署名した。

　会談はローカルのメディアに大分注目された。9月13日、ローカルの主流メ

ディアベラルーシ国家通信社（Belta）が『ベラルーシと中国青島は有効な商務

会話を行う』のタイトルで、イベントの関連情報を早速に報道した。

　二日間後、ロシアネヴァ川の曲がる所に位置するスモーニア宮で、交流の火花

は散らし続ける。ここでの会談もたっぷりの成果を得た。

　関連の人士が述べるように、会談をスモーニア宮におけるしぐさの裏には、ロ

シア方面が青島商務代表団に対する真心込めた歓迎の気持ちである。

　「今年は『中露地域協力交流年』の始まりの年で、サンクトペテルブルクと青

島は友好都市であり、青島代表団の来訪は両国地域協力交流の深化し続ける発展

青島風景
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方向に非常に合

う。」会談で、在サ

ンクトペテルブルク中国

副総領事張樹友が述べた。

　サンクトペテルブルク市長代理

ゲウォルノヴが歓迎あいさつでこう述

べた。中露両国の全面戦略パートナーシッ

プでは、サンクトペテルブルクと青島は友好

都市として、各自な長所を活かして双方の地域経

済貿易協力を推進し、双方の経済社会の共同発展に役

に立つ。

　会談では、14個の中露協力プロジェクトはその場で契約を結

ばれ、中露地域協力センターの建設と航空設備・電子家電・バイオ

医薬・食品ドリンク・居住建材・科学教育文化などの分野での投資貿易

協力に関わる。会談後、双方の協力熱意はまだ続く。

　当日の午後、青島商務代表団はサンクトペテルブルク市政府対外連絡委員会が

呼んできた100社以上の企業とは特定テーマ商談イベントを開き、多数の相互投資貿

易協力プロジェクトの意向を達成した。

　9月18日の午後、青島市代表団はタジキスタンに到着し、「中国―上海協力機構地域経済貿

易協力示範区」のテーマを続けてドゥシャンベで「タジキスタン/青島商務会談」を開催し、当地

政商各界の140名余りのお客様が出席した。

　会談では、青島市商務局とタジキスタン国家工商会は経済協力パートナーシップを結ぶ協議に調印し、

青建グループはタジキスタン交通部と協力覚書を締結し、青島は華和国際商務コンサルティング機関を「青島

市投資促進コンサルティング顧問機関」として招聘した。

　タジキスタンでは、青島が上海協力機構加盟国の経済貿易部長第17回会議で下記通り提案した。上海協力機構経済貿

青島風景　撮影/関少卓 張進剛
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易部長会議の枠組みで「中国―上海協力機構地方経済貿易協力示範区連合委員

会」を設立し、加盟国の間の経済と貿易協力を促進し、示範区を共に建設して発

展する。

深度結合

地域協力の潜在力を発揮する

　青島は中国初の対外開放都市の一つであり、新ユーラシア大陸ブリッジ経

済回廊の主要節点都市と海上協力戦略支点都市である。オールシャ

（Orsha）市はベラルーシの重要な交通物流スポットであり、位置の優勢が

著しくて工業の基礎が固く、青島とはいろんな方面で相互に補完し合う。

　オールシャを訪問する間、青島華通グループ・中外運華中公司・中車

青島四方機車車両・海潤シルクなどの企業は「ブレミノ（BREMINO）―

オールシャ多方式連携運送工業と物流団地」の管理会社とは現場で深く

交流し、低温流通運輸と農産物輸入などの協力意向を検討した。

　ベラルーシミンスク州に位置する中国ベラルーシ工業団地は、「一

帯一路」沿線の国と地区を連結するだけではなく、欧州連合とアジ

ア国家の市場も連結する。当該団地は「一帯一路」の提案に基づ

き、中国とベラルーシ政府が共同で支えて建設する国家協力プロ

ジェクトである。

　「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区の建設は中国と

ベラルーシの経済貿易協力に新しいチャンスを与え、もっと広

い発展ビジョンをもたらす。青島の優秀な企業に中国ベラルー

シ工業団地で投資し発展してほしい。」青島商務代表団の来訪

を迎え、中国ベラルーシ工業団地の管理委員会主任ヤロシェ

ンコが早速に応えた。

　深化し続ける地域協力が、青島とベラルーシの頻繁な経

済貿易取引から生じる。青島市商務局の統計によると、今

年の1-6月、青島とベラルーシの輸出入総額が前年同期比

54.1％増加した。

　今年と来年の中露地域協力交流の東風に乗り、青島の

今回の訪問でロシアとの地域協力の潜在力を発揮し

た。9月15日—17日、青島商務代表団はサンクトペテル

ブルクAIRT会社・上海協力機構実業家委員会秘書室・

ロシアヘリコプター本部・ロシア機械輸入貿易株式

公司とシルショヴ（Shirshov）海洋研究所に次々と

訪問した。毎回の訪問はたっぷりの成果を得た。

同期に開催する青島観光推進紹介会も積極的効果

を獲得した。

　映画テレビ芸術は人的文化的交流を結ぶ強力

な絆である。ロシア映画関係者協会とモスコ映

画製作所を訪問した間、中国初の「映画の町」とし

て、青島が青島でロシア映画文化芸術の祭りを開催

し、中露地域文化交流協力を共に推進することを提案

し、積極的応じられた。

　9月17日、青島商務代表団が上海協力機構実業家委員

会秘書室を訪ね、双方は『青島市商務局、上海協力機構

実業家委員会秘書室が「中国―上海協力機構地域経済貿

易協力示範区」の建設に関する協力覚書』に調印し、青島

中露ヘリコプター公司10億ドルの組立プロジェクトの契約

締結を見守り、ロシアバックルトスタン共和国工商会と青

島偉東グループが教育協力覚書に調印し、ロシア機械輸入貿

易株式公司・青島バルティック軌道交通科学技術有限公司と

青島市城陽区政府が三方戦略枠組み協議を結び、青島城陽で中

露地下鉄産業団地を建設する。

　上海協力機構実業家委員会秘書室に支持され、青島と上海協

力機構加盟国の地域経済貿易協力関係は迅速に発展する。ロシア

バックルトスタン共和国のウファ市は青島と同じく上海協力機構

加盟国首脳サミットを開催した町として、協力の潜在力が巨大であ

る。今年の8月17日に、青島商務局とバックルトスタン共和国工商会

は青島で経済協力パートナーシップ覚書に調印し、「中国―上海協

力機構地域経済貿易協力示範区」の建設を協力して推進し、「上海協

力機構地域経済貿易協力（青島）フォーラム」を共同で開催し、上海

協力機構地域経済貿易協力示範区の枠組みにおける教育協力を展開して

物流貿易プロジェクトを共に建設するなどの問題について検討し、初歩

的に一致した。

　ロシアバックルトスタン共和国大統領ハミドフ・ルストムは今年6月に

青島で上海協力機構加盟国首脳サミットが成功に開かれたことに祝って、

代表団に今年の10月にバックルトスタン共和国ウファ市で開催する予定の第

四回上海協力機構及びBRICS加盟国の中小企業フォーラムの情況を紹介し、双

方はこれから工業団地・物流・人材交流及び国際フォーラム・展示会などの

分野での協力を拡大すると希望する。

　会見の後、上海協力機構実業家委員会秘書室・ロシアバックルトスタン共和

国工商会と青島偉東グループが協力覚書に調印し、上海協力機構実業家委員会秘

書室・青島ブルーバレーと青島偉東グループが教育研修協力覚書に調印した。

プラットフォームを構築する

「上海協力機構」のパートナーに緊密に連結する

　9月17日、青島商務代表団が「旧い友人」―上海協力機構実業家委員会秘書室を訪

ねた。

　2015年、青島が既に上海協力機構実業家委員会と共同で「一帯一路」ユーラシア経

青島風景
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済連合産業団地を設立した。場所は国家クラスの膠州経済技術開発区にある。

　上海協力機構青島サミットの後、青島が初回の上海協力機構加盟国輸入商品展示会、初回の上海

協力機構加盟国映画祭などのイベントを開催し、かなりの影響力がある。

　2018年7月19日までに、青島は既に上海協力機構の中のロシア・カザフスタン・キルギスタン・イ

ンド・パキスタン・カンボジア・ネパール・ベラルーシ・ウズベキスタンなどの9ヶ国14個の都市

（省州・機関）とは経済協力パートナーシップを締結している。

　青島市商務局の統計データでは、2017年、青島が上海協力機構関連国家の輸出入総額が58.24億ド

ルで、12.5%増加した。2017年の年末までに、青島が上海協力機構関連国家への投資プロジェクトが

226個あり、契約外資4.75億ドルであり、実際に1.57億ドルの外資を利用した。

　青島商務代表団の今回の訪問は、各項目の協力・契約活動も「上海協力機構」と緊密に関わる。

　青島市商務局とベラルーシヴィチェプスク州工商会が経済協力パートナーシップを建設する協議

に調印し、双方は中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区を重要な協力プラットフォームとし

て、経済貿易情報の共有及び経済貿易代表団が定期的に相互訪問する仕事体制を構築し、双方が貿

易・物流・投資・金融などの分野での交流と協力を推進する。同じイベント現場で、青島市商務局

と中国ベラルーシ工業団地が経済協力パートナーシップを結び、双方は中国―上海協力機構地域経

済貿易協力示範区の枠組みでの協力を推進する。

　ロシアサンクトペテルブルク市MOIKI川畔大道36号A806に、青島の九つ目の海外工商センター―青

島ロシア工商センターが位置する。9月14日、当該工商センターは青島市市長のサンクトペテルブル

ク市長が共同でオープンした。

　新しく起動する青島ロシア工商センターは上海協力機構加盟国と旧ソ連国に向かい、「共に話し

合い・共に分かち合い・ウィンウィン」の原則に従い、中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範

区の重大布石を着実に実行し、工商センターを上海協力機構加盟国の最も影響力のある地域相互投

資貿易協力の総合的サービスプラットフォームに建設することを目標とする。

　当該工商センターに、青島は厚い希望を寄せる。孟凡利が述べるように、将来は青島ロシア工商

センターをプラットフォームとして、青島はロシアで欧米地区での企業誘致モードと違う誘致活動

を行い、仕事の理念を変え、特色のある企業誘致の道を歩む。

　短い数日の経済貿易文化交流では、多数の協力プラットフォームを革新的に構築できた。将来、

青島が「上海協力機構の友人達」との地域経済貿易交流と協力は全新な発展章節を書く。

青島風景
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青島は世界範囲
でパートナーを作る

　8月23日、アメリカ・カナダ・フランス・イギリス・イタリア・オーストラリアなどの23ヶ国の

46個の都市（省州・機関）からの代表者が青島で集まった。これらの「パートナー」達を集めた

のは、青島が2年一度で開催する国際経済協力パートナー都市青島円卓会議である。

　全世界を渡して経済協力パートナーを作り、青島は全国範囲で革新的にこの地域経済貿易協力

体制を立てる。パートナー都市の間に事務連絡官を置け、双方が投資貿易協力プロジェクトの方

面での意向と情報を定期的に交流し合い、相互の投資貿易協力の新しいプラットフォームを構築

する。この体制も青島が新しい時代でハイレベルの開放を推進する生き生きしい脚注となる。

革新体制：深い産業融合

　「パートナー」を2個から89個へ、2つの国から56ヶ国と地区へ、青島はただ

6年間をかかった。

　今回の円卓会議で発表された『2017/2018青島国際経済協力パートナー都市

年間報告書』では、一連のデータは青島が近年来国際経済協力パートナー都市

の仲間を作る成果を記録してある。

　青島と経済協力パートナーの物語は2012年から。

　青島とプサン、一つは世界7位の港を有し、もう一つは世界の6位のコンテ

ナー港を有する。

　2012年8月、中日韓自由貿易協定商談の背景では、地域経済貿易協力を推進

するために、二つの町が最初の『経済協力パートナーシップの了解覚書』に調

印し、青島が世界中の国際経済協力パートナー都市と結ぶ序曲を始めた。

　「パートナー作り」の裏にもっと広い意味は、青島にもっと広い開放的な器

量を持たせ、もっと頻繁な都市交流ともっと深い産業融合をもたらし、もっと

革新的な協力体制を創造できること。
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　最初の「パートナー」となるプサンを例として、青島とプサンが経済協力パートナーシップを

締結して両つの町の港物流協力を推進した。青島港とプサン港は戦略協力協議に調印し、定期的

に担当者に訪問させる。双方が経済協力パートナーシップを締結した4ヶ月後、プサン銀行青島

支店が正式に開業した。

　プサンは青島ないし中国の市場を重んじ、青島もプサン及び韓国の技術・資本などの長所を重

視する。二つの町の付き合いでは、常に政府が代表団を組み、企業家を連れて見学して、相互の

投資貿易交流を推進する。

　同じく、サンフランシスコ、シリコンバレーの所在地で、経済協力パートナーシップにリード

され、青島ともっと多くの交流を行う。2013年10月、サンフランシスコ市政府は代表団を出して

中国を訪問し、青島とは経済協力パートナーシップ正式に締結した。今回の経済協力パートナー

シップの締結は、青島の対米経済貿易協力を以前のように単純に商（協）会との付き合いから、

地方政府を重点とする全面的な交流協力に転換する。

　それから、青島とサンフランシスコが直行便を開通し、青島ハイテク新区はシリコンバレーと

科学技術協力を展開し、中車四方はシカゴの地下鉄プロジェクトに参加し、中国の軌道交通装備

企業が先進国に地下鉄車両を輸出する販売額の最高記録を作った。

　青島の国際「交友範囲」が絶えず拡大し、地域経済貿易協力のブリッジを建てお互いの協力を

もっと順調にする。

　青島市副市長劉建軍が述べるように、青島が全国に率先して国際経済協力パートナーシップ体

制の建設を起動し、相互の投資貿易協力を強め、対外経済貿易協力の広さと深さを開拓し、文化・

観光・教育などの分野の交流協力は非常に広く、全方面な国際交流協力の構造は形成している。

　その前に、青島は国際経済協力パートナー円卓会議を二回成功に開催した。2014年の一回目の円

卓会議が「協力・ウィンウィン―グローバル時代の地域国際経済協力パートナーシップ」をテーマ

として、その頃、青島は既に海外の15個の都市（省州・機関）と経済協力パートナーシップを結ん

でいる。

　2016年、第二回の円卓会議が「『一帯一路』の大背景における国際地域経済協力パートナーシッ

プ」をテーマとした。その第二回の円卓会議の開催の時まで、青島は海外49個の都市（省州・機

関）とは経済協力パートナーシップを結んでいる。

プラットフォームを建てる：「一帯一路」の協力願望を語る

　今回の円卓会議は「通商青島新シルクロード・経済協力新パートナー―新時代『一帯一路』の大

背景における国際地域経済協力パートナーシップ」をテーマとして、国際地域経済協力パートナー

シップの新しい未来を共に建設するには協力の願望を提案した。それは、開放を実現して発展を包

容し、革新を強調して発展をリードし、手をつないで共にてウィンウィンを実現すること。このよ

うな願望はパートナー都市に認可される。

　「青島とハーグは共に沿海都市であり、我々は青島との経済貿易協力をいつでも非常に重視す

る。ハーグは『一帯一路』のヨーロッパ窓口であり、世界レベルの商業センターである。今は130社

青島風景
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以上の青島企業が投資してくれる。これは大幅に青島が設立した国際経済協力パートナー体制の

おかげで、経済貿易情報交流の促進には有効・精確なプラットフォームを提供してくれる。」と

ホーランドハーグ市政府の代表曽鳴が述べた。

　「青島がこんなに良いチャンスを提供してくれてありがとう。我々は海洋経済を力入れて発展

していて、青島の造船企業に投資してほしい。」とモーリシャス代表ブサワン・ビビー・ナージ

アが紹介した。モーリシャスは優越な地理的位置があり、漁業資源も豊富である。現在、青島魯

海豊グループがモーリシャスで遠海漁業プロジェクトを設立している。もっと多くの青島企業の

投資を歓迎すると。　

　アメリカジョージア州代表鄭瑾からみれば、ハイセンス・ハイアール・森麒麟タイヤなどの青

島企業は既にジョージア州に進出し、それは青島とジョージア州の密接な付き合いのしるしであ

る。今後は青島とは観光・教育・物流などの分野の協力を強めたいと。

　ドイツバイエルン州代表劉玉が下記のように発言した。当州の企業であるシーメンスや

Allianzなどの企業は既に青島で投資しており、ハイアールもバイエルン州で研究開発チームを

設立し、青島とバイエルンはビール生産・観光などの多くの分野で協力のマッチポイントがあ

る。2016年、バイエルンのバイエルンミュンヘンサッカーチームは青島中徳生態園と協力して、

中国初の「バイエルンミュンヘンサッカースクール」を建て、今は好調であり、両地の交流協力

を良く促進している。

　青島「一帯一路」のダブル位置付けの優勢及び青島が批准されて建設している中国―上海協力

機構地域経済貿易協力示範区は多数の協力機会をもたらす。

　カザフスタン代表イーデン・バイエジロヴは今回たくさんの成果を得たと述べる：「青島の多

方式連携運送は我々に協力の機会を与える。既に青島の物流会社と協力の意向を達し、物流運輸

と海鉄運輸の分野で深く協力したいと思う。」

　ドイツのハンブルクはヨーロッパの窓口として青島とは協力のチャンスが多くある。「我々は

ドイツで唯一の『一帯』と『一路』がクロスする町として、それは青島と一緒である。そして、

毎週多くの中国ヨーロッパ列車がハンブルクに通じ、中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範

区とは海鉄連携運送や物流などの分野の協力を展開できる。」ドイツハンブルク代表マリーナが

紹介してくれた。

実務に従事して効果を求める：地域協力を深くする

　友人が会い、特に親しくなる。

青島風景
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　23日の午後に開かれたプロジェクト商談会で、200社に近くの青島企業と

経済協力パートナー都市の代表が熱烈に交流し合い、時には協力の火花を散

らす。

　カーボベルデ代表は北船重工の参加者代表と話し合い、大型クルーズ客

船・貨物船・救命ボートの購入に関して協力の意向を達し、オーストラリア

の南オーストラリア州は青島のエネルギー公司と協力して太陽エネルギー資

源を開発する意向がある。

　会場の外でも同様に素晴らしい。

　会議の間、2018青島国際経済協力パートナー特色製品の展示会と、「青島

ビールの夜」及び世界グルメの日のイベントを開催した。また、代表者に青

島都市計画館・上海協力機構青島サミット会場・青島ビール博物館を見学し

てもらい、「パートナー」の好感度を更に向上した。

　もし「歩き出す」を青島がパートナーをゲットし、広い範囲で仲間を作る

第一歩であるとしたら、海外工商センターの設立は、青島が「パートナー」

達と連絡し合うために設立する万能な「駅」となる。

　現在、青島はシンガポール・韓国プサン・ドイツミュンヘン・アメリカサ

ンフランシスコ・日本東京・イスラエルテルアビブ・中国香港・イギリスロ

ンドンでは8つの工商センターを建て、ロシアモスコにおける工商センター

は建設中である。

　カナダEMV会社は青島莱西新エネルギー自動車生産基地に進出し、韓国 SM 

エンターテイメントグループが青島西海岸文化芸術タウンの建設に参加す

る。上記の海外工商センターが橋を建てるからこそ、相互の投資貿易協力は

ますます展開していく。

　革新的に作る地域協力プラットフォームで、青島の「交友範囲」が絶えず

拡大し、実行している現代産業精確誘致新規モードで、青島が「パート

ナー」との協力の方向性と品質はもっとレベルアップする。

　海洋新興指向誘致専門グループ・航空航天産業指向誘致専門グループ・省

エネ環境保護産業指向誘致専門グループ・インテリジェント製造装備産業指

向誘致専門グループ・軌道交通装備産業指向誘致専門グループ・科学技術研

究開発ハイテク指向誘致専門グループ．．．青島では、規模が大きく分業が

細かい30個の指向誘致専門グループは世界に向けて専門的な誘

致を行い、この精確誘致のモードが予想以上の効果がある。

　近日、一汽フォルクスワーゲン華東基地が正式に建設でき

て、生産を始めた。この投資額100億元に達して年間生産量30万

台の「世界レベルの工場」は青島自動車産業の影響力を大幅に

向上する。

　ドイツのシーメンスもここで「青島チャンス」をつかみ、青

島中徳生態園で中国唯一の「インテリジェント製造」を核心課

題とする研究開発革新センターを設立する。これはシーメンス

がドイツ以外に初めて設立する工業4.0応用を展開するインテリ

ジェント製造革新センターである。

　データによると、2018年6月までに、青島が利用する外資は累

計で800億ドルを超え、144社の世界トップ500会社が青島で272個

のプロジェクトを投資する。

　青島に「磁界効果」をもたらしたのは、この町の心込めた誘

致政策だけではなく、絶えず上昇している国際営業環境でも

ある。

　青島市商務局局長馬衛剛がこう紹介した。現在、青島は国際

都市建設に努力し、国際海洋有名都市の建設を目標とし、企

業・市場・産業・団地・都市の国際化を推進し、法治・透明・

便利の総体要求で、中国で最も審査事項の少なく、時限が短

く、サービスが優れた国際化営業環境を作る。

　同時には、青島の「歩き出す」歩調も加速している。

　2018年6月まで、青島が海外で投資するプロジェクトは累計

1560個であり、中国側の協議投資額が324.34億ドルで、世界の

99ヶ国と地区に分布している。2017年、青島の国際貿易は千億ド

ルの階段に登り、対外貿易のハイレベル発展を実現できる。

　青島が対外開放を拡大し、地域経済貿易協力新パターンを革

新し、グローバルでウィンウィン共栄を実行する深く協力する

新時代に直面している。

青島風景
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 青島国際展示会が
「ゴールデンデー」
 を迎える

　ゴールデンの秋、9月、青島の展示会業界は「豊作の季節」を迎える。一ヶ月の間

に、多数の国際会議は青島で開催される。一連の簡単なデータは青島での国際展示

会が近日に密集する盛況を表わす。

　これらの国際展示会を詳しくチェックしたら、観光・海洋経済協力・知的財産

権・国際都市建設・文化交流などの分野に跨り、その裏では青島の産業構造の絶え

ず昇級することを屈折し、また、この町の国際影響力が絶えず向上することを描写

する。

　9月7日は青島国際展示会の「ゴールデンデー」と言われ、三つの国際展示会が同

時に開催された。

　当日に開催された2018世界観光都市連合会青島香山旅行サミットには、世界の

59ヶ国、112個観光都市、200社以上の観光関連会社と国連も含む多数の国際組織の

約400名の代表者が出席し、50名以上の国家観光部長と観光都市市長も出席した。

　同じ日に、青島の西海岸、2018東亜海洋協力プラットフォーム青島フォーラムが

豊富な成果をもって成功に収まった。青島が「一帯一路」の建設に深くなじみ込む

重要な手段として、東亜海洋協力プラットフォーム青島フォーラムは既に青島と日

本・韓国・東南アジア諸国連合が海洋分野で交流協力する重要なプラットフォーム

となり、国際影響力が絶えず向上している。

青島風景　撮影/王華
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　今回のフォーラムは中日韓及び東南アジア諸国連合（10+3）の

元から、参加範囲がヨーロッパ・アメリカ・アフリカ・オースト

ラリアなどの53ヶ国と地区に拡大し、去年より15ヵ国増え、国内

外大学・科学研究機関・企業と組織からの600名以上のお客様が

出席した。

　また同じ日に、「知識経済業界のオリンピック」と呼ばれる世

界知識経済大会が青島で開催された。400名余りの国内外出席者

がスマートシティを話し合い、8つの科学技術フォーラムが同時

に進行し、120名以上の専門家学者と企業エリートがスマート製

造・スマート交通・スマート建築・スマートエネルギーなどの分

野に着眼して新しい考えを語り、新技術を発表し、実務的な協力

を検討した。

　一日では3つの国際会議が同時に開催されることで、青島の国

際展示会の影響力は窺える。

　その前の9月5日、青島国際都市戦略実施専門家顧問委員会の第

二次会議が開催された。

　会場には人数多くのお客様が出席した。中国・ドイツ・日本・

韓国・シンガポール・タイなど20ヶ国近くからのベテラン外交

官、知名専門家学者とグローバル企業の上層部管理者などの有力

な国内外専門家が招待され、彼らの目的はこの町の国際化建設に

策略を出すこと。その中で、展示会業界の国際化の向上も含ま

れる。

　9月12日、2018青島国際海洋科学技術展覧会は青島ブルーバ

レーで開催され、国内トップの海洋科学技術研究機関と企業の最

先端科学技術製品を展示した。同時には、青島海洋国際サミット

及び国際水中ロボット試合を開催し、力を入れて最も規模と影響

力のある全国しいては全世界の海洋科学技術交流プラットフォー

ムと成果取引プラットフォームを作った。

　専門家の話によると、展示会業界は経済の「晴雨計」・業界発

展の風向計として、大きな注目を浴びる。国際的大型展示会を開

催することは一つの町の総合競争力を測る重要なしるしとなる。

　データからみれば、2017年に青島が開催する影響力のある展示

会活動は359個であり、展示面積が345万平方メートルで、前年同

青島風景
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期に比べたらそれぞれに12.2%と15.8%上がり、「中国十大ブランド展示会

都市」の称号が授けられた。中国貿易促進委員会が発表した『中国展覧経

済発展報告（2017）』では、青島の展覧数量と展示面積が共に全国の7位

である。

　数多くの展示会が青島で開催され、それは青島の国際都市を建設する前

向きな努力がなければありえないことである。

　近年来、青島が国際都市戦略を実施し、町の対外放射能力と資源集中能

力を育成し、企業国際化・市場国際化・産業国際化・団地国際化・都市国

際化を強力に推進し、居住・創業・観光に相応しく外来者が憧れて地元の

人が自慢する現代化国際都市を建設する。それは展示会業界の加速発展に

肥えた土壌を提供する。

　その中、展示会業界の向上は国際都市建設の重要な一環である。発表し

たばかりの『青島市「国際化+」推進行動計画（2018/2019年）』では、青

島はシンガポール・香港・北京・上海などの町から国際会議の開催経験を

学び、国際会議の開催をレベルアップと表示する。

　今年の6月に開催した上海協力機構青島サミットは青島が国際化大都市

の行列に入る新しい開始となり、青島の展示会の国際化レベルを新しい高

度に向上させる。

　上海協力機構の東風を借りて、サミット後の青島展示会業界は勢い良く

上昇し、サミットの拡大効果を十分に利用し、ハードウェア・ソフトウェ

ア・サービスレベルなどの方面で転換昇級を加速し、北東アジアの国際化

展示会有名都市を積極的建設する。

青島風景
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山と海を超えて、協力共栄
——青島が中米地域経済貿易協力を展開

して実績を収める

青島風景  撮影/孟涛
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　 7 月 1 1

日、商務部投

資促進事務局とシ

カゴ企業誘致局が共同

で主催する「中国都市と米

国シカゴ投資協力フォーラム」

は北京で開催された。

　「現在の情勢では、アメリカシカゴ

代表団の訪問はアメリカの地方政府と業界

が中米両国の経済貿易協力ビジョンを信じてく

れることを示し、自由貿易と二国間経済貿易協力を

支持して貿易保護主義を反対する積極的な信号を表して

いる。」商務部部長助理李成鋼はフォーラムのあいさつで述

べた。

　アメリカシカゴ市長エマニュエルがあいさつで述べた。「現在の情

勢では、中米の協力が極めて重要である。シカゴは両国企業の協力的な競

争を歓迎し、もっと多くの中国企業がシカゴで投資するのを歓迎する。」

　当該フォーラムには、アメリカシカゴ市と中国側の8つのメンバー都市及びその

ほかの地方都市の政府部門、企業、機関からの320名余りが出席した。

　青島は当該フォーラムに参加する8つのメンバー都市の一つである。そして、青島は中国

側都市の代表として商務部部長鐘山がエマニュエルご一行と会見する関連イベントに出席

した。

　中国商務部が確定する中米地域経済貿易協力の重点都市として、青島は同時に中国都市とアメリカシ

カゴの貿易投資協力連合作業グループのメンバーでもある。関連する専門家の意見では、中米地域経済貿易

協力の促進には、青島の努力はかなりの成果があり、研究する価値がある。

青島風景
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仲間になる

　志が同じ者は、山海を遠く思わず。

　資源の素質と発展の目標では、二つの都市は多数の共通点がある。青島が黄海に瀕

し、シカゴがミシガンの湖畔に位置する。青島が中国唯一の財産管理をテーマとする

金融総合改革試験区であり、シカゴが国際金融センターの盛名で世界中に有名であ

る。青島もシカゴも商務部が確定する中米地域経済貿易協力の示範都市である。

　太平洋と大半の北アメリカ大陸に跨り、2014年、二つの町が国際経済協力パート

ナー都市と結んだ。

　二つの町が仲間になるのは、志が合うだけではなく、歴史的な機会もある。

　2012年以来、中国商務部は国内の関連省市と一緒に、アメリカのカリフォルニア

州・シカゴ市・アイオワ州・テキサス州・ミシガン州・ワシントン州・ニューヨーク

州などとは次々と「貿易投資協力連合作業グループ」の体制を建てる。

　青島がカリフォルニア州とシカゴ市の2つの作業グループに加入し、アメリカのサ

ンフランシスコ・シカゴ・ジョージア州と次々にパートナー都市となり、アメリカに

対する経済貿易協力は以前のように単純に商（協）会との付き合い・協力から、地方

政府を重点とする全方面な交流協力に転換する。

　最近の二つの町の経済貿易取引のメモをチェックすると、その深い友情が十分に見

える。

　去年の6月に、青島がシカゴで開催される中米地域経済貿易協力の一連のイベント

に参加し、800名に近い中米政商各界の代表者と協力について検討した。「中国シカ

ゴ作業グループ」の中国側都市代表として、青島は「中国省市―アメリカ中西部州市

政商指導者円卓会議」にも参加した。去年から、青島がハイアールグループ・青島

ビール・中車四方・中青建安グループなどの企業に声を掛けて、中国省市―アメリカ

中西部投資貿易協力フォーラムやB2B企業間取引会などの活動に参加してもらい、同

じく参加するアメリカ企業と直接に交流し、共にビジネスチャンスをはかる。

　今回の会議の間、青島市商務局局長馬衛剛は中国側の地方都市代表として招待さ

れ、シカゴ市長の主催するランチ会に出席し、エマニュエルと会談をした。「我々は

双方の経済貿易取引をより一層進めるために、シカゴ企業誘致局が中国事業に対する

事務所を青島で設立するのを提案する。そして、次回の中国とシカゴの投資協力

フォーラムも青島で開催させていただきたい。」と馬衛剛がその場で誘った。

　それに対して、エマニュエルが喜んで承諾した。彼のコメントでは、シカゴと青島

の協力は基礎が固く、潜在力が大きく、ビジョンが広い。「近年来の青島市代表団が

シカゴを訪問する際の推進紹介によって、青島には印象深い。必ずチャンスを作って

青島を訪問する。我々は引き続き青島との緊密的な相互訪問を行い、中国事業に対す

る事務所を青島で設立する可能性を積極的検討する。」とエマニュエルが返事した。

青島風景  撮影/王沢東
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協力

　一日間のフォーラムは時間が短いが、豊富な成果を収めた。

　フォーラムでは、20社に近い青島企業はそれぞれにアメリカ参加企業代表

と交流し、協力プロジェクトを推進する。

　青島ハイアールはアメリカの地方都市で新規研究開発生産基地の設立につ

いてシカゴ市企業誘致局と会談した。新華錦信貿グローバル国際貿易有限公

司はアメリカ先進医療技術協会とは医療設備・器械・技術に関しての貿易協

力の合意を展開する。青島国版持株グループはアメリカのCIVPと連合投資の

話を検討した。青島新土地農業科学技術公司はシカゴ市の二つの農業関連企

業とインテリジェント栽培施設の分野での協力を進める。錦天城（青島）法

律事務所はアメリカテンニシー州中国発展センター（中国駐在事務所）とは

青島で中米二国間投資貿易事業を深度検討するように約束し、青島での事務

所設立も推進する。

　協力が深くなる裏には、青島とシカゴの絶えず強める経済貿易の付き合い

と関連がある。

　アメリカ現地時間の2017年3月16日、中車グループ青島四方機車車両株式

有限公司はシカゴで工場建設の起工式を開いた。

　その前の年には、中車四方株式有限公司は総金額13億であるシカゴ地下鉄

車両プロジェクトを落札し、アメリカ史上最大の地下鉄車両仕入れ―地下鉄

車両846台のオーダーを一挙に獲得できた。これも中国が先進国に地下鉄車

両を一回的に輸出する数量の最高記録となった。

　当該プロジェクトが成立してから、厚い希望を寄せられた。当時、在米中

国大使を任する崔天凱が祝電を送り、今回のことを「中米地域経済協力の新

しい手本」と高く評価した。

　定礎式で、エマニュエルは中車四方株式有限公司がシカゴで投資して工場

を建てることに感謝の意を表し、「この重大な投資プロジェクトはシカゴの

東南部とシカゴ全体に新しい経済動力をもたらし、またシカゴが全く新しい

21世紀の新都市交通システムを建設するには助ける。シカゴと中車の協力は

一軒の工場に限らず、これは双方の長期共栄の始まりである。」と述べた。

　経済貿易の協力をメインラインとして、青島とシカゴの交流は従って深く

なる。去年の7月、山東大学とアメリカシカゴ大学が連合で設立する山東大

学公共管理研究学院は山東大学青島校区で正式に成立された。現在、当該研

究学院は一周年となり、かなりの研究成果を上げた。今月末、青島西海岸に

位置する鳳凰の声大劇場でコンサートが開催される。その頃、「アメリカシ

青島風景
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カゴ室内オーケストラ青年オーケストラMomento Virtuosi」は約束通りに美しい楽章を演奏する。

ウィンウィン

　ウィンウィン共栄で、協力が安定的に進む。

　ハーバードビジネススクールの講義では、一人のアメリカ人の青島で起業する案例がある。

2003年、アメリカ人マシューが青島で優創（青島）データ技術有限公司を設立した。現在、当該

公司は既に四つの海外交付センターを有し、保険のアウトソーシング市場65%以上のシェアを占め

す業界のリード企業に成長してきた。

　そのほか、アメリカの世界トップ500会社のLucent科技は、2000年に既に青島で投資して研究開

発センターを設立した。去年の6月、アメリカHPが投資する慧与グローバルビッグデータ応用研究

センターは青島で起動し、ビッグデータ業界の「ベル実験室」を建設する。今年の6月に、青島―

アマゾンAWS連合革新センター青年革新創業基地が正式に開業し、これはアメリカアマゾンAWS本

部にブランドの権限を授けられる最初の連合革新センターである。

　生き生きしい実例のほかには、精確なデータも最高の証明である。

　青島市商務局からのデータによると、アメリカは青島最大の貿易協力パートナーと第四大の外

資ソースである。今年最初の5ヶ月間、青島とアメリカの輸出入総額が47.64億ドルであり、前年同期比

は12.9%増えた。今年の5月までに、青島におけるアメリカの投資プロジェクトは累計1907個がある。

　貿易とは、二車線である。アメリカの企業が青島で投資して安定に発展する同時に、青島の企業も

次々とアメリカに進出する。

　青島ハイアールがアメリカで設立した研究開発公司は、1999年設立最初からローカルの管理モードを

行い、当地に180個近くの仕事ポストを提供し、ハイアールのアメリカ工場の年間生産能力が20万台に

達する。ハイセンスアメリカ公司の製品は既にアメリカの多数の全国的大型チェーンルートに入った。

2008年、青島金王がアメリカで投資し、アメリカ金王石油ガス開発有限公司を設立し、今まで、アメリ

カ金王公司は累計でアメリカローカル油田の約465平方キロの採掘権のある土地を買収し、現在の石油

ガス年間生産当量が300万トンである。

　特別に語る価値があるのは、青島が対外開放の体制を革新し、全世界を見渡して海外工商センターを

布石すること。2016年、サンフランシスコのベーエリアに位置する青島（米）工商センターが設立さ

れ、青島とアメリカの地域経済貿易協力を促進する海外の駅となった。

　現在、中米地域経済貿易協力の重点都市として、青島は中米地域経済貿易協力を深化する革新的な町

を建設している。将来は期待できる。

青島風景
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開放の理念から生き生き
しい実践へ

青島市が国際化へ進む

　9月5日、黄海の海辺、青島は再び人数多くの重量級な国内外専門家を迎え

た。専門家達は招待され、青島市国際都市戦略実施専門家顧問委員会の第二次

会議に出席し、町の国際都市建設に計画を立てる。

　国際化の都市を建設するのは無論、巨大なプロジェクトである。青島が近年

来設置された最高レベルの知能顧問機関として、青島市国際都市戦略専門家顧

問委員会（以下は「顧委会」と略す）は四方の知恵を集め、広い力を凝集し、

国際都市建設の重要な頼りとなる。

　青島の絶えない努力のよって、この町の国際化建設は開放の理念から生き生

きしい実践へ、ステップバイステップしっかり進み、かなりの成果を収めた。

高級知能顧問からのアドバイス

　「国際海洋有名都市を建設する：世界形勢における新旧エネルギー転換中の

開放活力」という顧問委員会第二次会議のテーマをめぐり、参加する専門家達

はそれぞれの分野に切り込み、青島の国際都市建設に数十個のアドバイスを提

出した。

　「青島には豊かな観光資源があり、たくさんの優秀な科学技術研究機関が集

まる。将来の発展では、青島は現在の自然資源を統合・利用すると同時に、自

然環境を保護する責任がある。例えば、青島は一つの高規格作業グループを組

んでこの仕事をやってもらい、そしてこの作業グループを手本とする。」顧問
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委員会第二次会議で最初に発言する専門家として、ドイツマンハイム市前副市長兼市長代理、青

島市栄誉市民ノボート・エガーが提案した。ほかには、彼は青島がマンハイムへの貨物運輸列車

を開通させ、二つの町の提携をもっと緊密にすると提案した。

　会議では、山东省委常委、青島市党委員会書記、青島市国際都市戦略推進委員会主任張江汀は

顧問委員会が最新に招聘した専門家に招聘状を渡した。当該顧問委員会には、外交部前部長李肇

星が首席顧問を担当し、元外経貿部副部長龍永図が主任を担当する。

　現在、中国・ドイツ・日本・韓国・シンガポール・タイなど20ヶ国近くからのベテラン外交

官、知名専門家学者とグローバル企業の上層部管理者などの専門家が当該顧問委員会に招聘さ

れ、金融・貿易・外交・計画・観光・環境保護・展示会・運輸・海洋・法律などの分野をオー

バーする。

　「上海協力機構青島サミットの後、青島は国際大都市の行列に踏み出した。しかし、しっかり

と立てるかどうか、居場所があるかどうか、更に進歩できるかどうか．．．我々はもっと努力

し、また、もっと多くの社会的な力に参与してほしい。」と張江汀の言うように、青島は一つ一

つのアドバイスを重視して実践する。

　「会議後、我々は早速関連部門を協調し、専門家のアドバイスを監督実行して文書にまとめ、

専門家本人にフィードバックする。」青島市市長、青島市国際都市戦略推進委員会主任孟凡利は

前回の顧問委員会会議の後で述べた。「顧問委員会を成立させる理由は、『外部の脳』を借りて

青島以外の視線で青島を見て、違う角度で国際都市戦略を考える。」

　北京大学光華管理学院教授武常岐は顧問委員会が最初に招聘した専門家の一人。「青島は国際

都市建設の面では日進月歩の突破がある。特に上海協力機構サミットの成功に従い、青島は国際

大都市への足取りを加速し、新たな征途を始める。」と武常岐が述べた。

　顧問委員会会議のほかには、青島は顧問委員会秘書室を設立し、日常仕事機関として顧問体制

の常態化を確保する。

体制の革新

　「ハイアールの消費者第一の職人精神を提唱し、膠州湾の保護を強化し、市内新築高層ビルの

緑化率を増え、青島市直属企業の協調発展を導く。」これは李肇星が顧問委員会第一次会議で提

出した四つのアドバイスである。

　青島の統計によって、顧問委員会第一次会議では、専門家のアドバイスを62個受け取った。青

島は一々整理して実行し、全てのアドバイスにフィードバックがあるのを確保する。その中、一

部のアドバイスが『青島市「国際化+」推進行動計画』に載せられる。

　「青島が国際都市を建設し、それは構えではなく、威張るでもない。青島は顧問委員会第一次

青島風景
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会議で専門家が提出したアドバイスを詳しく記録し、アドバイス

を各関連部門に渡したことが分かる。」青島の前回会議の専門家

アドバイスの実行情況の紹介を聞いたら、龍永図が賛同した。

　そのほか、青島が国際都市戦略推進体制を革新的に模索する。

二年仕事制をローリング実施し、二年制仕事計画を発表するの

は、青島の国際都市建設での革新措置の一つである。現在、青島

は2016/2017と2018/2019の2ラウンドの『青島市「国際化+」推進

行動計画』を発行し、それぞれに100件と200件の仕事実務を確定

する。内容は経済発展・都市計画・社会管理・公共サービス・国

際交流・人的文化的環境・人材導入などの方面の推進を含む。

今、第一ラウンド（2016/2017）に確定される100件の実務はほぼ

完成である。第二ラウンド（2018/2019）の200件の実務は推進中

である。

　世界的の目線と国際的の基準でしっかりと仕事を展開し、青島

が2版の『「国際化+」行動計画ベンチマーク案例指導マニュア

ル』を先後に編成し、それぞれに80件・132件の国内外の都市建

設の先進案例を取り集め、青島が行動計画を実行するには参考で

きる国際範例を提供する。

　制度の建設といえば、青島市国際都市戦略推進センターの関連

責任者が紹介し、「青島が専門に国際都市戦略推進委員会を成立

させ、『8+30+1』という仕事体制を立てる。その中、『8』は8つの

専門仕事グループで、『30』は30個の専業作業グループで、『1』は

委員会に属する専門家顧問委員会秘書室である。この体制が戦略実

施に力を合わせ、国際都市建設がしっかりと着実に推進されること

を保障できる。」

　『青島市国際都市戦略指標システム』『国際都市戦略推進実施の

審査方法』などの30万字を超える文書は、青島市の国際都市戦略推

進が従う文書である。これらの文書をチェックしたら、青島市の国

際都市建設の詳細がはっきり見える。

　うまく資本の力の発揮できるかどうか、国際都市建設のプロセス

を大きな程度で影響する。青島が成立する「藍湾国際都市発展基金

会」は会議の間に運営開始する。

　高規格の委員会・ハイレベルの顧問委員会・高出発点の基金会・

具体的に実行できる行動計画・国内外を含むベンチマーク指導マ

ニュアル．．．青島は国際都市建設の道の探求し、独特なルートを

模索でき、著しい成果を得た。ある専門家が青島で調査研究後、

「青島の国際都市建設方面の措置は強力で、発展が速い。とても印

象深い。」と述べた。

しっかりと着実に推進する

　努力し続けると、成功になる。青島が国際都市戦略を着実に推進

して著しい成果を収める。国内外からのいくつかの報告書が青島市

国際都市建設の新しい高さをマークする。

　2017年6月、世界有名な都市クラス評価機関―グローバル化とワー

ルドクラス都市研究組織及びネットワーク（GAWC）が『2016年世界

都市クラス評価報告書』を発表し、報告書では、青島の都市クラス

が「Gamma＋」クラスに登り、世界的ランキングは2012年の193位か

青島風景
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ら143位に上昇した。同じ年の9月、PWCが発表する『青島市国際都市

戦略年度推進実施評価報告書（2016/2017）』によると、2016/2017

年青島の各項目の指標が進み、国際都市建設の成果が著しい。同じ

年の10月、中国社会科学院（財経院）と国連人間居住計画署が共同

で発表する『世界都市競争力報告書2017-2018』に載せられるよう

に、青島の都市クラスがC+であり、経済競争力は世界の85位、中国

の15位となる。近日、上海社会科学院が発表する『国際都市青書：

国際都市発展報告書（2018）』では、青島市は第三梯隊の世界都市

に入る。

　その前に、グローバル化とワールドクラス都市研究組織及びネッ

トワーク・PWC・北京大学・浙江大学・中国社会科学院が発表する

多数の研究報告書によって、青島の国際都市建設の成果が著しく、

対外開放のレベルは全国上位にある。

　上昇し続ける精確な数字は、青島が国際都市建設を着実に推進す

る発展曲線を描く。

　青島市商務局からの資料によると、今年の最初の7ヶ月間、青島

が国際貿易総額678.6億ドルを実現し、7.6%増加した。新規審査批准

される外商投資プロジェクトが584個あり、50.52%増加した。登録対

外投資プロジェクトが69個あり、実際投資額が13.48億ドル新規増加

し、108.79%増加した。『青島市国際都市戦略指標システム』に対照

したら、上記数字は青島の経済貿易国際化の真実な描写である。

　国際友人の実際生活と身に染みる感じは、一つの側面で青島の国

際魅力を表す。青島で投資する一人目の外商として、韓国人林永喆

は深い感触を述べた。「私は青島で27年間生活し、この身を持って

青島の国際化の深化と対外開放度の向上を感じる。外国人にとっ

て、この町のでの仕事と生活はますます便利になる。」「林永喆

達」の好評のおかげで、青島は七回連続で「魅力中国―外国籍人材

から見る最も魅力のある中国都市」に入選する。

　地図で青島の代表観光スポット「桟橋」を探したら、一目で分か

る：青島は広い海に出航する巨船に如く、桟橋はそのアンカーであ

る。今、既に錨を上げ、上海協力機構青島サミットを出発点とし

て、国際海洋有名都市を建設する遠航で、しっかりと前進する。

青島風景
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青島はハイレベルの開
放を推進する

　中国沿海都市の第一ラウンドの対外開放の足取りに伴い、青島は開放の姿勢で世界に踏み出した。

　改革開放の40年が時間の標尺として、発展の目盛りを測る。改革開放による経済と社会発展の「配当金」

は青島という町で絶えず検証されている。青島の開放の歴史をみて、新しいラウンドの開放にはもっとハイ

レベルでの主動選択が必要であると、我々は深刻に認識する。

　党の十九大報告で指摘されるように、現代化経済体系を建設し、全面的に開放する新しい構造の形成を推

進する。

　国際都市の建設から全分野・全管轄域の対外開放の推し進めへ、そして「一帯一路」市場の深度開拓ま

で、「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区」を建設し、または現代的国際貿易運営体制を構築し、

世界範囲で経済協力パートナーを結び、地域経済貿易協力を広く深く発展させる．．．改革開放40年の新し

い出発点に立つ青島は高い位置付け・高い立ち位置・高い品質をもって、町のハイレベルの対外開放を推

進して、前進させる。

　本日から、本報は上・下二回のシリーズ報道により、青島がハイレベルの開放を推進する生き生きしい

実践を紹介する。

　ハイレベル開放の推進は、青島の都市発展潜在力を放出させる。今年6月に開催された上海協力機構青島

サミットは、青島が国際化大都市の行列に足を踏み入れるシンボルとして、この町のハイレベルの開放に

全新な発展機会をもたらす。

　「改革開放は、青島が時代に従って前列に歩く重要な法宝である。実践発展には終わりがなく、改革開

放には終わりがない。動揺しなく全面的に改革を深化し、開放を拡大し、新しい活力を刺激して新しい優

勢を創造しなければならない。」と山东省委常委、青島市党委員会書記張江汀が述べた。

高い位置付けで国際海洋有名都市を建設する

　高い山には登る価値があり、遠い道には走る価値がある。ハイレベルの開放を実現するために、まずは

高い位置付けが必要である。

青島風景
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　一部のビジョン報告書がハイレベル開放都市である青島のもっと高い目標を描く。

『青島市が国際都市戦略総合発展を実施するビジョン報告書（2017/2050）』が提出す

るように、2020年から2013年の間、青島は国際影響力と現代化都市品質を向上し、東

亜地域の国際貿易中心都市の建設基礎を定着し、国際海洋有名都市を建設する基本目

標を次々と実現する。2035年から本世紀の中葉（2050年）までに、青島は率先して現

代化を基本的に実現することをメインラインとして、東亜地域の経済実力が高く、都

市文化ソフトパワーが目立ち、世界影響力がかなりある革新型国際海洋有名都市を建

設できる。

　全分野・全管轄域の対外開放を展開するのは、青島が国際海洋有名都市を建設し、

ハイレベルの開放を進める生き生きしい実践である。国際都市戦略の深化実施は青島

で革新的な体制を形成する。

　国際の先進理念・基準・モードをベンチマークとして、青島は国際都市戦略実施綱

領・国際都市戦略指標システム・国際都市建設ベンチマークマニュアルを次々と制定

し、8つの専門仕事グループ・30個の専業作業グループ・一つの国際都市専門家顧問委

員会秘書室で構築される作業枠組システムを建てる。これらのトップクラスのデザイ

ンを「国際化+」の行動計画に実施し、青島は先後二回で計300個の具体的な仕事計画

を形成し、企業・市場・産業・団地・都市の五つの国際化をめぐって、国際都市を建

設する遠大な戦略目標を目の前の実務に移し、仕事を更に具体的に清楚にする。

　青島国際都市専門家顧問委員会は青島が近年来に成立する最高規格の知能顧問機関

として、既に49名の国内外専門家顧問がいる。まもなく、当該委員会の第二次会議は

青島で開催され、「国際海洋有名都市を建設する：世界形勢での新旧エネルギー転換

中の開放活力」のテーマをめぐり、青島の発展に計画を立てる。同時には、会議では

「青島市藍湾国際都市発展基金会」を成立する。

　一個一個の革新措置は、系列的な効果ある運営体制を構築し、この町の海洋有名都

市を建設する目標をステップバイステップに分解し、しっかりと推進する。

　継続は力なり。GaWC（グローバル化とワールドクラス都市研究グループ）が2017年

に発表した世界都市ランキングでは、青島が前回の236位にある「高成長性」から、飛

躍的に143位にある「Gamma+」クラスに登り、日本の大阪・イギリスのバーミンガム・

ロシアのサンクトペテルブルクと同じクラスにある。

　青島市市長孟凡利が話したように：「新旧エネルギー転換の実施を加速するには、

必ず対外開放を持続に深く推進しなければならない。認識よりもっと大切なのは決心

であり、手段よりもっと大切なのは責任感である。青島は努力して、もっと高い境

界・もっと広い視野・もっと大きい迫力・もっと細かく実務的なやり方で新しいラウ

ンドの対外開放を推進し、住みやすい幸福な革新型の国際都市の建設を加速する。」

高い立ち位置で、「一帯一路」を深く開拓する

　高い所に立ち、遠い所まで眺める。

　「一帯一路」の提案が青島に新しい「機会の窓」を開き、青島が対外開放のレベル

靑島労山風光
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を更に向上させるには新たな路線を開拓した。

　データは成果を反映する。青島市商務局からのデータによると、今年の1月から6月までに、青島が「一帯一路」の沿線

国家の市場に対する輸出入総額は1169.53億元あり、青島対外輸出入総額の48.8%である。同期には、青島企業が「一帯

一路」の沿線国家・地区への投資プロジェクトが28個あり、協議投資額が10.4億ドルである。

　「一帯一路」の建設には、経済貿易の協力が基礎と助力である。

　「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区」の建設は、上海協力機構青島サミットで得た新しい経済貿易成

果であり、青島が「一帯一路」の建設に深く融合し、上海協力機構加盟国との地域経済貿易協力を開拓し、新時

代の全面開放の新構造を構築する新しい出発点である。

　困難を乗り越えて新しい事業を始める。青島で全面的に展開しているのは、チャンスをつかんで前向きに努

力し、「一帯一路」に融合する模索と実践である。「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区」の建設

を導きとして、青島は「一帯一路」の地域経済貿易協力示範都市を創立している。

　「一帯一路」の建設指導グループを成立し、経済貿易・人材・金融・観光・交通物流・対外宣伝・海洋

経済科学技術の7つの専門推進作業グループを成立し、海上シルクロード研究学院などの「一帯一路」の

高級知能バンクを成立し、30個の「一帯一路」建設の重大課題研究を展開し、「一帯一路」建設の重大

プロジェクトの予備バンクの建設を絶えず推進する．．．青島の行動は、断然と実行。現在、当該示

範区の建設は既に国家戦略となる。

　グローバル協力の布石によると、「中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区」が上海協力機

構加盟国との協力を深化し、放射的にアジア太平洋・ヨーロッパの二つの世界経済エリアと接

し、「上海協力機構+X」の総体開拓構造を形成する。中央アジアの内陸地区などの上海協力機構

加盟国に対して、アジア太平洋市場の「出航港」を建設する。

　東へ、日本と韓国に接し、中日韓地域経済貿易協力示範都市を積極的に建設し、日韓が上

海協力機構加盟国などのユーラシア市場に向ける中継貿易と第三方市場協力を開拓する。西

へ、新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊に沿って、ユーラシア経済連合及び中東欧

「16+1」国際協力体制に接し、中東欧「16+1」の国際経済貿易協力を深く推進する。南

へ、東亜航海運輸路線とトランスアジア鉄道の二つの通路に通じ、東亜海洋協力プラッ

トフォームと東南アジア諸国連合「10+3」国際協力体制に接し、中国・パキスタン経

済回廊、バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー経済回廊の建設プロジェクト

に参加し、東南アジア諸国連合「10+3」及び南アジア諸国の地域経済貿易協力を深

く推進する。北へ、ロシアのユーラシアに跨る大鉄道とモンゴル「草原ロード」

の建設に接し、中国・モンゴル・ロシア経済回廊の建設に深くなじみ込む。中

国・ポルトガル語諸国経済フォーラムなどの国際協力体制に接し、ラテンアメ

リカ・アフリカ市場に向かってグローバル経済貿易協力新構造を開拓し、力

を合わせてユーラシア大陸市場とアジア太平洋市場が共通する国際貿易の

大通路を作る。

　走り続けると、必ず成功する。現在、「中国―上海協力機構地域経済

貿易協力示範区」の発展計画が作成でき、将来は青島港の多方式連携

運送の優勢に基づき、「物流先導、貿易開拓、産能協力、グローバル

発展、団地交流」を運営体制として、「西に中央アジアとヨーロッ

青島風景
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パ、東に日韓・アジア太平洋地域、南に東南アジア諸国連合と南アジア、北にモンゴルロシア大陸」

という国際的多方式連携運送の貿易大通路を構築する。

高い品質で現代国際貿易運営体制を建てる

　開放型経済の新たな発展構造に対して、この町は新しい発展方式を絶えず模索し、経済の高品質発

展を推進する。

　青島が全国率先して貨物輸出入額・サービス輸出入額・海外投資貿易営業額を含む「三位一体」の

現代国際貿易運営体系を建てる。この新体制の枠組みで、青島が国際産能協力を深化し、経済形式の

転換を発展する新しいエネルギーを育み、対外投資の品質効益変革を進めてグローバルの競争協力に

参与する新しい優位性を育成し、海外進出サービス促進システムを最適化して対外投資協力のサービ

ス保障を強化する。

　国際産能協力を深化し、青島が装備・技術・ブランド・基準・サービスの歩き出すことを支持し、

重点なる国家・重点なる分野をめぐって投資総額200億ドルの経済貿易協力重点プロジェクトバンク

を建てる。

　これらの重点プロジェクトの中では、ハイアールグループはロシアで冷蔵庫と洗濯機の生産ライン

を拡大し、インドで生活家電の生産拡大を始め、ハイアールパキスタンルバ経済区の年間営業額は3

億ドルに達する。ハイセンスグループはメキシコ工場と南アフリカ工業団地第二期の拡張を始め、南

アフリカ工業団地によって南アフリカ最大のテレビ製造業者となり、市場はアフリカ大陸の15ケ国を

オーバーする。賽輪金宇グループは海外タイヤ製造基地の第二期プロジェクトの建設にベトナムで投

資し、累計投資額が4.6億ドルである。瑞昌綿業はアフリカの5つの国でコットンの栽培と加工プロ

ジェクトを建設し、アフリカの農家20万余りの世帯に恵みを施す。

　買収プロジェクトの増加は、青島対外投資の品質効益変革の有力な証明となる。統計データによる

と、2017年、青島新規増加の買収プロジェクトが18個あり、全年間累計の新規増加買収投資規模は

15.6億ドルである。その中、ハイセンスグループが2015年にシャープの北アメリカのテレビ業務を成

功に買収した後、1.1億ドルで東芝テレビ業務の買収に調印した。魯信睿浩グループが6000万ドルで

産業チェーンの上方であるイギリスデジタル映画館ソフトウェアサービス業者AAM公司とフランス3D

映画館設備サプライヤーのVolfoniの公司を全額で買収し、映画館技術サービス専業分野の隠れチャ

ンピオンとなる。ダブルスターは約39億元でカムホタイヤの45%の株を持ち、正式に大株主となる。

　市場経済では、形のある手と形のない手が合わせて、経済の高品質発展の内在的な原動力となる。

　近年来、青島が「一帯一路」の沿線国家で「通商青島新シルクロード　経済協力新パートナー」と

いうテーマの経済貿易促進する一連なイベントを開催し、グローバル経済貿易協力戦略布石を完善

し、89個の都市及び省州と経済協力パートナーシップを締結し、55ヶ国と地区に関わる。高級会計事

務所、法律事務所などの専門的な投資サービス機関との協力を強化し、政策解読・政府企業交流のプ

ラットフォームを建てる。

　これらの新エネルギー・新優位性・新原動力は、青島経済が高い品質で発展する新しい曲線を描

く。体制の車輪に駆動され、青島のハイレベル開放は高速に走っていく。

青島風景
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外商の青島投資:

０から815.4億ドルに跨る

巻頭のご挨拶：

　改革開放40年で、春風も雨も草木の成長に適する。

　青島は我が国の改革開放初期に最初の改革開放を拡大する東部沿海都市として、当時の「来料加工・委託加

工・現地組立・補償貿易」から歩き出し、外資の利用から輸出で外貨の獲得まで、対外の工事請負を展開し、

「国内誘致」と「海外進出」を結合し、サービスアウトソーシングで更に発展し、サービス貿易とサービス輸

出入は突破的に進んでいる。青島の対外経済貿易の5つの業務データはゼロから始まり、今は都市経済発展の

重要な推進力となる。

　こういう滄海変じて桑畑となるような巨大な変化こそ、我が国の改革開放と社会発展では最も興奮する光景

である。開放の政策配当金は強力の発展動力に変わり、地域の発展に力強く加速し、外向的経済発展を進める

重要なエンジンとなる。本日から、本報は「改革開放40年：数字で青島を述べる」の欄を始め、青島の外資利

用・対外貿易・対外経済協力・サービスアウトソーシング・国際サービス貿易などの方面を報道し、一つ一つ

の側面から、改革開放が町にもたらした絶えない前進する力を表わす。

　0。これは1978年改革開放の前に、青島の累計外資利用額であった。2018年6月までに、この数字は815.4億ド

ルになった。

　無から有へ、有から優へ。改革開放の春風に吹かれ、青島の外資を利用するデータは猛烈な勢いで成長し、

上昇しつつある。

　青島の全方面・深層度・多分野の対外開放構造では、外資の利用吸収は全市の経済社会発展、都市効能向上

と国際化の都市建設に重要な役割を発揮する。

　40年以来、青島の外資利用は最初の「来料加工・委託加工・現地組立・補償貿易」の加工貿易から始まり、

本世紀のアタマに製造業の大きいプロジェクトが集まって産業集落が生まれ、近年来サービス業外資が速く成
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数字で青島を述べる

長して大きなシェアを持ち、「国内誘致」と「海外進出」を結合してプロ

ジェクト品質が徐々向上して構造が日々最適化する良性な発展枠組みが初

歩的に形成している。

　「第1軒」「5つの階段」「145軒」これらのキーワードは青島の外資

利用の上昇し続ける発展曲線を連接する。

　1984年12月14日、青島は既に深い冬に入ったが、人々が青島最初に

設立される中外合資企業を熱烈に期待する気持ちは寒気に負けなかっ

た。その日、青島華和国際賃借有限公司の始業式に、たくさんのお

客様が殺到してきた。

　当該会社の青島最初で山東省最初、我が国の2軒目の中外合資企

業であった。青島賃借公司、中国銀行青島信託顧問公司と日本昭

和賃借公司が合資して設立され、大きな希望を寄せられた。

　同じ年で、青島市最初の中外合資生産企業―青島華林ベニア

板有限公司が設立された。初めての「手探りで道を探す」合資

企業として、これらは改革開放初期のビジネスシルエットで

あった。

　青島市商務局からのデータからみると、1992年から2000年

の間には、外商直接投資が青島の外資利用でリード地位を

占め始まった。この間、POSCO・ミツミ電機・Lucent・正大

などの外資プロジェクトが青島に進出した。

　2001年、我が国はWTOに加入し、青島の外資利用が産業

最適化レベルアップの促進と区域の協調発展の特徴を示

した。

　データは最高の証明である。2003年から2008年まで

に、青島が毎年に利用する外資は16億ドルから36億ド

ルに伸び、倍以上に増加した。この時期に確定され

た前湾コンテナー埠頭プロジェクトは山東省最大の

外資インフラ建設プロジェクトとなった。

　「十二五」の間、五つの「十億階段」が青島の

外資利用の「ゴールデン時代」を描いた。

　2011年から2015年までに、青島の外資利用額

は次々と30億ドル、40億ドル、50億ドル、60億

ドルと70億ドルの5つの「十億階段」に登り、

全国の副省級都市の上位をキープする。青島

で投資する国家と地区は百個に近く、世界の

主要経済体をオーバーした。

　この間、外資買収・海外上場・投資会

社・ベンチャー会社・株式出資プロジェク

トが増えた。ハイアールグループとKKRが

戦略投資協議を結び、外資利用額が5.18億

ドルである。アリババが日日順物流に出資

し、外資利用額が2.5億ドルである。青島銀

行と青島港は共に香港で上場し、ハイアール

ヘルスワイズと中徳生態園はそれぞれに香港

とドイツで上場した。

　青島は外商の最適投資目的地のひとつにな

り、光栄に「金メダル投資都市」と名付けられ、

「青島への投資」は海外で有名となった。

　新しい時代に入り、青島は相変わらず世界トッ

プ500会社が資本を追いかける場所である。

　青島市商務局の統計に基づき、2016年から今年の6

月まで、青島はドイツのエアーバス・ドイツのフォル

クスワーゲン・アメリカのゴールドマンサックス・ア

メリカのアマゾン・イタリアのサンタポロ銀行などの

世界トップ500会社とは28個の外資プロジェクトを設立

した。今まで、144軒の世界トップ500会社が青島で投

資する276個プロジェクトは業界の先頭企業に発展して

きた。

　その中、シーメンス（青島）革新センタープロジェクト

はシーメンスが故郷のドイツ以外で投資して設立する最初の

工業4.0応用を展開するインテリジェント製造革新センターで

ある。青島意才財産管理有限公司が国内最初の外商独資の財産

管理公司である。青島―HPソフトのグローバルビッグデータプ

ロジェクトとアマゾン孵化器プロジェクトは青島で実行する。

エアーバスのヘリコプターグループがヨーロッパ以外で建てる初

めてのH135シリーズヘリコプター総体組立生産ラインは青島を選

択した。北汽グループがカナダEMVと組んで青島で新規エネルギー

自動車の生産基地を建設する。

　一つ一つの実例は青島が外資を利用する分野の主に製造業から製

造業とサービスの同時発展への深度転換を表わす。

　それに応じて、青島は「30個の専業誘致チームが千社誘致の大訪

問」を核心とする新型現代産業誘致政策体系を形成し、これをきっかけ

として、企業投資誘致の理念を政策優遇型・政府誘致型を主とする二元

化伝統誘致モードから、環境改善型・資本運用型も含む四つの方面を共

に重んじる現代産業誘致モードへ昇格し、各種類の資金がリード産業及び

戦略性新規産業へ流れることを導く。

　上海協力機構青島サミットの後、青島は国際化大都市の行列に足を踏み入

れ、この町も更に開放する態度を持ち、国内外の投資を引き寄せる。

青島風景
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青島対外経済協力:

０から324.34億ドルへ

　海から生まれて海で生きる青島は、生まれつき開放前進・冒険する勇気のある海洋文

化の特徴がある。ここに生まれる企業も同じような性格を継承し、「海に出る」願望を

持っている。

　青島市商務局の資料からみると、1983年以前、青島の累計対外投資額が0であった。

2018年6月まで、この数字は324.34億ドルであった。改革開放40年以来、青島の海外投

資プロジェクトは計1560個あり、中国側の協議投資額は324.34億ドルであり、世界の

99ヶ国と地域に分布している。

　一見で退屈に見える数字だが、下記の結論を輿論の余地がなく証明できる：青島の経

済は既に外向的な基本特徴を持ち、国際化になり始まった。

　青島の対外投資はゼロを突破したのは1983年であった。その年、青建グループが初め

て海外に進出し、国の対外援助工程プロジェクトを請け負った。

　「海外進出」のルートが一旦開いたら、青島の企業は大きな足取りで海外での発展を

求め始めた。

　1990年、青島国際経済技術合作公司が対外経営権を取得し、それは青島最初の国際労

務協力（海員を含む）・国際工事請負・対外経済援助経営資質を持つ対外経営会社で

あった。1996年から、ハイアールなどの青島企業が率先して海外での工場建設を模索

し、フィリピン・インドネシア・マレーシアなどの国で次々と工場を設立した。

　「青島企業の海外直接投資は2001年の前のような貿易から、だんだん海外加工貿易・

海外合併買収・海外研究開発・海外資源開発・海外工業団地の建設など多種類の経営形

式までに発展してきた。」と青島市商務局のスタッフが紹介してくれた。
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　2001年、中国がWTOに加入し、青島の企業は従って「海外進出」を求

め始める。主な海外業務は貿易連絡サービスから海外生産販売活動まで

に移り、海外貿易機関は貿易代表所から海外販売会社に転換する。

　制度も生産力である。この間、青島は『海外進出戦略の実施における

意見』『更なる海外進出戦略の実施における意見』『更に民営企業の海

外進出を推進する意見』などの文書を次々と発表した。ハイアール・ハ

イセンスなどの青島企業が海外で経営会社を設立し、セールスネットを

完善し、海外生産基地を布局し、ローカル経営を展開する。即発・金

王・MESNAC・瑞昌綿業などの実力のある民営企業が海外で生産基地を設

立し、青建グループなどの工事建設企業は海外援助プロジェクト建設の

チャンスを借りて続々とローカルで建築工程会社を設立し、ローカルの

不動産開発建設プロジェクトを自主的に引き受けるようになった。

　この町の開放の道で、「一帯一路」にダブル位置付けられ、青島に対

外開放のレベルアップの新しいルートが現れる。

　2012年以来、青島は革新的に「海外進出」と「国内誘致」を結合する

開放的な戦略を実施し、『海外進出と国内誘致を結合する発展戦略を実

施して更に対外開放レベルを向上させる若干の意見』を発表して倍に歩

き出すという計画を実施する。

　今まで、青島ハイアールグループが世界で研究開発センター5箇所・

工業団地21箇所・貿易会社66社を布石し、ユーザーは100個以上の国と

区域に分布している。ハイセンスグループが海外会社17社・生産基地3

箇所・研究開発センター7箇所を持ち、製品は130ヶ国や地域で販売して

いる。電力建設第三工程公司、青建グループは国際工事請負企業のトッ

プ225となった。

　ハイアール、ハイセンス、ダブルスターなどの青島企業が次々と海外

で日本サンヨー・ニュージーランドFisher&Paykel・アメリカGE家電・日

本シャープ・韓国カムホタイヤなどの国際的な知名ブランド・セールス

ネットワーク・進んだ技術を合併買収し、海外の研究開発センターを配

置し、高級なプライベートブランドを作る。

　現在、青島は国際都市戦略を推進し、グローバルで89個の国際経済提

携パートナーを結び、シンガポール・韓国・ドイツ・アメリカ・日本・

イスラエル・香港・イギリスでは8つの海外工商センターを設立した。

それは青島企業の「海外進出」の強い助力になる。開放しつつある青

島は、もっと多くの「海外進出」のすばらしい物語りを上演するで

しょう。

青島風景
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海外投資貿易額:

0から200億ドル以上へ

　青島の国際貿易システムの中で、一つの特殊な指標システム―海外投資貿易額―が非常

に目立つ。

　2017年、青島の国際貿易額は1150億ドルに達し、その中で海外投資貿易営業額がますま

す重要な役割を果たし、246億ドルを完成し、比率が21%となり、前年同期比13%増加した。

　海外投資貿易額とは何でしょう。それは「海外進出」の青島企業が海外ローカルで現地

仕入れ・現地生産・現地販売という開放的経済から生まれた国際貿易額である。実際に、

この革新指標システムが設立されることだけでも、青島の改革開放の深さと広さの屈折で

ある。

　話はハイアールグループから述べる。

　2015年、ハイアールグループの対外貿易輸出入の税関データが一度色褪せに見えたが、

しかし、ハイアールからのデータは違った。

　「現在、我々の製品は基本的に1/3が輸出、1/3が国内販売、1/3は海外工場がローカルの

生産と販売を完成する。」ハイアールグループの取締役会長・CEOの張瑞敏が説明し、ハイ

アールグループが海外で工場を設立して生産と販売を行うことは、ハイアールは国際分業

協力に参与する重要な形式となり、その海外投資営業額もハイアール国際貿易の重要な一
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部であり、伝統的な税関データによる対外貿易統計モードは企

業の国際貿易実績を真に反映できなくなった。

　ハイアールと同様に迷っているのは、数多くの青島の「海外

進出」企業である。ハイセンス・青建グループ・山東電力建設

三公司・金王・賽輪・新華錦グループ・即発ニットなどの多種

類のグローバル経営型企業も同じような問題を提出し、それら

の国際化経営比率がますます拡大している。

　当該問題は最初の「海外進出」企業を有する沿海開放都市・

青島で率先して現れる。青島が認識したのは、開放型経済の発

展に伴い、もっと多くの青島企業が国際の舞台に立ち、グロー

バル価値チェーンの分業と協力に参加している。これで青島の

対外貿易の形式・構造・規模などは著しい変化が発生する。

　開放の最先端に立つ青島は一連の探求を行う。この町は改革

開放を深く推進し、開放型経済新体制の建設に積極的に求め、

現代国際貿易の運営体制の試行を模索する。

　2016年、商務部の指導に基づき、青島が率先して「三位一

体」の現代国際貿易運営体制を起動して実行し、貨物貿易・

サービス貿易・海外投資貿易の総合的な発展を全面的に推進

する。

　当年度、青島の海外投資貿易営業額が216.1億ドルとなり、

それから青島の国際貿易総額が初めて千億ドルの階段に登り、

1005億ドルに達し、「マイルストーン」の意義がある。

　関連の専門家の話によると、現代国際貿易指標システムは統

計システム・考課システムでもあり、評価システム及び国際貿

易の政策ガイドと指揮棒でもある。青島が率先して現代国際貿

易指標システムを構造する試しは、更に開放を拡大して伝統国

際貿易が現代国際貿易への転換を加速する重要な一歩を踏み出

した。

青島風景
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　終了したばかりの上海協力機構青島サミットは、青島に「中国―

上海協力機構地域経済貿易協力示範区」としての国家的な位置を付

け、青島が国際化大都市に入るプロセスを開始した。どうやって上

海協力機構の効果を拡大し、もっと広い深い分野で示範区の建設を

推進し、地域的協力を開拓したらいいでしょう。この町は一刻も止

まらず探索している。

国際貿易大通路を貫通する

　「東は日韓・アジア太平洋地域に接し、西は中央アジア・ヨー

ロッパに繋がり、南は東南アジア諸国連合・南アジアに通じ、北は

モンゴルロシア大陸に達する」。「中国―上海協力機構地域経済貿

易協力示範区」管轄区域内のユーラシア経済連合産業団地の東方面

の位置付けによって、青島港は上海協力機構加盟国が日韓及びアジ

ア太平洋地域の市場に向ける「出航港」として建設され、青島が周

りの国や地方都市との経済貿易の協力を開拓することに新しいチャ

ンスをもたらす。

　7月5日、青島市商務局馬衛剛局長が率いて、商務代表団ご一行は

韓国ソールの中日韓三国合作事務局を訪問し、地域協力の推進に関

して会談を行った。

　2011年に設立された中日韓三国合作事務局がソールに常設し、事務

局長は三国が韓・日・中の順番でノミネートして任命する。

　青島商務代表団は韓国のベテラン外交官である事務局事務局長李

鐘憲に青島の沿海都市の特色、経済社会発展の状況及び韓国との経

済貿易取引事情を紹介した。特に中国政府が青島で「中国―上海協

力機構地域経済貿易協力示範区」を建設することを支持し、青島が

韓国・日本などの周辺国家との地域的相互投資経済貿易協力を更に

拡大するにはもっと多くの発展機会を与えた。

青島風景  撮影/孟涛
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　青島の膠州に位置するユーラシア経済連合産業団地は、「中国―上海協力機

構地域経済貿易協力示範区」の所在地であり、2014年に国が設立した最初の沿

海多方式連携運送（マルチモーダル）税関特別監視管理センターでもある。示

範区の発展計画では、「陸運・海運・航空・鉄道」の多方式連携運送快速通路

はその意味である。

　次々と敷設される鉄道に沿って、世界各地から青島港に運送してきた貨物は

直接に青島膠州経由で、海と鉄路の連携運送を行う。西は中国アジア列車・中

国ヨーロッパ列車を通じて中央アジアとヨーロッパの国に繋がる。南は中韓快

線・東南アジア諸国連合快線を通じて東南アジア諸国連合と南アジアの国に繋

がる。北は中国モンゴル専門列車に通じて中国・モンゴル・ロシア経済回廊に

入る。東は青島港の海鉄連携運送によって日韓と結合してユーラシア大陸の市

場に向かう。

　こうして、示範区の建設により、青島は上海協力機構の関連国家がアジア太

平洋市場に向ける「出航港」となり、日韓の商品がユーラシア大陸の市場への

進出に中継貿易のプラットフォームを提供する。

　現在、青島市は既に中国アジア列車・中国ヨーロッパ列車・中国モンゴル列

車・中韓快線・東南アジア諸国連合専門列車の5つの国際列車を開通した。中国

アジア列車は新疆アラーシャンコーパス・ホルゴスパスに通じてカザフスタ

ン・キルギスタンに着く。中国ヨーロッパ列車は内モンゴルの満州裏に通じて

ロシアのモスコに着く。中国モンゴル列車は内モンゴルのエレンホトに通じて

モンゴルのウランバートルに着く。中韓快線は海外で韓国インチョンと繋が

り、国内で広東省石龍に接する。東南アジア諸国連合専門列車は広西屏祥に通

じてベトナムのランソン(Thành phố Lạng Sơn)・ドンダン(Thị trấn Đồ ng Đăng)・

カノイなどの町に到着する。

　「中日韓三国合作事務局が青島の中日韓FTA枠組みにおける地域経済貿易協力

示範都市の建設を支えてほしい。日韓のユーラシア大陸市場開拓に有利である

から。」と馬衛剛が述べた。。

　中日韓三国合作事務局長李鐘憲がこう述べた。現在、中日韓三国の協力が良

い勢いを表している。事務局は三国の地方都市の間の協力を支持し、青島の中

日韓地域経済貿易協力示範都市の建設を支持し、中日韓地域経済貿易協力都市

フォーラムの開催を提案し、三国の協力に関連するイベントを青島で開くこと

を前向きに考えると。

青島風景
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　「我々は既にグローバル化及び開放的地域協力の大切さ

を認識している。地域協力の勢いを維持し、共に発展を促

進しなければならない。」事務局の日本側代表山本恭司副

事務局長も地域協力の未来の潜在力に深い興味を示す。青

島みたいな地方都市が自身の長所を発揮して協力を開拓す

ることを非常に支持すると、事務局の中国側代表韓梅が

言った。

旧い友人の新しい合意

　7月3日、韓国プサン。ここは最初に青島と国際経済協力

パートナーシップを結んでくれた町であり、今回青島代表

団の訪問スケジュールの一番目の町である。

　一冊の年代記には、二つの町の熱意があふれる成果のあ

る交流・付き合いを記録してある。2003年3月、青島市とプ

サン広域市が友好協力関係を締結した。2012年8月、双方は

経済協力パートナーシップを締結し、プサン港と青島港が

友好港に結び、二つの町は港物流と金融などの経済貿易分

野で活躍に交流した。2014年と2016年、プサン市が青島市

経済協力パートナー都市円卓会議に二回出席した。2016年

11月と2018年3月、青島―プサン経済協力理事会の第一次・

第二次連席会議はそれぞれに青島とプサンで開かれた。

　「双方は韓国企業が青島の上海協力機構示範区をプラッ

トフォームとしてユーラシア大陸の市場に向けるグローバ

ル物流及び中継ぎ貿易の協力を共に推進すべき、双方が中

日韓FTA協議の枠組みにおける地域経済貿易協力の展開に空

間を開拓し、地域の面から両国の経済貿易協力を進めるに

は役に立つ。」会談では、馬衛剛が紹介した。

　青島からの提案はすぐに熱烈に応じられた。

　青島の協力提案を聞き取る間に、プサン市産業通商局局

長宋良鎬がしきりに頷いて賛成した。「全ての協力提案に

対して真剣に検討してから返事する。」と彼が言った。そ

して、宋良鎬からの提案では、彼が8月に青島で開催される

「2018青島国際経済協力パートナー都市円卓会議」にチー

青島風景　撮影/王華
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ムを連れて出席することを積極的に検討し、青島―プサン経済協力理事会の第三

次連席会議を同じ時期に開催することについて相談する。

多分野の訪問は交流を促進する

　上海協力機構サミットの後、青島が国際化大都市の行列に入る固い一歩を踏み

出した。この町にとって、国際都市建設の推進は終点のない自らの追求である。

　韓国ソール鐘路区鐘路38号が、世界インテリジェント持続的都市組織の所在地

である。当該組織は情報・通信・技術と電子政務を基礎としての持続的な都市発

展に取り組む。「国際化」のテーマが非常に相応しいので、双方が初対面なのに

調子がよく合った。

　「我々はとても青島市と革新創業、インテリジェント団地の建設を共同で推進

し、国際都市戦略評価システムの協力を検討したいと思う。」世界インテリジェ

ント持続的都市組織執行事務局長デビッド・ハムが述べた。

　短い会談だが、成果はかなりある。これから、世界インテリジェント持続的都

市組織は青島市国際都市戦略推進センター及び対外経済貿易大学青島研究学院と

は国際化の方面で協力を行い、協力事項は既にスケジュールに入れた。

　青島商務代表団は韓国インチョンにやってきた。

　松島国際都市は韓国の第二大の港・インチョンに位置し、韓国の新しい自由貿

易と国際ビジネスセンターである。これは青島が力入れて建設しようとしている

自由貿易港の意思に合っている。

　7月5日、青島市商務代表団が韓国インチョンの松島経済自由エリアを見学し、

インチョン市中国協力担当官朴正鎮と会談をした。

　青島との経済協力パートナーシップの締結を前向きに検討し、そして、青島と

は共栄協力を展開する議題を共に相談するため、今年10月にインチョン市で開催

する東亜経済交流推進会議に参加してほしいと、朴正鎮が会談で述べた。

　企業方面でも火花を散らした。7月6日、青島商務代表団がダブルスターグルー

プの韓国カムホタイヤを買収する受け渡し式の現場に来て、青島と韓国の二つの

企業の強者提携が地域経済貿易協力に新しい内容を注入するの証人に立った。
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　7月16日、青島（英）工商センターがロンドンで正式に

開業し、青島が海外で設立する8つ目の海外工商センター

となる。これは先日、青島市政府の代表団がイギリスを

訪問する際に取得した中英地域経済貿易協力のもう一つ

の成果である。この度、代表団はまたドイツとポーラン

ドを訪問し、一連の経済貿易推進会を開催して多数の協

力協議を結び、地域の経済提携の新しい窓口を開いた。

　ロンドンでは、青島（英）工商センターの開業式と同

時に開催したのは2018中英地域経済貿易協力青島フォー

ラムだった。会談では、青島市副市長劉建軍がこう紹介

した。青島（英）工商センターの開業と運営は中英地域

経済貿易協力の枠組みでは、経済貿易の提携と文化の交

流にフォーカスし、イギリス企業の青島への投資を協力

し、青島企業のイギリスへの進出を支持し、青島とイギ

リスの協力レベルを向上させる新しいプラットフォーム

を作った。

　「イギリスと青島は金融、体育、クリエイティブデザ

インなどの分野の協力は著しい成果を得て、青島（英）

工商センターの設立に従い、双方の上記分野の協力は更

に緊密になるのでしょう。」英中貿易協会取締役会のメ

ンバー、副主席であるジョン・マッコリンが指摘するよ

うに、青島は英中貿易協会のメンバー企業の中で高い知

名度があり、中国で最も住みやすい、繁盛する町の一つ

であると認識される。それに、青島が港物流・家電電

子・工業製造などの分野に獲得した名ブランドと成果も

彼に深い印象を残した。

　在イギリス中国大使館公使ランク参事官金旭はあいさ

つでこう述べた。2015年に国から最初の中英地域投資貿

青島風景
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易協力重点都市と決定された以降、青島市はイギリスと緊

密な付き合いを続け、毎年イギリスで経済貿易の交流活動

を開催し、中国とイギリスの関係の「黄金時代」に積極的

に貢献している。

　初めての中英地域投資貿易協力重点都市として、青島は

商務部の中英両国地域貿易投資協力を強める総体配置を積

極的に実施し、両国の経済貿易交流をヒートアップした。

　青島市商務局からの資料によると、イギリスは青島の７

つ目の貿易パートナーとして、青島のヨーロッパでの一番

大きい外資発生地である。2017年、青島とイギリスの貿易

額が人民元81億元となった。去年、双方が合意して青島の

西海岸開発区に中英革新産業団地を設立した。「ヨットの

町」として、青島は13年間続いてイギリスと協力してク

リッパー世界一周ヨットレースを開催し、当該レースの最

も協力時間が長い都市になる。空では、既にロンドンに往

復する国際便を開通した。

　イギリスで地域協力を促進するだけではなく、今回、代

表団はドイツとポーランドも訪問した。ドイツでは、青島

市政府代表団がミュンヘンで「2018中国青島経済発展エネ

ルギー転換商務会談」を開催し、上海協力機構青島サミッ

トの後に青島が初めて海外で開催する推進活動として大き

な反響を呼んだ。

　バイエルン経済委員会主席、バイエルン前経済部部長

オト・ウィスハウイエ博士は会談のあいさつでこう発表

した。中独両国の経済貿易協力が日々親しくなり、青島

が両国協力の模範都市であり、率先して両国の経済貿易

取引を推し進める。中独両国の企業が中独生態園でパッ

シブハウス・クリーンエネルギー・電動自動車などの分

野で効果のある協力を展開する。もっと多くのドイツ企

業が青島と投資協力を行い、共に価値を創造してほし

いと。

　そして、青島市政府代表団はレーゲンスブルク市政

府・バイエルン州経済部・ラインランドプファルツ州経

済部とミュンヘン展示会センターを見学し、フランクフ

ルト工商会で「青島―中国の最も住みやすい経済都市に

フォーカス」というテーマの推進会を開催し、商談では

ドイツのリカロプロジェクトの増資とフライ建設などの

多数の重点プロジェクトを進めた。

　ポーランドに滞在する間、青島市政府代表団が「青島

―グッドスカー友好都市協力の経済貿易及び観光の推進

会」を開催して、我が国在ポーランド大使館と商業経営

所、ポーランド投資貿易局などの機関を訪問し、青島の

経済貿易・観光の長所を紹介して双方の投資貿易促進と

インフラ施設の連結について深く交流した。

青島風景
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　これは目立つブランド家譜である――ハイアール、ハイセン

ス、青島ビール、ダブルスター、オークマ．．．これらは青島

ブランドの基礎となる。中国最初に工業文明に接触する町の一

つとして、青島と青島ブランドが共生共栄し、相互に映り合っ

て輝いている。

　今年の6月に開催された上海協力機構青島サミットが、青島

を国際化大都市の行列に導く。

　日々上昇する国際知名度と影響力で、数多くの青島ブランド

は中国が世界有名となる国家の「名刺」であり、「中国ブラン

ド」が国際舞台に屹立する重要な支えの一つである。

青島ブランドがこうやって「錬成された」

　青島のブランドには、いつも素晴らしい物語がある。

　「打つことから生まれたブランド」としてのハイアール、

「止めることから生まれたブランド」としての青島ビール、

「迫ることから生まれたブランド」としてのハイセンス、「焼

くことから生まれたブランド」としてのダブルスター．．．青

島ブランドの成長過程では、国内外で有名な「五つのゴールデ

ンフラワー」は、大体は並ではないブランド鋳造と品質追求の

歴史がある。

　今、青島経済発展の波に乗り、数多くの優秀な商標ブランド

が生じ、ブランドのクラスター効果は日々著しく現れる。

　6月の月末には、世界ブランド研究所が2018年『中国トップ

500の価値あるブランド』の分析報告書を発表した。当該機関

はノベル賞経済学賞の受賞者、「ユーロの父親」であるロボッ

ト・モンデルが主席を担任し、非常に価値のある報告書を毎年

発表する。

　この報告書では、青島の企業が10社余り載せられる。その

中、青島ハイアールが3位で、青島ビール・ハイセンス・ダブ

ルスター・オークマなどの青島の有名企業もランキングに入っ

た。これらの企業は家電電子・ドリンク・ゴムタイヤ・交通・
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金融などの多数の分野に関わり、ブランド「マトリックス」の形式で陣列する。

　ランキングに載せられる企業を総合的にチェックすれば、青島はそれぞれの優勢産業で

リード企業を活かして多数のブランドクラスターを形成した。

　家電電子業界では、青島ハイアール・ハイセンス・オークマは既に国内外の消費者が最も

詳しい中国ブランドとなる。海立美達・盛達電器・営上電器・海容業務用低温流通チェーン

などの企業はこの産業生態チェーンの活躍度を引き続き刺激している。

　ドリンク産業の青島ビール・労山ミネラルウオーター・華東ワイン・「黄酒の北の宗主」

である即墨老酒などのブランドがこのクラスターの品種豊富度を絶えず拡大している。交通

分野の中車四方・青島港が我が国に多数の「大国の重器」を研究開発した。ゴムタイヤ分野

のダブルスター・賽輪金宇・森麒麟、紡績分野の酷特知能・即発・海麗雅も各自の業界で盛

名を持つ。

　青島からの統計データによると、今まで、青島が計68個の「中国ブランド」を育成した。

ただ最近の5年間、青島が101個の中国有名な商標を育成した。現在、青島はマドリード体

系の申し込み量一位である中国都市である。青島のブランド発展は「百花齋放」の勢いを

示す。

青島ブランドが帆を揚げて海外に出る

　ハイセンスがニュージーランドのFisher&Paykel・アメリカのGE家電の業務を買収し、ハイ

センスがHPのメキシコ工場・日本東芝のカラーテレビ業務を買収する．．．我が国の企業の

「海外に出る」過程では、青島ブランドの実績が素晴らしい。

　7月6日、青島ダブルスターグループが韓国カムホタイヤを買収する受け渡し式は韓国ソー

ルで開催された。青島ダブルスターグループは39億人民元でカムホタイヤの45%の株式を持

ち、正式に大株主となった。

　一ヶ月未満だが、青島企業の「海外進出」足取りはギリシャアテネにやってきた。

　8月2日、青島港とギリシャのピレウス港が戦略協力枠組み協議を署名し、双方は港経営管

理の実践経験を共有する。ここまでは、青島港の国際友好港は20個以上がある。

　この数年、資本と管理の輸出によって、青島港が世界範囲で多次元発展の新しい空間を開

拓できる。

　青島港はミャンマーキャウピュー（Kyaukpyu）のマデー島（MadayIsland）港に運営管理

サービスを提供し、中国沿海港として海外に管理を輸出する初めての名案例となる。また、

青島港はMAERSK埠頭公司（APM）と協力し、イタリアのワドリグレ（Vado Ligure）港のコンテ

青島風景



082 083

2018年08月09日  第10版

夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

ナー埠頭と低温流通埠頭を共同で運営管理し、資本の海外輸出を実現する。

　青島ブランドの世界的な影響力と認知度が安定に上昇し、青島ブランドが代表としての「中国ブ

ランド」は世界に中国を見直させる。

　国際市場では、ハイアールの製品が海外100個以上の国と地区に販売される。ハイセンスは海

外で18社の支社・3つの生産基地・12箇所の研究開発機関を設立し、製品を海外130個以上の国

と地区に販売する。青島ビールの企業経済効益・発展品質と生産規模は全面的に世界の前列

に入る。オークマはビル・ゲイツ傘下の基金と協力し、世界有名の低温流通生産業者に進

める。

　ブランドを先頭としてエネルギー転換に促進し、ブランドの「歩き出す」を実現す

るのは、大手企業の専属ではない。

　2003年に設立した青島三縺カギ有限公司は10個余りの海外ブランドを買収し、

特許を1000余り持ち、中国最大のプライベートブランドを有するカギ輸出企業と

なる。明月海藻グループは48年間に海藻活性物質の研究に専念し、海外・国内

の市場占有率はそれぞれ25%と33%に達し、安定的に世界一位を占めす。

青島ブランドが世界で好評

　毎年二回の広交会（中国輸出入商品交易会）では、青島市商務局が

主催する「通商青島　ブランドの町」グローバル営業推進紹介会は

いつも広交会を参加する国内外のバイヤーとお客様に注目され

る。広交会という世界のバイヤーが集まる大きなプラットフォー

ムで、青島は全世界の協力パートナーに青島ブランドのイメー

ジとチャンスを展示し、青島の豊富なブランド資源を推進紹

介する。

　数年間の努力によって、「通商青島 ブランドの町」の

系列推進紹介会は14回開かれ、青島ブランドが「海外

進出」、国際市場を開拓する重要なプラットフォー

ム及び青島のもう一枚の特色ある都市名刺となる。

国際市場では、一部の青島ブランドは有名ブラン

ドだけではなく、「高級」ブランドの代名詞で

ある。

　ある海外消費者が海外SNSでこう述べた。

彼は旅行でホーランドに行って、ローカ

ルのレストランで店の「一番いい、一

番高いビール」を頼んだら、スタッフ

が一本の青島ビールを持ってきた。

これは彼が「Made in China」につ

いての認識を完全に転覆した。

青島風景
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中国製造と安い値段は必然の関連がない。

　このシンボル化のビールは、BRICS首脳会議・G20サミット・APEC・上海

協力機構青島サミットなどの宴会に頻繁に出場し、舌先に絡む中国品質を

持ち、世界中のお客様を招待し、世界範囲で中国ブランドの「イメージ担

当」の一つとなる。

　青島ブランドと共に世界に歩き出すのは、この町の声名である。

　アメリカシカゴで、中車四方は独自の高寒に耐える技術を持ち、地下鉄

車両の生産工場を建設する。日本東京、賑やかすぎる銀座の交差点で、高

層ビルにあるハイアールの巨大広告は通行人の目を引く。2016ユーロ、

2018ロシアWカップの緑の競技場では、グリーンベースに白い文字のハイ

センステレビのブランドマームが目立つ。

　上海協力機構青島サミットの間に、青島ブランドはまた世界からのお客

様に好評された。

　青島港の全自動的コンテナー埠頭と中車四方の中国高速鉄道製造現場を

見学したら、ロシアのウァディミル、オーグレ親子が感嘆する：「青島な

いし中国全体に起こる変化は感動的である。」ハイアール博物館の見学

後、パキスタンからのハン・アブドルヴァジドが褒め続ける：「中国の工

業レベル、青島の科学技術発展に感心した。」

　世界に着眼し、ブランド経済の時代は勢い良く発展しつつある。

　全国率先して「名ブランドを先頭に、ブランドで町を振興する」を実施

する町の一つとして、青島は全国で最初に「基準化+」の都市発展戦略の

実施を提案し、市長が主任を働く青島市基準化委員会を設立する。初めて

の「国家商標戦略実施示範都市」として、青島は商標登録申し込み受付窓

口を最初に設立する13個の町の中の一つである。2018年、青島が「内外兼

修、強いブランド都市を建設する」の目標を提出し、基準のグランドアッ

プ・品質のレベルアップ・ブランドの効果増加を着力ポイントとして、ブ

ランド建設の基礎を固めて、ブランドの町の影響力を向上させる。

　実力あり、品質あり、責任感ある「青島ブランド」は、高級中国ブラン

ドの優秀な代表の一つとなり、「通商青島 ブランドの町」は世界中に好

評される。

青島風景
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109名国内外の院士が集まる
　海外院士の高級人材の長所をより良く発揮するために、8月16日から18日まで、第二回海外院士青

島集会及び青島国際院士フォーラムが青島で開催された。今回の大会は「新しい理念を実行し、新し

いエネルギーを育み、新しい発展を推進」をテーマとして、22ヶ国と地区からの109名の院士が出席

した。その中で、中国籍の院士が7名、中国系外国籍の院士が17名、外国籍の院士が85名いる。新規

エネルギー新規材料・ハイテク装備製造・ネット情報・バイオ医薬などの最前線のハイレベル分野に

関わる。その中、49名の院士が青島国際院士港に入居することを契約し、53社の会社・金融機関及び

41軒の大学・科学研究院がそれぞれに青島国際院士港と協力意向を達成した。

　フォーラムの開会式では、全国人大常務委員会副委員長、欧米同窓会（中国留学者友好会）会長の

陳竺があいさつでこう述べた。科学革新は世界の発展を推進する根本的な道であり、国際協力は人類

共同の難題を解く有効な手段であり、ウィンウィンの理念は科学革新を呼び起こす重要な保障であ

る。核心技術の突破と肝心問題の解決をリードとして、成果転換及び産業推進を目標として、協同革

新と協力共栄を導きとして、国際協力とチームワークを発揮し、人類が当面している共同なチャレン

ジに対応し、人類文明の発展を促進する。
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　紹介によると、青島李滄区に位置する国際院士港は2016年に青島市が建設する院士の

リードを鮮明な特色とするハイテク革新と産業化のプラットフォームである。当港は

「高級・精通・先端・希少」の方向性を強調し、世界中の百名の有名な院士を誘致し

て科学研究と成果転換を展開してもらい、国際一流の独創的な院士が創造・創新・創

業・ベンチャー投資するハイランドを作り、我が国の世界主要科学センターの建設に

助力する。現在、当港は既に「ハイブリッド稲の父親」袁隆平院士・「国宝級」科学

者馬偉明院士・当代「静電気紡績ナノ繊維の父親」シーラム院士を含む百名以上の院

士達と契約して導入し、「海水稲」「ナノ新規材料」「ポリペプチド小核酸（siRNA）

腫瘍抵抗薬物」などの院士プロジェクトを着実に実行している。

　今回のイベントでは国内外の院士を招き、港区に実地見学・視察してもらうと、多

くの院士が青島国際院士港への入居には強い願望を表した。「青島が人材革新のプ

ラットフォームの建設にはこれほど努力しているのを知ると非常にうれしい。これは

とても良い条件を作り、私はここでもっと教育協力をする意思がある。」と、今回青

島国際院士港と契約した専門家の一人、2011年ノベル賞化学賞の受賞者・世界有名な化

学と材料科学者ダニエル・シェットマンはスピーチを発表した。

　ロシア科学院院士シャイドロヴ・ウァディミルが指摘するように、青島国際院士港

は科学研究者にとって非常に素晴らしいプラットフォームであり、ここで良い技術サ

ポートを得られ、そして世界各地からの業界リーダー人物と検討交流でき、将来、得

意の数学計算の研究領域では青島国際院士港と更に協力できることを期待すると。

　情報によると、海外院士の青島集会活動及び院士のハイレベル技術交流の高級性、

持続性、長久性を強化するために、今回は「青島国際院士フォーラム」の長期開催を

決定し、海外院士の青島集会の系列化・規範化・制度化・常態化をもっと推進し、青

島国際院士港の建設レベルを加速して向上させる。

　同時に、今回の活動は院士と企業・大学・科学研究機関のコミュニケーションと交

流をより一層重んじ、招待範囲は青島市だけではなく、山東省・全国範囲の知名大

学・科学研究機関や業界のリーダー企業に拡大し、その目的は、今回の活動に通じて

より多くの大学・科学研究機関・企業は院士と対話でき、院士と企業・大学・科学研

究機関、そして青島国際院士港と企業・大学・科学研究機関の間の緊密協力モードを

確立し、院士効果を最大化してより多くの企業・大学・科学研究機関に受益させるこ

とである。

青島風景
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中露の深化する協力に力添え

青島の「極東杯」が国際
試合ブランドとなる

　先日、ロシアウラジオストクで開催される第四回の東

方経済フォーラムでは、青島のプライベートブランド試

合である「極東杯」国際ヨットラリー試合はヨット試合

部門の最優秀試合組織賞を受賞され、中露両国の首脳が

授賞式に出席した。上海協力機構青島サミットの後で、

青島がヨットスポーツによって、国際舞台でもう一回華

麗なる発表をした。

　今回の「極東杯」国際ヨットラリー試合が9月1日に青

島のオリンピックヨットセンターから出航し、中国・ロ

シア・韓国からの6つの参加チームは風と波に乗って9月

8日～9日に次々とウラジオストクに到着した。

　青島市重大国際ヨット試合（祝日）活動組織委員会の

関連な責任者がこう述べる。今年と来年は中露地域協力

交流年であり、今回の第三回「極東杯」国際ヨットラ

リー試合は東方経済フォーラムのセットイベントと指定

され、フォーラムに参加する各国首脳が授賞式に出席

し、青島のヨット試合をもっと盛大に開催して海洋と人

的・文化的交流を強める信念を励ましてくれる。

　「極東杯」に3回連続して参加したロシアウラジオス

トクの七尺クラブ隊長エルマコヴは心の興奮が収まらな

い：「中露両国の首脳が自ら授賞してくれて、これ以上

のない光栄を感じた。これは我々が引き続きスポーツ交

流を強化するへのご褒美である。」

　紹介によると、10数年前に、エルマコブの父親はロシ

ア有名のヨット選手で、彼を連れてヨットで青島にやっ

てきて北京オリンピックのヨット試合に応援したことが
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ある。エルマコブ親子はその頃、中国のヨットスポーツ

の関係者と知り合い、共同でヨット試合を開催するアイ

ディアが芽生えた。「極東杯」国際ヨットラリー試合は

双方が共に努力して推進した成果である。

　聞く所によれば、「極東杯」国際ヨットラリー試合が

青島プライベートブランドの遠海ヨット試合であり、

2016年から始まり、このチャレンジたっぷりのオフショ

ア航海試合が極東地区に国際ヨットラリー試合が欠ける

空白を埋め、同時には今まで中国国境内の最長距離の遠

海試合である。

　この前、「極東杯」国際ヨットラリー試合が2回を成

功に開催された。前の2回の試合ルートは青島―韓国木

浦往復であった。2回も成功した後、「極東杯」の国際

知名度と評判度が日々増えている。

　「極東杯」は青島とロシアの協力交流が深化する一つ

の縮図である。

　今年の4月、中露地域協力団地が青島西海岸新区で正

式に起動した。ここは中露地域協力交流年で起動する最

初の中露地域協力団地として、中露地域経済貿易協力・

人的文化的交流の国際化示範プラットフォームとなる。

　今年の7月、第三回「上海協力機構青年交流キャン

プ」が青島で開催された。この度の交流キャンプをきっ

かけに、青島は「上海協力機構青年号」のヨット命名式

を行った。儀式の後、全体のキャンプメンバーがヨット

体験のイベントに参加し、上海協力機構加盟国とオブ

サーバー国の11ヵ国の青年代表者と中国青年代表者計

200名以上で一緒に出航し、青春の帆を揚げ、上海協力

機構の発展に力を助ける。

青島風景
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　本場の中国語名前を持ちながら、宋瑞霄が実際に正真正銘のアメリカ

人である。「私の本名がsnowという。今の名前は孔子学院の中国語先生

に付けていただいて、とても気に入った。」と宋瑞霄が述べた。

　宋瑞霄と中国の縁は、彼のアメリカ事務室に常に飾る一枚の写真から

話しましょう。

　写真の中で、40名余りの中国人スタッフ・学生達に囲まれて、肌が白

くて鼻筋が高い宋瑞霄が素敵な笑顔を見せ、とても目立つ。背景では、

壁に飾る「Happy Birthday」の横書きとカラーフルの風船で、これは誕

生日パーティの現場であることが分かる。

　この写真は宋瑞霄の37歳の誕生日に撮られた。

　「成年後、私はめったにそんなふうに誕生日を祝うことがなかっ

た。」宋瑞霄が思い出しながら言う。2016年3月23日、青島の麗らかな

春景色の季節である。その日の午後、宋瑞霄のスタッフと学生達がケー

キと花と買って、風船や花飾りなどの飾り物で青島大学科学技術園の一

箇所のミーティングルームを誕生日会場に飾った。

　「パーティ会場の壁には花飾りで私の英語ネーム―snowが書かれ、彼

らは綺麗な大きな紙で『Happy Birthday』と書いてあった。みんなで歌っ

たり踊ったりして、ケーキも食べて、とても暖かった。」宋瑞霄は今で

も誕生日パーティの様子をはっきり覚えている。

　写真をもらったら、宋瑞霄がそれをアメリカコロラド州立大学の事務

室に飾って、いつでも見られる。

　国際トップの天然高分子ナノ構造の研究学者として、2015年から、宋

瑞霄が毎年、一ヶ月間以上の時間をとって、青島大学科学技術園でチー

ムを連れて関連な研究を行う。

　「現在、宋瑞霄の主な研究方向はタンパク質結晶体発光材である。こ

れはハイブリッド材料の一種であり、建築・医薬・環境改善などの分野

で広い応用ビジョンがある。」遠い所から来てくれる同僚について、青

島大学ハイブリッド材料研究学院執行院長唐建国が心から歓迎する。

　唐建国が2015年アメリカコロラド州立大学を訪問した頃、初めて宋瑞

霄と知り合った。「当時、青島大学は既に国家ハイブリッド材料国際科

学技術協力示範基地を成立して、アメリカのコロラド州立大学とは提携

関係がある。私は彼に青島に来て我々と一緒に研究しないかと聞いた

ら、彼は思い切り承諾した。」そうして、宋瑞霄がプロジェクトをもっ

て、飛行機に乗って青島大学科学技術園にやってきた。

　基地との協力で、宋瑞霄は既にタンパク質結晶体構

造の研究と合成を完成している。

　「日常生活では、教授は非常に非常に非常にやさし

くて、専門家だが威張ることは全くない。私達はみん

な彼のことが大好きで、じゃないと、一緒に誕生日

パーティをやってさしあげられないでしょう。」張羽

は宋瑞霄の元で3年間勉強して、指導先生の話をする

と、「非常に」を三つ連続で宋瑞霄への認可を表す。

「彼が勉強の頃、MITやハーバード、オックスフォー

ドという一流大学にいて、今は専業的な成果は更に申

し分がなく、学問研究には夢中と言える。」

　学問研究に対しての「夢中」は、宋瑞霄の欠片時間

の利用仕方で分かる。

　取材を受けるすき間に、宋瑞霄が持ち歩くノートパ

ソコンを出して、分子式模型のある研究ファイルを開

けて、詳しく読んだ。ただの十数分間の時間だが、宋

瑞霄が興奮して拍手した：「ほら、新しいアイディア

を思い出した。」宋瑞霄の目に映る分子式模型は退屈

ではなく、「素敵、面白い、クール」である。

　毎年青島で過ごす仕事、生活の時間に対して、宋瑞

霄がとても満足である。彼は今の研究チームが気に入

り、青島の純粋なる科学研究環境が気に入り、青島労

山の「歴史感が濃い」雲に凌ぐ古木が気に入り、海老

玉・饅頭・餃子などの中国グルメが気に入り、青島で

「いつでも『ゼロ度のコーラ』を買える便利さ」が気

に入った。

　5月の月末、宋瑞霄のご両親、奥さんとお子さんも

青島に来て、彼は家族を連れて、五人で海水浴場・五

四広場・八大関・小魚山・労山などの青島の観光ス

ポットを一つ一つ回った。

　「来年は半年ぐらい青島にいる予定で、家族も一緒

に来てくれる。」と宋瑞霄が述べた。将来、チャンス

があれば、自分が青島で仕事し・生活をしたいだけで

はなく、青島をもっと多くの人々に紹介すると。

宋瑞霄



　「私は武術で青島と縁を結んだ。私はこ

の町を愛して、ここはとても居心地がい

い。」青島との縁を言ったら、ニカは一言

で簡単に概括する。

　2008年、ニカは青島大学で留学しに、

初めて青島に来た。留学の間、ニカが大

学の武術部活に参加し、中国の武術と縁

を結び、そしてますます夢中になってき

た。ニカの武術勉強での真面目さには、

当時青島大学国際教育学院武術教師を担

当する徐崇恩が感心した。最終的に、

徐崇恩がこの「外人弟子」を最後の直

接に教える弟子として受け入れた。

　留学が終わったら、ニカがロシアモ

スコに戻り、会社を経営した。会社が

迅速に発展する同時には、ニカの中国

武術を勉強し続ける執念も日々強く

なった。

　「モスコでも武術学校があるが、で

も本場の中国武術ではない。」とニカ

が述べた。

　最後、事業の成功より、中国武術を勉強する熱

望が勝った。2015年8月、ニカが動揺しなく青島に戻って、師匠と再会して再び武術を

勉強した。

　ニカは背が高くて細く、弱そうに見えるが、武術を練習すればかなり立派である。武

当拳法・内家拳法・外家拳法・二刀流・長剣．．．ニカが好きな中国カンフーは、拳法

技能もあり、「槍と剣の習得」もある。カンフーに夢中である彼女は、青島の武術試合

で二回も金メダルを獲得した。

　「休みの日に、欅林山で師匠と拳法を稽古する。週末になると、師匠の家に食事しに

行って、実家に戻る気分である。」ニカが感動して述べた。「この感じは、青島でも家

があるようである。」
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　ニカの休み時間は、ほぼ中国武術の勉強で埋まる。キャリアでは、ニカはラバーバ

レーグループ有限公司グローバルネット通販プラットフォームの海外区マネージャー

をつとめる。「私の仕事も武術が糸を引き、空から落ちてきたよ。」ニカは人差し指

を上に差し出して、話した。

　なるほど、師匠を訪ねに青島に来る飛行機の中では、ニカの隣に座ったのは丁度ラ

バーバレーのゼネラルマネージャーであった。旅の中で、二人は世間話をし続けた。

「うちのゼネラルマネージャーがニカとの話で分かったのは、彼女が営業の経験が豊

富で、中国語・英語とロシア語を精通し、こんな人材はめずらしい。」ラバーバレー

グローバルネット通販プラットフォームの担当者趙磊が紹介した。「うちのゼネラル

マネージャーはその場でラバーバレーで働かないかと彼女を誘った。」

　その後、話が順調に進んだ。ニカはラバーバレーのことを詳しく知った上、2016年

に正式に入社し、現在は会社のグローバルネット通販プラットフォームの海外区マ

ネージャーである。ニカの入社に対して、趙磊は非常に歓迎する：「ニカは海外宣伝

と営業が上手で、貿易取引・ビジネスコンサルティング・管理の面で優勢がある。う

ちのスタッフに研修を行うほかには、外国人の思考方式でうちのお客様の開拓に役に

立つ。そのほか、彼女はネットでの宣伝営業の面でも素晴らしい。」

　今、ニカは完全に青島になじみ込み、中国語をペラペラしゃべる。

　青島のこの数年の変化というと、ニカが述べる。「10年前に比べると、青島が交通

の便利さやインフラの完善でかなり変わった。」10年前、コーヒー好きな彼女が青島

に留学しに来た時、カフェを探すのが大変だった。「でも今は、どこでもカフェがあ

る。」近年来、青島が地下鉄を開通し、ニカに大きな交通の便利さをもたらす。ほか

には、進んでいるネットショッピングはニカの輸入商品購入に最高なルートを提供

する。

　「仕事と武術の稽古を除き、私の楽しみは自炊にある。」ニカが言った。彼女は料

理を作るのが好きで、青島の海鮮物が大好物：「家でよくアサリ炒めを作る。」

　上海協力機構青島サミットが青島で開催された後、上海協力機構加盟国のロシアか

らやってきた青島で仕事する外国人として、ニカは楽しいと言う。「私は『一帯一

路』の提案に非常に関心を持つ。うちの会社にも今回のサミットをきっかけに、もっ

と多くの貿易・協力のチャンスをもらってほしい。」

　「将来、私は長期間で青島で仕事して生活する。」ニカが言う。「青島で仕事して

気分が最高だから！ここで私の最高の仕事チームと最愛の中国武術があるから。」

ロシア人ニカ



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96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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携帯電話番号：0081-7038695164、0081-7038583440

E-mail: qdbcc_ jp@163.com

オフィス住所:東京都千代田区神田神保町3丁目10番地

郵便番号：101-0051

青島（シンガポール）工商センター

青島（アメリカ）工商センター

青島（香港）工商センター

首席代表：呉日竜

常任代表：隋筍

E-mail：wrl1969@aliyun.com、suisun5379@163.com

青島（イギリス）工商センター

青島（日本）工商センター
代理首席代表：尹納新

携帯電話番号：+972-54-8861126

E-mail: qdcbci@gmail.com

オフィス住所：イスラエル・テルアビブ市

              キブツカルユウ路47号

青島（イスラエル）工商センター

青島（韓国）工商センター 青島（ドイツ）工商センター

首席代表:恵志光

常任代表：陳金剣

電話番号：0082-51-998-0277、0082-51-998-0278

携帯電話：010-5680-0756、010-2028-8379 

E-mail: qdc2015@naver.com

オフィス住所：韓国釜山広域市南区門岘金融路40号釜山国

              際金融センター53階、郵便番号：608828

首席代表:徐波

常任代表:戦海青

電話：0049 89 59993616

携帯電話番号：0049 0 15258543657

E-mail: qingdaoxubo@163.com、zhanhaiqing@163.com

オフィス住所：ミュンヘン市マルクス―ヨセフす街5号、

               バイエルン経済の家、郵便番号：80833

8
首席代表：夏鵬

常任代表：高登攀

携帯電話：18678908887、13553002971

E-mail: 18678908887＠163.com、gaodengpan＠163.com

オフィス住所：サンクトペテルブルク市MOYKA川畔大道

              36号A806

青島（ロシア）工商センター9

098 夢追掛けの青島
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