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青島の開放型経済は新しい一章を書
き上げる
40年間は瞬く間である。中国改革開放の大きな波は、長江の
水のように滔々として流れてきた。青島は我が国最初の沿海
開放都市の一つとして、生まれながら開放の遺伝子を持ち、
「天下の先行者となる」勇気もある。改革開放の波に乗っ
て、開放と革新の楽章を書いている。

今年は「一帯一路」の提案が提唱してから5周年である。中国
最初の沿海開放都市として、青島が「一帯一路」の提案を積
極的に応じ、新しいチャンスをキャッチし、新しい市場を開
拓し、新しい発展を図る。
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　40年間は瞬く間である。中国改革開放の大きな波は、

長江の水のように滔々として流れてきた。青島は我が国

最初の沿海開放都市の一つとして、生まれながら開放の

遺伝子を持ち、「天下の先行者となる」勇気もある。改

革開放の波に乗って、開放と革新の楽章を書いている。

　開放は進歩をもたらす。閉鎖すれば、必ず後れる。積

極的主動的な開放政策を実施し、全方位・多層度・広分

野の全面開放の新しい構造を構築し、我が国に良好な国

際環境を作り、広い発展空間を開拓した。青島に対し

て、特にそうである。開放によって、新しいエネルギー

はますます澎湃として、世界に注目される。本日から、

我々は「改革開放40周年・青島の開放ストーリー」を載

せ、上・下二編のシリーズ記事により、青島が開放を推

進して敢えて進歩している「春のストーリー」を紹介

する。

　一つの窓を開いたら、全世界を抱きしめられる。40年

間の改革開放の歴史では、青島は相変わらず開放の目線

で前途を眺めて座標を修正し、経済グローバル化の広い

流れに加速になじみ込み、協力ウィンウィンでグローバ

ルバリューチェーンに見事に嵌め込む。

　40年、新しいスタートから再出発する。この町は新た

なハイレベルの開放を起動し、開放型の経済新体制を構

築し、全方位・広分野・高層度の全面開放の新しい構造

を形成し、対外開放の新しいハイランドを建設する。

「国内誘致」で新しい活気を引き起こす

　40年の年月が経て、青島は高品質の「国内誘致」とハ

イレベルの「海外進出」を実行し、胸を開いて世界を抱

きしめ、経済の開放度が絶えず上昇している。

　1979年のことを回想し、青島台東工芸品工場は香港華

青島風景
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宝公司と山東省初めての来料加工プロジェクトを契約した。同じ年に、山東省紡績品輸出入公司は日

本伊藤万株式会社と青島最初の補償貿易プロジェクトの契約を締結した。これらのプロジェクトに

よって、青島は貿易輸出の突破口を成功に開いた。

　グローバルバリューチェーンに深度に嵌め込んだ青島は、現在、世界の216ヶ国や地区と貿易交流

し、全国率先して現代国際貿易運営体系を実行し、国際貿易総額が千億ドルを達成した。2017年、国

際貿易総額が1150億ドルに達し、「青島製造」は青島の名刺だけではなく、中国の名刺となった。

　1984年に、青島が最初の沿海開放都市となり、中国の対外開放の前線に立った。従って、青島は山

東省最初の中外合資企業を迎え、山東省の外資利用が始まった。その後、外資プロジェクトが次々と

進出してきた。

　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

司は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と連携して青島で新規エネルギー自動車の生産基地を建設する。現在、青島の外

資企業の数は6713社に達し、山東省外資企業数の43%を占める。144社の世界トップ500企業が青島で投

資する276個のプロジェクトは生き生きと進めている。青島は外商からみれば最適の投資目的地の一つ

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。

　はしごを借りて上に登る。青島の企業は外資と合資協力を展開することによって、戦略協力パート

ナーを誘致し、強い国際競争力を持つ先頭企業とブランド企業に迅速に成長した。

　1980年代に、青島冷蔵庫本工場がドイツリープヘル公司の技術と設備を導入し、倒産直前の企業か

ら徐々成長し、世界家電の大手企業となった。これはハイアールの誕生の歴史である。

　今日のハイアールは、9年間連続してグローバル大型家電の第一ブランドとなる。日本サンヨー・

ニュージーランドFisher&Paykel・アメリカGE家電．．．ハイアールは海外の合併買収を進め、世界の

インテリジェント製造の見本を立った。

　同じことはほかにもある。1980年代に、青島テレビ本工場は日本松下のカラーテレビの生産ライン

の導入を決め、それでもう一つの世界家電大手―ハイセンスが誕生した。

　青島で生まれたこの二つの家電先頭は同じく開放な視野で海外技術を導入するという第一歩を踏み

出し、技術革新と製品革新で国際市場をますます広げる。

　ハイアールとハイセンスみたいなケースは青島でたくさんある。青島は開放から台頭し、資金と技

術を導入することによって産業のグレードアップを促進して生産力を向上させ、国内外で有名な「ブ

ランドの町」に成長した。

　都市発展のエンジンで、開放が生じた動力は日々澎湃となる。

　「青島港がコンテナー埠頭業界の世界的な奇跡を作り出した。全世界に中国のことを誇りに思わせ

青島風景
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る！」先日、「ZIMシカゴ」の船長グロソレビッチがグローバル同類埠頭の単機平均作業効率の最高記録を

作った青島自動化埠頭を褒めた。

　30数年前のことを話したら、青島港国際株式有限公司の董事長焦広軍は当時の埠頭についてはっきり覚

えている：「港に来たばかりの頃、ここは人工で作業する石炭埠頭だった。埠頭で人がいっぱいいた。今

はめったに人の姿が見られないが、効率は逆に大きく向上した。現場の作業は現代化、知能化のコント

ロールである。『埠頭の古株』として、確かに大変革を感じる。」

　同時には、世界第七位の大きな港として、青島港は開放革新して世界航路を開き続ける。現在、青島港

の国際コンテナー定期船の線路は160本以上であり、年間貨物取り扱い量は5.1億トンに達し、コンテナー

取り扱い量は1831万のスタンダードコンテナーに達し、中国北の方の港の第一位を占める。

グローバルバリューチェーンになじみ込む

　先日、青島で開催された「山東イギリスシーズン閉会式及び商務交流会」には、大勢の参加者が出席し

た。中国の四つの中英地域経済貿易協力の初回示範都市の一つとして、青島はイギリスとは密接な経済貿

易交流をする。2018年9月の月末までに、イギリスが青島で投資するプロジェクトは累計255個ある。今年

の前の三つの四半期で、青島とイギリスの貿易総額が14.2億ドルであり、前年同期比16%上昇した。

　青島は中英地域経済貿易協力の示範都市だけではなく、中米地域経済貿易協力の重点都市でもあ

る。こういう国家クラスの協力プラットフォームを持ち、青島の国際協力がますます広がる。同時

に、青島は国際化の考え方でグローバルバリューチェーンの深度統合に参加し、世界との協力の内在

はますます豊かになる。

　99ヶ国と地区、324.34億ドル、1560の海外投資プロジェクト——　一連の数字で改革開放40年以来青

島の「海外進出」の大きな成果を描いた。

　早くて1983年に、青建グループがが初めて海外に進出し、国家の対外援助工程プロジェクトを請け

負った。青島の対外投資はゼロを突破した。今、「海外進出」の青島企業は研究開発・生産・販売の

グローバル一体化産業チェーンの生態を加速に構築し、バリューチェーンのミドル・ハイエンドに踏

み出し、青島の国際競争の新しい優勢と開放型経済レベルを絶えず上昇させる。

　山東電力建設第三工程公司はアジア・アフリカ・東欧の市場を積極的に開拓して29の海外電力工程

プロジェクトを請け負い、契約金額が200億ドルを超える。オークマグループはモーリシャスでビルゲ

イツ基金会と協力し、アフリカの停電が多い状態で正常に稼働できるワクチン用の冷蔵庫を生産す

る。中車四方は全世界で「中独軌道交通技術連合研究開発センター」「中タイ高速鉄道連合研究開発

センター」「中英軌道交通技術連合研究開発センター」などの海外研究開発センターを設立し、グロー

青島労山の風景　撮影/紀春章
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バル枠組みにおける革新のシステムを作る。　

　見事な「海外進出」には、青島が革新して構築した相互協力の橋が必要である。

　青島はグローバルで96の経済協力パートナー都市（省州・機関）を結ぶ同時には、

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・ロシアモスコで9つの工

商センターを設立した。地方都市との経済貿易協力を深め、相互投資貿易の協力プ

ラットフォームを構築することは、新しい時代で青島がハイレベルの開放を推進

する生き生きしい描写となる。

一流のビジネス環境を作る

　青島の膠州、昔の「古代海上シルクロード」東線の出航地は新生して、輝い

ている。中国ヨーロッパ列車・中国アジア列車・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．．．2014年の年末から、青島は多方式連

携運送センターを起動し、今は5つの「一帯一路」国際列車を開通し、累計

で国際列車を1084台、スタンダードコンテナーを7.43万個出した。国際列

車は青島多方式連携運送センターから次々と出発し、ユーラシア大陸で

シャトルで走行し、「一帯一路」に新時代の脚注を付けた。

　多方式連携運送の中枢優勢を拡大し、青島が革新して建設する国内最

初の中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区は既に起動している。

当該示範区は「グローバル発展・物流先導・団地交流・貿易牽引・産

能協力」の運営パターンで、日韓・東南アジア諸国連合・南アジアな

いし「一帯一路」のもっと広い区域に向ける中継貿易と国際ネット

ビジネスなどのビジネス協力を開拓し、「一帯一路」の国際貿易大

通路及び上海協力機構内陸加盟国がアジア太平洋市場に向ける

「出航港」は段々青写真から現実となる。

　多重の協力プラットフォームの構築は、青島の開放構造を絶え

ず向上させる。

　先日に青島でオーブンしたばかりのイギリスブルーグリーン

公司の技術責任者ポール・スコットが述べたように、「青島

を選んだ理由は、青島には美しい景色と迅速な経済発展があ

るだけではなく、最も大切なのは、青島が企業発展の良好な

プラットフォームを構築していることである。会社は青島

でますます良く発展すると信じる。」

　スコットが言ったプラットフォームは青島西海岸に位

置する青島国際経済協力区の中独生態団地である。わず

青島風景
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かの数年間、中英革新産業団地・中仏工商革新基地・中日韓革新産業団

地・中国フィンランドセンター・中国スイスセンター・中露地域協力団

地などの両国政府の裏書きを持つ国際化プラットフォームができ、青島

国際経済協力区は日々成長している。

　こういう開放な団地は、青島にはまだまだある。団地の集まりに従

い、産業も集まる。お互いのスピルオーバー効果によって、技術・情

報・人材・政策及び関連な産業要素は十分に共有でき、産業クラスター

の全体の競争力は飛躍に向上する。

　新しい時代に入り、特に今年の6月に上海協力機構青島サミットが成

功に開催された以来、青島は一流の国際ビジネス環境を積極的に構築

し、現代化国際大都市を建設する。

　現在、青島は国際都市の建設に専念し、国際海洋有名都市の建設を発

展目標として、企業・市場・産業・団地・都市の「五つの国際化」を推

進し、中国の審査事項が最も少ない、時限が最も短い、サービスが最も

最適化した国際化ビジネス環境を作る。

　今年の5月に、青島が『「ビジネス環境向上年」イベントの仕事方

案』を発表し、外商投資企業の届け出と工商登録の「単一窓口、単一書

類」を進める。企業設立には、20日以上の稼働日から、3日間の稼働日

に短縮した。自動輸入許可証の審査は3日間の稼働日から1日に絞った。

青島は「一回で完成する」事項のリストを整理し、商務審査事項が100%

「一回で完成する」ことを実現し、公共サービス事項が100%「歩きゼ

ロ」を実現し、審査と公共サービス事項は100%ネットで受理できる。

　それに従い、サービスはもっと細かい。青島は「外商企業サービス大

訪問」のイベントを展開し、全面的に外資企業6635社を訪問し、442個

の問題を解決し、6.5億ドルの追加投資を促進した。先日、青島は解放

思想大検討の会議を開催し、下記のように提案した。発展環境を絶えず

最適化し、社会的創造力をもっと刺激し、ビジネス環境・人材環境・生

活環境・社会環境をますます最適化して町の「ソフトパワー」を着実に

上げる。

　開放は止まらず、開放には休止符がない。新しい開放の波を迎え、青

島は奮進してもっと広分野・大構造・深層度・ハイレベルの全面開放の

新しい構造を建設し、もっと明るい未来へ進む。

青島風景
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青
島 　瞬く間に、40年の変化変革。中国の改革は壮大な流れになり、青島

も昔の沿海都市から今の世界有名な国際化大都市に成長した。

　改革開放のますますの深化に従い、青島の都市発展の位置付けは最

初の沿海開放都市から、新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の主要な

節点都市と海上協力戦略支点になり、または上海協力機構青島サミッ

ト後の国際化大都市になった。40年間のあくせく働き、40年間の動揺

なく歩み。青島国際化の足取りがますます安定し、国際化がますます

深化し、国際都市のイメージが日々豊満になる。

環湾発展の「大青島」構造

　「大青島」とは、改革開放前に膠州湾の東海岸に沿って配置された

「小青島」に対する概念である。改革開放以来、旧いベルト状の町構

造を突破するために、青島の町発展の配置は何回も調整された。毎回

の調整は、この町の国際化への発展を一歩押し進めた。

　改革開放の前に、青島の都市部の面積は950平方キロしかなかっ

た。1978年の調整によって、青島の町面積が6000平方キロに広がっ

た。今回の調整では、青島が迅速に大規模の活気溢れる町になった。

1984年、青島が14個の沿海開放都市の一つだと決められた。1986年、

青島は計画単列市の一つとなった。一連の国家支援政策が青島の都市

規模を拡大し、改革開放初期に青島の経済社会発展のニーズを満た

した。

　1992年の春、改革開放の足取りが加速していた。この貴重な歴史的

チャンスを迎え、青島市委員会・市政府は新城区を促進するために

「市委員会と市政府が東部に引越しする」決断をした。そこまで、青

島市は旧い都市部の制限から抜き出し、「大青島」の建設に踏み込ん

だ。その後、青島が「東から西」で、西海岸に向かい、青島港を西の

方の黄島前湾港区に引越しした。何回の区画調整によって、青島は

「環膠州湾発展」の新しい構造を発展し、形成した。

　2014年、国務院が青島西海岸新区の建設を批准した。これは上海の

浦東新区、天津の浜海新区に継いで国家が設立した9つ目の国家クラ

ス新区である。

　2017年、青島即墨区が正式に名付けられた。今回の区画調整後、青

島の都市部面積は5214平方キロに達した。即墨区の加入で、青島都市

部人口が一気に611万になり、青島が「特大都市」に成長した。

青島風景
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　この数年、青島は労山を県から区に変え、城陽区と李滄区を新規

設立し、西海岸新区を成立し、市北と四方区を合弁して新しい市北

区を成立し、即墨を市から区に変え、前後して紅島経済区と青島ブ

ルーバレーを設立した。空間の調整では、青島はもっと開放的な視

野でもっと広い発展奥地を開拓し、計画と配置をもっと自信をもっ

て余裕をもって行う。

　拡大しつつある町の発展空間に伴い、青島の経済実力も飛躍的に

昇った。

　1978年の38.43億元から、1999年の1018.97億元に至った。ただ20

数年で、青島のGDP総値は千億元を突破した。人々が「青島スピー

ド」で驚いたら、青島はまだまだ追い越し車線で疾走していた。特

に2007年の後に、ほぼ毎年千億クラスの階段を登った。2017年1月

23日に青島市統計局が発表した2016年の経済データによると、青島

のGDPが一万億元を突破し、全国の第12のGDP万億クラブに「加盟」

した町となった。

　完全しつつある交通システムは、青島の都市構造が変わって経済

が発展する物象表現だけではなく、青島が自ら改革開放を拡大する

意識も表した。

　40年以来、青島の改革開放の足取りがますます加速し、ますます

安定し、世界と連接する「交通動脈」もますます通達してきた。

　海では、現在、青島港は175本の航路を開通し、22の友好港を結

び、世界の第七位の港である。2015年に建設完成した青島客船母港

は266便の客船を運営し、国内外の旅客延べ30数万人を招待した。

陸上では、青島は中国アジア列車・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、「東へ日韓とアジア太平洋に接し、西へ中央アジアと

ヨーロッパに通じ、南へ南アジア諸国と東南アジア諸国連合と繋が

り、北へモンゴルロシア大陸に到着する」という国際多方式連携運

送の大通路が基本的に形成した。空では、現在、青島からの直行便

はフランクフルト・サンフランシスコ・メルボルン・バンクー

バー・モスコ・シドニー・ロンドン・ロサンゼルスに達し、大陸間

直行便が8本ある。建設中の青島膠東国際空港なら、将来、40本の

国際線路を開通する。

青島風景



017016

2018年12月27日  第10版 2018年12月27日  第10版

夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

　一連の最新データの対照は興味深い。現在、青島の陸域面積が1.2万平方キロより少し小さ

く、海域面積が1.2万平方キロより少し大きく、今年の青島のGDPは1.2万億元を突破することが望

ましい。三つの1.2万で、青島の新時代の町発展の構造を構築し、この町が改革開放ではますま

す国際に向かうことに発展の基礎を定める。

ますます強める国際影響力

　改革開放は次から次へと国際有名な都市名刺を青島に与えた。

　かつて、「青島ビール」が青島に一定の国際知名度をもたらした。今、アメリカシカゴで、青

島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。

　製品をキャリアとしてグローバルで有名となる同時に、青島ブランドの派手な合併買収はこの

町に世界の注目を引く。ハイアール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し、青島ダブ

ルスターが韓国のカムホタイヤを合併買収した。改革開放以来、青島ビール・ハイアール・ハイ

センス・中車四方・ダブルスターなどの青島ブランドの「海外進出」の足取りに従い、「中国の

ブランドの町」という都市名刺が青島の名を世界に知らせた。「黄海の海辺、中国青島」は世界

有名になった。

　「ヨットの町」は青島が改革開放で作ったもう一枚の都市名刺である。

　1978年の青島浮山湾に、船の修繕で国内外で有名な北海船工場がある。2008年、ここの青い海

に多数のヨットが集まり、新しい姿が現れた。62ヶ国からの選手がオリンピックヨット試合に参

加し、次々と帆を高く張って出発していた。同時に、青島も「ヨットの町」として出発した。青

島では、人々の目に入ったのは、昔のはしけみたいな簡易なヨットが今、まさか帆は船体より大

きくなり、浮山湾は更に世界トップの競技場に成長した。現在、浮山湾のオリンピックヨットセ

ンターで、クリッパーグローバルヨットレース・CCOR・国際Xヨット系列試合・青島国際ヨット

ウィークと海洋祭り・「極東杯」国際ヨットラリー試合．．．毎年に数回のグローバルヨット試

合が開催される。改革開放は、青島の「ヨットの町」の美称を国際に広げ、世界各地からのトッ

青島風景　撮影/王華
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プクラスのヨット選手を青島の浮山湾に集める。

　今年、白い帆が動き続けるオリンピックヨットセンターに、翼を広げるカモメのよ

うな形をする上海協力機構青島サミットの会議場が立て、開放の姿で世界からのお客

様を招待した。上海協力機構青島サミットの後に、青島がもう一枚の新しい都市名刺

をゲットした―「サミットの町」。

　「サミットの町」という都市名刺は、一挙にして出来上がったものではない。あ

るマスコミが、この数年間青島で開催された国際的な会議を列挙した。2008年の

オリンピックヨット試合、2014年の世界園芸博覧会・APEC第二回の高官会議、

2015年のAPEC貿易部長会議・世界レジャースポーツ大会、2016年のG20民間社会

（C20）会議、2017年のASEMデジタルコネクティビティハイレベルフォーラム・

アジアメディアサミット・BRICS協調人の第二回会議・国際教育ICT化大会・国

際スタンダードフォーラム．．．一連の国際的盛会の後に、2018年上海協力

機構青島サミット・世界観光都市連合会青島香山観光サミット・上海協力機

構加盟国映画祭・上海協力機構加盟国輸入商品展示会が次々と青島で開催さ

れた。影響力がある多数の国際会議で、青島の国際影響力がますます強く

なってきた。

　2017年、ユネスコが最新の国連クリエイティブ都市ネットワークのメ

ンバーリストを発表した。青島は「映画の町」に認定され、中国初の

「映画の町」となった。そこから、青島がもう一枚の輝いている国際都

市の新名刺をゲットした。

　国際影響力の上昇は、青島にもっと多くの国際友人の好評をもたら

した。青島が7年連続して「海外人材から見た一番魅力的な中国都

市」に当選し、数万人の外国の方々が長年間青島で定住している。

新しい時代、国際海洋有名都市に向かう

　改革開放の時代の流れの中、青島が自身の特質をもち、独特な

発展の道を歩んできた。

　40年の改革開放、青島が困難を克服しながら奮進していた。

新しい時代に入り、「新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の

重要な節点、21世紀海上シルクロードの主要な節点」のダブ

ル位置付けを有する青島は、開放包容の姿で「一帯一路」提

唱のチャンスの窓を開き、国際化の足取りを加速してい

る。青島からのデータによると、現在、青島は世界の

215ヶ国や地区とは貿易交流を結び、世界の69個の都市と

青島風景
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は友好都市或いは友好協力関係都市になり、97個の都市（省・州及び国家

経済貿易機関）とは経済協力パートナーシップを締結し、国際経済協力

パートナーは五大陸に分布している。

　一部のビジョン報告書は青島がハイレベルの開放都市としてのもっと高

い目標を描いた。『青島市国際都市戦略実施総合発展ビジョン報告書

（2017/2050）』によると、2020年から2035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センター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、東亜地域における経済実力が高く、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。

　夢を叶えるために、青島が国際都市戦略の実施を推進し、国内外の先進

都市にマークし、専門に国際都市戦略推進委員会を成立し、「8+30+1」と

いう仕事メカニズムを構築した。その中、「8」は8つの専門仕事グルー

プ、「30」は30個の専業作業グループ、「1」は委員会に属する専門家顧

問委員会秘書室である。仕事を一歩一歩、しっかりと着実に推進する。

　現在、青島は企業国際化・市場国際化・産業国際化・団地国際化・都市

国際化の「五つの国際化」を全力で推進し、町の国際化レベルを全面的に

上げる。

　町の加速な発展に伴い、青島の国際的レベルも飛躍している。今年の11

月14日、世界有名な都市クラス評価機関―グローバル化と世界都市

（GaWC）研究ネットワークが『世界都市名簿2018』を発表した。青島の世

界的ランキングはまた上昇し、都市クラスが「Beta-」クラスに登り、

「第二梯隊の世界都市」に入った。11月19日、青島の国際都市戦略実施は

全国のハイレベルの開放の典型案例として国務院に通告して褒められた。

　四十にして惑わず。改革開放40年、この歴史的な節点に立ち、未来を眺

める。青島という「改革開放で盛んになった」町は、ただ「改革開放再出

発」の勇気と決心で、ただ一連のもっと力尽くした改革開放の取り組み

で、新しい時代で新たな輝きを作って新たな一章を書き上げる。

青島風景
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　中国とラテンアメリカはそれぞれ地球の東西・南北半球

に位置するが、連絡が緊密である。歴史的には、中国・ラ

テンアメリカが「太平洋の海上シルクロード」を切り開い

た。現在、双方は連携して「一帯一路」を共同で建設する

新しい青写真を描き出し、太平洋に渡る協力の道を作る。

　10月30日から11月7日までに、青島市代表団はブラジル・

アルゼンチン・キューバを訪問し、相互な交流協力を開拓

した。上記の三国で、青島市代表団が現地政界と工商企業

界の方々と広く接触し、現地の関連商務機関を訪ね、前後

して三回の商務交流会を開催し、多数の実務的な協力を達

成した。その間、青島企業が三国の現地企業と19の地域経

済貿易協力プロジェクトに調印し、山東省民間対外交流協

力商会はブラジル―中国工商総会と経済貿易協力戦略協議

を締結し、青島市商務局はブラジルサンパウロ商会・アル

ゼンチン―中国生産工業貿易商会とそれぞれに経済協力

パートナーシップを結び、かなりの成果を収めた。

対話で共通認識を凝縮する

　10月31日に、ブラジル/青島相互貿易投資協力商務交流

会。11月5日に、アルゼンチン/青島相互貿易投資協力商務

交流会。11月7日に、キューバ/青島相互貿易投資協力商務

交流会。開催場所と出席者のお客様が違うが、三つの交流

会は一個の共同ビジョンに目指す：交流のプラットフォー

ムを作って互恵とウィンウィンを促進する。

　「黄海の海辺の中国青島にようこそ．．．」

　10月31日に、ブラジルサンパウロのインターコンチネン

タルホテルで、青島市代表団及び10社の青島ローカル国際

経営企業の代表者、ブラジル関連商協会及び80社に近くの

企業の代表者150名が集まり、協力について話し合った。

青島風景  撮影/孟涛
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　緩やかな音楽が流れ、ポルトガル語とスペイン語バージョンの『シルクロード青島』シ

ティイメージ宣伝ビデオはお客様に青島の赤い瓦と緑の木、青い海や青空を紹介し、青島の

ビジネス環境と投資政策を紹介し、青島の通商歴史と対外開放を紹介した。

　中国東部沿海の重要都市、海辺リゾート観光都市、国際的な港都市、国家の歴史文化有名

都市などの栄誉称号の裏には、青島の対外開放・協力ウィンウィンの沿海都市の性格があ

る。今年の6月に上海協力機構青島サミットが成功に開催されたことは、青島に千載一遇の

発展チャンスをもたらし、青島はこれで現代化国際大都市の行列に入った。

　「近年来、中国とブラジルは政治的相互信頼し、経済貿易の協力も強めている。青島が積

極的にブラジルとの全方位の交流を推進し、双方が発展のチャンスを共有して協力の分野を

広げ、青島―ブラジルの深度協力・互恵ウィンウィンを推し進めることを期待している。」

と山东省委常委、青島市委員会書記張江汀が交流会のあいさつで述べた。

　青島市代表団の来訪に対して、サンパウロ商会の副主席ディクラが熱烈に歓迎した。彼の

コメントは、「プロモーションビデオを観たら、青島という美しい町にもっと深い印象がで

きた。青島は強い発展潜在力がある。ブラジルは今改革に通じて経済の発展を進めており、

もっと多くの協力チャンスがある。双方が経済優勢の相補性を活かして相互投資貿易の

分野でもっと良好的長期的な協力関係を結んでほしい。」

　青島市代表団の来訪はラテンアメリカで熱烈に応じられた。アルゼンチン―中国生産

工業貿易商会主席カロス・スパードネ、総幹事エルネスト・タボーダ、アルゼンチン国

家鉄道局総裁ハベル・ヒバート、アルゼンチン外交部事務官アルフレッド・バースク、

ブエノスアイレス市の関係スタッフ・企業代表以外、チリ―中国投資貿易委員会の会長

張希忠もわざわざアルゼンチンに行ってアルゼンチン/青島相互貿易投資協力商務交流会

に参加した。

　青島市代表団が現地の参加者達と深く交流し、一連の実務協力の成果を収めた。

　ちょうどその時、初回の中国国際輸入博覧会が上海で開催された。青島市代表団が交

流会でこう提案した。双方は博覧会の東風に乗って商務交流を更に強め、電気機車・家

電電子・国際貿易・海洋漁業などの分野の協力を開拓する。

　「今回の青島市ハイレベルの代表団のアルゼンチン訪問に感謝する。」カロス・ス

パードネがあいさつで述べた。青島は中国の重要な経済都市であり、アルゼンチンの経

青島風景
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済とは強い相補性があり、青島とアルゼンチンは歴史的な友情を

伝承して双方の交流協力をもっと密接にしてほしいと。

　同様に、青島は協力の誠意をキューバに持ってきた。「青島と

キューバはインフラ建設・医療・観光などの協力方面で巨大な潜

在力がある。双方が交流対話に通じて協力し、ウィンウィンして

ほしい。」とキューバ外資部代表が現場で紹介した。

　三つの交流会は、青島がラテンアメリカの国との地域経済貿易

協力を深く展開する誠意を表し、青島が新時代の全面開放の新構

造を構築する新しい一章を始めた。

交流で友情を深める

　中国は長年連続してブラジルの一番大きい貿易パートナーであ

る。長い間、ブラジルも中国がラテンアメリカにおける最大の貿

易パートナーと重要な投資目的地である。地域経済貿易協力の面

で着実にいえば、青島とブラジルの経済貿易往来は密接であり、

ブラジルは青島がラテンアメリカにおける最大の貿易パートナー

である。

　今度青島市代表団がブラジルを訪問したのは、国の「一帯一

路」提案の具体的な政策を実務に従事し、太平洋の海上シルク

ロードに沿ってブラジル及びラテンアメリカ地区との地域経済貿

易協力を拡張するためである。

　ブラジルサンパウロで、青島市代表団とサンパウロ都市交通庁

の商談交流も協力の火花を散らした。双方は都市交通や港などの

分野で共通認識を達成したほかには、技術・人材・企業などの方

面で引き続き協力を深めた。

　ローカル時間11月2日に、訪問中の青島市代表団がリオデジャ

ネイロに位置するブラジル対外貿易連合会を訪ねた。　

　青島市代表団の来訪に対して、ブラジル対外貿易連合会副主席

カロス・ボーテラーがこうコメントした。「ブラジル対外貿易連

合会は中国―ブラジルの経済貿易交流を拡大するためにもっと積

極的な役目を発揮する。」同時には、カロス・ボーテラーが現場

青島風景
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で青島を誘った：「ブラジル対外貿易連合会は毎年の8月にブラジルで南米地区最大の経

済貿易商談交流イベントを開催する。青島も代表団を組んで、来年のイベントに参加して

ください。」

　お互いの交流で友情が熱くなり、豊かな成果となった。

　会談の間、10数社の出席したブラジル企業代表が青島市代表団メンバーとはインフラ施

設・市場コンサルティング・国際ネットビジネス・貿易投資などの分野をめぐって話し

合った。

　開放ウィンウィンの理念をもって、青島市代表団の協力誠意もアルゼンチン側に熱烈歓

迎された。

　アルゼンチンでは、地元の人々が中国に対して天然の親切感を持っている。アルゼンチ

ン首都のサミエント線・ミトレ線・ロカ線で、青島中車四方株式公司からの「中車製造」

の都市間新幹線が次々と走り始まり、首都の核心区と周辺の衛星都市を繋がり、数百万の

アルゼンチン乗客をサービスする。今年の4月23日に、中車四方がアルゼンチンで三回目

の都市間新幹線の輸出オーダーを受注した。

　11月4日に、アルゼンチンブエノスアイレスに位置するアルゼンチン―中国商会の会議

室では、午後の日差しはテーブルを照らした。テーブルのまわりに座ったのは青島市代表団とア

ルゼンチン―中国商会の代表者であった。ここで、双方は経済協力パートナーシップを締結し、

相互経済貿易協力を深化し、「アルゼンチン―青島相互貿易投資協力商務交流会」を準備するこ

とについて商談していた。

　11月5日に、アルゼンチン交通部内閣部長ペドロ・ソロップとの会談では、中車四方は双方が

フォーカスするトピックになった。ペドロ・ソロップの話しによると、中車四方のアルゼンチン

での発展を支持し、青島とアルゼンチンが将来には交通の面でもっと多くの協力を達成すること

を期待していると。

　訪問の間、青島市代表団が在リオデジャネイロ中国総領事館、在アルゼンチン中国大使館、在

キューバ中国大使館経済商務参事官事務所を訪ね、上記各方面からの支持を得た。

プロジェクトの協力深化

　果て無き広がるアルゼンチンパンパス草原では品質が優れた牧草地帯と牧場が分布し、各種類

の上等な馬を育成する。アルゼンチンサミナ株式公司は優良なポロの馬を繁殖する牧場とポロク

ラブを持ち、優秀なポロ産業資源を有する。「我々は中国未来のポロ馬繁殖市場とポロ産業をよ

青島風景  撮影/王沢東
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く期待している。」と当該公司の責任者が指摘した。

　太平洋に渡ってアルゼンチンと遥かに向かい合っている青島莱西

は世界レジャースポーツ大会を開催したことがある。11月4日、莱

西経済技術開発区、青島海氏海諾グループとアルゼンチンサミナ株

式公司三方の代表者が集まって協力協議を締結し、青島莱西でポロ

馬の繁殖牧場とポロトレーニング場所を設立し、膠東半島の新しい

ハイエンドレジャースポーツと観光目的地プロジェクトを立ち上

げる。

　陸上では、アルゼンチンからの優良な馬が青島の牧場で自由に走

り回る。海上なら、千万トンの鉄鉱石はブラジルから出発して青島

港で積みおろしをされる。

　水域が広くて深く、四季折々通航できる青島港は世界第七位の大

きい港である。ブラジルヴァーレ公司は世界一位の鉄鉱石の生産輸

出業者である。大手同士の提携で協力ウィンウィンし、双方の長期

密接関係を保つ。11月2日に、リオデジャネイロの暑い日光を浴

び、青島港とブラジルヴァーレ公司の友情も再び熱くなった。双方

が協力枠組み協議に調印し、戦略協力を更に深めて長期ウィンウィ

ンの発展を実現する。

　一部の協力協議は青島とブラジルの輸入貿易協力を強化した。協

議によると、青島港が三年以内に8800万トンの鉄鉱石を輸入する予

定である。この取引量はヴァーレ公司グローバル業務総量の三分の

一を占める。双方が商談で青島港董家口港をヴァーレ公司の中国北

の方と北東アジアにおける鉄鉱石の卸売センターに設立することを

決定した。

　一つ一つのプロジェクトは、青島とブラジル・アルゼンチン・

キューバの地域経済貿易協力を深く推進し、実行に移す。

　青島からの資料からみれば、青島市代表団の今回の訪問では、計

16のプロジェクトが交流会の現場で調印された。そのほか、青島市

代表団は訪問中、三国で6つのプロジェクトの調印に立ち会った。

　ブラジル/青島相互貿易投資協力商務交流会で、青島市商務局が

サンパウロ商会と『経済協力パートナーシップを結ぶ了解覚書』に

調印した。山東省民間対外交流協力商会がブラジル中国工商総会と

『経済貿易協力戦略協議』を締結した。青島市城市建設投資グルー

プが中国ブラジルスマートスチールインタナショナルプロジェクト

マネジメント有限公司と鋼鉄産能の戦略協議を結んだ。青島森麒麟

タイヤー株式有限公司・青島飲料グループ・青島新協航国際物流有

限公司・青島連合友和食品有限公司はそれぞれにブラジルの協力

パートナーと契約を締結した。

　こんなに良好な協力雰囲気は、アルゼンチンでも現れた。

　アルゼンチン/青島相互貿易投資協力商務交流会で、青島市商務

局がアルゼンチン中国生産工業貿易商会と『経済協力パートナー

シップを結ぶ了解覚書』に調印した。青島ビールグループ・ハイセ

ンスグループ・青建グループ・青島徳瑞鳌瀾馬術有限公司はそれぞ

れにアルゼンチンローカルの協力パートナーと協議を結んだ。交流

会の後、青島市企業とアルゼンチン側の企業が「一対一」の結合商

談をし、インフラ施設・農産物輸入・食品飲料などの分野で多数の

協力意向を達成した。

　情熱溢れるキューバも、青島とキューバのローカル企業に新しい

協力発展のチャンスを与えた。ハバナで、ハイアールグループは

キューバ電子グループと協力協議に調印し、デジタルテレビスタン

ダード輸出・新規エネルギー・家電電子製品輸出と現地化生産・工

業団地建設などの協力プロジェクトを推進する。重型自動車グルー

プ青島重工有限公司はキューバ石油公司と協力の契約をした。青島

怡瑞豊グループはキューバBELLOTOUR国際旅行社と航天北斗インテリ

ジェント全域観光協力プロジェクトに対して共通認識を達した。青

島飲料グループはキューバイコト公司が健康食品飲料の市場を共同

で開拓する。

　ラテンアメリカ地区は「一帯一路」提案の重要な関連地区であ

り、青島は「新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の主要節点と海上

協力の戦略支点」のダブル位置付けを持つ。将来、青島は新時代の

「太平洋海上シルクロード」に沿って、中国―ラテンアメリカの地

域経済貿易協力の新しい一章を積極的開拓する。
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青島は中日地域経済
貿易協力を開拓する

　先日、中国商務部、発展改革委員会と日本経済産業省、外務書が共同で開かれ、第一回中日第三

方市場協力フォーラムが北京で開催された。フォーラムでは、青島企業の山東電力建設第三工程有

限公司と日本の三井物産がオマーンのサララ工業団地でガス-蒸汽連合循環発電所プロジェクトを連

携して建設し、斬新な協力パターンで共に国際市場を開拓するケースとしてフォーラムの双方に称

賛された。

　上記は青島が日本との地域経済貿易協力を深く且つ着実にする一つの縮図である。長い間、青島

と日本は独特な地縁優勢をもって全面的な地域経済協力を行い、双方の協力はますますグレード

アップしている。

　青島は「一帯一路」の国家戦略の中に唯一の「ダブル位置付け」の町である。今年の6月に開催さ

れた上海協力機構青島サミットで、中国政府が中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区の建設

を支持すると宣告した。青島は多方式連携運送機能の優勢をもって、上海協力機構示範区を主体と

して、「東は日韓・アジア太平洋地域に接し、南は南アジア・東南アジア諸国連合に通じ、西は中

央アジア・ヨーロッパに繋がり、北はモンゴルロシア大陸に達する」貿易回廊と国際物流の大通路

青島労山の風景　撮影/紀春章
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を建設する。これは無論、地域間のコネクティビティに新しい橋を構築し、全方位革新の地域協力の新た

なパターンに新しい活力を注入する。

革新協力パターン

　中国―上海協力機構示範区のプラットフォームに通じて、斬新なパターンの経済協力は起動している。

　フォーラムで、日本通運株式会社が青島と多方式連携運送の国際中継貿易の協力を提案し、SINOTRANS華

中公司・中鉄連合国際コンテナー有限公司青島支社・青島港グループと商談をした。当該会社の中国公司

山東エリアの総経理久米崇は協力を楽しみにしている：「国際鉄道と海洋の連携運送を展開するには、青

島は立地・時効など多くの優勢を持ち、日本が中央アジアやヨーロッパに向けて中継貿易を展開する最適

なチョイスである。次は青島と協力に関して積極的に検討させて頂きたい。」

　同時には、日本側と新しい協力分野を開拓したのは青島新華錦グループである。フォーラムで、新華錦

が日本側の協力パートナーと中古車取引協力の覚書に共に調印し、日韓中古車の中継貿易の展開について

新しい協力を検討する。

　まもなく完成する青島膠東国際空港も協力に新しいチャンスを与える。

　青島膠州における臨空経済区で、投資総額4000万ドルの日本健康食品研究開発本部・保健品生産及び全

自動的物流基地プロジェクトが先日に進出した。世界最先端のAI技術を導入して効率が高いインテリジェ

ント低温流通配達管理システムを作り、健康食品の第三方検査センター・研究センターと開発センターを

建設する予定である。

　同じく青島膠州に位置する青島新東機械有限公司は長年に中国市場を深く開拓し、段々業界の先導に成

長した。

　「長年間、会社は青島で速く発展し、実績が上がりつつある。今年の売上は3.1億元に達すると予想

でき、前年同期比36%増え、非常に貴重な高速増長ができた。」総経理の武田裕之から見れば、新東青

島公司が最初に成立した時、敷地面積がわずかの60ムーだったが、今は敷地面積250ムーで、年間売上3

億元以上に成長したのは、青島市が良好な国際ビジネス環境と独特の産業優勢を前向きに作ってくれる

ことが必要である。

　新東と同じく青島で産業協力を絶えず開拓しているのは、日本ヤンマー株式会社である。

　2017年12月12日、当該会社は青島でヤンマー（山東）技術研究開発センターを設立した。これはヤン

マーが日本、マレーシアとイタリアの次に設立した世界で四つ目の研究開発センターであり、日資企業

が青島で設立する最初のグローバル市場及びサービスと位置付ける研究開発センターである。

　昔から青島で工場を設立した日本企業として、ヤンマーが協力の規模をますます拡張して研究開発セ

ンターまでも設立したのは、青島の良好な革新の雰囲気と国際化のビジネス環境は気に入ったからで

ある。

　青島莱西のハイテク装備産業団地で、華通グループと日本IHI運搬機械株式会社が連携するインテリ

ジェント駐車場プロジェクトは盛んに建設されている。ハイエンドインテリジェント駐車ロボット・タ

ワー駐車設備・水平移動駐車設備など、このインテリジェント駐車場プロジェクトでは国内一流の研究

開発・デザイン・生産・販売・インストール・メンテナンスなどを一体化するインテリジェント駐車装

備製造企業を立ち上げ、都市の駐車困難を解決しようとする。2022年の売上は10億人民元に達すると予

想できる。

　一方、青島の西海岸では、中日・中韓革新産業団地の建設はもはや起動され、敷地面積が20平方キロ

であり、日韓のハイエンド産業との協力で先手を取るようにして、北東アジアで影響力と示範意味のあ

青島風景
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る持続可能な国際化革新協力団地を建設し、青島が中日韓自由貿易区の背景に

おける重要な橋頭堡になることを促進する。

　一連のデータは双方の経済貿易協力の活気を示す。日本は青島三番目の外資

ソース地であり、2018年9月末までに、日本が青島で投資するプロジェクトが計

2106個あり、全市の累計外資投資比率の7.6%を占める。日本は青島の第三の貿

易パートナーであり、今年の1月から9月までに、青島と日本の輸出入貿易総額

が55.42億ドルであり、前年同期比6.8%増えた。

協力のプラットフォームを作る

　ますます高まっている経済貿易の交流に、青島が革新に架設する多重協力プ

ラットフォームが必要である。

　日本東京都千代田区神田神保町の3丁目10番地に、日本青島工商センターが位

置する。この工商センターに通じて、もっと多くの協力プロジェクトが青島と

日本企業の間に展開される。

　青島が全世界に向けて配置する海外工商センターは、「一帯一路」の「海外

の駅」と呼ばれる。この革新的なプラットフォームは現代産業の精確企業誘致

を主にして青島企業の国際市場開拓にサービスを提供し、相互な投資貿易協力

を促進する同時に、「知能誘致」のプラットフォームとして、海外の人材導入

の仕事にサービスする。

　「うちの協会が工商センターとは毎月定期的に合う交流体制を決めた。これ

は我らが唯一に中国の地方都市と定期的に交流する体制である。」日中経済協

会の専務理事杉田定大が日本青島工商センターの役目を高く評判してくれた。

青島を窓口とした日中経済貿易交流と協力を大いに促進できると彼が信じる。

　海外に向ける地域経済貿易協力を開拓するには、青島は世界範囲で経済協力

のパートナーを作る。今まで、青島は既に世界中の93の都市と経済協力パート

ナーシップを結び、その中に日本の川崎・京都と札幌が含まれる。

　近年来、青島と日本の交流がもっと熱くなった。去年の11月から今年の5月ま

で、青島は経済貿易代表団を三回に日本に出し、地域経済貿易協力を深める。

　その中、去年の11月に、青島市市長孟凡利が率いて、青島市経済貿易代表団

は日本に訪問し、東京で地域経済貿易協力フォーラムを開催して熱烈な反響を

引き集めた。中日韓地域経済貿易協力示範都市を共に建設し、現代産業の結合

と全方位の交流協力を推進し、「一帯一路」の国際物流・中継貿易及び第三方

市場の協力を開拓するなどの分野に関して、出席者の日本側工商界の方々は代

表団と交流した。

青島風景　撮影/関少卓 張進剛
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　今年の3月、青島商務代表団が日本訪問の間に、「青島―日本経済貿易協力交流会」の推進紹介イ

ベントを行い、日本各界の方々とは相互投資貿易・港物流・金融革新発展・産業団地共同建設・映画

テレビグリエイティブ産業協力・客船経済などの分野での深度な協力について共通認識を達成し、積

極的な成果を収めた。

　わずか2ヶ月後、青島はまた商務代表団を日本に行かせた。日本TYK自動車部品のプロジェクトを推

進し、日本DTTと精確企業誘致戦略協力関係を結び、日中経済協会と青島が『中日地方経済貿易協力

を深化する了解覚書』の枠組みにおける相互貿易投資協力を推進する。

新しいチャンスを開く

　先日、青島が『対日経済協力仕事方案』を発表し、日本との経済協力を全面的に強化し、双方の経

済協力をますますグレードアップさせる。

　『方案』では、金融・医療養老・省エネと環境保全・ハイテク・インテリジェント製造などの分野

をめぐって日本に対する精確企業誘致の力を強め、規模が大きく・産業チェーンの開拓性と協同性が

強く・技術レベルが高いプロジェクトを導入し、新たな協力のチャンスを切り開く。

　青島は日本に近隣する区域優勢をもって、中継貿易を特色とする。

　『方案』によると、青島は青島港と東京、川崎などの日本の港との戦略協力を強め、国際海運中継

能力を向上し、国際中継のコンテナー混載業務を開拓し、中日「陸海連携運送」の新しい通路を模索

して開き、日本に対する国際買収・国際分配と国際配達の業務を開拓する。

　中継貿易の優勢が広がり、国際ネットビジネス分野の協力も展開される。青島は日本との低温流通

や健康食品の研究開発生産、Powerport精確企業誘致協力などのプロジェクトを推進し、日本で国際

ネットビジネスの海外倉庫を設立するプロジェクトを推進する。

　財産管理は青島経済貿易交流の「ゴールデン看板」になった。青島は日本の三井住友信託銀行、野

村證券との金融協力プロジェクトを推進し、日資金融機関が青島での業務規模を拡大させ、日本に対

して財産管理金融の総合改革試験区に関する政策宣伝を強め、青島企業が東京証券取引所での上場と

債券発行を押し進め、中日の国際人民元直接融資の業務試行を探求する。

　青島が作る海洋経済も新たな協力結合点になる。東亜海洋協力のプラットフォームを頼りにして、

青島が日本とは海洋科学研究・海洋装備製造・海洋生物・海洋新規エネルギー・海洋新規材料・遠洋

漁業・水産物取引などの分野の交流協力を推進する。

　そのほか、青島は日本のハイエンド医療機関を積極的に導入し、日本伊藤忠総部基地・日本アジア

投資株式会社産業投資基金・アジア経済貿易促進機関戦略協力などのプロジェクトを推進し、日本セ

ガゲームセンタープロジェクトの増資や日本和歌山医療養老などのプロジェクトを推進する。

　「近年来、日中貿易投資がますます増えることに従って、日中貿易投資協力のゴールデン十年間が

来る予感がする。我々は産業投資と貿易の面で青島と協力を強めたいと思う。」東海日中貿易セン

ターの常務理事大野大介が青島の区域優勢と産業特色を非常に重視し、日本東海地方の企業に声を掛

けて青島を見学考察することを初歩に計画していて、多数の産業分野で青島と協力できることを楽し

みにしている。

青島風景
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対日地域協力を深く開拓する

青島は日本讃岐で経済
貿易協力商談会を開催

　11月8日に、青島市商務局と日本讃岐商工会が主催し、山東省国際請負労務商会・青島市外商投資

サービスセンター・青島環太経済協力有限公司が実施した「青島―讃岐経済貿易協力商談会」は日本

の讃岐市で成功に開催された。在日本山東省政府経済貿易代表所首席代表郭全涛、日本香川県知事浜

田恵造、日本香川県商工会連合会会長篠原公七、日本香川県讃岐市市長大山茂樹、四国経済産業局局

長吉川雅之、讃岐市市議会議長高嶋正朋、讃岐市商工会会長尾崎勝、山東省国際請負労務商会執行会

長于建林などの関係代表者が会議に出席した。在日本青島工商センターの代表者と日本関係役所機

関・商協会及び現地企業などの各界代表者百名位が会議に参加した。

　会議では、青島と日本讃岐市の関係代表者がそれぞれに両市経済発展の区域配置及び産業プロジェ

クトを紹介し、これから協力を展開する関連分野について推進紹介を行った。青島市からの企業代表

と日本側企業の責任者は「一対一」の結合商談をして豊かな協力成果を収めた。その中で、青島鑫運

江工業貿易有限公司、山東邁可数値制御科学技術有限公司、山東海外国際旅行社有限公司などの青島

企業が日本企業とは国際貿易・委託加工・市場開拓などの分野で6つの経済貿易協力協議を結んだ。

　今回の地域経済貿易交流商談会の開催は、青島企業の環太経済協力有限公司の紹介からである。

　20年前、青島環太経済協力有限公司は日本讃岐市商工会とは人員研修、技能実習生の交流で協力を

始めた。それ以来、中国対外労務協力業界の誠信建設示範企業及び青島市「サービスの名ブランド」

企業として、環太公司は累計で日本側の22社に400名の研修・技能実習生を派遣した。両地で何回の

研究実習の人員交流を展開し、情報の交流を動かして協力の火花を散らした。

　「青島市商務局の積極的な推進では、青島と日本の地域交流協力でたくさんの見所が輝いている。

青島環太経済協力有限公司と讃岐市商工会は20年間協力してきた。協力プロジェクトは技能実習生の

協力から経済貿易の協力に発展し、協力区域は青島から山東省に広がり、めでたしめでたし。見習っ

て押し広める価値がある。」と郭全涛はあいさつで述べた。

青島風景
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　情報によると、日本は青島市対外労務協力の一番大きい市場になった。

青島市商務局の統計データによって、2017年に全市の対外労務協力企業が

13729名の労務人員を派遣した。その中で、日本へ派遣した技能実習生は

2482名で、全体の18.1%を占めた。2018年の1月から9月までに、全市の対外

労務協力企業が4977名の労務人員を派遣した。その中で、日本へ派遣した

技能実習生は1735名で、全体の34.9%を占めた。近年来、青島市商務局が

サービスをますます最適化し、対外労務協力サービスの実際の困難を確実

に解決し、対外労務協力の公共サービスプラットフォームを絶えず完善さ

せ、対外労務協力の事中事後監督管理を強化し、日本の技術・管理・資金

などの方面の優勢を利用し、日本と共同協力して第三方市場を開拓するこ

とを検討推進し、日本との地域協力をますます深化させる。　

　今回の会議で日本企業と機械設備の輸入契約を締結した青島山東邁可数

値制御科学技術有限公司の責任者項先挙は2006年に、研修生として青島環

太経済協力有限公司に派遣され、讃岐市江口産業会社で技能実習を行った

ことがある。項先挙が帰国後、自分の会社を立ち上げ、日本で学んだ知識

を活用して機械設備の輸出入及び部品加工・金型加工を取り扱い、日本・

スイス・ドイツ・アメリカ・インドなどの多数の国と貿易の取引をしている。

　青島市外商投資サービスセンターの主任李洪剛がこう述べた。技能実習

生協力事業の健康発展に基付き、双方の交流はますます経済協力と貿易の

分野に伸びる。今回の交流推進紹介活動に通じて、日本企業界とはハイエ

ンド製造・養老医療・レジャー農業・人力資源などの面の実務的な協力を

更に促進することを期待していると。

　大山茂樹は技能実習生の協力が経済貿易交流を促進することに対して十

分に同意した。彼の話しでは、人員交流が会社の国際化を促進し、会社の

海外貿易に人材を育つ同時に、会社の経営の多様化に相乗効果を与える。

　情報によると、経済貿易の商談に成果を出させるために、主催者は一年

以上の前から準備を始め、大範囲で協力プロジェクトを選択し、協力意向

が強くて相補性が強いプロジェクトを真剣に選出し、前後して讃岐・青

島・済寧などの町でプロジェクト結合交流会と考察活動を行い、商談会の

交流と商談の基礎を固めた。また、会議では、技能実習生協力及び経済貿

易協力事業に目立つ貢献をした功労者と優秀企業を表彰した。

靑島労山風光
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2018日韓（青島）輸入
商品博覧会が開催

　先日、4日間の2018日韓（青島）輸入商品博覧会は青島城陽区で開催された。1500社近くの日本

と韓国企業は2万余りの商品を持ち、今回の輸入商品博覧会に出展した。人民日報が伝えた。

　情報によると、今回の博覧会は「実体＋バーチャル」「プラットフォーム＋インターネット」

「都市特色のブース配置＋国家別のエリア分け」の三大業務運営パターンを用いて、推進紹介会・

展示会・交流会などの形で、日本と韓国の企業の中国での営業拡大に助力し、三国間の商業貿易交

流を増やす。

　今回、日本出展者の秀水梶一が環境工程分野に応用する環境改善と土壌改良の関連技術製品を

持ってきた。多数の業界に関わる数多くの日韓企業が今度の博覧会に参加し、展示会によって日本

最先端の技術製品を中国にもたらし、こういう良性な交流は三国の企業と民衆が共同に望むことだ

と彼が主張した。

　韓国出展グループの出展代表者金池国のコメントでは、初回の中国国際輸入博覧会が閉幕したば

かりで、2018日韓（青島）輸入商品博覧会は開かれた。中国がますます対外貿易及び世界各国との

交流を重視することを示した。中国は世界第二位のエコノミーとして、開放の姿でもっと多くの外

資企業の投資経営を誘致できる。

　情報によると、今回の博覧会が青島市人民政府に主催され、展示エリアは室内と室外の二つの区

域で構成し、室内区域の展示面積が約15600平方メートルで、韓国からの1331社と日本からの58社

の企業が出展し、製品は家庭用品・食品飲料・母子用品・デジタル家電・生物摂生・医療美容・コ

スメとケア用品・工芸土産・ジュエリー・スポーツレジャー・観光製品・クリエイティブ製品など

を含む。ほかには、都市特色ブース展示エリアと韓国輸入商品展示エリアが設けられる。

　今回の博覧会では、日韓輸入商品貿易港のプロジェクト集中進出調印式も行われた。韓国キョン

サン北道展示館、キョンサン南道創造革新センター革新製品館、韓国中小企業優秀製品展示館、ハ

イゴー海外買付け輸入商品総部、未来科学技術新規エネルギー製品貿易館などの9つのプロジェク

トが日韓輸入商品貿易港と契約して進出した。

　紹介によると、日韓輸入商品貿易港は青島城陽区が計画した商品の展示と販売を一体化にする総

合的輸入商品の取引プラットフォームであり、営業総面積が2万平方メートル近くある。この貿易

プラットフォームによって、青島城陽区は日韓商品の取引消費センターを作り、「永久に幕を下ろ

さず日韓輸入商品の集積と消費センター」を作り、今回の博覧会の提携効果及びスピルオーバー効

果を十分に活かし、もっと多くの品質が良い日韓商品を中国市場、そして人々の家に入らせる。

青島港



046 047

作者：趙偉 楊瑶 宋暁華

2018年12月13日  第10版

夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

香港の山東ウィークは
青島と香港協力の
新たな強音を鳴らす

青島風景
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　美しい香江のほと

り、青島と香港の友情が再

び熱くなった。10回目の香港山

東ウィーク開催の前に、12月4日、

青島国際投資促進顧問機関香港年間例

会及び現代産業企業誘致政策推進紹介プロ

ジェクト商談会が香港で開かれた。黄海と東海

を跨って、青島と香港は再び対面して友情を語り合

い、協力を商談し、交流を深め、未来を共に図る。

　香港は大陸に近隣し、早くて1980年代から、賢い香港経営

者が投資の触角を青島に延ばした。現在、香港は青島の最大の外

資ソース地であり、第二位の投資目的地と第五位の貿易パートナーで

もある。今年の9月までに、青島市が審査を通した香港投資プロジェクト

が累計4948個あり、実際利用した香港投資額305.5億ドルで、青島の各業界に

あまねく分布する。香港のハチソンワンポアグループ・招商局グループ・シャン

グリラホテルグループ・港中旅グループ・華潤グループなどの有名な企業が青島で投

資経営し、黄海のほとりに位置する開放の町と連携して共に前進する。

　最初の対内引導と対外連絡の重要な窓口から、段々今日の融資・貿易・世界へ向かうプラッ

トフォームに変わり、もっと多くの青島企業が香港を借りて国際化の道に踏み出した。1993年に、

青島ビールが大陸初の香港で上場する企業となった。その後、ハイアール中建・青島港・青島銀行が

次々と香港で上場した。今まで、青島の11社の企業グループが香港の資本市場に進出した。香港をプラット

フォームとして国際市場を深く開拓することで、青島からの強いパワーを香港の発展に注入した。去年、青島

（香港）工商センターがオープンし、青島と香港の相互投資交流の橋となった。今年の6月に、上海協力機構青島サ

ミットは世界の舞台で青島の新しいイメージを示した。

　新しいスタートに立ち、新しいチャンスを迎える。練磨奮進している青島は香港の中国と西洋を貫通する立地及び「一帯

一路」のスーパー連絡係の位置付けなどの優勢を頼りにして、青島と香港の二つの都市が全方位・広分野・多層度の方向へ前進

することを推し進める。

青島風景
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　12月4日の青島推進紹介会では、中国在香港連絡事務所・香港貿易発展局・全港工商連合

会・イタリアフィレンツェ工商業連合会及び世茂・SUNAC・中信・長江実業・ハチソンワンポ

アなどの在香港グローバル会社からの関係責任者と青島市関係機関の260名以上が会議に出席

した。

　青島にとって、香港は改革開放の初期に世界と連絡する橋とベルトであり、最も早く経済

貿易交流を展開し、そして投資プロジェクトが最多の協力パートナーである。今年は中国改

革開放の40周年になり、青島が香港に行く意味が特に深い。青島が推進紹介のパターンを革

新して専業機関に頼って企業誘致を行う。PWC・KPMG・E&Y・DTTの世界四大会計事務所が共同

で青島の協力チャンスを推進紹介し、香港で全世界に向けて『外商投資企業年度経営情報連

合年報』を発表した。同時には、在香港の関係機関や企業に広く注目されている。

世界四大会計事務所が青島をこう推進紹介する

　PWC・E&Y・DTT・KPMGという世界四大会計事務所が青島に専業的な企業誘致推進紹介してく

れるのは、前回の香港山東ウィークから話しましょう。去年の香港山東ウィークの間に、専

業化した企業誘致のルートを開拓する具体的な措置として、青島が上記会計事務所とはそれ

ぞれに『青島市仲介機関委託授権企業誘致協議』に調印した。今年、この専業化の企業誘致

パターンを香港で活用し、四大の顧問機関はそれぞれに青島の様々な方面に対する理解及び

データを用いて、現場の出席者に協力の情報を更に精確に伝えた。

　「こういうプロの推進紹介はもっと多くの企業に全面的且つ精確な投資情報を与え、協力

をより促進するにはルートを開いた。」現場の香港経営者代表の香港毅徳国際持ち株有限公

司の創始主席王再興がコメントした。彼が最近各省市が香港で開いた推進紹介会を頻繁に参

加した。彼が見た限り、これは最も革新的推進紹介パターンである。

　世界四大会計事務所からみれば、青島と香港にはどんな協力優勢があるか。青島のビジネ

ス環境はいかがでしょう。将来の発展潜在力がどこにあるのか。本報はスピーチの一部の内

容を取り上げて読者の皆様にささげる。

PWC：青島、新時代の国際化発展背景におけるチャンスの町

　国際権威機関が発表したグローバル国際化都市ランキング及びPWCが全国の26の重点都市を

評価する『チャンスの町』の報告書からみれば、青島市が迅速に成長し、国際先進都市に速

く近付いてきた。その中で、青島の国際成長力指標の進歩が一番著しく、増速が16%に達し

た。グローバル化と世界都市（GaWC）研究ネットワークが発表した『世界都市名簿2018』に

よって、青島の世界的ランキングは2012年の193位から2018年の127位に速く上昇し、都市ク

ラスが「Gamma＋」クラスから「Beta-」クラスに登り、成功に「第二梯隊の世界都市」に入

り、国際先進都市の行列に快速に踏み込んだ。

　PWCの意見では、現在の発展優勢と方向によって、2020年に青島が北東アジアの区域性国際

貿易中心都市を基本的に建設し、2035年に世界有名な海洋都市に負けない特色が鮮明で、革

新且つ強力で、活気いっぱいで、文化雰囲気が溢れ、環境が美しく、全面開放な国際海洋有

名都市を全面的に建設できる。香港は昔から「東方の真珠」と呼ばれ、国際貿易センター都

市・国際金融センター・グローバル産業センター・グローバル情報中枢・都市の国際ブラン

ド作り・自由貿易港建設などの方面で、香港の経験は青島にとって参考の価値がある。

　現在、青島は香港の進んだ経験と発展パターンを積極的勉強し、全面開放の新しい構造を

形成して開放な青島の新しいハイランドの建設に頑張る。

　「千社企業誘致大訪問」のイベントを革新に展開することによって、投資総額1億ユーロの

エアーバスヘリコプタープロジェクト・北京航空航天大学VR（仮想現実）/AR（拡張現実感）

技術及び応用国家実験室・武船グループ北の方生産製造基地などを含めるビッグプロジェク

トを導入し、青島の産業を更に完善させ、青島の国際競争力にますます新しい活気を注入

する。

　PWCが編集した『青島市国際都市戦略年度評価報告書（2016/2017）』と『青島市国際都市

戦略実施総合発展ビジョン報告書』によると、主な方面で87項の細分任務がほぼ完成し、サ

ポート方面で13項の細分任務が基本的に完成し、100項任務の総合採点が4.7/5点であり、青

島のハイレベル対外開放の国際ビジョンが初歩的に現れる。国内をリードする国際都市上海

にマークすると、青島の国際支持力が一番高く、100点である。国際競争力・国際成長力・国

際誘致力が良好で、それぞれに84.1点、88.4点と65.5点である。先月、「青島市が国際都市

戦略を実施し、ハイレベルの対外開放を推進する」は典型な経験作法として国務院に認めら

れ、通告して褒められた。

E&Y：青島、上海協力機構示範区の新しいチャンスにおける国際貿易物流総合中枢

　E&Yの意見では、上海協力機構青島サミットの開催は、インフラ施設の国際連接融合・国際

化投資環境の構築・対外経済貿易協力・グローバル産業資源との結合という四つの方面から

青島に「一帯一路」になじみ込んで国際化発展を進めるには新しい動力を注入した。

　まず、青島は中国の沿海開放都市と国際的な港都市として、「一帯一路」の沿線に広く配

置し、「交友範囲」を絶えず拡大する：22個の海外港とは友好港の協議を締結し、69個の海

外都市とは友好都市或いは友好協力関係都市となり、97個の都市とは経済協力パートナー

シップを結んだ。全世界で設立した9つの海外工商センターは、青島が世界と繋がる窓口であ

る。青島と「一帯一路」の沿線国家や地区との産業団地の協力建設が引き続いて進行し、今

はロシア・ベラルーシ・ウズベキスタン・カザフスタン・タジキスタン・キルギスタン・日

本・韓国・シンガポール・カンボジア・マレーシア・パキスタン・ルーマニア・ハンガ

リー・チェコなどの国家と地区で協力団地を建設している。

　二番目は、E&Yの分析によって、青島の区域優勢が著しく、東へ日韓とアジア太平洋に接

し、西へ中央アジアとヨーロッパに通じ、南へ南アジア諸国と東南アジア諸国連合と繋がり、



052 053

2018年12月13日  第10版 2018年12月13日  第10版

夢追掛けの青島 夢追掛けの青島

北へモンゴルロシア大陸に達し、中国北の方の重要な国際港中枢都市である。ユーラシア大陸を跨

る多数の国に放射する陸上運輸通路を有し、国際多方式連携運送の総合中枢になる先天的な条件を

持つ。中国北の方の主な港都市の中で、青島は重要な国際貿易パスと海上運輸中枢である。港の国

際化レベルも取り扱い量も先進的である。多数の国際列車を開通し、国際多方式連携運送の業務を

展開する。新しい空港の建設が完成したら、世界先進な区域中枢空港となる。

　三番目は、青島は現在「物流先導・貿易開拓・産能協力・グローバル発展・団地交流」の運営パ

ターンで上海協力機構示範区を建設し、ヨーロッパとアジア太平洋地区に向けて協力を開拓してい

る。「一帯一路」の地域経済貿易協力示範都市・中日韓FTA地域経済貿易協力示範都市・中東欧16+1

地域経済貿易協力示範区・東南アジア諸国連合10+3地域経済貿易協力示範区などを建設し、中国・

モンゴル・ロシア経済回廊になじみ込み、ラテンアメリカとアフリカの市場を開拓し、示範区を協

力プラットフォームとして中央アジアの内陸国家に向けてアジア太平洋市場と接する「出航港」を

建設する。

　上記の分析に基づき、E&Yのコメントでは、青島は国際協力で国際貿易物流大通路総合中枢の重要

な役目を担う。重要な国際港中枢都市として、海上シルクロード沿線貨物の「上陸」や、シルク

ロード経済ベルト沿線貨物の「出航」に対して総合中枢の重要な連接の役目を発揮する。発展の

チャンスでは、青島は区域優勢によって香港と共同で新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊になじ

み込み、「一帯一路」新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の主要な節点都市と海上協力戦略支点

の優勢を活かし、将来は大きな発展の空間と潜在力がある。

KPMG：青島、「放管服」（行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービス

の最適化）の改革を持続に推進し、外商投資の最高の目的地

　外資企業として、KPMGは2006年に青島で支社を設立した。青島のビジネス環境の次々の大きな

進歩を見届けてきた。

　KPMGの意見では、青島が引き続いて「放管服」の改革を推進し、多方面から審査サービス事項

と段階が最も少ない、時限が最も短い、サービスが最適化した国際一流のビジネス環境を全力に

建設する。青島が国際化法治的なビジネス環境の建設を推進し、政策設定・指導サービスなどの

面で外商投資企業に一連の細かいカスタマイズサービスを提供する。例えば、『青島市「国際化

+」推進行動計画（2018/2019）』を発表し、毎年何回の外商投資座談会を開催する。毎年、外商

投資企業を実際に調査研究し、『外商投資環境評価分析報告書』を作成し、外商投資の関連問題

を着実に解決する。「外商投資環境向上年」のイベントを展開し、外商投資企業四級連動のサー

青島風景
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ビスシステムなどの9つの具体的な措置を制定した。現代産業精確企業誘致の57条の措置

を発表し、30個の指向的企業誘致の専業作業グループを成立し、65個の新旧エネルギー

転換工程の重点企業誘致プロジェクトを整理し、全世界に向けて精確企業誘致を展開

する。

　2017年、青島がダウ・ジョーンズグループに2017年の最も国際に注目される中国投資

都市と評判され、フォーブス中国に2017年の中国大陸の最優秀のビジネス都市トップ10

にランキングインされた。

　現在、青島は既に中国が外商投資を誘致する強力な磁場になり、世界トップ500企業が

一番密集に投資する都市の一つとなった。KPMGの統計によると、青島を中国内地市場を

開拓する帰結点とするのは、外資企業が青島で投資する主要な目的である。自ら考察し

て青島を選ぶのは外商投資の主な方式である。外商投資企業が青島で投資する方式は、

優良な企業発展の環境と地方政府の支援を頼りにする。青島市外商投資企業の経営状況

が安定で、投資総額は持続に増加している。

　KPMGの意見では、自慢できる外商投資の実績を持つのは、根本的に青島市が良好なビ

ジネス環境を作って青島を外商投資の暖かい港湾にしている訳である。

　統計によると、外商投資企業が青島市の投資環境に対して、総体な満足度が72%も達し

た（やや満足は含まれない）。市場発展環境・技術革新環境・政務サービス環境・人文

生活環境などの面で外商投資企業に好評される。同時には、海外の方々が現地生活に対

してかなり満足している。

　KPMGの意見では、こうなった理由は下記である。青島が結果フィードバックメカニズ

ムを構築し、一つ一つの事項は着実に実行され、返事され、「重点外商投資企業サービ

ス大使の制度」を建立し、企業の声を積極的に聞き取り、企業の自信を向上させる政務

サービス環境を作る。経済構成を積極的に調整し最適化して戦略性新興産業を力入れて

発展し、革新を保護・刺激する方面で時代に従って進歩し、新業態・新技術・新企業に

対して、サービスをやりこなしながら適度に科学的に法律によって監督管理するように

努力し、新旧エネルギーの転換を推し進めて新規経済の発展を促進できる産業発展環境

を形成する。多数の政策措置を実行し、外商投資体制の改革を深化し、法治・金融・人

材などの方面から、外商企業の発展を全面的に支持し、内資と外資を一視同仁する開放

ウィンウィンの国際化ビジネス環境を形成する。

DTT：青島、現代産業精確企業誘致で潜在の「ユニコーン」を掘り出し、孵化

させる

　DTTの統計によると、「DTT-青島ハイテク高成長トップ20」に選ばれた企業は、主にイ

ンテリジェント製造と生命科学であり、比率は65%である。青島の70%のランキングイン

企業の営業売上が5000万から5億人民元であり、全国の44%のランキングイン企業の営業

売上が1億から5億人民元である。青島の成長が最も速い5社のトップ20企業は平均三年間

の累計増長率が6946%に達し、総体入選企業の平均増長率が1992%に達する。「DTT-青島

明日の星のランキングイン企業」の中で、青島は主にロボット・インターネットとハイ

エンド製造業であり、全国は主にAI（人工知能）・Fintech（金融科学技術）である。

　現在、青島は国際都市戦略を実施し、新しいハイレベルの対外開放を加速に推進す

る。新旧エネルギーの転換を推進し、高品質の発展に歩み、資金の導入と技術・理念・

市場・人材・資源・管理・パターン・業態の導入を結合する。「三湾三城」と北部台頭

して全域統括発展の戦略配置を巡り、中国のインテリジェント製造ハイランド・世界革

新的なブルーバレー・世界レベルのベイエリアを建設する。「一帯一路」の建設に深度

に参加し、青島が「一帯一路」新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の主要な節点都市と

海上協力戦略支点の位置付けを発揮し、現代貿易・現代産業精確企業誘致・現代消費経

済の三つのシステムを全面的に構築し、世界に重要な影響力を持つ国際海洋有名都市を

全力に建設する。

　DTTの意見では、青島の町発展の雰囲気は、そこで潜在するユニコーン企業を掘り出

し、孵化するには堅実な基礎を提供している。

　DTT中国は青島と連携し、協力覚書を共同で締結し、「青島市中小企業起業革新サービ

スセンター」を成立し、潜在なユニコーン企業を掘り出し、孵化する。当該センターは

中小企業に向けての一般適用なサービスを全面的にして、産業の発展に助力し、革新の

グループを育つ。先頭企業に対し、革新の先頭にサポートして産業経営を育成する。政

府に向けて専業なサービスサポートを提供する。

　DTTのアドバイスは、青島市の中小企業に対して、革新と資本をキャッチポイントとし

て精確企業誘致のパターンを強力に発展し、ウィンウィンを実現すること。青島でハイ

テク高成長企業の選抜などのイベントを開くことにより、潜在力のある優秀な企業プー

ルを見付け、ロードショーなどの方式で企業がPE/VCなど資本との結合を協力し、企業内

在の発展需要に基づき、企業に協力して将来の発展ルートを計画し、IPOの準備を事前に

整える。市長杯の選抜及びDTT起業革新センター資料バンクに通じて細分業界の隠すチャ

ンピオンと企業先頭を見付け、政府の生態圏に支持され、産業の革新協力を行う。企業

に助けて革新の診断をし、孵化・管理向上などの専業なサービスを提供し、企業自身の

潜在力を掘り出し、未来のユニコーン企業を育つ。企業に助けてイスラエル・アメリカ

シリコンバレーなどの地区の優秀な企業やプロジェクトと結合させ、アメリカベイエリ

ア委員会などと協力し、長期有効な協力メカニズムを構築し、区域的且つ多数的のプロ

ジェクト協力とウィンウィンを実現する。

世界に向けて初回発表『2018青島市外商投資企業年度経営報告書』

　推進紹介会では、青島は世界に向けて、初回で『2018青島市外商投資企業年度経営報

告書』を発表した。当該報告書では、詳しいデータで青島における外商投資企業2018年

の営業売上状況の「プロファイル」を精確に描いた。報告書によると、これらの企業は

健康に発展していて、経営収益も良好であり、青島の国際ビジネス環境が絶えず最適化

し、外商投資企業も絶えず良く発展していく発展態勢を表す。
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　『報告書』によると、去年の年末までに、青島で経営する外商投資企業が

6713社あり、山東省の43%を占め、副省級都市の第三位になり、投資総額が

822.3億ドルで、前年同期比17.3%増えた。青島の外商投資企業が全市各種類企

業の1.57%を占め、全市30.8%の輸出入総額及び12.5%の税金収入をささげ、38

万人に就職のポストを提供した。

　青島で投資する外商投資企業の中で、「大柄」の企業が少なくない。デー

タによると、2017年度、青島での投資総額が1億ドルを超えた外商投資企業が

170社であり、2016年より30社増えた。投資総額が391.5億ドルで、26.3%増え

た。青島の外商投資企業は、韓国投資企業が最も多い。青島で経営する韓国

投資企業が2413社であり、全市の35.9%を占める。

　言う価値があるのは、不景気のプレッシャーがあって企業の経営状況が楽

観ではない形勢で、青島の外資企業が逆に増長している。

　『報告書』によると、青島の外資投資企業の投資収益が比較的に速く増長

した。2017年全市外資企業の営業売上が4128.9億元であり、前年同期比6.7%増

えた。利益総額が293.3億元であり、前年同期比18%増えた。純利益が222.5億

元であり、前年同期比27.5%増えた。利益総額と純利益の増幅は共に同期実際

外資利用の増幅より高い。

　香港は青島最大の外資ソース地である。2017年、青島で経営する香港投資

企業が1403社あり、全市の経営している外商投資企業の20.9%を占め、投資総

額が422.6億ドルで、登録資本が264.3億ドルで、払込資本が155.1億ドルであ

り、それぞれに全市の経営している外商投資企業の51.47%、52.9%と49.6%を占

める。2017年、香港投資企業の営業売上が1765.9億元に達し、課税総額が

140.1億元であり、利益総額が127.6であり、それぞれに全市の経営している外

商投資企業の42.8%、48.2%と43.5%を占める。従業員人数が10.9万人であり、

全市の経営している外商投資企業の従業員合計人数の28.7%である。

　業界の分布からみれば、青島の第二次産業の外資企業が一番多く、3607社

に達し、投資総額が349.4億ドルである。第三次産業の外資企業の投資額が一

番大きく、3003社に達し、投資総額が454.5億ドルである。

　この報告書は無論、青島で投資する外商企業に対して「鎮静剤」と

なった。

　「各地は従来、外商投資の誘致を重視するが、我々は今回初めて、こうい

う報告書に通じて全体の発展状況を全面的に理解できる。これらの情報は会

社が市場を全体的に把握して次の協力決定を制定するには重要な役目を果た

す。」中国在香港連絡事務所経済部副部長劉亜軍は青島が外商企業の進出と

発展に対して着実にサービスする誠意及び努力を高く称賛してくれた。

青島風景
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投資青島 
民間企業の新しいチャンス

　改革開放の40年以来、民間経済は既に青島経済発展のかけがえのない重要な力になった。全市49%の新規増加税収、76%

の都市部新規増加就職人口、85%のハイテク企業、97%の市場主体数量を貢献し、青島の開放型経済発展にも重要な役目を

果たし、対外貿易の60%を占め、青島の「海外進出」で美しい風景を見せている。

　新しい時代に入り、青島が国際海洋有名都市の建設を提案した。民間経済はどうすればその足取りにくっついて「成長

の悩み」を克服したらいいのか、青島は積極的に模索した。民間経済発展の仕事指導グループ事務所を設立し、民間経済

を発展する「20条」の意見などの政策を制定し、民間企業の孵化・成長・強化にチェーン全般的な政策と資金の支えを提

供する。

　近日、国家と山東省の民間企業座談会の次に、青島も民間企業座談会を開き、民間企

業を密集に訪問し、上海に行って民間企業家に向けて企業誘致政策説明及びプロジェク

トの商談会を開催し、民間経済の高品質発展を支持する政策を研究制定する．．．一連

の暖かい行動は民間企業家にいい感じを与え、民間経済のこの投資中心地での新しい発

展と新しい飛躍を推し進める。

発展を図って話し合う

　11月17日、外は寒い風に吹かれたが、青島市級機関会議センターの会議ホールで春の

感じがした。三時間以上の民間企業座談会の心おきなく語り合う交流で、11名の民間企

業家が順番で発言し、企業の発展を話して困難を直面し、意見やアドバイスを提案

した。

　山东省委常委、青島市委員会書記張江汀は企業家の皆さんの発言を真剣に聞き取り、

聞きながらメモをして、時には一言さしはさみ、皆さんと熱烈で話しを交わした。

　一つ一つのゴールデンアイディア、一つ一つの本音、民間企業の投資経営の情熱と革

新発展のやる気を呼び起こした。

靑島労山風光
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　「対面してコミュニケーションをするやり方で、民間企業家として暖かい

気分がする。」青島特鋭徳グループの董事長于徳翔が発言では、張江汀が

かつて企業で「組織に入り、その仕事をしながら」調査研究をして企業の

発展過程の問題の解決に力になってくれたことを特別に話した。すると、

張江汀が「前に調査研究しに行った時に聞かれた問題点は、いくつ解決

できたか。」と親切に聞いた。「百パーセント解決した。」との返事を

聞いたら、張江汀が満足に頷いた。

　「最近、全市が15の企業サービスグループを専門に組み、民間企業

に向けて集中にサービスを展開する。既にうちに来て、実際の問題を

解決してくれている。」グループメンバーの着実のサービスに、青

島昌盛日電太陽エネルギーテクノロジー株式有限公司の董事長李堅

之は非常に暖かい感じをした。

　ストレートで単刀直入、民間企業家からの問題は迅速に応じら

れた。

　利群グループ株式有限公司の董事会主席徐恭藻が発言で、

「配達の車の通行を制限する都市道路が多く、企業の物流配達

のガソリン代や通過代が高く、企業の発展にプレッシャーを

かける。関係部門にこれらの問題を解決して企業の負担を減

らしていただきたい」と指摘した。これを聞いたら、張江汀

は現場ですぐに政策を研究して問題を解決するように関係

部門に要求した。迅速に実行に移す態度は民間企業家達に

誠に褒められた。

　「目を愛護するように企業を愛護する。家族を優しく

するように民間企業家を優しくする。生態環境を改善す

るようにビジネス環境を改善する。」張江汀の話しに

よると、青島はもっと多くの時間と精力で民間企業の

発展と民間企業家の成長に関心を持ち、着実に企業

をサービスする「店員さん」となる。

一流のビジネス環境を作る

　「市場氷山」「融資高山」「モデルチェンジ火

山」、コストが高く・進出の制限が高く・税金

負担が高く．．．今、民間経済はいくつかの共

通な「成長の悩み」がある。民間経済の「根

元」に栄養を付けるために、どうすればいい

のか。青島は探り続けて有益な試しをして

きた。

　第一環は企業を密集に訪問して状況をつ

かむこと。10820回の訪問、8271社の企

業、促成した新規増加契約プロジェクト

が609個あり、投資総額が7617.22億元で、促成

した新規増加商談中・建設待ち・建設中のプロ

ジェクトが2064個ある。一連のデータで、今年以

来青島が「千社大訪問」の活動を密集に展開した

結果を記録する。その中、民間企業の比率が大き

い。誠意いっぱいで着実に実行する訪問調査研究は

どうりで協力を深める。

　一流のビジネス環境を作るには、サービスの最適

化は帰結点である。青島は商事制度の革新を深化し、

「一回で完成する」サービスパターンを革新し、審査

サービスのプロセスを最適化し、民間建設工程プログラ

ムの審査時限を大いに短縮した。

　現在、青島企業の工商登録時間は3日間の稼働日に短縮

された。今後は市場進出制限をもっと緩めにして新しい経

済業態にゆとり且つ慎重な発展雰囲気を作る。また、青島

市民間経済サービスプラットフォームを立ち上げ、民間経済

に公平競争な環境を作る。

　言う価値があるのは、2017年に青島が『市場主体を力入れ

て育成して民間経済を加速に発展する意見』を発表し、市場参

入と起業の制限を緩め、「禁止しなければ許容と見なす」及び

「先に営業許可証、後で行政許可証を取得する」を実行する。企

業経営の住所制限を緩め、企業住所申告の承諾制度を実施する。

起業する場合、最高45万元の企業担保融資をもらえる。初回に

「中国民間トップ500」にランキングインされる企業は一回的に200

万元の奨励金を与える。小型企業・零細企業の年間課税所得の優遇

は30万元から50万元に上げる。20条の実際な優遇政策で民家企業に本

物の利益をもたらす。

　良好な革新起業環境を作る、それは民間経済を発展する真意で

ある。

　青島が革新の町・起業の都を建設し、青島海洋国家実験室・中国高速

列車技術革新センター・国家深海基地などの国家クラスの革新プラット

フォームにより、全国30%の海洋関係院士・40%の海洋関係ハイエンド研究

開発プラットフォーム・50%の海洋分野で世界をリードする技術を集め、各

種類の国家クラスの孵化キャリヤが96軒あり、一連の革新起業を促進する優

遇な政策を発表し、数多くの革新人材とチームを誘致して185万人の人材数を

達し、7年間連続して海外人材から見た一番魅力的な中国都市と評判される。

町の起業雰囲気がよくて、現在、全市民営経済の市場主体が130万軒になり、

山東省の第一位である。

　同時に、「ブランドの町」として、青島が基礎が固くて特色が鮮明である現代

産業システムを形成し、ハイアール・ハイセンス・青島ビール・中車四方などの

青島風景
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有名ブランド企業を育成し、特鋭徳・明月海藻・MESNAC・レッドカラー酷特など

の民間企業ブランドが盛んに発展し、全市規模以上工業の生産総値は1.8万億元

を超え、財産金融・観光リゾート・ネットビジネスなどの現代サービス業も快速

に発展して、民間企業の発展に良好なソフト環境を提供する。

　国際都市建設の推進は青島がビジネス環境を最適化する一つの特色である。青

島市市長孟凡利のコメントでは、企業・市場・産業・団地・都市の「五つの国際

化」を加速に推進し、国内外の先進都市にマークし、ビジネス環境向上年のイベ

ントを展開し、一流の国際ビジネス環境を作り、民間経済の高品質発展にもっと

開放的な舞台を構築する。

　民間企業の融資難問に関して、青島が多数の関係機能部門を組んで民間企業と

小型・零細企業に金融サービスを提供する政策を検討制定している。また、上場

企業の発展を支える関連な意見も発表する。

新しい協力チャンスを開く

　着実で革新的な政策は、民間企業の「鎮静剤」となり、青島にも投資協力の新

しいチャンスを開く。

　特に去年から、青島が現代産業精確企業誘致の「57条」の新しい規定を発表

し、民間企業投資の「ガラスドア」「回転ドア」「スプリングドア」を打ち破

り、民間企業投資の「参入許可が取りにくい」難所を解決し、もっと柔軟な雇用

制度を実行し、人員のニーズを満たすため、製造業の企業が生産ラッシュの時期

に短期季節性の従業員を雇用することを許容する。

　同時に、青島が30個の専業企業誘致グループを設立し、世界範囲で精確企業誘

致を行い、その中で民間経済企業誘致協力プラットフォームの企業誘致グループ

が含まれる。民間企業に「家政婦式の」サービスを提供し、民間企業を誘致して

から、安心に発展を集中してもらう。

　11月15日、上海では、特色のある民間経済企業誘致政策説明会及びプロジェク

ト商談会が開催され、主催者は青島である。

　商談会は豊かな成果を上げた。上海山東商会、江蘇商会、広東商会、浙江商会

などの200社余りの上海民間企業の代表が出席した。契約プロジェクトは計24個

あり、投資総額は約847.2億人民元である。業界は、最新のIT技術・ハイエンド

装備製造・新規エネルギー新規材料・医療養老健康・現代金融・文化クリエイ

ティブなどの分野に関わる。

　上海世茂グループが300億元を投資する海絲国際シティプロジェクト・複星グ

ループ星泓産業持ち株グループが100億元を投資するTOD健康蜂巣プロジェクト・

中南持ち株グループ（上海）資産管理有限公司の10億元の青島中南吉艾特殊チャ

ンス投資基金パートナー企業プロジェクト・DEARCC自動車テクノロジー有限公司

の26.8億元の新規エネルギー自動車生産基地プロジェクト・上海珪酸塩研究所の

40億元の中青科新規材料とインテリジェントセンサー科学技術産業団地プロジェ

クト．．．契約したプロジェクトの中で、ハイテクの協力プロジェクトが多くあ

る。これは民間企業家が青島の発展に対する信頼の証である。

　商談会で、上海市山東商会常務副会長、鋭嘉科投資持ち株有限公司の董事長王

迅が青島の発展ビジョンに非常に期待している：「実家は山東諸城であり、幼い

頃から青島を憧れた。自然環境も経済発展のソフト環境も、青島は国内で魅力的

である。ようやく今年の6月には望んだ通り青島の紅島経済区に鋭嘉科移動知能ビ

ル（青島）プロジェクトを投資し、今後はますます青島と協力できると信じ

る。」

　こういう気力と自信をみれば、青島に既に発展している民間企業家達にやる気

満々になった。

　「山東及び青島で200億元以上の投資を追加し、現代農業・生態修復・ターゲッ

トを絞った貧困支援を結合するパターンで、6つないし8つの一二三次産業が融合

する規模化した産業クラスターを建設する。」と新希望六和株式有限公司の総裁

鄧成が述べた。

　青島三迪時空ネットワークテクノロジー有限公司の董事長李培学が話したよう

に、会社は山東省内の数多くの優秀な製造業企業・3Dプリント企業及び科学研究

院が主導して成立した山東省快速製造企業（3Dプリント）革新センターと提携

し、肝心なコア技術の研究開発を加速する。

　上海協力機構青島サミットが成功に開催されたことに従い、青島は国際大都市

を全面的に建設する新時代に入り、青島の民間経済に新たな発展チャンスを与

える。

　現在、中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区が青島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」

の運営パターンで、境内で重点的に現代物流業・現代国際貿易・加工製造業・現

代サービス業・公衆サービス業の五つの産業クラスターを発展し、日韓・東南ア

ジア諸国連合・南アジアないし「一帯一路」のもっと多くの区域との中継貿易と

国際ネットビジネスなどのビジネス協力を開拓し、無論、民間企業にもっと広い

協力発展空間を提供できる。
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　「青島は国際海洋有名都市を建設する目標を

巡って、国内外の一流都市にマークし、国際都

市戦略を一歩一歩と推進・実施し、町の全面的

な建設を完善させ、国際交流と協力を拡大し、

国際化のビジネス環境を作る。」これは18日

に、北京で開催された青島国際投資促進顧問機

関北京年間例会及び現代産業企業誘致政策推進

紹介交流会で、PWC革新サービス部のパート

ナー高駿傑が青島の「新時代の国際化背景にお

けるチャンスの町」の推進紹介スピーチでの発

言である。

　今回の交流会には、世界トップ500企業とグ

ローバル企業の北京駐在代表者、在中国海外機

構と商協会、国内トップ500企業と有名企業の

代表者、青島市国際投資促進顧問機関の代表者

及び商務部、青島各市直属部門の関係責任者、

各区市と経済機能区の代表者など300名余りが

出席した。会議は「通商青島新時代　協力ビ

ジョン新エネルギー」をテーマとして、青島の

経済発展区域配置と現代産業精確企業誘致の政

策及び専業なグループを展示した。

　「資本が一番重視するのは投資環境である。

青島には独特な自然資源と良好な区域優勢があ

り、今年は新旧エネルギー転換プロジェクトの

実施や、中国―上海協力機構地域経済貿易協力

示範区の建設などの重要な発展チャンスを相次

いで迎えた。同時に、青島の投資環境もますます

最適化され、密集に発表された一括した有利な政

策は非常に魅力的であり、それは資本を引く。」

青島風景
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とPfizer投資有限公司の副総裁楊桜が述べた。

　会議の契約段階で、投資総額500億元の14のプロジェクトが成功に調印された。総

部経済・金融・IOT（物事のインターネット）・検査測定・娯楽観光・文化教育・新

規エネルギー・循環経済・インテリジェント製造・現代農業などの分野に関わる。

その中、西海岸新区の中国再生資源危険廃棄物処分部門総部プロジェクトの投資総

額が175億元であり、新築や合併買収などの方式で全国範囲における戦略的に配置す

る。平度市蟠桃花谷プロジェクトの投資総額が100億元であり、特色のある観光農業

を重点に発展し、ローカルの観光ブランドを作る。莱西市権益投資基金協力プロ

ジェクトの投資総額が100億元であり、新規エネルギー・新規材料などの戦略新興産

業の分野への権益投資に専念し、新旧エネルギーの転換に力添えをする。会議の

後、青島市直属の各部門、各経済機能区がそれぞれに出席者の企業代表とは詳しく

交流し合った。

　情報によると、2013年以来、青島市は青島市国際投資促進顧問機関として、40社

のグローバル企業と有名な仲介機関・金融機関を前後して招聘し、毎年に北京・上

海・香港などの町で顧問機関の年間例会を開催する。今回北京で開かれた会議は

「新時代」「新エネルギー」「新ビジョン」の協力テーマを巡り、中国―上海協力

機構地域経済貿易協力示範区の建設及び新旧エネルギー転換の重大プロジェクトの

実施が青島にもたらした発展のチャンスに関して交流し、検討し合った。PWC・

DTT・E&Y・KPMG・Pfizer投資・英中貿易協会・アリアンツ保険・三菱UFJ銀行・イ

ンフィニティなどの青島市国際投資促進顧問機関の代表者や、ネスカフェ・シーメ

ンス・フィリップス・ノバルティスファーマー・CJ・Astra Zeneca・ジョンソン

JNJ・キャタピラー・UPS・住友商事・キャピタルランド・チューリッヒ財産保険・

安達保険・テスラ・MAERSKなどの30社近くの世界トップ500企業と多数のグローバ

ル企業・業界先導企業・国内有名企業・機関の代表者が会議に出席した。

青島風景
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国際海洋有名都市の建設に
青島が青写真を描いた

　現在、青島が国際海洋有名都市の建設を提案し、国際都市戦略の実施に通じて企業・市場・

産業・団地・都市の「五つの国際化」を力入れて推進し、町の外在も精神も全面的に国際化す

る。これは無論、巨大なプロジェクトである。どうやってうまく進められるか？青島が革新的

に国際都市建設顧問委員会の仕事体制を立ち上げ、青島から離れた目線で青島を見て、世界に

向かってハイレベルの知能顧問機関を設立し、違う角度から青島の国際海洋有名都市の建設に

アドバイスしてもらう。

　今まで、国際都市建設顧問委員会は成功に二回の全体会議を開催した。重要な知能顧問機関

メンバーは中国・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を含め、金融・貿易・外

交・計画・観光・環境保全・展示会・運輸・海洋・法律などの分野をカバーする。専門家のア

ドバイスが青島に一々記録され、その中の素晴らしい意見は青島国際都市建設の実際仕事に実

行され、この町の国際化建設も専門家達の描いた素敵な青写真に目指してますます前進する。

　海は百の川を取り巻き、全てを許容して莫大である。先日、青島が国際都市戦略実施専門家

顧問委員会の第二次会議を開催し、世界のほぼ20ヶ国からの専門家知能顧問機関メンバーが各

自の分野から切り込み、青島の国際都市建設にアドバイスをした。青島側が専門家の発言を整

理して90件の意見とアドバイスにまとめた。これらの素晴らしい意見は青島国際都市建設の内

容を豊かにし、遠くもない未来で、その中の一部のアドバイスは青島の国際都市建設に新たな

上昇をもたらし、町発展の血脈に溶け込む。

青島風景
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海洋のメリットを活用する

　最初の沿海開放都市として、青島は区域発展優勢を結合して町のグローバル

座標を国際海洋有名都市の建設に位置付けた。今回の会議は「国際海洋有名都

市を建設する：グローバル化の形勢における新旧エネルギー転換の開放活力」

のテーマを巡って検討を展開し、当該テーマは専門家達の共鳴を引き、発言で

もっと多く使用されるキーワードになった。

　「海は青島の最大の優勢と最高の名刺である。青島が国際海洋有名都市を建

設するには、海洋経済のハードパワーとソフトパワーを向上し、海洋経済改革

開放先行区と全国重要な海洋生態文明示範区を成りこなすこと。」とグローバ

ルCEO発展大会連合主席・青島市国際都市戦略専門家顧問委員会の主任龍永図が

述べた。

　龍永図と同じく、韓国CJグループ中国区COO金樟勛も青島の海洋的優勢を好評

した：「青島の海洋資源が豊富であり、そして中国海洋大学などの高等教育機

関と人数多くの海洋関係の人材を有する。アドバイスだが、青島が資源の優勢

を活用して、世界先端の海洋食品工業・研究開発センターや人材を導入し、世

界クラスの海洋食品研究開発・勉強・生産のセンターを作ったらいかがでしょ

うか。」

　「青島に来る度にワクワクする。青島はとてもきれいな町で、環境もいい

し、水もいい。経済発展の進歩も目立つ。」ドイツBDPマネジメントコンサル

ティング会社のパートナー包振坤は少しもケチではなく青島を褒美した。彼は

ドイツの海洋産業発展での努力を紹介した。例えばハンブルク港が港の技術環

境保全レベルをアップし、海事や物流の業界クラスターを建立することで中小

企業を連合させ、運送能力とネットカーバー力を更に拡大した。青島がドイツ

の成熟した経験を参考して特色のある国際海洋有名都市を建設してほしいと。

　青島大学党委員会書記胡金焱は家宝を数え上げるように青島の海洋優勢を列

挙した：「青島では、全国30%の海洋研究機構、50%の海洋高級科学研究人材、

70%の海洋関係研究院士が集まる。」彼の提案は、青島が海洋科学技術研究の力

を統合して海洋研究の航空母艦を造り、同盟となって協同作戦し、集合統合の

効果を発揮して国際海洋有名都市の建設に力添えすること。

　在青島タイ総領事館総領事王玉君は青島の国際海洋有名都市の建設に対して

深度な思考を提出した：「青島が世界範囲で才能を表して全世界の注目を集め

るために、いかに全世界の目を引き、自分自身のイメージを作り上げ、青島の

国際海洋有名都市のイメージを人々に印象深くすると考えなければならない。」

例えば、必ず突破口を探し出す。例を言うと、海洋産業・海洋食品・海洋景色・

海洋体育などをいえば、青島という国際海洋有名都市を思い出すとか。

新しい名刺を作る

　青島が中国の「ブランドの町」として、ブランドの建設は国際都市の重要な標

識である。

　中国社会科学院の知的所有権センター主任李明徳からみると、青島の海洋開放

革新が国内外で有名になったのは、産業と文化方面の投資なしにはありえないこ

とだ。青島として、もっとブランドの建設に力を入れ、強力な知的所有権の保護

で良いビジネス環境を作り、産業と町の発展を促進すること。

　中国唯一の財産管理を特色とした金融総合改革試験区として、財産管理はこの

町の国際化建設の一つのゴールデン看板になった。

　E&Y大衆化金融サービスのチーフパートナー陳凱からみれば、金融サービス業

は町の発展に肝心な作用を発揮し、経済の発展には金融サービス業の有力な支持

が必要である。特に、貿易や投資の自由化と便利化・産業団地の建設・「一帯一

路」産業グレードアップと海洋特色経済の発展などの方面では、青島は財産管理

金融総合改革試験区のゴールデン看板を活用して、イギリスロンドンの金融シ

ティにマークし、国際財産管理センター都市を建設し、全世界に向けて国際財産

管理の指向企業誘致をして青島の中心であるベイエリアの発展をグレードアップ

し、活気化する。

　青島独特な美しい生態環境も国際都市建設に豊かな土壌を提供する。浙江大学

公共管理学院教授米紅が一連のデータを提供した。青島には現在、医療と養老の

一体化した老人ホームは600軒以上があり、住宅団地の老人ホームは1400軒を超

え、医療と養老一体化のソフトパワーは全国一位である。渡り鳥型の国際養老産

業の発展に非常に相応しい。

　こういう環境優勢と青島の科学研究院の集中優勢をどうすれば十分に発揮でき

るか。米紅のアドバイスによると、青島がブルーバレー科学フォーラムを成立

し、高級人材を誘致し、毎年100個の課題チームを研究しに来てもらい、それを

きっかけに国際会議を開催し、青島の国際ソフトパワーを上げること。

　交通は町の動脈であり、文明交通も国際都市建設の真意である。横断歩道を遠

慮して譲るという青島のやり方は清華大学交通研究所所長陸化普に褒められた：
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「青島の横断歩

道が中国の本物の安

全歩道になり、青島の交

通のハードウェア施設も相当

なレベルに達した。国際都市を建

設するには、最も核心なのは交通ビッ

グデータ共有プラットフォームの建立だと

思う。青島にきれいな交通名刺を上げてほし

い。特に、省エネ交通と文明交通の方面ではね。」

ハイレベルの開放を推進する

　扉を開けて専門家を招き、未来の都市建設のアドバイスを聞

くことが、一つの町が開放包容であることを表した。新しい時代で

どうやってハイレベルの開放を実現したらいいか、専門家達の意見は参

考できる。

　山东省委常委、青島市委員会書記張江汀はこう述べた。国際都市戦略を実施し

て町発展の「開放の翼」を更に広げるのは、青島が現代化国際大都市を建設する必然

に経由する道である。国際都市を建設するという巨大なプロジェクトは、家に閉じこもっ

て車を作ってはいけない。衆知を集めて有益な意見を広く吸収し、専門家の知恵を借りて国際

都市戦略の実施にアドバイスしてもらい、青島の改革発展に助力し、青島の現代化国際大都市の建

設征途に風に乗り波を切り、長期的安定な成長を推し進める。

　会議に出席したドイツマンハイム市の前市長、青島の栄誉市民ノボート・エガーがドイツで一冊の本を出

版した。『青島は世界への扉』である。彼から見ると、青島には世界最大の港があり、海・陸・空の交通が発達

して便利である。青島に、世界への扉を引き続いて開け、中国ヨーロッパ列車を増えて日本と韓国の商品をもっと速

くヨーロッパの市場に運送し、もっと多くの「一帯一路」の関連国を引き付けて経済貿易協力を展開してほしいと。

　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日進月歩の突

青島風景
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破がある。特に上海協力機構青島サミットの成功開催に従い、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。

　それに対して、日本在青島総領事中原邦之も同感である：「青島に来

てわずか半年だが、この間、上海協力機構青島サミットの成功開催を見

届け、国際ビール祭り・国際ヨットウィーク・海洋祭りの開幕式に参加

し、青島の国際化プロセスを深く感じられる。」

　青島が国際化建設を推進するために、国際都市戦略推進事務所という

専門の部門を設立し、中長期的な目標を設定して第三方機関に評価して

もらう。青島が国際都市戦略の推進には、完善な勉強及び管理のメカニ

ズムを持つことを示す。その同時に、国際海洋有名都市の概念は青島の

優勢と特色を十分に強調し、ほかの内陸都市との相違を表して非常に良

い視角である。青島に国際都市建設を積極的に推進して中国特色のある

海洋有名都市を建設し、華東・華北の開放の窓口と魅力的なファッショ

ンシティになってほしいと、中原邦之が述べた。

　ハイエンド展示会の専門家、百奥泰グループ董事長梅暁旦の話では、

上海協力機構青島サミットの開催は青島の国際知名度を向上させ、青島

は町のブランド影響力を十分に拡大し、もっと多くの国際会議を開催す

るように頑張ったほうがいいと。「多分、青島がほかの海洋都市と違う

所は、青島がまた国際展示会の都であることだろう。会議や展示会の

サービス品質を上げるものである。ハイアール、ハイセンス、青島ビー

ルなどの青島企業みたいに、高い品質で世界有名になってほしい。」

　人材の国際化も国際都市建設の重要な方面である。国務院参事、CCG

の創始者兼理事長王輝耀の提案では、青島は起業の町を作り、海外の人

材を起業しに来てもらう。そして、青島とドイツが悠久な歴史的関係が

あり、ドイツ製造4.0が世界で好評され、多くの技術技能人材を育っ

た。青島として、中独技術技能人材センターを設立してドイツの国際技

能人材を導入し、青島を中国の技能人材のベース基地にすること。

　様々の長所を差別なく広く受け入れる。青島の国際都市建設の未来が

期待できる。青島市市長孟凡利が望むように、青島が国際都市戦略を実

施し、努力して町の対外放射能力と資源集中能力を育ち、開放の新たな

優勢を増えて町の品質を向上し、外来者が憧れて地元の者が自慢する居

住・起業・観光に共に相応しい現代化国際大都市を建設できるように努

力する。
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　青島が国際海洋有名都市の建設を提唱したことは、青島の優勢を打ち出し、青島の国際都
市の特色を表し、青島が国際都市を建設する方向性を更に明らかにできる。
　国際海洋有名都市の建設には、ハードパワーとソフトパワーの二つの方面がある。ハードパワー
は主に海洋経済産業と海洋都市特色建設である。ソフトパワーは主に海洋意識である。青島
はハードパワーだけではなく、ソフトパワーを強化する必要がある。ソフトパワーをいかに強化する
か。政府は積極的に取り組みをして指導の役目を果たし、各級の教育機関や科学研究院研究
所も主動に参加し、支えの役目を発揮すること。
　青島には海洋関係のイベントが多数ある。青島国際海洋祭りを開催すべき、青島は青島国
際ビール祭りとヨット試合を基にして、ほかに運営しているイベントを統合して集中し、国内外の沿
海有名都市も誘って特別テーマのイベントを行い、ハイレベルの海洋経済発展フォーラムと特色の
ある海洋博覧会を開き、最終的に国際海洋祭りを国際海洋有名都市の建設の重要なプラット
フォームとする。
　「世界先進レベルの海洋科学技術教育核心区」は山東半島が『全国海洋経済発展「十三
五」計画』に与えられた一つの位置付けである。中国沿海の重要な開放都市として、全市民の
海洋意識を上げて全市民の海洋教育を強めるには、青島は責任感を持って実務を従事するこ
と。そのために、青島は各種類の資源を集合し、海外の進んだ経験を学んで全国ないし世界の
海洋教育科学普及の有名都市を建設する。海洋テーマの博物館を力入れて建設し、全国の
児童少年海洋科学普及教育センターを建設する。
　優勢が明らかで特色がはっきりして、個性の溢れる都市名刺を作るのは青島が国際海洋有名
都市を建設する突破口になるでしょう。青島として、世界各地の海洋都市に行って調査研究を
行い、役に立てる経験を勉強し、海洋産業・海洋食品・海洋景色・海洋体育などの面で十数
枚の青島要素と青島特色を強調する町の名刺を作り、ほかの国内都市が比べ物になれない優
勢特色を形成すること。
　国際的な海洋テーマの会議を開催すると、国際海洋分野の青島の影響力が向上できる。青
島はこのような会議の主催に通じて、国際の海洋革新資源と技術資源を集積し、青島が国際
海洋分野の影響力を上げること。そのために、青島はまず世界有名な海洋会議を知り、青島で
分会場或いは分科会を開けるように努力する。ボアオフォーラムに学んで、自分自身の海洋テー
マのフォーラムを作ればいい。
　国際海洋有名都市を建設する同時に、青島はバランス良い発展を重視し、山東半島沿海都
市の戦略発展合力を形成すること。青島の発展は自身だけではなく、周りの海洋都市の発展状
況を見て各方面の力を集め、山東半島が全体的にバランス良く発展する新しい構造を形成する
こと。ここで、青島は広東・香港・マカオのビッグベイエリアとほかの国際有名なベイエリアの発展経
験を参考し、重複な建設と盲目な競争を避け、役割協調・相互補充・良性交流の発展態勢を
形成してほしい。
　細部に着眼し、短所を補完し、町の管理レベルと居住の心地良さを上昇させるのも、青島が
工夫して研究すべきことである。国際海洋有名都市を建設するには、大きい仕事だけではなく、
やる甲斐のある細かい事項もたくさんある。海洋食品安全、トイレのきれいさ、横断歩道の安全
などの問題も注目すること。細かいことをやりこなし、国際海洋有名都市の文明レベルをアップしよう。

青島労山の風景　撮影/紀春章
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通商青島 シルクロードで連れ立つ

青島の「一帯一路」建設
は著しい成果を挙げてきた
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　今年は「一帯一路」の提案が提唱してから5周年である。中国最初の沿海開

放都市として、青島が「一帯一路」の提案を積極的に応じ、新しいチャンス

をキャッチし、新しい市場を開拓し、新しい発展を図る。

　青島市商務局からのデータによると、今年の前の三つの四半期で、青島企

業が「一帯一路」の沿線国家と地区に対する投資プロジェクトが33個あり、

協議投資額が10.63億ドルで、実際投資額が6.7億ドルであり、415.38%増

えた。

　データの裏側に、青島が「一帯一路」の沿線諸国や地区との地域経済貿易

協力を密接する一連の政策がある：40数回の「通商青島新シルクロード　経

済協力新パートナー」の推進紹介会、中国―上海協力機構地域経済貿易協力

示範区、青島海外工商センター及び国際経済協力パートナーは青島に多数の

「一帯一路」経済貿易協力プラットフォームを構築する。国際都市戦略を実

施し、企業・市場・産業・団地・都市の「五つの国際化」を推進し、青島が

「一帯一路」国際産能協力を強めるには強い駆動力を与える。青島の海鉄連

携運送の実行は、青島が「一帯一路」の沿線国家と地区との「シームレス繋

がり」を実現させる。　

　「新ユーラシア大陸ブリッジ経済回廊の重要な節点、21世紀海上シルク

ロードの主要な節点」というダブル位置付けを有する青島は、開放且つ包容

的な姿で、「一帯一路」が提唱するチャンスの窓口を開き、斬新で壮大な航

行を始める。

シルクロードの新しい対話プラットフォーム

　青島はシルクロードとは縁があり、その縁が千年になる。

　青島市中心から西北に向かって約50キロを走ると、青島属の膠州市であ

る。唐と宋の時代に、膠州の板橋鎮に当時全国の北の方で唯一にある市舶司

が設置され、古代の「海上シルクロード」東線の出航地であった。「人煙市

井、取引き繁盛」。板橋鎮の盛んだ貿易に提携され、膠州湾全体は「商人が

集まる」の重要な海域となった。何百年の間、シルク・磁器・お茶などの貴

重な貨物を満載する船隊がここから出発し、世界へ向かった。
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　現在、同じく青島膠州で、板橋鎮の鳥居からわずか数千メートルの場所

に、団地がある。「一帯一路」の提案によって再び世界の注目を引く。ここ

で、中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区（以下は「示範区」と略称

する）の建設は既に起動した。当該示範区は「一帯一路」の経済協力提唱を

基づき、青島と上海協力機構実業家委員会事務局ユーラシア経済貿易協力産

業団地の戦略協力を元にしたのである。

　物流先導・貿易開拓・産能協力・グローバル発展・団地交流は、青島が当

該示範区に決めた運営体制である。この運営体制では、示範区の中国国内先

導区が青島の全域に面し、核心区は国家クラスの膠州経済技術開発区ユーラ

シア経済貿易協力産業団地を含め、SINOTRANS華中公司、京東物流などの投資

総額238億元の21のプロジェクトを誘致し、契約を締結した。

　現在、起動したエリアで、各種類の建築機械が集まり、パワーを全開して

計画図面を一々現実にする。敷地面積2平方キロの青島経済技術開発区中露地

域協力団地も示範区の核心区域の計画にあり、加速に建設されている。海外

なら、青島の優勢企業が沿線国家産業団地とは一連の海外加工組立て産業の

プロジェクトと貿易物流産業のプロジェクトについて商談している。今は既

に13の上海協力機構加盟国に13億ドルを投資し、23の投資貿易協力重点プロ

ジェクトを建設している。

　将来、示範区は「一帯一路」のグローバル協力配置によって、アジア太平

洋・ヨーロッパの世界経済エリアと放射的に接し、「上海協力機構＋X」の総

体開拓配置を構築する。

　国際化の青島は、「一帯一路」により、対外開放の体制メカニズムを革新

し、もっと多くの協力プラットフォームを建てる。

　現在、青島はシンガポール・韓国・ドイツ・アメリカ・日本・イスラエ

ル・中国香港・イギリス・ロシアで9つの海外工商センターを設立し、相互協

力を開拓する。今年以来、青島が前後して「一帯一路」の沿線国家で40数回

の「通商青島新シルクロード　経済協力新パートナー」をテーマとした経済

貿易促進イベントを開催し、国内外の政府と企業が対話交流・相互投資協力

できるプラットフォームを立ち上げる。青島が全世界にある96の国際経済協

力パートナーは、ほとんどは「一帯一路」の沿線国家と地区である。

産能協力の新パターン

　海に向かって生まれた青島は従来、探求の勇気・開放の度胸・通達の夢を

持つ。ここで誕生した国際化企業も、こういう開放的な遺伝子を継承して

いる。
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　青島のハイアール・ハイセンス・ダブルスター・青建などの国際名企業は、次々

と「一帯一路」に沿って投資貿易を行い、わずか数年で、「一帯一路」協力の模範

となった。

　主業で世界ブランドを合併買収をするのは、青島企業が「一帯一路」に沿って海

外進出をする主なやり方の一つである。

　7月6日に、青島ダブルスターグループは韓国ソールで韓国産業銀行（KDB）とカム

ホタイヤの株式受け渡し式を開催した。ダブルスターグループはカムホタイヤを買

収することによって、グローバルタイヤ業界のトップ10に入り、中国最大のタイヤ

企業となった。「今回の受け渡しはダブルスターとカムホタイヤの新しい発展の出

発点である。新しい出発点とは、世界のタイヤ発展のリーダーから、世界最も偉い

会社の一つになる。」受け渡し式では、ダブルスターグループの董事長柴永勝が自

信満々であり、現場でダブルスターとカムホタイヤの協力を「中韓人民友情の模

範、中韓経済貿易協力の模範、労資友好関係の模範」とするように主張した。

　同じく青島企業であるハイアール、ハイセンスなどの企業も近年来、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・日本シャープなどの

国際名ブランド、営業ネットワークと進んだ技術を次々と合併買収した。

　「一帯一路」の沿線国家と地区で、青島企業が投資でする協力団地やプロジェク

トがますます増える。ハイアールのルバ経済区は商務部に国家クラスの海外協力区

と認定され、中国―パキスタン経済回廊の重点プロジェクトとなる。ハイセンスグ

ループの南アフリカ工業団地はアフリカ大陸の15ケ国の市場をカバーし、現地家電

市場の最大のブランドとなった。瑞昌綿業公司はザンビア・マラウイ・ジンバブエ

などのアフリカの5つの国でコットンの栽培し、油を搾ると糸を紡ぐプロジェクトを

建設し、アフリカの農家20数万世帯に恵みを施す。ほかには、即発グループのベト

ナムの服装生産基地や、賽輪金宇グループのベトナムの特殊タイヤ製造基地、森麒

麟タイヤ公司のタイのタイヤ製造基地もローカルの経済発展を推し進める。

　「一帯一路」の沿線国家と資源の開発及び協力を展開して国際産能協力を推進す

ることも青島に多方面からの好評をもたらした。東方鉄塔公司はラオスでカリウム

砿の資源開発プロジェクトを展開する。青島城市建設投資グループと恒順衆昇グ

ループはインドネシアで青島総合産業団地を建設し、ニッケル鉄鉱石の資源開発と

加工プログラムの建設を展開する。山東電建三公司はパキスタンで請負う発電所プ

ロジェクトが中国―パキスタン経済回廊の初めてのエネルギー関係の協力プロジェ

クトである。

多方式連携運送の新通路

　中国とヨーロッパは「一帯一路」の両端にある。しかし、海と山は障碍ではな

い。走る中国ヨーロッパ列車が中国とヨーロッパの大陸を跨った握手を実現した。

　10月31日の午前中10時18分に、「斉魯号」ユーラシア列車が青島・済南・淄

博・臨沂の四つの都市から同時にスタートし、機械設備や部品・自動車・建築

材・日用雑貨・コーヒーなどの貨物を満載する四つの列車が駅から出発し、モス

コ・タシケント・アスタナなどの「一帯一路」沿線の重要都市に向かった。

　鋼鉄の巨龍を高く架設し、山海を遠く思わない。

　我が国東部沿海地区の初めての多方式連携運送税関監督管理センター―青島港

多方式連携運送センターの西外環鉄道ブリッジでは、二本の軌道が積み重ねるコ

ンテナーから延び出す。この鉄道に沿って、青島が西へ中央アジアとヨーロッパ

に通じ、東へ日韓とアジア太平洋に接し、南へ南アジア諸国と東南アジア諸国連

合と繋がり、北へモンゴルロシア大陸に到着する国際多方式連携運送の貿易物流

通路を建設する。現在、ここでは既に中国ヨーロッパ列車・中国アジア列車・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。国際列車の到着・出発は累計で1084台、7.43万スタンダードコンテナーで

ある。

　多方式連携運送によって、青島が「一帯一路」の沿線国家と地区との連接が緊

密になり、協力も多様になってきた。

　青島港のデータによると、青島―中国アジア国際列車の走行計画では、今年、

青島からアラーサンコー・ホルゴスへの二つのラインが一日二回となり、エレン

ホト・マンシュウリへは週に三回となった。同時に、中国アジア国際列車の開通

も物流時間を大いに節約した。その中で、青島からEUのロシア極東地域への物流

時間が、元々の海上運送の一ヶ月近くから、12-16日に絞った。

　「青島で国際海鉄連携運送を展開するには、立地と時効などの多方面の優勢が

あり、日本が中央アジアとヨーロッパに対して中継貿易を展開する最適な町だと

思う。今後は青島と協力の展開について積極的に検討したい。」10月中旬に、日

本日通中国公司山東エリアの総経理久米崇がわざわざ青島に来て、青島とは上海

協力機構示範区「一帯一路」の海鉄連携運送協力を共に展開することを検討した。

　多方式連携運送に通じて、青島は「一帯一路」の沿線国家と地区との「シーム

レス繋がり」を実現し、海鉄連携運送の列車は次々と古いユーラシア大陸で往復

し、青島が「一帯一路」の沿線国家や地区と協力ウィンウィンの加速度を示す。
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中国―上海協力機構地域経済
貿易協力示範区の建設開始

　先日、中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区核心区の集中工事開始式が開催された。

示範区核心区の第一弾の建設プロジェクトであり、投資総額437億元の26のプロジェクトの工事

開始は、示範区建設が正式に起動したと示す。人民日報が伝えた。

　中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区の国内区は青島の全域をカバーし、「1つの核心

区＋いくつかの連動区」で配置・建設する。核心区は青島の膠州に位置し、合計61.1平方キロで

あり、36.7平方キロの膠州経済技術開発区と24.4平方キロの概念性計画新区を含め、青島膠東臨

空経済示範区・膠州湾国際物流団地・青島大沽河省クラス生態観光リゾートなどの機能区域と

連動し、一体化の連動発展を実現する。

　情報によると、今回集中で工事を開始したプロジェクトは主に示範区核心区内の8.25平方キロ

の国内先導区に集まり、プロジェクトはハイエンド装備製造・人工知能・インテリジェント製

造と電力装備・ホームインテリジェントオーダーメイド・ネットビジネスと現代物流などの分

野に関わる。その中、国内投資プロジェクトが17個あり、投資額が297億人民元である。外資プ

ロジェクトが9つあり、投資総額が20.5億ドルである。

　紹介によると、第一弾の建設プロジェクトには、青島ラバーバレーグループの投資する「一

青島風景

作者：宋暁華
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帯一路」国家経済貿易協力と文化交流特色タウンのプロジェクトが含まれる。当該プロ

ジェクトは、上海協力機構示範区核心区で上海協力機構加盟国国際技術転移センターと

経済貿易協力センターや、ロシアヴォロネジ国立農業大学科学と教育研修機構などの機

関を設立し、経済貿易・科学教育・文化観光を一体化した上海協力機構特色のあるタウ

ンを建設する。当該プロジェクトは上海協力機構示範区と上海協力機構加盟国の重点大

学の生産・学問・研究協力の面での斬新な模索に力添え、上海協力機構示範区知能団地

の建設に土台を定める。

　投資総額100億元の上海協力機構ハルピン工業大学青島国際革新団地と投資総額20億

元のSINOTRANS（上海協力機構）知能物流産業団地も同様に目立つ。上海協力機構ハル

ピン工業大学青島国際革新団地のプロジェクトでは、科学技術経済貿易革新センター・

科学技術経済貿易革新基地・国際科学技術協力基地・国際ネットビジネス基地などを建

設し、科学技術経済貿易革新センターを核心とする生産・人文・生活・サービス・貿易

を集める多機能の「一体化総合体」を作る。SINOTRANS（上海協力機構）知能物流産業

団地のプロジェクトは大口商品・先物受渡し・総合物流・「インターネット＋」コンテ

ナー・低温流通チェーン・国際ネットビジネスなどの業務を展開し、年間の大口商品貿

易額が約10億ドルになると予想し、そして、青島の国際物流キーノードの地位を向上さ

せる。

　「うちのロシアハイエンドパイププロジェクトは主にハイエンド建築材の研究開発と

製造を取り扱い、ハイエンドのエンジニアリングプラスチックやプラスチック合金を生

産し、95%以上的製品は世界の50余りの国に輸出される。」ロシア人商人アンドレー・ベ

ロウソヴは拡張した企業を示範区核心区に置いた理由は、示範区核心区が青島市「海・

陸・空・鉄」の中枢15分間の経済圏内に位置し、青島港対外貿易パス・青島多方式連携運

送税関監督管理センター・青島膠東国際空港などの総合的な機能メリットがあり、国際

に向ける強大な多方式連携運送システムがあること。「企業にとっては千載一遇のビッ

グチャンスである。我々の原材料は近くにある上海協力機構示範区の青島多方式連携運

送センターで入荷・出荷できる。時間もお金も節約できる。」とアンドレーが言った。

　上海協力機構地域経済貿易協力示範区管理委員会のスタッフが述べたように、現在、

示範区核心区の建設が実質的な段階に入り、先日に中露科学技術団地・中露ゴム科学技

術団地・中露医薬科学技術団地の三つのプロジェクトに調印した後、示範区は積極的に

カザフスタン・アルメニアなどの国との相互投資協力を展開している。

青島風景
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　先日、「斉魯号」ユーラシア列車が済南・青島・淄博・臨沂の四つの都市から同時にスタート

した。青島膠州中鉄コンテナー青島中心駅から緩やかに走り出した「斉魯号」列車がパームオイ

ル・植物油・潤滑油・自動車部品・黒茶などの貨物を満載し、全列車は51台の車両があり、102

個のスタンダードコンテナーを載せ、終点駅のカザフスタンアルマアタに12日から15日の間に到

着する予定である。人民日報が伝えた。

　「斉魯号」ユーラシア列車の走行は、山東省が成功に省内のユーラシア列車資源の統合を実現

し、ブランド・時刻表・プラットフォーム・サポート・宣伝を統一した高品質発展の新しい段階

に入った証しである。山東省が引き続き国家の「一帯一路」提案に応じ、対外開放の新しいハイ

ランドを作り、国際物流の大通路を建設し、全方位開放の新しい構造を構築するには強い支えを

提供する。

　情報によると、青島は山東省ユーラシア列車運行の重要な節点都市として、国家の「一帯一

路」及び中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区の建設という重大なチャンスを積極的に

キャッチし、示範区の青島多方式連携運送センターを作り、中鉄コンテナー青島中心駅の優勢を

十分に発揮し、「港と駅が一体化」した海洋・公路・鉄道の多方式連携運送のパターンで、ユー

ラシア列車を主体として「一帯一路」の多方式連携運送総合物流中枢を加速に建設する。

　統計データでは、2015年から、青島がユーラシア列車を累計で552台発車した。今年は今ま

で、既に178台を出した。

　次々と青島から出発するユーラシア一列車で、タイヤ・潤滑油・ゴム・自動車部品・電子製

品・生活用品などを満載している。貨物は主に日本と韓国から、少数は山東省内からである。そ

の中、中央アジア方向は中鉄コンテナー青島中心駅から出発し、膠済線・太中銀線に通じ、新疆

のアラーサンコーとホルゴスのパスから国境を出てカザフスタンに到着し、貨物を分配してウズ

ベキスタン・キルギスタン・トルクメニスタン・タジキスタンなどの国に転送する。中欧方向は

マンシュウリのパスから国境を出て、ロシアの後バイカル国境駅を通してモスコに直行する。　

　言う価値があるのは、今年の8月8日に、初の中央アジア（青島）帰り道の国際列車がウズベキ

スタンの綿糸を満載して青島に到着した。そこから、青島のユーラシア列車がユーラシア貨物を

載せて戻る「役目」を開始した。

　紹介によると、統合後のユーラシア列車は更に四方に通達する国際陸運輸送線路を開通し、東

に日韓・西にヨーロッパとアフリカ・南に東南アジア諸国連合・北にロシアと繋がる国際物流大

通路を滞りなく通じさせ、多方式連携運送の新しい構造を形成し、対外開放の新しいプラット

フォームを固め、「一帯一路」沿線国家との経済貿易協力を推し進める。

青島風景
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「通商青島 ブランドの町」が広交会で好評——

青島は対外貿易の高品質
発展の新しい道を探る

　10月15日から19日までに、第124回の広交会（中国輸出入商品交易会）の第一期が開催され

た。161社の青島取引団の出展企業は8.93億ドルのオーダーを獲得し、前回より2.5%増えた。

　青島取引団が広交会で続々とオーダーを取れた裏には、この町が対外貿易で新しい構造を調整し、

新しい市場を開拓し、新しい方式を探求し、新しい業態を育成し、対外貿易が高品質に発展する新た

な道を開き続ける努力がある。

新しい構造

　貿易の本質とは、需給を合わせることである。

　青島対外貿易が自ら構造を調整し、ローエンドの需要を満たしてローエンドの収益を得ることから、ミド

ル・ハイエンドの需要を満たしてミドル・ハイエンドの収益を得るように変更する。大規模の輸出入から、品

質が高い・値段も合理的な輸出入へ変わり、対外貿易の高品質発展の斬新な発展曲線を描く。

青島風景
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　今回の広交会からのケースとデータは、上記結論の有力な証明である。

　広交会の青島ハイアールエアコンのブースでは、透明のガラスルームの中に

大量のPM2.5のスモークが満ちたが、ハイアールの浄界セルフクリーンニングエ

アコンで3分間以内に浄化された。冷蔵庫のブースで、スタッフがハイアール

の饗宴冷蔵庫から、7日間冷蔵された食材を次々と取り出して、生き生きしい

「野菜の長城」に並んだ。給湯器のブースで、一台の220Vの電流を通した防

電壁給湯器が金魚の泳いでる水槽の上に掛けられ、給湯器からのお湯が水

槽に流れ込んだが、その中の金魚は相変わらず泳いだ。

　これらのハイエンド製品は、青島ハイアールが国際市場に進出する

「エース」製品となった。

　広交会で、ハイアールは饗宴冷蔵庫を主力としたハイエンド冷蔵庫を

もって、EUとカナダから1.2億ドルのオーダーを受注した。浄界セルフ

クリーンニングエアコンは最先端の健康空気ソリューションを提供で

き、南アフリカ・中東・カナダから2.2億ドルのオーダーを獲得し

た。紫水晶洗濯機、エアーウォッシュ洗濯機などのハイエンド製品

もEU・南アフリカ・カナダと順調に1.5億ドルのオーダーを契約

した。

　ブランドと品質で勝つ、これも青島の小型企業が国際オーダー

を取る「エース」である。

　「現在、我々は青島・蘇州・深センでそれぞれ一箇所の研究

開発センターを設立し、ハイエンド製品を革新して研究開発す

ることによってハイエンド国際市場を開拓し、同質化競争を避

け、スマイルカーブの両端に市場・利益・発展を求める。」

広交会にいたが、青島三縺カギ有限公司の責任者王宇輝は

オーダーの量について心配したことがない。「次は、我々

はハイエンド国際市場の需要を満たすために、研究開発セ

ンターを建設し続け、産能を拡大する。」

　対外貿易企業のセルフグレードアップは、青島輸出製

品の構造を最適化している。青島市商務局の統計データ

によると、現在、青島の機械電気製品とハイテク製品

の輸出がそれぞれ42.9%と9.2%を占め、2012年よりは

6.4%と2.7%増えた。そのために、青島が関連政策を制

定し、装備製造業の輸出への融資支持を強化する。

新しい市場

　広交会会場のA、B区のデッキに、肌の色が違う

各国バイヤーは立ち止まって、そこの中央舞台で

行われるイベント―「青島要素」が溢れる「通

商青島 ブランドの町」というグローバル営業

推進紹介会に注目した。推進紹介会では、「中国

―上海協力機構地域経済貿易協力示範区、中国

（青島）国際ネットビジネス総合試験区」の二つ

のテーマはお客様の大きな興味を引き、アメリカ・

イギリス・フランスなどの20数ヶ国からの200名以上

の海外バイヤーが現場の交流に参加した。

　中国―上海協力機構地域経済貿易協力示範区は青島

にもっと多くの注目を招いた。そして、青島の対外貿

易企業が「一帯一路」の新しい市場を深く開拓するには

大きなメリットになった。

　青島ハイセンスの海外成績表が驚いたことだ。今年以

来、北米・ヨーロッパ・南アフリカ・オーストラリアなど

の「一帯一路」の重点市場では、ハイセンスは継続に2桁の

増長態勢を保持している。今年の1月から9月までに、ハイセ

ンスのカナダブランド売り上げが前年同期比95.1%増加し、ハ

イセンスの南アフリカブランド売り上げが前年同期比56.5%増

加し、実にびっくりするようなスピードである。

　青島には、「一帯一路」の市場を深く開拓しているのは、ハ

イセンスのような世界有名な企業もあり、本業に専念する小型企

業もある。

　「弊社は長年、品質が高いチェーンを専門に取り扱い、現在製

品は70数ヶ国と地区に輸出し、その中の大部分は広交会に通じて

『一帯一路』の関連国家や地区に売るのである。」青島征和工業

（グループ）有限公司ブーツの責任者徐大志が紹介してくれた。

　青島の多方式連携運送機能は、中国―上海協力機構地域経済貿易協

力示範区の頼る優勢であり、青島企業が広交会で「一帯一路」の取引

先を獲得するには分銅も加えた。

　「我らのお客様が主にヨーロッパ・オーストラリア・アメリカなどの

国や地区にある。多方式連携運送では出荷の時間が大いに短縮し、オー

ダーを取るには非常に有利である。」と青島青禾人工芝の責任者が述

べた。

　情報によると、現在、青島企業が「一帯一路」沿線の市場と自由貿易区の

市場への輸出比率がそれぞれ52.9%と27.1%に達し、2012年より1.7 %と2%増加

した。企業が国際市場を多角化に開拓することを促進するため、青島は「千の

企業、百の展示会」の相互貿易促進行動計画及び企業の国際市場開拓を支える

関連な支援政策を制定した。

新しい方式

　全国率先して貨物輸出入額・サービス輸出入額・海外投資貿易売上を含めるとい

青島風景
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う「三位一体」の現代国際貿易の運営体制を起動したのは、青島の革新政策である。

　やり方の変更は青島対外貿易に全新な動力を注入した。「三位一体」の新しい現代

国際貿易運営体制の枠組みでは、青島は根気強く輸出と輸入を共に重んじ、オンライ

ンとオフラインを並行し、国際と国内の市場・資源を統括に利用し、新しい対外貿易

の競争力を育ち、著しい成果を収めた。

　青島市商務局の統計データによると、今年の１月から8月までに、青島の国際貿易総

額が778.86億ドルであり、5.8%増加した。その中、貨物輸出入総額が513.36億ドルであ

り、4.5%増加した。サービス輸出入総額が108.5億ドルであり、15.9%増加した。海外投

資貿易売上総額が157億ドルであり、21%増加した。現代国際貿易運営体制は、十分の

動力である。

　その中、国際貿易の「新生の力」―海外投資貿易がこれまでとは異なった新しい勢

力として現れ、青島国際貿易の安定成長を促進するには「汗馬の労」を貢献する。一

連の鮮明なケースが青島海外投資貿易の繁盛を反映している：近年来、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

ケ国をカバーする。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。これらのプロジェクトから生み出した海外売上は、青島の国際貿易の

一部となる。

青島風景
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　サービス貿易の「メインイベント」として、青島のサービスアウトソーシングも同じ

く強い勢いを示している。今年の１月から8月までに、青島のオフショアサービスアウト

ソーシングのソース地は96ヶ国（地区）に達し、その中、アメリカ・日本・韓国・中国

香港は主な発注市場である。ヨーロッパの一部の国からのサービスアウトソーシングの

オーダーも速く増え、特にドイツのが347.8%増加した。

新しい業態

　国際ネットビジネス貿易の新業態・新パターンを育成するのは、正式に青島対外貿易

企業が海外市場を開拓して競争優勢を作る重要なルートになり、広交会で青島代表団の

新しい見所となった。

　「専業の工業装備業者のオンライン営業プラットフォームとして、TOOLOTSは製品と

サービスを一体化にしたネットビジネスプラットフォームである。」「通商青島 ブラン

ドの町」グローバル営業推進紹介会の現場で、TOOLOTS ネットワークテクノロジー（青

島）有限公司の「イメージキャラクター」として、TOOLOTS アメリカ会社サプライヤー製

品ソリューション部門の総監ベン・カトレットの紹介はバイヤーのお客様の興味を引い

た。その後、ベン・カトレットが数名のバイヤーに囲まれて、青島での工業装備のネッ

トビジネスの展開について詳しく語り合った。

　実は、国際ネットビジネスという新しい業態は青島対外貿易の高品質発展を促進す

る新たの動力となっている。

　青島では、国際ネットビジネスが大いに発展している。新錦橋が立ち上げた綿糸の

国際オンライン取引ウェブサイト―「Eコットンヤーン」は中国初のインターネット

を頼りにする輸入綿糸のネットビジネス取引プラットフォームである。新協航が作っ

た国内最初の低温流通国際ネットビジネスプラットフォーム―「鮮雲」では、各種類

の肉製品の年平均輸入数は32万トン以上であり、国内業界のトップである。青建グ

ループは「U材U建」の国際ネットビジネスプラットフォームに通じて、建築材の輸出

と特産品の保税輸入とセットする相互貿易を実現した。１万社以上の国内サプライ

ヤーが新鋭化学の「ECHEMI」垂直ネットビジネスプラットフォームに加入している。

　不完全な統計によると、2017年の年末までに、青島国際ネットビジネス総合試験区

には各種類の国際ネットビジネスサービス企業が2000社以上ある。国際ネットビジネ

スの取引額が全市の対外貿易輸出総額を占める比率は絶えず拡大し、2016年の2.76%

から2017年の4.79%に増え、今年の前の7ヶ月の比率が5.99%に達した。現在、青島国

際ネットビジネス総合試験区には保税輸入・保税輸出・国際ネットビジネス輸出・海

外買い付けで直輸入などの国際ネットビジネスの全般パターンでの実行が実現され

ている。

青島貝殻博物館
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　先日、青島における国家高速列車技術革新センターに、ティッセンク

ルップ磁気技術研究室の進出オープン式が開催された。これが世界トッ

プ500企業、ドイツ工業の産業大手ティッセンクルップが中国初の国家

技術革新センターに正式に進出することを示した。人民日報が伝えた。

　情報によると、双方は磁気技術の研究を巡って革新協力を展開し、中

国中車が未来都市のインテリジェント交通・環境保全・再生可能エネル

ギーなどの分野でもっと多くの技術研究と成果転化を展開することを積

極的に推し進める。

　ティッセンクルップ公司は世界有名な機械製造企業であり、磁気技術

研究開発の分野で世界をリードする。ティッセンクルップ磁気技術研究

室が国家高速列車技術革新センターに進出したら、国家高速列車技術革

新センターの建設を更に推し進める。

　現在、国家高速列車技術革新センターの建設が全面的に加速してい

る。初回に進出した軌道交通システムは国家工程実験室・高速リニア試

作センター・高速リニア実験センターという三つのプロジェクトを集積

し、既に工事を開始して加速に建設している。時代・科学技術・人文・

生態・エコ・省エネなどの特徴を備える「森林式」の国家革新センター

も全面的に建設を起動する。

　情報によると、国家高速列車技術革新センターは世界科学技術の最前

線を狙い、グローバル革新ネットワークに積極的になじみ込み、国内外

の先進企業・研究開発チーム・科学研究院とは分野、業界及び学科を跨

る技術交流及び革新協力を展開し、多様化の技術・人材・プロジェクト

協力の新しいパターンと新しいメカニズムを探求し、開放・協同・ウィ

ンウィン・効率の高い国際化革新協力ネットワークを積極的に構築し、

グローバル影響力を持つ国家技術革新センターになるように努力する。

　紹介によると、革新センターが位置する青島城陽区で、中車四方株式

公司とボンバルディアなどの軌道交通の核心的な関連企業120数社が集

まり、「新幹線＋」の戦略を力強く実施し、資源要素を集めて産業優勢

を強め、「世界新幹線タウン」の建設を推し進める。

　去年、青島が一つの軌道交通装備産業指向の企業誘致専業グループを

成立し、全世界に向けて企業誘致を行う。もっと多くの革新人材とプロ

ジェクトが集まることに従い、青島は軌道交通装備の産業でもっと多い

もっと強い新しいエネルギーを放出する。

青島風景
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　8月の月末に、イギリスの計画専門家シェパードは再び青島八大関観光地の古い

建物の前に立って、いかに都市計画により、町の発展の同時に古い建物を保護す

ると考えた。

　謹厳な計画デザインの仕事を長年従事しているシェパードの普段着はスーツ、

ネクタイと革靴である。彼の言葉の調子が優しく、笑い声が爽やかである。1977

年以来、彼は全世界の2000個以上のプロジェクトデザインに参加し、100数項の国

際と地区の優賞をもらった。

　海外の計画専門家でありながら、中国の都市計画の事情にとても詳しい。その

理由は、イギリスロンドン生まれのシェパードは中国で42年間生活・仕事をして

いる。彼と青島の縁は、10年前からと言える。

　「2008年、中国で12の町を選定し、調査を行った。これらの町にはそれぞれの

シンボル建築がある。その中の一つは、青島である。」初めて青島に着いた頃の

ことを思い出して、シェパードはよく覚えている。「青島は『万国建築博覧会』

の美称がある。あの時、青島市内で二週間滞在し、毎日は最も青島の特色がある

古い建物を探して訪ねた。」

　実地を訪ねた後、シェパードは近所のカフェで約2時間半の時間をかけて、先の

建物のペンスケッチを描き、二週間で、彼は30枚の青島の古い建物を描いた。

　「後で、一部のスケッチを選んで、私が書いた中国の都市計画を研究する本に載

せた。」とシェパードが述べた。彼から見ると、青島は中国の典型的な港都市であ

るので、青島に対する研究をその本の第一部分に入れた。

　時間が経ち、10年後、シェパードは香港青島総会と青島海外懇親会に招待され、

「国際都市計画、古い町保育及び活性化考察団」の主要なメンバーの一人として、

青島の国際都市計画にアドバイスする。

　「青島の経済発展がとても速く、エリアのバランスも相対的に良い。」シェパー

ドが持ち歩くの青島地図を開けて、いくつかのエリアに指差して、話を続けた。

「今回は青島に来て、昔に行った場所以外に、西海岸新区・膠州・平度にも行っ

た。西海岸新区の映画と観光業界の発展が著しい。膠州に新しい空港は建設中。平

度にも発展特色がある。青島の都市版図の広がりは明らかに感じられる。」

　8日間の間に、シェパードが青島市北区・西海岸新区・膠州・平度で、青島計画

展示館・青島飲料グループ有限公司・パリーワイン荘園を見学し、現場で関連なエ

リア計画やプロジェクトを「診断」した。ほかには、『都市改造及び歴史建物の保

護』の公益講座も開いた。

　「町の変化は外見だけではなく、経済発展に伴って生まれた体系構造の変化もあ

る。都市計画は人間本位で、人々にもっとよい生活と発展をもたらすことである。

都市の多数の面、例えば居住・娯楽・教育などの面を考えるべきである。」こうい

う理念に基づき、シェパードは青島の都市計画を特に細かく作成してくれる。「青

島の都市発展は謹厳性がある。計画の時、持続可能な発展を考えること。効率が高

く、多様化に町の特徴を保留する。例えば、青島の古い建物の群落は保留し、そし

てどうやって使用するのを考える。古い建物に通じて、観光者と見学者に町の深い

文化基礎を感じらせる。」

　青島にいる間、シェパードは青島が現在、国際都市の建設を進めていることを

知った。「青島自身の都市条件が非常に良く、基礎が固い。良好な都市計画によっ

て自身の特色を保持することは青島が注意すべきポイントである。」シェパードは

青島国際都市戦略専門家審査団のメンバーとして招かれた。彼は将来、青島との縁

をますます深めると望んでいるらしい。

シェパード



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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