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SCO首脳会議の効果が顕在化しつつあり

チャンスに乗り一歩前進

国際化大都市へ邁進した青島

　世界の注目を集めたSCO（青島）首脳会議（以下SCO首脳会議」と略称する）は、青島と世界と

の美しい出会いである。SCO首脳会議において、新たな出発点として中国の主唱する『青島宣言』

が発表されるとともに、新しい時代を切り拓く中国の美しい青島のイメージも世界に展示されて

いた。SCO首脳会議が成功裏のうちに閉幕したが、同会議後の効果が始まったばかりである。

　中国沿海部の重要な中心都市、国際有名な港湾都市、国家歴史文化名城、世界に名だたる観光

地である青島は、SCO首脳会議の影響力を活用し、国際大都市への歩調を速めている。

SCO首脳会議後に巻き起こした「青島」ブーム

　美しい夜景が漂う青島は、色とりどりの中で、街灯が輝く。青島のユニークな曲がりくねった

海岸線が街灯に描かれ、五四広場、石老人海水浴場風帆彫刻、西海岸星光島……光と影が交差す

る華やぐ中、夜景アップグレード活動に恵まれたビルというビルは、国際化都市の魅力を演出し

ている。沿海一帯の100棟余りの高層建築の外壁は浮山湾のほとりで鮮やかに彩られて光り、「凄

艶だ」と連呼が相次ぐ。
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　つい最近の「端午」3日間連休に、青島の観光客到着数は前年同期比35.8％増

の延べ409.44万人であった；観光消費総額が前年同期比22.71%の92.63億元にも

上っていた。SCO首脳会議の開催地である青島国際会議センターは毎日観光客を

2000人近く迎えている。海辺景勝地の観光客到着数は、16日に前年同期比31％

増、17日に約105%増、18に135%増の実績を収めている。

　「すみません。SCO（青島）首脳会議の主会場はどこ？」、「五輪セーリング

センターは今見学できますか？」、「最高のライトショー夜景はどこですか？」

……21年のタクシー运転手の経験を持つ青島人の劉松涛氏は最近、いつも観光客

にこんな問題を聞かれている。同氏は「ここ数日間、青島を訪ねた観光客の殆ど

は、SCO首脳会議の関わりに狙ってきたのです。聞く質問は殆どSCO首脳会議に関

わっています」と言った。

　1回の国際的な盛会の開催に伴う都市のアップグレードが促進されている。

　都市の美しさの背景には「質」による有力な支えがある。都市の機能をより完

備化させ、公共サービスをより体系化させ、社会管理をより確実に進めることは

都市の質向上の「避けては通れない道」である。SCO首脳会議の開催を迎える青

島インフラ施設の整備加速化が進む中、人々が見える実益を創り出している。

　2017年7月、青島は市民たちの美しい都市環境に対する期待に応えた「全面的

都市環境の質向上に向けた美しい青島3年行動計画」を展開し、主に都市の運営

と保障、市街地環境総合整備、都市緑化、川筋疏通と沿岸線美化、市内交通道路

及び周辺環境照明に焦点を当てているまちづくりを開始した。

　同行動計画の施行後1年間近くで、都市の幹線道路、主要商業地域、観光地・

観光スポット、駅・停留所などの交通中枢、大勢の人出で賑わう地帯は一新し

た都市像が現れた。

　美しい都市であれば、間違いなく「内包・外延両方とも重んじて取り組む」

都市でもある。景色が「外延」となる一方、深い人文内包と市民の文明教養は

都市の内在美を構成している。昨年8月から、青島は市全域にわたった道路交通

秩序の大整備行動を展開して以来、「横断歩道礼譲」の交通マナーが定着化し

ている。青島市文明事務局は幅広いアンケート調査による市民の意見を聴取す

る上、選別を重ねて吟味した結果、「ご存知；忘れないでください」など20条

目の青島人マナー注意喚起用語及び15条目の伝統的なマナー用語を提唱し、市

民が公序良俗を自覚的に守り、良好な行為習慣を育成し、礼儀作法を高め、文

明化を向上させるよう指導している。

　「一目で惹かれた都市だ」と、青島を訪ねてきた観光地たちの感嘆はよく耳

にしている。SCO首脳会議後の「オーバーフロー効果」は先ず、青島観光業界で

顕在化している。もちろん、魅力的な国際観光地だけでなく、都市の総合経済

力、頻繁な国際交流も国際大都市の最良の裏付けとなっている。

「兆元の都市」の新発展

　2016年、青島GDPは1兆元台を突破し、山東初の、中国北方3番目の「1兆元の

都市」となった。2017年、青島は時流に乗り、GDPは1.1兆元台を突破した。こ

れは量的な突破でありながらも、更に質的な昇華でもあり、青島都市の沿革史

上で画期的な意義を持つ出来事となっている。

青島風景
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　近年、青島製造業は産業構造調整とアップグレードを加速し、実体経済の

基盤を固め、供給側構造改革を着実に推進している中、経済発展構造が更に

合理的になり、内因性活力が増強しており、高品質発展の道がますます広く

なっている。

　革新による駆動力の戦略の指導の下、「国家技術革新プロジェクト試行都

市」、「国家革新型試行都市」、「中国製造2025」試行モデル都市、「軍民

融合革新モデル区」、「国家初の知的財産権モデル都市」、「科学技術と金

融の融合を促進する試行都市」、「新エネルギー自動車実用化普及都市」、

「国家海洋技術産業化中心都市」、「国家都市部農村部住民増収総合補助政

策試行都市」、「国家財産管理金融総合的改革試験区」、「海洋科学と技術

国家実験室」、「国家高速列車技術創新センター」などを含む一連の「国字

号」試行、試験、モデルのプロジェクトが次々と青島に入居してきた。

　これらのプロジェクトは青島に「金看板」の栄誉、刺激策の優位性と経済

モデル転換アップグレードの駆動力を齎しただけでなく、国家レベルにおけ

る一歩先駆けた試行・試験・革新の使命を担う実力と責任感を持った青島が

都市の為に未曾有の発展機会と強力な底力を生み出している。

　今年初頭に発表された「山東省新旧駆動力転換総合試験区建設全体計画

案」で、青島は試験区建設をリードする「三核」の一つとして明確に位置づ

けられ、「東部地区のモデルチェンジ発展の成長極を形成する」国家使命が

与えられた。

全面的な開放の新旅路

　全国初の沿海開放都市としての青島は常に対外開放の最前線を歩いて

いる。

　40年以来、青島は世界を抱きしめ、開放による発展を図り、「外資誘致」

及び「海外進出」の双方向開放を展開している中、開放型経済発展に伴う実

り多い成果を収めている。現在まで、市全域で実行ベース外資導入額が

768.3億米ドルを超え、世界トップ500大企業のうちの142社が青島に投資

し、投資プロジェクト件数が272個に達している。対外投資プロジェクトが

累計1542件で、ハイアール、ハイセンス、青建などの有力企業はグローバル

なレイアウトを加速し、99ヶ国及び地域に及ぶ国外への投資総額が295.5億

米ドルに達し、対外請負工事プロジェクトが累計987件に参入し、売上高が

270.4億米ドルにも上っている。

　青島は中国北方の重要な港湾都市で、世界各地の215国及び地域と貿易上

青島風景　撮影/関少卓 張進剛
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の往来を持ち、対外貿易輸出入総額が8881億米ドルに達している。それに加え、

青島は全世界に向けた地方レベル経済貿易協力を展開しており、世界中の79国家

及び地域と経済協力パートナー関係を確立しており、今年下半期には、第3回経済

パートナー円卓会議が青島で開催される予定である。

　SCO（青島）首脳会議を機に、青島市はつい最近、『全面的な開放新局面の形成

加速化に関する意見』（以下「意見」と略称する）を発行し、新時代において新

局面の形成加速化を目指す新目標、新任務、新措置を具体化し、より一層レベル

アップした対外開放を推進する。

　『意見』は実況に立脚し、特色を彰明し、次に掲げた14件の重点実務を明確に

した：そのうち、「一帯一路」建設に参与し、「新ユーラシア大陸橋経済回廊の

ノードにある主要都市」と「海上協力構想の支点」として位置付けられた青島の

役割果たすことと、「外資誘致」及び「海外進出」を両立した指針を貫徹し、全

世界に向けた貿易・投資・融資・生産・サービス網を促進することと、国際生産

能力協力を展開し、「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」建設を推進

し、ユーラシア経済貿易協力産業団地を基軸とした越境発展協力パターンを創出

することと、世界トップ500大企業や業界リーダー企業向け高精度な投資誘致活動

を展開し、本社経済に力を入れて取り組むことと、海洋強国・海洋強省（山東

省）の開放措置を着実に推進し、国際革新資源を導入して青島で産業化させ、国

際技術協力のチャネルを広げることと、貨物貿易とサービス貿易の融合した発

展、双方向投資貿易の協調連動を推進し、現代化国際貿易運営モデル区の確立を

模索し、現代化国際貿易システムの運営レベルを高めることと、上海協力機構、

「中国・中東欧16+1」、「ASEAN10+3」、「中日韓自由貿易圏交渉」など国家レベ

ルの多国間協力枠組プラットフォームにドッキングすることと、中英・中米地方

レベル経済貿易協力を深化させ、青島・シンガポール間の都市発展全域における

協力を拡大することと、「日韓アジア太平洋を深化、ASEAN南アジアを向上、ユー

ラシア大陸を拡大、西アジア・アフリカを突破する」グローバル経済貿易協力戦

略の枠組を構築するなどを含む。

　『意見』では、2022年までに青島国際貿易総額が年平均5%程度増加した1500億

米ドルに達し、基本的に全方位、広い領域、高レベルの全面的な開放の新局面を

形成し、現代化国際貿易、現代化産業誘致、現代化消費型経済という3つの体系を

全面的に創立し、世界で重要な影響力を持つ国際海洋名城を全力で建設する目標

を設定しており、邁進するガイドラインを明確化した。

　競漕で頑張って櫓を漕いだ者が勝つ。SCO（青島）首脳会議から生まれたフォー

チュンを活用している青島は国際化大都市に鋭意邁進しつつある。

青島風景　撮影/王華
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　今夏6月、青島での重要な国際盛会が成功裏のうちに閉幕

した。9日から10日まで、上海協力機構（SCO）加盟国首脳理

事会第18回会議が青島で盛大に開催された。上海協力機構の

8加盟国、4オブザーバー国の指導者及び関係国際組織と機構

の責任者は共に、地区の平和・安定・発展の大計画を求め、

新しい情勢の下で深めた協力を推進し、上海協力機構の発展

将来像を描く。

　「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」の建設

はSCO（青島）首脳会議で得られた新しい経済貿易成果であ

り、青島の使命・責任でもあり、青島が「一帯一路」建設に

溶け込み、SCO加盟諸国との地方レベル経済貿易協力を開

拓・向上させ、新時代の全面的な開放に向けた新局面を迎え

てきた。

地方レベル経済貿易協力の新プラットフォームの構築

　数日後の8日に、青島膠州発の3050便と3051便の中央アジ

ア国際列車(青島号)が目的地であるカザフスタン・アルマト

イに到着する予定である。この総運行距離4500キロ余りの中

央アジア国際列車は青島からアルマティまで僅か12日ほどし

かかからない。

　国家の提唱した「一帯一路」国際協力構想を基軸に、SCO

実業家委員会協力枠組に基づき、商務部の支持の下、青島市

とSCO実業家委員会は2015年に、新型双方向間投資貿易交流

に向けたユーラシア経済貿易協力産業団地を共同で開設し

た。同団地は「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル

区」の所在地である青島膠州に位置する。

　「中央アジア国際列車の運行時間は海運に比べて約30日間

短縮し、1標準コンテナあたり2000米ドル程度の輸送料節約

済
貿
易
協
力
モ
デ
ル
区
」
を
建
設

青
島
は
「
中
国  

上
海
協
力
機
構
地
方
経
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ができます」と、中国鉄道連合国際コンテナ有限公司靑島コンテナターミナル常務副総

経理の魏学倫氏は紹介した。中央アジア国際列車は、青島とSCO加盟諸国との距離を縮

め、海上シルクロード沿線の貨物「上陸」、シルクロード経済帯沿線の貨物「海外進

出」の為、国際物流通路を開拓した。

　中国鉄道連合国際コンテナ有限公司靑島コンテナターミナルの所在地には2014年末

に、中華人民共和国税関総署の承認により設立された全国第2社、沿海部第1社の「複合

運送税関監督センター」がある。ここを出発したそれらの国際列車に載せられた貨物の

多くは、青島港から由来している。膠州から青島港所在地である黄島までのバス化した

「膠黄列車」に乗り、日韓、東南アジアから黄島出入境検査場に運ばれたパーム油、電

子製品、日用品、自動車部品などの貨物は、青島港で下船後、複合運送税関監督セン

ターに運ばれ、それから直接これらの国際列車に搭乗してそれぞれの目的地へ向かう。

　近年、延伸しつつある鉄道網に沿った中央アジア国際列車、中欧国際列車、中蒙国際

列車、中韓快速線、ASEAN専用線という5路線の国際列車が次々と開通している。

　中央アジア国際列車は開通当初、週に１便であったが、現在は週に3、4便に増加さ

れ、いつも「超満員」である。

　青島税関の統計によると、今年初頭の5ヶ月間で、青島市はロシア、カザフスタン、

キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、パキスタン、インドなど7つのSCO加盟

諸国との輸出入総額は112.6億元に達し、そのうち輸入額が前年同期比25.5％増の51.8億

元であった。

　重要な地域間の協力プラットフォームとしてのユーラシア経済貿易協力産業団地の整

備は、商務部の支持と指導の下、実り多い成果を収めている。

　複合運送税関監督センターの機能上の優位性を活かし、「越境した発展、物流による

牽引、両団地による連動、貿易による先導、生産能力協力」を運営手法とし、「西へ中

央アジア並びに欧州連合に接続、東へ日・韓・アジア太平洋を繋ぎ、南へASEAN並びに

南アジアを繋ぎ、北へ蒙露大陸に届く」国際化複合運送貿易通路を確立した。

　国内に開設した貿易物流先導区には、中外運送華中会社、京東物流などの総投資238

億元を誇る21プロジェクトが成約し、入居した。海外では、青島の有力ブランド企業が

「一帯一路」沿線諸国との双方向間の投資・貿易プロジェクトをドンドン展開している

青島風景
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中、現在、ハイアール集団がパキスタン、ロシア、インドに開設

したルバ経済団地と2施設の家電生産拠点、中啓集団がカンボジア

に開設した特別経済区産業団地、靑建集団がロシアで展開した建

築不動産工事、龍海集団がキルギスタンで展開したキルギスタン

湖道路工事などを含む26ヶ国で総投資額48億元を誇る32件の重点

プロジェクトが落成している。

　商務部部長の鐘山氏は青島でSCO（青島）首脳会議に参加してい

る間、「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」に関する

報告を聴取し、青島の物流通路と貿易通路は双方向に力を注ぎ、

「一帯一路」沿線SCO加盟諸国向けの地方レベル経済貿易協力の新

プラットフォームを構築しなければならないと指摘した。

SCO加盟諸国の熱烈な呼応

　交通が四方八方に伸びていて大変便利な沿海都市である青島

は、「一帯一路」建設の陸海を統合した交差点である。それ故、

「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」の建設に有利

し、SCO加盟諸国及び関連国際組織からの熱烈な呼応を呼び起こ

した。

　ロシアはSCO（青島）首脳会議で、「一帯一路」建設とユーラシ

ア経済連合のドッキングを継続的に推進し、投資とインフラ施設

プロジェクトを展開する為に対策を講じ、「ユーラシアパート

ナーシップ」の構築を検討し、地域一体化プロセスを促進する意

向を示した。

　モンゴル国は、モンゴルの「発展の道」と「一帯一路」構想及

びユーラシア経済連合とのドッキングを実現し、貿易を更に促進

する方針を表明した。

　SCO事務局長ラシド・アリモフ氏は、経済協力はSCO加盟諸国の

協力に向けた重要な「車輪」であり、特にコネクティビティ建設

は、加盟諸国間の経済貿易協力のために新局面を切り開いた。

　展望から行動へ、青写真から共通認識へ。

　早くも2015年に、青島がSCO実業家委員会事務局と「ユーラシア

青島風景  撮影/孟涛
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経済貿易協力産業団地戦略協力備忘録」を締結した。青島出入境検査場の複合運送

の優位性を活かし、ユーラシア経済貿易協力産業団地の建設を積極的に促進してい

る。2016年8月、青島市は『青島ユーラシア経済貿易協力産業団地建設実施案』を発

表し、全国に先駆けたユーラシア経済貿易協力産業団地の建設を発起した。

　2017年にSCO事務局長ラシド・アリモフ氏率いる加盟諸国使節代表団の一行は、青

島ユーラシア経済貿易協力産業団地を視察し、加盟諸国の使節が青島に対する高い

関心度を見せた。その後、SCO実業家委員会は同団地の建設を推進する為、青島市商

務局と共同作業グループを結成した。

　今年4月、商務部は青島ユーラシア経済貿易協力産業団地をSCO加盟諸国の経済貿

易協力プラットフォームとして整備することにより、「中国-上海協力機構地方経済

貿易協力モデル区」を建設する計画案を承認可決した。

　青島市委員会・市政府は同業務を重視しており、市政府指導者が組長を務め、市

商務局、発展改革委員会、対外業務事務局と膠州市人民政府などの部門・官公庁を

メンバーとする「青島ユーラシア経済貿易協力産業団地建設指導グループ」を設立

し、全力的に促進している。そのため、新しい発展情勢に直面する青島はより高い

レベルに立った対外開放の探索をし始めた。

全面的な開放から生まれた新たな機会を掴む

　中国第1陣の14沿海開放都市の一つである青島の最大の特色と優勢は対外開放であ

る。青島における「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」の建設に伴い、

同市の全面的な開放新局面の形成加速を促進する実践となっている。

　つい最近、北京で開催された「上海協力機構経済シンクタンク連盟設立大会並び

に上海協力機構経済フォーラム」で、青島市政府の指導者は建設中の青島ユーラシ

ア経済貿易協力産業団地を紹介した。

青島風景  撮影/王沢東
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　青島市商務局は商務部国際貿易経済協力研究院と、『SCO経

済シンクタンク連盟を促進して地方レベル経済貿易協力を支

援する備忘録』を締結した。同備忘録では、「SCO地方レベル

経済貿易協力（青島）フォーラム」を準備・共催する方針を

定め、共同作業により、青島ユーラシア経済貿易協力産業団

地で建設される「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル

区」がSCO経済シンクタンク連盟経済貿易活動基地として位置

付け、体制化した交流・ドッキングを展開し、常態化した協

力プラットフォームを構築するよう力を入れて取り組んで

いる。

　6日、北京で開催されたSCO実業家委員会理事会の会議で

は、ロシア、インド、パキスタン、カザフスタン、ウズベキ

スタン、タジキスタン、キルギスタン、アゼルバイジャンな

ど諸国のSCO実業家委員会委員長の立会の下で、青島市商務

局、膠州市政府とSCO実業家委員会という3当事者は『青島

ユーラシア経済貿易協力産業団地における「中国-上海協力機

構地方経済貿易協力モデル区」の建設を共同作業で促進する

ことに関する備忘録』を締結した。各当事者は、SCO加盟諸国

間の地方レベル双方向投資及び物流貿易、産業団地建設の協

力を拡大し、青島ユーラシア経済貿易協力産業団地を、SCO加

盟諸国がアジア太平洋市場に進出する「海運拠点」として建

設する方針を定めた。

　将来、青島はSCO首脳会議で達成した経済貿易成果を真剣に

実践し、青島ユーラシア経済貿易協力産業団地における「中

国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」の建設を加速

し、対外経済貿易大学の作成した『「中国-上海協力機構地方

経済貿易協力モデル区」発展計画』に基づき、「一帯一路」

沿線地方レベル経済貿易協力モデル都市の革新プラット

フォームを構築し、2022年までに、青島とSCO加盟諸国間の年

平均輸出入総額が2017年の倍増以上となった500億元を上回

り、累計双方向投資額が10億米ドル増の25億米ドルに上るこ

とを目指している。

靑島労山風光
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　成功裏のうちに閉幕したばかりのSCO（青島）首脳会議

（以下「SCO首脳会議」と略称する）は、人々の心に深く

印象付けている。

　1回のSCO首脳会議の開催は、会合の日時が短いが、そ

の影響は長く続く。青島の周到綿密なサービス、礼儀正

しい都市スタイル、及び「赤い瓦に緑の木　青い海に青

空」の美しさは出席者皆様の心に美しい「青島イメー

ジ」が印象付けられている。

　11日、青島流亭空港の入口の遠くに立ったカザフスタ

ン大統領ヌルスルタン・ナザルバエフ氏は、「青島とい

う都市は美しいです。今回のSCO首脳会議は円満に成功し

ており、サービスも周到綿密で、青島ビール博物館を見

学して心に深く印象付けています」と、見送りに来た山

東省副省長任愛栄一行に感想を言った。

　同氏と同様なイメージが感じられた列席者たちは皆、

青島を「いいね！」と賞賛している。

　ロシアのイルクーツク州長セルゲイ・レヴィチェンコ

氏は、「感謝の気持ちを言葉では表現しにくいです」と

今回の会議接待を高く評価した。接待担当チームが青島

市商務局であることを知った後、同氏は「信頼できる

パートナー」と称賛する上、同州全体の対中協力プロ

ジェクトをリストして青島市商務局とドッキングした。

「帰国後、州公印のついた感謝状を正式にお送りしま

す」と、同氏は改めて感謝の意を表した。

　SCO首脳会議開催中、こんな「細かいところから情熱が

湧き出る」事例は枚挙に暇がないほど沢山ある。

　全世界メディアのスポットライトの下に立った青島は

「活力に満ち溢れ、ファッション秀麗、魅力満載」の新

しい風貌を全世界に見せた。

　「青島の美しい風景は、今回のSCO首脳会議に大きく輝

きを添え、これは私一人の見方ではなく、皆様の普遍的
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な気持ちです」と、キルギスタンの国家テレビ局の記者であ

るチュコフ氏は率直に言った。

　「確かに美しい」は、国内外の列席者が青島に言及する際

に最も多く使われた言葉であった。

　ロシア第一テレビ局に勤めているマリナ氏は、「万国建築

博覧会」との美称を持つ八大関景勝地を見た時、「青島は神

秘的な都市であり、現代と古典はなんと完璧に結びついてい

るのか？！」と感想した。

　片方は波が岸をたたいて空を連ねた青い海であり、他方は

山々が聳え、林が茂り中国海岸線における最高の山を誇る労

山であり、同山にも大勢の「ファン」が集まっていた。ドバ

イから来たオニーナ氏は労山の頂上に登り、「青島とは呼ば

れた通り、名実ともに青い山・緑の水ですね」と深く感嘆し

た。同氏は、発達した都市インフラ施設と良好な生態環境が

両立した青島に憧れを抱いている。

　孟夏の候、うっとりするほど綺麗な青島の美景に加え、青

島の美食にも人々が未練を残している。

　6月9日の夜、ロシア連邦下院議員・経済、工業、革新発展

及び実業分野支委員会副会長兼SCO青年理事会ロシア側主席

のカラフキンカ氏率いる代表団の一行は青島喬漁荘に行っ

た。膠東半島漁家の特色ある店舗スタイル、天然食材で料理

した膠東グルメは、同氏の興味を引き起こした。同氏は携帯

電話を使用し、SNS（ソーシャルネットワーク）で生中継を

行い、「ここの環境は最高で、サービスは最高で、料理は中

国で一番おいしい食べ物です！」と賞賛した。

　青島の都市発展に関し、多くの列席者は青島のことを「国

際化都市」で表現し、青島は広い国際視野を持ち、「一帯一

路」建設とSCOの協力体制の下で地縁優勢が顕在化してお

り、青島がチャンスをしっかり掴み、国際的な影響力を拡大

し続け、より速くより良い発展を実現することを期待している。

　青島港の全自動化コンテナ埠頭、中車四方の中国高速列車

製造現場の見学後、ロシアから来たウラジーミル氏、オレー

ガー氏親子2人は「青島ひいては中国全体の変化は人々を震撼

させています」と感嘆した。

　確かに、「中国ブランドの都」として賞賛された青島はハ

イアール、ハイセンスなど世界有名な有力ブランド企業を育

成した。

　胸が広々開いた青島は、青ビール博物館、ハイアール集

団、ハイセンス集団、小魚山、魯迅公園、海底世界、国際園

芸博覧会園、青島芸術博物館、嘉峪関小学校、文登路小学

校、海洋大学魚山分校、二十六中（中学校及び高等学校）、

万象城、ハイセンス広場、金獅広場、利群金鼎広場、靑島港

自動化コンテナ埠頭、西海岸農業科学技術革新産業団地など

18施設の候補見学先と、白果樹レストラン、喬記漁庄、北疆

ホテル万象城店の3つの外事招待の候補宴会会場を用意してお

り、最も青島の特色ある企業・機関及び観光スポットを利用

して貴賓を招待する。

　パキスタンから来たカン・アブドラーワイド氏はハイアー

ル博物館を見学した後、「博物館で多くのハイテク家電製品

を見ました。中国の工業レベル、青島の科学技術の発展には

感心させられました。中国とパキスタンの間には、港湾イン

フラの建設やエネルギー開発など非常に多くの協力があり、

将来的にはこんな協力がますます多くなることを期待してい

ます」。

　SCO首脳会議に最適な雰囲気を提供した青島市民並びに同市

に感謝の意を表したいです」との意向を示し、度々賛嘆して

いた。SCO事務局長ラシド・アリモフ氏は、「青島は自分の名

前が上海協力機構の歴史に刻まれています」と評価した。

青島風景  撮影/王華
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「上海精神」を発揚して地方協力を広げ

「SCO」経済貿易
「友人の輪」を作る青島
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　汽笛が鳴り、5

月17日に、青島胶州発

の3016中央アジア国際列車

がカザフスタンに到着した。

この旅は僅か10日しかかからな

かった。

　これは青島がSCO加盟諸国との経済貿易協

力を深化しつつある生き生きとした縮図で

ある。

　実は近年、青島はSCO加盟諸国向けの対外開放新高地

の構築に励んでおり、国際経済貿易協力の「友人の輪」が

益々拡がっている中、目覚ましい成果を生み出している。

貿易の橋渡し

　3016便。

　これは現在までに中央アジア(青島)の国際列車が累計した便数である。

　同国際列車は「中鉄聯集」青島コンテナターミナルから出発し、膠済鉄道、太中銀

鉄道を経由し、新疆阿拉山口とコルガス市の出国駅から出国し、カザフスタンのドストゥ

クとアルティンコルに到着し、それから貨物をウズベキスタン、キルギスタン、トルクメニス

タン、タジキスタンなど諸国に配送する。

　「中央アジア国際列車の総運行距離は4500キロで、14日以内に中央アジアの5ヶ国に到着でき、海運

より約30日間短縮しています」と、「中鉄聯集」青島コンテナターミナルの従業員邢方民は、「我々は

今、それを『鋼鉄シルクロード』と呼んでいます」と紹介した。

　この駅を起点にして青島は、北へ露蒙に届き、南へASEAN諸国を繋ぎ、東へ日韓に接続し、西へ欧州に直結する

「四大経済回廊」を形成し、海上シルクロード沿線の貨物の「上陸」、シルクロード経済帯沿線の貨物の「海外進出」

の為に、効率的な国際物流通路を構築している。

　青島を上空から鳥瞰すると、沿海港の埠頭から「中鉄聯集」青島コンテナターミナルまで、更にユーラシア大陸奥地に入り込

青島風景  撮影/王華
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んだ海運・鉄道複合運送の「鋼鉄巨竜」は、ありありと目立って

いる。

　連架した「海鉄巨竜」の故に山や海を隔てても遠くない。

　陸上では、青島膠州出発・到着の国際列車が相次ぎ、海上で

は、青島港を入出港する遠洋貨物船が往来しつつある。

　ロシアの現地時間2017年3月21日、青島港集団はサンクトペテル

ブルク港と協力関係を締結した。その2年前、青島港はすでにパキ

スタングワダル(Gwadar)港と友好港協議書に調印した。

　関連情報によると、青島港と「一帯一路」沿線の諸港口間の航

路がドンドン増やしている。そのうち、南東アジア、中東、地中

海、欧州、黒海、ロシア、アフリカ、大洋州までの航路数は65本

に達し、相互接続の「海上シルクロード」を構築している。

　多数の陸海通路、航路を通じ、青島は山を超え海を渡り、貿易

を以てSCO加盟諸国に密接に繋がっている。

　青島税関から最近発表した統計情報によると、青島では今年初

頭の4ヶ月間で、SCO加盟諸国からの輸入総額が前年同期比49.5%増

の45.5億元に達している。

出航の帆を上げる

　長年にわたり、企業の「海外進出」に繋がる経路を積極的に探

索していた青島は、国家とSCO加盟諸国との「協力急行」に搭乗

し、出航の帆を順調に上げた。

　2年前、ロシアのタタールスタン共和国Kama河畔のチェルヌイ市

（Chelny）に位置する飛躍式経済発展地域では、青島ハイアール

が5000万米ドルを投資し、新しい工場を建設した。2017年5月26

日、10万台目のハイアール「ロシア製」冷蔵庫がオフラインに

なった。

　この数字は青島ハイアールの国際化におけるマイルストーンで

ある。

　「2017年、ハイアールはロシア全域における売上高が前年同期

比55％増の2.2億米ドルにも上り、ハイエンドの多扉冷蔵庫はロシ

ア市場の48%を占め、絶対的な優位に立っています」と、ハイアー

青島風景  撮影/王華
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ル集団（ロシア）貿易会社の運営マネージャーの王艇が紹介した。

　パキスタンでは青島電建三社（電力建設第三会社）の海外での発

展は、同様に順風満帆である。

　昨年7月、パキスタンのパンジャーブ州で、同社の建設したHaveli

ガスタービン発電所が正式にを運用し始め、ガスタービンの据付か

ら点火まで僅か72日かかった世界最速記録を樹立した。

　海外進出の青島系企業はSCO加盟諸国に進出し、自らの生存空間を

開拓するとともに、鮮明な青島印記の付いた資本、人材、技術を持

ち込んだ上、現地の雇用創出効果をも向上させた。

　ハイアール（ロシア）工場の開設による現地の新規雇用創出人数

が2000人近くで、世界最先端の生産技術とハイエンド製品をロシア

に導入した；青島昌盛日電ソーラー科技株式会社はパキスタンのバ

ローチスターン州にて太陽光発電所を建設し、同プロジェクトによ

り現地の新規雇用創出人数が1500人以上を実現した上、現地に十分

量のクレーン電力を提供する；青島北海石油装備技術有限会社はカ

ザフスタンで「西部環境保護有限会社」という合弁会社を設立し、

現地で環境保護処理、油井ガス回収処理、カザフスタン・中国環境

保護科学技術工業団地などの建設に関する準備作業の展開を支援

する。

　関連情報によると、2017年、青島市とSCO加盟諸国間の輸出入貿易

額は前年同期比9.8％増の390億元であった。2017年末までに青島と

SCO加盟諸国との間で、双方向投資協力プロジェクトを284件成約し

た。そのうち、青島系企業によるSCO加盟諸国向けの対外投資が122件

で、SCO加盟諸国による青島向けの投資プロジェクトが162件となって

いる。

地方レベル協力の開拓

　数日前、商務部は青島ユーラシア経済貿易協力産業団地にて全国

初の「中国・SCO加盟諸国地方レベル経済貿易協力モデル区」を建設

する計画案を承認可決した。

青島風景
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　実は、青島は早くも3年前から、国内外における双方向型交流発展の新しい

パターンについてSCO実業家委員会との共同研究と探索に着手している。

　2015年に、青島がSCO実業家委員会と「ユーラシア経済貿易協力産業団地戦

略協力備忘録」を締結した。同団地では青島港の優位性を活かし、「越境し

た発展、物流による牽引、多国間・両団地による連動、貿易による先導、生

産能力協力」を運営手法とし、青島の有力ブランド企業が「一帯一路」沿線

諸国との双方向間の投資・貿易プロジェクトをドンドン展開している中、現

在、13ヶ国による総投資額15億米ドルのプロジェクトを建設している。

　現在、青島とSCO加盟諸国との経済貿易協力が益々緊密になっている。

　4月21日、中露地方レベル協力活動が始動した。青島は今年、青島西海岸新

区の国際経済協力区とロシア・モスクワの核心地区で、中露双方向間地方レ

ベル協力団地を同時に起動し、双方向協力を強化する方針を表明した。

　真夏の時期、SCO（青島）首脳会議の開催後、第1回SCO加盟諸国映画祭りが

青島で開催され、約60本のSCO加盟諸国の優秀な映画が展覧会で映画評賞に参加

し、SCO加盟諸国を始めとする「一帯一路」沿線諸国間で文化交流を推進するもう

一つの重要なプラットフォームとなっている。

　準備中のSCO加盟諸国輸入商品展は、SCO（青島）首脳会議の開催後、青島で開

催され、16ヶ国が出展する予定である。

　青島からの情報によると、現時点まで、青島はSCO加盟諸国のうち、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、ネパールの7ヶ国

の12都市(省・県・州、機構)と経済協力パートナー関係を結んでいる。

　開放・互恵共栄の海風が吹いて来た。

　「相互信頼、互恵、平等、協議、文明の多様性を尊重し、共同発展を図る」を

核心とした「上海精神」を貫徹している青島は「チャンスの扉」を開き、SCO加盟

諸国向けの対外開放新高地の構築に励んでおり、より一層美しく輝く未来像へ向

かって邁進している。

青島風景
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夢追掛けの青島

SCOの美しい会合
青島で魅力満載出会

――上海協力機構青島
  首脳会議の準備記事

　１ヶ月後、上海協力機構（以下「SCO」と略称する）加盟国首脳理事会第18回

会議が青島で開催される予定である。5月7日、中央の主要メディアは青島に集

まり、斬新な姿でSCO首脳会議を迎えるこの都市を現地取材する。

　7日に行われた記者会見では、山東省委員会常務委員、青島市委員会書記張江

汀氏が、SCO首脳会議の準備状況を発表した。青島が内包の深い歴史文化名城で

ありながらも、改革開放の最前線でもあり、山青海碧（青い山と海）に恵まれ

た黄海明珠と賛美され、調和・友好的な港湾であり、活力に満ち溢れ、ファッ

ション秀麗、魅力満載の国際都市であると、同氏は紹介した。中央政府により

青島がSCO首脳会議の開催地として選定されたことは山東省、特に青島にとって

は、千載一遇の好機である。「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、高品質な発展の推進役となる飛躍の翼を備えた。

　関連情報によると、現在、SCO首脳会議の準備が殆ど整っており、「五大開催

地特色」は青島における開催地としての新たなハイライトとなっている。

　記者会見では、張江汀氏は、都市環境の改善、都市建設の管理レベル向上、

並びに市民QOL（生活の質）の向上を統合した開催地整備を進める中、都市環境

の質が絶えず改善され、常時の高レベル開催地となっている。会場の設計、文

芸演出、芸術創造性設計などの面で、精緻な仕上がりを目指した工夫を凝らし、
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中華優秀な伝統文化、「一帯一路」構想、山東及び青島の特色などの要素を融

合した特色ある開催地を営造した。安全防備を重んじ、SCO首脳会議の各プロセ

ス、各側面を考慮に入れた安全対策を徹底的に実行し、首脳会議のために堅固

な安全防衛線となる応急処置策を整備しておく。細部までこだわった質の高い

サービスを来賓に提供し、細緻化した開催地のメリットを彰明する。開催地整

備中に、皆様の参画を喜んで受け入れ、開催成果を皆様と共有し、ホスト役を

務め、海内外からの来客に対する青島市民のホスピタリティー・親善を感じさ

せ、共有した特色のある開催地を形作る。

　「世界一流、中国気概、山東風格、青島特色」を彰明することは、今回の会

議運営の目標である。SCO首脳会議は6月に青島で盛大に開催される。

「一帯一路」を順調に歩く

　中国における重要な沿海中心都市、第一弾の更なる開放を拡大する沿海都

市、「一帯一路」沿線の主要ノード及び海上協力構想の支点都市である青島

は、上海協力機構青島首脳会議の到来に伴い、新たな発展チャンスと変遷を迎

えてきた。

　青島市商務局長馬衛剛氏は記者会見で、報道陣からの質問に順次答えていっ

た際に、青島と上海協力機構（SCO)加盟諸国との間における密接な貿易往来を

裏付ける一連のデータを列挙した。

　「2017年、青島とSCO加盟諸国との輸出入貿易総額は前年比12.5％増の400億人

民元近くにも上り、SCO加盟諸国に対する投資プロジェクトが74件で、投資額が32

億人民元であった。SCO加盟諸国は青島に対する投資プロジェクトが226件で、投

資額が30億人民元であった。現在、青島市はロシア、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、ネパールの7ヶ国の12都市(省・県・州、

機構)と経済協力パートナー関係を結んだ」。

　密接に絡み合っている貿易往来に伴う協力・発展の新局面を迎えてきた。青島

では、ユーラシア経済貿易協力産業団地を、SCO加盟諸国の中央アジア内陸諸国

にとってのアジア太平洋市場向けの重要な「海運拠点」として整備されている。

　馬衛剛氏の紹介によると、現在、商務部は青島ユーラシア経済貿易協力産業団

地にて全国初の「中国・SCO加盟諸国地方レベル経済貿易協力モデル区」を建設

する計画案を承認可決した。

　こんなモデル区の背景には近年、「一帯一路」建設を積極的に展開してきた青

島の弛まぬ努力がある。

　商務部の支持の下で、2015年青島は上合組織実業家委員会と共同で「一帯一

路」ユーラシア経済貿易協力産業団地を創立し、物流貿易を主導とし、国内外に

おけるインタラクティブ協力を特色とする開放型産業団地という革新的なパター

ンを探索し、国家級経済技術開発区における産業転換とアップグレードのモデル

区を造成する。

青島風景
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　同団地は「陸海空鉄」複合運送の優位性を依拠とし、「越境

した発展、物流による牽引、貿易による先導、生産能力協力」

に基づいた越境協力の発展パターンを踏まえた協力のレイアウ

トを展開し、中欧列車、中央アジア国際列車、中蒙列車、「ア

セアン快速線」などの国際列車を開通し、延べ4600便で61万標

準コンテナの輸送実績を収めた国際列車の運営を以て、「西へ

中央アジア並びに欧州連合に接続、南へアセアン並びに南アジ

アを繋ぎ、東へ日・韓・アジア太平洋に届く」国際化複合運送

の中継貿易の通路を確立した中央アジア並びにSCO加盟諸国の

アジア太平洋市場向けの重要な「海運拠点」及び日本・韓国商

品の中央アジアに進出する国際海・鉄道複合運送物流ハブと

なっている。

　現在、同団地には中外運送華中公司、京東物流など総投資額

が238億人民元を誇る21プロジェクトの企業が定住している。海

外では、青島の推進役となった協力のもと、同市の有力ブラン

ド企業が「一帯一路」沿線諸国との双方向間の投資・貿易プロ

ジェクトを展開し、現在、ハイアール・ルバ（パキスタン）経

済団地、ロシア、インドの家電生産基地、中啓集団カンボジア

特別経済区産業団地インフラ総合開発建設、靑建集団ロシア建

築不動産工事、龍海集団キルギスタン・キルギスタン湖道路工

事などを含む26ヶ国で総投資額306億人民元を誇る32件の重点プ

ロジェクトに着工し、実り多い成果を収めている。これらのプロジェクトの牽引

力に恵まれた青島・SCO新興市場諸国間の経済貿易協力は2017年に、双方向間の総

投資額が41億人民元で、請負工事プロジェクトが18件で、年間売上高が230億人民

元にも上った。

　また、中国初の、全世界で9番目の「映画の都」としての青島では、第1回SCO加

盟諸国映画祭りが6月13日から17日まで開催される予定であり、約60本のSCO加盟

諸国の優秀な映画が展覧会で映画評賞に参加し、SCO加盟諸国を始めとする「一帯

一路」沿線諸国間で文化交流を推進するもう一つの重要なプラットフォームと

なっている。それとともに、SCO加盟諸国輸入商品展示会も同時に行われ、SCO加

盟諸国間の良質な製品の展示と取引プラットフォームを構築し、関係国から特色

商品の輸入を拡大化する。

「SCOサミット効果」を釈放

　海に面した花の満開した暖かい春。青島は今、最も美しい季節に入り始めた。

　青い海・緑の木に浮かべる「万国建築展ミュージアム」と賛美された八大関別

荘群から、老舎、沈従文、蔵克家、肖軍、肖紅などの有名人の故居が雲集した大

学路へ、青い海に青空・赤い瓦に緑の木からびっしりと建ち並んでいる超高層ビ

ルへ、カモメが飛び上がり帆という帆が点在した昼から光影が変幻した色とりど

りの美しさを漂わせている夜景へ、遊覧者がたえず行き来する賑やかな観光ス

ポットから静かで優雅な24時間本屋へ……絶えず続く変幻しつつある青島の色彩

の中で遊興にふける人々。

青島風景
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　2008年に開催されたオリンピックセーリング、一年に一度の

国際ビール祭り、湾岸で行われた様々な国際セーリング競技会

……青島という山・海・湾・城が一体となった海辺都市にロマ

ンチックな色彩を装着している。

　それ故、海内外からぞくぞくとやってくる観光客が増える一

方で、昨年延べ8800万人を超えている。魅了された皆様は、そ

れぞれの詩と遠方の為に辿って来ただけでなく、強烈な文化の

息吹を感銘する為に辿ってきたのである。

　あと数日でSCO首脳会議が青島で開催されることに伴い、この

都市の観光の質をより一層向上させることに違いない。

　夜になり街の明かりがともる頃、街頭を遊歩し、林立したビ

ルの光影が幻想的な海の世界の如く見え……数日前から、青島

沿岸で、鮮やかに彩られて光る夜景が青島の美しい風景になっ

ている。これは、青島がSCO首脳会議をきっかけに実行した夜景

アップグレード活動であり、多くの市民や観光客が鑑賞に夢中

になった。

　青島市観光局局長の崔徳志氏は、SCO首脳会議を契機に、産業

構造の改善をより一層加速化しており、SCO首脳会議の準備を整

えることに伴い、青島の観光産業構造におけるモデルチェン

ジ・グレードアップが加速し、「首脳会議効果」の釈放に伴

い、青島がより多くの国際会議や様々な活動の開催地となり、

同市の展示会や観光業界の発展を全面的に牽引し、海外からの

観光客を始めとする観光客の誘致効果を向上させている。

　SCO首脳会議の開催に伴い都市ブランドのイメージも一段と上

昇した。複数の国と組織の指導者並びに世界各地からの多数の

メディアが青島に集まることは、青島の観光産業にとっては、

最も有効な宣伝となり、青島の風采をリアルタイムで世界各地

に伝え、青島の都市知名度を大きく高め、国際化観光都市とし

てのイメージを更に向上させるようになる。

　「SCOサミット効果」の釈放は青島の観光ブランドを磨いてい

る。観光業界の関係者によると、青島観光の「准サミット」時

代が到来し、サミットにより青島の観光シーズンを早め、今年

の「メーデー」連休に、青島を訪ねた国内観光客が前年比

青島風景
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12.1％増の延べ497.6万人で、観光売上高が前年比19.22％増の73.2億元に上った。サ

ミット以降に青島の観光客数に「噴出式」や幾何級数的な急増が現れる予想である。

活発な駆動力の展開

　SCO首脳会議の開催は青島の為に活躍する窓口を開き、高品質な発展を推進する新た

な機会となっている。

　記者会見で、青島市発展と改革委員会主任の李剛氏は、現在青島がすでに新旧駆動

力の転換を促進する産業の新体系を確立し、「山東省新旧駆動力転換総合試験区建設

全体計画案」及び「青島市の新旧駆動力転換の重大なプロジェクトの全体計画案」を

発行し、1000余りのプロジェクトを網羅した新旧駆動力転換プロジェクト・ライブラ

リを創立し、3000億元の新旧駆動力転換特別基金を設立した。

　青島は国際海洋科学城、国際水上運輸ハブと国家沿海部における重要な中心都市と

しての総合機能を発揮し、イノベーション最前線、要素の集積、企業の育成、産業の

グレードアップにおいて全国に先駆けた画期的な実績を収め、山東省経済発展の先導

役を果たし、国家中心都市及び国際海洋名城を建設し、山東省の新旧駆動力転換の先

導役・駆動力・モデル区の役割を果たし、国家東方地域における新旧駆動力転換の新

たな成長極を樹立する。

　目標指向性。青島は新しい経済産業を発展させ、駆動力変換の「956」体系を構築す

る。現代海洋、知能家電、軌道交通装備、自動車製造、現代金融、現代物流、現代観

光、ビジネスサービス、健康養老など9つの優位性を持つ特色ある産業に重点を置いて

発展させる。

　将来型産業は経済成長の新エンジンとなり、青島は次世代情報技術、生物医薬、ハ

イエンド装備、省エネ環境保護、デジタル・クリエイティブなどの5つの将来指向の業

界を発展させるとともに、商業貿易サービス、食品飲料、紡織服装、機械設備、ゴム

化工と農業の6つの従来型産業分野を向上させている。

　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、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。

　地域の国際海運センターを建設し、「一帯一路」双方向型開放協力メカニズムを創

設し、サービス業開放拡大化総合試験区の設立を目指し取り組み、自由貿易港の建設

及び車並行輸入試行の展開進路を切り拓いていき……全面的に開放した新局面は青島

の為に新しい発展駆動力を齎した。

青島風景
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青島は『「国際化+」
200項行動計画』を発行

　青島市は国際都市戦略の実施を進める中、新たな措置に乗り出している。

　最近、青島市国際都市戦略推進委員会は『青島市「国際化+」推進行動計画

（2018/2019）』(以下、「行動計画」と略称する)を発行した。これは、昨年末前までに、初

の国際都市化に向けた2年制『「国際化+」行動計画（2016/2017）』の完了後に続く新

たな2年制「行動計画」である。

　200項の具体的な作業を持つ今回の「行動計画」は、前年度の2年制100項の「行動計

画」よりも倍増した上、任務の更なる定量化・ベンチマーキングの更なる高精度化が実現した。

来たる2年間で、同200項の行動計画は青島という都市を一層活力に満ち溢れ、よりファッショ

ン秀麗、更なる魅力満載の国際都市像へ向かって邁進させていく。
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発展の展望

　「行動計画」は青島が国際都市戦略を実施する為の大きな革新であり、都市の国際

競争力、国際影響力、国際魅力、国際成長力、国際支持力ということである5つの一

級指標に係る35個の二級指標を、責任分担システムのメカニズムを通じて市全域の

70余りの部門(主務官庁)及び関係区市（衛星都市）の実務に逐条ずつ統合する。

　「革新+3つのより一層」の目標と「一三三五」業務施策を中心に、「行動計

画」では4つのセクターを確立した:第一に、国際都市戦略構想報告書を公布し、

国際海洋名城を革新的に建設する（3項の実務に係る）。第二に、高品質な発展

を加速し、一層活力に満ち溢れた青島を建設する（72項の実務に係る）。第三

に、革新力が推進役となった発展を加速し、よりファッション秀麗な青島を

建設する（76項の実務に係る）。第四に、「美しい青島」の計画案を加速展

開し、更なる魅力満載の青島を建設する（43項実務に係る）。「5つの国際

化」の業務配置に基づき、「行動計画」では企業、市場、産業、産業団

地、都市の国際化を推進するための148項実務が掲載されてる。

　青島市国際都市戦略専門家諮問委員会主任委員の龍永図氏は、国際都

市戦略の実施は唯のスローガンではなく、実務に具体化していくと実績

が収められてくると指摘している。「行動計画」の確立により国際都市

戦略の遠大な目標を実現する為の実務的な操縦桿が形作られた。

　様々な行動計画がドンドン実施され、長期的な戦略目標を現下の具

体的な実務に具現化し、青島の国際都市化に向けた目標が具体的に

形作られ、明瞭化になった。

　将来、青島の一新した未来像はどうなるか？

　今年初頭に、有名な会計士事務所のPwCコンサルティング合同会

社が研究・作成した『国際都市化に向けた青島市の実施する国際

都市戦略における総合的な発展未来像報告書』で青島の発展未

来像が描き出された。

　同「報告書」では2035年までに国家中心都市の建設を全面的

に完成し、国際海洋名城建設の中核的な任務を完成してお

り、東アジア地区における経済と文化の有名都市として崛起

し、2050年までには、一層活力に満ち溢れ、よりファッショ

ン秀麗、更なる魅力満載の国際海洋名城となる青島の国際

海洋名城建設の展望が描かれている。

推進メカニズム

　200項の行動計画は青島市全域の様々な官庁・公務所

に関わっており、同行動計画の「シームレスなドッキ

ング」と順調な実施をどう確保するか？

　高レベルの青島市国際都市戦略推進委員会、優れ

た専門家諮問委員会および国際都市戦略の実務的な

「8+30+1」推進メカニズムは、「行動計画」を順調に進め

ることを確保するキーポイントとなっている。

　青島は国際都市戦略を提唱してから間も無く、青島市委員

会書記、市長の主要指導者2人が主任を務め、市委員会、市人

民代表大会、市政府、市政治協商会議の分掌指導者が副主任を

務め、市政府分掌指導者兼事務所主任、市政府直属部門(官

庁)、各区市（衛星都市）政府、経済機能区の主要な責任者がメ

ンバーを務める高レベルの国際都市戦略推進委員会を設立し、国

際都市化に向けた推進業務が市全域の各部門で効果的に展開する

ことを保障している。

　同委員会全体の枠組みの下で、商務局、品質監察局、発改（発展

改革委員会）、企画局、城管（城管行政執法局）、外事局、文明化

事務局、政法委員会、法制化事務局、人社局（人力資源社会保障局）

など諸官庁部門を始めとする8つの特別作業グループを結成し、70余り

の部門(公務所・機関)が共同で参画した30分野別作業グループ及び1つ

の専門家諮問委員会事務局が成立し、業務を推進するメカニズムを構成

し、実務的な「8+30+1」推進メカニズムを形成した。今回の「行動計

画」の策定において、49部門(官庁・機関)からの135件の提案をすべて考

えに入れおり、「行動計画」が各部門(官庁・機関)の業界規格と実務に最

大限に統合した。

　それに加え、「外脳（他市や外国の人材）」の助力を活用して青島の国際

都市化建設を打診し、国際都市戦略の推進メカニズムの重要な構成要素の一

部となっている。

　昨年10月、青島市国際都市戦略専門家諮問委員会に採用された海内外からの

「智脳」39人が青島に集まり、近年青島で成立した最も高レベルの「シンクタン

ク」を編成した。

　起用された当該専門家は、金融、貿易、外事、計画、観光、環境保護、展示

会、運輸、海洋、法律などの分野を網羅している。そのうち、中国公共外交協会会

長の李肇星氏が同諮問委員会チーフ顧問に就任し、中国グローバル化シンクタンク

（CCG）主席龍永図氏が委員に就任するほか、ドイツ、日本、韓国、シンガポール、

タイのベテラン外交官、有名な専門家学者、多国籍企業の重役など専門家12名がい

る。昨年11月、青島で開催された国際都市戦略専門家諮問委員会の設立大会並びに第

一回会議において、専門家らの提案した61件の国際都市化建設の発想・理念はすべてい

い参考として200件の「行動計画」に盛り込まれた。

　国際都市戦略評価メカニズムの確立も戦略実施を保障する為の重要な一環となっている。

　国際都市化建設の評価対象は青島の10区市（衛星都市）、8つの経済機能区及び80市直属

部門(官庁・機関)を含む。

　評価の公平性と科学性を確保するために、青島市は「国際都市化建設」の評価指標を制定

する際に、関係分野の有名な専門家及び市国際都市化推進委員会の各専門グループから構成

青島風景
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される評価グループを編成した。同評価グループは共通性指標と個性化

指標を含む評価内容と採点方法を繰り返した論証をした。

　指標体系の細分化から専任グループの設立へ、そして行動計画の制定

から専門家諮問委員会の成立、及び評価案の制定へ……青島は国際都市

化に向けた道を一歩一歩邁進しつつある。現在、青島は着実に推進して

きた結果としての国際都市化建設の実り多い成果を収めている。

逐条実施する

　前年度で国際都市戦略行動計画の逐条実施後に、青島という都市が著

しく変化した。

　2016年、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。同産

業団地は、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。

　同業務は前年度の「国際化+行動計画」にて策定され、同計画では

「ロッテルダム、ハンブルク、ニューヨーク、サンフランシスコなどの

欧米先進国の港湾都市をベンチマーキング都市として選定し、膠州「陸

海空鉄」複合運送の鉄道コンテナター輸送量を向上させ、青島を中心と

した国際コンテナ運送センターを形成する」という方針を定めている。

　新計画では、青島は上海、杭州、アモイ及びシンガポールをベンチ

マーキング都市として選定し、2018上海協力機構青島首脳会議の準備を

整える。青島ユーラシア経済貿易協力産業団地は上海協力機構地方レベ

ル経済貿易協力のモデル区としての整備に力を入れて取り組んでいる。

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。

　昨年度の行動計画における「青島港で世界の先頭を走る新規越境電子

商取引運営規則を整備する」目標は、中国（青島）越境電子商取引総合

的試験区の活況が引き続き発展に反映されている。同試験区は成立以来

青島風景  撮影/康寧
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1年余りで急成長を遂げ、2017年に青島の越境EC貿易額は前年比101.1％増となり、今年初頭に青

島は「越境EC小売輸入管理過渡期政策」の施行対象新規5都市の一つとなった。

　金融面においても青島の業績は顕著なものである。国際都市化戦略における「国際資産管理

センター都市化建設」の要求に基づき、青島は「財産管理金融総合的改革試験区」という金看

板の役割を充分に活かし、英国ロンドングローバル金融センターをベンチマーキングとして選

定して国際資産管理センター都市を建設し、全世界に向けた国際的な財産管理指向の投資誘致

活動を展開している。財産管理金融総合的改革試験区の建設に伴い、青島「中心ベイエリア」

の発展に新しい生命力と活力をもたらした。青島は世界中18ヶ国及び地域と財産管理協力関係

を築き、そのうち、全国に先駆け、英国シティ・オブ・ロンドン、シンガポール、韓国などの

海外重点地区との協力関係を結んだ。

　国際的な観光地都市の造成に向けた「国際化+行動計画」では、青島が米国マイアミ、英国サ

ウサンプトン、スペイン・バルセロナ、オランダ・ロッテルダムをベンチマーキング都市とし

た青島のクルーズ産業発展目標を設定している。現在、青島のクルーズ母港は科学的かつ合理

的なクルーズ産業レイアウトを加速し、世界一流のクルーズ母港を目指している。

　「フランスのカンヌ映画城をベンチマーキングとし、映画文化産業を発展させ、世界一流の

東方映画都市「夢ハリウッド」を造成する」行動計画を履行し、昨年11月、青島はユネスコよ

り「世界映画の都」称号を授与された。

　また、国際交流のレベル向上における一連の活動では、「国際化+行動計画」における多数の

明確な目標は実現化している。

　国際先進経験を参考にし、青島は米国ラスベガス消費系電子展示会をベンチマーキングとし

て選定し、中国（青島）国際消費電子博覧会（SINOCES）を創立し、昨年、世界各地からの200社

近くの企業、110社余りの販売代理店を招待して出展した。ドイツ・ミュンヘンビール祭りをベ

ンチマーキングとして青島国際ビール祭りを行い、今年青島は西海岸ビール祭り主会場を運用

し始め、6つの支会場とともにビール祭りカーニバルを開幕する。香港ショッピングフェスティ

バル及びシンガポールの地下鉄商圏オーチャード・ロードにおける販売促進経験をベンチマー

キングとし、2017青島都市ショッピングフェスティバルを開催し、著しい消費刺激効果が現れ

ている。5年間連続で行われた中日韓シーフードコンクールは海内外からの注目を集めている。

　世界有名な都市格付け機関による2部の『世界都市都会度ランキング報告書』で、青島の国際

都市化を描いている。

　世界有名な都市格付け機関GAWC（グローバリゼーションと世界都市研究ネットワーク）の発

行した『2016年世界都市都会度ランキング報告書』において、靑島の格付けは、前回の「成長

可能性高い都市ランキング」から2級ジャンプして「Gamma＋」に躍進し、靑島の準位で「2級

ジャンプ」に成功した。昨年10月30日に、中国社会科学院（財経院）と国連人間居住計画署が

共同で世界競争力ランキングを発行した。同ランキングで、靑島の都市レベルがC+であり、経

済競争力が0.6462、世界においてランキング第85位、中国の都市部においてランキング第15位と

なった。

　国際都市化建設は、永遠に無限に続く課題である。国際都市化戦略推進メカニズムに導かれ

た青島は、自分の特色ある進路を切り拓いて邁進している。

青島貝殻博物館
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　中国初のクルーズ経済発展指数「青島クルーズ経済発展指数」は数日

前、発表された。同指数によると、当分青島クルーズ経済の剛性需要が巨

大で、クルーズ経済は有望な見通しを持っている。

　2015年に開港して以来、青島のクルーズ母港は3年間の成長を経てき

た。世界トップクラス超豪華なクルーズの寄港が相次いでいる中、青島の

クルーズ母港は昔の非凡な水運埠頭から、世界トップクラスのクルーズ母

港に変身して崛起するとともに、クルーズ母港の牽引力のおかげで、厖大

な産業チェーンが浮かび上がってくる中、同市に新たな駆動力を備えた。

都市の新名刺

　先日、オランダから来たジェイソン氏はクルーズに乗って青島にやって

来て青島の旅を始めた。現在、ジェイソン氏のように、クルーズで青島を

訪ね、若しくはクルーズで青島から出発した世界一周旅行者が益々多くな

り、クルーズ母港の開港に伴い青島の新たな窓口が開いたと言っても過言

ではない。

　青島クルーズ観光業の黄金時代の到来は、絶えず行き来する世界トップ

クラスの豪華なクルーズから察知できる。

　2017年、欧州の観光客を乗せた「エウローペー」号クルーズが青島港に

到着し、外国人観光客408名を連れて来た。世界で最も贅沢なクルーズの

一つである「シーボーン・ソジャーン（Seabourn Sojourn）」は青島クルー

ズ母港に寄港し、アメリカ、オーストラリアなど23ヶ国からの450名の観

光客を乗せている。アジア最大のノルウェージャン・ジョイ（Norwegian 

Joy）はが青島のクルーズ母港で初の世界一周に旅立った。1100人余りの乗

客を乗せたバハマの豪華なクルーズ「グローリーシー（Glory Sea）」号は

クルーズ母港に寄港した。

　2017年9月25日、青島クルーズ母港に寄港した地中海の「MSCリリカ」、

天海の「新世紀号」、「新金橋5号」の三つのクルーズは、一日で7千人近

くの旅客輸送が実現し、開港以来の最高記録を更新した。

　2017年の「十一」ゴールデンウィークの間、青島クルーズ母港には発着

定期船の6便が入出港し、12000名以上の旅客が同港から出入国した。

　今年9月、４つの運航便で１ヶ月航海する初の青島ツアーへ旅立つ予定

のコスタ・フォーチュナ（Costa Fortuna）は青島クルーズ母港の開港以来、

迎えてくる初の超10万トンの豪華なクルーズとなっている。
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　統計によると、青島クルーズ母港は2015年に開港以来、好調続く発展を遂げている。

2017年末までに青島クルーズ母港は計220運航便を運営し、出入国のクルーズ旅客が23.05

万人を誇る全国第6位のクルーズ母港に急速に躍り出ている。

　一連の刺激策の公布に伴い、青島クルーズ経済が加速して出航している。国務院の公布

した「『十三五』観光業発展計画」では、上海、天津、深センに続く全国第四番目の「中

国クルーズ観光発展試験区」である青島が新興クルーズ観光都市として言及され、上海、

広州などとともに、「クルーズ観光重点支持都市」に列挙された。

　何年も続き青島で開催されている「世界観光都市連合会クルーズ分会並びに中国（青

島）国際クルーズサミット」は、クルーズ観光業界の世界向け広報プラットフォームとし

て役割を果たすとともに、青島の為により多くの国際的な栄誉を齎している。

激発した新しい駆動力

　クルーズ観光業は「黄金の水路に浮かぶ黄金産業」と呼ばれている。統計によると、最

近20年以来、クルーズ産業は毎年7%～8%の平均速度で上昇しつつあり、2016年に全世界の

クルーズ旅客輸送実績が2400万人にも上り、クルーズ旅客の旅費と消費総支出は毎年数百

億ドルにもある。クルーズ観光の1:10の経済推進効果によると、現在のクルーズ観光は世

界経済への経済貢献総額が数千億ドルにも上る。

　或る業界関係者によると、2020年に中国のクルーズ旅客人数が1000万人を超える見込み

である。今後10年間で、中国は世界最大のクルーズ観光市場となり、国際クルーズ経済の

「中国時代」到来の未来像が見えてくる。

　好調続くクルーズ観光市場のシェアを分け取りしようと、中国の延々と長く続いた海岸

線に沿って渤海の天津から南下し、青島、上海、宁波、アモイを経由して最南端の海南三

亜に至るまで、これらの港に恵まれた優位性を持つ都市という都市はいずれも、クルーズ

母港の計画と建設に注目している。

　この現象を「クルーズ母港の戦国時代」に例えた人もいる。この「戦国時代」の競争に

参加するには、ユニークな都市優位性が欠かせない。

青島風景
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　青島はクルーズ産業発展に最適な自然条件に恵まれている。青島クルーズ母港は3つのクルーズバースを

計画しており、そのうち新築した超大型クルーズ用バースが1つあり、現在世界最大の22.5万トン

「OASIS OF THE SEAS」及び「海洋魅力号」が寄港できる。

　青島は観光資源が豊富である。ドイツ風建築の風情に満ちた中山路、赤い瓦に緑の木・青い海に青

空の桟橋、小青島、魯迅公园、海水浴場などの観光地、また欧陸風情に満ちた「万国建築展ミュー

ジアム」と賛美された八大関別荘群など、青島に遊びふけって帰るのを忘れるほどの柔らかく麗

しい風景がある。

　青島にとっては、クルーズ母港の建設はただ一つの港とみなされるだけでなく、同市全体

のアップグレードにつながる。将来、青島クルーズ母港周辺の5平方キロではビジネスセン

ター、ホテル・デパート、居住レジャーと文化娯楽などを一体化にした国際クルーズ城

を建設し、青島クルーズ経済とハイエンドサービス業の発展を更に推進する。港の故

に振興した青島は、クルーズ寄港地からクルーズ母港へ、更にクルーズ母港から国際

クルーズ城への躍進を遂げる。

青島の新チャンス

　巣を作り、鳳豐が来る。昨年、青島は初のローカライズ国際登録クルーズ

であるエリートクルーズを迎えてきた。

　数日前、英国ロンドンで行われた「中英地方経済貿易協力靑島フォー

ラム」において、エリートクルーズと英国カーニバルグループは7万ト

ン級の豪華なクルーズを購入する船舶購買協定を締結した。同クルー

ズは今年6月に青島を母港とした特色あるクルーズ観光を運営し始

める。

　将来、エリートクルーズはクルーズ母港構内にて本部基地を

建設し、企業運営センター、人材訓練基地、船舶設計セン

ター、文化観光及び関連インフラサービス産業を青島国際

クルーズ母港に段階的に定住し、完備したクルーズ産業

チェーンを整備する。

　青島クルーズ母港には次々とクルーズが集まって

来た。

　ロイヤル・カリビアン、地中海、コスタ・

フォーチュナなどのクルーズ会社が次々と進出

し、青島を母港として運営し始め、日本(長

崎、鹿児島、佐世保、福岡などの都市)、韓

国(済州島、釜山、ソウルなどの都市)、ロ

シアのウラジオストクなどの多数の航路

を開通した。

　市場に有望視されている背景に、

青島風景  撮影/王沢東
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青島が具備するクルーズ観光におけるユニークな優位性があり、更に、

その為に都市の全体的な計画及び行動もある。

　青島はクルーズ経済の発展を従来嘗てない重要な位置に付け、「青島

市クルーズ産業発展計画」、「青島国際クルーズ母港総合計画」などの

重要な計画を次々と公布した。

　当該計画によると、2020年に青島は「中国北方クルーズセンター」を

落成する上、さらに「東北亜区域クルーズ母港」に昇格し、東北亜の重

要なクルーズ旅客輸送市場と観光客の入国港とし、世界一流の国際旅客

運送センターと金融ビジネス、商業貿易、文化レジャー、観光リゾート

を一体化にした「国際クルーズ城」を建設する。

　最近、青島は「青島市が中国クルーズ観光業発展試験区を建設する実

施案」を発行した。青島は積極的に「目的地なしクルーズ航路許可」

「国際クルーズの国内多港寄港許可」、「青島国際クルーズ母港旅客輸

送センターで一部の国の外国人向け144時間第三国への通過旅客対象国

家無査証入国及び外国観光団向けの入国15日ビザ免除プログラム」の承

認を得るよう手続の取扱に相当な精力を注いでいる。

　つい最近、もう一つの刺激策「青島市の中国クルーズ観光業発展試験

区建設実施案を施行してクルーズ経済発展を促進する若干施策」を発行

した。同刺激策では、クルーズ観光産業の誘導基金を設立し、母港のイ

ンフラを最適化し、クルーズユーザー基盤を開発するなど、青島がク

ルーズ観光業の補助力を高める措置を22件制定し、クルーズ母港建設の

一助となるに違いない。

　数日前発表された『青島市「国際化+」推進行動計画（2018/2019）』

では、青島が、米国のマイアミ、英国のサウサンプトン、スペインのバ

ルセロナ並びにオランダのロッテルダムをベンチマーキングとし、これ

らの世界一流のクルーズ母港の先進的な経験と運営手法を参考にして青

島クルーズ母港のアップグレードを推進することを提案している。

　そのため、青島はクルーズ母港の開発建設、運営管理、外資誘致、総

合協調などを担当する専任の国際クルーズ母港管理局を設立しただけで

なく、全世界に向けたクルーズ経済、文化観光、特色金融、科学技術革

新などの分野別投資誘致チームである「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」を組んでいる。「王冠にはめ込ん

だ真珠」である青島クルーズ母港の未来像はより一層輝かしくなる。

青島風景
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　4月28日、4年7ヶ月かかり総投資額が500億元を誇る青島東方影都は

青島西海岸で落成し、世界の映画業界の発展布局を変える「工業大

作」が新登場している。

　青島という沿海観光都市は生まれつきのロマンチックな映画の風

采を備える。中国史上で初の有声映画『歌手紅牡丹』、初の有声ス

トーリー映画『到自然去（自然に行く）』、初の音楽ストーリー映

画『海上生明月（海に昇る明月）』が同市で誕生した。2017年11月、

ユネスコは青島を世界「映画の都」と命名する。

　青島東方影都が落成して運用し始めるにつれ、青島「夢ハリウッ

ド」の幕が開いてきた。東方影都映画産業団地、万達茂、万達楽

園、劇場、ショー会場、ハイエンドホテル群などを網羅した多業化

大型コンプレックス化（都市機能の複合化）高度複合都市プロジェ

クトとしては、観光、文化、商業を一体化にしており、青島の為に

文化消費の新動力を加味した。

初デビューの東方影都

　東方影都に立ち入ると、敷地面積が166ヘクタールの産業団地に落

成した全世界で最先端な設備、最も完備したインフラを装備した映

画産業団地が目に映ってくる。映画製作区には52施設のハイテクス

タジオを建設する計画で、そのうち第1期工事で30施設が落成し、第

2期では世界最大の1万平方メートルを誇るスタジオ、世界唯一の室

内外一体化の水中スタジオ、映画服装道具加工工場及び世界最先端

な映画ポストプロダクション製作工場などを含む10施設のスタジオ

を更に建設する予定である。

　映画産業団地のロケ地は敷地面積が60ヘクタールで、欧風と上海

旧街道の風韻に満ち溢れたロケ地街道を備え、様々な種類の映像作

品の製作ニーズに応じられる。

　東方影都には、完備した映画産業インフラ施設が整備され、影都

大劇場に2000席があり、世界一流の音響効果システムが揃い、盛大

な映画祭の開会式・閉会式を開催することができる。

　一つ特筆に値するのは、東方影都は映画産業の分野規格に基づ

き、グローバルな映画産業の資源を集め、定住した映画企業の為に、
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国際規格と基準のプロフェッショナルなサービスを提供す

る。多国籍映画産業系企業に必要な税関、ビザ、人材、金

融、物流などのサービスは主務官庁がワンストップサービス

で提供する。

　青島市は50億元の映画産業発展特別基金を設立し、東方影

都に駐在して撮影した映画作品に対し、製作諸費用の20％～

40％に相当する額を補助金として交付する。特別補助金を設

立し、東方影都にて登録した映画企業に対し、最大で営業収

入の10％に相当する額の補助金を与える。

　世界一流のハードウェアとソフトウェア環境を揃えた青島

東方影都は、映画の撮影、製作、発行などの全産業チェーン

の資源を集めて発展させており、国内で最も完備した映画産

業化生産システムと最も高い技術力を持つ映画産業基地の建

設が加速している中、世界各地からの映画企業が次々と進出

し、映画製作を展開している。

　2016年10月、東方影都は、米国ロサンゼルスで全世界向け

の映画産業誘致を始動し、9社の有名な映画会社と契約を締

結し、11本のハリウッド・スペクタクル映画の撮影を東方影

都に誘致した。そのうち、超大作「長城」及び『環太平洋

2』などのハリウッド製の超大作スペクタクル映画及び複数

の国内大作が含まれる。欧州連合青年音楽祭、中国映画演技

芸術学会「金鳳豐」賞の授賞式を含む多数の重大な文化イベ

ントがここで行われ、総投資額が30億元を誇る『封神三部

曲』映画製作班が同団地で撮影を展開している。

　業界関係者の予測によると、今後3年で、東方影都に進出

する映画企業が500社以上にも上り、毎年撮影・製作する映

画は100本前後になるということである。青島の東方「夢ハ

リウッド」を建設する夢が叶ってくるにつれ、米国ハリウッ

ド及びインドのボリウッドと肩を並べた世界3大映画都市の

新局面を迎えてくる。

青島風景
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消費のレベルアップに伴う駆動力の増勢

　青島では、東方影都の成長に伴う斬新な映画文化産業チェーンだけではな

く、ビジネス、文化、観光などの裾野産業にユニークな映画の特色を加味し

ており、同市のビジネスにおける新しいランドマークとなっている。

　超大規模の万達茂は、室内のテーマ付け楽園、水楽園、映画楽園、30ホー

ルを持つ中国最大規模の映画館及び大規模なショッピングセンターから構成

され、世界初の室内吊り下げ式ジェットコースター、世界初の室内垂直な

ウォーターシュート、3D超没入型インタラクティブシアターなどの新型遊園

地施設を備え、青島の特色ある大型舞台ショー「八仙過海（八仙過海、各顕

神通。八仙様が海を渡るに、おのおの神通を発揮）」、4施設の5星リゾート

ホテルから成るホテル群や世界一流の国際病院、国際学校、遊覧船埠頭及び

会所などが揃っている。

　万達茂だけでなく、現在の青島では、このような「大柄」の次世代型複合

都市像が商業発展の主流となりつつあり、より大きな消費の場をもたらすだ

けでなく、新たな文化観光の消費新理念をもたらしている。

　青島香港中路では、全国最大規模の万象城があり、青島万象城には海内外

で有名なブランドが数百以上集まっている。ここに毎日続く超満員の凡ゆる

飲食店、多彩な子供の遊園施設、芸術的な風情に満ち溢れた喫茶店や本屋は

いずれも人気を集めている。

　青島西海岸の澳楽購には、欧風に満ちた商業建築がびっしりと建ち並んで

いる。国際一線では凡ゆるブランドが超特典・超割引を展開している。イン

ド料理、エスキモー雪屋スタイルバーがそれぞれの特徴を持つ……巨大観覧

車「琴島の目」に乗り、唐島湾の風景を一望のもとに見渡せる。観光、娯楽

とショッピングを一体化した澳楽購は、多くの市民や観光客に人気なレ

ジャーの場となっている。

　新都心は地下鉄商圏の代表である。ここで、地下鉄3号線はシンガポール

青島風景  撮影/王華
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からの新業態デパートの凱徳デパートを繋ぎ、多様化商業プロジェクトの為

に強力な地域網羅性を齎した。

　現在、青島にはすでに10施設余りの商業複合都市（シティーコンプレッ

クス）プロジェクトを持ち、年間売上高は年間成長率が10％以上の80億元

を超えている。消費が経済成長の第一駆動力になるにつれ、青島の商業貿

易流通分野におけるモデルチェンジ・グレードアップが加速している。

　山東省において「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、「現代化消費アップグレード行動計画」を実施し、

商業新パターンとハイエンド商業消費サービス業向けの分野別投資誘

致チームを編成し、全世界に向けた商業貿易分野における外資誘致

を強化し、「都市ショッピングセンター創業空間」、「ショッピン

グセンター芸術」、「アウトレット・カーニバル」、「プラット

フォーム自営」、「会員制倉庫小売店」などの商業新パターン、

新業態に重点を置いて誘致している。

都市位置付けの再向上

　東方影都による牽引力のおかげで、映画産業は青島の新興支

柱産業となり、青島は名実ともに「映画の都市」となってい

る。また、産業のアップグレードに伴う都市位置付けの再向

上が加速している。特にユニークな港に恵まれた優位性を

持つ青島にとっては、消費のモデルチェンジ・グレード

アップの好機を活かし、「国際消費センター都市」を建設

しており、都市の発展に新しい駆動力を注いでいる。

　最近、2000頭余りのオーストラリア輸入肉牛が青島で

順調に入国され、輸入オーストラリア肉牛のロット単

位数量と全体の品質は全国の最高記録を更新し、それ

につれて青島の「オーストラリア肉牛輸入指定港」が

正式に運用し始めるようになっている。

　その前に、青島の完成車輸入港で輸入した完成車

が合計4.6万台を上回り、 全国の26車両輸入港口に

おいてトップ5位に躍り出ている。数日前、青島

は正式に「自動車並行輸入試行区」の開設が承認

され、天津についで全国第2位の車並行輸入量を

持つ港口となっている。それに加え、青島が整

青島風景
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備した山東省初の輸入果物港は、膠

東半島、華北、京津（北京天津）な

どの地域を網羅している。

　早くも2012年より、青島は、全国

に先駆ける「国内貿易と対外貿易を

融合する」ビジネス進展構想を提唱

し始め、青島における消費の質を率

先して国際基準に合わせた。2013年

に山東省初の免税店を開設した。

2015年、青島は山東省初の「観光客

出国税金還付業務」を施行した……

青島は消費を促進することと、投資

並びに輸出のことと同じ重要な位置

に付け、越境ECを発展させ、保税展

示販売、輸入品直販を発展させ、優

良な輸入品の規模を拡大し、全国に

先駆けて国内貿易と対外貿易の融合

した発展を促進している。

　香港及びシンガポールのショッピ

ングフェスティバルをベンチマーキ

ングとした「青島都市ショッピング

フェスティバル」を年に一度開催し、

同市の新しい名刺になっている。そのうち

の重要なセクターの一つとしての「中日韓

シーフード料理コンクール」は一連で5期を

開催されており、青島飲食業の発展に新し

いプラットフォームを提供し、「国際海洋グ

ルメ都市」の建設に対しても増勢している。

　また、青島の「中国（青島）越境電子商

取引総合的試験区」の整備に伴い、同市の

越境消費の為に新たな利便性をもたらし

た。特に今年初頭に、青島は「全国越境EC

保税待機荷物業務試行都市」として承認さ

れ、青島の地理的優位性が更に活性化さ

せ、網羅性・牽引役がより一層増強して

いる。

　青島クルーズ母港の入国人数が増え、膠

東国際空港の新築工事が進んでいる中、青

島の免税店に対しても新たな発展の好機が

生み出されている。青島は国際ファッショ

ンブランドを導入し、一連の税金還付デ

パート、免税店を開設し、国際観光消費の

結集にとっての魅力的な条件を備える将来

性が輝いて見える。

青島風景
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これは着実に改革開放の再出発を推進する具体的な行動であり、
これは一意専心に問題点を見つけ、
細部までこだわった徹底的な実践である—

ビジネス運営環境の最適化に向け
青島が「早送りボタン」を押した

　青島では、同市のビジネス環境最適化に取り込む誠意を満載したアン

ケートが、この3ヶ月間で堅実な足どりで清新の気風あふれる会社訪問

とともに、同市に進出した外資系企業にやって来た。

　「外資系企業への訪問と普段のコミュニケーションを強化し、何か問

題があったらすぐに協調して解決できるように気をつけてください」

と、青島市市長孟凡利氏が外資系ビジネス環境の最適化に関する報道を

読んでから、こう指示した。その後、青島市商務局は市全域で「ビジネ

ス環境大訪問」活動を展開し、訪問活動とともに外資系企業向けのアン

ケート調査を行い、最終的に6635件の有効なアンケートを回収した。

　問題点指向性、需要指向性を堅持し、問題点の発見・解決に立脚し、

実情を調べ、実効的な対処案を策定し、青島のビジネス環境の最適化に

向けた着実な歩調を踏み出す。

訪問・アンケート調査の関連情報を整理して問題点を見極める

　「夏はエネルギー使用量のピークであり、最近は天然ガスの不足を心

配しているうちに、たまたまこのようなアンケートを受け、回答後に間
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も無く関連機関の調整を経てこの課題を解決してくれましたので、これは

全く日照りに恵みの雨ですよ」と述べた輝門東西(青島)ピストン有限公司

の担当者である宋瑞聡氏は、今回のアンケートは従来と異なり、非常に緻

密に設計されており、外資系企業の実際の需要に非常に近いと付け加

えた。

　青島西海岸新区城管局（城管行政執法局）の調整により、燃料ガス会社

は企業の通常ガス供給を全力で保障し、計画的なパイプライン保守・改造

施工による一時停止の場合、48時間前に書面を以て通知するという方針を

示した。

　「正直に問題点を究明する」、「真の問題点を究明する」ことは今回の

訪問・調査のキーポイントである。

　『2018年青島市外資系企業「ビジネス環境大訪問」のアンケートに記載

する30問のマルチプルチョイスは市場環境、経営コスト、人材供給、技術

革新、裾野産業関係、刺激策など多方面に網羅しており、外資系企業の実

際に直面している問題点を全面的に把握するのに役立つ。

　アンケートの回収後、青島市商務局は専門家チームによる纏め・分析を

行った。分析の結果によると、外資系企業の外国籍人員は青島での生活環

境、市場環境、人文環境、出入国環境、物流配送などに対する満足度が高い。

　それとともに、アンケートでは既存する問題点をもいくつか発見した。

例えば、技術労働者、外国語人材の供給などを含む人的資源には供給不足

があり、2017年の賃上げ及び原材料価格の大幅上昇は企業運営コストが増

加する主因となっている。

　発見された問題点の解決に向け、青島は、外資系企業の指摘した生産経

営中に直面する税金負担、融資需要、雇用コスト、水電気供給、行政許

可、許可証類の諸手続き、医療入学などの課題と問題点を明記する企業訪

問台帳を作成し、担当する機関、責任者を明確化し、期限を定めて解決さ

せ、対応の状況を速やかに通報するよう指示した。

　こうして、アンケートは一時的なインタラクティブではなく、長期的な

メカニズムとして定着している。青島はそれぞれの外資系企業の為に「戸

籍」を作成し、サービス専任者を指定し、文書化による整理作業を通じて

外資系企業に対する高精度なサービスを実現する。

回答情報への対応実務による解決促進

　5月15日の午後、青島市副市長劉建軍氏は「特別工数雇用制度」の書類

を持って青島経済技術開発区にある金世博会社を訪ね、会社の専任者に対

し関係政策の解読を行った。

青島風景
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　金万博はドイツ系研磨工具及び研磨材メーカーである。青島開発区商務局の

関係者は、企業が注文量の不安定による労働コスト過大の課題を抱えているこ

とを了知した後、遅滞なく企業訪問をし、関係機関を調整し、課題解決に向け

た対応策を策定した。

　外資系企業の要望を了知する上、着実に課題解決に向けた実践に乗り出すこ

とは、ビジネス環境の最適化にとっての最適な解答である。

　「やっと中国のクレジットカードができました。今後、便利になりまし

た」。希傑富楽味公司の責任者である李相万氏は青島で長年働いてきたが、ク

レジットカードが作れないまま、外出する度に多額の現金を持たなければなら

なかった。現在、青島のある銀行は外国人向けクレジットカード発行の制限を

突破し、全国に先駆けて外国人向けのクレジットカード発行業務を展開し、李

相万氏の問題を解決した。

　青島海泰新光科技(株)は数日前、アフターサービスの課題に遭遇した。同社

製品は主に欧米向け輸出で、製品が一旦輸出されて使用後に、中古機械とみな

され、国内に戻った修理ができなくなり、同社や海外の取引先にとって大変不

便である。

　そのため、青島労山区商務局は大港税関を調整して輸出済貨物のアフター

サービスにおける再入国した修理ができないという同社の抱えた課題を解決

した。

　また、日本三美グループの投資した青島三美電子有限公司は、自動化設備の

生産ラインを増設して経営規模をさらに拡大することを意図しているが、業界

の特徴と生産パターンの制限を受け、労働需要の変動が激しい中、同社は求人

難に困っており、乗り越えることができない。

　そのため、同社所在地の青島西海岸輸出加工区は特別な労務派遣会社を設立

し、同社を重点的に支援している。今後、青島は貴州省安順、甘粛省隴南、山

東省菏沢(かたく)などの協力地域と安定した労務派遣ルートを確立し、重点企

青島風景  撮影/孟涛
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業の雇用需要を保証しつつ、貧困地区における雇用創出

効果の向上をも繋がる解決案を模索する。

　青島は今回の大訪問で、外資系企業の為に解決済の課

題が計294件で、41社による6.5億米ドルの増資を促

した。

　同時に青島は結果のフィードバックメカニズムを創立

し、凡ゆる問題点への対応実務を徹底的に貫徹し、凡ゆ

る問題点の解決結果を回答し、すべての実績を評価する

ことに向け、すべての外資系企業に対する大訪問満足度

調査を行なった。

サービス最適化の再向上

　ビジネス環境の最適化、サービス最適化は立脚点で

ある。

　数日前、外資系企業に向けたサービス環境の最適化に

焦点を当てた「青島市の『ビジネス環境最適化の年』

キャンペーン案」が発表された。同キャンペーン案は

市、各区市（衛星都市）、街道(町)及び産業団地、外資

系企業から成る4段階の「4級連動サービス体系」を構築

し、「4級」の企業連絡拠点を6449箇所開設し、サービス

触角を外資系企業の手元に伸ばすことを模索している。

　それに伴うより一層細かいサービス内容が視野に入っ

てきた。青島は全国に先駆けた「重点外資系企業向け

サービス大使制度」を創立し、凡ゆる重点外資系企業の

為に「一対一」の「大使サービス」を提供する。この革

新的な制度は実効が現れ、現時点まで、固恩治エンジニ

アリング、安普泰科、MAPFRE GROUP、華潤ガス、麗

可医療機器、京信電子など263社の外資系企業が抱え

た300余りの課題を乗り越えるのに協力していた。

　また、青島は様々な措置を講じ、外資系投資体制

の改革を深化している。

　青島は「参入前国民待遇+ネガティブリスト管理」

メカニズムを全面的に実行し、「多証合一」の行政

手続簡素化を加速し、商務部の要求に従い、青島は

年内に外資系企業向けのビジネス登記と工商登録の

「単一窓口、単一文書」による受理の諸手続簡素化

を実現する予定である。それとともに、青島は外資

系企業の承認登録の諸手続簡素化に向け、認可と登

録の対象事項を厳選し、ネガティブリスト承認管理

制度を厳格に実行し、外資系企業向けの承認権限を

より下位に移譲し、「両ランダム、一公開」の原則

に従い、外資系企業の承認後監督管理を強化する。

　今後、青島は外資系企業の苦情相談・協力メカニ

ズムの構築を模索し、外資系企業が生産経営に直面

する課題に対する追跡管理をし、青島市の実況に応

じたビジネス環境最適化の政策措置を策定し、政府

によるサービ購買の方法で外資系企業の為に諸手

続代行、家政婦訓練などのサービスを無償で提供

する。

　連年で世界銀行により中国における投資環境「金

メダル都市」に選出された青島は、ビジネス環境の

持続的な最適化は延々と絶え間なく続いていく。

青島風景  撮影/孟涛



078 079

作者：趙偉 劉春修

夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年06月09日  第09版

 隆々たる港は天下を繋ぎ、

「海上シルクロード」の活躍が続き

青島港:世界一流の海洋港へ

　数百年前、青島は海上シルクロード北線の出航点であった。新時代に入り、進路を切り開

く青島は新ユーラシア大陸橋経済回廊におけるノードの主要都市並びに海上シルクロードの

支点としての、国家「一帯一路」構想における唯一の「双位置付け」都市となっている。

　青島と世界を繋ぐ海運拠点としての青島港の価値は、「一帯一路」沿線における国家計画

の海運陸運の5路線のうち、4路線が靑島港から出発するとして再定義されている。従って、

青島港は国家の「『一帯一路』構想における東西南北に全方位的開放の重要な窓口と橋頭

堡」となっている。

　SCO（青島）首脳会議を開催する際に、SCO加盟諸国にとってアジア太平洋市場向けの重要

な海運拠点としての青島は、価値がより一層高くなっている。

海へ向かう丨「海上シルクロード」の友人を作り

　北緯37度36分、西経0度59分。この位置には、スペイン地中海沿岸の第三大港、混載貨物輸

出入の第一大港であるカルタヘナ（Cartagena）港がある。

　3月6日に同港の関係者は遠路はるばる青島まで訪ねてき、青島港と友好港関係を結んだ。

これで、青島港の国際友好港の数は22港に達した。

　「一帯一路」建設から生まれた機会に乗じた靑島港は発展版図を膠州湾から全世界に広げ

た。「一帯一路」沿線にあまねく分布した「友好港」を基軸にし、靑島港は世界中に広く展

青島港



2018年06月09日  第09版 2018年06月09日  第09版

080 081夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

開した布石を打ち続けている。南にはパキスタンのグワダル(Gwadar)港、カ

ンボジアのプレアシアヌーク港、マレーシアのクアンタン港、クラン港

（ポートケラン）などがある；西にはエジプトSaid港、ジブチのジブチ

港、ドイツのハンブルク港などがある；北にはフランスのブレスト港、ト

ルコのマプト港などがある。

　この数年間で、青島港と「一帯一路」沿線の諸港口間の航路がドンド

ン増やしている。現在、靑島港から南東アジア、中東、地中海、欧

州、黒海、ロシア、アフリカ、オーストラリアまでの直行航路数は65

本に達している。多数の航路を通じ、青島は万里近くのユーラシア大

陸を跨ぎ、世界と密接に「リンク」している。

陸へ向かう丨貿易大通路を建設

　6月1日、50車の自動車部品、タイヤ、電機部品などの貨物を満

載した「青島号」中央アジア国際列車が、青島膠州駅から出発

し、北に向かって新疆阿拉山口を経、7～10日後にカザフスタン

のアルマティに到着する。海運より30日間短縮している。

　これは青島発の第3046便目の中央アジア国際列車となってい

る。同列車は現在、毎週3～5便の頻度で青島とSCO加盟諸国間

の経済貿易交流を密接に維持している。

　ここ数年、青島は延伸しつつある鉄道網に沿い、中央ア

ジア国際列車、中欧列車、中蒙列車、中韓快速線、ASEAN

専用線という5路線の国際列車が次々と開通しており、

「東へ日・韓・アジア太平洋に直結し、西へ中央アジア

並びに欧州連合に接続、南へASEAN並びに南アジアを繋

ぎ、北へ蒙露大陸に届く」国際化複合運送貿易大通路

を確立し、中央アジア並びにSCO加盟諸国のアジア太

平洋市場向けの重要な「海運拠点」及び日本・韓国

商品の中央アジアに進出する国際海・鉄道複合運送

物流ハブとなっている。

　青島の「一帯一路」越境コンテナ海運・陸運・

鉄道複合運送示範プロジェクトを基軸にし、青島

港が複合運送コンテナ列車は37路線を開通してい

る。また、靑島港物流海運鉄道複合運送セン

ターはSCO加盟諸国を繋ぐ阿拉山口、コルガス

市、二連浩特、満州里などの4路線を含む計25

路線の国際列車を開通している。

　青島港は「シルクロード経済帯」に沿った

国内内陸港の核心区の建設にも励んでいる。

現在、青島港は鄭州、西安、新疆など10内

陸港を建設しており、「シルクロード経済

帯」に沿いユーラシア大陸を縦横に貫通し、

点・線・面を結合し、港間連動、青島に直結す

る双方向貫通の「陸上大通路」を構築している。

遠くへ向かう丨世界一流の海洋港を建設

　「一帯一路」沿線に沿った協力パートナー関係

の確立、資本・管理の導出に伴い、青島港は世界範

囲で多次元発展の新しい空間をドンドン開拓して

いる。

　今年3月、青島港は中遠海運港と共同で海路国際港

口運営管理会社を設立し、世界一流の埠頭運営管理プ

ラットフォームの構築に取り組んでいる。２週間後に

は、同社総経理王軍率いる代表団の一行がアラブ首長国

連邦を訪ね、アブダビ埠頭の運営管理について、前段階

の調査に着手した。今では、益々多くの王軍のような「青

島港人」は、青島港の先進的な埠頭管理経験を持ち、青島

から東南アジア、欧州、アフリカへ進出しており……

　実は、その前に、青島港の管理ブランドの名が世界中に知

れ渡り、複製して普及できるグローバルな埠頭管理経験とし

て形成してきた。青島港は、ミャンマーのチャウピュ港に運営

管理サービスを提供し、中国沿海港が海外に管理サービスを導

出する前例を作った；モラーマースク埠頭会社と協力し、イタリ

アのヴァード・リーグレ(Vado Ligure)港のコンテナ埠頭と冷蔵埠

頭を共同運営し、資本の海外進出を実現した。ドバイ・ポーツ・

ワールド（DP WORLD）港湾管理会社、モラーマースク航運、国家開発

銀行、中非基金などの戦略的協力枠組協定書を締結し、埠頭の運

営、港物流などについて協力を深めている。

　つい最近、青島の「中国-上海協力機構地方経済貿易協力モデル区」

の建設は可決された。それを受け、「一帯一路」建設に深く取り入れ

た青島港にとっては、より広い発展空間を開いた。

　「未来の青島港は、より一層積極的に『一帯一路』建設に取り入れ、

SCO（青島）首脳会議から生まれた巨大なチャンスをしっかり掴み、世界

を縦横に貫通し、全世界にサービスを提供する経済的な中枢となり、『世

界一流の海洋港』という目標に向かって邁進していきます」と語った青島

港集団代表取締役社長鄭明輝氏は青島港の遠くへ向かう輝かしい未来像を描

いた。

青島港



082 083夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

2018年04月12日  第10版

青島風景  撮影/王華

作者：楊瑶

青島の650億米ドルを誇る
重点企業誘致プロモーション

　青島市人民政府の主催した「青島国際投資促進諮問顧問機関上海年会並びに新旧駆動力転

換現代産業企業誘致政策についてのプレゼン会及びプロジェクト面談会」が上海で開催され

た。PwCコンサルティング合同会社、デロイト、Ernst&Young、KPMG、三菱商事などの青島国

際投資促進諮問顧問機関及びシーメンス、GE、野村証券、スタンダードチャータード銀行な

どの世界トップ500大企業からの出席者は来場した。ドイツ商工会議所連合会（DIHK）、日

本貿易振興機構、ポーランド投資貿易局、米国アーカンソー州などの上海駐在経済貿易促進

機構からの出席者と青島各区市（衛星都市）及び経済機能区からの出席者、現代化産業向け

高精度な投資誘致チームの担当者など200余りの出席者は面談会に列席した。

　青島市副市長劉建軍氏は挨拶で、第1陣の沿海開放都市として40年にわたった急成長を遂

げた青島が、新たな発展段階に入っており、ご列席の皆様が青島の戦略新興産業、ハイテク

産業及びハイエンドサービス業の諸分野における全面的な協力へのご参加を歓迎致している

と発言した。

　青島市商務局長馬衛剛氏は「新時代、新展望、新駆動力、新チャンス」をテーマにし、新

旧駆動力転換を推進している青島の重大な産業発展方向と発展機会、青島の経済発展区域の

レイアウトと現代化産業向け高精度な投資誘致の重点対象プロジェクト、現代化産業向け高

精度な投資誘致の政策・施策及び分野別投資誘致チームに関する状況を紹介した。

　第三者評価機関としてのPwCコンサルティング合同会社は会場で、『青島―新時代の国際

化発展の背景にあるチャンスに満ちた都市」をテーマにした報告を発表し、青島市の加速化

した国際都市建設の視角から、現代化産業の総合実力の比較分析を展開し、青島における未

来指向の都市発展新チャンスを指摘した。

　関連情報によると、今回のプレゼン会では、青島市の発展レイアウトに基づいた新旧駆動

力転換に向ける現代化産業向け高精度な投資誘致の57件の重点プロジェクトを発表し、総投

資額が650億米ドルにも上っているということである。そのうち、総投資額が27億米ドルを

誇る青島金家嶺財産管理金融総合的改革試験区プロジェクトがあり、同プロジェクトは連

携、共同出資、全額出資などの形式を導入し、国内一流で国際的な視野を広げた新興財産管

理センターとして構築する予定である；また、総投資額が22億米ドルを誇る靑島湾多国籍企

業地域本部広場プロジェクトがあり、多国籍企業の区域本部集中地のプロフェッショナルな

担体とするハイエンド・ビジネスビルを建築する予定である；また、総投資額が16億米ドル

を誇るインテリジェント都市産業発展クラウドサービス・プラットフォームプロジェクトが

あり、市役所直属の投資系企業がPPP協力モデルにより運営に参画し、海内外で有名なビッ

グデータ企業とプラットフォームなどを導入し、全国の先頭を走る新型インテリジェント都

市を造成する目標を定めている。
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--フォーチュン(中国)フォーラム

  は青島で開催される

金融開放と監督管理の新
パターンを模索する

　銀行業が高品質な発展を実現するためには、実体経済にサービスを提供する本源に復帰しなけ

ればならない；中国銀行保険監督管理委員会は外資機構の持株比率制限を更に緩和する予定に

なっている。金融が消費をより良くサポートすることにより、住民可処分所得の持続可能な成長

を現実化するとともに、住民可処分所得の成長に伴う新たな消費内容をもサポートするという両

方から役割を果たすことができる。

　7月7日から8日にかけて行われた2018青島・フォーチュン（中国）フォーラムにおいて、列席者

は「金融開放と監督管理の新パターンを模索する」ことをテーマにし、金融開放、金融監督管

理、金融革新、実体経済に対する金融のサービスなどについて色々な見方を示した。

　年に一度の開放かつ多元的な「思想盛宴」は、国際的な視野を広げた財産管理センター都市を

造営しており金融業界の発展に繋がる独特の道を模索している青島の為に、価値の高い「知恵

嵐」を提供し、青島と世界との間における財産管理の橋渡しを架けている。

　中国銀行保険監督管理委員会副主席の周亮氏は銀行業が高品質な発展を実現するために、実体

経済にサービスを提供する本源に復帰しなければならず、規制の底線を厳守するとともに、改革
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を深化して開放を拡大しなければならないとの方針を演説で表明し、

「改革開放を深化させるには、人間の役割はキーポイントであり、金融

人材が健康的に成長する環境を整備し、革新意識・プロ化水準・家国情

懐（正義感や結束力、愛国心などを強く思う気持ち）・責任感に満ちた

銀行家精神を提唱し、様々な金融人材の役割をよりよく発揮させ、全方

位的な改革開放により銀行業の高品質な発展を推進します」と発言

した。

　中国銀行保険監督管理委員会副主席の梁涛氏は、「次のステップとし

ては、中央政府の発表した保険業開放措置をできるだけ早く施行し始

め、外資機構の持株比率に対する制限を更に緩和し、生命保険会社の外

資持株比率の上限を51%まで緩和し、しかも3年後に制限を設けません。

外資投資の利便化を更に促進し、開放を拡大することにより改革・発展

を促進します」との意向を示した。

　中国インターネット金融協会会長、中国人民銀行元副行長の李東栄氏

は、グローバル情報化の全面的な浸透、異業種企業間連携が進む中、技

術革新の世代交替の期間短縮化に伴い、クラウドコンピューティング、

ビッグデータ、人工知能、ブロックチェーンなどのデジタル技術が次々

と新たな突破を得ていき、経済社会の各分野がデジタル化、ネットワー

ク化、インテリジェント化というより高い段階に邁進しつつある中、必

然的に財産管理の経営パターン、サービス方式、商品ツールに重要な影

響を及ぼすとの見方を示した。

　今回のフォーチュン（中国）フォーラムにおいては、金融が如何にし

て実体経済をサービスするかは、関心度の高い話題となり、同大会では

「金融による新旧駆動力転換への促進」特別フォーラムを開催した。

　中銀国際研究会社の曹遠征董事長は「金融が消費をより良くサポート

することにより、住民可処分所得の持続可能な成長を現実化するととも

に、住民可処分所得の成長に伴う新たな消費内容をもサポートするとい

う両方から役割を果たすことができます」との見方を示した。

　ニューヨーク商品取引所理事会議長のウィリアムプルプラ氏は、青島

が財産管理における幾つかの実績を収めており、将来的には先物市場を

更に深耕し、プロ化運営人材を育成し、大口商品の先物市場における取

引内容を拡大し、それによって世界的な財産管理チェーンの一

部となれるとの見方を示した。

　華夏新供給経済学研究院のチーフ経済学者、財政部財政科学

研究所の元所長の賈康氏は、現在、金融発展の直面している主

な課題が実体経済発展の多様化ニーズであり、これは金融供給

のアンバランスに起因する不十分さによる制約であるとの見方

を示した。

　成熟したフォーラムにとっては、ローカライズ発展に向けた

提案も不可欠な要素の一部である。今回のフォーラムでは青島

金家嶺金融区の将来の方向性を検討する「金融城建設と生態環

境サミットフォーラム」を開催した。

　中国銀行元行長、中国インターネット金融協会ブロック

チェーン・ワーキンググループ長の李礼輝氏は、金家岭金融区

の建設にとってはビジネス環境の整備が重要な一環であり、ビ

ジネス環境は市場環境、法制環境、政務環境、人文環境の総和

であり、企業にとって最も重要なのはコスト、効率と生産高で

あるとの見方を示した。

　中国工商銀行都市金融研究所副所長の樊志氏は、金融城を建

設または育成するためには、金融城の発展にとっての最適な金

融生態圏を整備しなければならないとの見方を示した。

　清華大学経済管理学院金融系教授、中国金融研究センター主

任の何一平氏は、金家岭の発展進路の一つとしては既存の金融

サービスの効率向上、コスト削減に繋がる金融技術であり、新

しいシーンで、新しい人々に、新しいサービスを提供する進路

に邁進し、他の従来型金融センターと競合する代わりに、斬新

な起点から出発し、新たに別の道筋を切り開くことができると

提言した。

　同フォーラムの開催期間中に、「青島市新旧駆動力転換金

融・企業ドッキング重点プロジェクト説明会」、「金家嶺の

夜」の特別プレゼン会活動などが開催され、中国人民大学は新

しい『中国財産管理発展指数報告』を発表する予定である。

青島風景
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　5月28日午前、青島国際院士港（青島国際アカデミー会員機

関、以下「院士港」と略称する）の関係者は人々の心を奮い

立たせるシーンに立会った：青島海水稲研究開発センター青

島モデル基地1号の試験圃場のそばで、「ハイブリッド米の

父」として知られた人物であり、中国工程院（Chinese 

Academy of Engineering）アカデミー会員である袁隆平アカデ

ミー会員は厳格な表情で、標識の付いた苗を慎重に持ち上

げ、関係者の手に丁寧に渡した。

　この引渡しの分量はとても重い。

　この引渡しは、同モデル基地の「海水稲苗の田植」が正式

に起動するだけでなく、新疆ヨプルガ湖、黒龍江大慶、山東

東営と浙江温州の計5箇所の海水稲基地の田植も同時に起動し

たことを意味する。これは中国初の、5大塩類アルカリ土壌に

おける耐塩アルカリ性水稲試験区と塩類アルカリ土壌におけ

る稲作改良を同時に行った農業モデル区であり、海水稲プロ

ジェクトが産業化普及の段階に入ったことを示している。

従って、海水稲は中国の主要な塩類アルカリ土壌のほぼ全種

類への対応が実現した。

　現在、院士港で進められる15件のアカデミー会員プロジェ

クトのうち、9件は製品化して実効が上がっており、アカデ

ミー会員の集まりによる成果及びその産業化の実効性が現れ

てきた。水稲プロジェクトはそのうちの一つである。

　確かに、青島の良好な科学研究環境、前途有望な見通しに

加え、科学研究成果の高効率な産業化も、アカデミー会員た

ちが「オリーブ の枝」を同市に差し出した理由の一つである。

　パーカー氏は、カナダ王立科学院、カナダ工学院

（Canadian Academy of Engineering）、韓国科学技術翰林院、

韓国工学翰林院という四院のアカデミー会員であり、国際材

料学分野で「発泡帝」と呼ばれている。同氏と院士港の「縁

故」には物語がある。
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　院士港と接触する前までに、同氏は科学研究に専念し、ビジネス経験がなかった。

2016年、同氏は院士港との初対面をした。「接触初頭の9ヶ月間では、私はずっと

NO、NO、NOと言い続けたが、青島の誠意と協力の将来性は私を感動させました」と、

笑いながら言ったパーカー氏。最終的に、同氏は青島国際院士港の協力の下で、2社

の協力会社を見つけ、青島ナノテクノロジー有限会社を登録設立した。現在、生産ラ

インの据付調整が完成で、試作に成功した。

　「アカデミー会員の起用と産業レイアウトから、産業化と実用化の将来性を勘案し

ています。アカデミー会員プロジェクトの研究は課題指向性を基軸に、その成果は市

場指向性を中心に展開しています」、院士港管理委員会所在地の李滄区委員会書記王

希静氏は、これが院士港の科学研究成果の高効率な産業化に繋がる最も重要な原因で

あると紹介した。

　世界有名な神経生物学者、カナダ王立科学院アカデミー会員の王玉田氏から見る

と、青島がアカデミー会員に提供する資金による支援も、科学研究成果の順調な産業

化実現の要因の一つである。「院士港の協力の下で、私たちは投資家を見つけ、2つ

の新プロジェクトを拡張しました」と言った王玉田氏は、自社チームは現在、特許権

を3件取得しており、そのうちの1件は正式な臨床試験の段階に入っており、早ければ

今年8、9月に市販化が実現できると紹介した。

　同氏は十分な資金を得られる背景には『青島国際院士港助成サービス暫定方法』及

び院士港の設立した「院士基金」などの関連政策の支援がある。

　現在、2年間の模索を経、院士港は国内外から有名なアカデミー会員を108名導入し

て契約し、そのうち外国籍アカデミー会員の占有率が73%を超えている。

　革新の進路に欠かせない存在は人材である。人材確保の為、幅広く人材を求めるも

のである。

　真心を持って才能誘致をし、合理的に才能を活用し、誠意を持って才能を引き止め

る。今後の、青島という「才能誘致の熱土」並びに「起業の熟土」の成長状況に期待

する価値が満ちている。
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　新旧駆動力転換の経済発展の背景では、より一層優れたク

リーンエネルギーを採用する環境配慮型新エネルギー車の開発

は大勢の赴くところである。

　早くも2013年より、青島は中国第1陣の「新エネルギー車普

及実用化都市」となった。現在、青島は国内の新エネルギー車

の重要な生産拠点となっている。

　最近、青島莱西経済開発区は北京鴎瑞智諾エネルギー科技公

司と戦略協力枠組協定を締結し、総投資額100億元を誇る新エ

ネルギー完成車制造プロジェクトが莱西経済开発区にて着工

した。

　今年2月3日、中国の北汽グループはカナダのEMV社とバン

クーバーで新エネルギー車戦略協力枠組協定を締結し、双方が

協力して青島で新エネルギー車を製造するようになっている。

　2018年第1四半期後に間もなく、青島は新エネルギー車にお

ける2つの重要なプロジェクトを達成した。2017年を振り返る

と、同年は同様に青島の自動車産業発展の史上でただならぬ１

年間であった。同年、青島新エネルギー車という若い産業は密

集した変化を経た:新規プロジェクトの量産化、古いプロジェ

クトの生産能力拡大、技術改造の上、政府による企業誘致・投

資誘致の好条件下で、同業界の企業は生産能力の向上を加速し

ていた。

　青島市経済と情報化委員会の統計によると、2017年に青島の

新エネルギー車産業は量の累積で重大な突破を実現した:1年間

で、青島の新エネルギー車の生産台数は前年比482.7％増の8.1

万台で、同産業の生産額は初めて千億元の関門を突破した。

　青島莱西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。40億元の投資

額による建設中の拠点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。
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　昨年末、一汽集団（FAW）新エネルギー新エネルギー商

用車生産拠点は青島自動車産業新城にて落成して運用し

始め、順調に量産に入った。同プロジェクトは政府によ

る投資、企業によるリースという新しい協力パターンを

採用し、戦略協力協定の締結から正式に運用開始まで僅

か3ヶ月しかかからず、年間5万台の純電気トラックの生

産能力を持つ見込みである。

　青島の新エネルギー車産業は大規模化に進む中、内部

における技術進化もより高い頻度で質的に変化しつつある。

　昨年から青島国軒電池は生産ライン改造の技術準備を

始動し、改造終了後に、電池のエネルギー密度をさらに

高める見込みである。これは同社の落成後運用開始か

ら、僅か半年余り経った。

　国内における動力電池業界のもう1社の有力メーカーで

ある力神電池の青島における1期プロジェクトは昨年に正

式に着工した。それに加え、先端技術を持つ動力電池

メーカーの中慈動力電池プロジェクトは、生産ラインの

設置、試運転が終了した後、正式に量産に移行した。

　同時に、青島の関連機関及び企業は国内外の大学や企

業と新エネルギー車の技術研究開発における協力協定を

締結している。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明らかにした。青

島莱西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建設して

いる。

　基礎部品と主要部品から新エネルギー完成車、さらに

技術開発に至るまで、青島の新エネルギー車産業チェー

ンの雛形が出来上がり、産業全体が青島で新しいサー

キットに突入している。青島は新エネルギー車産業

という時流においてどう「勢いに乗り飛躍」するか

について熟考している。

　最近、青島市経済情報化委員会の主導の下で、市

国家発展改革委員会、市商務局、市国土資源不動産

管理局、市計画局などの諸部門が参画した分野別投

資誘致チームが成立した。新エネルギー車の参入許

可証を取得した従来型乗用車の完成車メーカー、国

家発展改革委員会と工業情報部令第27号に従い承認

した純電気乗用車メーカーを含む新エネルギー乗用

車の乗用車メーカーに重点を置いて誘致する。新エ

ネルギー車「三大部品」（電池及びその材料、モー

ター伝動機構及びその駆動制御システム、完成車コ

ントローラーなど）、インテリジェント・コネク

テッド・ビークル（ICV）技術キーポイント部品

（車載光学、車載レーダー、高精度測位、集積制

御、インターコネクト端末などを含む）に重点を置

いて誘致する。完成車工場を依拠とし、裾野部品産

業を導入し、産業チェーンを徐々に完備させる。新

エネルギー乗用車プロジェクトを誘致する。

　4月1日、『乗用車メーカー平均燃料消費量と新エ

ネルギー車得点との並行管理規則』が正式に実施さ

れている。業界関係者の予測によると、これは、中

国は従来型ガソリン・ディーゼル車の完全販売禁止

の時代到来に近づき、新エネルギー車産業が爆発的

な発展を迎えてくることを示唆している。

　中国では新エネルギー車の発展「転換点」が間も

なく到来する直前に、青島の同産業の未来像が有望

視されている。
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「財産金融産業」を狙った青島の現代

 化産業に向ける高精度な投資誘致

　数日前、第23回「グローバル金融センター指数」発表会並び

に中英金融城フォーラムにおいて、青島が「グローバル金融セ

ンター指数（GFCI）」ランキング33位に入り、前回より14順位

を上げ、4回連続で世界トップ50にランクインした。

　「グローバル金融センター指数」は、世界で最も権威ある国

際金融センターの地位と競争力の指標である。2007年3月、英国

ロンドンZ/Yenグループは初のグローバル金融センター指数

（GFCI）を発表し、同指数は全世界の主要金融センターの競争

力及びランキングについて評価している。関連情報によると、

青島は2016年3月に同ランキングに初登場して以来、5年連続で

「グローバル金融センター」ランキングに入っている。

　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と

しての青島は、「国家財産管理金融総合的改革試験区」として

認定されてから僅か4年間で、ただならぬ成績を収めた。

　統計によると、2017年に青島金融業の増益は前年比8.1％増の

751億元に上り、金融業における増益は市全体の総生産額に占め

る割合が6.8％となり、支柱産業の地位はさらに固めた。現在、

青島は金融機関が247社あり、そのうち外資系金融機構が全国の

同類都市において先頭に立った34社である。

　青島市金融事務局の関係者によると、「国家財産管理金融総

合的改革試験区」として認定されて4年以来、青島市は試験区の

重要事項についての「一事一報（重要事項に向けそれぞれ特定

した刺激策を策定する）」政策的優位性を積極的に発揮し、2

ロットに分けて国家に財産管理先行試行政策を申請し、合格国

内リミテッドパートナー(QDLP)、合格国外リミテッドパート

ナー(QFLP)、多国籍企業向け外貨資金集中運営試験を拡大し、

全ライセンス合弁証券会社と外資系持株基金管理会社を設立し

ており、60件の刺激策が画期的な突破を遂げ、実務運用の段階

に入った。
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　スタンダードチャータード銀行（中国）有限公司靑島支店長陳

国華氏は、青島が「国家財産管理金融総合的改革試験区」として

認定されて以来、革新的な金融刺激策がドンドン施行され、革新

の歩調が速まる中、ビジネス環境が最適化されるに伴い、スタン

ダードチャータード銀行の業務がドンドン上昇してきたとの認識

を示した。

　それは特別な例ではなく、靑島財産管理金融総合的改革試験区

に伴う良好的なビジネス環境に恵まれた徳華安顧生命保険有限公

司は2016年に青島に定住して以来、急成長を遂げた。わずか2年

で、青島支社は25社の支店を開設し、保険料と人力の倍増を実現

し、個人保険の新規成約率が前年比195％増となった。

　ハイエンド金融シンクタンクや名門大学の財産管理人材育成の

連携を積極的に展開し、国内外の名門大学及びシンクタンクを導

入して青島にて財産管理専攻教育・科学研究機構を設立し、英国

チャータード証券投資研究所協会(Chartered Institute for Securities & 

Investment、CISI)国際財産管理資格認定プロジェクトと金融アナ

リスト(CFA)協会を導入し、青島に試験会場を開設している……

青島は金融人材育成の「十百千万」プロジェクト計画案を立て、

多層的な財産管理人材育成システムを初歩的に創立した。

　最近、青島市金融事務局の主導の下で、青島市発展改革委員

会、財政局、商務局、政府対外事務局などの諸官庁・部門の共同

参画による財産金融産業向けの分野別投資誘致チームが編成さ

れ、金融及び財産管理資源の集積を加速し、法人金融機関の育成

と導入に力を入れて取り組んでいる。同時に青島は要素市場体系

を革新的に育成し、金融及び財産管理市場主体が同試験区でプロ

の財産管理市場の設立・参画するような好条件を整備する。

　今後、青島は国家金融改革の方向を把握し、既存の刺激策を活

用し、先行試行政策を作り、金融業界の対外開放を拡大し、財産

管理商品のプロ市場を育成し、金融商品とサービスパターンを積

極的に革新し、国際有名な金融センターとの協力を拡大し、

「フォーチュン青島」のブランド影響力を絶えずに高めていく。

青島風景
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　新しい発展の筋道から見ると、未来指向型産業が経済成長

の新駆動力になることは言うまでもない。それでは、都市が

次世代情報技術と集積回路産業の発展進路をどう見極めるか

は、将来の都市発展にとって成否を左右する重要性がある。

　最近、青島は次世代情報技術と集積回路産業向けの分野別

投資誘致チームを編成した。同チームは青島市経済情報化委

員会の主導の下で、市電子政府情報事務局、市科学技術局、

市国土資源不動産管理局、市計画局などの諸部門が参画して

いる。同チームは今後、集積回路、新型ディスプレイ、情報

通信機器、センサーとモノのインターネット（IoT）、仮想

現実と人工知能、モバイルスマート端末とウェアラブル機器

に重点を置いた投資誘致を展開する。

　同計画の背後には、強力な支持力がある。

　国家第1陣の「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）」試験区、第1陣の「家電及び電子情報、

ソフトウェアと情報サービス国家新型工業化産業モデル基

地」としての青島は、次世代情報技術及び集積回路産業にお

ける良好な発展基盤と広い実用化展望を持っている。

　多数の企業の発展事例は、青島における次世代情報技術と

集積回路産業に向けた新たな道に鋭意邁進しつつある足跡を

記録している。

　ハイアールは「中国製造2025」国家戦略を受け入れ、業界

初の自社知的財産権を持つ工業モノのインターネット

（IoT）プラットフォームCOSMOを構築し、中国製造業のモデ

ルチェンジ・グレードアップを支える一翼を担っている。ハ

イセンスは周波数変換多連式空調機分野で自社知的財産権を

持つ周波数可変の中核技術を有し、表示技術の面で初のレー

ザー光源ホームシアターの産業化を実現した。AUCMAは「イ

ンターネット+オールコールドチェーン」のブランド戦略を

展開し、インテリジェント家電製品モノのインターネット
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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

（IoT）プラットフォーム、スマートコールドチェーン管理システム

を開発し、業界の最先端に躍り出ている。東軟キャリア、ハイセンス

集団ネットワーク技術、鼎信通信、軟控（ソフトコントロール）

（株）の4社は連年で国家計画レイアウト対象の重点ソフトウェア企

業に選出されている。

　電子情報製造業は青島の優位産業の一つである。青島の統計による

と、2017年1月から11月にかけて青島全域の一定規模以上の電子情報

製造企業の生産額が前年比13.7％増の計2145.3億元にも上っている。

　青島のソフトウェアサービス業に目を向けると、上昇し続ける統計

データが目の前に輝く。

　「42.8％」という数字は青島「十二五」期間中、市全体のソフト

ウェア業界収入の年平均成長率である。この成長率は、2010年の百億

級から2014年の千億級へと、この都市のソフトウェア業界において画

期的な飛躍を遂げた。これは、青島が近年実施している「東園、西

谷、北城（東部にソフトウェア産業団地、西部にブルーシリコンバ

レー（藍谷）、北部にソフトウェア城をそれぞれ点在する）」という

ソフトウェア産業の戦略的レイアウトに基づいたものである。

　同時に青島の新興産業の好調が日々現れ、青島におけるクラウドコ

ンピューティングとビッグデータ産業への布石が加速している。ハイ

アール、KuteSamrt、中車四方、特鋭徳、三迪時空などの企業ビッグ

データプラットフォームが次々と落成し、清華・青島ビッグデータエ

ンジニアリング研究センター、慧与ソフトウェアグローバルビッグ

データ応用及び産業モデル基地、浪潮クラウドコンピューティング・

ビッグデータ研究センター、アマゾンAWS中国革新センターなどの

ビッグデータ重点プロジェクトが落成して運用し始めるところである。

　2017年、青島は全国初の「中国ソフトウェア名城創立試行都市」と

なった。また、青島は「国家『スマート都市』技術及び規格試行都

市」、「国家情報民生試験都市」として承認を得て位置付けられて

いる。

　様々な「国家級」発展プラットフォームの建設が次々と続く青島で

は、次世代情報技術と集積回路産業の未来像が輝いて見える。

青島風景
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　海洋科学研究は昔ながらも青島の優勢の一つであり、それ故、海洋関

係の国際専門家を集めてきた。ロシアからのエフゲニさんはそのうちの

一人である。

　今年31歳のエフゲニさんは淡黄色の髪で、高くそびえている鼻筋及び

深い眼窩という典型的なロシア人の外貌を持っている。

　昨年、2017年度中国科学院「国際人材計画」国際博士課程終了後の研

究員プロジェクトの助成を受け、中国科学院海洋研究所の藻類と藻類生

物実験室に来たエフゲニさんは、2年制の博士課程終了後の研究仕事に従

事し始めた。具体的には、窒素欠損条件下での海水クロレラの光合水素

発生について、光バイオリアクタの設計及び水素発生メカニズムと燃料

電池の研究を展開し、クロレラ水素エネルギー開発と利用のために理論

及び技術上の裏付けを提供する。

　「私は昨年7月3日に青島に到着し、その日は雨が降っていました」

と、自分の故郷が「雨の日が少ない」故に雨天のことをはっきり覚えて

いるエフゲニさんは思い出を語った。

　エフゲニさんは、ロシアのイルクーツク州にあるパブロフスカヤとい

う小さな町で生まれた。

　「青島を訪れるのはこれが初めてです。ここはとても美しく大きい現

代化都市だと感じています。また、都市は大きくても、森林のような密

集した建物による圧迫感がなく、ちゃんとした緑の中で心が晴れ晴れと

して爽快になります」と、現在、青島での仕事や生活について、エフゲ

ニさんは非常に満足している。

　中国科学院海洋研究所は青島八大関別景勝地一帯に位置し、臨海に建

設されている。ここに約1年いたエフゲニさんは、「青島の海洋関係科学

研究は世界一流であり、私の配属はクロレラ水素エネルギー開発と実用化のプロジェクト

グループであり、このグループに研究分野トップ人材が集まっています」と、科学研究の

雰囲気、仕事環境に対し非常に高く評価している。海に面した事務所は、海を愛するエフ

ゲニさんにとっては十分な満足感の一因である。

　日常の仕事において、エフゲニさんは同僚と仲良くなっており、「私にとっては青島に

来て、全く新しい生活を始めました。私の到着した初日から、同僚の皆さんには色々とお

世話になり、とても感謝しています」。

　同僚たちのおかげで、エフゲニさんはウィーチャットによる通信、ウィーチャット決

済、アリペイ決済を使えるようになった。「ロシアでは、一部の大手デパートでしか送金

による決済ができません。だが、青島では、どこに行ってもウィーチャット決済やアリペ

イ決済ができますので、大変便利になりました」。

　通勤の便利さを念頭に、エフゲニさんは青島中山公园の近くの部屋を借りて住んでい

る。天気がよければ、住居から出発し、中山公園を通り、徒歩で約30分で勤め先に着く。

　「青島市民はとても親切です。私は道を歩いている時、いつもだれかとおしゃべりを

し、かっこいいと褒めてくれましたね」。青島市民の親切さについては、エフゲニさんは

「私は初めて冬ナツメを買いにスーパーへ行って、青いナツメと赤いナツメはどっちがよ

り美味しいか分からなかったので、半分ずつ選びました。青島人のおばさんが見て、すぐ

に正しい選択方法をジェスチャーで教えてくれました。ナツメは他の都市で食べたことが

ないので、私はとても美味しいと思い、今、よく買いに行きます」と、特に例を挙げた。

　果物だけでなく、エフゲニさんは青島のシーフードも好きである。「私はここでいろい

ろな魚、海老、貝類を食べたことがあります。また、海星、海腸(ユムシ)を試したことも

ありますが、一番好きなのはやはり海老です」。エフゲニさんは「青島で食べた海老は平

手よりも大きい品種と半分の指の大きさの品種があり、青島人がその小さい海老をカキ海

老と呼び、青島の特産物の一つだと言っています」と紹介した。

　仕事以外に、エフゲニさんは時々家にいて油絵を描いたり、家の周りを散策したりする

ことも多い。「青島にはたくさんの美術館、博物館があり、また、びっくりするほど美し

い建物もあります」と言ったエフゲニさんは、また、青島にある有名人の故居を訪れるこ

とが好きで、「ロシアでロシア語版の『駱駝祥子』を読んだことがあります。青島に着い

た間も無く、地図で著者老舎の故居に辿り着きました。その周りには中国の有名作家の故

居がたくさんあり、趣をたっぷり満喫してきました」と言った。

　国際化した青島は、中国に単身赴任で来ていたエフゲニさんの為に、色々な国の人と出

会う機会を生み出した。「私の職場には、さまざまな国からの同僚がいます。私の住まい

の近くには、アメリカ人が運営しているビール屋があります。私はよく店長の作ったビー

ルを飲みに行きます。特に彼（店長）の作った白ビールと黒ビールが好きです。今、彼と

知り合いとなっています」。

　エフゲニさんの一番驚嘆するのは、4月の青島である。青島の桜について、エフゲニさ

んは「あの時節になると、中山公園に様々な桜が満開し、至るところに花の海です。花が

多くて、美しくて、香ばしいです。びっくりするほど壮観な景色です。青島の海と桜の海

にうっとりしちゃいました！」と、一気に形容詞を連発して感嘆した。

のエフゲニさん



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89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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首席代表：徐軍

常任代表：桑世標

電話番号：0065-69223780、0065-69223781

携帯電話番号：0065-83382993、0065-96225721

E-mail: xj9877@126.com、13606309901@163.com

オフィス住所：シンガポール安松路8番リガスAXAビル

               34階1号3420室、郵便番号：068811

首席代表：呂坤

常任代表:左愛民

携帯電話番号：+1 (415) 278-1090, 15317813997

               +1 (415) 525-6598, 17091307587

E-mail: lk7373@hotmail.com 、13791981518@163.com

オフィス住所：カリフォニア州サンノゼ市2025ガトウ

              ィックビル202室、郵便番号：95110

代理首席代表：牟雪

常任代表：趙華

携帯電話番号：+852-69969166

E-mail:13953253353@163.com、zhaohua0822@163.com

オフィス住所：香港金鐘夏悫道18号海富センター1座2609室

首席代表：孟鸝

常任代表：原新明

電話番号：0081-3-6757-8596、0081-3-6757-8597

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

シンガポール青島商工センター

アメリカ青島商工センター

中国の香港青島商工センター

首席代表：呉日竜

常任代表：隋筍

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

イギリス青島商工センター

日本青島商工センター

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

イスラエル青島商工センター

韓国青島商工センター ドイツ青島商工センター

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
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