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第１章 調査の目的、手法、報告書の構成 

本章では、以下の３点について記述する。まず、第１節では、本件調査の背景、目的、

対象について述べる。次に、第２節において、調査アプローチや本報告書において重要と

考えられる用語について解説する。 後に、第３節で、本報告書の基本的な構成について

説明する。 

 

第１節 調査の背景、目的及び対象 

 

中国は、１９８８年以降、各種の国家級サイエンスパーク・ハイテクパークを建設して

きた。これらパークは、中国の自主的なイノベーションが展開される重要なプラットフォ

ームの一つと位置づけられており、さまざまな役割を果たしている。中国経済のグローバ

ル化を背景に、日本企業を含む多くの外国企業がこれらパークに進出し、研究開発活動を

行っており、今後これらパークの更なる発展が予想される。本調査は、中国の国家級サイ

エンスパーク・ハイテクパークの現状を調査するとともに、これらパークの今後の動向を

分析することを目的とする。 

以上のような目的のために、本調査では、まず、中国におけるサイエンスパーク・ハイ

テクパークにかかわる基本方針や主要政策、法律・法規を概観するとともに、さまざまな

サイエンスパーク・ハイテクパークの間の相互関係やその全体像を俯瞰し、それらの今後

の動向を探る。また、国家ハイテク産業開発区や国家大学サイエンスパークなどに代表さ

れる、主なサイエンスパーク・ハイテクパークの類型について調査し、現状を把握・整理

する。 

本報告書が調査対象とするパークを以下の１０種類とする。各類型の解説は第２節に記

述する。 

①国家ハイテク産業開発区 

②国家大学サイエンスパーク 

③国家バイオ産業基地 

④国家イノベーションパーク 

⑤中外共同運営国家ハイテクパーク 

⑥国家特色産業基地 

⑦国家ソフトウェアパーク 

⑧国家インキュベータ 

⑨国家帰国留学人員創業パーク 

⑩国家知的財産実証パーク 
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第２節 調査アプローチ及び用語の解説  

 

第１項 調査アプローチ 

 

近年、日本において、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの現状に関する視察報

告や事例紹介が見られるようになり、その中には有益な情報や貴重な示唆を提示したもの

も多く存在する。一方、さまざまなサイエンスパーク・ハイテクパークの相互の関係など、

分かりにくい点が多いことも指摘されている。 

実際、今回の調査対象である中国の国家級サイエンスパーク・ハイテクパークは、必ず

しも 初から国が定めた関連制度に基づいて発足したものではなく、地域レベルの関連パ

ークなどが、中央の関連政策によってその後認定されて国家級のパークになったケースが

多い。 初は１官庁からの承認を得て国家級のパークになり、その後、複数の官庁が関与

し共同で管轄したり、あるいは、中央と地方政府の共同運営となることもある。また、同

一地域が複数の調査対象として重複していることも多い。更に、清華大学サイエンスパー

ク昆山サブパークのように、一つのパークが複数の地域に設立されている場合もある。こ

のようなことから、中国における国家サイエンスパーク・ハイテクパークの全体像は極め

て分かりにくいと言える。 

そこで、本調査は、以下のような多角的なアプローチで進めた。 

 

図 1.1 調査の流れ 
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まず、前述した各調査対象パークの 新リストの入手と、各類型／制度のパークの認定・

承認官庁または所轄官庁などの確認を試みた。本調査報告書をまとめる上でリストが不可

欠であることは言うまでもないが、各類型のパークの認定・承認官庁、所轄官庁などの明
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確化によって、多様なサイエンスパーク・ハイテクパークの誕生、変遷そして発展に影響

を与えた上位政策や関連政策、また、それらの相互関係の一部解明に繋げた。 

次に行ったのは、政策関連資料とパーク関連資料の収集である。前者に関しては、サイ

エンスパーク・ハイテクパークの誕生の時代的な背景や政策的環境、パークが設立される

までのプロセス、及び「火炬計画」（タイマツ計画、後掲第２章第２節参照）との関係を中

心とした関連文献などの収集に注力した。一方、後者に関しては、各パークが公開してい

る公式ＨＰや発行している外資導入ガイド、あるいは、関連イベントで発表された論文集

や紹介資料などの入手や解読に注力した。 

ただし、公式ＨＰが制作・公開されていない、または情報が古く更新されていないパー

クや、情報の公表に消極的と見られるサイエンスパーク・ハイテクパークも少なからず存

在する。このようなパークに対しては、メール調査や電話インタビューを行い、場合によ

っては現地訪問を通じて情報の入手に努めた。 

第３に、効率的な調査を実施し報告書をまとめるために、仮説的な調査アウトプットイ

メージを作成することとした。中国の社会システムや産学官連携の方式、市場メカニズム

の変遷、知的財産諸制度、ハイテク産業の再構築などは、日本と比較してさまざまな相違

が存在する。中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの全体像、現状、今後の動

向についてまとめる際には、これらの違いに留意した。 

  

第２項 用語の解説 

 

本調査報告書における各制度のパークに関する用語について、以下の通り、簡単に説明

する。 

 

①国家ハイテク産業開発区 

国家ハイテク産業開発区は、中国語の「高新技術産業開発区」の訳語である。中関村科

技園区（Zhongguancun Science Park, 中関村サイエンスパーク）、武漢東湖新技術開発区

（Wuhan East Lake Hi-Tech Development Zone）、大連高新技術産業園区（Dalian Hi-Tech 

Industrial Zone）といった表現も存在するが、ほとんどは「地名＋国家高新技術産業開発

区」（National Hi-Tech Industries Development Zone）と言う名称になっている。そのた

め、本調査報告書では「国家ハイテク産業開発区」と言う統一した表現を用いる1。 

 

                                                  
1 中国には、多様な「開発区」と称されるエリアがあるが、必ずしもそのすべてが中国科学技術部に認定されたエリ

アではない。例えば 50 余りの国家「経済技術開発区」（Economic ＆ Technological Development Zone）と言う特

別なエリアも存在するが、これらはほとんどが中国商務部が認定しているエリアであり、基本的に「国家ハイテク産

業開発区」とは組織的にも内容的にも異なる。このようなことを区別するために、日本では「国家ハイテク産業開

発区」と言う表記を用いず、その英訳から「国家ハイテク産業開発ゾーン」と言う表記を使う提言もある（張輝「中国

における高成長が続くハイテク産業の現状及び動向（上）」JST 中国総合研究センターマンスリーレポート、2007

年 6 月 20 日）。 
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②国家大学サイエンスパーク 

国家大学サイエンスパークは、中国語の「国家大学科技園」（National University Science 

Park）の訳語である。前述した中関村科技園区は、日本ではしばしば「中関村サイエンス

パーク」と称されており、同じく「サイエンスパーク」と称されるが、中関村サイエンス

パークと国家大学サイエンスパークとは異なる類型に該当するパークである。 

 

③国家バイオ産業基地 

国家バイオ産業基地は、中国語の「国家生物産業基地」（National Biological Industrial 

Base）の訳語である。国家バイオ産業基地は、後に述べる⑥「国家特色産業基地」と並立

的な概念であり、それぞれが別々の制度である。 

 

④国家イノベーションパーク 

国家イノベーションパークは、中国語の「国家創新園」の訳語である。国家イノベーシ

ョンパークは、中国国家中長期科学技術発展規画綱要とそれに沿って策定されたイノベー

ション戦略・政策の下で、特定のテーマについて、特定の地域の技術的・産業的な特色を

生かしながら、中央関連官庁と地方政府などが共同で設立し、運営している。 

 

⑤中外共同運営国家ハイテクパーク 

中外共同運営国家ハイテクパークは、中国と海外の関係機関が海外にて、または中国に

て共同で設立し運営しているハイテクパークを指す用語である。 

 

⑥国家特色産業基地 

国家特色産業基地は中国語の原語と同様である。国家特色産業基地は、中国「タイマツ

計画」の一環として、中央関係官庁と地方政府の連携強化を通じて、各地域に既存の特色

産業の選択と集中を行い、地域経済の振興に直結させることを目的として設立されたもの

である。中国では国家特色産業基地そのものを「国家タイマツ計画○○○○産業基地」と

称するときもある。 

 

⑦国家ソフトウェアパーク 

国家ソフトウェアパークは、中国語の「国家軟件園」（National Software Park）の訳語

である。現在、国家ソフトウェアパークの中には、「国家ソフトウェア産業基地」と称され

るパークも存在するが、これは前述した⑥国家特色産業基地に含まれるものではない。ま

た、中国では国家ソフトウェアパークそのものを「タイマツ計画ソフトウェア産業基地」

と称するときもある。 

 

⑧国家インキュベータ 
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中国には「科技孵化器」（技術型インキュベータ）と言う用語がある。これは広義には、

前述した②国家大学サイエンスパークや、後述する⑨国家帰国留学人員創業パーク及び「○

○高新技術創業服務中心」、「○○孵化器」と名付けられている対象を含む用語である。し

かし、前節で述べた調査対象の分け方から、本調査報告書で言う「国家インキュベータ」

とは、原則として前述した②及び後述する⑨を除く、国家級の「○○高新技術創業服務中

心」（○○ハイテク創業サービスセンター）並びに「○○孵化器」と称される対象を指す意

味で用いる。 

 

⑨国家帰国留学人員創業パーク 

国家帰国留学人員創業パークは中国語の「国家留学人員創業園」の訳語である。国家帰

国留学人員創業パークは、中国政府が海外にいる留学人員の帰国を奨励する関連政策の一

つとして、海外のハイテク分野の留学人材による帰国起業と、科学技術成果の転化を促進

させる目的で設立し運営しているものである。 

 

⑩国家知的財産実証パーク 

国家知的財産実証パークは中国語の「国家知識産権試点園区」の訳語である。国家知的

財産実証パークは、中国国家知識産権局により実施される「知的財産実証モデル事業」の

重要な部分である。認定された知的財産実証パークは、国家知識産権局により指定された

実証事業を行い、一定の期間を経て再び審査に合格すれば、「実証パーク」から「モデル建

設パーク」へと昇格するとともに、そこで得られた経験や情報は他のパークなどの参考と

して提出される。 

 

⑪規画 

規画は中国語の「規劃」の訳語である。規画は、中央政府や地方政府が策定する中長期

的な構想やプラン、あるいは、政策に用いられる場合が多いが、企業なども中長期的なこ

とを言う場合に「遠景規劃」と言うタイトルを用いる。規画に対し「計画」（原語「計劃」）

と言う用語があるが、これは直近の具体的な目標や案件について、どのように実施するか

と言う点に重点を置く用語である。 

 

⑫条例 

条例は中国語の原語と同様である。しかし、本調査報告書で言う「条例」は特定の地名

が明記されたもの以外、地方ではなく、国家が制定した条例を指す。中国における「条例」

は、日本で言う「地方公共団体がその自治立法権に基づいて制定するもの」に限らない2。 

 

⑬出身企業 

                                                  
2 張輝「中国対外貿易法について」国際商事法務（Vol.24、No.4）1996、p415。 
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出身企業は中国語の「卒業企業」の訳語である。中国では前述した⑧国家インキュベー

タを含む多様なレベルの公的・民間の技術型インキュベータが設けられている。創業のた

めに各インキュベータに入居した企業は、自立できるようになり、あるいは、入居期間を

満了して、インキュベータから独立する。出身企業は、一般的に、自立できる状態で独立

した前者の企業を指す。 

上記の①～⑩で本報告書が対象とするパークの類型を説明した。各名称が独立または並

立しているような記述であるが、各類型のパーク間の関係が、必ずしも独立または並立に

あると言うことを意味するものではないことに留意する必要がある。これらの関係につい

ては、第２章第４節で詳しく説明した。 

また、本報告書では、中国の政府機関、組織、地方などの固有名詞や、重要な専門用語

などについては、基本的に『中国の科学技術力について』（科学技術振興機構研究開発戦略

センター 中国総合研究センター 中国科学技術力研究会、平成 20 年 12 月）に準拠した。

また、中国語の原語を表記する際、原則として簡体字ではなく繁体字を用いるが、日本語

にない漢字の場合については簡体字を用いて表記する。 

 

第３節 本報告書の基本的構成 

 

本報告書は大きく総論（第２章）、各論（第３～８章）、資料の３部で構成されている。 

第１に、「総論」で「中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの全体像」を描く。

具体的には、まず、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの時代的な背景、それにか

かわる基本方針や主要関連政策の制定について述べる。次に、基盤的なパークから多様な

サブパークが生まれてきた発展段階や、サイエンスパーク・ハイテクパークの相互関係を

俯瞰し、それぞれの承認機関や主管官庁などを整理する。 後に、関連政策の 新動向や

代表的なサイエンスパーク・ハイテクパークの動きから、今後の動向を探る。 

第２に、「各論」として、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの現状について述べ

る。記述に当っては、本調査の目的に照らして、①類型ごとのパークの位置づけ（基盤的

あるいは派生的）、②中国科学技術振興への寄与度（相対的な重要性）、③各パークの動向

や将来への影響の大きさ、などの観点から、「主要サイエンスパーク・ハイテクパーク」と

「その他のサイエンスパーク」に大別する。 

「主要サイエンスパーク・ハイテクパーク」については、第３章から第７章で、①「国

家ハイテク産業開発区」、②「国家大学サイエンスパーク」、③「国家バイオ産業基地」、④

「国家イノベーションパーク」、⑤「中外共同運営国家ハイテクパーク」について、その類

型ごとに、概要、関連政策、地域分布と現状、産学官連携、イノベーション及び外資導入

（または国際交流）などの現状を説明する。 

続いて、第８章では、「その他の国家サイエンスパーク・ハイテクパーク」の位置づけや

目的とともに、国家特色産業基地、国家ソフトウェアパーク、国家インキュベータ、国家
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帰国留学人員創業パーク、国家知的財産実証パークについて、類型ごとに現状を述べる。 

以上の第３～８章における各論では、当該パークが誕生した時代背景や流れ、当該パー

クの発展または変遷にかかわる重要政策、当該パークの地域分布、個別制度における近年

の動き、などに重点を置いて記述する。記述に当っては、できる限り正確に、かつ、漏れ

がないことに留意したが、今回の調査対象であるパークのすべてについて詳細なデータが

公表されていないため、パークにより情報量が多少異なっている。 

後に、「資料」として、第３章から第７章で説明した主要類型パークの制度ごとの個票

と、その他パークの制度ごとのリストなどを添付した。 

本報告書の基本的な構成について、下図に示す。 

 

図 1.2 本報告書の構成 
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本報告書で取り上げた、調査対象パーク、関連政策、統計データ、参考文献情報などは、

原則として２００８年１２月末現在のものとするが、詳細については各情報に明記した。 

また、具体的資料として各パークが公開している公式ＨＰ、公式パンフレット、外資導

入ガイド、関連イベントで発表された論文集や紹介資料、新聞記事などを利用したが、中

でも公式ＨＰは２００８年１１月から２００９年２月の間に掲載された内容を参考にした。 
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第２章 中国ハイテクパーク・サイエンスパークの全体像 

本章では、まず、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの時代的な背景と、それに

かかわる基本方針や主要関連政策の制定について述べる。次に、基盤的なパークから多様

な関連パークの誕生へ続く発展の過程や、サイエンスパーク・ハイテクパークの相互関係

について俯瞰し、類型ごとのサイエンスパーク・ハイテクパークの承認機関や主管官庁な

どを整理する。 後に、関連政策の 新動向や代表的なサイエンスパーク・ハイテクパー

クの動きから、今後の動向を探る。 

 

第１節 サイエンスパーク・ハイテクパークの設立の時代背景 

 

前章で述べた通り、本報告書の調査対象は、①国家ハイテク産業開発区、②国家大学サ

イエンスパーク、③国家バイオ産業基地、④国家イノベーションパーク、⑤中外共同運営

国家ハイテクパーク、⑥国家特色産業基地、⑦国家ソフトウェアパーク、⑧国家インキュ

ベータ、⑨国家帰国留学人員創業パーク、⑩国家知的財産実証パークである。この中で、

③国家バイオ産業基地、⑨国家帰国留学人員創業パーク、⑩国家知的財産実証パークを除

けば、いずれのパークも中国「タイマツ計画」（次節参照）に盛り込まれた内容の具現化と

して誕生し、関連政策の策定や施行によって発展したものである。 

１９８７年、国家級ではないが、中国初のインキュベータが武漢で誕生し、その後の発

展により「第１次国家インキュベータ」に認定された。また、１９９１年に「第１次国家

ハイテク産業開発区」が承認され、１９９５年には「第１次国家特色産業基地」及び「第

１次国家ソフトウェアパーク」が誕生した。その後、２０００年に「第１次国家帰国留学

人員創業パーク」、２００１年に「第１次国家大学サイエンスパーク」、２００５年に「第

１次国家バイオ産業基地」と「第１次国家知的財産実証パーク」が認定された。更に、２

００６年に中国初の国家イノベーションパークとなる「国家バイオ医薬国際イノベーショ

ンパーク」の建設が始動した。 

それぞれのパークが認定・誕生した背景として、さまざまな法律や法規、また、多岐に

わたる政策などの環境の整備が進んだことが挙げられる。また、経済発展、産業構造調整、

将来構想などが発展を推進してきたと見られる。法的環境については次節で、また、制度

ごとのパークにかかわる関連政策については次章以降の各章で述べるが、まず、サイエン

スパーク・ハイテクパークが初めて設立された前後の歴史的な背景を以下に取りまとめた。 

中国では１９７８年に「改革・開放」政策が策定され、それまでの「政治闘争」の時代

から「経済再建」の時代に入った。１９８０年代前半以降は経済再建において科学技術を

重視すると言う「科技重視」の考え方が台頭し、外国からの技術導入策が検討・実施され

始めた。続いて「科技重視」の一環として、１９８０年代後半からは、「科技立法」（科学

技術関連の立法）が活発に展開された。１９９０年代前半にはその科学技術「立法」から
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科学技術「戦略」の策定が検討され、「中国科学技術発展綱要」を中心とする関連の国家規

画が策定された。そして、１９９０年代後半には「科教興国」（科学技術と教育による国の

振興）と言う新たな国策が策定された。 

一方、１９８４年の初め、中国「改革・開放」国策の提唱者となる鄧小平が深セン、珠

海、厦門の「経済特区」を視察し、春には大連など１４の沿海都市が「対外開放都市」に

指定された3。更に、海南島を加えた後、珠江デルタ、長江デルタなどが「開放地帯」とし

て認定された。 

これにより｢経済特区｣や「開放地帯」は、国内のみならず外国に対しても開放され、外

資導入への道が開かれることとなり、また、中央政府はこれらの開放都市に優遇措置を適

用することを決定した。これらの市場開放は、商業のみならず工場誘致に広く門戸を広げ、

これに伴って工業生産が拡大し、１９８５年以降、軽工業、消費財部門が中国工業化を牽

引した。その結果、従来、国営企業が中心となって進めてきたエネルギー、運輸、基礎素

材などの産業部門が低迷し、産業のアンバランスが顕在化してきた。 

このような状況下で、中国経済の持続的な発展を追求するためには何が不可欠か、大学

や研究機関の役割と成果の創出や活用にはどのようなシステムが構築されるべきか、中長

期的に必要な産業構造の調整に資するためにはどのような産業を育てるべきか、といった

課題に対応するため、１９８８年８月に、次節で述べる中国「タイマツ計画」が策定・公

表され、中国における「ハイテク産業の育成と振興」が本格的に始動した。 

ここで、「ハイテク産業」と明言された形ではないが、「科学技術による産業の振興」は、

長期にわたって中国政府が繰り返し強調してきた基本的な方針の一つである4。 

１９５０年代の半ば頃から、中国共産党は「科学技術の世界水準に追いつき、追い越せ」

と言うスローガンをかかげ、「十五年科学計画」を策定し、科学研究の発展に向けて総力を

挙げてきた。また、新しい技術革命の波が起こり始めた１９６０年代初めには、「中国の工

業発展に関する決定」を公布し、電子工業などの「新興工業」の発展を速めるよう指示し

た。その後、１９７０年代にいわゆる「四人組」が失脚した後には、工業、農業、科学技

術、国防の「四つの近代化」が改めて唱えられ、中でも科学技術の近代化が「四つの近代

化」の鍵であると見なされた。 

更に、１９８８年に公表されたタイマツ計画において、中国におけるハイテク産業の育

成や振興の本格化が提起され、同計画の下、１９９１年に第１次国家ハイテク産業開発区

が認定された。これを皮切りに、国家級のサイエンスパーク・ハイテクパークが次々と設

立されることになった。 

                                                  
3 14 の対外開放都市とは、大連、秦皇島、天津、煙台、青島、連雲港、南通、広州、上海、寧波、温州、福州、湛

江、北海である。 
4 呉敬璉（中国社会科学院大学院教授、国務院発展研究センター研究員）「技術よりも制度を重視するわが国の

ハイテク産業の発展について」中国の産業と企業（2001 年 8 月 6 日）。 
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第２節 基本方針や主要関連政策の制定、変遷 

 

本節では、まず、各サイエンスパーク・ハイテクパークの誕生に関する法的環境につい

て述べ、次に本報告書の調査対象である多くのパークの政策的根拠となる、タイマツ計画

をはじめとする、主な関連政策を説明する。 後に、各サイエンスパーク・ハイテクパー

クに広くかかわると見られる、その他の関連政策についても述べることにする。 

 

第１項 サイエンスパーク・ハイテクパークの誕生に関する法的環境 

 

本報告書の調査対象であるサイエンスパーク・ハイテクパークの誕生の背景の一つとし

て、関連する法的環境が整備され、維持されてきたことが挙げられる。しばしば「政策優

先」や「人治国家」と言われる中国では、前節で述べたように、「科技重視」（科学技術を

重視する）の一環として、１９８０年代後半以降「科技立法」（科学技術関連の立法）が活

発に行われ、また、イノベーションシステムの改革も始まった。このような科学技術関連

の立法、及びイノベーションシステムの改革に関連した政策が、各サイエンスパーク・ハ

イテクパークの誕生及び発展におけるマクロ的な法的環境となった。 

中国では１９８０年代半ばまで、企業、大学、公的研究所においてそれぞれ独立した形

態でのイノベーションシステムが採られていた。しかし、１９８５年に「科学技術体制の

改革に関する決定」（中国国務院）が発表され、従来のイノベーションシステムの改革が始

動した。この改革は、①政策イノベーションとキャッチアップ・ステージ（1985～1992 年）、

②技術イノベーション・ステージ（1992～1998 年）、及び③知的財産を重視する国家イノ

ベーション・ステージ（1998 年以降）の３つの段階を経て進められた5。 

第１段階の「政策イノベーションとキャッチアップ・ステージ」では、従来の計画経済

体制下の制度改革が行われた。１９８５年に「科学技術体制の改革に関する決定」が発表

され、科学技術体制、とりわけイノベーションシステムにおけるさまざまな問題を解消す

るための制度改革6や、国家重点計画が打ち出された。また、科学技術と産業の連携につい

て、技術市場を形成する上で不可欠な基盤となる「特許法」や「技術契約法」が制定され、

市場のイノベーション促進策として、国家ハイテク産業開発区の建設や、技術交流及び技

術コンサルティングを業務とする民間技術型ベンチャーの設立が奨励されるようになった。 

                                                  
5 本項の作成に当たって、以下の文献を参考にした。董潔・朱茜「論高校在国家創新体系中的地位和作用」中

国科技論文在線（2005 年）、元橋一之「中国のイノベーションシステム改革と産業競争力の展望」海外投融資

（2004 年、 No.11）、張輝「中国・日本・美国三国科学技術政策及法制動態的比較研究」科学学与科学技術管

理（1993 年、No.1）。中国の計画経済の体制下におけるイノベーションシステムは、企業、大学、中国科学院を

中心とする公的研究所が独立した形態をとっていた。国有企業は計画経済に基づく生産に従事し、大学は教育

機関であり、また、公的研究所は科学技術研究を行うための機関と言うように、そのミッションは明確に定義され、

それぞれが分断された構造となっていた。 
6 例えば、公的研究機関は、基礎研究、応用技術開発、社会公益的研究や農業研究を行う３つの機関に分類さ

れ、基金制による一定額の補助や事業費の縮小、一定期間後の活動停止等厳しい方針が打ち出された。 
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第２段階の「技術イノベーション・ステージ」は、鄧小平による「南巡講話」によって

市場経済改革路線がより明確に示された１９９２年に始まり、１９９８年まで実施された

改革である。ここでの重要施策の一つに、産業技術にかかわる分野の開放と市場経済下で

の「ハイテク産業の育成の本格化」が挙げられる。これは、本報告書でも指摘しているよ

うに、市場経済への移行を目指した経済改革の動きとも相まって大きな成果をあげた。ま

た、この段階で、公的研究機関や大学における技術をベースとした企業のスピンアウトな

ど、前述した大学発技術型ベンチャーの設立が促進された。 

市場経済化におけるこれらのイノベーション改革の動きを受けた１９９８年以降の第３

段階「国家イノベーション・ステージ」は、前述した「科教興国」を前面に打ち出し、国

全体としてのイノベーションシステムの構築が図られた時期である。「科学技術進歩法」や

「科学技術成果転化促進法」などによって、産学官連携に関する制度整備が幅広く行われ

た。この段階において、中国におけるイノベーションを担う主体が公的研究機関から企業

へと大きくシフトすると同時に、サイエンスパーク・ハイテクパークの建設に必要な法的

環境が整備されることとなった。 

 

表 2.1 サイエンスパーク・ハイテクパークに資する主な政策等 

No 制定時期 名称 性格 発効機関 

１ １９８４年 特許法 法律 全人代 

２ １９８５年 技術移転に関する暫定的規定 法規 国務院 

３ １９８５年 科学技術体制の改革に関する決定 政策 国務院 

４ １９８７年 技術契約法 法律 全人代 

５ １９８８年 科学技術者の兼業に関する意見 政策 科学技術委員会 

６ １９８８年 科学技術体制改革の深化に関する決定 政策 国務院 

７ １９８８年 タイマツ計画 政策 国務院 

８ １９９３年 科学技術進歩法 法律 全人代 

９ １９９６年 科学技術成果転化促進法 法律 全人代 

10 １９９９年 科学技術型中小企業技術創新基金 政策 国務院 

出典：張輝、JETRO 等主催セミナー講演レジュメより（2004 年 4 月 20 日） 
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第２項 主要関連政策 

 

（１）中国「タイマツ計画」関連 

本報告書の調査対象である１０種のサイエンスパーク・ハイテクパークの中で、国家バ

イオ産業基地、国家帰国留学人員創業パーク、知的財産実証パーク以外のすべてが、中国

「タイマツ計画」にかかわり設立されたものである。中国「タイマツ計画」が策定された

背景については既に前節で述べたが、ここではその目的、位置づけ、内容、実施機関を中

心に説明する。 

中国「タイマツ計画」は、下表に示すように、中国における主なハイテク研究開発及び

商品化・産業化の促進に関する一連の計画の中で誕生した経緯を持つ。 

 

表 2.2 中国における主なハイテク研究開発及び商品化・産業化促進計画 

名

称 

国家科技 

攻関計画 
星火計画 

国家高科技 

研究発展計画 

火炬（タイマツ）

計画 

国家重点基礎

研究発展計画 

開

始 
１９８２年 １９８５年 

１９８６年 

（別称８６３計画） 
１９８８年 

１９９７年 

（別称９７３計画）

趣

旨 

 

国民経済や社会

の発展を方向付

けるキーテクノロ

ジーについて、産

業技術のレベル

アップを図る 

 

科学技術を通じた

農村経済の工業

化・現代化、郷鎮

企 業 の 発 展 、 及

び農民生活水準

の向上を目指す 

 

中国の現状に照ら

し、主として経済社

会に影響が大きい

と設定される技術

分 野 に 重 点 を 置

き、経済・社会の発

展に資する 

 

改革開放の全体

方針を貫徹し、市

場のニーズに基

づいてハイテク成

果の商品化、ハイ

テ ク 商 品 の 産 業

化、ハイテク産業

の国際化を進め

る 

 

 

国家戦略に関係

し、経済社会の発

展に重大な影響

を及ぼすような重

要課題で、世界レ

ベルで基礎研究

を行う 

主

要

分

野 

 

農業、情報技術、

資源・環境、材料

 

農産物の生産力

強化、建材、食品

の付加価値加工

等 

 

生物、航空宇宙、

情報技術、材料、

自動化 

 

電 子 、 IT 、 バ イ

オ、医薬、素材、

製造、航空宇宙、

海洋、核応用、省

エネ、環境保護、

農業等 

 

 

農業、情報技術、

環境資源、人口と

健康、材料 

出典：津上俊哉「“カエル跳び”できない中国のハイテク」（デジタルコラム、2002 年） 

 

中国「タイマツ計画」は、中国のハイテク産業を発展させるための指導的計画である。

１９８８ 年８月、国務院に認可され、科学技術部により実施された。同計画の目的は「科

教興国」（科学と教育による国家の振興）の発展戦略の遂行、改革開放の方針の徹底の他、

中国の科学技術の優位性と潜在力を十分に発揮し、市場ニーズに応じて、ハイテク成果の

商品化、ハイテク商品の産業化、及びハイテク産業の国際化を促進することである。 

タイマツ計画の内容としては、①ハイテク産業の発展に必要な環境作り、②国家ハイテ
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ク産業開発区及びハイテク創業サービスセンターの設立、③タイマツ計画プロジェクトの

企画や推進、④国際協力の強化とハイテク産業の国際化の推進、⑤ハイテク産業の振興に

必要な人材の育成や誘致、などが挙げられる。 

①に関する具体的な施策として、(ｲ) 広範囲にタイマツ計画の宣伝キャンペーンを行うこ

と、(ﾛ) ハイテク産業の発展に対応し関連政策、法律、規制を立案すること、(ﾊ) 良好な支

援環境を整備しハイテク産業発展に適応する管理システムと運営メカニズムを確立するこ

と、(ﾆ) 融資ルートを拡大させ投資リスクのメカニズムを確立すること、(ﾎ) 国内外の情報

ルートを拡大し情報ネットワークを設立すること、(ﾍ) 現実に基づいた中長期の発展計画と

実施計画を作成すること、などが含まれる。 

②で言う「ハイテク産業開発区」はタイマツ計画の重要な構成要素であり、改革開放と

社会主義市場経済の発展の必然的な結果でもある。同開発区は、知識の集積と開放的な環

境条件の下で、主に中国の科学技術と経済力に基づき、環境の部分的な改良を通じ、科学

技術の研究成果を 大限に生産力に転換することを目的とし、国内と海外市場に向けて中

国のハイテク産業を集中的に発展させる地域である。 

一方、「ハイテク創業サービスセンター」は、外国のインキュベータ開発の経験を参考に

し、中国の実情を考慮して設立された、新しい社会公益型の科学技術サービス機関である。

ハイテク企業の育成及びハイテク企業の設立に総合的なサービスを提供することを目的と

する。 

③もタイマツ計画の重要な構成部分であり、計画のスタートポイントでもある。タイマ

ツ計画プロジェクトは、国内外の市場ニーズに応じ、国、地方、各業界の「科学技術攻関

計画」、ハイテク研究開発計画、及びその他の研究成果に基づいて、ハイテク製品が発展し

産業化されることを目標にしている。先端的なレベルや国内外の市場の大きさ、経済効果

が期待されるハイテクプロジェクトを選び、タイマツ計画プロジェクトとして実行するこ

とにより、ハイテク企業または企業グループを形成することを目指している。 

④で言う国際協力の強化とハイテク産業の国際化の促進とは、タイマツ計画の主要な内

容であり、ハイテク製品の国際市場への進出とハイテク産業の国際化の推進を助成するた

めに、平等と相互受益の上に政府と民間のルートを通して、各国・地域との広範囲の協力

を確立し、技術、金融、企業、商業などの各業界との交流を積極的に行うことである。 

⑤の「人材の育成や誘致」はハイテク産業の発展の鍵であり、ハイテク成果の商品化、

ハイテク商品の産業化、ハイテク産業の国際化を保障するものである。多数の有能な管理

経営人材の育成は、タイマツ計画の成否にかかわる重要なものである。これらの人材は技

術者であり、常に競争心を持ち、創造性に優れた開拓型であるとされている。 

中国「タイマツ計画」の実施機関は、中国科学技術部に直轄される事業法人「中国科学

技術部タイマツハイテク産業開発センター」（以下、「中国タイマツセンター」と呼ぶ）で

ある。その組織図は下図の通りである。 
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図 2.1 中国タイマツハイテク産業開発センターの組織図7 
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 出典：中国科学技術部 HP（2008 年 12 月）を基に技術経営創研が作成 

 

                                                  
7 中国における官庁及びその関連組織は、基本的に、部、司、処、科、組と言う順序で設けられている。中国語の

「科」は日本語で「課」に訳されることが多い。 
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中国タイマツセンターは、中国「タイマツ計画」の具現化に必要な環境整備、組織化、

実施推進、政策立案、指導などを任務とする機関で、国家ハイテク産業開発区にとどまら

ず、国家特色産業基地や国家技術型ベンチャーインキュベータなどの認定や、ハイテク製

品目録の原案策定なども行っており、中国におけるハイテク産業の主要推進機関に位置づ

けられている。 

「タイマツ計画」が策定・公表されてから、本報告書で説明する国家ハイテク産業開発

区、国家大学サイエンスパーク、国家インキュベータ、国家ソフトウェアパークなどに関

する個別の政策も策定されてきたが、これらについては後掲の関連章節で述べる。 

中国タイマツセンターの近年の活動としては、２００８年８月に中国国家中長期科学技

術発展規画綱要の方針に沿って、「国家ハイテク産業化及び環境整備（タイマツ）に関する

第１１次５カ年発展綱要」及び「国家ハイテク産業開発区に関する第１１次５カ年発展規

画綱要」を策定した。 

 

（２）中国「タイマツ計画」以外の関連政策 

タイマツ計画以外の関連政策としては、①国家バイオ産業基地に関連する中国バイオ産

業政策として、中国初の「国家バイオ産業発展５カ年計画」、②国家帰国留学人員創業パー

クに関連する中国留学生政策として、「中国帰国留学生による技術型ベンチャーの創業支援

策」、③国家知的財産実証パークに関連する中国知的財産政策として、中国初の「国家知的

財産戦略綱要」、などが挙げられる。これらの政策については、後掲の関連章節に記述する。 

 

第３項 その他の関連政策 

 

本項では、多様なサイエンスパーク・ハイテクパークの中でも、特に国家ハイテク産業

開発区やソフトウェアパークにおける外資優遇政策や、国家大学サイエンスパーク、国家

インキュベータ、国家帰国留学人員創業パークで起業する技術型ベンチャーに深く関係す

る支援策について述べることにする。 

まず、国家ハイテク産業開発区やソフトウェアパークの発展に貢献する外資系企業に対

する優遇税制についてであるが、国の関係法規によって定められる部分（次頁の表参照）

と地方条例もしくは事業によって与えられる特恵の部分で構成されている。 

２００７年３月に開かれた全国人民代表大会（日本の国会に相当）において、外資優遇

税制を撤廃する「企業所得税（法人税）法案」が採択された。これは、２００８年１月に

国内企業と外資系企業の税率を２５％に一本化した上で、内外資を問わずハイテク化や環

境保護に貢献する企業を優遇しようとする内容である。いわゆる２免３減（利益が出た年

から２年は免税、その後３年は５割の減税）優遇策も、段階的に廃止される。 

しかし、ハイテク企業に対しては、５年間の経過措置が設けられるなど、税制優遇策が

引き続き与えられる。このことは、中国政府が、産業政策、財政・税制面での政策実施を
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通し、外資系企業に技術研究開発を促し、知的財産権の現地化を推進させると言う狙いが

あるものと考えられる8。 

 

表 2.3 国の関係法規によって定められる外資優遇政策 

優遇措置 対象条件 内  容 

ハイテク企業 １５％で２年免税３年半減 

企業所得税 
先進技術企業 

１５％または２４％で２年免税３年半減後、更に、３

年間半免の延長あり 

地方所得税 － 免税 

 ハイテク企業 
総投資額にかかわらず免税(「国家高新技術産品目録」

にある品目を生産する場合) 

関税 先進技術企業 
更新用の設備・部品・備品を自己資金で輸入する場合

に免税 

付加価値税 

（増値税9） 
ハイテク企業 

付加価値税の輸出還付率が税率以下の場合、全額

（17％）還付(「国家高新技術輸出産品目録」にある

品目を生産、輸出する場合) 

出典：法律事務所ホームロイヤーズ（2001 年） 

 

次に、中国における創業支援の関連政策は、国家インキュベータや国家帰国留学人員創

業パークに入居する技術型ベンチャーに深く関わるが、整備が比較的遅れていると指摘さ

れていた。しかしながら、２００５年１１月１４日、中国「創業投資企業管理暫定弁法」（ベ

ンチャーキャピタルに関する暫定的規定）が中国国務院の承認を経て公布され、以後、着

実に整備が進んでいる。この規定は国家発展改革委員会など１０の国家機関が合同で制定

したものであり、これによりベンチャーキャピタルは法的な保護を受けることになった。 

発展改革委員会の責任者によると、「弁法」は、ベンチャーキャピタルの設立について、

次の点を規定している。 

第１に、投資家の数や投資家１人当たりの投資額を規定し、ベンチャーキャピタルの私

募による資金調達活動に対して法的根拠を与えている。第２に、ベンチャーキャピタル会

社が投資管理顧問をマネジャーに任命し、投資管理顧問に投資管理業務を委託することを

認め、委託管理に必要な法的保護を提供している。第３に、ベンチャーキャピタルの資本

                                                  
8 例えば、2008 年 4 月 22 日、中国商務部が発表した「2008 年全国外商招致業務指導意見」はまさにこの姿勢を

示す一例である。尚、中国の税制一般についての参考文献として、近藤義雄「中国の税制改革について」第 2 回

中国研究会資料 http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kouryu/h16/chu16_02b.pdf （財務省、平成 17 年 2 月

18 日）。 
9 増値税は、一般的に付加価値税/VAT（Value Added Tax）と言われ、中国で商品を購入した際に支払う税金で

ある。増値税は、最終製品が中国から輸出される際に還付の対象になる場合がある。参考文献の一例として、近

藤敏「外資系企業と中国の税制（中国の増値税についての一考察）」金属資源レポート（2006 年 3 月）p127～

131。 
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金調達を一部猶予している。例えば、資本金３０００万元以上の会社を設立する場合、設

立当初の調達額は１０００万元とし、残りは設立後の５年以内に用意すればよい。 

また、同弁法はベンチャーキャピタルの運営についても具体的に規定している。 

これについて、２００７年１２月２６日、中国科学技術部副部長（副大臣）の呉忠沢は

「中国の資本市場におけるハイテク産業並びに中小企業の刷新などは夢のまた夢だ。これ

はベンチャー投資についても同じことが言える」と指摘し、「この５年、中国のハイテク産

業は年平均２７％の急成長を続け、総生産額は製造業の１６％を占めている。しかし、中

国の資本市場はまだ規模が小さく、多層的な資本市場もいまだ形成されていない」と問題

提起した。 

更に、同氏は「ハイテク産業の発展を妨げている中国における資本市場の不完全性は、

次の５点に集約される」との見解を示した10。 

これらは、①上場の条件が過度に厳しく、中小企業にとって資金調達に際してのプレッ

シャーが大きすぎること、②株式譲渡のシステムが整っていないため、市場ニーズが市場

に正しく反映されないこと、③財産権取引市場におけるリソースの統合が健全化されてい

ないため、市場の発達がアンバランスになっていること、④債券市場の発展が株式市場よ

りも立ち遅れており、企業の債券発行規模が小さいこと、⑤新興市場が形成されておらず、

ベンチャー投資の発展が資本市場の制約を受けていることである。 

このような問題の解決に資する対策の一つとして、前述したように、中国国務院の承認

によって、１９９９年に設立された「科学技術型中小企業技術創新基金」（科学技術型中小

企業イノベーション基金）が、資金の無償提供や融資利息への補助などの支援を行ってい

る。 

例えば、重要プロジェクトの場合、２００万元を越えない範囲での資金の無償提供や、

融資の利息に対する支払い補助、また、登記資本の２０％を超えない範囲での資本金の出

資などを通じて、技術開発型中小企業のイノベーション活動を支援している。これは技術

成果の商品化、ハイテク商品の産業化、特色のある中小企業の育成を加速化するとともに、

中国における産業構造の調整、内需の拡大、新たな雇用機会の創出などに資するものであ

る。同基金の２００３年の実施状況は合計１１９７ 件、６億６３８２万元で、支援した技

術分野は下表に示す通りである。 

 

                                                  
10 新華網「中国資本市場、ハイテク産業の発展を阻害 」2007 年 12 月 26 日。 
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表 2.4 科学技術型中小企業技術創新基金の実施状況（２００３年） 

支援した技術分野 

電子・情報 ４５６件 ２億３，９６０万元 ３６．１％ 

バイオ・医薬 ２０８件 １億２，５８０万元 １９．０％ 

新材料 １７２件 ９，９１５万元 １４．９％ 

光機電の一体化 １９９件 １億７７２万元 １６．２％ 

資源・環境 ９８件 ５，７１０万元 ８．６％ 

新エネ・省エネ ６３件 ３，３９５万元 ５．１％ 

その他 １件 ５０万元 ０．１％ 

合  計 １，１９７件 ６億６，３８２万元 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

２００７年７月５日、北京にて、中国国家発展改革委員会の高官である王黎明は、「中小

企業は既に中国の技術革新の主体となった」と明言した。中国の中小企業は４２００万社

に上り、企業総数の９９％以上を占め、宇宙航空、新型バイオ製薬、遺伝子プロジェクト、

電子通信などの分野で自主開発による多くの技術・ノウハウを持ち、太陽エネルギー、節

水型の灌漑、海水淡水化などの環境保護分野でも技術革新の成果を挙げていると述べた。

また、今後、中国は、「中小企業促進法」などの法律を一層整備し、中小企業の発展に有利

な財政、税収、金融政策を検討し、中小企業の資金問題を解決することにより、それらの

企業の健全な発展を促進することに力を入れていきたいと述べた。このことは、本報告書

の調査対象である多様なパークに立地する中小企業にとって、重要な考えである11。 

 

第３節 基盤的なパークから多様な関連パーク等の誕生への発展 

 

中国における国家級のサイエンスパーク・ハイテクパークの設立は、各地での国家ハイ

テク産業開発区の設置によって始まった。その後、前述した政策の下に、地域的な優位性

を生かしながら、国家ハイテク産業開発区の地域内、あるいは、地域を別にしても密接な

関係を持ちながら、国家ハイテク産業開発区と言う基盤的なパークから多様なサブパーク

または関連パークへと発展してきた。 

中国政府は「改革・開放」策を打ち出してから、深センや珠海などを「経済特区」に指

定し、従来の計画経済の体制下では不可能であったさまざまな実験を行った。そして、そ

こで成功した経験を他の地域へと広げていくことにより、経済発展が点から線、線から面

へと漸進的に拡大していった。設立の目的や取り組む分野などは異なるが、中国における

国家級のサイエンスパーク・ハイテクパークの設立、拡大、発展の経緯にも同様の形態が

                                                  
11 中国国際放送局日本語部「中小企業、中国の技術革新の主体に」（2007 年 7 月 5 日）。 
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見られる。 

後述するように、これらパークは、必ずしも同一の政府機関により認定または承認され

運営されているとは限らない、と言う点に留意が必要である。 

 

表 2.5 サイエンスパーク・ハイテクパークの誕生時期 

時期 名称 備考 

１９９１年 国家ハイテク産業開発区  

１９９５年 国家特色産業基地  

１９９５年 国家ソフトウェアパーク  

１９９９年 国家インキュベータ  

２０００年 国家帰国留学人員創業パーク 認定方法は非公開 

２００１年 国家大学サイエンスパーク  

２００５年 国家バイオ産業基地 認定方法は非公開 

２００５年 国家知的財産実証パーク  

２００６年 国家イノベーションパーク 特定の制度はない 

出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成（2008 年 12 月） 

 

ここで言う多様なサブパークとしては、まず、国家ハイテク産業開発区自身がサブパー

ク化して作られたものがある。国家ハイテク産業開発区のほとんどは、その中に「子園」（サ

ブパーク）を設けている。例えば、情報産業サブパーク、バイオ製薬サブパーク、研究開

発サブパーク、生産販売サブパークといった名称であり、あるいは、「子園」と明記がなく

ても実質的にそのように設置されている。一方、多様な関連パークは、異なる認定機関に

より新たに設立されたパークである。例えば、国家発展改革委員会の認定を得て設立され

た国家バイオ産業基地、国家人事部などの認定により設立された国家帰国留学人員創業パ

ーク、国家知識産権局により認定された国家知的財産実証パークなどである。 

国家ハイテク産業開発区によっては、無錫国家ハイテク産業開発区のように、設立され

た後、中国科学技術部の認定手続や地方政府のルールに従って、その面積が拡大されたも

のも存在する。このような場合、現地では「無錫国家ハイテク産業開発区」の外に「無錫

新区」と言う表現が用いられる場合も多い。また、拡大の方法は、同一の地域を原点とし

た拡大と、上海張江国家ハイテク産業開発区のように、張江地域と直接繋がっていない異

なる地域に新たに設けられると言う事例も実在する12。 

下表に、2008 年 12 月現在で確認された類型別のパーク数を取りまとめた。基盤的なパ

ークと関連パークとの関係で見れば、例えば、次章から説明するように、国家ソフトウェ

アパークのほとんどが国家ハイテク産業開発区の中に設けられており、国家知的財産実証

                                                  
12 本報告書の調査対象である 10 種のサイエンスパーク・ハイテクパークの具体的な構成や面積、または立地につ

いては、把握した範囲内での参考情報として、後掲資料に取りまとめた。 
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パークの多くは国家ハイテク産業開発区そのものである。他方、国家特色産業基地と国家

インキュベータは国家ハイテク産業開発区の外に設けられるケースが多い。 

 

表 2.6 中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの類型 

No 名称 基地数 資料参照先 

1 国家ハイテク産業開発区 ５４ 

2 国家大学サイエンスパーク ６２ 

3 国家バイオ産業基地 ２２ 

4 国家イノベーションパーク ３ 

個表 

5 中外共同運営国家ハイテクパーク ７ － 

6 国家特色産業基地 １７２ 

7 国家ソフトウェアパーク ２９ 

8 国家インキュベータ １９８ 

9 国家帰国留学人員創業パーク ２１ 

10 国家知的財産実証パーク ２７ 

リスト 

出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成（2008 年 12 月） 

 

第４節 サイエンスパーク・ハイテクパークの主管官庁・機関 

 

中国における国家サイエンスパーク・ハイテクパークは、中国国務院の承認を得て設立

されるケースと、該当中央官庁または複数の中央官庁の認定を受けて設立されるケースと

がある。しかし、その後の運営、または各パークの具体的な事業内容の取り組みによって

関連する機関が替わる場合もあり、また、中央レベルと地方レベルの共同推進によって展

開されるパークも少なくない。これらの結果、個々のサイエンスパーク・ハイテクパーク

に対して複数の機関が関係したり、互いの関係が錯綜することも少なくない。 

例えば、５４カ所の国家ハイテク産業開発区の中の一つである「武漢東湖新技術開発区」

（Wuhan East Lake Hi-Tech Development Zone）は、１９９１年３月、中国国務院の承

認を受けて第１次国家ハイテク産業開発区のグループに入った。その後、２０００年７月

に中国科学技術部、外交部の認定により「ＡＰＥＣオープンハイテク産業パーク」、２００

１年７月に国家計画委員会（現国家発展改革委員会13）の認定により中国唯一の「国家光電

子産業基地」、２００７年４月に国家発展改革委員会の認定により「国家バイオ産業基地」

となった。更に、２００７年１１月には、本報告書の調査対象ではないが、国家標準化管

                                                  
13 国家発展改革委員会は、中国国務院体制改革弁公室の機能と、前国家経済貿易委員会の一部機能を吸収し

た前国家発展計画委員会をもとに、2003 年 5 月 6 日に正式にスタートした国家級のマクロ統制を行う行政機関で

ある。経済・社会発展政策を総合的に研究・制定し、全体のバランスを保ち、経済全体の体制改革を指導するマ

クロコントロール部門に当たる。 
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理委員会14の指定により「国家ハイテク産業標準化モデルゾーン」となった。また、前述し

たように、中国初と言われるインキュベータも武漢国家ハイテク産業開発区の中に設けら

れている。 

このような状況から、武漢東湖新技術開発区は、他の国家ハイテク産業開発区と同様に、

基本的には中国タイマツハイテク産業開発センターが主管・指導しているが、日常的な運

営は武漢市政府が行っている。その一方で、サブパークの多様な事業内容にかかわる他の

関連機関とも多層的な関係を持つようになった。特に、ソフトウェアを含む情報産業、バ

イオ産業、現代農業、資源産業といった特定分野に重点を置いた国家ハイテク産業開発区

は、中国工業・情報化部、中国国家発展改革委員会、中国農業部、中国衛生部、及びそれ

らに所轄される関連研究機関などとも多様な関係を持っている（詳細は次章からの説明や

後掲資料・個票を参照）15。 

以上のように、中国におけるハイテク産業の育成、集積、発展と言う中長期的な目標の

実現に向けて、「国家科学技術委員会」の時代から策定された中国「タイマツ計画」の継続

的な具現化が進められている。特に国家ハイテク産業開発区や国家インキュベータなどの

事業推進や発展に当たっては、現在も中国科学技術部が中心となっている。中国科学技術

部に所管される事業法人であるタイマツハイテク産業開発センターが、「発展高科技、実現

産業化」（ハイテクを発展し、産業化を実現する）と言う重大な任務を実現するために、「国

家目標、地方組織、市場導向」（国家の目標を立案し、市場ニーズを満たすように推進する

方向で、地域が主体的に実施する）と言う方針の下に、時には国家大学サイエンスパーク

に関する共同認定など、関連官庁の所管機関と共同で、特定分野の具体的な政策の立案や

運営の指導業務を行っている場合が多い。 

一方、国家発展改革委員会は、中国におけるハイテク産業全般を視野に、マクロ面での

計画や政策の立案に取り組んでおり、国家バイオ産業基地のように自らが認定や承認を行

う場合もある16。本報告書の調査対象である１０種のサイエンスパーク・ハイテクパーク及

びそれらの下の多種多様なサブパークの関係は、非常に複雑であり、制度面から見た主管

機関と運営面で見た主管機関とは、必ずしも完全に一致しているとは言えない。 

 

                                                  
14 国家標準化管理委員会は 2001 年 10 月 11 日北京で創立された。その記念式典にて呉儀・国務委員（中共中

央政治局候補委員）が国務院を代表してスピーチを行い、「わが国の製品の中には、レベルや品質が悪く、競争

力が弱いと言う問題を抱える製品が存在する。問題の決定的な原因の一つは、基準そのものの低さである。品質

を改善するためには、まず、基準を高く設定しなければならない。高い基準がなければ、良質の製品は生産でき

ない」と強調した。 
15 また、中国における 54 の国家ハイテク産業開発区の中で、唯一農業に重点を置いている「楊凌農業ハイテク産

業モデルパーク」はその事業内容の多様性から、例えば、中国科学技術部、中国商務部、中国教育部、中国建

設部、中国農業部、中国水利部、中国国家環境保全総局、中国国家林業局、中国国家知識産権局等と多様な

関係を持つ。 
16 このことについて、マクロ政策の策定機関が自ら何かの基地について認定を行うことが果たして適切なことと言

えるかとの意見も一部にある。 
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表 2.7 サイエンスパーク・ハイテクパークの認定機関 

No 名称 認定機関 備考 

1 国家ハイテク産業開発区 科学技術部  

2 国家大学サイエンスパーク 科学技術部、教育部 共同認定 

3 国家バイオ産業基地 国家発展改革委員会  

4 国家イノベーションパーク  
パークごとに中央官庁と地

方政府の共同建設 

5 中外共同運営国家ハイテクパーク  ２カ国協定等 

6 国家特色産業基地 科学技術部  

7 国家ソフトウェアパーク 科学技術部 
工業・情報産業部も類似

の制度があり 

8 国家インキュベータ 科学技術部  

9 国家帰国留学人員創業パーク 

科 学 技 術 部 、 教 育

部、人事部、外国専

門家局 

共同認定 

10 国家知的財産実証パーク 国家知識産権局  

出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成（2008 年 12 月） 

 

上記の「国家バイオ産業基地」と「国家特色産業基地」については、それぞれ国家発展

改革委員会と中国科学技術部が認定するとされているが、具体的な認定規則などは現在公

開されていない。また、「国家イノベーションパーク」の設立については、何らかの決まっ

た手続きに沿って認定されるのではなく、時の関連政策に沿って、中央官庁と各地の政府

などが、現地の事情に応じて個別に設立を進めている。 

具体的には、中国科学技術部と天津市政府が「国家バイオ医薬イノベーションパーク」

を、中国科学技術部、中国工業・情報化部、中国商務部、山東省政府が「国家情報通信国

際イノベーションパーク」を、中国科学技術部、中国商務部、江蘇省政府の支持の下で、

中国科学院と江蘇省科学技術庁が「国家ナノテク国際イノベーションパーク」を、それぞ

れ共同で建設している。 

 

第５節 中国サイエンスパーク・ハイテクパークの今後の動向 

 

第１項 関連政策に関する最新動向 

 

２００８年１２月１５日、「中国タイマツ計画実施２０周年記念イベント」が北京人民大

会堂にて開幕され、中国国務委員・劉延東、科学技術部部長・万鋼、科学技術部副部長兼

党書記・李学勇をはじめ、中央関連官庁の要人、各地方のハイテク産業関係者などが出席
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した。 

李学勇の司会のもとで、劉延東は重要なスピーチを披露した。中国におけるハイテク産

業の育成や振興に貢献してきたタイマツ計画の２０年間の多彩な成果を評価すると同時に、

今後も中国経済の構造調整に資するなど、引き続き産学官連携の下で、タイマツ計画の更

なる展開を推進し続けていくと語った。その後、万鋼は、タイマツ計画の２０年間の活動

に関する事業報告を行い、「新時期におけるタイマツ計画の主な任務」について、「１つの

環境を整備すること、２つの事業を実施すること、３つのアクションを推進すること、４

つの能力を向上させることである」と総括した。 

ここで言う「１つの環境を整備すること」とは、国家ハイテク産業開発区の集積、牽引、

波及効果を増強させるハイテク産業の更なる発展へ向けた有益な環境作りを指している。

実施する「２つの事業」とは、①「２次創業」事業と、②「企業インキュベーション」事

業である。また、「３つのアクション」とは、①技術移転促進アクション、②科学技術によ

る貿易の振興アクション、③科学技術関連の金融アクションを指し、「４つの能力」とは、

①関連企業の自主的なイノベーション力、②ハイテク産業の国際競争力、③ハイテク産業

の波及力、④ハイテク産業の経済発展に対する基盤力を指す17。このように、万鋼の講話は

中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークに関する関連政策の方向性を示したもの

と理解できる。 

２００６年以降に以下のような関連政策が策定・発表されている。２００６年２月に中

国国家中長期科学技術発展規画綱要、２００６年１１月に国家大学サイエンスパークの認

定管理規則、２００８年４月に国家ハイテク企業の認定管理に関する規則が公表されてい

る。また、２００８年８月の方針に沿って、「国家ハイテク産業化及び環境整備（タイマツ）

に関する第１１次５カ年発展綱要」、「国家ハイテク産業開発区に関する第１１次５カ年発

展規画綱要」、「中国技術型インキュベータに関する第１１次５カ年発展規画綱要」が策定

された。 

一方、タイマツ計画以外では、バイオ産業関連政策、帰国留学人員関連政策、知的財産

関連政策についても、中国国家中長期科学技術発展規画綱要に示された方針に沿って、そ

れぞれの具体化や明文化の検討が継続されている。それぞれの政策の策定機関や目的、具

体的な内容が異なっていても、後述する国家ハイテク産業開発区の「四位一体」と言う、

新たに位置づけられた「中国ハイテク産業」の観点から、すべてのサイエンスパーク・ハ

イテクパークが制度的、事業的、立地的といった要素のいずれかにおいて繋がっていると

された。 

２００８年１２月１０日、中国国家発展改革委員会の張暁強副主任が「深センハイテク

成果交易会」に参加し、「ハイテク産業化を一層推進する」と述べた。 

国家発展改革委員会は、２００８年までの１０年間に、経済構造調整にかかわる約３０

００のハイテク産業化モデルプロジェクトを実施し、情報、バイオ、農業近代化、民間航

                                                  
17 科技日報「記念国家火炬計画実施 20 周年大会在京挙行」2008 年 12 月 17 日。 
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空・宇宙航空、新エネルギー、新材料、海洋経済、循環経済など、多くの分野をカバーし

てきた。同委員会は、ハイテク産業化推進１０周年として、深センハイテク成果交易会で

「国家ハイテク産業化１０周年テーマ展覧」を催し、国家ハイテク産業化プロジェクト１

００件に賞を与えた。 

張暁強副主任は、中国は一層良好な環境を整備し、科学研究機関と企業の共同によるハ

イテク産業化の展開や革新的な産業への投資を奨励すると同時に、投融資、財政、税収政

策などの面でテコ入れし、ハイテク産業化に寄与する政策体系の構築に努めることを強調

した18。 

前述したように、中国において多様なサイエンスパーク・ハイテクパークが相次いで設

立された も重要な背景として、「中国におけるハイテク産業の育成、振興、集積、発展」

と言うことが挙げられる。中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの今後を探る上で、

このような考え方は不可欠であるが、これに関連して、重要と考えられる主要政策の関係

を下図（次頁）に示した19。 

 

                                                  
18 中国駐日本大使館経済商務参賛処 HP 記事「中国、政策の強化によりハイテク産業化を促進」2008 年 10 月 13

日( http://jp2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200810/20081005836828.html )。中国「タイマツ計画」の重要

内容としての、国家ハイテク産業開発区をはじめとする多様なパークの組織化や運営推進等に関しては中国科

学技術部タイマツハイテク産業開発センターが中心的な役割を担っているが、よりマクロ的なハイテク産業政策

の立案や策定等に関しては国家発展改革委員会が行っている。 
19 中国におけるハイテク産業が発展した背景と現状、そして、中国ハイテク産業の発展がもたらす対外的な影響

を中心に考察を行う参考文献の一例として、橋田坦著『中国のハイテク産業―自主イノベーションの道―』（白桃

書房、2008 年）がある。 
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図 2.2 サイエンスパーク・ハイテクパークの関連政策の例示20 
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20 張輝「中国ハイテク産業と知的財産政策の現状及び最新動向」（NTT 主催セミナー、2007 年 2 月 23 日）。 
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第２項 中国のサイエンスパーク・ハイテクパークが向かう今後の方向 

 

近年、技術革新を持続的に引き起こすための社会的な仕組みづくりが、世界的に大きな

関心を呼んでいる。その背景として、経済活動のグローバルな展開と冷戦終結後の新たな

国際秩序を模索する中で、自立的にして競争力のある新しい地域経済圏の確立、雇用の確

保、地域間格差の是正、などが世界各国で急務となっていることが挙げられる。 

技術革新を持続的に引き起こしていくためには、基礎研究から始まり、応用研究、研究

開発、研究成果の商品化・産業化へと続く、いわゆる科学技術機関の川上から川下に向け

た多様な開発や、組織的な連携による一つの社会システムとしての枠組みづくりが重要で

あることが、強く認識されるようになってきた。 

これは科学技術政策研究所による「サイエンス＆テクノロジーパークの開発動向に関す

る調査研究」と題する研究レポート21によって指摘されたことであるが、中国におけるサイ

エンスパーク・ハイテクパークが向かうであろう今後の方向を探る際にも参考となる。 

中国におけるハイテク産業の高成長は今も続いており、中国的事情を踏まえた上で、ハ

イテク産業体系の形成、発展メカニズムの構築、持続的な成長に必要な環境が整備されて

きた。特に基盤的なパークと位置づけられる５４の国家ハイテク産業開発区の合計面積は

中国国土の１万分の３にも満たないが、この地域で生み出されたＧＤＰが中国全体の７．

１％を占める程、大きな成果が得られている。同時に、持続的なイノベーションを可能と

する環境、雰囲気、精神ができあがりつつある。 

一方、中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの更なる発展に向けて、多くの

課題が横たわっているのもまた事実である。例えば、自主開発の知的財産を創出する実力

の向上、地域的な優位性を生かした差別化の維持、国内から国外への国際化アプローチの

展開、などの諸問題の解決が急がれている22。 

まず、自主開発の知的財産を創出する実力の強化についてであるが、第１節で触れたよ

うに、中国においては、外資導入の結果としての「生産輸出モデル」の成功によって高成

長が続いてきた。しかし一方で、ハイテクも含め外資系企業に頼る部分が大きく、自らの

知的財産の創出に繋がる効果がそれ程見られないと言う点が指摘されてきた。技術的に支

配されるのではなく、自らの知財創出で持続的な成長を追求していくことが、至急解決す

べき課題となっている。 

次に、地域的な優位性を生かした差別化の維持についてであるが、中国では東部沿海地

域が外資導入を梃子に輸出志向型の高成長を遂げる一方、中西部地域の外資導入は思った

ような成果をあげられずにいるのが実情である23。これは、東部沿海地域以外の地方にも共

                                                  
21 吉澤純一、小山康文、山本長史、権田金治「サイエンス＆テクノロジーパークの開発動向に関する調査研究」

NISTEP Report No.38。 
22 中国ハイテク産業発展における制度的問題点については、橋田坦著『北京のシリコンバレー―中国ハイテクの

キャッチアップは可能か―』（白桃書房、2000 年）p191 を参照されたい。 
23 齋藤尚登「中国の地域別産業・外資導入政策における差別化戦略の重要さ」大和総研、2008 年 6 月 9 日。 
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通する課題であると言える。 

外資系企業の投資の２００６年末時点における地域別割合は、東部が７８．５％、東北

が８．１％、中部が７．３％、西部が６．０％と、東部が圧倒的に高く、そこから地理的

に離れる程低くなっている。２０００～２００６年の純増分でみても「東高西低」に変化

はない。地理的条件の不備もあり、輸出産業の育成と言う東部沿海地域の成功体験の焼き

写しが、他地域では簡単に通用しないためである。ここでより重要なのは、地域の産業発

展戦略の差別化（外資導入における産業選別化）である。もともと地域的な特色を生かし

て発展したハイテク産業の開発であったが、現在、多くの開発区は情報技術やバイオなど

といった類似分野に取り組んでいるのが実情である。これでは外国投資家の判断を難しく

してしまうと同時に、望んでいない競争に自ら落ちてしまう可能性もある。 

後に、国内から国外への国際化アプローチの展開についてであるが、これは「ハイテ

ク産業の国際化」と言う、タイマツ計画の目的の一つに密接にかかわる問題である。更に、

これは経済だけではなく、技術のグローバル化にも求められる課題でもある。 

これらの課題解決も含めて、中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの向う今

後の方向は、①国家ハイテク産業開発区を基盤とした多様なパーク間のシナジー効果の検

証や 大化、②国際化アプローチの本格的な実現に必要な差別化、意識改革、③世界一流

パークを目指した「創業、創新、創意」の 速化などであろう24。 

まず、国家ハイテク産業開発区を基盤とした多様なパーク間のシナジー効果の検証や

大化についてであるが、「中国ハイテク産業」と言う観点から見た場合、中国におけるすべ

てのサイエンスパーク・ハイテクパークは制度、事業、立地といった要素の何かの点で繋

がると言うことは前述した通りである。既存の産業構造の改革や調整、中国産業の戦略的

なシフト、イノベーションシステムの更なる構築、知的財産などの国際的なビジネスルー

ルへのアプローチなど、技術開発や産業開発を生かした都市開発などにとって不可欠な「ハ

イテク産業の更なる発展」は、今後も中国において期待される重大なテーマである。 

一方、中国「タイマツ計画」を基軸に置きながら、多様な国家機関が異なる政策的な背

景の下で認定してきた多彩なサイエンスパーク・ハイテクパークは、複雑な関係の中に存

在している。中には、異なる機関からの認定とはいえ、重複して各種のパークに認定され

ているケースも見られる。また、パーク内外にさまざまな特色を持った関連パークが存在

する場合もある。このような状況の中で、国家ハイテク産業開発区を基盤とした多様なサ

イエンスパーク・ハイテクパーク、及び関連パーク間のシナジー効果を検証し、その効果

を 大限に引き出すことが、今後の更なる発展のために求められよう。 

次に、国際化アプローチの本格的な実現に必要な差別化、意識改革についてであるが、

これは中国科学技術部部長の万鋼が「新たな時期の任務」の中で具体的に指摘した内容を

具現化する上で必要なことである。タイマツ計画を２０年にわたって実施してきた結果、

                                                  
24 張輝「中国におけるハイテク産業パークの背景、現状及び最新動向」（独）科学技術振興機構中国総合研究セ

ンター第 13 回研究会講演レジュメ（2009 年 01 月 30 日）の趣旨より。 
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程度の差はあるにせよ、各サイエンスパーク・ハイテクパークは、それぞれの特徴や優位

性を生かして、国際的にも注目される大きな成果を収めてきたと言える。 

しかし、国家ハイテク産業開発区に代表されるように、各地域のサイエンスパーク・ハ

イテクパークが中期的に取り組む主な分野や制定される外資導入関連政策において、その

地域の特色を生かした差別化が不鮮明になってきていることが危惧される。国の外資導入

政策の方向転換25によって国内ハイテク産業の活性化が一層重視される中で、本報告書では

調査対象としていない５０数カ所の「経済技術開発区」も場合によってはハイテク関連企

業の誘致を増強することが想定されるなど、結果的に地域間の外資導入競争の激化に繋が

ることが予想される。 

このような状況を踏まえると、「２次創業」の展開や「自らが研究開発を行うハイテク企

業」の認定など、国際化アプローチの本格的な実現に必要な差別化要素を持つ企業の育成

が、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークが更なる発展を遂げ、グローバル社会でも

強く生き残るための、今後の方向の一つとなりうるであろう。また、このような差別化を

図っていく中で、各パークの特色がより一層色濃く現れ、後述する国際イノベーションパ

ークを目指すパークが今後ますます増えてくるであろうと予想される。 

ただし、ハイテク技術力だけでは、グローバル経済社会の舞台に立つことは難しい。い

まだ国際的にも指摘されることの多い知的財産権保護への運用面における取り組みや法令

遵守、ビジネスルールの理解といった分野での意識改革を実現することが、真の国際イノ

ベーションパークに求められている。国家ハイテクパーク・サイエンスパークは、中国国

内でのこのような意識改革の先駆者として成功し、その意識を国内に浸透させる役割を担

っているとも言えよう。 

後に、世界一流パークを目指す「創業、創新、創意」の 速化についてであるが、こ

れは、前述した「国家ハイテク産業開発区を基盤とした多様なパーク間のシナジー効果の

検証や 大化」や、「国際化アプローチの本格的な実現に必要な差別化、意識改革」の中に

浸透されるべき基本的概念であるとも言える。政府主導から政府支援への変化と、戦略的

な産学官連携の更なる進化によって、ハイテク産業の主役候補となる技術型ベンチャーに

対する政府の役割は、戦略的・継続的な「創業」支援から、「創新」（イノベーション）の

創出支援へ、そして、「創意」の活発化、文化創意産業の振興まで広がる方向にある。 

今日、中国において「文化創意産業」26がブームとも言われるが、他社とは違う、従来と

                                                  
25 この点に関して、日本の企業にとって参考となる文献の一例として、向山英彦・佐野洵也「中国における外資政

策の変化と外資企業の対応」日本総研（環太平洋ビジネス情報 RIM）2007 Vol.7 No.26 参照。 
26 これはもともとイギリスで最初に提起された概念で、2003 年 4 月、イギリス駐中国大使館及びイギリス文化協会が

上海、広州、重慶にて「創意英国」(Think UK)を題するイベントを開催してから、中国コンテンツビジネス業界、次

に中国文化業界、そして中国ハイテク業界へと広がっていったものである。文化中国「全球文化創意産業巡覧」

2007 年 7 月 5 日。中関村創意産業に代表されるように、アイディアだけではなく、また、コンテンツビジネスに限定

もせず、一貫して「市場のニーズを満たす」と言う方針のもとで展開されてきたハイテク産業の更なる展開にも刺

激や示唆を与える文化創意産業は、中国のサイエンスパーク・ハイテクパークの一部を構成しその地位を確立し

つつある。 
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は違うといった「創造性を追求する創意」は、文化産業に限られるものではない。宇宙開

発や携帯・光通信の独自規格開発、半導体開発などの分野でも例示される通り、これらも

創意あってのイノベーションであり、創意は世界一流パークへの 速化を実現するのに必

要なものである。３０数年前の世界 貧国から、今や世界第３位の経済大国27にまで成長し

た中国が直面する課題の一つは、ある意味で「模倣」中心の先進国の下請け工場から脱却

し、より「創造」的な社会や経済システムを構築することである。これは、中国が国際社

会との摩擦を回避し、持続可能な発展を成し遂げるために選択した国策でもあると言えよ

う。 

世界一流パークを目指す「創業、創新、創意」の 速化は国家ハイテク産業開発区を基

盤とした多様なパーク間のシナジー効果の検証や 大化を刺激し、本格的な国際化アプロ

ーチの実現に必要な差別化、意識改革に直結するものと考えられる。これまでは世界一流

パークを参考にして取り組み、今後は世界一流パークを目指して取り組んでいくが、決し

てそれらと同一のパークを造るのでなく、中国の事情や実態を踏まえて創造的に構築して

いくと言う考え方を基本に据えることが、中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパー

クの今後の方向性を左右するものとなろう28。 

 

                                                  
27 人民網「中国、ドイツを抜き世界 3 位の経済大国に」2009 年 1 月 15 日。 
28 中国サイエンスパーク・ハイテクパークの最新動向を知る情報源の一例として、中国科学技術部タイマツハイテ

ク開発センターとも提携協力関係にある、日中テクノビジネスフォーラム(JCTBF)公式 HP「中国ハイテク産業の

窓」 http://www.jctbf.org/jp/CHBW/top.htm を参照されたい。 
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第３章 国家ハイテク産業開発区の現状 

本章では、国家ハイテク産業開発区についての概要、関連政策、地域分布と現状、産学

官連携、イノベーション及び外資導入などの現状について説明する。 

 

第１節 概要 

 

国家ハイテク産業開発区は中国「タイマツ計画」の重要な構成要素であり、中国におけ

るさまざまなサイエンスパーク・ハイテクパークの中で も重要な基盤的なパークである。

国家ハイテク産業開発区は、知識の集結と開放的な環境を備え、中国の科学技術と経済の

実力と地域的な特性を生かし、科学技術の研究成果を 大限に生産力に転換するために設

立された。国内と海外市場に向けた中国のハイテク産業を発展させるための集中エリアと

して機能している。 

１９９１～１９９２年に、５３の国家級のハイテク産業開発区が国務院の承認を得て建

設されてきたが、２００７年３月、江蘇省に設けられていた「寧波ハイテク産業開発区」

が地方（省）レベルから国家級へと昇格されたことにより、２００８年１２月現在で５４

の国家ハイテク産業開発区が存在している。 

国家ハイテク産業開発区の設立は中国ハイテク産業の育成や振興、産業構造の改革、伝

統的な産業の発展、国際的な競争力の増強を狙った重大な戦略である。ゼロからの出発で

あったが、タイマツ計画が実施された２０年間、政府主導による段階的かつ戦略的な拡大

策によって前例を見ない高成長が続いた。２００５年１２月現在の統計によると、寧波を

除く５３の国家ハイテク産業開発区の工業生産高の増加率、利潤、納税、及び輸出で得た

外貨は、それぞれ全国のハイテク産業合計の４１．５％、４２％、３９．５％、４６．２％

であった。また、国家ハイテク産業開発区の１人当たりのＧＤＰは１万ドルに達し、研究

開発費の投入は全国平均の９倍に上った。 

ちなみに、２００６年１２月に開催された「全国ハイテク産業発展会議」では、中国の

ハイテク産業の発展は、「第１１次５カ年計画」の 初の年となる２００６年によいスター

トを切り、ハイテク産業の増加額は前年同期比２０％増の９４００億元以上になると予想

された。 

国家ハイテク産業開発区の役割については、当初、①ハイテク産業発展の基地、②伝統

産業へのハイテク及び商品の拡大、③改革開放の窓口、④改革を推進するための実験地域、

⑤科学技術と経済の緊密な融合、科学技術の研究成果の産業化の推進、技術イノベーショ

ンなどのモデル地域、⑥社会主義の現代文明の新都市、⑦ハイテク実業家を育成する学校

といったものが定められていた。 
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しかし、２００６年１月に開催された「全国科学技術大会」29では、温家宝首相が国家ハ

イテク産業開発区の役割について、「四位一体」と言う新たな位置づけを明言した。四位と

は、①技術の進歩と自らのイノベーション能力を強化する「重要な運営ステージ」、②経済

構造の調整や成長方式の転換を実現する「強力なエンジン」、③ハイテク産業の国際競争へ

の参入をサポートする「サービス・プラットフォーム」、④ハイテク産業の世界における戦

略的な「ハイテク産業制覇の 前線」と言う内容である。これによって、国家ハイテク産

業開発区の新たな方向性が明確にされ、中国におけるハイテク産業の育成や集積からイノ

ベーションの集積や国際化へと発展することが期待されている。 

中国科学技術部タイマツハイテク産業開発センター責任者の梁桂は以下のように述べて

いる。 

ハイテク産業に関する国際的な定義はその産業における研究開発の集約度が根拠となっ

ているが、各国における集約度の高い産業が必ずしも一致するとは限らない。各ハイテク

産業開発区は理論に絞られることなく、あくまでも中国のハイテク産業政策に沿って、各

地方における産業の優位性や振興の方向性からハイテク産業の定義づけを行えばよい。国

家ハイテク産業開発区は中国経済の持続的な発展を牽引するものになるであろう30。 

２００８年１０月現在、５４の国家ハイテク産業開発区の合計面積は中国全土の１万分

の３にもなっていないが、そこで創出されるＧＤＰは中国全体の７．１％を占めている。

アメリカのシリコンバレーなど、世界の代表的なサイエンスパークを参考にしつつ作り上

げてきた中国国家ハイテク産業開発区は、前述した新たな位置づけで「２次創業」と言う

段階に突入しており、今日、世界一流のサイエンスパークを目指すための取り組みが中国

各地で展開されている。 

 

第２節 関連政策 

 

国家ハイテク産業開発区に関連する主な政策については、開発区の環境整備、入居中企

業への多様なサポート、及び入居する国家ハイテク企業の認定などが存在するが、国家ハ

イテク産業開発区の中には、国家ソフトウェアパークや、国家インキュベータなどが設け

られているところが多く、これらに関連する政策も多数存在する。しかし、本報告書では

あくまでもサイエンスパーク・ハイテクパークの制度ごとに説明することとし、例えば国

家ソフトウェアパークなどに関する内容は後掲する個別の章に取りまとめた。 

 

                                                  
29 中国「全国科学技術大会」は中国共産党中央委員会書記処に直轄され、全国規模の各分野の学会、領域別

の協会、研究会、及び地方レベルの学会等より構成される「中国科学技術協会」が企画・運営し、中国の指導者

トップをはじめとする科学技術関係者が一堂に会する国家級の大会である。国家最高科学技術賞、国家自然科

学賞、国家技術発明賞、国家科学技術進歩賞、国際科学技術合作賞の授与式が行われる大会でもある。 
30 梁桂「世界一流のサイエンステクノパークを建設する国際フォーラムに寄せて」（2007 年 6 月 7 日）。 
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図 3.1 国家ハイテク産業開発区に関する主な政策 
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出典：技術経営創研 

 

総論で述べたように、国家ハイテク産業開発区の設立は中国「タイマツ計画」と言う重

大政策の基幹的な内容の一つである。１９９９年８月１１日、中国科学技術部は「国家ハ

イテク産業開発区の発展の加速に関する若干の意見」を発表し、①新たな時期における発

展の戦略目標と任務、②創業環境の更なる整備、③創業サービス体系の更なる改善、④人

的なリソースの開発、⑤オリジナルの知的財産権を持つ技術型中小企業への支援、⑥国際

交流や国際連携の推進、⑦マネジメントの強化について論及した。 

このような考え方の下で、「中関村サイエンスパーク条例」31のように、各開発区が該当

地域の条例などを制定し、国家ハイテク産業開発区の運営に当たった事例もある。中関村

サイエンスパーク条例は、国家ハイテク産業開発区の建設と持続的発展を促進するための

地方法規としては中国初の立法であり、以下の３点について規定している。 

①中関村地区でのベンチャー投資やイノベーション資金の確保、人材の誘致、知的財産

                                                  
31 2008 年 9 月、北京市政府の公式 HP「首都之窓」は「中関村サイエンスパーク条例」の修正草案を公開し、各界

から意見を募った。この条例では、優秀な人材を確保するため北京市の「常住戸籍」の取得制限を大幅に緩和

することや、中関村で働く人の子供について、義務教育では国家や同市の規定する費用以外は徴収しないこと

等を規定した。その他、銀行からの融資を受けられない中小企業に対する援助策として、米シリコンバレーを参

考に小額ローン等を扱うインキュベータを設立し、中小規模のハイテク企業やベンチャー投資機関向けの金融

サービスを提供するとしている。 
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権の保護、環境整備や建設計画の制定など、さまざまな形で同開発区の健全な発展を促進

する、②国際的な経済協力や技術協力を促進し、政府による業務を規範化することにより、

開発区の管理システムを整備する、③市場の主体と競争メカニズムについて規定する、と

いった内容である。 

この中関村サイエンスパークの発展を目的とした立法は、北京市人民代表大会の代表ら

の呼びかけにより検討が開始された。２０００年に開催された第１１期北京市人民代表大

会・第３回会議の席上、代表７９人が関連法規の速やかな制定を要求する 4 つの議案を提

出した。同条例（草案）の制定作業に当たり、北京市政府は５５の部門から意見を求めた

他、さまざまな形の座談会を４１回開催した。２０００年１２月８日に「中関村サイエン

スパーク条例」は第１１期北京市人民代表大会常務委員会第２３回会議の審議を通過した。

２００１年１月１日に、「中関村サイエンスパーク条例」が施行され、北京市にとっては新

世紀第１番目の施行法規となった。 

国家ハイテク産業開発区に関連する主な政策を述べるに当たり、同開発区の主体的な存

在の「国家ハイテク企業」の認定に関する政策に触れる。１９９６年には、中国「国家ハ

イテク産業開発区外ハイテク企業認定条件及び弁法」、２０００年には、中国「国家ハイテ

ク産業開発区ハイテク企業認定条件及び弁法」が策定された。２００７年現在、その認定

を受けた国家ハイテク企業は２万１５１７社に上り、前年同期に比べ２３５６社の増加と

なった32。 

どのような企業が「ハイテク企業」として認定されるかについては、中国外資政策の転

換やイノベーション政策の策定に伴い、中国科学技術部、中国財政部、中国国家税務総局

が２００８年４月１４日に共同で発表した「ハイテク企業認定管理弁法」に重要な変化が

現れ始めている。その も重要な特徴は「企業自らの研究開発及びイノベーション能力」

を中心として認定されることにある。 

具体的には、①その企業が従事している研究開発や生産経営活動は国が重点的にサポー

トするハイテク分野33に属する範囲内であること、②自らの持続的な研究開発力を有し、核

となる知的財産権を有すること、③企業の主要事業が前述した研究開発及び成果の転化と

密接な関係にあること、である。単純にハイテク製品の生産に従事し、研究開発機能を持

たない企業は、今後、ハイテク企業として認定されることはないであろう。 

ハイテク企業認定管理弁法はＯＥＣＤ、アメリカ、韓国などの経験を参考にしながら、

中国の現状を踏まえて関連の評価指標や判断基準の明確化を図ったものであり、同弁法の

施行によって「ハイテク製品目録」が廃止されることになった。これは、ハイテク製品を

生産していることによって「ハイテク企業」と認定された時代は終わり、自ら研究開発な

                                                  
32 中国科学技術部「科技統計報告」No.21（2008 年 12 月 16 日）。 
33 中国が国として重点的にサポートするハイテク分野」は以下に述べる８分野である。すなわち、①電子情報／ＩＴ

分野、②バイオ及び新薬分野、③航空宇宙産業、④新材料分野、⑤ハイテクサービス分野、⑥新エネルギー及

び省エネルギー分野、⑦資源と環境分野、⑧ハイテクを用いた伝統的な産業の改造等の分野である。詳細につ

いては、http://www.jctbf.org/jp/CHBW/link.0.04.1.20.htm 。 
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どを行い、その上で関連の評価指標などの基準を満たしている企業であって、はじめて「ハ

イテク企業」として認定されうる、と言う時代に入ったことを意味している。 

 

第３節 地域分布と現状 

 

第１項 地域分布 

 

５４の国家ハイテク産業開発区の地域分布は下表の通りである（2008 年 12 月現在）。 

 

表 3.1 国家ハイテク産業開発区の地域分布 

No 所在地域 数 No 所在地域 数 

１ 北京 １ １５ 江西 １ 

２ 天津 １ １６ 湖北 ２ 

３ 上海 １ １７ 湖南 ２ 

４ 重慶 １ １８ 広東 ６ 

５ 吉林 ２ １９ 広西 ２ 

６ 遼寧 ３ ２０ 海南 １ 

７ 河北 ２ ２１ 四川 ２ 

８ 山西 １ ２２ 貴州 １ 

９ 山東 ５ ２３ 雲南 １ 

１０ 河南 ２ ２４ 陝西 ３ 

１１ 江蘇 ４ ２５ 甘粛 １ 

１２ 浙江 ２ ２６ 新疆 １ 

１３ 安徽 １ ２７ 黒龍江 ２ 

１４ 福建 ２ ２８ 内モンゴル １ 

合 計 ５４ 

出典：中国科学技術部タイマツハイテク産業開発センターからの資料をもとに作成 

 

も多く設けられているのは広東省で、その後に山東省、江蘇省が続く。また、上表を

図で示すと次頁の通りになる。 
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図 3.2 国家ハイテク産業開発区の地域分布 
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表 3.2 ハイテク産業の工業生産高が４００億元を超えた開発区（2006 年度／単位：千元） 

No 名称 企業数 総生産高 総収入 製品販売収入 増加値 

1 北京 2,375 217,280,801 242,739,718 221,331,665 3,869,608 

2 上海 283 165,807,065 179,155,340 170,576,234 37,637,797 

3 深セン 159 139,566,006 138,057,739 134,543,061 28,047,536 

4 南京 103 127,516,561 134,746,926 127,319,850 13,143,508 

5 无錫 173 91,495,315 91,217,628 90,664,742 19,429,735 

6 蘇州 204 90,187,108 106,741,814 87,621,176 22,266,350 

7 厦門 86 70,410,810 69,639,802 68,838,941 16,782,239 

8 杭州 190 68,638,065 72,277,743 68,525,855 8,090,328 

9 青島 52 55,557,575 58,264,423 55,387,474 15,626,086 

10 惠州 63 53,411,706 53,661,667 52,704,183 9,451,292 

11 珠海 119 52,727,771 51,759,436 51,360,146 8,904,909 

12 広州 173 42,868,721 43,728,152 42,349,475 8,153,576 

13 吉林 132 42,733,446 47,150,366 46,455,737 13,609,772 

14 天津 532 40,311,384 40,748,231 39,521,652 6,148,211 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 
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第２項 事例 

 

ここでは、中国初の「データセンター基地の建設」を宣言する西安国家ハイテク産業開

発区及び新エネルギーの開発や活用に取り組むウルムチ国家ハイテク産業開発区を例とし

て述べる。 

西安国家ハイテク産業開発区は１９９１年に中国国務院の承認により設立され、特に電

子情報産業、精密機器製造産業、バイオ医薬産業、新材料産業といった分野に力を入れて

いる。現在、同開発区は５４の国家ハイテク産業開発区の中で指定された６カ所の重点開

発区の一つとなり、総合評価は北京、上海、深センに続く４位となっている。また、陝西

省の富裕層の８割が同開発ゾーンに住んでいると言われている。 

西安国家ハイテク産業開発区の一部を構成する西安ソフトウェアパークは１９９９年に

中国科学技術部より「国家重点計画ソフトウェア産業基地」に認定され、２００１年に国

家計画委員会、情報産業部より「国家ソフトウェア産業基地」の認定を受け、２００３年

に国家発展と改革委員会、情報産業部、商務部より４つの「国家ソフトウェア輸出基地」

の内の一つに認定された。また、西安国家ハイテク産業開発ゾーンは２００５年に国家知

的財産局より「国家知財実証パーク」の一つに認定されている。さらに、西安市は２００

６年に国家商務部より「国家サービス・アウトソーシング基地都市」の認定を受けた。 

２００７年６月５日、北京にて開催された「２００７中国データセンター戦略フォーラ

ム」において、関連の研究報告が発表され、西安市はデータセンター構築における地域特

性、環境、技術力、安定性、交通、人材などの観点から総合的に評価され、北京、上海、

広州、成都を抜いて１位に輝いた。これにより、西安国家ハイテク産業開発区は中国初の

「データセンター基地」を建設することを宣言し、国内外のデータセンター関連事業者の

誘致を始めている。  

２００７年現在、西安国家ハイテク産業開発区にはアメリカ、日本、ドイツ、シンガポ

ール、香港、台湾など２９の国と地域の７２９社が進出しており、世界トップ５００社や

有名なグローバル企業に名を連ねる４０数社も含まれている。アメリカのインテルやＩＢ

Ｍはもちろん、東芝、富士通、ブラザー工業、ＮＥＣ、ダイキン工業なども参加している。 

ウルムチ国家ハイテク産業開発区は、１９９２年に中国国務院の承認により設立された

が、その後、ダイヤモンド中央商務エリア、タイマツイノベーションエリア、工業パーク

エリア、ハイテク工業パークエリアなどを順次形成し、新エネルギー、新材料、石油化学

工業、希少資源の付加価値創造など６つの産業を形成させるように展開してきた。同開発

区は現在も、光、熱、風から得るエネルギーが他のどの地域よりも豊富である地域性を生

かした取り組みが続けられている。 

もともとウルムチには多様なエネルギー資源が存在している。ウルムチは「煤田上的城

市（石炭上の都市）」や、「油海上的煤船（石油の海の上にある石炭の船）」などと言われて

いる。ウルムチハイテク産業開発ゾーンは、このような環境下に５０平方ｋｍもの新たな
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工業パークを建設し、石炭から電気、ガス、石油へと変化させるプロジェクトを発足した。

また、地域大手企業とともに風力エネルギー工業パークを建設し、アメリカのＢＰグルー

プとともに太陽光発電事業を推進し、天然ガスの開発や付加価値創造も含む新エネルギー

の開発に注力し続けている。その結果、風力発電は２００６年現在でアジア 大の規模と

なった。 

ウルムチハイテク産業開発区は前述のような位置づけと同時に、アジア大陸の中心にあ

り、中国西部の対外開放の重要な窓口となっている。２００５年、ウルムチハイテク産業

開発ゾーンがある会議で「中央アジア市場を発展させる戦略連盟」の発足を呼びかけたと

ころ、参加者から大きな支持を得た。ウルムチハイテク産業開発区は、国内だけでなく、

中央アジアを中心とした国外向けの輸出や国際的な連携も積極的に進めている。これはま

さに「産業開発」の視点を持った行動であると言える。 

 

第３項 地域的な特徴 

 

全国各地に設けられている５４の国家ハイテク産業開発区の中には、実質的に「中国で

唯一」や「中国で も」といった冠を付けてもよい特徴を持った国家ハイテク産業開発区

が多数存在する。 

例えば、唯一現代農業に重点を置く「楊凌国家農業ハイテク産業モデル区」、唯一パーク

名に「稀土（金属）」を含む「包頭稀土国家ハイテク産業開発区」、唯一の国家光産業基地

として認定された「武漢東湖新技術産業開発区」、唯一県レベルに設置され環境保護に重点

を置く「宜興国家ハイテク産業開発区」、唯一の「虚擬（バーチャル）大学サイエンスパー

ク」が設けられている「深セン国家ハイテク産業開発区」などが挙げられる。 

また、中国におけるソフトウェアパークのモデルと評される「大連ソフトウェアパーク」

が置かれている「大連国家ハイテク産業開発区」、中国初の「科技城」（科学技術新都市）

が建てられている「蘇州国家ハイテク産業開発区」、 も積極的に太陽光発電や新エネルギ

ーに取り組む「保定国家ハイテク産業開発区」、中国 大の航空宇宙救助設備の研究、設計、

実験、製造基地を持つ「襄樊国家ハイテク産業開発区」、 も多くの多国籍バイオ医薬開発

機関を誘致した「上海張江国家ハイテク産業開発区」といった特徴を持つ国家ハイテク産

業開発区も見られる。 

一方、複数の分野に取り組む国家ハイテク産業開発区が、ある分野において特定の強み

を持ちつつも、その他の分野を生かすことなく同化されてしまったケースもある。各パー

クとしての「競争的な優位性」をいかに保つべきかは、今後の各地域のパークの発展を見

据えた際の大きな課題でもある。 

２００５年６月、温家宝首相が「北京中関村、上海張江、深セン、西安、武漢、成都の

国家ハイテク産業開発区を世界一流のサイエンスパークとすることを目指す」と明言した。

これを受け、２００６年６月１４日、中国科学技術部がこれら６地域の国家ハイテク産業
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開発区の要人を西安に招集し、「世界一流のサイエンスパークを建設するイノベーション宣

言」に調印した。２００６年１０月２３日、中国科学技術部が再度それら６地域の産業開

発区の要人を深センに招集し、「世界一流のサイエンスパークを建設するアクション方案」

に調印した。北京中関村をはじめとするこれら６地域の国家ハイテク産業開発区は総合的

な実力が強いと言う特徴が現れている。 

２００６年１２月、中国初かつ 大の中関村サイエンスパークが、中国標準化管理委員

会などの中央官庁により、初の「国家高新技術産業標準化示範区(国家ハイテク産業標準化

モデルパーク)」(以下、「中関村モデルパーク」と略す)に指定された。中関村モデルパーク

の目指すところは、企業の技術規格作成を促し、戦略的な競争優位を強化させることであ

る。その具体的な目標は、下記の通りである34。 

①中関村モデルパークに立地する企業は、国際機関、国家、業界及び企業連盟により制

定されるすべての規格策定プロセスの２０％以上に参加する。 

②独自の著作権を持つ国際規格、国家規格、業界規格、地方規格など諸規格の数と質を

高め、中国における 高レベルを目指す。 

③業界で指導的地位にある企業が国際規格の制定に参加する割合を５％以上とし、併せ

てＲ＆Ｄを展開していく。 

④中関村モデルパークの企業が独自開発した技術規格をベースとする産業連盟と技術連

盟を結成し、連盟メンバー企業の８５％以上が当該規格を採用する。 

⑤中関村モデルパークにおいて、国内で一流の規格サービス・プラットフォームを構築

し、同パークの規格関連サービスの能力と質を高める。 

⑥北京市規格専門家のデータベースを作り、ハイテク産業分野の標準化におけるハイレ

ベルの人材を育成する。 

⑦中関村モデルパークの重点企業が全国専門標準化技術委員会(TC)や技術委員会部会

(SC)のワークショップに参加する割合は、５％を確保する。リーディング企業が国際

専門規格化委員会や部会のワークショップに参加する割合は、１％を確保する。 

⑧中関村モデルパークの建設は、北京中関村サイエンスパークが提唱している「知的所

有権、標準及びブランド」と言う戦略に沿って展開されるものである。 

 

第４節 産学官連携、イノベーション、外資導入などの状況 

 

第１項 産学官連携 

 

日本で言う「産学官連携」は中国では「産学研合作」と言われ、中国におけるハイテク

産業の高成長を支える基盤となっている。また、国家ハイテク産業開発区は中国における

産学官連携モデルの実験地になった。 

                                                  
34 戴玉才「中関村科技園、初のハイテクモデルパークに」毎日コミュニケーション（2006 年 12 月 18 日）。 
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中国は、計画経済から市場経済へと転換する過程で、計画経済のような非効率な体制は

産業界の要求に適しておらず、中国の科学技術と産業界の発展への妨げとなると認識した

ため、新たな市場メカニズムを構築し、産業と科学技術を市場へと参入させ、中国の産業

構造の再構築に資する産学官連携体制を構築しようと考えた。 

そこで、中国政府は産学官連携プロジェクトを実験的に活用し、そこでのいくつかの成

功事例をもとに、中国における産学官連携の代表的な方法を検討した。例えば、国家級の

科学技術振興プロジェクトを起用して産学官連携をスタートすること、大学発技術型ベン

チャーの設立と科学技術研究所の独立を奨励すること、大手国有企業に業界の技術開発セ

ンターを設立させ企業の研究開発への参入を奨励し研究機関の提携を促進すること、サイ

エンスパークなどを建設して民間企業の参入を支援することなどである。 

しかし、 初から国家級のハイテク産業開発区としてではない。ハイテク産業開発区に

おける産学官連携は上記のような流れの中で始まり、中国政府は、各種の産学連携支援政

策や具体的な措置が、ハイテク産業開発区における企業集中、技術開発、産業蓄積などに

どのように作用したのかを検証した。その結果を受けて、開発区内で実践、修正を行った

後、ようやく全国に向けて推進する体制を整えた。実験地としてのハイテク産業開発区が

モデルとなり、信頼できる参考事例となったことから、各地の政府は中央政府のやり方を

次々と模倣し始め、各地に多様なサイエンスパークが設立されることになった35。 

国家ハイテク産業開発区には開発区管理委員会が設けられているが、これは開発区の所

在する地域政府の出先機関であり「官」の代表である。また、国家ハイテク産業開発区に

入っている企業は必ずしもハイテク企業ではないものの、基本的には技術開発型企業が主

となっており、「産」を意味する。更に、国家ハイテク産業開発区は、多くの場合「学」を

意味する大学や研究機関が集中している場所に設立されているため、そこで大学サイエン

スパークが設けられていることはもとより、大学や研究機関で生まれた成果をハイテク産

業開発区へ移転、または共同創業することも増えたと同時に、開発区において産学協同の

研究開発センターなども多数設けられるようになった。これこそ、国家ハイテク産業開発

区における産学官連携の構図であり、自然な展開と考えられる。 

国家ハイテク産業開発区における産学官連携はハイテク企業のサポートや産業開発だけ

でなく、知的財産の創出、保護、活用や、ブランドの構築、周知、育成など、経営課題へ

のソリューション検討に及ぶサポートを含んでいる。 

 

第２項 イノベーション 

 

国家ハイテク産業開発区におけるイノベーションは多種多様に行われ続けている。計画

経済体制の下ではとても考えられなかった国家ハイテク産業開発区と言う制度及びその具

                                                  
35 日中経済協会レポート「中国での産学研連携のメカニズムの実態及び日本との連携強化の探索に関する調査

報告書」2003 年 3 月。 
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体化そのものも制度的なイノベーションである。国家がハイテク産業開発区に投入した資

金は多くないが、多くの優遇政策を通じて、企業、科学技術者の創業への積極性を向上さ

せた。ハイテク産業開発区は、まさに科学技術者の「創業楽園」（気持ちよく創業し成功へ

向けて取組めるパーク）となった。 

伝統的な中央集権的な官僚制を変えるために、区域ごとの産業政策を制定し、地方政府

の積極性を引き出した。技術領域においては、研究開発の市場指向に一層力を入れたこと

により、生まれる技術が増えただけでなく技術の移転も加速した。技術への投資による経

済的な効果が更に増大したため、海外からの投資も増えた。 

「技術移転の重視」、「地方のハイテクパークの一層の専門化」、「国家経済貿易委員会や

国家発展計画委員会（現在の国家発展改革委員会）などの部門からのハイテクへの投資」、

「多国籍企業の研究開発資源の利用」、「中国で設立された海外Ｒ＆Ｄセンターに対する、

国内Ｒ＆Ｄセンターと同等の政策適用」、「留学生の創業に対する支援」といったさまざま

な政策は、まさに政策的なイノベーションの例示となろう。 

国家ハイテク産業開発区は、その内部構成、運営管理、及び発展拡大のプロセスの中で、

国家と地方が提供している良好な設備環境をもとに高度成長を実現させたと同時に、技術

イノベーション、開発イノベーション、ひいては産業イノベーションを通じて、中国のコ

ンピュータ、新素材、生物プロジェクト、光学設備、機械設備、電力設備の一体化、新エ

ネルギーと環境保護などの産業発展のための重要な基盤となった。 

また、中国各地に開設された国家ハイテク産業開発区では、さまざまな分野の科学技術

成果をもとに、多くの新興企業が次々に成長している。売上高の約５０％は電子・情報技

術分野の新興企業であるが、それに次いで新エネ・省エネ技術や環境保護技術に関連する

新興企業も売上高の約２０％を占める健闘を見せている。新エネルギー技術の例を挙げる

と、リチウム二次電池のように、従来日本の技術力が圧倒的に優位であった分野において、

日本製品を抜いてシェアを拡大する中国製品も現れてきている。 

ハイテク産業開発区における新興企業の短期間での売上上昇に、科学技術成果が結びつ

いている点が特長である。２００７年の５４国家ハイテク産業開発区の年間生産高は１兆

２０４８億元に達した。中国の工業生産全体を上回る年率３０％以上の成長を維持し、中

国経済の急速な発展をリードする動力となっている。まさに５４の国家ハイテク産業開発

区は今や中国の自主革新の拠点となった36と言える。 

こうした短期間の急速な発展を支える要因の一つに、過去２０年間にわたり中国が独自

に構築してきたイノベーションシステムが指摘されている37。これは国家ハイテク産業開発

区などのインフラ整備にとどまらず、海外の優秀な中国人研究者を呼び戻す「海亀政策」

などの人的資源拡充にも重点を置くもので、このようなシステムの中で、大学の先端研究

                                                  
36 中国国際放送局「ハイテクゾーンが中国技術革新の拠点に」2007 年 11 月 30 日。 
37 角南篤「中国の科学技術政策とイノベーションシステム―進化する中国版『産学研・合作』―」、PRI Discussion 

Paper Series. No.03A‐17、C 経済産業研究所（2003 年）。 

 ４０



 

成果が速やかに新興企業の事業成長に繋がる成果をあげている。こうしたイノベーション

システムが有効に機能している可能性が高い38。 

 

第３項 外資導入等 

 

２００６年１１月現在、中国に設立された外資系企業は５９万社近くで、外資利用実績

は６７６６億ドルに達した。中国に投資している国と地域は２００近くにのぼり、世界の

大企業５００社の内、約４８０社が中国に投資している。 

第１０次５カ年計画期（2001～2005 年）の外資利用実績は２８６１億ドルを超え、第９

次５カ年計画期（1996～2000 年）の１．３４倍に達した。外国企業による投資は中国の固

定資産投資総額の約８．５％を占めている。外資系企業の工業付加価値額は年平均約３０％

増加し、工業付加価値額全体に占める割合は２００１年の２４．５７％から２００５年に

２８．５７％に増加した。 

また、外資導入はハイテク産業の発展を促している。２００６年１１月末までに外国企

業が中国に設立した研究開発機関は８００カ所を超えた。国連貿易開発会議（UNCTAD）

の調査によると、中国は多国籍企業が研究開発（R＆D）センターを優先的に開設する国に

なっている。第１０次５カ年計画期には、ハイテク製品輸出は４．７倍に増加した。内外

資系企業のハイテク製品輸出は２００１年の３７８億ドルから２００５年には１９２０億

ドルに増加し、中国のハイテク製品輸出総額の８６．２％を占めている39。 

そのような状況の中で、２００７年現在、国家ハイテク産業開発区に進出した「三資企

業」は前年の６９６８社から７８２８社に増えた。また、２００６年現在、５３の国家ハ

イテク産業開発区が受け入れた外商投資金額の累計は７６０．８億ドルであり、全国の外

商投資金額の１０分の１を占める。中でも長江デルタにおける投資額が も多く、全体の

４１．２％を占めた。 

２００８年９月末現在、大連国家ハイテク産業開発区の新区における企業誘致は健全で

急速な発展を実現し、大きな成果を上げた40。外資導入に関しては、同年に新たに設立され

た外資系企業は４６社に上り、登録資本金は４億５００万ドルに達し、実行ベース外資導

入額は３億４千万ドルで前年同期比２６．９％増となった。世界企業上位５００社の進出

が目立ち、アメリカのアプライドマテリアルズ（AMAT）やシスコシステムズなど６社が

進出した。上位５００社によるプロジェクトは５５件に上り、この内、ソフトウェア・情

報サービス業関連のものは４３件で、同区の産業レベル向上を促進している。 

                                                  
38

 前田征児「中国の直面する環境・エネルギー問題と日中技術協力の可能性」科学技術動向研究（2006 年 7 月） 
39 新華社「中国の外資利用実績累計 6766 億ドルに」2006 年 12 月 21 日。 
40 人民日報「大連ハイテク新区、世界 500 企業の進出相次ぐ」2008 年 12 月 7 日。ちなみに、国内資本によるプロ

ジェクトは 136 件、投資総額は 70 億 7300 万元に上り、前年同期比 48.4％増加した。内、衆利信息、東軟創業投

資、怡亜通供応鏈管理等 13 件で投資額が 1 億元を超えた。同区では、ソフトウェア業や情報サービス業の発展

が急速で、売上高が 1 千万元を超えるソフトウェア企業は 57 社に及び、前年同期比 11 社増加した。 
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表 3.3 国家ハイテク産業開発区に立地する企業の分類 

項目 
企業数 

（社） 

営業総収入 

（億元） 

工業総生産高 

（億元） 

輸出収入 

（億米ドル） 

国有企業 1,046 4,309.1 3,443.7 40.5 

集団所有企業 671 762.1 726.4 17.5 

株式企業 23,382 22,723.0 17,181.0 269.5 

三資企業 7,828 24,208.2 20,945.5 1,371.1 

その他企業 15,185 2,922.7 2,080.4 29.6 

合  計 48,472 54,925.2 44,376.9 1,728.1 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

表 3.4 国家ハイテク産業開発区の地域別の外資導入状況（2006 年、単位：億米ドル） 

年度末累計 単年度実際 
地域 

２００５年 ２００６年 ２００５年 ２００６年 

開発区合計 618.8 760.8 99.4 108.4 

西部地域 37.4 54.1 8.9 12.3 

占める割合 6.0% 7.1% 9.0% 11.4% 

東北地域 69.4 79.9 14 10.5 

占める割合 11.2% 10.5% 14.1% 9.7% 

長江デルタ 273.2 313.5 39.8 41.4 

占める割合 44.2% 41.2% 40.0% 38.2% 

珠江デルタ 54.9 59.7 6.2 7.5 

占める割合 8.9% 7.8% 6.2% 6.9% 

環渤海地域 200.9 231.6 32.3 31.4 

占める割合 32.5% 30.4% 32.5% 29.0% 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターからの情報をもとに技術経営創研が作成 

 

常州国家ハイテク産業開発区には、日本の東芝、日立製作所、富士通、三菱電機などが

進出している。蘇州国家ハイテク産業開発区には、島津製作所、新日本石油、富士通、住

友電気工業、パナソニックなどが進出している。また、大連国家ハイテク産業開発区には、

住友電装、日本電気、三洋、豊田工機などが、天津国家ハイテク産業開発区には、トヨタ、

ＮＥＣ、ヤマハをはじめ、多くの日系企業が進出している。 

中国政府の統計によれば、２００６年度に５４の国家ハイテク産業開発区の中で、ハイ

テク産業の工業生産高が４００億元を超えた開発区は１４カ所しかなかった。しかし、２

００７年度では、ハイテク産業の工業生産高が６００億元を超えた開発区が２６カ所に上
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った。また、５４の国家ハイテク産業開発区の営業収入の合計は５兆元を突破し、前年比

で２６．８％増となった41。中国における国家ハイテク産業開発区は全体的に高成長を続け

ている。 

一方、全国人民代表大会財経委員会の石広生副主任は２００７年１２月１６日、北京で

開かれた「第９回中国経済学者フォーラム」で、「中国は、外資導入の質とレベルを高める

ことを加速する」と述べ、「中国は外資の導入について、ハイテク産業や先端製造業、環境

保護産業への投資を一層奨励する一方、エネルギーの消費が大きく、汚染物の排出が多い

産業への投資を厳しく禁止する。また、外資系企業が中国で研究開発センターを設立する

ことを促していく」と述べた。 

また、２００７年４月２２日、中国商務部は公式ＨＰで、「２００８年全国外商招致業務

指導意見」を発表し、外資系企業による機械設備の製造や、新材料製造など、ハイテク産

業への投資、また、ベンチャー企業の設立を奨励する方針を明らかにした。 

同「指導意見」では、今後、政府は産業政策、財政・税制面での政策実施を通し、外資

系企業に技術研究開発を促し、知的財産権の現地化を推進させる姿勢を示している。また、

商務部は、鉄鋼、セメント、電気分解アルミニウム、不動産などの分野へ投資する外資系

企業に対し、引き続きエネルギー消耗、汚染物排出管理を強化していく考えであり、中国

における外資導入政策は大きな転換期に入ったと言える。 

 

                                                  
41 国家統計局・国家発展改革委員会・科学技術部編著『中国高技術産業発展年鑑』（2008 年版）。 
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第４章 国家大学サイエンスパークの現状 

 本章では、国家大学サイエンスパークの概要、関連政策、地域分布と現状、産学官連

携、イノベーション及び国際交流などの現状について説明する。 

 

第１節 概要 

 

日本では「イノベーションシステム改革の象徴的な政策として大学発ベンチャー１００

０社構想を推進し」42、２００５年に目標が達成された。これに対し、中国では、戦略的な

ハイテク産業の集積に資するよう、第１１期５カ年計画期間に新たに３０前後の大学発ベ

ンチャーの本拠地である大学サイエンスパークが新設されることとなり、既存のものと合

計すると、全国各地で８０カ所に上る43。 

中国における大学サイエンスパークは、前章で述べた中国各地の国家ハイテク産業開発

区44との関係が深く、知財の効果的な創出や活用との関係も強い。国家イノベーションの体

系を構成する重要な一部としての国家大学サイエンスパークの建設に至るまでの背景には

中国で言う「校弁企業」（大学発企業）45の変遷がある。 

中国における大学発企業の歴史は、今日に至るまで大きく４つの段階に分けることがで

きる。すなわち、１９７０年代までの「校弁工場」（大学発工場）時代、１９８０年以後の

「校弁企業」（大学発企業）時代、１９９０年以後の「校弁科技企業」（大学発技術型ベン

チャー）時代、２０００年以後の「大学科技園」（大学サイエンスパーク）時代である。 

各時代における大学発企業の基本的な特徴や社会的な背景などについては次頁の表に示

すが、「校弁工場」と「校弁産業」は位置づけが全く違うと同時に、管轄機関や事業内容も

基本的に異なる。また、「校弁企業」と「校弁科技企業」は時系列では下表の通りだが、前

者が完全に後者、すなわち大学発企業すべてが大学発技術型ベンチャーに変貌を遂げたと

言うことではない。 

 

                                                  
42 石黒憲彦（経済産業省前新規事業室長）「資本主義のすすめ」http://dndi.jp/00-ishiguro/ishiguro_3.php、S.シ

ェーン著、金井一頼・渡辺孝監訳『大学発ベンチャー 新事業創出と発展のプロセス』（中央経済社、2005 年）

p359-p363。 
43 新華網「"十一五“我国将新建 30 個国家大学科技園」2006 年 4 月 6 日。 
44 1988 年、中国「火炬計画」が正式に実施されることになり、その中で重要な内容の一つとして、中国各地が地域

的な特色を生かしながら、ハイテク産業開発区等の建設等に注力し始めた。 
45 本稿で言う中国の「大学発企業」とは、中国の「高校校弁科技企業」（大学発技術型ベンチャー）に加え、必ずし

も技術をベースにして創業された企業ではなく、「高校校弁工場」や他の「高校校弁非技術型企業」も含む用語

として用いることにする。 
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表 4.1 中国における大学発企業の誕生と変遷 

時期 形態 位置づけ 関係機関 特徴 

１９７０年 

まで 
校弁工場 

大学生を含む学生に対し

思想教育を行う場 

政府より共産

党組織 

学生に労働者の職業的意識

等を養成してもらう 

１９８０年 

以後 
校弁企業 

大学の予算不足を解消す

るツールの一つ 

科学技術部よ

り教育部 

日本で言う大学発ベンチャー

に近い企業原型を含む 

１９９０年 

以後 
校弁科技企業 

大学で生まれた技術成果

を生かして事業化 

教育部より科

学技術部 

本稿ではこれを日本で言う大

学発ベンチャーと捉える 

２０００年 

以後 
大学科技園 

ハイテク産業の育成、振

興、集積の一環として 

科学技術部と

教育部 

ハイテク産業開発ゾーンとの

政策的、地域的連動 

出典：技術経営創研作成46 

 

１９９０年以後、日本で議論されたように、中国でも大学の役割として、教育や研究に

加えた「第３の役割」として「社会への還元」を意味する「服務社会」と言う理念が提起

され、大学で創出された研究成果を生かした起業が活発に行われるようになった。そして

２０００年以後、日本で言う大学発ベンチャーに相当する大学発技術型ベンチャー47を質、

量ともに増やしていく必要があると言う意識が高まり、単体ではなく互いに連携して、大

学サイエンスパークへと発展してきた48。 

２００６年現在の概要を下表に示す（2004 年以降は国家級に限定）。 

 

表 4.2 大学サイエンスパークの発展の推移（2002 年～2006 年） 

名 称 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 

技術型インキュベータ（カ所） 58 58 46 49 62 

面積（万㎡） 145 578.4 485.3 500.5 516.5 

入居企業数（社） 2,380 4,100 5,037 6,075 6,720 

入居企業人数（人） 51,576 70,855 69,644 110,240 136,122 

単年度入居企業（社） 867 1,099 1,156 1,213 1,384 

累計出身企業（社） 720 584 1,256 1,320 1,794 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

                                                  
46 技術経営創研『中国におけるハイテク・スタートアップス調査報告書』（産業技術総合研究所発行、2007 年）。 
47 中国では日本で言う「大学発ベンチャー」に相当する用語が存在せず、以前より用いられている「高校校弁工

場」（一般に言うと大学が設立した工場型企業）の他、「高校校弁企業」（工場に限らない大学発企業）や「高校校

弁科技企業」（大学が設立した技術型企業）、「高校校弁産業」（大学発企業群）がよく用いられるため、何をもっ

て中国の大学発ベンチャーと言うかが問われることになる。これらの用語は、ある部分を特徴付けた用語であり、

互いに重複した意味を有しているにもかかわらず、日本ではそれらの明確な分類をしないまま、中国の大学発ベ

ンチャーを論じている場合が多い。この場合、引用先の用語の意味や、設定された研究対象の範囲、妥当性等

について議論されておらず、内容の誤解を生ずる問題が生じている。 
48 会議報道 「国家大学科技園建設：靠大聯合做大文章 」 中国教育新聞 2002 年 3 月 30 日。 
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第２節 関連政策 

 

１９９０年以後、中国国務院などが「教育、科学技術、衛生にかかわる改革を深化する

意見」と言う通達を周知し、豊富な大学リソースを生かした社会へのサービスを増進する

ための一連の政策を相次いで公表した。２００１年３月、中国科学技術部、教育部が専門

家評価委員会を発足し、実験的に作られてきた２０数カ所の大学サイエンスパークに対す

る評価会議が開催された。その結果、清華大学をはじめとする２２の大学サイエンスパー

クが第１次国家級の大学サイエンスパークとして認定された。 

国家大学サイエンスパークは中国教育部や科学技術部が「国家大学サイエンスパークに

関する管理試行規則」に沿って、イノベーションに関する、①地域環境の優劣、②経営リ

ソースの有無、③技術移転の実績、④技術開発の実績、及び⑤地方政府の重視度といった

観点から審査し、認定を行う。まさに技術イノベーションやハイテク企業のインキュベー

ション、及び各種専門家人材の結集やハイテク産業効果の波及を促進する産業イノベーシ

ョン・ステージになったと言える。 

第２章で述べたように、１９９６年５月１５日、「中国科学技術成果転化促進法」が成立

し、同年１０月１日より施行された。その後、「科学技術成果の転化促進に関する若干の規

定」（科学技術部、教育部等）、「ハイテク成果を資本として出資する場合の問題について」

（国家科学技術委員会、国家工商管理総局）、「国家大学サイエンスパークの十五の発展綱

要」（科学技術部、教育部）などが策定され、公表された。 

２００６年１１月、「中国中長期科学と技術の発展規画綱要」を具体化し、国家大学サイ

エンスパークの発展を加速するために、中国科学技術部と教育部が「国家大学サイエンス

パークの認定と管理規則」を制定し、国家大学サイエンスパークの建設を申請する要件が

より一層明確化された。 

例えば、独立法人資格を持つ専門的な管理機関がなくてはならないこと、自主的に使用

可能な建築面積は１．５万㎡以上、その中のインキュベーションのために使用する面積は

１万㎡以上であること、大学サイエンスパークに入居する企業の半分以上が技術、成果及

び人材などで所属する大学と実質的な関係を有すること、入居中の企業が５０以上でなけ

ればならないこと、社会のために１０００件の就職機会を創出しなければならないこと、

などが定められている。 

尚、国家大学サイエンスパークは、前章で述べた国家ハイテク産業開発区と密接な関係

にあり、大学発技術型ベンチャーの創出、自立、成長に必要な各種の行政サービスや創業

資金のサポート、人材育成や経営支援、及び税制優遇などの環境を全般的に提供している。

総じて、中国における校弁技術型企業は、大学サイエンスパークのような環境の中、多様

な課題に直面しながらも、更なる飛躍を目指している。 
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第３節 地域分布と現状 

 

 ２００８年１０月現在、各地に設置された国家大学サイエンスパークの合計は６２カ

所にのぼり、全部で１００以上の大学、地方政府及び研究機関により運営されている。地

域分布は下表及び下図に示す通りである。 

 

表 4.3 国家大学サイエンスパークの地域分布 

地域 基地数 地域 基地数 地域 基地数 

北 京 １２ 浙 江 ２ 広 東 ３ 

天 津 ２ 安 徽 １ 重 慶 ２ 

河 北 ２ 福 建 １ 四 川 ４ 

遼 寧 ３ 江 西 １ 雲 南 １ 

吉 林 １ 山 東 ２ 陜 西 ４ 

黒龍江 ２ 河 南 １ 甘 粛 ２ 

上 海 ８ 湖 北 １ 新 疆 １ 

江 蘇 ５ 湖 南 １ 合計 ６２ 

出典：中国教育部科技発展センター 

 

図 4.1 中国各地における大学サイエンスパークの地域分布 
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出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成 （ 背景図： Copyright © 2003-2004 中国まるごと百科事典 ）
 

 ４７



 

 

２００６年１２月現在、国家大学サイエンスパークに入居している企業数の合計は５５

００社余りであるが、併設されているインキュベーションセンターに在籍している企業の

合計は２２７６社であり、累計の出身企業数は９２３社、更に、そこから上場に至った企

業は３４社に上る（下表参照）。 

 

表 4.4 上場中国校弁科技企業一覧（2006 年、例示） 

N0. 会社略称 市場 創立年度 上場年度 帰属機関 

１ 青鳥華光 上海 １９９３．９  １９９７．５  北京大学 

２ 明天科技 上海 １９９７．３  １９９７．７  北京大学 

３ 清華同方 上海 １９９７．６  １９９７．６  清華大学 

４ 雲大科技  上海 １９９８．９  １９９８．９  雲南大学 

５ 太工天成 上海 ２０００．７  ２００３．５  太原理工大学 

６ 交大博通 上海 ２０００．７  ２００４．３  西安交通大学 

７ 交大昂立 上海 １９９７．１２ ２００１．７  上海交通大学 

８ 科大創新 上海 １９９９．１２ ２００２．９  中国科技大学 

９ 泰豪科技 上海 １９９９．１２ ２００２．７  清華大学 

１０ 方正科技 上海 １９８５．１  １９９０．１２  北京大学 

出典：中国教育部科技発展センター 

 

表 4.5 入居中の企業数が１００社以上の大学サイエンスパーク（２００６年） 

序号 大学サイエンスパーク名称 入居中の企業数（社） 

１ 南京大学-鼓楼高校国家大学科技園 ６０７ 

２ 復旦大学国家大学科技園 ５１２ 

３ 上海大学国家大学科技園 ４６３ 

４ 浙江大学国家大学科技園 ２６８ 

５ 重慶大学国家大学科技園 ２６５ 

６ 華東理工大学国家大学科技園 １９８ 

７ 華東師範大学国家大学科技園 １７８ 

８ 武漢東湖大学科技園 １６７ 

９ 河南省大学科技園 １４８ 

１０ 岳麓山国家大学科技園 １４２ 

１１ 北京科技大学科技園 １４０ 

１２ 上海交大科技園有限公司 １３２ 
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１３ 中国石油大学国家大学科技園 １３０ 

１４ 江南大学国家大学科技園 １２７ 

１５ 重慶市北碚国家大学科技園 １２１ 

１６ ハルピン工業大学国家大学科技園 １２０ 

１７ 南昌大学国家大学科技園 １１８ 

１８ 北京北航科技園 １１６ 

１９ 深セン虚擬大学科技園 １１４ 

２０ 東北大学国家大学科技園 １１２ 

２１ 上海理工大学国家大学科技園 １１２ 

２２ ハルピン工程大学国家大学科技園 １１０ 

２３ 合肥国家大学科技園 １１０ 

２４ 燕山大学国家科技園 １０８ 

２５ 中国鉱業大学国家大学科技園 １０６ 

２６ 中山大学国家大学科技園 １０６ 

合      計 ４,８３０ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

表 4.6 出身企業が４０社を超えた国家大学サイエンスパーク（2006 年） 

Ｎｏ 大学サイエンスパーク名称 出身企業数 

１ 深セン虚擬国家大学科技園 １２９ 

２ 華東理工大学国家大学科技園 ９９ 

３ 北京理工大学国家大学科技園 ８６ 

４ 武漢東湖国家大学科技園 ７５ 

５ 清華大学国家大学科技園 ７４ 

６ 復旦大学国家大学科技園 ６７ 

７ 浙江大学国家大学科技園 ６０ 

８ 北京科技大学国家大学科技園 ５２ 

９ 上海大学国家大学科技園 ４８ 

１０ 華南理工大学国家大学科技園 ４８ 

１１ 華東師範大学国家大学科技園 ４７ 

１２ 中国石油大学国家大学科技園 ４７ 

１３ 廈門大学国家大学科技園 ４６ 

１４ 南昌大学国家大学科技園 ４６ 

１５ 上海理工大学国家大学科技園 ４５ 
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１６ 江南大学国家大学科技園 ４５ 

１７ 重慶大学国家大学科技園 ４１ 

合   計 １,０５５ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

今日、中国における大学サイエンスパークは大きな注目を集めていると同時に、多様な

課題にも直面している。例えば、大学サイエンスパークの将来の位置づけや役割などの問

題や、国家ハイテク産業開発区や他のインキュベータとの横断的な関係の再整理などが挙

げられる。今日、中国教育部「２１世紀に向けた教育振興アクションプラン」49や中国科学

技術部「タイマツ計画」などの展開は新たな段階に入っており、実務的なレベルでどのよ

うに、また、どれ程統合していけるかと言う点にも大きな課題があり、活発な議論を呼ん

でいる。 

 

第４節 産学官連携、イノベーション、国際交流等の状況 

 

国家大学サイエンスパークにおける産（大学発ベンチャーやアライアンス企業等）、学（大

学）、官（関連機関や国家ハイテク産業開発区、等）連携の基本的な仕組みは下図（次頁）

に示す通りである。また、その仕組みの下で動かされているさまざまなプロジェクトの展

開プロセスはまさに持続的なイノベーションの一環と言える。 

すなわち、国家大学サイエンスパークにおける産学官連携の目標は、「ハイテク企業（大

学発ベンチャー）のインキュベーション」及び「イノベーションの揺籃」の具現化である。

その具現化を通じて、大学における関連の教育研究の質の更なる向上や、産業界における

新商品や新事業の創出が加速し、政府の関連政策の策定立案や国家ハイテク産業開発区全

体のグレードアップにも貢献すると期待される。 

また、近年は、日本の大手企業と中国の大学や、日本の大学と中国の大手企業などの日

中間の産学連携も見られるようになった。 

例えば、中国の理工系大学として 高峰に位置する清華大学／清華大学サイエンスパー

クは、アメリカとは異なる産学連携の成功例を有し、これまでに約２００を超える起業化

の実績を上げ、日本でも著名である。 

清華大学には、広大なキャンパスの一角にベンチャー企業が入居するベンチャービルと

インキュベーション施設がある。「清華科技園」（Tsinghua Science Park）と称するインキ

ュベーション施設「清華科技園発展中心」（Beijing Tsinghua Science Park Development 

Center)などがその例である。２００２年７月９日、ここへの入居を希望する会社を対象と

                                                  
49 中国教育部「21 世紀に向けた教育振興アクションプラン」についての簡単な説明は後掲、資料・主要関連政策

に取りまとめた。 
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した説明会が日本で開催された。 

清華大学サイエンスパークには大学直営の企業も多い。大学が出資して設立し、株式市

場に上場した企業として、北京大学の「方正集団」が有名であるが、一方、清華大学が生

んだ「清華同方有限公司」、「清華紫光集団」も有名である50。実際、清華大学サイエンスパ

ークは外資系企業や中国の一般の企業にも開放されている。 

 

図 4.2 国家大学サイエンスパークにおける産学官連携のイメージ 
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出典：技術経営創研51 

 

ちなみに九州大学の「国際産学連携」は、法人化後の九州大学オリジナルプロジェクト

の一つである。従来、大学が行う国際連携は大学間学術交流協定などが基本だったが、九

州大学はアジアに近い福岡に立地すると言う地域特性を生かし、産学連携を含むアジア連

携プロジェクトを強化・推進している。このような背景から、２００２年１２月、九州大

学は中国屈指の理工系名門大学である上海交通大学との「日中間技術連携の仲介」に関し

合意に至った。これは両校がそれぞれの国、地域の窓口となり、日中相互の企業間、企業

                                                  
50 北京大学と清華大学とは、互いに設立した企業で株式公開を競っている感がある、とも言われており、また、

2002 年 9 月に、北京大学と中関村サイエンスパーク管理委員会は、帰国者の創業パークの設立に合意した。こ

れについては後掲第 8 章に取りまとめた。 
51 技術経営創研『中国におけるハイテク・スタートアップス調査報告書』（産業技術総合研究所発行、2007 年）。 
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と大学間の技術連携を仲介するものである。 

今日、中国における大学のハイテク産業化事業は、国家的で戦略的な教育研究事業の重

要な一環と位置づけられている52。そこで、大学サイエンスパークの基本的な法的性格や具

体的な役割をどのように再定義すべきか、国家ハイテク産業開発区などとの関係をどのよ

うに再構築すべきか、中国の次世代教育やハイテク産業の振興に貢献し、また、大学発ベ

ンチャーの創出や育成に資する効率的な行政サービスとしてどのようなものが必要かなど

が、今中国において大きく問われているメインテーマの一つである53。 

 

                                                  
52 いわゆる「大学発ベンチャー」の育成に関する政府主導の改革モデルを考える際、中国のような改革の経験に

着目する意義は大きいと言う指摘がある（角南篤「「科教興国」中国から学ぶもの－注目される「大学発ベンチャ

ー」－」 http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0010.html ）。 
53 中国における大学サイエンスパークを論ずる際に、国家ハイテク産業開発ゾーンや 21 世紀に向けた教育振興

アクションプラン、タイマツ計画の他、国家重点実験室や国家工程研究センター、国家技術移転センター、ハイ

テク創業サービスセンター等も踏まえて行うのが有効である。 
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第５章 国家バイオ産業基地の現状 

 本章では、国家バイオ産業基地の概要、関連政策、地域分布と現状、産学官連携、イ

ノベーション及び国際交流などの現状について説明する。 

 

第１節 概要 

 

２００５年１０月、広東省深セン市にて開催された「第７回中国ハイテク成果博覧会」

において、国家発展改革委員会は第１次国家バイオ産業基地として石家庄、深セン、長春

に対する承認式を行った。続いて、２００６年６月、河北省石家庄市で開かれた「第１回

中国バイオ産業大会」において、同委員会は北京、上海、広州、長沙、重慶、青島、成都、

昆明と武漢の９つの国家バイオ産業基地の設立申請に対し承認書を授与した。２００８年

１２月現在、同委員会が認定した「国家バイオ産業基地」は延べ２２カ所に達した。 

 

図 5.1 中国ハイテク産業におけるバイオ産業の位置づけ54 
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① 電子情報(IT)

 

 

前掲の図の通り、中国におけるバイオ産業は、中国で言う「ハイテク産業」の重点的な

分野の一つである。国家バイオ産業基地は研究開発、生産製造、人材育成の提携を促進す

る措置を採り、それぞれのメリットを十分に発揮し、自主的なイノベーションを高め、人

材、資金、業界交流を強化し、国際提携を大きく展開し、バイオ製薬、バイオ農業、バイ

                                                  
54 張輝「中国における創薬特許流通」（文部科学省平成 18 年度教育推進プログラムの一環として、大阪工業大学

主催で開催された知的財産流通シンポジウム講演レジュメより、2007 年 12 月 19 日）。 
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オエネルギー、バイオ製造（バイオ関連製品の製造）、バイオ環境保護（バイオ技術を生か

した環境保護）などを兼ね備えたバイオ産業を発展させるシステムを徐々に構築すること

を目的としている55。 

２００８年６月、湖南省長沙市にて第２回中国バイオ産業大会が開かれ、次節で述べる

中国「国家バイオ産業発展５カ年計画」で示された基本方針や関連アクションが再確認さ

れた。中国政府がこれまで以上に積極的にバイオ産業に取り組む背景は、バイオが先進産

業・先端技術であり、国の産業競争力と技術力の向上に相当な貢献が見込まれることであ

る。また、後述する５カ年計画は「バイオ産業が発展すれば、医薬面では感染症対策、環

境面ではバイオマス（生物資源）活用による環境汚染改善など、各種の社会的効果も期待

できる」としている。 

この他、同計画が「世界のバイオ産業は成長段階にあり、まだ少数の多国籍企業による

寡占はみられない」と指摘している通り、今、注力すれば、世界の 先端に躍り出ること

も可能である。従って、同計画は、全体的に国産自主技術・自主ブランド育成の色彩が強

くなっているとの指摘もある。このような背景で発足した国家バイオ産業基地は、各地の

優位性を生かしながら本格的な展開に入り始めている。 

２００８年８月５日、国家発展改革委員会は北京で「国家バイオ産業発展専門家諮詢委

員会設立大会」を開き、国家バイオ産業発展５カ年計画の効果的な実施、中国バイオ産業

に関連する重大な問題点についての研究強化、政策立案の科学的な信憑性の向上などに資

するよう同専門家諮詢委員会を発足させた。 

 

第２節 関連政策 

 

２００７年４月、中国初の国家「バイオ産業発展５カ年計画」（中国国家発展改革委員会）

により、第１１次５カ年計画期間（2006～2010 年）中のバイオテクノロジー産業発展計画

が発表された。ワクチンと診断試薬、革新的な新薬、漢方薬の現代化、バイオ育種、バイ

オエネルギーなど９大分野でブレークスルーを遂げ、中国バイオ産業の全体的な優位性と

競争力の向上を図ると言うものである。 

  同５カ年計画では、バイオ産業で次の４大目標の実現を図ることを目指している。 

  第１に、バイオ産業の発展にプラスとなる政策、法規、技術革新、技術標準、バイオ安

全保障、産業組織、産業サービスの各体系をほぼ構築する。 

第２に、自主開発能力を著しく高め、産業生産額（付加価値ベース）に占める研究開発

費の割合を大幅に引き上げ、独自の知的財産権を持ち、年間売上１０億元以上のバイオ技

                                                  
55 東方ネット＆浦東ネット（2006 年 6 月 20 日）。尚、国家級のバイオ産業基地ではないが、関連する動きとし

て、以下の報道も関係者の関心を集めている。バイオ産業のインキュベータ基地としてはアジア最大となる「中国

バイオテクノロジー学術センター」が 2006 年 5 月 29 日、北京で着工した。同センターは、北京市西部の五輪広

場北側に位置し、市中心部を東西に走る長安街沿いにある。延床面積は 25 万㎡。北京国際信託投資有限公司

と科学技術部中国生物技術発展センターが共同で建設する（人民網日本語版」2006 年 5 月 30 日）。 
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術製品を数多く打ち出す。 

第３に、産業構造を 適化し、イノベーション力を持つ中小のバイオ企業を数多く育成

し、売上高１００億元以上の大型バイオ企業を１０社前後育成し、北京・天津・河北省、

長江デルタ、珠江デルタでの総合的バイオ産業基地の建設を重点的に進め、生産額５００

億元以上のバイオ産業基地を８カ所形成する。 

第４に、産業規模を急速に増大させ、２０１０年にバイオ産業の生産額（付加価値ベー

ス）を５０００億元以上とし、輸出額も顕著に増加させる。 

これらを基礎とし、２０２０年には生産額（付加価値ベース）２兆元を突破するととも

に、重要なバイオ技術で独自の知的財産権を保持し、バイオ産業をハイテク分野の基幹産

業、国民経済の主導産業とする。これは先進産業・先進技術の代表とも言えるバイオ、具

体的には、①バイオ医薬56、②バイオ農業、③バイオエネルギー、④バイオによる新素材の

などの製造、及び⑤バイオ利用の環境保護を戦略的に育成することにより、産業の高度化

を図るとともに、同分野の技術において世界トップレベルの地位となることを狙う戦略で

ある。 

 また、同５カ年計画は、バイオ産業の対国内総生産（GDP）比の目標を１０年で２％、

２０年で４％以上にすると設定し、国産ブランド育成の国策に沿って、中国自身が知的財

産権を持つバイオ製品の年間売上高を１０億元超に高めるとともに、年間売上高が１００

億元を超える大型バイオ企業を全国で１０社育成し、バイオ産業基地を８カ所設けて開発

を重点的に推進するなど、同産業の発展に関していくつもの具体的数値目標や方針を掲げ

た。 

また、政策的な支援としては、バイオ産業を育成するために有効な法令、技術革新体系

及び技術標準体系の整備などを実施し、国家機関として、バイオ産業の専門家による諮問

委員会も設置した。資金面での支援については、新たなバイオ産業向け優遇税制の検討に

入る他、海外を含む株式市場や債券市場でのバイオ企業の資金調達を後押しし、金融機関

に対しても融資を積極的に行うよう求めている。  

更に、研究開発と人材についても、大手企業によるバイオＲ＆Ｄ機関設置の推進や、各

研究機関への支援、産学提携の推進などを謳っている。外国企業が中国本土内にＲ＆Ｄセ

ンターを設けることも奨励・支援するとした。  

２００７年６月２６日、中国科学技術部部長・万鋼は「２００７年国際バイオ経済会議」

（北京）の席上、「中国のバイオ経済振興戦略」は「三歩走（３段階を踏む）」になると述

べた（下図参照）。 

 

                                                  
56 例えば、2006 年 4 月現在、中国食品及び薬品監督管理局は 35 種の遺伝子組み換え蛋白、治療性抗体または

遺伝子治療用の医薬品の市場投入を承認し、2004 年末現在、50 種余りのバイオ新薬が臨床前の動物実験また

は臨床試験の段階にある。胡顕文等「中国バイオ製薬産業概要」国家発展和改革委員会高技術産業司等編著

『中国バイオ産業発展報告』（2006 年）。 
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図 5.2 中国におけるバイオ産業振興のための「３つのステップ戦略」 
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出典：張輝「中国バイオ産業の現状及び日中ビジネスのポイント」（2007 年 8 月 7 日）57 

 

この「三歩走」＝「３つのステップ」戦略は具体的に次のような段階を示した。第１段

階は「技術蓄積」の段階とし、２０１０年までに５０００～８０００億元規模のバイオ技

術産業を形成する。第２段階は「産業振興」または「産業確立」の段階とし、２０１５年

までにバイオ産業の生産高を約１兆６０００億元にする。第３段階は「持続的発展」の段

階とし、２０２０年前後に達成させるものとして、バイオ産業の総生産高を２～３兆元に

し、ＧＤＰの４％以上を占めるようにするとしている。 

 

第３節 地域分布と現状 

 

第１項 地域分布 

 

２００８年１２月現在、２２カ所に設けられている国家バイオ産業基地の地域的な分布

を下表に示す。 

 

                                                  
57 張輝「中国バイオ産業の現状及び日中ビジネスのポイント」（経済産業省北海道経済産業局主催セミナー講演

レジュメより、2007 年 8 月 7 日）。 
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表 5.1 国家バイオ産業基地の地域分布 

Ｎｏ 地域 名称 所在地 

１ 北京 北京国家バイオ産業基地 北京市 

２ 天津 天津国家バイオ産業基地 天津市 

３ 上海 上海国家バイオ産業基地 上海市 

４ 重慶 重慶国家バイオ産業基地 重慶市 

５ 長春国家バイオ産業基地 長春市 

６ 
吉林 

通化国家バイオ産業基地 通化市 

７ 河北 石家荘国家バイオ産業基地 石家荘市 

８ 青島国家バイオ産業基地 青島市 

９ 
山東 

徳州国家バイオ産業基地 徳州市 

１０ 河南 鄭州国家バイオ産業基地 鄭州市 

１１ 江蘇 泰州国家バイオ産業基地 泰州市 

１２ 浙江 杭州国家バイオ産業基地 杭州市 

１３ 江西 南昌国家バイオ産業基地 南昌市 

１４ 湖北 武漢国家バイオ産業基地 武漢市 

１５ 湖南 長沙国家バイオ産業基地 長沙市 

１６ 広州国家バイオ産業基地 広州市 

１７ 
広東 

深セン国家バイオ産業基地 深セン市 

１８ 広西 南寧国家バイオ産業基地 南寧市 

１９ 四川 成都国家バイオ産業基地 成都市 

２０ 雲南 昆明国家バイオ産業基地 昆明市 

２１ 陝西 西安国家バイオ産業基地 西安市 

２２ ハルピン ハルピン国家バイオ産業基地 ハルピン市 

出典：中国第２回バイオ産業大会（2008 年 6 月）資料をもとに技術経営創研が作成 

 

また、上表を図で示すと次頁のようになる。 

 

第２項 事例 

 

ここでは、上海張江国家バイオ医薬産業基地と広州国家バイオ産業基地について説明す

る。 

まず、上海張江国家バイオ医薬産業基地（国家上海生物医薬科技産業基地）は１９９６

年に中国科学技術部、中国衛生部、中国科学院、国家食品薬品監督管理局、上海市人民政

府の５者連合の「協力協定」の下で、張江国家ハイテク産業開発区内に設立された国家バ
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イオ産業基地である。 

 

図 5.3 国家バイオ産業基地の地域分布 
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上海張江国家ハイテク産業開発区は、上海浦東新区に属し、陸家嘴金融貿易区の東南側

に位置し、計画面積は２５平方ｋｍである。同区は１９９０年代初めに創立された国家級

ハイテク産業開発区の一つであり、半導体、ソフトウェア、バイオ・製薬の３大産業分野

を柱に位置づけている。すなわち、上海張江国家ハイテク産業開発区では設立当初から「バ

イオ製薬産業」を重要な柱産業の一つとして位置づけている。 

上海張江国家バイオ医薬産業基地は、これまで国内大手製薬会社または有望なバイオハ

イテクベンチャーの他、海外各国の大手製薬グループを中心に誘致を進め、大きな成果を

上げてきた。「世界知名（Well-known Worldwide）、亜洲一流（Top in Asia）、中国第１（No.1 

in China）」と言う目標を掲げ、バイオ製薬や生命科学などの 「研究開発センターの誘致」 

を中心に、基地の拡大も含めて展開している。 

２００７年現在、３００余りのバイオ製薬関連プロジェクトを立案・導入し、４００余

りの生命科学分野に従事するハイテク企業や研究機関などがバイオ医薬のイノベーション

に取り組み、産業グループ、研究開発、インキュベーション、教育訓練、専門サービス、

リスク投資といった６つの機能を集約してきた。 

上海張江国家バイオ医薬産業基地は、上海市市長が責任者、中国科学技術部副部長など

が副責任者を務める指導グループの下で、国内 大の生命科学クラスター、バイオ製薬の

研究開発基地、国際的にも影響力のあるイノベーションのプラットフォームとなることを
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目標として、日夜取り組みを進めている。２００７年４月現在、バイオ製薬企業は１１０

社、化学製薬企業は６０社、医療機器メーカーは３５社、伝統的な漢方薬企業は１５社余

りが入居しており、世界ランキング１０社の内、５社が研究開発センターを設けている。 

２００７年５月１７日、上海張江高科技園区の設立１５周年記念イベントがスタートし

た際、中国科学技術部部長の万鋼、上海市副市長の楊など多くの要人が開幕式に参加した。

今日、上海張江全体はハイテク産業のみならず、文化産業にも注目し、産学官連携や地域

連携などを通じて多角的な取り組みを前進させ続けている。 

次に、広東省広州市は、中国華南地域 大の貿易都市であり、広東省の省都である。ま

た、日系製造業が も多く集まっている。広州市と日本の福岡市は、古くから通商港とし

て栄え、１９７９年に友好都市協定を締結した。過去２０数年間、広州からパンダを借り

たお礼に、福岡市がジェットコースターを広州に贈るなどの交流の他、百貨店やテレビ局、

大学同士の交流も盛んに行われている。 

広州国家ハイテク産業開発区も１９９１年に中国国務院の承認により設立された。他の

国家ハイテク産業開発区と違って、国務院の承認により設立された広州経済技術開発区、

広州保税区、広州輸出加工区と言った合計４つの区域が同一の「開発区管理委員会」によ

って統括・運営されている。また、広州は、中国「国家バイオ産業基地」の一つとして、

香港の「漢方港」と呼応する構想で、バイオハイテク産業開発プロジェクト「広州国際生

物島（バイオ島）」の開発を本格的に進めている。 

国家計画委員会（現国家発展改革委員会）の批准により設立された広州国際生物島は、

前述した広州経済技術開発区、広州ハイテク産業開発区、広州輸出加工区などの協働の下

で営まれている。広州ハイテク産業の多角化を加速させる戦略の一環として、製薬、医療、

食品、保健、環境などの関連産業の新たな集積を構築する構想により、同生物島は、広州

を中心とした香港、深セン、珠江デルタ地域の一体化を進めている。具体的には研究・開

発と生産エリア、技術や生活のサービスエリア、居住エリアにより構成されている。 

２００５年現在、広州におけるバイオ産業の総生産高は既に１８２．７０億元に上り、

その内、バイオテクノロジー製品は１６３．０８億元となっている。このことから、広州

バイオ産業の規模は中国の上位にあると言える。また、２００５年現在の広州における各

種バイオ企業は３００社余りにまで増加している。その内、７５％が医薬業界に属し、５

０％が民間企業である。 

特記すべきは、広州の中国科学院南海海洋研究所、生物医薬と健康研究院、南海海洋生

物技術国家工程研究センター、広東微生物研究所技術産業化基地なども広州ハイテク産業

開発区の高成長を支えていることである。また、著名な大学発ベンチャー企業として知ら

れている「中山達安基因公司」の技術総監が開発に成功した蛍光定量ＰＣＲ法に関する特

許が中国発明大賞で金メダルを授与されたことである。 
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第４節 産学官連携、イノベーション、外資導入等の状況 

 

２００６年６月２１日、２２日に湖南省長沙市で第２回中国バイオ産業大会（China 

Bioindustry Convention 2008）が開催された。中国全国人民代表大会（日本の国会に相当）

常務委員会、国家発展改革委員会、科学技術部、衛生部、中国科学院、中国科学技術協会、

国家開発銀行、国家自然科学基金委員会、国家輸出入銀行、国家林業局、国家漢方薬管理

局、中国石油化学グループなど、中国官庁や各地から、バイオ医薬、バイオ農業、バイオ

エネルギー、バイオ環境保護、バイオ製造といった関連分野の産学官関係者やメディア関

係者が集まり、更に、カナダ、ドイツ、韓国など海外からの専門家も来場した。 

中国バイオ産業大会にこれ程多くの政府要人や、全国から１００名余りの中国科学院な

どのアカデミーメンバーや知名専門家が来場したことは、本大会の重要性やバイオ産業へ

の期待の高さを意味している。 

大会のテーマは「引領生物産業発展、助推両型社会建設」（バイオ産業を牽引し、「両型」

社会の建設を推進する）である。ここで言う「両型」とは省エネルギー型、環境保護型と

言う意味である。このコンセプトの下で、国家要人も臨席した「ハイレベルフォーラム」

をはじめ、「バイオ医薬技術及びバイオ医薬産業の先端フォーラム」、「製薬工業の省エネル

ギーと環境保護フォーラム」、「バイオアグリ産業フォーラム」、「バイオエネルギーと工業

バイオ技術フォーラム」、「バイオ産業、投資融資及び知的財産保護フォーラム」などが開

かれるとともに、「中国とドイツの経済とバイオ技術の協力に関する第１次会議」、「中国と

韓国のバイオ産業交流会議」と言う国際会議も行われた。 

ところで、第２回中国バイオ産業大会で調印された投資契約の金額合計は１００億元超

であるが、その半分近くに当たる４７億元を長沙国家バイオ産業基地の契約が占める。カ

ナダのバイオ技術会社が１４億元を投じ、長沙にインフルエンザワクチン基地を建設する

プロジェクトに正式に調印した。前駐中国大使、カナダ・中国貿易理事会主席の貝祥は、「こ

れはカナダの中国に対するここ１０年で 大の投資であり、 も重要な医療協力プロジェ

クトである」と語った。 

カナダの Microbix 社は世界 先端を走るバイオ技術関連会社で、インフルエンザワクチ

ンの生産技術は世界のトップレベルにある。Microbix 社の創始者でＣＥＯである William J. 

Gastl は長沙市の官吏と会見の際、「建設期間は４年で、２０１２年に生産に入る見込みで

ある。年間１億元のインフルエンザワクチンの生産が可能で、中国国内及びアジア諸国の

需要を充たすことができる」と語った。 

中国におけるバイオ医薬、バイオ農業、バイオエネルギー、バイオ環境保護の発展は、

日本を含む海外関係者に対してさまざまなビジネスチャンスを提供している58。 

２００８年１０月２７日、大阪府の橋下徹知事は中国・上海を訪れ、バイオ産業関連企

業など４００社以上が集積する上海張江生物医薬産業基地を視察した。同知事は、「バイオ

                                                  
58 張輝「長沙、中国バイオ産業の鼓動を加速する」DND 連載コラム（2008 年 6 月 25 日）。 
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産業で世界に打って出たい」と報道陣に述べ、産業活性化のために同基地と大阪の企業と

の人材交流などを進める協定を結ぶ意向を明らかにした。また、橋本知事は同基地開発会

社の社長らとの懇談において、医薬・バイオ産業を育てて大阪の産業の核にしたいとの考

えを示し、協力して世界を牽引していくことを呼びかけた59。 

尚、現時点では国家バイオ産業基地としては認定されていないものの、外資誘致や国際

交流に積極的に取り組む事例もある60。 

                                                  
59 朝日新聞「『バイオで世界へ』橋下知事、上海の集積地を視察」2008 年 10 月 27 日。 
60 遼寧省は今後 10 年間に約 1．5 兆円の予算で本渓市に面積 23 平方ｋｍの「遼寧本渓生物医薬産業基地」（バ

イオ・医薬品産業パーク）を整備。まず、漢方薬を中心とする研究開発センター等を建設し、医薬品関連産業全

般を対象に国内外の企業約60 社を誘致した後、研究開発機関や大学、医薬関連教育訓練センター等も設立す

る計画。日揮は技術コンサルタントとして計画の推進主体となる遼寧省本渓経済開発区管理委員会との間で技

術協力に関する覚書を交わした。同社はこれまで、同省・瀋陽薬科大学との間で GMP（医薬品の製造管理及び

品質管理基準）教育等の共同事業や、省食品薬品監督管理局等への支援実績があることから、この計画への参

画が決まった。サーチナ「日揮が遼寧・バイオ医薬産業基地の基本計画策定支援」2008 年 7 月 2 日。 
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第６章 国家イノベーションパークの現状 

 本章では、国家イノベーションパークの概要、関連政策、地域分布と現状、産学官連

携、イノベーション、国際交流などの現状について説明する。 

 

第１節 概要 

 

既に第２章で述べたように、中国における時代的な背景や関連政策の下で、パークは国

家ハイテク産業開発区と言う「基盤的なパーク」から「多様なサブパーク」の設立へと変

遷してきた。国家イノベーションパークもその例である。 

２００６年１月に開催された中国「全国科学技術大会」では、「１５年をかけて『創新型

国家（イノベーション型国家）』を建設する」と言う戦略目標が掲げられ、これを踏まえて、

２００６年２月９日、中国初の科学技術に関する中長期計画となる「国家中長期科学技術

発展規画綱要（2006～2020 年）」が国務院より発表された。座長が温家宝首相、副座長が

国務院の陳至立国務委員の体制のもと、２００３年より２０のテーマに分かれた戦略研究

ワーキンググループにおいて、２０００人の専門家が参加し内容の検討が行われた結果で

ある。 

「国家中長期科学技術発展規画綱要」は、具体的には、重点分野や複数の重大なコア技

術の戦略的開発、国家目標の達成を飛躍的に実現するための特別なプロジェクトの実施、

未来の課題に対応するための持続的な開発能力の向上などを含み、制度改革を進めること

により科学技術関連の投資を増強し、人材の育成を強化し、国家イノベーションシステム

を構築することなどを謳う、「イノベーション立国」戦略の宣言である。 

このような国家戦略が策定された背景は以下の通りである。改革開放以来、中国は大量

の外国資本や先進的な技術などを導入し、経済発展を促進してきた。しかし、このような

「市場を以って技術を交換する」経済成長方式のもとで、中国の対外技術依存度は５０％

以上となり、ハイテク製品の８０％以上を輸入に依存するようになった。また、先進国で

は知識と技術的なイノベーションによる経済成長への貢献が７０～８０％と高いが、中国

では２０～３０％にとどまっている61。このようなことから、中国が自らのイノベーション

によって中長期的な発展を実現していくことが緊急課題となり、「国家中長期の科学と技術

に関する発展規画綱要」が策定されるとともに、下図に示すように、関連の政策などの策

定も始まった。 

 

                                                  
61 JETRO 報告書『自主創新政策と中国企業』（2007 年 3 月 30 日）。 
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図 6.1 中国の自主的イノベーションの政策体系 

 

出典：JETRO 報告書『自主創新政策と中国企業』（2007 年 3 月 30 日）より 
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また、「国家中長期の科学技術に関する発展規画綱要」に定められた基本方針や個別の要

点に沿って、科学技術部は、２００８年４月に財政部、国家税務総局と共同で「国家ハイ

テク企業の認定管理に関する規則」を策定した後、２００８年８月にタイマツ計画関連政

策として、「国家ハイテク産業化及び環境整備に関する第１１次５カ年発展綱要」、「国家ハ

イテク産業開発区に関する第１１次５カ年発展規画綱要」、「中国技術型インキュベータに

関する第１１次５カ年発展規画綱要」を策定した。 

このような流れの中で、２００６年６月２６日、中国科学技術部と天津市政府は「共同

で国家バイオ医薬イノベーションパークを建設する議定書」に調印し、２００７年６月２

２日、中国科学技術部、中国工業・情報化部、中国商務部が山東省政府と「共同で国家情

報通信国際イノベーションパークを建設する」との通達を発し、２００７年１１月、中国

科学技術部、中国商務部、及び江蘇省政府の支持の下で、中国科学院と江蘇省科学技術庁

が「共同で国家ナノテク国際イノベーションパークを建設する」計画を公表した。 

 

第２節 天津濱海バイオ医薬国際イノベーションパーク 

 

２００６年６月２６日、中国科学技術部と天津市政府は「共同で国家バイオ医薬イノベ

ーションパークを建設する議定書」に調印し、中国科学院、中国人民解放軍軍事医学科学

院、中国医学研究院からも協力を得て、「バイオ医薬国際イノベーションパーク」及び「国

際バイオ医薬ネット研究院」の建設を始動させた。その後、２００７年６月２６日、中国

科学技術部と天津市政府の２者連合の体制から中国科学技術部、商務部、衛生部、食品薬

品管理監督局、天津市政府の５者連合の体制へと変わった。 

国家バイオ医薬国際イノベーションパークは天津濱海新区内への建設が予定されている

が、もともと天津濱海新区は天津国家ハイテク産業開発区の一部である。天津濱海新区に

おけるハイテク技術分野の生産高は、２００６年１０月現在、工業総生産の４２％を占め

ている。特にバイオテクノロジー関連製品を生産する企業は５００社を超え、バイオテク

ノロジー産業の年間収入は３００億元に達している。 

尚、国家バイオ医薬国際イノベーションパークは「１園３区」、すなわち（国家生物医薬

国際創新園）３区（研究開発区、企業インキュベーション区、生産貿易区と言う３つの区）

より構成され、研究開発区内に国際バイオ医薬ネット研究院が建設される構想である。先

進的な技術を導入し、それを吸収し、イノベーションに結びつけ、天津濱海新区において

研究開発、企業インキュベーション、生産貿易を一体化し、１０年をかけて中国 大、世

界的にも知名度の高いバイオ医薬イノベーションと産業基地を目指すと同時に、３～５年

をかけて中国 大、国際一流のバイオ医薬ネット研究院の建設に取り組むことを目標とし

ている。 

天津南開大学の饒子和学長は、「２００６年中国泰達生物フォーラム」において次のよう

に述べている。「天津は昔から中国北方 大の工業基地であった。ここ濱海新区も、長年の
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努力によって基礎が固まってきた。濱海新区には、南開大学や天津医薬大学、天津大学な

どの有名大学もキャンパスを置いている。天津は産業基地であり、産業を非常に重視して

いる。北京・上海などが基礎研究に力を入れているのに対し、天津は製品開発・生産を重

視している」62。 

国家バイオ医薬国際イノベーションパークの建設に合わせて、２００７年６月２６～２

８日、同地にて「２００７年国際バイオ経済大会」が開催された。中国科学技術部と天津

市政府が主催し、国連関係機関を含む国内外の政府機関や国際組織の共催による同大会に

は、国内外の著名な産学官関係者が集まり、政策、技術、産業などを対象にした横断的な

幅広い議論は参加者に有益な示唆を与えた。 

２００８年２月、中国科学技術部が天津市にて座談会を開き、国家バイオ医薬国際イノ

ベーションパーク、及び天津国際バイオ医薬連合研究院（前国際バイオ医薬ネット研究院）

の建設進捗状況などについての意見を聴取した。 

研究開発区の中心であると同時に、国家バイオ医薬国際イノベーションパークのシンボ

ルでもある天津国際バイオ医薬連合研究院は、その建設計画案が確定し、第１期工事の設

計に入っている。また、同天津国際バイオ医薬連合研究院は、イタリア、アメリカ、スイ

スなどの国立研究機関や企業との協力協定などを予定通りに進めている。更に、「第１次天

津国際バイオ医薬聯合研究院」の人材募集も予定通りに終了した63。 

 

第３節 済南情報通信国際イノベーションパーク 

 

済南情報通信国際イノベーションパーク（「国家情報通信国際創新園」（China 

International ICT Innovation Cluster で、CIIIC と略称する）は中国科学技術部、情報産

業部、及び商務部が共同で通達を発し、山東省政府と共同で設立した国家イノベーション

パークである。２００７年６月２２日に済南国家ハイテク産業開発区にて除幕式が行われ、

正式に発足した。 

済南情報通信国際イノベーションパークは、「１園２区」、すなわち１園（CIIIC）２区（研

究開発区、産業区）と言う構想で建設が計画され、建設総面積は約６１．５平方ｋｍであ

る。その内、研究開発区の建設用地が１１．０５平方ｋｍ、産業区の建設用地が５０．４

７平方ｋｍとなっている。更に、物流配送、生活サービス、教育医療などのサービス施設

を組み合わせて建設する予定である。 

同国際イノベーションパークは、世界レベルのソフトウェア、集積回路、ネット通信、

デジタル機器、情報サービスと言う５つの産業群を建設する方針を打ち出している。また、

全世界のイノベーションリソースを総合的に利用できる「指導区」、世界一流のＩＴ産業「集

                                                  
62 中国国際放送「2006 年中国泰達生物フォーラム、天津で開催」2006 年 1 月 16 日。 1

63 天津日報「加快推進国家生物医薬国際創新園建設」2008 年 2 月 28 日。 
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中区」、及び中国自らのイノベーションを行う戦略的な「中心区」も建設する予定である。

２０２０年までに、同イノベーションパーク内の年間売り上げは６０００億元を目標とし

ている。 

同イノベーションパークの重要な構成要素として既に竣工した「国家情報通信技術研究

院」は、総投資が１．５億元で、建築面積は３．７万㎡に達する。また、科学技術部が承

認した「国家集積回路設計済南産業化基地」も同イノベーションパーク内に正式的に設立

された。 

国家情報通信技術研究院は、２００７年６月２２日に同じく済南国家ハイテク産業開発

区の情報通信国際イノベーションパークにて落成した。同イノベーションパークの技術研

究開発センター及び技術サポートプラットフォームとして、研究院はＣＩＩＩＣを高速に

発展させる「イノベーション・エンジン」と期待されており、情報通信技術の先進的な研

究、技術イノベーション、技術の導入や吸収を行い、更なるイノベーションの研究及び科

学技術成果の商品化、産業化を促進すると言う重要なミッションを担っている。 

現在、欧米、日本、韓国、香港、台湾などから有名な情報通信企業や研究開発機関など

が頻繁に視察に訪れており、既に入居した企業もある。 

研究院は国内外の研究者を集め、海外と繋がる研究開発及び成果の技術移転メカニズム

を模索し、プロジェクトチームを発足させ、重点的にソフトウェア技術、コンピュータ及

びコンピュータ周辺技術、通信技術及び製品、集積回路の設計・製造技術、先進的な製造

技術及び制御技術、情報技術の応用プロジェクトといった方向への展開を進めている。 

 

第４節 蘇州ナノテク国際イノベーションパーク 

 

２００７年１１月、蘇州工業パークにて、中国科学技術部、中国商務部、及び江蘇省政

府の支持の下で、中国科学院と江蘇省科学技術庁が「共同で国家ナノテク国際イノベーシ

ョンパークを建設する」計画を公表し、中国科学技術部部長も臨席する中で、「ナノテク国

際イノベーションパーク」の除幕式が行われた。 

２００６年に蘇州に設立した中国科学院ナノテク及びナノ生体工学研究所は蘇州におい

て唯一の国家級の研究開発機関である。設立の１年後には、蘇州ナノテク研究所は１０余

りの特許を出願し、２０の科学技術プロジェクトを申請し採用され、多様な研究開発費４

０００万元を獲得した。もともと中国科学院ナノテク及びナノ生体工学研究所を起点に始

まった「国家ナノテク国際イノベーションパーク」は、現在、蘇州工業パークにあるバイ

オナノテク・サイエンスパークを中心に構想された国家級のイノベーションパークであり、

ナノ材料及び機器、ナノバイオ技術とナノ医学、ナノバイオ安全技術などを重要な研究領

域にしている。バイオナノテク・サイエンスパークは、８６．３万平方 m で、研究開発、

ベンチャー創業、産業化促進サービスを提供することを目的としている。 

ナノテク新材料国際イノベーションパークは５年以内に、３つの世界レベルの産業技術
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イノベーション連盟、３つの国際連合の重点実験室、３つの国際的エンジニア研究センタ

ーを建設し、国内外の上級専門人材３００名、一般専門人材３０００名を集め、年間生産

高が１００億元を超えるナノテク産業群を形成し、中国 大のナノテク研究開発及び産業

化基地になることを目指している。 

２００８年７月２日、ロシアのナノテクグループ64の社長Melamedが率いるロシア代表団

が北京で、中国科学技術部部長の万鋼と中国科学院副院長の白春礼と会見した。両国はナ

ノテク製品生産の共同出資、ナノテクリスクファンドの設立、ナノテク認証と安全基準の

問題などについて討論し、両国のナノテク分野での交流と協力を積極的に進めることで一

致した後、上海と蘇州のナノテク研究センターとナノテク工業パークを見学し、中国側の

科学技術者と広く交流を行った。 

蘇州工業パークは、現在、フィンランドをはじめとする複数の国・地域と協力して、ナ

ノテクに関する共同研究や産業化を推進している。ナノテクに関する中国の強さについて、

前中国科学院副院長、現国家自然科学基金委員会主任の陳は次のように述べている。 

中国におけるナノテクノロジーは、過去１０年間にわたり、学際的な研究を展開したこ

とが現在の強みに繋がっている。ナノテクには物理学も化学も材料研究も含まれており、

マネジャーとして、スタート当初から共同研究、学際研究の促進を図る必要があると判断

し、それが総合的な発展につながった。具体的には、いくつかの研究機関の壁を破ってナ

ノテク研究センターを設立したことが特に大きな効果をあげたと考える。尚、この研究セ

ンターには、北京大学や中国科学院などの中国有数の大学も所属している。また、産学協

力に成功した例として、中国科学院蘇州産業化研究センターが挙げられる65。 

このような背景と基盤の上で創設された蘇州国家ナノテク国際イノベーションパークの

動向については、引き続き注目すべきである。 

 

                                                  
64 グループは、2007 年 7 月、国有企業のロシア・ナノテクノロジーグループとして設立された。目的は、ロシア政府

のナノテク政策を実行するためであり、ナノテクの革新的インフラの発展、将来性のあるナノテクとナノテク産業プ

ロジェクトを実施していく。グループの登記資本金は約 1300 億ルーブル（約 55 億米ドル相当）である。新華社「ロ

シア、中国とのナノテクにおける協力拡大を希望」2008 年 7 月 3 日。 
65 馬場錬成「中国国家自然科学基金委員会陳宜瑜主任が語った中国基礎研究の展望（上）」JST 中国総合研究

センターマンスリーレポート、2006 年 10 月 20 日。 
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第７章 中外共同運営国家ハイテクパークの現状 

 本章では、中外共同運営国家ハイテクパークの概要と現状について説明する。 

 

第１節 概要 

 

中国は１９９０年代から国策の一つである「対外経済開放政策」によって外資を導入す

るとともに、市場原理に従った国有企業改革を進め、国内産業の競争力強化に力を入れて

きた。このような結果、２００４年上半期に中国の外資導入は急成長を遂げた。１月から

６月にかけて中国全土で新たに認可された外商投資企業は２万１０００社余りで、前年同

期比１５％増であった。契約金額は同４３％増の７２７億ドル、実行金額は同１２％増の

３３９億ドルであった66。 

この「外商投資企業」には、本報告書で述べる国家ハイテク産業開発区などのパークへ

進出した企業も含まれていることは言うまでもない。そして、時代の進展に伴い、中国へ

の企業進出だけではなく、中国国家ハイテク産業開発区などのパークにおいて、中国と外

国の共同投資により、何らかの関連パークを設立し運営しようと言う気運が高まった。 

一方、２００３年頃、中国経済の発展、とりわけ、外貨準備高の増加（2003 年 4 月時点

で 3160 億ドル）や一部の国内企業の急成長に伴い、中国企業が海外直接投資を行うための

条件が次第に整備されてきた。こうした変化を踏まえ、中国共産党や政府の指導者は、し

ばしば「走出去」（海外進出）戦略を提唱するようになった。 

例えば、２００１年からの「第１０次５カ年計画」では、「外資の積極的な活用」とは別

の１節として、対外投資の奨励などを盛り込んだ「走出去」戦略の推進が明記された。ま

た、２００２年１１月の第１６回共産党大会では、「走出去」戦略の実施を「対外開放の新

段階の重要な動き」と評価した上で、「比較優位のあるさまざまな所有制の企業が海外に投

資し、（中略）実力のある多国籍企業と有名ブランドを創りあげることを奨励する」といっ

た目標を明らかにした。５カ年計画や党大会で相次いで明記され、承認されたことにより、

「走出去」は中国の国家戦略の一つとして位置付けられたと言える67。 

もともと中国「タイマツ計画」の目的は、前述したように「ハイテク技術成果の商品化、

ハイテク商品の産業化、ハイテク産業の国際化」の推進にあり、「走出去」戦略はその中の

「ハイテク産業の国際化」に共通しているものと考えられる。また、「国際企業インキュベ

ータの設立に関する意見」（国家科学技術委員会、1997 年 9 月）、「第１０回５カ年期間中

における国際科学技術協力に関する発展綱要」（科学技術部、2000 年 12 月）、「中国の海外

における技術型創業パークの試行事業に関する意見」（2003 年 9 月）は中外共同運営国家

                                                  
66 胡景岩（中国商務部外国投資管理司司長）「中国の外商投資導入の状況と関連政策」日中投資促進機構「中

国外資政策セミナー」中国側講演（投資機構ニュース No.107）。 
67 佐野淳也「動き始めた中国の「走出去」戦略」日本総研アジア・マンスリー（2003 年 07 月号）。 
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ハイテクパークの政策的な根拠になったと言える。 

２００８年１２月現在、ロシア、イギリス、アメリカ、シンガポール、オーストリア、

イタリアとの間で合計７カ所（中国・イギリスの間は２カ所）の共同運営「海外科技園」（海

外サイエンスパークまたは海外ハイテクパーク）を設け、相手国向けのベンチャー企業の

インキュベーション、相手国からの融資の獲得、海外市場参入のためのマーケティング能

力の向上、ビジネスパートナーの発掘、中外提携のマッチングといった多様な試みを進め

ている。 

 

表 7.1 中外共同運営国家ハイテクパークの例示 

パーク関係国 入居企業例 事業領域 入居目的 

重慶前沿生物制約

公司 

バイオ製薬 共同開発 中国とアメリカ 

託普国際商務公司 商務諮詢 中米間の技術及び

商務の企画やコン

サルティング 

尚吉電子公司 電子製品 市場参入 中国とイギリス 

国家留学基金管理

委員会予科学院 

マッチング 中英の大学間の交

流や提携の推進 

上海傑事傑新材料

公司 

プラスチック 海外からの融資 中国とシンガポール 

北京威奥特公司 通信ソフトウェア 上場 

華東電子研究所 電子 共同研究 中国とロシア 

江蘇常州植物激素

研究所 

農薬等の開発 共同研究 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの情報を基に技術経営創研が作成 

 

２００２年１２月、中国初の海外サイエンスパーク／中外共同運営国家ハイテクパーク

として、「中美馬里藍科技園」（中国・アメリカ・メリーランド・サイエンスパーク）の建

設が実質的なスタートを切った。同パークは中国とアメリカの産業用・民生用科学技術提

携協定の枠組み内の一つの事業であり、中国タイマツハイテク産業開発センター、北京中

関村サイエンスパーク管理委員会及びアメリカのメリーランド大学といった３者間の提携

プロジェクトである。生命科学、バイオテクノロジー、医薬、農業、環境が重点的な取り

組み領域となり、中米間の技術、経済及び文化の潮流に合致するものとして期待され、中

国企業の海外進出戦略の策定にも資すると考えられる。 

また、２００２年、中国科学技術部は、中国タイマツハイテク産業開発センターに対し、

ロシアで「中国・ロシア友誼サイエンスパーク」を設立することを委託した。これを受け

 ６９



 

て、同開発センターは、２００１年に設立した「黒竜江・中国・ロシア科学技術提携及び

産業化センター」に再委託しながら、設立準備にかかった。黒竜江・中国・ロシア科学技

術提携及び産業化センターはハルピン工業大学に直轄された事業法人であり、ハルピン工

業大学はロシアと８０年余りの交流提携の歴史を持つ。２００３年、中国・ロシア友誼サ

イエンスパークがオープンし、多様な試みが継続中である。 

２００４年１２月７日、中国とイギリスの「政府間科学技術提携事業」の一つとして、

China-UK Cambridge Technology Venture Park（CUC）がイギリスにて設立された。こ

れは２００２年１０月に上海にて開かれた「中英フォーラム」で調印された「中英サイエ

ンス創業パークの設立提携覚書」や、２００４年５月に温家宝首相がイギリスを訪問した

際の再提起に基づいて、中国科学技術部タイマツハイテク産業開発センターと広州市科学

技術局の努力の結果である。ＣＵＣは中国とイギリス、ひいてはヨーロッパとの間の架け

橋的な存在になっている。 

 

第２節 中国・シンガポール蘇州工業パーク68 

 

第１項 概要 

 

１９９４年２月２６日、中国、シンガポール両国政府は、蘇州工業パークを共同で開発

する協定書に調印し、同年５月１２日、中国・シンガポール蘇州工業パーク（略称「蘇州

工業パーク」）を設立した。これは中国とシンガポールによるそれまでで 大の政府間協力

プロジェクトである。生態保護やイノベーションを重視し、近代化と情報化の実現を通じ

て、中国で も発展のスピードが速く、国際的な競争力を持つハイテク工業パークになる

ことを目標としている。 

蘇州工業パークの運営は「中新聯合協調理事会機構」（中国・シンガポール連合調整理事

会機構）の下で展開されている。同機構の構成は、中国・シンガポール両国の副総理をは

じめとし、中国側は商務部、外交部、国家発展改革委員会、科学技術部、財政部などから、

シンガポール側は外交部、貿易工業部、国家発展部、環境部、水源部、経済発展局などか

ら選出されている。その他にも、同パークの所在地である江蘇省政府、蘇州市政府から要

人が出されている。この機構の下で設立された同パーク管理委員会は、国際的な運営方式

に沿って「投資家に親しく、投資家を豊かにさせる」と言う理念を持って企業サービスを

堅持することをモットーとし、公開性、透明性、効率性の高い業務を行っている。 

                                                  
68 本節の執筆に当たっては、蘇州工業園区管理委員会『蘇州工業園区投資指南』（2008 年版）、蘇州工業園区

管理委員会『蘇州工業園区服務業投資手冊』（2008 年版）、蘇州工業園区管理委員会『蘇州工業園区服務外

包発展手冊』（2008 年版）、蘇州工業園区管理委員会『中新生態科技城』（2008 年版）、人民網「蘇州工業パー

クが急成長」2001 年 6 月 4 日、新華社「蘇州が最大のデジカメ生産拠点に 富士フィルム」2005 年 12 月 11 日及

び劉鋒、徐積明「蘇州工業園創建科技創新先導型示範区」（科技日報、2006 年 8 月 23 日） 等関連記事、及び

同パーク公式 HP http://www.sipac.gov.cn/, http://www.sipac.gov.cn/japanese/ を参照した。 

 ７０



 

蘇州工業パークはその特別な位置づけに基づき、①大型のプロジェクトに関する独自の

認可権限を持ち、②国家経済技術開発区及び国家ハイテク産業開発区双方の優遇政策を享

受することが可能であり、③全国初の総合保税区の実証地域、④中国サービス・アウトソ

ーシング・モデル基地であり、⑤対外貿易などの関連権限などを有するのに加え、⑥独立

した税関及び輸出入通関機能を備え、物流通関の効率がよく、国際水準を達成している。 

蘇州工業パークの開発主体である「中新蘇州工業園区開発股份有限公司」（中国シンガポ

ール蘇州工業パーク開発株式会社、略称「CSSD」）の登録資本金は１．２５億ドルで、株

主数は全部で５社である。中国財団が５２％、シンガポール財団が２８％、港華ガスが１

０％、新工集団と蘇州国家ハイテク産業開発区の２社がそれぞれ５％の株を持っている。 

蘇州工業パークは、上海から８０ｋｍに位置し、面積が約２６０平方ｋｍの工業パーク

である。１９９４年に開園して以来、１４年間で３２００社余り（内、日系 330 社）の外

資系企業と１万社以上の中国国内企業が進出した。２００５年には、富士フィルム株式会

社が４４００万ドルを投じて、富士フィルム印版（蘇州）有限公司を設立した。この他に

も、海外からの大手企業の進出も数多い。蘇州市の東郊外にて長い歴史を持つ旧市街地と

調和する近代的な新しい街としてゼロから建設された同パークは、内外から高く評価され

ている。 

 

第２項 工業パークの主要施設／サブパーク等 

 

蘇州工業パークは、①「国際科技園」（国際サイエンスパーク）、②「生物納米園」（バイ

オ＆テクノロジーパーク）、③「綜合保税区」（総合保税区）、④「中新生態科技城」（SIP 

Ecological Science Hub）、⑤蘇州独墅湖高等教育区、などのサブパークや施設から構成さ

れている。 

これらの概要は以下の通りである。 

 

①国際サイエンスパーク 

蘇州工業パークにおける科学技術イノベーション、知識イノベーションの重要な施設で

あると同時に、科学技術のプラットフォームの実現、国家級の技術型インキュベータ、国

家級のソフトウェアパーク、国家級のアニメーション産業基地、そして欧米向けのソフト

ウェア輸出プロジェクトの実証基地ともなっている。更に、中国帰国留学人員蘇州起業セ

ンターなどにもなっている。 

 

②バイオ＆テクノロジーパーク 

New York Cold Spring Harbor アジア会議センターを代表とする「遺伝子研究クラスタ

ー」と、中国科学院ナノテクノロジー技術とナノバイオ研究所を代表とする「ナノテクノ

ロジークラスター」の育成に全力を上げている。中国初のＩＣＴ融合情報サービス・プラ
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ットフォーム、公共実験プラットフォーム、ＧＬＰ認証を満たす動物実験プラットフォー

ム、 ＧＭＰ認証を満たす医薬品試験製造プラットフォーム、新薬臨床実験と登録審査プラ

ットフォームなどを有している。 

 

③総合保税区 

２００６年１２月、国務院より承認を得て設立されたものである。対外貿易や保税物流、

保税加工、港湾作業、などの機能を一体化したものである。同保税区は、中国における有

数の総合保税区の一つとなり、自由貿易地域に相当する特別な地域となっている。 

 

④中国・シンガポール SIP ECOLOGICAL SCIENCE HUB 

南側に上海・南京高速道路が走り、同高速道路の陽澄湖インターチェンジまで約１．５

ｋｍの位置にある。北側は陽澄湖観光レジャー区と隣接し、交通アクセスが便利な優れた

立地を特徴としている。同 SIP ECOLOGICAL SCIENCE HUB はサービス・アウトソー

シング、研究開発センター、測定認証センター、地域センター本部、及びハイテク製造基

地を設け、研究開発、製造、居住、商業などの機能を一体化させたハイテク新興地域であ

る。 

 

⑤蘇州独墅湖高等教育区（Suzhou Dushu Lake Higher Education Town） 

国内外の有名大学や研究機関を誘致し、蘇州地区におけるハイレベルの人材育成や人材

集積の重要基地として設立されている。ハイレベルのイノべーション人材の育成モデルの

開発や、産学官連携の新体制の確立などの他、ソフトウェア、ＩＣマイクロエレクトロニ

クス、バイオテクノロジー、ＭＢＡなどをメインの専門領域とし、産業界に必要な複合型

の人材を育成するとしている。 

 

２００８年６月現在、蘇州独墅湖高等教育区は、中国科学技術大学蘇州大学院、南京大

学蘇州大学院、蘇州大学、西安交通大学蘇州大学院、人民大学国際学院、東南大学蘇州大

学院、蘇州ＨＫＵスペースグローバル学院などといった８校の大学・大学院を誘致、新設

した。蘇州独墅湖高等教育区に在籍している学生数は１．９万人を超え、この内、博士課

程には約３００人、修士課程には約５０００人、学部生は約１万人である。 

 

第３項 科学技術関連の実績 

 

蘇州工業パークの近年における科学技術関連の実績として、①科学技術イノベーション

クラスターの推進、②国際協力とその発展の促進が挙げられる。 

まず、①科学技術イノベーションクラスターの推進についてであるが、２００８年６月

末までに、パークには国内外の技術者が起業した技術型ベンチャー企業が７００社余り、
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多国籍企業と国家研究開発機関が１００社・機関余り、省レベル以上のハイテク企業が３

５０社集積しており、集積回路、ソフトウェア、ゲーム、アニメーション、バイオ製薬、

新素材といった分野に取り組んでいる。 

２００８年６月時点で、同パーク内の企業のソフトウェア売上高は中国全体の１８％を

占めた。また、パーク内にある３００社の内、「中国ソフトウェア輸出企業ベスト２０社」

に選ばれた企業は２社、「江蘇省ソフトウェア・アウトソーシング企業ベスト１０」に選ば

れた企業は５社である。また、ゲーム、アニメーション企業は４０社余りあり、その内、

ゲーム企業は２０社弱で、アニメーション企業は３０社弱である。半数以上の企業が原作

の作品を制作・販売し、毎年生産した原作アニメーションの作品は、時間にして５０００

分を超える。 

パーク内には製薬企業５０社余りが集積し、その年間生産高は８０億元に達する。また、

パーク内の新素材の生産高は４５億元に達する（2008 年 6 月時点）。新素材産業は主に電

子情報材料、ナノ系材料、新エネルギー材料、新型複合材料、生態環境材料、生物医薬品

材料などの分野を含んでおり、ナノ系材料領域では、中国科学院と江蘇省・蘇州市人民政

府が共同で設立した中国科学院蘇州ナノテク及びナノ生体工学研究所が、ナノ電子・機器、

ナノ生物、ナノ医学、ナノ生体工学技術を中心とする研究を展開している。 

次に、「②国際協力とその発展の促進」については、蘇州工業パークは、一貫して国際的

な科学技術協力の促進を重視し、広範な国際協力ネットワークの拡大と、多元的で多チャ

ンネルの協力モデルを通じて、アメリカ、シンガポール、イスラエル、フィンランド、日

本などと、国際影響力を有する１０カ所の国際協力交流プラットフォームを設立した。国

際イノベーションパーク、連合実験室、国際プロジェクトを結びつけ、ハイレベルの国際

フォーラムなどの開催を通じて、より多くのイノベーション資源をパークに集積させてい

る。 

例えば、国家ナノテク国際イノベーションパークは、中国科学院所轄の蘇州ナノテク及

びナノ生体工学研究所、蘇州工業パーク・バイオ・ナノテク科学技術パーク、及び中国科

学院ナノテク産業化基地をベースにして設立されたものである。同パークは蘇州独墅湖高

等教育区を技術の研究開発と人材の育成推進の基盤とし、同パークに進出した各ナノテク

研究機関と企業が連携し、世界中のナノテク資源の融合を進めている。国内外のナノテク

企業とナノテク領域の専門人材を誘致し、国際水準の研究機関、イノベーション研究開発

企業、ナノテク産業サービス機関、ナノテクの応用を通じた産業化を実現する企業などを

育成している。 

また、イスラエル技術移転プラットフォームは、イスラエル半導体産業協会、設計・製

造及びパッケージング・テスティング企業、イスラエル系ファンドなどとの協力を通じて、

多くの技術協力パートナーシップを募り、同パークへの移転が可能でポテンシャルを有す

る優秀技術を見出し、同パーク半導体工業の技術進歩と産業発展を促進している。蘇州工

業パークはデジタルチャイナ・ホールディングスと戦略協力の覚書に調印し、蘇州工業パ
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ーク、デジタルチャイナ、華億ファンド、イスラエルのハイテク企業のそれぞれの優位性

を生かしながら、同工業パークの中で「デジタルチャイナ中国イスラエル・ハイテク産業

パーク」を共同建設し、広範な用途開発が可能な中国市場へ参入する、としている。 

１９９５年５月１２日、江沢民国家主席は蘇州を視察し、蘇州工業パークに対し「パー

クの建設を加速し、国内外の経済・技術の発展や、互いに利益ある協力のために、新しい

経験を取り込もう」と言う激励の言葉を贈った。それ以来、蘇州工業パークは高成長を続

けている。 

蘇州工業パークの近年における目標としては、近代化された国際競争力のあるハイテク

工業パーク、公園のような美しい都市、国際的な新しい都市を造ることである。「蘇州市都

市全体計画要綱（2006～2020）」によって、「ハイテクの基地、住み心地のいい都市」と位

置付けられる蘇州工業パークは、同市の都市建設における も重要な発展方向にあり、Ｉ

Ｔ産業、精密機械、バイオ医薬品、新素材などのハイテク産業に注力するだけでなく、住

宅、商店、スーパー、学校、スポーツ施設、公園の整備も進めている現代の新都市である。 
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第８章 その他の国家サイエンスパーク・ハイテクパークの現状 

本章では、前章まで述べてきた各類型のパーク以外の国家ハイテクパーク・サイエンス

パークの現状について説明する。まずその概要を述べることにし、次に「国家特色産業基

地」、「国家ソフトウェアパーク」、「国家インキュベータ」、「国家帰国留学人員創業パーク」

及び「国家知的財産実証パーク」について順に説明する。 

 

第１節 概要 

 

１９８７年、国家級のインキュベータではないが、中国初のインキュベータが武漢にて

誕生し、その後、第１次国家インキュベータとして認定された。１９９５年、タイマツ計

画を具現化した内容として、国家特色産業基地と国家ソフトウェアパークが誕生した。２

０００年に、中国第１次国家帰国留学人員創業パークが認定され、２００５年に中国第１

次国家知的財産実証パークが認定された。 

本章では、「その他」の国家サイエンスパーク・ハイテクパークとして、「国家特色産業

基地」、「国家ソフトウェアパーク」、「国家インキュベータ」、「国家帰国留学人員創業パー

ク」、「国家知的財産実証パーク」について説明するが、これらは今まで述べてきた国家ハ

イテク産業開発区、国家大学サイエンスパーク、国家バイオ産業基地、国家イノベーショ

ンパーク、中外共同運営国家ハイテクパークに対し、第１章において述べたように、一定

の前提の下での相対的な位置づけにすぎない。 

ところで、国家インキュベータ、国家特色産業基地、国家ソフトウェアパークはいずれ

も中国「タイマツ計画」に深く関わっているパークであるが、国家帰国留学人員創業パー

クや国家知的財産実証パークはもともと別個の方針や政策に基づいて設立または認定され

たものであるため、タイマツ計画以外の関連政策などを理解することも重要である。以下

では、その他のパークの概要を説明するとともに、それぞれの関連政策を簡単に記述する。 

 

第２節 国家特色産業基地 

 

第１項 概要 

 

国家特色産業基地は、１９９５年に設立されてから１０数年が経ち、２００８年６月時

点で全国各地１７２カ所に設立されている。タイマツ計画国家特色産業基地制度は関係官

庁と各地方の連携を強化し、科学技術成果の転化や産業化を促進し、各地域に既存の特色

産業の選択と集中を行い、それを生かしながら注力し、これにより地域経済の振興に直結

させることを目的としており、同基地は毎年増える傾向にある。 

2006 年末までに１３３カ所に設立された同基地は、下表に示したような地域分布になっ
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ている。江蘇、浙江、広東、山東だけで全体の６０．９％を占めるように、特定地域に集

中している。 

 

表 8.1 タイマツ計画国家特色産業基地の地域分布（2006 年 12 月） 

所在地域 基地数 所在地域 基地数 

北  京 ２ 福  建 ４ 

河  北 ７ 厦  門 ２ 

内 蒙 古 １ 江  西 １ 

大  連 １ 山  東 １１ 

吉  林 ４ 青  島 １ 

黑 龍 江 ３ 河  南 ２ 

上  海 ２ 湖  北 ８ 

江  蘇 ３７ 武  漢 １ 

南  京 ３ 湖  南 ５ 

浙  江 １９ 広  東 １４ 

寧  波 ２ 成  都 １ 

安  徽 ２ 合 計 １３３ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

上記１３３カ所の国家特色産業基地の分布を技術面から見ると、以下のように言える。 

まず、メカトロニクス分野関連が も多く、４４カ所の特色産業基地が設立されている。

その内、自動車部品関連の特色産業基地は９カ所ある。次に、化学及び新材料分野関連の

特色産業基地は４１カ所、バイオ及び新薬分野関連の特色産業基地は２４カ所で、その内、

５カ所は漢方薬関連基地である。電子情報分野の特色産業基地は１９カ所、新エネルギー

及び環境保護分野関連の特色産業基地は５カ所である69。 

２００８年６月時点で１７２カ所に増えた国家特色産業基地は、下表のような地域分布

になっている。集中している地域は以前と同じで、江蘇、浙江、広東、山東と言う順にな

っている。また、これら４地域が全体に占める割合や技術的分布にも大きな変化が見られ

ない。中国における国家特色産業基地の建設は、規定の方針通りに進んでいると考えられ

る。 

 

                                                  
69 中国タイマツハイテク産業開発センター「2006 年火炬計画特色産業基地発展情況」（2006 年）。 

 ７６



 

表 8.2 タイマツ計画国家特色産業基地の地域分布（2008 年 12 月） 

所在地域 基地数 所在地域 基地数 

安  徽 ２ 北  京 ２ 

福  建 ６ 甘 粛 １ 

広  東 ２２ 貴 州 １ 

河  北 ８ 河  南 ５ 

黑 龍 江 ６ 湖  北 ９ 

湖  南 ６ 吉  林 ４ 

江  蘇 ４５ 江  西 １ 

遼 寧 ３ 内 蒙 古 １ 

寧  夏 ２ 山  東 １８ 

陝 西 １ 上  海 ５ 

四 川 １ 浙 江 ２３ 

合 計 １７２ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

上表の地域分布を地図上に示すと以下のようになる。 

 

図 8.1 タイマツ計画国家特色産業基地の地域分布 
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第２項 事例 

 

も多くの国家特色産業基地が設けられている江蘇省では、例えば、省レベルの「浦口

経済開発区」の中に、「国家タイマツ計画南京浦口バイオ医薬産業基地」が設けられており、

地域の特色を生かしたさまざまな取り組みが実行されている。 

具体的には、国内外の科学技術研究院（所）との提携を強化し、独自の知的財産権を持

つ製薬企業に対する誘致と助成に力を入れている。設立後３年内に、バイオ医薬及び関係

産業の販売高が１００億元、税引き前利益が３０億元を超えることを数値目標とし、浦口

経済開発区が江蘇省一流の「医薬シリコンバレー」となることを目指している。 

浦口経済開発区に計画されている「バイオ基地」の面積は４平方ｋｍであり、合成製薬

生産基地、漢方薬生産基地、バイオ製薬基地及び新規医薬品の研究開発、及び中間テスト

基地の４つの機能区域が設けられている。現在、中脈科技、老山薬業、先声東元、立業製

薬、薬大製薬、東捷薬業、大淵バイオ、易亨製薬などのバイオ関連医薬企業１３社が進出

しており、その内、中国「タイマツ計画」における重点ハイテク企業は２社、バイオ医薬

の基幹企業は６社である。 

また、開発研究機関が７カ所あり、その内、国家級の工学技術研究センターは１カ所（南

京工業大学国家バイオ化学工学センター）、省レベルの研究開発センターは１カ所である。

これら機関によって、これまでにタイマツ計画におけるプロジェクト３件、８６３計画に

おけるプロジェクト２件、９７３計画におけるプロジェクト１件、「第１０次５カ年計画」

国家科学技術難関突破計画におけるプロジェクト１件が引き受けられている。製薬、包装、

医療機器が互いに連携し合い、機能を完備した産業団地と教育、研究開発、生産、販売の

「四位一体」の枠組みが基本的に築き上げられている。 

２００４年には中国科学技術部タイマツハイテク産業開発センターより「国家タイマツ

計画南京市浦口バイオ医薬産業基地」に承認され、科学技術部に認定された南京３カ所の

国家特色産業基地の一つになった。販売高１２.１２億元、税引き前利益４．４４億元が達

成された。一方、浦口区医薬産業は全体で販売高２０億元、税引き前利益８億元を達成し

た。 

上記した事例の他には、広東省で２番目に認定されたタイマツ国家特色産業基地である

「佛山新材料産業基地」や、全国唯一の国家新媒体産業基地として認定された「新媒体産

業基地」なども注目を集めている。 

 

第３項 経済・社会効果 

 

２００６年末時点におけるタイマツ計画国家特色産業基地の経済的な効果を下表に取り

まとめた。 
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表 8.3 タイマツ計画国家特色産業基地の経済的効果 

年度 
販売総収入 

（億元） 

工業総生産高 

（億元） 

納付税額 

（億元） 

輸出収入 

（億米ドル） 

２００５ １１，５６６．２ １１，７６５．４ ６４３．４ ２６４．３ 

２００６ １５，００３．９ １５，０９５．６ ８０６．６ ３４７．２ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

第３節 国家ソフトウェアパーク 

 

第１項 概要 

 

中国の産業政策の基本は１９５３～２０００年にかけて９回実施された５カ年計画であ

り、これらと並行して、国内外の状況変化に対応したさまざまな個別政策が策定され、実

施された。中国国家ソフトウェアパーク制度は、中国「タイマツ計画」の下に１９９０年

代よりソフトウェア産業育成のために策定されたものである。 

１９８０年代に入って中国におけるコンピュータ生産は飛躍的に増大したが、コンピュ

ータ利用と言う点では問題を抱えていた70。利用技術の普及の遅れから、多数のコンピュー

タが放置され、平均利用率は５～２０％と言われていた。こうした状況を反映し、コンピ

ュータ産業は、下記したように「４重４軽」と呼ばれることもあった。 

①本体重視・周辺機器軽視 

②ハード重視・ソフト軽視 

③製造重視・サービス軽視 

④生産重視・応用軽視 

 

このような状況にあって、以下に掲げる施策が実行された。 

まず、１９８０年、中国科学院の研究員がシリコンバレーを視察し、「技術拡散モデル」

を中国へ導入し、発展させることを構想した。そのために、北京中関村に内外のコンピュ

ータ、通信、ソフトウェア企業を集めた中国版シリコンバレーの建設が始まり、１９８４

年には国策会社として「中国軟件開発公司」が設立された。 

その後、下表に示すように、１９８８年に中国「タイマツ計画」がスタートした。この

政策の下に、１９９０年代以降、政府は、ソフトウェア産業育成のために主要都市に国家

ハイテク産業開発区を建設し、外国企業の誘致、内外のソフトウェア企業の集中による効

率的なソフトウェア生産の実現に努めた。１９９７年には戦略的基礎研究計画として「中

                                                  
70 中国の国産コンピュータ開発の歴史は 1956 年の中国科学院計算機研究所設立にさかのぼる。当初は旧ソ連

の技術導入によって国産コンピュータ開発が進められたが、その後の中ソ対立期間におけるアメリカ製のコピー

時代を経て現在に至っている。JIPODEC「わが国 IT 開発拠点の中国移転に関する調査」（平成 14 年）。 
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国国家重点基礎研究発展計画」、略称「９７３計画」がスタートした。その中でソフトウェ

アを含む「情報技術」が研究対象となった。 

 

表 8.4 中国のソフトウェア振興及びソフトウェアパークの発展の推移（政策） 

時期 政策 

１９８８年８月 中国「タイマツ計画」の策定・公表 

１９９０年代初め 中国情報産業部がソフトウェアパーク設立方針 

１９９２年 中国３大ソフトウェア産業拠点（北京、上海浦東、珠海）設置決定

２０００年６月 「ソフトウェア産業及びＩＣ産業発展の奨励に関する若干の規定」

２００２年１１月 「ソフトウェア産業振興アクションプラン（2002～2005 年）」 

出典：ＣＩＣＣ「中国ソフトウェアパークの現状と動向」（2005 年 7 月） 

 

２００１年には、北京、上海浦東、珠海、大連、成都、西安などの１１カ所が国家級の

ソフトウェアパークとして認定され、付属資料に取りまとめたように、２００７年末時点

の国家ソフトウェアパークの合計数は２９カ所にまで増えた。大都市を中心に地方政府が

積極的に建設し、企業誘致を行っているが、各地のソフトウェアパークは必ずしも独立し

て設けられているとは限らず、実際は国家ハイテク産業開発区内の一角に併設されている

ことが多い。 

 

図 8.2 国家ソフトウェアパークの地域分布 
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出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成 （ 背景図： Copyright © 2003-2004 中国まるごと百科事典 ）
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第２項 事例 

 

瀋陽の東大ソフトウェアパーク、山東の斉魯ソフトウェアパーク、湖南の創智ソフトウ

ェアパーク、四川の拓普ソフトウェアパークは４大ソフトウェアパークとして有名である

が、むしろ、中国を代表する国家ソフトウェアパークとしては、大連国家ソフトウェアパ

ークが挙げられる。２００８年１２月３日には、東京・新宿に同パークの海外初となる大

連（日本）ソフトウェアパークが開園した。 

同ソフトウェアパークが設立される前の１９９８年は、まだ農地が広がっていた地域が、

２００４年には国家ソフトウェアパークへと変身した。ＧＥキャピタル、シーメンス、デ

ル、ＩＢＭ、マイクロソフト、エリクソン、ノキアなどの世界的企業や、ソニー、パナソ

ニック、東芝、ＣＳＫ、オムロンなどの日系企業のソフトウェア開発部門が進出している。

入居企業は約１３０社で、その内、日系企業は４０社程であった。 

また、２００７年９月５日には、シンガポール貿易工業部傘下のシンガポール騰飛集団

と大連ソフトウェアパークが共同で建設した「騰飛ソフトウェアパーク」が竣工し、イン

ドのシリコンバレーであるバンガロールを目指している。 

大連国家ソフトウェアパーク股フェン有限公司71ＣＥＯの高によると、騰飛ソフトウェア

パークは面積が３５ｈａ、投資総額は２億ドルを予定している。今後、５～８年以内に８

棟のビルから成る大規模ＩＴパークを形成し、６０万㎡におよぶ高規格のビジネス空間を

提供しようとしている。同集団は、大連、上海、北京など１０都市で積極的なビジネス展

開を見せている。 

また、大連国家ソフトウェアパークには、日本語とコンピュータに精通した人材を養成

する「大連外国語学院東軟信息（情報）技術学院」が創設された。この種の専門大学とし

ては中国初である。同学院は東軟集団と大連軟件（ソフトウェア）団地、大連外国語学院

が共同で創設したものである。大連外国語学院は中国国内で 大規模の日本語人材養成大

学であり、一方、大連ソフトウェア団地は日本の情報技術（IT）産業界で知名度が高く、

上記したように、ソニーやパナソニック、ＩＢＭ、デルコンピュータなど世界の有力メー

カーが数多く進出している。このような「強強間の協力」は「中日ソフトウェア産業協力

戦略ゲート」プロジェクトを進める大連市にとって、持続可能な発展に向けた人的資源か

らの支援となる。 

こうして、既に創設されていた東軟信息技術学院、大連鉄道学院軟件学院、大連理工大

学軟件学院に、今回新設された「大連外国語学院東軟信息（情報）技術学院」が加わり、

これらを中心に据えたソフトウェアの教育システムが完備されることになった。ソフトウ

ェア関係の人材養成は２００５年までに年間１万人を超えると見込まれていたが、実際は

                                                  
71 大連軟件園股フェン有限公司は、中国で最も早くソフトウェア産業パークを開発、管理及び運営した企業の一

つで、累計投資額は 55 億元を超える。2007 年 7 月現在、同パークへの入居企業は 381 社で、内 30 社は「世界

の 500 社」に選ばれた企業である。「国家ソフトウェア産業基地」の一つである。 
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それ以上の結果となった。 

 

第３項 経済・社会効果 

 

中国科学技術部は、２００５年９月、「国家ソフトウェアパークは、既に中国ソフトウェ

ア産業の自主技術開発の中心、ソフトウェア産業の国際化の 先端、また、ソフトウェア

企業成長のゆりかごとなっているとした。基地の指定を開始してからの１０年間で、認定

を受けたソフトウェア産業基地は２９カ所となり、基地内のソフトウェア企業は 1 万２０

００社、従業員は３７万人を超えた。総売上高は１６３８億元に達し、ソフトウェア産業

の売上全体の６０％以上を占める」と評価した72。 

一方、日本のソフトウェア企業の中国進出は、１９８０年代半ば頃に始まった。「合弁」、

「１００％出資」、「資本参加」など、進出形態はさまざまながら、北京、上海などの海岸

沿いの大都市を中心に進出している。しかし、近年では、中部の武漢、西部の西安などへ

の進出も徐々に増えてきている。また、進出の始まった当初は合弁が多数を占めたが、近

年は１００％出資子会社が増加している。 

２００６年６月２２日、中国科学技術部副部長・馬頌徳は「中国ソフトウェア交易会」

などが開催した「中国ソフトウェアの自主的なイノベーションフォーラム」において、「過

去４年に中国のソフトウェア及び情報サービス産業は急速に発展した。年平均成長率は

30％を超え、成長が も速いハイテク産業となった」と述べた。中国政府の統計によると、

中国ソフトウェア産業の年間生産高は、２０００年の５９３億元から、２００5 年は３９０

０億元へ増加し、世界市場におけるシェアも４％へ拡大した。 

 

第４節 国家インキュベータ 

 

第１項 概要 

 

１９８７年、中国初のインキュベータである「武漢東湖創業中心」が中国湖北省武漢市

に誕生した。その後、「集積電路設計創業中心」（集積回路設計創業センター）、「高新技術

創業服務中心」（ハイテク創業サービスセンター）、「医薬科技企業孵化器」（医薬技術型企

業インキュベータ）、「材料専業孵化園」（材料専門インキュベータ）、「企業孵化服務有限公

司」（企業インキュベーション服務有限公司）、「大学科技園」（大学サイエンスパーク）な

どの専門的なインキュベータが相次いで設立された。 

２００５年１２月現在、中国における技術型インキュベータは全国で総計５３４に上り、

その内、各地に設けられている国家級の技術型インキュベータ（以下、「国家インキュベー

タ」と略す）は１３７に上る。そして、２００８年１２月現在、中国における国家インキ

                                                  
72 人民日報日本語版「ソフトウェア産業基地、オリジナル開発の主力に」（2005 年 9 月 23 日）。 
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ュベータ数は１９８に上った（次ページの分布図も参照）。 

 

表 8.5 中国における技術型インキュベータの発展の推移（2005 年） 

名  称 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 

技術型 

インキュベータ 
１３１ ２８０ ３７８ ４３１ ４６４ ５３４ 

インキュベータ 

面積（万㎡） 
２７２．１ ５０９ ６３２．６ １，３５８．９ １，５１５．１ １，９６９．９

入居中企業数 ７，６９３ １２，８２１ ２０，９９３ ２７，２８５ ３３，２１３ ３９，４９１ 

入居企業人数

（人） 
１２８，７７６ ２６３，５９６ ３６３，４１９ ４８２，５４５ ５５２，４１１ ７１７，２８１

当年新入居企業数 ２，３８９ ５，０４８ ７，６３５ ８，７９２ ８，９３３ ９，７１４ 

累計出身企業数 ２，７７０ ３，９９４ ６，２０７ ８，９８１ １１，７１８ １５，８１５ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

表 8.6 国家インキュベータの分布（2008 年 12 月） 

所在地域 基地数 所在地域 基地数 

北京 １６ 福建 ５ 

天津 ５ 江西 ３ 

河北 ６ 山東 １８ 

山西 １ 河南 １０ 

内モンゴル １ 湖北 １４ 

遼寧 ９ 湖南 ４ 

吉林 ２ 広東 １８ 

四川 ７ 広西 ３ 

黒龍江 ７ 重慶 ３ 

貴州 １ 雲南 ３ 

上海 １５ 甘粛 ２ 

江蘇 １８ 陝西 ８ 

浙江 １２ 寧夏 １ 

安徽 ６ ウルムチ １ 

合 計 １９８ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

近年、中国のインキュベータは、毎年２０００社前後の技術型ベンチャーを創業させ、

約３０００億の工業生産高を上げ、１万件の特許を出願させ、１００万人の雇用機会を創

り出し、５０余りの国内外の上場企業を育てている。２００５年１２月時点で、入居企業

（4 万 639 社）は中国における中小企業の約３分の１を占め、インキュベータ数の合計はア

メリカに次ぐ世界第２位、インキュベータの面積及び入居中企業の合計はアメリカを超え
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て世界一になった73。今日、中国におけるインキュベータのあり方や発展戦略に関する研究

も盛んになってきている74。 

 

図 8.3 中国国家インキュベータの地域分布 
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出典：現地情報をもとに技術経営創研が作成 （ 背景図： Copyright © 2003-2004 中国まるごと百科事典 ）
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中国における技術型インキュベータは、次のような役割が期待されている。 

まず、①各地に設置されたハイテク産業開発区や大学サイエンスパークのイノベーショ

ンの基盤となること、②技術イノベーション支援のための中核機関となり、同時にそれを

生み出す主要機関となること、③ハイテク企業と起業家を育成する教育機関となること、

④科学技術と経済成長を合致させる効果的な手段となること、⑤経済成長の新しい源を育

成すること、などである。 

中国における技術型インキュベータに関しては多様な分類がなされている。一つは、①

総合型テクノロジー・インキュベータ、②専門型テクノロジー・インキュベータ、③帰国

留学人員創業向けインキュベータ、④国際企業向けインキュベータ、⑤大学インキュベー

タの５つのタイプへの分類である。 

これらのインキュベータが２００５年に国家の関連資金から得たプロジェクト資金の状

況は下表に示した通りである。 

 

                                                  
73 評論員「孵化器肩負着創新使命」科技日報（2007 年 1 月 12 日）。 
74 中国におけるインキュベータの発展段階に関する諸説に触れている文献例として、黄濤・李光「我国科技企業

孵化器研究現状綜述」高新科技産業報（2005 年 4 月 27 日）。 
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表 8.7 インキュベータが獲得したプロジェクト資金とその規模（単位：千元、2005 年） 

助成金額 
プロジェクト種類 数 

合計 無償援助 融資 融資補助 

国家自然科学基金 ８ ３，１７８ ３，１００ ７８ ０

基礎研究計画 ６ ３，８３３ ３，８３３    ０ ０

８６３計画 ５４ １１２，１５０ １０５，１５０ ０ ７，０００

国家攻関計画 ２５ １５，５６０ １４，４６０ １，１００ ０

国家級火炬計画 ６６ ８９，８６０ ４，９１０ ３９，６５０ ４５，３００

国家成果推広計画 ４ ２，７８０ ２，７８０ ０ ０

国家重点新製品計画 ３４ ４，６８０ ４，６８０ ０ ０

科技型中小企業技術創新基金 ４４５ ２３５，９７５ ２１８，９６３ ５，６７２ １１，３４０

科技興貿行動計画 ８ １，９４０ １，８００ ０ １４０

農業科技成果転化基金 ６ ３，２５０ ３，２５０ ０ ０

国家星火計画 １７ １６，３００ ２，８５０ １２，０００ １，４５０

その他のプロジェクト １７３ １１１，４６３ ９３，９５９ １，４０４ １６，１００

合 計 ８４６ ６００，９６９ ４５９，７３５ ５９，９０４ ８１，３３０

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

第２項 事例 

 

本項では、２００近くの国家インキュベータの中から、「総合型」として清華大学インキ

ュベータ、「国際型」として中関村国際インキュベータ、「専門型」として上海慧谷インキ

ュベータの３つの事例について説明する75。 

 

①清華大学インキュベータ 

清華大学は、世界 高水準の大学を目指しており、そのためのキー・ファクターを科学

技術成果の産業化促進と位置づけて、１９９３年に清華サイエンスパークの設立構想を打

ち出した。１９９４年には清華サイエンスパークの計画、建設、管理を行うため、清華サ

イエンスパーク発展センター（清華科技園発展中心）を設立し、清華大学と産学研の一体

化を推進することで、良質なイノベーションの源泉を確保してきた。また、イノベーショ

ンを中核とした知的資本、金融資本、生産力要素の 適な配置を目指し、ハイテク成果の

産業化支援を直接行うことで、更に多くのハイテク企業を創業させることを狙って、イン

キュベーション事業に注力している。 

北京啓迪創業孵化器有限公司（以下、「清華大学インキュベータ」と略す）は清華科技園

（清華サイエンスパーク）に設けられたインキュベータを管理する専門会社として、２０

０１年３月１５日に資本金１５８０万元で設立されたインキュベータ専門の管理会社であ

る。インキュベータ＋ベンチャー投資（創業支援と創業後の成長促進支援）といったイン

                                                  
75 事例については、技術経営創研『中国におけるハイテク・スタートアップス調査報告書』（産業技術総合研究所

発行、2007 年）を参考にした。 
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キュベーション・システムを採用している。２００６年１２月時点で、清華創業園、帰国

留学人員創業パーク、バイオインキュベータといったインキュベーション・プラットフォ

ームの管理・運営を行っている。 

清華創業園が設立された１９９９年８月２０日以降、清華大学からスピンオフするハイ

テクベンチャーの起業支援を主な役割としてきた。また、清華大学インキュベータが設立

された後は、帰国留学人員の起業促進を図り、それによる科学技術の革新やハイテク産業

の発展を目的として、清華留学人員創業園が２００２年１２月１５日に清華大学と中関村

科技園管理委員会との共同出資の下に設立された。 

現在、清華大学インキュベータは清華サイエンスパークのイノベーションシステムの中

で重要な役割を果たし、清華サイエンスパーク内のインキュベータ、専門的な技術サポー

トや運営管理サービス、融資サービスのプラットフォーム管理などを担っている。 

清華大学インキュベータは、入居企業に対して、次の３種類のサービスを提供している。

第１は、創業に際しての法的手続きなどの支援サービスである。具体的には入居企業に対

して、オフィス家具、会議室及びファックス、複写機、プリンターなどの設備、オフィス

及び開発環境を貸与し、また、企業登録、ハイテク企業認可や、中小企業創新基金・タイ

マツ計画プロジェクトなどの申請に対する支援などを行う。 

第２は、法務、財務、マーケティングなどへのサービス支援である。清華大学インキュ

ベータは、創業園に大手コンサルタント会社、弁護士事務所、監査法人、資産評価事務所76

などの仲介機関（またはその窓口）を駐在させ、これらの専門機関を通じて創業企業に対

して組織設計、技術開発、管理、法律、財務などの方面でのフルセットのコンサルティン

グサービスを提供している。また、これら専門機関には、各分野の専門家が集まっている

ため、豊富な投資管理経験と専門家による経営管理により、投資家と創業者が技術、管理、

法律、企業発展戦略などの面での知識や能力の不足を補うことが可能である。また、入居

企業の創設から株主構成のあり方、人事評価と制約メカニズムや経営管理において、現代

企業制度に従った規範的な運営を行い、企業の創業成功率を上げることを目指している。 

第３は、融資コンサルティングサービスの提供である。創業園がファンド、リスク投資

家、上場企業などに優秀な入居企業を推薦することで、入居企業はタイムリーに資金取得

のチャンスを得ることができ、健全かつ迅速に成長することができる。同時に、Ｍ＆Ａ、

買収、上場などの際に、コンサルティング、法律、財務、資産評価などのサービスも提供

している。 

これらのサービスを確実に提供するため、清華大学インキュベータは専門分野の技術支

援プラットフォームと企業発展の構想支援プラットフォームを設けている。清華創業園は、

社会的に高い評価を受けており、２００２年４月には、科学技術部から「国家ハイテク創

                                                  
76 資産評価事務所の主要業務の一つは技術評価業務である。会社の設立に必要な資本金としては株主による

出資が一般的であるが、中国では資金ではなく、技術による出資も認められている。その場合、資本となる技術

がどの程度の資産に相当するかと言う資産評価を受けなければならない。 
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業サービスセンター」として認可されている77。 

また、２００２年１２月、清華創業園はオランダの関連機関から「２００２年科学イン

キュベータ 適実践賞」を受賞し、国際的にも同業者から高く評価されている。更に、清

華創業園は、２００３年８月に北京インキュベータ協会から「北京ハイテク技術創業基地

適インキュベーション環境賞」を受け、２００４年には科学技術部タイマツハイテク事

業開発センターの「２００３年度優秀ハイテク創業サービスセンター」に選ばれた。清華

大学１００周年に当たる２０１１年までに、世界標準レベルの大学サイエンスパークとな

ることを目指している。 

 

②北京中関村国際孵化器有限公司（以下「中関村国際インキュベータ」と呼ぶ） 

中関村国際インキュベータは、２０００年に資本金１．２億元で設立された帰国留学人

員のためのインキュベータである。政府主導（科学技術部）による、国家級の「ハイテク

創業サービスセンターとして設立され、インキュベーションと創業投資における全面的支

援サービスを実施している。 

中関村ハイテク産業開発区管理委員会、北京市科学委員会、北京市人事局、北京首都創

業集団有限公司、北京実創房地産開発有限公司、北辰集団公司、北国投資有限公司の７株

主による共同出資で設立され、政府との関係の深さや社会資源の配分などにおいて多大な

優位性を持つと考えられる。７株主の内、３機関は政府関連で、合わせて全体の７５％の

株を保有していることから、政府主体の経営となっている。 

中関村国際インキュベータは政府より、２００２年に３００万元、２００３年に２００

万元、２００４年に１００万元、２００５年に４０万元の補助金を得た。しかし、収益力

が向上してきたため、２００６年からは自主運営を行い、補助金をほとんど得ていない。

インキュベーション支援と創業投資に力を入れており、主な収入源は、当初、入居家賃で

あったが、投資関連・サービス関連の収益が増えてきている。 

中関村国際インキュベータが提供しているサービスは大きく４つに分類することができ

る。第１は、入居企業に対する基本的なサービス（インキュベータを管理する）であり、

中関村におけるサービスだけでなく、山東省の威海に産業化基地を設立し、ある程度大き

くなった企業に対し、インキュベーション支援などのサービスも行っている。第２は、創

業企業の特徴に合わせた形での支援サービスで、弁理士、会計士など企業にとって必要な

関連専門機関によるサービスを行っている。第３は、産学研連携強化のサービスで、北京

大学、清華大学、中国科学院、北京航天大学などと共同で横断的な共同研究センターを設

立している。第４は投資・融資のサービスである。 

２００６年時点で、帰国留学人員の内、博士課程卒は２３２人、修士課程卒は３１６人、

                                                  
77 清華創業園は 2000 年 8 月、北京市科学委員会の審査を経て、「北京市ハイテク産業インキュベーション基地」

と認可され、翌年 10 月に科学技術部から「国家ハイテク産業開発区先進的インキュベーションサービス機構」と

言う称号を受けた。 
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学部卒は４３人である。同年、６１０人の帰国留学生が３７９の企業を創業し、５０００

人の雇用を創出している。 

中関村国際インキュベータは、中関村サイエンスパークが設立した創業基金から、毎年

２００万元を投資資金として使用している。将来性のある優秀なハイテク中小企業に対し、

５％を超えない範囲でその企業の株を保有する代わりに、４０万元以内の初期投資を行う。

これによって、他の投資会社からの投資や銀行からの融資などを引き出している。２００

６年１２月時点で、そのような初期投資を受け入れた企業は４０社近くになる。 

 

③上海慧谷インキュベータ 

上海慧谷インキュベータは、ハイテク企業の新技術開発に関する全面的なサービスをお

こない、ハイテク企業と企業家の育成、科学技術成果の商品化、産業化、国際化を推進す

ることを目的とする非営利組織である。上海市科学技術委員会、徐匯区人民政府と上海交

通大学の共同で創立された社会公益的な性格を有した科学技術サービス機関である。同イ

ンキュベータは、上海交通大学サイエンスパーク有限公司が全額出資して設立したインキ

ュベータで、サイエンスパークが直接管理を行うハイテク技術成果の転化及びインキュベ

ータ基地である。 

同インキュベータは、徐家匯科学技術密集区にあり、この周辺には上海交通大学など１

８の大学・高等専門学校と中国科学院上海分院、上海科学院など１１３の科学研究機関が

集積している。３つのインキュベーション・プラットフォームを有し、その総面積は４３

０００㎡に上る。入居企業の７０％以上が情報産業であるが、バイオ、新材料、光学系の

機械設備、電力設備などを中核技術とする企業もあり、これら企業に対して支援を行って

いる。 

２００５年末時点で、上海慧谷インキュベータには１５６社が入居している。インキュ

ベータ関連で雇用されている人員は総勢で３２００人程度である。同インキュベータの出

身企業は３７社、総売上は８．７億元である。 

同インキュベータは、創設時からリスクを自己負担している。上海交通大学は１９９９

年に４０００万元の貸付融資額で同センターを創設したが、このような自己負担による設

立は、当時の全国１００余りのインキュベータに中で唯一であった。上海慧谷インキュベ

ータは、常に高い水準で一流のハード面の施設を完備し、さまざまなインキュベーション

サービスを提供している。 
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第３項 経済・社会効果 

 

中国はインキュベータなどに見られるように、中央政府主導による、地方を中心とした

多角的イノベーションサービスシステムの構築に重点的に取り組んでいる。例えば、２０

０５年には科学技術企業インキュベータが全国５４８カ所に設立され、出身企業の数は累

計で 1 万９８９６社に上る。前述した国家ハイテク企業や国家インキュベータの約半数が

各地の国家ハイテク産業開発区に組み込まれている。 

国家インキュベータの共通点として、設立された時期が初期の大学発（研究機関発を含

む。以下同じ）ベンチャーの創出後であること、入居プロセスや提供する基本的なサービ

スがほぼ同じであること、インキュベータ自身がギャップファンド78を持たないこと、次節

で述べる帰国留学人員の創業に密接にかかわること、などが挙げられる。 

中国における大学発ベンチャーの誕生は１９９０年代初期から活発になったが、インキ

ュベータは１９９０年代後半から本格的に発展してきた。従って、早期に成功を収めた大

学発ベンチャーのほとんどはインキュベータで育ったのではない。しかし、それらの企業

が成功に至るまでの各種の体験は、その後のインキュベータの本格的な誕生や運営に貢献

しており、インキュベータの担う役割は、今後、より広範囲にわたり重要になった。 

入居企業の対象範囲や案件の審査メンバーなどに関しては若干違いが見られるものの、

入居に関する基本的なプロセスはほぼ同様であり、案件の審査に当っては、外部有識者を

招聘して評価を行う場合もある。また、施設のレンタル、創業関連の行政サービス、政府

関連資金の獲得支援や融資などの斡旋サービス、創業幹部などを対象にした研修教育サー

ビス、企業ブランドなどの確立に資する宣伝紹介サービスなども同様である。 

国家インキュベータのほとんどが自らのギャップファンドを設けてはおらず、有料か無

料かは別として、入居企業に対し複雑な政策資金の申請支援や融資などの斡旋を行ってい

る。不定期に銀行や投資会社とインキュベータ企業とのマッチング活動などを実施するこ

とによって、入居企業の抱えている資金問題の確実な解決に取り組んでいる79。 

国家インキュベータは、各ハイテク産業開発区や大学サイエンスパークのイノベーショ

ンの基盤になると同時に、技術イノベーションの創出または支援を行う主要機関ともなっ

ている。また、ハイテク企業と起業家を育成する教育機関であるのと同時に、産学連携の

ための効果的な手段として経済成長の新しい担い手を育成し続けている。 

                                                  
78 ここで言うギャップファンド（Gap Fund）とは、起業主の資金不足を解決するための資金のことである。 
79 技術経営創研『中国におけるハイテク・スタートアップス調査報告書』（産業技術総合研究所発行、2007 年）。 

 ８９



 

表 8.8 入居中企業が 200 社を超えるインキュベータ（2005 年） 

No インキュベータ名称 入居企業数 

１ 中関村科技園区豊台科技創業服務中心 １，１０４ 

２ 中関村科技園区海淀園創業服務中心 ２１３ 

３ 石家庄高新技術創業服務中心 ２４１ 

４ 包頭稀土高新区科技創業服務中心 ３８１ 

５ 鞍山高新技術創業服務中心 ３８２ 

６ 沈陽ハイテク産業開発区科技創業服務中心 ３０５ 

７ 大連市高新技術創業服務中心 ３３５ 

８ 大連市留学人員創業園 ２８７ 

９ 長春科技創業服務中心 ３５０ 

１０ 吉林高新技術創業服務中心 ４０５ 

１１ 成都博士創業園 ２０３ 

１２ 成都高新区技術創業服務中心 ５５０ 

１３ 大慶高新技术創業服務中心 ３２９ 

１４ ハルピン高科技創業中心 ４００ 

１５ 復旦科技園高新技術創業服務中心 ３８９ 

１６ 蘇州高新技術創業服務中心 ３７９ 

１７ 蘇州工業園区科技企業孵化器 ３２１ 

１８ 無錫市高新技術創業服務中心 ６６４ 

１９ 中国蘇州留学人員創業園 ２８４ 

２０ 杭州ハイテク産業開発区科技創業服務中心 ２５１ 

２１ 寧波市科技創業中心 ２６９ 

２２ 合肥高新技術創業服務中心 ２３６ 

２３ 厦門高新技術創業中心 ２５３ 

２４ 江西省赣昌高新技術創業服務中心 ２０８ 

２５ 国家鄭州市高新技術創業中心 ２９０ 

２６ 洛陽高技術創業服務中心 ３８４ 

２７ 鄭州ハイテク産業開発区創業中心 ９５８ 

２８ 武漢東湖新技術創業中心 ２０４ 

２９ 広州火炬高新技術創業服務中心 ２４２ 

３０ 深セン市科技創業服務中心 ３７５ 

３１ 深セン留学生創業園 ３４８ 

３２ 深セン市南山区科技創業服務中心 ３０６ 

３３ 重慶高技術創業中心 ３３５ 

３４ 重慶ハイテク産業開発区創業服務中心 ２５７ 
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３５ 昆明高新技術創業服務中心 ２２１ 

３６ 宝鶏技術創業服務中心 ２０５ 

３７ 西安ハイテク産業開発区技術創業服務中心 ５００ 

３８ 西安高新区新型工業企業孵化器 ２６０ 

３９ 西安留学人員創業園 ３４１ 

合     計 １３，９６５ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

第５節 国家帰国留学人員創業パーク 

 

第１項 概要 

 

中国では改革開放が本格化した１９８０年代から留学熱が急速に高まりを見せた。しか

し、出国した留学生は、学業終了後も帰国せず、そのまま国外で就職・居住するケースが

非常に多く、人材流出が社会問題となっていた。 

中国政府は、留学人員の帰国を奨励するため、１９９０年より一連の関連政策を打ち出

し始めた。１９９２年に「在外留学人員関連問題についての通知」が発布されたこともあ

り、留学帰国者数は増加し始め、１９９５年から２００２年にかけて年平均１３％増を記

録した。１９７８～２０００年の間では、出国した留学生３８万人の内、約１４万人が中

国に帰国していると言われる。２００１年上期だけをみても、帰国した留学生は１万人に

上っている。 

１９９０年代後半になり、中国が急速な経済成長から安定成長へと梶を切り、前述した

「科技興国」や「ハイテク産業」などの振興が重視され始めた。中国政府は、人材によい

環境を提供し、積極的にベンチャー企業の育成を促進することこそが、中国が知的経済時

代に対応していく重要な手段となるとの考えから、留学帰国者を「人材」と位置づけ、帰

国を誘致するための政策を打ち出しはじめた。 

２００２年に発布された「海外留学人員が多種の形式で国に服務することを奨励するこ

とに関する若干意見」により、留学帰国者に対する支援が更に体系的に明確化された80。同

意見書には、「海外留学人員が国内で起業、研究開発を行うに当たり、各地の人事部門は関

連政策に基づいて積極的にこれをサポートする」と言う内容を含む具体的な項目が盛り込

まれ、留学人材の誘致が政府人事部門の重要な業務の一つとなった。 

                                                  
80 中国国務院の李嵐清副総理（中国共産党中央政治局常務委員）は 2002 年 6 月 5 日、北京大学で開催された

「21 世紀の物理学と中国の発展――中米共同物理学系研究者育成計画シンポジウム」に出席した。 李副総理

は「留学生は中華民族の貴重な財産だ。政府は今後も留学支持・帰国奨励の自由留学方針を徹底し、海外の

優秀な人材を帰国・創業させていく」と強調した上で、「われわれは、引き続き留学生が国のために役立つ分野を

開拓し、各分野においてさまざまな形で祖国の発展に貢献することを奨励する」と述べた。「人民網日本語版」

2002 年 6 月 6 日。 
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１９９４年に南京市人事局が、国家級ではないが、中国初の帰国留学人員創業パークを

建設して以来、各地において相次いで帰国留学人員創業パークが設立されるようになり、

この帰国留学人員創業パークは、ハイテク分野の人材による起業と、科学技術成果の転化

を目的に運営されている。このような流れで、２０００年に、中国第１次国家帰国留学人

員創業パークが中国科学技術部、中国教育部、中国人事部及び国家税務総局により認定さ

れ、２００８年１２月現在、２１カ所に建設されている。 

 

図 8.4 国家帰国留学人員創業パークの地域分布 
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表 8.9 国家帰国留学人員創業パークの地域分布 

Ｎｏ 所在地域 名称 所在地 

１ 北京 北京市留学人員海淀創業パーク 北京 

２ 天津 天津海外留学生創業パーク 天津 

３ 上海留学人員創業パーク（嘉定） 上海 

４ 
上海 

上海留学人員創業パーク（張江） 上海 

５ 四川 成都留学人員創業パーク 成都 

６ 大連留学人員創業パーク 大連 

７ 
遼寧 

瀋陽留学人員創業パーク 瀋陽 

８ 陝西 西安留学人員創業パーク 西安 

９ 杭州高新区留学人員創業パーク 杭州 

１０ 
漸江 

寧波保税区留学人員創業パーク 寧波 

１１ 蘇州留学人員創業パーク 蘇州 

１２ 
江蘇 

昆山留学人員創業パーク 昆山 

１３ 福建留学人員創業パーク 福建 

１４ 
福建 

厦門留学人員創業パーク 厦門 

１５ 済南留学人員創業パーク 済南 

１６ 
山東 

煙台留学人員創業パーク 煙台 

１７ 吉林 長春海外学人創業パーク 長春 

１８ 湖北 武漢留学生創業パーク 武漢 

１９ 安徽 合肥留学人員創業パーク 合肥 

２０ 広東 留学人員広州創業パーク 広州 

２１ 黒竜江 ハルピン海外学人創業パーク ハルピン 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの資料より作成 

 

２００６年１１月１５日、中国人事部は留学人員帰国就職に関する第１１次５カ年規画

を策定し公表した。同規画は、中国国民経済・社会発展第１１次５カ年規画綱要や、国務

院が策定した海外留学人員関連の政策などに従って策定されたものである。留学人員の位

置づけに関する再確認をした上で、第１１次５カ年規画期間中における基本的な考え方、

基本原則及び目標や任務などについて定め、国家帰国留学人員創業パークの設立を通じて

留学人員の誘致などについても再度述べている。中国における国家帰国留学人員創業パー

クは、現在、「競合」（競争と合作）の時代に入り、いかに必要な人材を適時に海外から招

聘し、創業し成功に向かわせるか、新たな試みが各地で展開されている。 
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第２項 事例 

 

ここでは事例として、北京市留学人員海淀創業パークを説明する。 

この創業パークは、中国のシリコンバレーと呼ばれる中関村サイエンスパーク内に設立

されており、２０００年１０月に、科技部、人事部、教育部よりモデル創業パークに指定

されている。この創業パークが、ここに入園し起業する留学帰国者に対して行っているサ

ポートには主に以下のものがある。 

 

①融資支援 

・国家中小企業イノベーション基金、海淀園居イノベーション資金、留学人員科学技術

活動優秀プロジェクト支援経費、中関村サイエンスパーク留学人員創業専用資金など

から融資が受けられるよう推薦する。 

・ベンチャーキャピタルの仲介。 

・小額であれば、創業園の推薦で、創業園が提携している担保公司が保証し、銀行から

の融資が受けられる。 

 

②科学技術成果の換算と資本金 

・資本金に占める無形資産の比率は制限されておらず、技術成果換算額で１００％資本

金を占めることが可能である。また、登記資本金についても、２年以内に額面の金額

に達すればよいことになっており、資金がない場合も、創業が可能である。 

 

③創業専用資金による資金援助 

・この資金は、留学帰国者インキュベータに入居している企業の不動産レンタル料の補

助、留学人員の起業に対する資金援助、借入れ金の利子及び担保費用の補助などに当

てられる。 

 

２００２年８月、人事部より『人事部と地方人民政府による留学人員創業園共同建設の

意見』が発布されている。この意見書で人事部は、留学人員創業園をハイテク産業発展を

促進する場所と位置付け、地方政府と共同で建設する方針を明らかにしている。今後も、

留学帰国者ベンチャー企業のインキュベータとしての役割を果たしていくと見られる。 

ちなみに、２００８年現在の入居中の企業は、電子情報関連９２社、バイオ医薬関連５

２社、新材料関連１５社、オプトメカトロニクス関連２０社、環境保護及び省エネルギー

関連１８社である。 
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第３項 経済・社会効果 

 

留学帰国者創業企業が必ず成功する訳ではない。２００２年に中関村管理委員会が公表

した調査結果では、海淀創業園で創業した留学帰国者企業の成功率は２０％未満であった。 

問題の一つとして、留学帰国者の経営能力が挙げることができる。中国政府は、ハイテ

ク産業を振興しており、留学帰国者の起業についても、ハイテク分野を奨励している。そ

の結果、政府の優遇施策を受けて起業した企業の経営者は、海外で技術を習得したエンジ

ニアや研究者である場合が多い。しかしながら、彼らの多くは、企業運営の経験がほとん

どなく、創業したもののマネジメントや運営の面で失敗するケースが多い。 

次の問題は資金不足である。創業した帰国者の内、４０％強が資金調達を 大の課題と

している。国や地方政府から創業を奨励する優遇策や、ベンチャー基金が打ち出されては

いるが、特に製品周期の短いハイテク産業の研究開発や科学技術成果の製品化には、莫大

な資金が必要となってくる。自己資金にだけ頼っていては、市場のニーズに速やかに対応

できず、失敗する可能性が高くなると言える。よって、ベンチャー企業のように、うまく

多額の投資を導入することが重要である81。 

しかし、国家帰国留学人員創業パークの建設は、先進諸国に留学しその後現地で活躍し

ている有能な留学人材の帰国誘致に大きな役割を果たすとともに、中国ハイテク産業の振

興に直結する技術型ベンチャーの創設の加速化、雇用創出、中国と海外との間の技術的な

ギャップの縮小などにも大いに貢献していると言える。 

 

第６節 国家知的財産実証パーク 

 

第１項 概要 

 

中国では１９７０年代末に知財保護の関係法律・法規の制定に着手すると同時に、関連

する国際機関の活動に積極的に参加し、世界各国と知的財産権分野での交流と協力を続け

てきた。そのような中で生まれた中国知的財産関連法について下表に取りまとめた。 

また、ＷＴＯ加盟時の国際的な約束を履行するために、中国政府はＷＴＯの「知的財産

権の貿易関連の側面に関する協定」の関連規定を遵守し、２０００～２００１年に特許法、

商標法、著作権法、コンピュータ・ソフトウェア保護条例などの主な法律・法規の改正を

行い、「電子集積回路配置設計保護条例」を制定した。法整備だけではなく、法の運営に関

しても整備が進んでいる。 

このような国際的なルールに合致させる知的財産関連法の整備は、中国における知的財

                                                  
81 関連資料によると、中国において実用化されたハイテク成果の内、56％が自分で集めた資金によるもの、27％が

政府からの資金、ベンチャーキャピタルは 2％となっており、民間レベルでの社外からのベンチャー投資があまり

盛んでない現状が伺われる。従って、民間レベルのベンチャー投資の法整備と更なる発展が期待されるところで

ある。 
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産関連事業の漸進的な展開だけではなく、国家知的財産実証パーク制度の設計や新規開発

にも重要な基礎の一つとなっている。 

 

表 8.10 中国知的財産保護主要関連法一覧 

No 知的財産 適用法 執行機関 備考 

1 特許権 

2 実用新案権 

3 意匠権 

特許法 

国家 

知識産権局 

専利局 

中国では「専利法」と称す

る。 

4 商標権 商標法 
国家工商行政管理

総局商標局 

中国製品品質法とも関係深

い。 

著作権法 

5 著作権 コンピュータ・ソフト

ウェア保護条例 

国家版権局 ソフトウェア著作権に留意。

6 回路設置権 
電子集積回路 

配置設計保護条例

国家知識産権局 

専利局 
－ 

7 品種権 
植物新品種 

保護条例 

国家林業局 

農業部 
２つの行政部門に留意。 

8 営業秘密 反不正当競争法 

国家工商行政 

管理総局 

公平交易局 

日本ではよく「中国不正競

争防止法」と誤訳される。 

出典：張輝「中国における知的財産事情の最新動向」情報の科学と技術（2005 年） 

 

このような背景の中で、２００４年１１月１２日、中国国家知識産権局により「知的財

産実証モデル事業についての指導意見」が各省や直轄市などの知識産権局に通達された。

同指導意見は、近年における知的財産実証事業の経験、各地方の知識産権局の意見、全国

特許会議の精神などを踏まえた上で、知的財産の実証及びモデル化の事業を一層強化する

とともに、都市、パーク、企業における知的財産制度の構築、改善、実施を推進しようと

する「重大な調整」82である。 

ここで言う「重大な調整」は、それまで一部の都市やパークなどを対象とし「特許事業」

に限定してきたものを、今後は「知的財産事業」全般について、明示された手続きで行う

ことである。また、同指導意見は、知的財産実証事業の対象を認定を受けた都市、パーク、

企業としており、実証事業が一定の期間内に決められた条件を満たして合格となった場合

は、知的財産実証パークではなく、知的財産モデルパークとして公表されるとしている。 

本報告書の調査対象となる国家サイエンスパーク・ハイテクパークはここで言われる「パ

ーク」に該当するものである。２００５年３月、国家ハイテク産業開発区の天津新技術産

業園区などが第１次国家知的財産実証パークとして認定されて以来、２００８年１２月ま

でに国家ハイテク産業開発区を中心とした２７のパーク83が国家知的財産実証パークとし

                                                  
82 国家知識産権局「全国試点示範工作作出重大調整」（2004 年 11 月 26 日）。 
83 ここで言う「パーク」には、本報告書の調査対象となっていない 2 カ所の「経済技術開発区」や 1 カ所の「電子産

業パーク」も含まれている。詳細は後掲資料に取りまとめた。 
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て認定された。また、武漢東湖新技術開発区、楊凌農業ハイテク産業モデル区、長春ハイ

テク産業開発区は「国家知的財産モデルパーク」として認定されている。 

 

表 8.11 国家知的財産実証パークの地域分布 

Ｎｏ 所在地域 名称 所在地 

１ 北京 中関村サイエンスパーク 北京市 

２ 天津 天津ハイテク産業開発区 天津市 

３ 上海 張江ハイテク産業開発区 上海市 

４ 青島ハイテク産業開発区 青島市 

５ 威海ハイテク産業開発区 威海市 

６ 

山東 

中国石油大学国家大学サイエンスパーク 東営市 

７ 広州開発区 広州市 

８ 
広東 

深センハイテク産業開発区 深セン市 

９ 湖北 襄樊ハイテク産業開発区 襄樊市 

１０ 内モンゴル 包頭ハイテク産業開発区 包頭市 

１１ 四川 成都ハイテク産業開発区 成都市 

１２ 漸江 杭州ハイテク産業開発区 杭州市 

１３ 蘇州ハイテク産業開発区 蘇州市 

１４ 無錫ハイテク産業開発区 無錫市 

１５ 蘇州工業パーク 蘇州市 

１６ 

江蘇 

江蘇昆山経済技術開発区 昆山市 

１７ 株洲ハイテク産業開発区 株洲市 

１８ 
湖南 

長沙経済技術開発区 長沙市 

１９ 陝西 西安ハイテク産業開発区 西安市 

２０ 江西 南昌ハイテク産業開発区 南昌市 

２１ 重慶江北区五里店工業設計センター 重慶市 

２２ 
重慶 

重慶西永微電子産業パーク 重慶市 

２３ 河北 石家荘ハイテク産業開発区 石家荘市 

２４ 遼寧 瀋陽ハイテク産業開発区 瀋陽市 

２５ 河南 洛陽ハイテク産業開発区 洛陽市 

２６ 安徽 合肥ハイテク産業開発区 合肥市 

２７ 新疆 ウルムチハイテク産業開発区 ウルムチ市 

出典：国家知的財産局の情報をもとに技術経営創研が作成 
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図 8.5 国家知的財産実証パークの地域分布 
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第２項 事例 

 

武漢東湖新技術開発区は既に国家知的財産実証パークの段階を経て、国家知的財産モデ

ルパークとして認定されている。これまでの取り組みを以下に取りまとめた。 

第１は、開発区の国家級の知的財産権制度実施モデルパークへの努力である。２００１

年５月、武漢市政府は国家知識産権局に武漢東湖新技術開発区における「知的財産権制度

実施モデルパーク試験事業」の展開を提言し、国家知識産権局の認可を得た。９月には、

国家知識産権局と市政府は『知的財産権制度実施モデルパーク（武漢東湖新技術開発区）

事業プラン』を印刷物によって共同発表し、これによって、開発区は全国初の国家級の知

的財産権制度実施モデルパークとなり、武漢東湖新技術開発区の知的財産権事業が新たな

進展をするに至った。 

第２は、「武漢・中国光バレー」知的財産権情報センターの設立である。武漢東湖新技術

開発区は国家オプトエレクトロニクス情報産業基地であり、元来、「中国光バレー」と呼ば

れていた。知的財産権情報のオプトエレクトロニクス産業に対するサービス機能を十分に

発揮し、「武漢・中国光バレー」の発展をより早く推し進めるため、武漢市は２００２年１

月に「武漢・中国光バレー」知的財産情報センターを設立した。同センターは、国家知識

産権局と武漢市政府が共同で設立した全国トップレベルの特許検索、特許戦略研究、及び

各種知的財産権サービスが一体となった、武漢東湖新技術開発区に基礎を置く、中国全土

向けの知的財産権専門コンサルティングサービス機関である。 
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近年、情報センターは自らが持つ豊富な知的財産権に関する情報資源を活用し、武漢東

湖新技術開発区の企業・事業体及び個人向けの専門的な知的財産権に関するコンサルティ

ング、特許検索、特許ＳＤＩ（Selective Dissemination of Information）サービス、特

許仲介、知的財産権戦略などのサービス業務を積極的に展開し、企業や事業体に受け入れ

られている。 

第３は、企業知的財産権業務ネットワークの段階的な確立と整備である。同開発区では、

強い働きかけと組織的な指導などを得て、これまでに１００社余りの重点企業で、知的財

産権業務に関する分担指導、責任部門、業務スタッフ・業務制度などの実施徹底が図られ

ている。これらの企業は、開発区における知的財産権業務の中核となっており、彼らの絶

えず蓄積されていく業務経験と顕著な成果は、他企業の知的財産権業務に好ましい影響力

と推進作用を及ぼしている。 

第４は、ハイテク企業の知的財産権管理・保護評価体系の確立である。華中科技大学知

的財産権戦略研究院に委託し、ハイテク企業の知的財産権管理・保護評価体系の評価に対

する研究を実施し、科学的、系統的、全面的、かつ実務的と言う特性を備えた評価指標を

提起した。これを踏まえて、武漢市知識産権局と武漢東湖新技術開発区管理委員会は『ハ

イテク企業知的財産権業務評価規則』を印刷物によって共同発表した。これはハイテク企

業の知的財産権業務の指導と推進とに活用されている。 

第５は、企業の知的財産権業務に具体的なサービスを提供することである。実際の企業

のニーズに基づき、知的財産権問題にかかわる知識講座、業務経験交流会、法律保護コン

サルティング、専門家による報告会などを随時実施している。企業の発展のために、光通

信、レーザー、バイオテクノロジー・医薬などの分野で知的財産権戦略研究を展開してい

る。企業向け特許データベースの構築、法に則った企業の知的財産権の保護などを図って

おり、企業の知的財産権の創造、実施、管理、保護能力は絶えず向上している84。 

 

第３項 経済・社会効果 

 

国家知識産権局は「基本的なアプローチ」として、①特定地域における実証事業の結果

を他地域に応用していくこと、②モデル化事業を通じて知財マネジメントを発展させるこ

とを挙げ、知的財産実証パークの認定申込者に対し以下の５点を要求している。 

①知的財産管理体系や社内規程を構築すること 

②技術イノベーションを推進し、産業発展のレベルを上げること 

③知的財産及び該当分野の特許情報のデータベースを構築すること 

④知財管理の業務交流や研究活動を行うこと 

⑤知的財産実証パーク事業についてフォローし、政策課題について研究し報告すること 

 

                                                  
84 曾衛勇「武漢東湖開発区の知的財産権の保護状況に関する紹介」法制を中心にコース（JICA、 2005 年）。 
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 １００ 

中国初の国家知的財産戦略85が２００８年６月に公表された。知的財産の創造、保護、活

用、人材育成と言う基本的な考え方は、それまでに推進されてきた「知的財産アクション

プラン」でも謳われているように、知的財産の創造、保護、活用に も密接にかかわる国

家ハイテク産業開発区が従来から普及や推進の重点地域となっている。このようなことか

ら、国家ハイテク産業開発区が国家知的財産実証パークの多数を占めている。 

２００８年１１月２５日、国家知識産権局が主催した「国家知的財産実証・モデルパー

ク現場交流会」が蘇州にて開かれ、中国全土から７０名余りの関係者が出席した。同交流

会では、国家知識産権局の担当者が出席者に対し、国家知的財産戦略の具現化を着実に推

進することを呼びかけた。その後、上海張江国家ハイテク産業開発区、蘇州国家ハイテク

産業開発区、蘇州工業パーク及び無錫国家ハイテク産業開発区工業設計パークの代表がそ

れぞれの実証事業における経験などを紹介し、活発な議論が行われた86。国家知的財産実証

パークの事業が国家ハイテク産業開発区の更なる発展への新たな活力となることが、参加

者一同の共通認識となった。中国における国家ハイテク産業開発区の発展に密接な関係に

ある「国家知的財産実証モデル事業」の今後の展開が期待される。 

 

                                                  
85 中国初の国家知的財産戦略が検討、策定される際、日本初の国家知的財産戦略も重要な見本として参考され

たと見られる。しかし、基本的な構成は同じく「知的財産の創出、保護、活用、及び人材育成」からなっているとし

ても、両国の現場において具現化される際にさまざまな差異が存在することは言うまでもない。 
86 国家知識産権局要聞「国家知識産権試点示範園区現場交流会在蘇州召開」（国家知識産権局網江蘇ステー

ション、2008 年 11 月 28 日）。 
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１． 法律・法規 

 

No. 1.1 

日本語 中国科学技術進歩法 名
称 中国語 中国科学技術進歩法 

立法機関 全人代 施行時期 １９９３年１０月１日

同法は中国科学技術振興にかかわる基本法と位置づけられ、制定当初

は総則、科学技術、経済建設と社会発展、ハイテク研究とハイテク産

業、基礎研究と応用基礎研究、研究開発機構、科学技術者、科学技術

進歩の保障措置、科学技術奨励、法律責任の９章から構成された。２

００７年１２月２９日に中国の立法機関が同法の改正を行い、改正後

には附則を含め全８章７５条となった。イノベーション体系の構築や

知的財産戦略の策定等についても規定するとともに、優遇政策等の観

点から、自主的な革新の試みを推奨するものとしている。 

説   明 

 

No. 1.2  

日本語 中国技術成果転化促進法 名
称 中国語 中国促進技術成果転化法 

立法機関 全人代 施行時期 １９９６年１０月１日

同法は、科学技術成果を実社会の生産力に転化する活動を規範し、科

学技術の進歩を加速化し、経済建設及び社会発展を推進するために制

定された。総則、組織実施、保障措置、技術に関する権益、法律責任、

附則の６章３０条から構成されている。それまでの技術開発は大学や

国の研究機関に依存するところが大きかったため、これらの技術を企

業に移転させようというのがこの法律の最大の目的である。 

説   明 

 

No. 1.3  

日本語 中国技術契約法 名
称 中国語 中国技術合同法 

立法機関 全人代 施行時期 １９８７年１１月１日

同法は、科学技術の発展を推進し、科学技術を社会主義的な現代化の

建設に役に立たせ、技術契約の当事者の合法的な権益を保障し、技術

市場の秩序を維持するために制定されたものである。法人と法人、法

人と個人、個人と個人の間の技術開発、技術移転、技術情報及び技術

サービスに関する民事的な契約関係に適用するものであり、外国の企

業等との契約には適用されない。総則、技術契約の締結・履行・変更

説   明 
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及び解除、技術開発契約、技術移転契約、技術情報契約、技術サービ

ス契約、附則の７章５５条から成る。同法の制定・施行は、中国にお

ける技術移転、産官学連携による事業開発、技術市場の秩序形成等に

大いに貢献した。 

 

No. 1.4  

日本語 中国中小企業促進法 名
称 中国語 中国中小企業促進法 

立法機関 全人代 施行時期 ２００３年１月１日

同法は、中小企業の経営環境を改善し、中小企業の健全な発展を促進

し、都市及び農村における就職を拡大し、国民経済及び社会発展にお

いて中小企業の重要な役割を発揮させるために制定された法律で、総

則、資金的支援、創業サポート、技術イノベーション、市場開拓、社

会サービス、附則の７章４５条から成る。今後の国際経済の行方が不

確実であり、中国に立地する外資企業がその進出先を他国へと転換す

る可能性を踏まえ、その際に起りうる産業空洞化とそれに伴う失業率

とを最小限に抑えるため、製品（部品原材料）造りに深くかかわる中

小企業の育成と発展が必要であるという深謀遠慮こそが、同法施行の

本質的な要素であるとする見解もある。 

説   明 

 

No. 1.5  

日本語 ベンチャーキャピタルに関する暫定的規定 名
称 中国語 創業投資企業管理暫定弁法 

承認機関 国務院 施行時期 ２００５年１１月１４日

国家インキュベータや国家帰国留学人員創業パークに入居する技術

型ベンチャーに深くかかわる法規定である。中国における創業支援の

関連政策は、比較的に整備が立ち遅れていると指摘される中、同規定

が中国国務院の承認を経て公布され、以後着実に整備が進んでいる。

この規定は国家発展改革委員会等１０の国家機関が合同で制定した

ものであり、これによりベンチャーキャピタルは法的な保護を受ける

ことになった。 

説   明 
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２． マクロ政策 

 

No. 2.1  

日本語 国家中長期科学技術発展規画綱要（2006 年―2020 年） 名
称 中国語 国家中長期科学和技術的発展規劃綱要（2006 年―2020 年） 

承認機関 国務院 施行時期 ２００６年２月９日

社会主義的な現代化の建設を加速するための総合的な施策として、国

家の科学技術長期発展計画の制定を求める第１６次党大会の要求に

基づき、中国の科学技術に関する中長期構想となる「国家中長期科学

技術発展規画綱要（2006―2020 年）」が国務院により発表された。具

体的数値目標として、２０２０年までにＲ＆Ｄ投資を対ＧＤＰ比２．

５％以上とすること、中国人による発明特許及び科学論文引用数を世

界５位以内にランクさせること等を掲げており、自主創新（独自のイ

ノベーション）が重視される内容となっている。より詳細な実施事項

については、５年に一度策定される国家の経済・社会発展計画である

「５カ年計画」に示されることとなる。 

説   明 

 

No. 2.2  

日本語 中国国民経済・社会発展第１１次５カ年規画綱要（2006 年―2010 年）名
称 中国語 中国国民経済・社会発展第十一次五年規劃綱要（2006 年―2010 年） 

立法機関 全人代 施行時期 ２００６年３月１４日

第１１次５カ年規画綱要は、全体を通じて「科学的発展観の貫徹」を

重視した内容となっており、農業改革、産業の発展、環境問題への対

応等を主要課題として取り上げている。同計画は、指導原則及び発展

目標、社会主義新農村の建設、工業構造の最適化・アップグレードの

推進、サービス業の加速的発展、地域間の調和の取れた発展の促進、

資源節約型・環境友好型社会の建設、「科教興国」（科学と教育による

国家の振興）及び人材強国戦略の実施、体制改革の深化等、全部で１

４編から構成されている。 

説   明 

 

No. 2.3  

国家ハイテク産業化及び環境整備（タイマツ）に関する第１１回５カ

年発展綱要 
日本語 名

称 

中国語 国家高新技術産業化及其環境建設（火炬）十一五発展綱要 

策定機関 中国タイマツセンター 施行時期 ２００７年４月４日

説   明 同綱要は第１０次５カ年期間中の状況をまとめた上で、第１１次５カ
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年における国家ハイテク産業化及び環境整備（タイマツ）に関し、そ

の指導的方針、基本的な原則、発展の目標、重点的な任務、保障的な

措置といった構成から述べたものである。 

 

No. 2.4  

日本語 科学技術体制の改革に関する決定 名
称 中国語 関於科技体制改革的決定 

策定機関 中国共産党中央委員会 施行時期 １９８５年３月１３日

同決定は、都市及び農村における経済体制改革の深化に伴い、必要に

応じて科学技術体制の改革をしなければならないという認識を示し

た上で、これは中国の現代化の建設全般にかかわる重大な問題である

と強調した。具体的には、予算配分制度、技術市場の開拓等に関する

運営メカニズム、研究機関と企業との分離された組織構造の問題、産

官学連携による科学技術成果の移転や商品化、事業化推進、科学技術

人材の活用方法等について論じた。新たな産業振興、現代農業、国際

交流や提携等にも言及し、特に新たな産業振興のために知的密集地域

を選定し、特別な政策の下で、特色のある新興産業開発区を形成する

と明言した。この決定はタイマツ計画の策定の重要な背景になったと

いえる。 

説   明 

 

No. 2.5  

日本語 中国「タイマツ計画」 名
称 中国語 中国「火炬計劃」 

承認機関 国務院 施行時期 １９８８年８月８日

タイマツ計画は、中国のハイテク産業を発展させるための指導的計画

である。１９８８年８月に国務院により認可され、科学技術部により

実施された。同計画の目的は「科教興国」発展戦略の遂行、改革開放

方針の徹底の他、中国の科学技術の優位性と潜在力を十分に発揮し、

市場ニーズに応じて、ハイテク成果の商品化、ハイテク商品の産業化

及びハイテク産業の国際化を促進することである。タイマツ計画の内

容としては、①ハイテク産業の発展に必要な環境作り、②国家ハイテ

ク産業開発区及びハイテク創業サービスセンターの設立、③タイマツ

計画プロジェクトの企画や推進、④国際協力の強化とハイテク産業の

国際化の推進、⑤ハイテク産業の振興に必要な人材の育成や誘致等が

挙げられる。 

説   明 
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３． タイマツ計画の具体化関連政策 

 

No. 3.1  

日本語 国家ハイテク産業開発区に関する第１１次５カ年発展規画綱要 名
称 中国語 国家高新技術産業開発区十一五発展規劃綱要 

策定機関 中国タイマツセンター 施行時期 ２００７年４月４日

同綱要は国家中長期科学技術発展規画綱要に沿って、第１０次５カ年

期間中の状況をまとめた上で、第１１次５カ年期間において国家ハイ

テク産業開発区が置かれている状況を確認し、その指導的方針や戦略

的な位置づけ、発展の原則と目標、重点的な任務及び保障的な措置に

ついて述べたものである。 

説   明 

 

No. 3.2  

日本語 国家大学サイエンスパークに関する第１１回５カ年発展規画綱要 名
称 中国語 国家大学科技園十一五発展規劃綱要 

策定機関 中国科学技術部、教育部 施行時期 ２００６年１２月６日

同綱要は、中国における一流大学の建設には大学サイエンスパークの

発展が不可欠という重要な位置づけを再確認し、大学サイエンスパー

クの発展の現状や置かれている環境を分析しまとめた上で、第１１次

５カ年期間における国家大学サイエンスパークに関し、その指導的方

針や発展の原則、発展の目標、重点的な任務、関連措置について述べ

たものである。 

説   明 

 

No. 3.3  

日本語 中国技術型インキュベータに関する第１１回５カ年発展規画綱要 名
称 中国語 中国科技企業孵化器十一五発展規劃綱要 

策定機関 中国タイマツセンター 施行時期 ２００８年８月２５日

同綱要は、知的イノベーションのリソースとハイテク産業を連結させ

る重要な架け橋であるインキュベータの重要な役割を再確認し、第１

０次５カ年期間中の関連状況や問題点を分析整理した上で、発展の機

会と挑戦の可能性に恵まれた今日的状況の中での、第１１次５カ年期

間における国家インキュベータの指導的方針や発展の原則及び目標、

主な任務と業務の重点、保障的な措置について述べたものである。 

説   明 
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No. 3.4  

日本語 ハイテク企業認定管理弁法 名
称 中国語 高新技術企業認定管理弁法 

施行時期 ２００８年１月１日中国科学技術部、財政部、国

家税務総局 
策定機関 

同弁法は、ハイテク企業の発展を支援・奨励することと、「中国企業

所得税法」第２８条（国が重点的に支援する必要のあるハイテク企業

は、税率を１５％に引き下げて企業所得税を徴収する）や「中華人民

共和国企業所得税法実施条例」第９３条（ハイテク企業の認定条件）

等に対応する関係規定を整備することを目的としており、ハイテク企

業の定義、認定機関、条件及び手続等について定め、かつ国が重点的

に支援するハイテク分野の範囲を定めている。主な内容には、国内の

ハイテク産業開発区内外の企業に対して支援が平等に適用されるこ

と、ハイテク企業に対して統一した認定が行われること、国の租税優

遇政策が受けられること等がある。 

説   明 

 

No. 3.5  

日本語 ハイテク企業認定管理作業手引 名
称 中国語 高新技術企業認定管理工作引 

施行時期 ２００８年７月８日中国科学技術部、財政部、国

家税務総局 
策定機関 

同作業手引の趣旨は、ハイテク企業認定管理作業における各関係機関

の職務と責任を明確にし、企業の研究開発活動及び関連経費の集計基

準を確定し、各指標の内容及びその算定方法を明瞭にし、認定管理作

業の規範的・効率的な実行を促進することである。その主な内容とし

ては、「ハイテク企業認定管理弁法」に基づき、ハイテク企業認定作

業の管理・実施機関及び専門的・独立的な意見を提供する第三者とし

ての仲介機能と専門家の要件及び職務や責任を定めた上、企業の申請

と認定機関における認定作業のプロセス、認定作業における重要な評

価指標となる研究開発費の算出方法及びその他の指標について具体

的に示している。 

説   明 

 

No. 3.6  

日本語 技術型インキュベータ（ハイテク創業サービスセンター）の認定と管理弁法名
称 中国語 科技孵化器（高新技術創業服務中心）認定和管理弁法 

策定機関 中国科学技術部 施行時期 ２００６年１２月７日

 資料 - １０ 



 

同認定と管理弁法は、自主的なイノベーションの環境作りに貢献し、

科学技術成果の転化を加速し、技術型中小企業を育成（インキュベー

ション）し、ハイテク産業を発展させる目的で策定されたものである。

技術型インキュベータは国家イノベーション体系を構成する重要な要素で

あると同時に、地域イノベーション体系における核心的な存在であることを

確認した上で、具体的な認定・管理の方法について規定した。 

説   明 

 

No. 3.7  

日本語 国家大学サイエンスパークの認定と管理弁法 名
称 中国語 国家大学科技園的認定和管理弁法 

策定機関 施行時期 ２００６年１１月２４日中国科学技術部、中国教育部 

同認定と管理弁法は、自主的なイノベーションの環境作りに貢献し、

国家大学サイエンスパークの発展レベルや自主的なイノベーション

能力の向上を図り、国家大学サイエンスパークの管理基準を明確にす

るために制定されたものである。国家大学サイエンスパークの機能と位

置づけ、認定と管理、政策と措置、附則等の２０条から成る。 

説   明 

 

 

４． 国際化関連政策 

 

No. 4.1  

日本語 中国の海外における技術型創業パークの試行事業に関する指導意見 名
称 中国語 中国海外科技創業園試点工作指導意見 

策定機関 中国タイマツセンター 施行時期 ２００３年９月２０日

同指導意見は、国務院が策定した「引進来」（外資等の導入）と「走

出去」（海外へ・国際化）の相互補完戦略に基づき、中国の海外にお

ける技術型創業パークの設立及びその運営管理の基準を明確にするため

に制定されたものである。 

説   明 

 

No. 4.2  

日本語 第１０次５カ年期間中における国際科学技術協力に関する発展綱要 名
称 中国語 十五期間国際科技合作発展綱要（2001－2005） 

策定機関 中国科学技術部 施行時期 ２０００年１１月２７日

同綱要は、新世紀に入る際に、国際科学技術協力に関する目標や役割

をより明確化するために策定されたもので、指導方針と主な施策から

構成される。後者に関しては、自主的なイノベーション能力の向上、

説   明 
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ハイテクの産業化の推進、オープンな国際化戦略の実施、中央、地方、

企業といった多層的な中外協力の強化、海外の知的リソースの活用、

中国西部における対外国際協力、海外華人人材等の活用、国際協力資

金の設立、国際協力体制や人事構築について述べている。 

 

 

５． その他の関連政策 

 

No. 5.1  

日本語 国家知的財産戦略綱要 名
称 中国語 国家知識産権戦略綱要 

承認機関 国務院 施行時期 ２００８年６月１１日

中国初の国家知的財産戦略綱要である。今後５年以内に知的財産権の

レベルを大幅に引き上げ、知財の保護・活用を強化し、国全体で知的

財産権に対する意識を高めていく方針を固めた。また、２０２０年ま

でに知的財産権の創造・保護・活用・管理を高水準で実行できる国作

りを目指す。綱要では、以下の５つを重点的な戦略目標としている。

①完全な知的財産権制度、法律・管理体制の構築   

知的財産権に関する法律を更に完全なものにし、経済や文化、社会

政策における道標とする。 

②知的財産権の創造と活用の促進   

財政や金融、投資、政府調達等に対する政策の他、産業、エネルギ

ー、環境保護政策を整備し、市場において企業が主体的に知財権の創

造と活用がうまく図れるようにする。 
説   明 

③知的財産権保護の強化   

司法による取り締まりを強化する他、権利維持コストの削減、権利

侵害者に対する罰金の引き上げを徹底し、侵害行為の抑制につなげ

る。 

④知的財産権の乱用防止   

関係する法律を制定し、合理的に知的財産の権利範囲を定め、公正

に競争できる市場秩序と、権利者へ合法的な権益維持に努める。 

⑤知財文化の育成   

知識を尊重し、創造することを促し、誠意を持って知的財産権法に

従う文化を作り上げる。 

 

No. 5.2  
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日本語 知的財産実証モデル事業についての指導意見 名
称 中国語 知識産権試点示範工作指導意見 

策定機関 国家知識産権局 施行時期 ２００４年１１月１２日

同指導意見は、近年における知的財産実証事業の経験をふまえ、各地

方の知識産権局の意見も取り入れた上で、全国特許会議の精神を具現

化し、より一層の知的財産の実証モデル化事業の基準明確化と強化を

図り、更に都市、パーク及び企業における知的財産制度の構築、改善、

実施を推進するために策定されたものである。 

説   明 

 

No. 5.3  

日本語 ２１世紀に向けた教育振興アクションプラン 名
称 中国語 面向２１世紀的教育振興行動計劃 

策定機関 中国教育部 施行時期 

同アクションプランは次世代の教師育成事業、ハイレベルな創造型人

材の育成事業、国際的な一流大学及び学科の育成等の他、大学による

ハイテク産業化事業についても一節を設けて論じている。 

説   明 

 

No. 5.4  

日本語 留学人員帰国就職に関する第１１次５カ年規画 名
称 中国語 留学人員回国工作十一五規劃 

策定機関 中国人事部 施行時期 ２００６年１１月１５日

同規画は中国国民経済・社会発展第１１次５カ年規画綱要等に従って

策定されたもので、留学人員の位置づけについて再確認をした上で、

基本的な考え方、基本原則及び目標や任務等について定め、国家帰国

留学人員創業パークの設立を通じた留学人員の誘致等についても述

べたものである。 

説   明 

 

No. 5.5  

日本語 国家バイオ産業の発展に関する第１１次５カ年規画 名
称 中国語 国家生物産業発展十一五規劃 

策定機関 国家発展改革委員会 施行時期 ２００７年７月１０日

同規画は中国バイオ産業の産業全体としての優位性とその中の個別

の強みを形成することを目的とするものであり、バイオ産業の発展に

プラスとなる政策等の構築、自主開発能力の向上、産業構造の最適化、

産業規模の増大という４大目標の実現を図ることとしている。 

説   明 
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■ 個票類 

 

 

・ 個票類は、①国家ハイテク産業開発区、②国家大学サイエンスパーク、③国家バイオ

産業基地、④国家イノベーションパーク、⑤中外共同運営国家ハイテクパークの５種類

に該当するパークについて、個別に概要をとりまとめたものである。 

 

・ まず、該当する国家サイエンスパーク・ハイテクパークの一覧を最初に示した上で、

その一覧表の番号順にパークごとの概要を示した。この一覧表はまた、各個票の目次の

役割も果たしている。 

 

・ 個票ごとの記述は、該当パークの概要、取組む分野、特徴、経済的効果・社会的効果

及び地域振興効果、進出した外資／日系企業の例示、関連施策や特許等の成果、研究開

発機関等、その他特記事項といった内容を中心に行う。 

 

・ 個票ごとの記述はパークの類型や取組む分野によって、記述する項目が異なる場合が

ある。 

 

・ 個票ごとの記述は、各パークが公開している公式ＨＰや発行している公式パンフレット、

外資導入ガイド、または関連イベントで発表された論文集や紹介資料、新聞記事等をも

とに技術経営創研が作成したが、公式ＨＰは２００８年１１月から２００９年２月まで

に掲載されている内容を参考にした。このため、パークごとに記載した公式ＨＰに関し

ては時期によってはリンクが切れる場合や一時アクセス不能の場合もある。 
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１．国家ハイテク産業開発区一覧 

 

No 所在地域 名称 所在都市 

1 北京  中関村サイエンスパーク  北京市 

2 天津  天津ハイテク産業開発区  天津市 

3 上海  上海張江ハイテク産業開発区  上海市 

4 重慶  重慶ハイテク産業開発区  重慶市 

5  吉林ハイテク産業開発区  吉林市 
吉林 

6  長春ハイテク産業開発区  長春市 

7  大連ハイテク産業園区  大連市 

8  瀋陽ハイテク産業開発区  瀋陽市 遼寧 

9  鞍山ハイテク産業開発区  鞍山市 

10  石家荘ハイテク産業開発区  石家庄市 
河北 

11  保定ハイテク産業開発区  保定市 

12 山西  太原ハイテク産業開発区  太原市 

13  済南ハイテク産業開発区  済南市 

14  威海タイマツハイテク産業開発区  威海市 

15  青島ハイテク工業園区  青島市 山東 

16  濰坊ハイテク産業開発区  濰坊市 

17  湽博ハイテク産業開発区  湽博市 

18  鄭州ハイテク産業開発区  鄭州市 
河南 

19  洛陽ハイテク産業開発区  洛陽市 

20  南京ハイテク産業開発区  南京市 

21  蘇州ハイテク産業開発区  蘇州市 

22  無錫ハイテク産業開発区  無錫市 
江蘇 

23  常州ハイテク産業開発区  常州市 

24 杭州ハイテク産業開発区  杭州市 
浙江 

25 寧波ハイテク産業開発区  寧波市 

26 安徽  合肥ハイテク産業開発区  合肥市 

27  厦門タイマツハイテク産業開発区  廈門市 
福建 

28  福州ハイテク産業開発区  福州市 

29 江西  南昌ハイテク産業開発区  南昌市 

30  武漢東湖ハイテク産業開発区  武漢市 
湖北 

31  襄樊ハイテク産業開発区  襄樊市 
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No 地域 名称 所在地 

32  長沙ハイテク産業開発区  長沙市 
湖南 

33  株洲ハイテク産業開発区  株洲市 

34  広州ハイテク産業開発区  広州市 

35  深センハイテク産業開発区  深セン市 

36  中山タイマツハイテク産業開発区  中山市 

37  佛山ハイテク産業開発区  佛山市 
広東 

 恵州仲恺ハイテク産業開発区 38  恵州市 

39  珠海ハイテク産業開発区  珠海市 

40  桂林ハイテク産業開発区  桂林市 
広西 

41  南寧ハイテク産業開発区  南寧市 

42 海南  海口ハイテク産業開発区  海口市 

43  成都ハイテク産業開発区  成都市 
四川 

44  綿陽ハイテク産業開発区  綿陽市 

45 貴州  貴陽ハイテク産業開発区  貴陽市 

46 雲南  昆明ハイテク産業開発区  昆明市 

47  西安ハイテク産業開発区  西安市 

48  宝鶏ハイテク産業開発区  宝鶏市 陝西 

49  楊凌農業ハイテク産業モデル区  楊凌市 

50 甘粛  蘭州ハイテク産業開発区  蘭州市 

51 新疆  ウルムチハイテク産業開発区  ウルムチ市 

52  ハルピンハイテク産業開発区  ハルピン市 
黒龍江 

53 大慶ハイテク産業開発区  大慶市 

54 内モンゴル  包頭稀土ハイテク産業開発区  包頭市 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの資料をもとに技術経営創研が作成 
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No.1 

中関村サイエンスパーク 

中国語 中関村科技園区 名称 

英 語 Zhongguancun Science Park (Z-Park) 

住所 北京市海淀区蘇州街３６号 

HP http://www.zgc.gov.cn/ 

１９８８年 ２３２平方キロ 認定 面積 

同パーク管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 中関村サイエンスパークは中国初の国家ハイテク産業開発区として大きな成功を収め

て国内外からの注目を集めており、中国のシリコンバレーとも称される。現在、世界の一

流パークを目指し、電子情報、バイオ製薬、新エネルギー、フォトエレクトロニクス、新

素材、環境保護等の分野に取組み続けている。同サイエンスパークは現在１０のサブパー

ク（大興バイオ医薬産業基地を含む）で構成されており、国家ソフトウェア産業（輸出）

基地、国家バイオ医薬産業基地、国家工程技術イノベーション基地、国家ネットワークア

ニメ産業発展基地としても認定されている。また、国家インキュベータも多数設けられて

いる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

Lenovo、Founder、UFsoft、HanWang、Sinovac、Sohu、Sina、Baidu、Vimicro、Aigo 等

の２万近くのハイテク企業があり、ハイテク産業は過去１０年以上の間、年間成長率２

５％以上を維持している。２００７年、開発区のハイテク企業の総生産高は９０３５億元

を超えており、これは国家全体のサイエンスパークの総収入の７分の１に等しい。 

進出した外資／日系企業の例示 

Microsoft、ＩＢＭ、ＡＭＤ、Motorola の他、前記した諸分野の世界ランキング上位５

００の企業の多くが子会社や研究所を設立している。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区には、北京大学や清華大学を始めとする中国トップの大学が３０以上、中国科

学院や中国工程院等の２００以上の研究所、アジア最大の国家図書館、特許庁がある。中

関村において、中国語のレーザータイプセッティングシステムが北京大学のグループによ

って発明され、中国のプリント産業にとっての新たなオプトエレクトロニクスの時代を先

導した。２１世紀初期には、中国の単独特許を有する最初のＣＰＵチップが中関村で開発

され、これにより完全に輸入チップに頼っていた時代が終わった。特許を基にした業界標

準、国家標準、国際標準への取組みも大きな成果を得ている。 

その他の特記事項 

 中国初の地方法規として「中関村サイエンスパーク条例」を制定し施行している。 
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No.2 

天津ハイテク産業開発区 

中国語 天津新技術産業園区 名称 

英 語 Tianjin Hi-Tech Industry Park (THIP) 

住所 天津新技術産業園区 

HP http://www.thip.gov.cn/ 

１９９１年 ２１．８５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 天津ハイテク産業開発区は華苑産業エリア、政策エリア（天津市科研基地、科技貿易街、

南開工業園を含む）、輻射エリア（武清開発区、北辰科技園区、塘沽海洋ハイテク区を含

む）、Huayuan Industrial Park、濱海ハイテクエリア他、複数のエリアより構成されてい

る。Huayuan Industrial Park は天津市の南西に位置し、当初の建設予定は１１．５８平

方キロで、天津で初めての国家環境保護モデルゾーン（ＩＳＯ１４０００認証取得済み）

である。濱海ハイテクエリアは科学技術院と天津市政府の共同で建設され、天津ハイテク

産業開発区が拡張してできたもので、設計予定は３０．５平方キロとなっている。これは

中央関連機関と地方自治体が共同で設立した最初のハイテクゾーンである。主要分野はソ

フトウェア及びハイレベル情報技術、グリーンエネルギー、先進的な製造業、バイオ製薬、

近代サービス業である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

経済指標は１０年連続で前年比３０％以上の伸び率で上昇しており、２００８年前期の

総生産高は２２１億元が期待され前年同期比３２％以上の増加である。また、同時期の総

収入は８０２億元で前年同期比３３．４％の増加である。 

進出した外資／日系企業の例示 

現在４８００社以上のハイテク企業を擁し、その内外資企業は７００社以上である。韓

国の三星、ＬＧ、日本のＮＥＣ、ＥＰＳＯＮ、三美、大真空、ドイツの SIEMENS、KOEMMERLING、

フランスの DANFOSS、オーストラリアのＡＣＩ等、世界の著名な企業が相次いで投資し、

Huayuan Industrial Park には SIEMENS、トヨタ、サムソン、サンヨー、ＮＥＣ等、世界

のトップ企業５００社の内２４社が入居している。 

関連施策、特許等の成果 

 天津ハイテク産業開発区の発展を促進する規定等、一連の地方レベルでの 政策が実施

されている。 

その他の特記事項 

 天津ハイテク産業開発区に設けられている６カ所のインキュベータは、２００８年にす

べてが国家レベルのインキュベータとして認定された。 
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 No.3 

上海張江ハイテク産業開発区 

中国語 上海張江高新技術産業開発区 名称 

英 語 Shanghai Zhangjiang Gao Xing Ji Shu Chan Ye Kai Fa Qu 

住所 上海市浦東新区張東路１３８７号３４―０１ 

HP http://www.sh-hitech.gov.cn/structure/index 

年月  認定 面積 

  運営 連絡 

開発区の概要 

上海張江ハイテク産業開発区は浦東新区に属し、陸家嘴金融貿易区の東南側に位置す

る。１９９０年代初めに創立された国家ハイテク産業開発区の一つであり、半導体、ソフ

トウェア、バイオ製薬の三大産業分野を柱と位置づけている。２００６年には周辺の漕河

涇経済開発区や上海大学科技園等を含む、より広域で大規模なハイテク産業開発区として

名称変更される等、上海市の経済成長の新たな牽引役として期待されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区内の上海浦東ソフトウェアパークは西安や大連と同じく国家ソフトウェア産

業基地（国家軟件産業基地）と国家ソフトウェアアウトソーシング基地（国家軟件出口基

地）の双方の役割を担っており（３つの都市でその規模や位置づけ等は異なる）、２００

６年末の売上は約１０４億元、輸出総額は約１．５億米ドルを達成している。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年末時点で４８６２社の内外企業が拠点を持ち、資生堂、パナソニック、キリ

ンビール、味の素、三共、ソニー等日本の代表的な企業も進出している。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は数年前から全力をあげて「張江科学城」の構築に取組んでいる。「張江科学

城」は大学サイエンスパークと類似する部分があり、これは大学を地域に誘致することに

等しい。しかし「張江科学城」の運営は、単に大学や研究機関を進出・集積させるだけで

はなく、現地の生産、研究の現状と有利性を生かして、産学研一体化の道を歩み、張江の

技術的先導役の地位を確保することを目的としている。また、同開発区には北京大学上海

マイクロ電子研究院、清華大学情報学院上海マイクロ電子センター、復旦大学国家モデル

ソフトウェア学院、復旦大学（張江）マイクロ電子研究院等が進出している。 

 

その他の特記事項 

 ２００７年５月１７日、上海張江ハイテク産業開発区の設立１５周年記念イベントが開

催され、中国科学技術部長の万氏、上海市副市長の楊氏等多くの要人が開幕式に参加した。

近年ではハイテクを生かした文化産業育成にも取組む。 

 

 資料 - １９ 



 

No.4 

重慶ハイテク産業開発区 

中国語 重慶高新技術産業開発区 名称 

英 語 Chongquing Hi-Tech Industry Development Zone 

重慶市石橋铺科園一路１６６号 住所 

HP http://www.hnzcq.gov.cn/ 

１９９１年 ７３平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 重慶ハイテク産業開発区は全国に五つある「総合改革試点開発区」（総合的な改革を実

証する開発区）の一つであり、具体的には石橋铺サイエンスパーク、二朗科学技術新城、

及び北部新区ハイテクパークにより構成される。主として電子情報、バイオ医薬、新材料、

機電一体化といった分野に取組む。同開発区の中には、サブパークとして重慶バイオ制約

技術開発パーク、ソフトウェアパーク、及び帰国留学人員創業パークも設けられている。

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

重慶は中国の西南地域において最強の科学技術力を誇る都市の一つで、光学、センサー、

自動計測器メーターの研究開発は国内トップのレベルにある。市全体に各種の科学研究、

技術開発機構が１０００近くあり、その内１７は国家級、市級の重点実験室及び建設工程

技術センター、企業開発センターで、市レベル以上の独立科学研究機構が７８ある。同開

発区内の企業は４０００社を超えており、その中でハイテク企業は２００社以上に上る。

重慶ハイテク産業開発区はハイテク産業の基地、対外開放の窓、技術イノベーションのモ

デル区、技術型ベンチャー育成のインキュベータであると評価されている。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

日本、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、シンガポール、香港、台湾等からの「三

資企業」が３００社以上。 

関連施策、特許等の成果 

１９９８年の統計によると、重慶は２３０の重大科学技術成果を収め、１１３０件の特

許権を申請し、５３９件の特許を取得した。私営科学技術企業は年間約６５億元の収入を

実現し、科学技術の経済成長への貢献度は４０．３％に達している。 

その他の特記事項 

 重慶市は鉱物資源も豊かで、探査済み鉱物は石炭、天然ガス、ストロンチウム、アルミ

ニウム、マンガン、石灰石、大理石、方解石、石膏、石英石、水銀、塩岩等３８種あり、

その内ストロンチウムの埋蔵量は中国１位、世界２位となっている。 
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No.5 

吉林ハイテク産業開発区 

中国語 吉林高新技術産業開発区 名称 

英 語 Jilin National Hi-tech Industrial Development Zone(JNDZ) 

住所 吉林市高新区火炬大厦  

HP http://www.jlhitech.com/ 

１９９３年 １１．８平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

吉林ハイテク産業開発区は総合機能エリア、ハイテク産業エリア、教育文化エリア、観

光エリア、貿易エリア及び居住エリアから構成され、自動車部品パーク、電子情報産業パ

ーク、医薬産業パーク、新エネルギー及び先端製造業パーク、新材料産業パークといった

五つのサブパークが形成されている。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

２００８年「中国 Zigbee 産業発展フォーラム」において、国際 Zigbee（ブルートゥー

スに類似した新興の短距離無線伝送技術）連盟が授権した曼博科技が、中国吉林ハイテク

産業開発区に Zigbee 産業パークを設立することについての調印式が開催された。Zigbee

中国産業拠点は初期の敷地面積が１０万㎡、最終の開発予定面積が４０万㎡、総投資が３

０億元とし、Zigbee 電子製品、公共事業、工業制御、自動車電子、インテリジェントホー

ム等五つの機能別のエリアを設ける計画である。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 吉林市は吉林省中央部に位置し、松花江（スンガリ川）の岸辺にある。スンガリ川は北

流してアムール川と合流し日本海に繋がる水路であったため、古くから造船業が盛んな都

市であった。 
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No.6 

長春ハイテク産業開発区 

中国語 長春高新技術産業開発区 名称 

英 語 Changchun National High-Technology Industry Development Zone 

吉林省长春市硅谷大街３３３３号 住所 

HP http://www.chida.gov.cn/ 

１９９１年 ７８．６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 長春ハイテク産業開発区は５４の開発区の中でも上位に位置する開発区であり、バイオ

と医薬、光電技術、先進的な製造技術、情報技術、新材料といった分野を柱に位置づけて

いる。デジタル型、信用型、生態型、サービス型、効率型の、国際的に一流の開発区にな

るよう取り組んでいる。また２００２年は国家知的財産実証パークに認定され、現在は国

家知的財産モデルパークとなっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

現在開発区にあるハイテク企業は７９２社である。長春ハイテク産業開発区のハイテク

製品の生産高、工業総生産高、財政収入はそれぞれ長春市全体の二分の一、三分の一、四

分の一を占めている程高い。中国科学技術部によって公表された２００４年のハイテク産

業開発区の「経済発展」及び「技術イノベーション」に関する評価はいずれも第４位であ

り、吉林省と長春市が新たな工業化を目指す上での先駆けと評価されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、フランス、ドイツ、日本、韓国、香港、台湾等、２９の国または地域からの

投資がある。２００５年現在、外資系企業は合計で２７００社あり、その内日系企業は３

１８社。日系の大企業にはトヨタ、丸紅、伊藤忠等が上げられる。第一汽車はトヨタとの

包括提携を達成し、合弁生産した車を既に国内で販売している。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 長春市は吉林省の省都で、肥沃な黒土地帯を利用したトウモロコシ生産、そしてそれを

原料としたバイオ製品の開発と生産が盛んであり、バイオ製品の年間生産高でアジア最大

を誇る「大成集団」がその中心的役割を果たしている。また、「国際自動車都市」として

も有名で、これには中国自主ブランドメーカー「第一汽車（自動車）」、日系企業「トヨタ

自動車」等が重要な役割を果たしている。市内にはハイテク産業開発区の他、経済技術開

発区や「長春自動車経済貿易開発区」（市政府承認）が設置されている。 
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No.7 

大連ハイテク産業開発区 

中国語 大連高新技術産業園区 名称 

英 語 Dalian High-Tech Industrial Zone 

住所 七賢嶺産業化基地高新街１号２０８室 

HP http://www.ddport.com/dlhitech2Index.html 

１９９１年３月 ３５．６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 大連ハイテク産業開発区は大連市の対外開放の先導地域である。大連ソフトウェアパー

ク、ソフトウェア及び情報サービス産業エリア、デジタル・生命テクノロジー産業エリア

から構成され、ソフトウェア開発、情報サービス、バイオエンジニアリング及び集積回路

等の産業が特に発展している。国際的に一流のハイテクパークになるべく、大連ハイテク

産業パークは、「２１世紀大連発展戦略計画」に沿って、二つのハイテク産業エリアの創

設及び展開に力を入れている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

大連ハイテク産業開発区の特色ある発展分野はバイオテクノロジー産業である。美羅製

薬、珍奥グループ、天維製薬、鴻宇製薬、緑源生物、賽母生物等７０社余りの製薬会社が

進出している。集積回路企業は主に光通信産業パークに集中している。２０１０年までに

建設工事が完成し、数十社の光電企業が入居する予定である。これにより投資総額は１２

億米ドル、年間の売上高は６０億米ドル、納税額は１２億米ドルとなることが予測されて

いる。同開発区はＩＳＯ１４００１国際環境管理認証を受けている。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本、韓国、ドイツ、イギリス、フランス、台湾、香港等からの６００社余

りが進出しており、これにはＧＥ、デルコンピュータ、ＩＢＭ、エリクソン等２０社余り

の世界５００のトップ企業が含まれる。日本からは住友電装株式会社や住友電装コンピュ

ータ・システム、コニカミノルタ、ビジネステクノロジーズ株式会社等、多数が進出。 

関連施策、特許等の成果 

 同産業開発区は多数の技術プロジェクト発展基金を設立し、投入額は毎年４５％のペー

スで増加している。立地企業に対する優遇措置として２０％―８０％の土地使用権譲渡金

の減額等も実施している。 

その他の特記事項 

大連国家ソフトウェアパークは中国における２９の国家ソフトウェアパークの中のモ

デルパークとなっている。 
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No.8  

瀋陽ハイテク産業開発区 

中国語 瀋陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP  

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 瀋陽ハイテク産業開発区は国家レベルのハイテク産業開発区であると同時に、１９９１

年に国家改革発展委員会と国家科学技術委員会が指定した五つの「総合改革試験地域」の

一つでもある。現在までに三つの段階、すなわち創立起業段階、発展とグレードアップ段

階、及び新区建設の段階を経て発展してきた。「一城二区三園」（テクノビジネスを中心

とする一つの「商務城」（ビジネスセンター））、産業試験区と産業区という二つの区域、

大学サイエンスパーク、民営サイエンスパーク、国家科学技術パークという三つのパーク）

という構想を持ち、特に電子情報産業、先進製造産業、新材料産業、バイオ医薬産業に注

力している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区内には、東北大学等１２の大学、２８の市レベル以上の独立した研究機関、８

の国家工程センターと実験基地、２２０の大型試験室があり、２万３０００人余りの専門

家や技術者がおり、瀋陽市を始めとする現地のハイテク産業を振興している。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 瀋陽市における外資系企業、すなわち中外合弁企業、中外共同経営企業、外資独資企業

から成る「三資企業」の企業所得税については、①一般外資系企業については２４％の税

率で徴収されるが、②瀋陽ハイテク産業開発区内のハイテク関連の外資系企業については

１５％の税率で徴収、③A)ハイテクノロジー企業、B)エネルギー・交通・港湾関連企業、

C)投資金額が３３億円を超え、回収期間が長い企業のいずれかに該当する外資系企業につ

いても１５％の税率で納付することが可能である。 

その他の特記事項 

 中国・東北地方の南部に位置する、この地方最大の都市である。人口７２０万人。１６

３６年に清朝の前身である後金の都として遷都されたことでも知られる。以来、東北地方

の政治、経済、交通の要となった。 
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No.9 

鞍山ハイテク産業開発区 

中国語 鞍山高新技術産業開発区 名称 

英 語 Anshan High-Tech Zone 

住所  

HP http://www.asht-zone.gov.cn/portal/index.jsp 

１９９２年１１月 １５．１平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 鞍山ハイテク産業開発区は１９９２年１１月に国務院より承認された国家レベルの開

発区である。東区は８．８２平方キロの広さで、将来的には３０平方キロとなる予定で、

調査機関、教育及びハイテク産業の基地として利用されている。西区は建設予定７．２８

平方キロの広さで、将来的には５０平方キロを予定している。西区は主要産業に関する企

業グループの開発地域であり、鞍山ハイテク産業開発区における特徴的なパークであると

いえる。主要産業は高機能機器製造業及び新素材産業である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 ５４カ所の国家ハイテク産業開発区の中で、１９９８年には最下位の位置にいたが、２

００４年には４０位まで上昇した。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

香港新世界グループは同パークの新世界デパートに投資した。その後、再度４２億元を

投資し、４７万㎡の鞍山新世界ガーデンを建設すると発表した。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

中国の国家発展改革委員会は２００４年７月２０日、中国「鋼鉄産業発展政策」と中国

省エネ循環経済政策に合致するものとして、鞍山鋼鉄向け発電所が、三菱重工のＭ７０１

Ｓ（F）型ガスタービンを使用することを承認した。これは高炉ガス焚ＧＴＣＣ の初号機

である。また三菱重工は、数年後の２００７年５月１０日、中国鞍山鋼鉄集団公司（遼寧

省鞍山市）が使用する世界最大級の３００ＭＷの高炉ガス焚ガスタービン・コンバインド

サイクルプラント（GTCC）の引渡しを完了し、営業運転が開始された。 
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No.10  

石家荘ハイテク産業開発区 

中国語 石家庄高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所 石家庄市黄河大道１５１号 

HP http://www.shidz.com/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 同開発区は現在「一区三園」、すなわち、石家庄高新区と、基本区と位置づけられハイ

テク企業の集積を目標とする「東パーク」、中小の技術型ベンチャーをインキュベーショ

ンする創業エリアである「西パーク」、医薬化学や石油化学産業を中心とする「科学技術

工業パーク」から構成されている。この他、河北ソフトウェアパーク、帰国留学人員創業

パーク及び大学サイエンスパークも設けられており、国家レベルのハイテク産業サービス

センターを先導役として開発区内外の６カ所にインキュベーション基地を設けている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００２年現在、進出した企業の合計は１４７０社余りであり、その内ハイテク企業は

３５０社、外資系企業は１１５社である。また、技術取引、工業生産高、貿易取引の総収

入は１９０．３５億元となり、開発区設立当初の８６倍となった。また、開発区内にある

民営企業の発展も著しく、その企業数は１１００社に上り、開発区全体の企業数の７５％

を占めると同時に、技術取引、工業生産高、貿易取引の総収入は開発区全体の５８％を占

める。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、ドイツ、イギリス、イタリア、日本等から進出した国際的にも知名な企業が

多く、日本からは富士通、日商岩井、ＮＥＣ、双日等が挙げられる。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００２年現在、特許の累計出願数は１３５０件であり、付与された特許数は８５０件

である。年の増加率は１０％となっている。 

 

その他の特記事項 

 河北省の省都である石家荘市は北京の南西２８０キロに位置し、人口約９２４万人（内

市街地人口は 290 万人）の大都会であり、主要な鉄道や高速道路が交差する交通の要衝で

もある。第１回中国バイオ産業大会の開催地でもある。 
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No.11  

保定ハイテク産業開発区 

中国語 保定高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP  

１９９２年１１月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 保定ハイテク産業開発区は前記した石家庄高新技術産業開発区に続き、河北省にある二

つの国家ハイテク産業開発区の一つである。開発区内に中国初の「新エネルギー及びエネ

ルギー設備産業基地」が設けられていることでも示されるように、太陽光発電や新エネル

ギーに最も積極的に取組んでいるといわれる開発区である。また、同開発区には国家イン

キュベータや国家ソフトウェアパーク、電機パーク、大学サイエンスパークも設けられて

おり、コンピュータソフトウェア、新エネルギー、化学工業、食品工業を柱とする産業分

野に重点的に取組んでいる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００３年現在、同開発区の利用した外資の実績は４億米ドル、工業総生産高１００億

元、財政収入は３．５億元である。新材料、自動車部品、バイオ製薬、食品等のハイテク

企業は大きな成果を収めた。２００１年に新設されたソフトウェアパークは、翌年には４

６社のソフトウェア開発会社を擁するまでに至っており、大都市圏での開発コストの高騰

を背景に、北京の中関村に本拠地を構える中国系ソフトウェア会社の間でも、「設計は北

京、製造は保定」という新たな潮流がうまれつつある。これをチャンスと捉えて新たな取

組みが続けられている。 

進出した外資／日系企業の例示 

日本（三菱）、ドイツ、フィリピン、フランス、アメリカ、台湾等からの企業投資が多

数ある。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 ２０００年８月、同市初の国産商業化風力発電ブレードが誕生し、２００５年１１月、

中国初の風力発電ブレード研究開発センターが同開発区で発足した。２００６年には、国

内第一号機が商業運行を始め、国産化率７５％のＭＷ級風力発電機が誕生した。同市は中

国最大の風力発電ブレード開発生産基地となり、国内で最も整備された風力発電産業群と

なりつつあるといわれている（EIC ネット、2006 年 8 月 3日）。 

 資料 - ２７ 



 

No.12  

太原ハイテク産業開発区 

中国語 太原国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 National High-tech Industrial Development Zones of Taiyuan 

住所  

HP http://www.tyctp.com.cn/html/zjctp/index.html 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 太原ハイテク産業開発区は山西大学、中国科学院山西煤化研究所等、多数の大学や研究

機関に囲まれる中に設けられている開発区であり、電子情報産業パーク、新材料パーク、

Ｅ-製造パーク、デジタル港と称されるデジタルセンターが設けられ、電子情報と光電子、

新材料新エネルギー、バイオ医薬、環境保護、省エネルギーを重点領域として取組んでい

る。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区に進出した企業は２２００社余り、認定されたハイテク企業は４８６社で山西

省全体の７０％を占める。開発区内にはさまざまなサブパーク等が２４あり、国家帰国留

学人員創業パーク、中国青年留学人員創業基地、中小企業国際協力基地をプラットフォー

ムとして、多様な誘致効果をもたらしている。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 ２００６年７月１０日、新日鉄エンジニアリングと丸紅が共同で発表したニュースリリ

ースによれば、これら二社は、中鋼設備公司と共同で中国の太原鋼鉄（集団）有限公司よ

り電気炉及び付帯設備一式を受注した。同件は円借款を利用した太原市環境改善プロジェ

クトの一環で、太原市の環境汚染の原因となっている既存の複数の旧式小型電気炉を撤去

し、最新の環境対策を織り込んだ９０トンＵＨＰ(Ultra High Power) 電気炉一基に置き

換えるプロジェクトである。 

 

 資料 - ２８ 



 

No.13 

済南ハイテク産業開発区 

中国語 済南高新技術産業開発区 名称 

英 語 Jinan High-Tech Industrial Development Zone 

住所 済南工業南路２８号 

HP http://www.jctp.gov.cn/ 

１９９１年 ８３ 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 済南ハイテク産業開発区は斉魯ソフトウェアパーク、ハイテク創業サービスセンター、

帰国留学人員創業パーク、大学サイエンスパーク、輸出加工区、バイオ医薬団地、環境保

護科技団地と斉魯機電団地等の国家級専門産業団地を八つ企画設置している。区内のハイ

テク産業従事予定者は６万人、修士博士は１５００人おり、国家タイマツ計画を合計１０

０件余り、省や部レベルのタイマツ計画を３００件余り担当してきた。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

各種企業３０００社余り、その内ハイテク企業２００社余りが入居している。２００４

年に一定規模以上の企業の年間売上高は９８億元を超え、ハイテク産業生産高は８３億元

に達し、輸出で外貨を６５５５万米ドル獲得した。生産高５億元を超える企業は１４社、

１０億元を超える企業は７社ある。２００１年に世界サイエンスパーク協会に加入し、国

家間政府協力プロジェクトに積極的に参加している。斉魯ソフトウェアパークはインドの

バンジャロアソフト団地と友好姉妹関係を結び、海外の有名ソフト会社と共同で「マイク

ロソフトソリューション実験室、ＩＢＭソリューション実験室、北電ネット実験室等を設

置した。また斉魯ソフト学院がアメリカＩＢＭとの協力で国際コンピュータ研修センター

を設け、環境保護サイエンスパークが北ヨーロッパＳＥＭとの協力で環境保全ハイテク産

業基地と国際学校を設立した。 

進出した外資／日系企業の例示 

韓国の ＬＧ 、日本のパナソニック、スズキ、 ＮＥＣ 、徳州機械、ペプシコーラ、美

標、ボルボ、三洋等、世界５００のトップ企業の中の１３社が進出。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

生態保護型のハイテク産業開発区を目指して、高い視点に立って高い基準でパーク建設

計画を進めてきた。環境が整備され、関連施設も整えられ、持続的な発展が可能な区内環

境が形成されつつある。道路、上下水、燃料、電気、ガス、通信、土地整備等の「十二項

目の開通と一土地ならし」が実現された。 

 資料 - ２９ 
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No.14 

威海ハイテク産業開発区 

中国語 威海火炬高技術産業開発区 名称 

英 語 Weihai Torch Hi-Tech Science Park 

住所 威海市文化西路２８８号火炬大厦 

HP http://www.whctp.gov.cn/  http://www.whtdz.com.cn/ 

１９９１年３月 １１１．９平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 科学技術部、山東省政府、威海市政府の協同によって設立された後、１９９１年３月に

国務院から承認された国家ハイテク産業開発区であり、開発区の名称に「タイマツ」が付

いている三つの国家ハイテク産業開発区の一つである。同時に、中国科学技術部と対外経

済貿易部が全国で初めて指定した１６カ所のハイテク製品の輸出基地の一つである。主に

光電機一体化、バイオ製薬、新素材、海洋生物学といった分野に取り組んでいる。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

１０年以上、年平均約６０％の成長率を維持している。２００３年、ＧＤＰは５０．１

億元であり、前年比４２．７％の上昇。総工業生産は１０５．３億元で、前年比３５．４％

の増。財務収益は４．８億元であり、前年比４２．９％の増であった。２００４年１月か

ら１０月、総工業生産は１１７．３億元であり、前年比４９．８％の増、工業増加値は３

２．８億元であり、前年比５６．８％増であった。外国資本の実際の利用は１．５億米ド

ルで、前年比８３％の増であった。輸出額は６億米ドルであり、前年比６８．８％の増加

であった。 

進出した外資／日系企業の例示 

Samsung Electronics、Guangwei Fishing Tackles、Medical Polymer Products、Jinhou、

Wanfeng、Precision Printing and Sunfull Electronics 等が進出。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００４年１０月までに、同開発区は７２７の特許を取得し、２３４のタイマツ科学調

査プロジェクトが実行され、その内の四つは国家８６３計画に関するものである。 

 

その他の特記事項 

 １９８４年には中国政府から国内第１号となる「国家級文明都市に」選ばれ、１９９６

年には国連により「世界居住環境模範都市ベスト１００」に入賞した。主な産業は絨毯や

タイヤ、服飾、水産加工、養殖産業、小麦、ピーナッツ、りんご等である。 

 

 資料 - ３０ 



 

No.15  

青島ハイテク産業開発区 

青岛高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 China Qingdao National Hi-tech Industrial Development Zone 

青島高新区(崂山区)行政大厦西塔楼１０５室 住所 

HP http://gxq.qingdao.gov.cn/n5209772/index.html 

１９９２年 １６．７平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 青島ハイテク産業開発区は１９９２年１１月に承認された国家ハイテク産業開発区で

あるが、その後、多様な管理体制を整えてきた。２００６年６月、国務院の承認を得て同

開発区は面積を拡大し、２００７年１１月、同市副市長をトップとする管理体制になった。

現在、同開発区はハイテク製品輸出基地、バイオロジー・バレー、大学サイエンスパーク、

ソフトウェアパーク、海爾（ハイアール）家電工業ゾーン等から構成されている。電子情

報、バイオと医薬、新材料、新エネルギーと省エネルギー、先進的な製造装置、海洋工学、

国防科学技術といった主要産業を発展させるために、同開発区内に電子情報、海洋機器、

バイオ、新エネルギー・省エネルギー、新材料、高速列車、先進的な装備、国防及び航空、

自動車等、九つの産業パークを形成することが構想されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

日本でも有名な海爾（ハイアール）が投資した海爾家電工業ゾーンは青島のハイテクゾ

ーンにあり、計画敷地面積は約６７万㎡、計画投資は２５億元で、主な製品はエアコン、

洗濯機等の家庭用電器とカラーテレビ、コンピュータ、ＣＤＭＡ携帯電話等の情報製品で

ある。また、青島唯一のモデル工業ゾーンとして、中国最大の精密金型基地、情報化製品

を主とするハイテク産業の開発基地であるとともに、海爾（ハイアール）国際物流センタ

ーでもある。海爾（ハイアール）は世界へ進出しており、ベスト５００社にも選ばれ、そ

の経済効果や地域振興効果は大である。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカやイギリスから進出した外資系企業がある。 

 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

 山東省の東部沿海に位置している青島市は、山東省の悠久の歴史の中では比較的歴史の

浅い近代的な街であり、青島の街風景を形容する「青空、碧海、緑木の中に赤い屋根」と

いう言葉が有名である。 

 

 資料 - ３１ 
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濰坊ハイテク産業開発区 

潍坊国家高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 State Weifang High-Tech Industry Development Zone 

住所  

HP http://www.wfgx.gov.cn:8089/app?service=page&page=Index 

年月 １１６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 濰坊ハイテク産業開発区は国務院に承認された国家レベルのハイテク産業開発区であ

り、２００１年にはＩＳＯ１４００１の認証を受けた。濰坊における産業発展と国際科学

技術交流、経済合作の主要な区域となっており、山東半島において最も活力があり投資ブ

ームに沸く区域の一つである。同開発区には、光情報産業パーク、バイオ医薬産業パーク、

大学サイエンスパーク、民営工業パーク、ソフトウェアパーク、帰国留学人員創業パーク

等、多様なサブパークが設けられており、幅広い取組みが展開されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

光情報産業パークは同市における最大の光情報産業基地であり、同パークに立地する創

業サービスセンターは国家インキュベータと認定されている。 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 
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湽博ハイテク産業開発区 

中国語 湽博国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Zibo National New & Hi-Tech Industrial Park 

住所 山東省淄博柳泉路１０９号 火炬大厦 

HP http://www.china-zibo.com/ 

１９９２年１１月 １１５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 淄博ハイテク産業開発区は、地理的環境と周辺の産業の特徴をもとに、バイオ医薬、新

材料、先進製造業等の産業を重点として発展した。ハイテク創業パーク、新華国際医薬工

業パーク、新型紡績工業パーク、食品工業パーク、電子情報産業パーク、新材料工業パー

ク、山東環境保護産業パーク、民営科学技術工業パーク、韓国工業パーク、ドイツ工貿パ

ーク等様々な専門パークが整備されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

各種企業が３２００社余り入居しており、年売上高１千万元以上の企業が７２社、その

中１億元を超えた企業が２２社、ハイテク企業が８０社。淄博市で上場している内外の１

３社の内、１０社が淄博ハイテク産業開発区に進出している。２００５年にＩＳＯ１４０

０１環境品質管理システムの認証を得た。経済は平均年４０％の速度で成長し、２００５

年同開発区の国内総生産は１４８億元に達し、営業総収入は４８５億元になっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

外資利用は累計契約１０億米ドル、実際の外資利用額は５億米ドルに達した。淄博ハイ

テク産業開発区内の外資企業は約４００社あり、韓国、日本、アメリカ、オランダ、ドイ

ツ、イタリア、イタリア、オーストラリア、イギリス、香港、台湾等の国家や地域から外

資企業が進出している。アメリカの Perrigo、flow、apci、ＰＰＧ社、オランダのＤＭＳ、

韓国の Samsung、ＳＫ等世界トップ５００の企業７社も進出している。 

関連施策、特許等の成果 

 淄博ハイテク産業開発区管理委員会は市レベルの経済や社会事業の管理権を管轄地域

で行使できる。淄博ハイテク産業開発区管理委員会の下に、外資誘致、経済管理、計画建

設、労働人事、工商税務等の各部門が設立されている。 

その他の特記事項 

 淄博ハイテク産業開発区に進出している企業は、企業の審査等の手続きの費用、土地価

格、付加価値税・所得税・営業税その他の地方税等に対して、国家クラスのハイテク産業

開発区としてのそれぞれの優遇政策を利用できる他、淄博ハイテク産業開発区独自の様々

な支援と優遇措置を利用できる。 
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鄭州ハイテク産業開発区 

中国語 鄭州高新技術産業開発区 名称 

英 語 Zhengzhou High & New Technology Industries Development Zone 

住所  

HP http://www.zzgx.gov.cn/ 

１９８８年 ８９．４６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 鄭州国家ハイテク産業開発区は１９８８年に設立された国家のレベル産業開発区の一

つであり、国務院から許可されている開発面積は８９．４６平方キロ、現在までに２４平

方キロが開発済みである。河南省で最も規模が大きく、環境とサービスに優れ、成長速度

の速い開発区でもある。エレクトロニクス産業、新材料産業（人造ダイヤモンド、金型等）、

バイオテクノロジー、レーザー機械、ＩＴ産業に代表される産業群が形成されている。年

に３９．５％以上の成長を見せている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 

 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

今までに３３５０社が進出、その内１７０社が外国からの投資で、シンガポール、ドイ

ツ、スイス、スペイン、香港、台湾の他、日本からは８社が進出している。具体的な日本

企業は、明電舎、小野商事、矢崎工業、三河物産、川島機械、日新会社等。 

開発区のインフラ施設（水、電気、エネルギー、通信等）は完備されている。 

関連施策、特許等の成果 

 財政的に独立している外資研究開発センターはハイテク企業と認められ、ハイテク企業

の税制優遇措置が受けられる。外資投資で設立した研究開発センターは、利益を得た年度

から２年以内は企業所得税を免除し、３年目から５年目は７．５％の税率で、また、６年

目から１０年目は１０％の税率で企業所得税を徴収する。 

 

その他の特記事項 

 鄭州市は河南省の省都である。 

 

 資料 - ３４ 



 

No.19  

洛陽ハイテク産業開発区 

中国語 洛陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Luoyang High-Tech Development Zone 

住所  

HP http://www.lhdz.gov.cn/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 洛陽ハイテク産業開発区はシリコンの開発利用や産業機械用軸受等、先進的な機器装備

及び関連製品の研究開発、製造、販売を主力分野とし、シリコン電子産業、先端軸受産業、

先進的な装備産業、漢方を主とした医薬産業に取組んでいる。同開発区には、中国ロシア

科学技術協力パーク、インキュベーション基地としての銀昆サイエンスパーク、洛陽ソフ

トウェアパーク、江大サイエンスパーク、清華サイエンスパーク、交通大学サイエンスパ

ーク、金型サイエンスパーク、吉利サイエンスパークといった専門パークが設けられてい

る。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年現在、同開発区における技術取引、工業製品、貿易の収入合計は３７３億元、

工業総生産高は３１６億元、税引き前利益は３２億元、輸出で得た外貨は４．３億米ドル

となっている。 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年末現在、開発区に進出した企業は１０００社近くあり、その内外資系企業は

１６４社である。アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、スイス、オーストラリア、日本、

韓国、シンガポール、香港、台湾等、２０の国または地域が投資している。日本からは、

例えばＮＴＮ株式会社が「洛陽軸承」との合弁事業(産業機械用軸受等) プロジェクトを

進めている。外資利用契約は５．６億米ドル、実際の外資利用は２．９億米ドルである。

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 洛陽市にある河南科技大学の特色ある研究・教育分野には、機械工学、材料工学、車両

工学、動力工学、制御工学等が挙げられている。 
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南京ハイテク産業開発区 

中国語 南京高新技術産業開発区 名称 

英 語 Nanjing New & High-Tech Industry Development Zone 

住所  

HP http://www.njnhz.com.cn/ 

１９９１年 ３９.３平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 南京ハイテク産業開発区は産業エリア、金融エリア、教育科学研究エリア及び生活エリ

アからなっている。国際科学工業圏（ISAP）のメンバーの一つでもあり、設立以来、高い

経済成長率を持続しており、主要経済指標は全国のハイテク産業開発区の中でもトップク

ラスに入っている。主力産業は電子情報、バイオ製薬、新素材、宇宙産業である。同開発

区には、市全体のハイテク企業の７５％に当たる１５０社以上のハイテク企業があり、そ

れらの生産高は開発区の技術、産業、貿易収入全体の９０％を占める。今後は５０平方キ

ロへと建設面積を拡大する方向で取組んでいる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

１９９８年、市全体の地域ＧＮＰは８２６億元に達し、工業生産高は１２０９億元に達

した。近年、大規模な国際空港や上海―南京特急、高速道路網、電力供給等、南京のイン

フラが急速に建設された。１９９８年、技術、産業、貿易の総収入は１７１億元、税金納

付前の利益は１７億元、税収は４．２億元、輸出による外貨収入は１億７千万米ドルであ

った。 

進出した外資／日系企業の例示 

５１の国と地域の企業が、南京で３５００社の外資企業を設立した。同区には現在１０

００社以上の企業が入居しており、その内１００社以上が外資系企業である。アメリカＧ

Ｅ、Eastman、Honeywell、Coca-Cola、Phoenix Technologies、オランダ Akzo Nobel、

Twentsche、ドイツ Siemens、フランス Alstom、韓国三星電子、ＬＧ電子等、多くの国の

会社が既に合弁会社あるいは独資会社を作っている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 同開発区の周りには大学が６校あり、国内でも有名な南京大学が区の南側に、東南大学

が区の北側にある。特にこれらの大学が区内の企業のためにハイレベルな研究開発やマネ

ジメントができる人材を提供しており、企業と科学技術の共同開発を可能としている。 
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No.21  

蘇州ハイテク産業開発区 

中国語 蘇州国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Suzhou National New & Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.snd.gov.cn/snd/ 

年月 ２５８平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

１９９０年 蘇州ハイテク産業開発区の開発開始 

 １９９２年 同パークが中国国務院より「国家ハイテク産業開発区」と承認される。 

 １９９７年 中国初の対外開放型のＡＰＥＣ国際科学技術工業パークと認定される。 

 １９９９年 中国初の「国家環境管理モデル地区」（ISO14000 認証）と認定される。 

２００３年 国家レベルの輸出加工区が設立される。 

２００５年 中国初の国家循環型経済モデル地区となる。 

蘇州自動車部品生産基地が設立される。 

 ２００７年 中国で唯一循環型経済を実施する国家級のハイテク産業開発区となる。 

２００８年 中国初の国家生態工業モデルパークとなる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

蘇州ハイテク産業開発区は、金融貿易機能、レジャー機能及び高品質の住環境を備えた

蘇州西部の都心部である「中心区」、生産、生活、生態環境等の機能を備える現代化的な

産業区であり、区内に国家レベルの輸出加工区及び保税物流センターが設けられている

「浒通工業区」、中国科学技術部と江蘇省との提携で設立された「科学技術センター」、

教育、科学技術、文化、旅行等の資源を活用した「横塘国際教育パーク」、自然景色、現

代農業及び観光等の面で特色を持つ新農村モデル区の「太湖地域」から成る。同開発区は、

蘇州市の中でも大きな成果を得た地域となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 上記した「科学技術センター」内には環境保全産業パーク、日本工業村及びイタリア工

業パークが設けられている。 
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無錫ハイテク産業開発区 

中国語 无錫創新型国際化科技新城 名称 

英 語 Wuzi New District (WND) 

住所 中国無錫市天山路５号 

HP http://www.wnd.gov.cn/ 

１９９２年 ２２０平方キロ 認定 面積 

同新区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

無錫ハイテク産業開発区は「無錫新区」とも称され、既に無錫市の経済発展のエンジン、

対外開放の最前線、自主創業の戦略基地となっており、総合力とイノベーション能力は全

国のトップクラスにある。２００４年ＣＣＴＶ「中国経済活力都市」、２００５年フォー

ブス「中国最善商業都市ランキング第２位」、２００５年中国都市総合競争力ベスト１０、

２００５年中国誠信政府ランキング第２位となった。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

国家ＩＣ産業基地、国家級液晶ディスプレイ産業園、ＩＳＯ１４０００国家環境保護模

範区、ＩＳＯ９００２管理システム、国家科学技術部「全国高新技術産業開発区科学技術

創新能力総合評価第２位」、『Corporate Location』誌「アジア太平洋地区環境最善科技工

業園」となった。 

進出した外資／日系企業の例示 

無錫市は「国際先進製造基地」の構築を目指しており、日系企業を中心として外資誘致

に力を入れている。２００５年末まで、無錫新区の契約ベースの外資利用額は累計１００

億米ドルで、実際に外資の利用額が６０億米ドル、外資投資案件は１３００余りであった。

世界企業上位５００社の中の５０社が無錫新区に７０社の企業を設立した。例えば、ソニ

ー電子（無錫）有限公司、ソニー数字産品（無錫）有限公司、日本シャープ株式会社、住

友商事株式会社、住化電子材料科技（無錫）有限公司、無錫夏普電子元器件有限公司、東

芝半導体（無錫）有限公司、韓国ＬＧ産電公司等である。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

２００２年から年に一回「無錫旅情」をテーマとし、大型経貿文化交流活動を日本で行

っている。また、進出企業の意見や提案に基づき、より良いサービスを企業に提供するた

めに、無錫新区は１９９８年から「無錫新区国際諮問顧問委員会」を召集している。 
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常州ハイテク産業開発区 

常州国家高新技术产业开发区 中国語 名称 

英 語 Changzhou National Hi-tech District 

 住所  

HP http://www.cznd.gov.cn/default/default.aspx 

１９９２年 ４３９．１６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

常州国家ハイテク産業開発区は常州市の旧市街地の北側に位置している。計画総面積は

４３９．１６平方キロであり、総合的な外資系工業パーク、電子産業パーク、ソフトウェ

ア産業パーク、環境保全産業パーク、化学産業パーク、レジャー観光エリア、生活商業貿

易エリア、また中国国務院より新しく認可された国家輸出型加工区等の専門パークを揃え

ている。中国の開発区の中でも最大の面積を確保していること、専門パークに分けて整備

されていること、２４時間対応の税関が区内にあること、区内に４つの大学を有しており

人材を確保しやすいこと、土地価格が広州等に比べて安いこと等が特徴である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

欧米企業として、Vallourec & Mannesmann（ステンレスチューブ）、Visteon TYC Lighting

（車両用照明）、Kohler Co.（電力供給・制御システム及び部品）、韓国企業として、現代

重工業株式会社（工程機械、ショベル）、セラミック株式会社（新型建築材料）、日系企業

として、小松製作所（建機、鋳造）、富士重工業株式会社（汎用ガソリンエンジン）、丸紅

株式会社、伊藤忠商社、東芝株式会社（大型変圧器）、サーボ電気株式会社（マイクロモ

ータ）、三井物産株式会社、三菱重工業株式会社（冶金設備）、富士通株式会社（金融 POS

機器とリレー）、沖電気株式会社（金融 POS 機器とソフト開発）、大日本インキ株式会社（樹

脂）等が入居している。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 常州は揚子江デルタの中部に位置している。上海の衛星都市として機能しており、電子

製品の製造会社約１５００社が集まる地域でもある。情報産業の成長率は中国全域の平均

を上回り、ＩＴ産業に強い地域と位置づけられる。 
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杭州ハイテク産業開発区 

中国語 杭州高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.hhtz.gov.cn/hhtz/DesktopDefault.aspx?tabid=1 

年月 ８５．６４平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

杭州ハイテク産業開発区は、モバイル通信、マイクロ・エレクトロニクス、バイオ医薬

等の進出が相次ぐ国家レベルの開発区である。杭州現代通信工業パークは同開発区内に所

在しており、同開発区と中国ＩＴ産業のトップ企業である普天東方通信グループの提携に

よって共同運営されている。特に、ＣＰＵの設計と製造、シールテスト、部品設計と製造、

携帯電話の端末、ステーションと交換システムの集積、モバイル付加価値サービス、ソフ

トウェアの運営とＩＴ企業の研究開発センター等にその特色が表われている。同工業パー

クの目指すところは、モバイル通信産業を核とする技術開発とともに、市場変化に迅速に

対応することが可能な、研究開発に裏付けられ、生活施設も整備された新世代のハイテク

集積地である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区は現在、国家通信産業パーク、国家ソフトウェア産業基地、国家ソフトウェア

輸出イノベーション基地、国家集積回路設計産業化基地、国家アニメーション産業基地、

国家帰国留学人員創業パーク等、多くの認定や表彰を受けており、浙江省において最も影

響力の大きいイノベーション基地、ハイテク産業基地となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区内には杭州市全体の７０％以上、浙江省全体の２５％前後のハイテク企業が結

集しており、企業数の合計は５０００社。アメリカ、イギリス、日本、韓国等３２の国ま

たは地域からの外資系企業数は４７５社、外商投資総額３５億米ドル。MOTOROLA、NOKIA、

東芝、三菱、三星、アルカテル、ＵＴスターコム等世界的な有名企業が進出している。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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寧波ハイテク産業開発区 

中国語 寧波国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Ningbo National Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.nbhtp.gov.cn/gb/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 寧波国家ハイテク産業開発区の前身は寧波市サイエンスパーク（省レベルのハイテク産

業開発区）であり、１９９９年７月に開発が始まった。２００７年１月に国務院の承認を

得て、国家ハイテク産業開発区となった。また同開発区は寧波市がイノベーション型の都

市を建設するためのモデル地区であり、長江デルタにおけるサイエンスイノベーションの

基地としても期待されている。現在、いわゆる「生態型」の設備が完成し、「イノベーシ

ョン、創業、産業化」をキーワードとして、まずは国内一流のイノベーション型国家ハイ

テク産業開発区となることを目標に躍進している。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区への入居企業は、中国科学院材料研究所、寧波中科集積回路設計センター、寧

波マイクロ技術センター、ＴＲＷアジア太平洋技術センター等、研究開発機構１４５社を

数える。寧波市技術型創業センター、浙江大学技術型創業センター等といったレベルの高

いインキュベータ施設を建設し、各領域の人材２．８万人を誘致した。 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

日本の三洋電機、アメリカのＩＭＰマイクロ等企業２０００社余りが進出している。 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 寧波には科学研究院が１７０カ所余り存在し、科学技術者が１１万人以上いる。大学が

５カ所、高等専門学校が１９カ所、技術学校が１２カ所、公共図書館が９カ所ある。 
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合肥ハイテク産業開発区 

中国語 合肥高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.hefei-stip.com.cn/welcome/index.php 

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

合肥ハイテク産業開発区は安徽省において唯一の国家レベルのハイテク産業開発区で

あり、１９９７年に「ＡＰＥＣメンバーで特别開放的な工業パーク」と国に承認された。

技術イノベーションと優良な投資環境によって、合肥市ひいては安徽省において最も活力

の溢れる経済成長地域と対外開放窓口となった。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

第１１次５カ年計画以来、合肥ハイテク産業開発区は急速に発展し、全開発区のＧＤＰ、

財政收入、固定資産投資等の経済的指標はいずれも急成長を維持している。２００７年、

同開発区は自ら「千億高新区」というビジョンを描いた。これは、３年から５年かけて、

同開発区の工業総生産高を１０００億元へ伸ばすという目標である。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区には国内外から誘致したプロジェクトが８００件余り、アメリカ、日本、韓国。

ドイツ、イギリス、フランス、香港、台湾等、２０余りの国または地域の企業が同開発区

に進出し、１００社余りのハイテク企業を設立した。その中には、世界トップ企業５００

社の企業が１０数社含まれている。 

 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は現在、電子情報、光機電一体化、バイオ工程と新医薬、新材料といった四つ

の産業群を形成しており、自ら知的財産権を持つ企業も台頭し、多くの大学や研究機関が

同開発区に研究開発及び産業化基地を設立している。 

 

その他の特記事項 

 ２００４年１１月、中国科学技術部の承認を得て、合肥市は全国唯一の国家科学技術イ

ノベーション型実証都市となった。合肥ハイテク産業開発区はその実証都市のモデル地区

となる関係で、国や省市から資金、技術、政策、人材及びプロジェクト等の面で大きな支

援を受けており、更なる発展へと繋がるよいチャンスを得た。 
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No.27  

厦門タイマツハイテク産業開発区 

中国語 厦門火炬高新技術産業開発区 名称 

英 語 Xiamen Torch Hi-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.xmtorch.gov.cn/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

厦門タイマツハイテク産業開発区は１９９０年に中国国家科学技術委員会と厦門市政

府の共同で設立されたが、１９９１年３月に国務院により国家レベルのハイテク産業開発

区と承認された。また、同開発区は５４の国家ハイテク産業開発区の中で三つの「タイマ

ツ」が付くハイテク産業開発区の一つでもある。同開発区は「一区多園」という発展戦略

の下で、①厦門帰国留学人員創業パークという「一つのインキュベーション基地」、②タ

イマツパーク、タイマツ（翔安）産業パーク、同集パークという「三つの総合型パーク」

③ソフトウェアパーク、光情報パーク、富士康海沧タイマツ工業パーク、北京大学バイオ

パークという「四つの専門パーク」を以って、光電子、電力電器、電子情報を三つの柱と

する産業群と、バイオ医薬、新材料、精密製造等、特色のある産業を主とした産業群を形

成している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

現在さまざまな国家レベルの称号を有している。２００５年８月に全面的にスタートし

たタイマツ（翔安）産業区は同開発区の中で最も大きい総合型のパークであり、３００社

余りの電子情報、電気工学、新材料、バイオ技術、精密機械等の業界の国内外の知名な企

業が集まっている。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

ＡＢＢ、ＤＥＬＬ、パナソニック、東芝、日立、富士通等、世界トップ企業５００社の

中の１６社も含めて、１６００社余りの企業が進出している。 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 厦門は中国で最も早く設立された四つの経済特別区の一つで、国家の計画単列都市(日

本の政令指定都市にあたる)であり、省レベルの経済管理権限と地方立法権を有している。
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No.28  

福州ハイテク産業開発区 

中国語 福州科技園区 名称 

英 語 Fuzhou Science & Technology Park Zones 

住所  

HP http://www.fzhitech.com/index.asp 

年月 ５．５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 福州サイエンスパークの建設は１９８８年に開始され、１９９１年国務院の承認を得て

国家ハイテク産業開発区となった。具体的には馬尾、洪山、倉山、台西という四つのサイ

エンスパークから成る。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

技術開発型企業３００が社余り入居し、その中で認定されたハイテク企業は１０１社で

ある。開発された新製品は６００余りで、その中には国家タイマツ計画関連５３件、省タ

イマツ計画関連９９件を含む。同パークは、電子情報７０％、光機電一体化８％、バイオ

工程１２％、新材料１０％といったハイテク産業群を形成した。累計工業総生産高は７２

４．３億元、輸出によって得た外貨は１４．８億元に上る。経済規模は年々拡大し、世界

一大きなブラウン管製造基地の一つである華映光電公司の工業生産高は３５．７億元であ

った。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカや日本（日立デジタル、JVC 電子、日本理光）からの外資企業が進出している。

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 福州市は古くから海外との貿易が盛んであった都市で、華僑の故郷としても知られてい

る。対外開放後の福州市は、台湾企業や華僑からの積極的な投資を原動力として経済発展

を続けているが、一方で環境に配慮した住みよい街づくりも進めており、２００４年９月

には国家環境保護模範都市に認定された。 
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南昌ハイテク産業開発区 

中国語 南昌高新技術産業開発区 名称 

英 語 Nanchang National High-tech Industrial Development Zone 

住所 南昌高新技術産業開発区 

HP http://www.nchdz.com/Index.shtml 

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 南昌ハイテク産業開発区は江西省唯一の国家級ハイテク産業開発区である。１９９１年

３月に創立され、計画面積が２３１平方キロであるが、これまで３２平方キロが開発済み

である。開発区北方に赣江があり、区内に青山湖、艾溪湖、瑶湖という三つの湖がある。

緑化率は５０％以上で、南昌市内で空気と環境の最も良い場所である。ハイテク産業の中

でもソフトウェア産業を重点に、近代的製造業を全力で発展させるとともに、第三次産業

として他の産業を組み合わせる発展方針を採る。ソーラーエネルギー産業園、ソフトウェ

ア産業園、ＬＥＤ産業園、携帯及び電子情報産業園等の特色のある産業パークが形成され

ている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

ハイテク企業は２１７社入居しており、江西省全体の６０％以上を占める。その内、泰

豪科学技術、聯創光電、泓泰建設材料、アヘットソフトウェア等はタイマツ計画の重点ハ

イテク企業として認定された。ソフトウェア企業は２０８社あり、江西省全体の８０％以

上を占める。南昌ハイテク産業開発区は経済が年平均４０％以上で急速に発展し、江西省

の発展を牽引するエンジンとなっている。また、江西省におけるハイテク産業、外資企業

の集積地となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

入居企業は９００社、その内外資系企業は２００社。アメリカ、フランス、ドイツ、台

湾等の国または地域から投資されている。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００７年８月、国家知識財産局に認められ、南昌ハイテク開発区は全省で初めて正式

に特許権試験区になった。それと共に公告された、最初の「全国企業、事業部門知識特許

権模範団体」リスト７０社の中に、南昌ハイテク開発区の企業泰豪科学技術、洪都航空も

入っている。 

その他の特記事項 
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武漢東湖ハイテク産業開発区 

中国語 武漢東湖新技術産業区 名称 

英 語 Wuhan East Lake Hi-Tech Development Zone 

住所 中国·武漢市洪山区華光大道１号 

HP http://www.elht.com/  http://www.wehdz.gov.cn/structure/sy/index 

 １９９１年 ２３２平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 武漢東湖ハイテク産業開発区は１９８８年１０月に設立され、１９９１年３月に国務院

より国家ハイテク開発区として承認された。具体的には、東湖高新サイエンスパーク、自

動車電子産業パーク、光バレーソフトパーク、複数の大学サイエンスパーク、南湖農業パ

ーク、関山工業パーク等により構成される。中国唯一の「光バレー」という称号が与えら

れている。これは、光通信、光電子、レーザー等の関連企業数、販売額、市場シェア占有

率において、いずれも中国全体のほぼ５割に達していることによる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００１年７月、国家計画委員会より、中国唯一の国家光電子産業基地を武漢東湖ハイ

テク産業開発区に設置させる認可を取得し、「武漢•中国オプト二クスバレー（光バレー）」

が誕生した。その理由として中国最大の光通信会社や光電子会社が集中し、全国の半分以

上のシェアを占めていることがある。２００７年１２月１４日、国務院は武漢都市圏を中

国「両型社会」建設総合改革試験区に認定した。これは、中国政府が中部勃興政策の一環

として上海浦東新区、天津滨海新区、成渝試験区にも認めているもので、中国中部におけ

る重要な改革試験区の一つとして認められたことになる。 

進出した外資／日系企業の例示 

ＮＥＣ移動（携帯電話生産）、ＮＥＣ日電（光通信デバイス）、烽火ＮＥＣ（3G システム

の研究開発及び生産等）、烽火藤倉（中日合弁会社：光ファイバー、ケーブル生産）、三井

（特殊スチール）、兼松（貿易）、東芝（技術提携）、ソフトバンク、ＩＤソフト、安川、

ミヤチテクノス、網野（ハイテクプレス生産）、ＮＴＴ、住友電工、電装、ユタカ、丸順、

ベステックス協栄、マスタ製作所、本田技研工業（中国）、ヒラタ、本郷等。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 東湖開発区では、２００６年度までに電力不足によって停電したケースは一度もない。

世界で最大の電力発電所である三峡ダムは武漢と３００キロの距離にある。また、アメリ

カ、ドイツ、日本に次ぐ中国国際光電子博覧会の開催地である。 
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襄樊ハイテク産業開発区 

中国語 襄樊国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Xian Fan Hi-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.xfhdz.org.cn/ 

１９９２年１１月 ９６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 襄樊ハイテク産業開発区は１９９２年１１月に国務院より国家レベルのハイテク産業

開発区として承認された。襄樊市委員会と政府は、湖北省政府の承認の下、優位性の確立

や早急な開発を行うため、２００５年２月に資源を投入し、襄樊ハイテク産業開発区の前

身と襄樊自動車産業経済技術開発区（Xiangfan Economic and Technological Development 

Zone of Motor Industry）を合併し、現在の襄樊国家ハイテク産業開発区を立ち上げた。

同開発区は、自動車工業パークとハイテク産業パークという二つのパークと、自動車の研

究開発・部品製造基地、特殊光学ガラスの研究開発・生産基地、航空救助装備の研究開発・

実験生産基地といった三つの基地からなっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年、同開発区の工業総生産高は３０７億元となり、前年同期比７９％増加、輸

出による外貨の獲得は３０００万米ドルで、前年同期比５５％増となった。また、固定資

産投資は３０億元であり、年度内に獲得した各種のプロジェクトは７８件に上り、投資総

額は４１．６億元となる。その中で、外資プロジェクトは２０件、自動車プロジェクトは

２７件、ハイテクプロジェクトは１８件となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本（日産）、フランス、ドイツ、韓国、南アフリカ、シンガポール、イン

ド、香港、台湾等、２０以上の国と地域から投資されている。進出している１７６６社の

内、１５２社はハイテク企業として認定されている。また４社は世界のトップ企業５００

社にランクされる企業であり、２社は２０―５０億元の生産高の企業で、３社は１０億以

上の総収入を得ている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 
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長沙ハイテク産業開発区 

中国語 長沙国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Changsha National High-Tech Industrial Development Zone (CHTIDZ) 

住所 湖南省長沙市河西麓谷大道６６８號 

HP http://www.cshtz.gov.cn/webkey/index.do?templet=index 

１９９１ 年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 長沙ハイテク産業開発区は１９８８年１０月に設立され、国務院が１９９１年３月に最

初の国家級ハイテク産業開発区として承認し設立したものである。ハイテク企業は８００

社余り、その内の外資企業はおよそ２００社である。国内や世界をリードする会社も３０

社余り入居し、国内外上場会社は２０余りとなっている。ポスドクワークステーションセ

ンターと１４のポスドクワークステーションを設け、更に九芝堂、夢潔、藍猫、隆平等多

数の著名商標が集まっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、技術・工業・貿易の総収入は１０００億元を突破した。電子情報・先進製

造・新材料・生物医薬等のバックボーン産業が構築された他、国家級ソフトウェア基地（デ

ジタルメディア産業基地、動画産業基地等を含む）、新材料転化及び産業化基地（先進電

池材料及び電池産業基地を含む）、先進製造技術産業基地（センサー技術産業基地を含む）、

ハイテク製品輸出基地及び住宅産業化モデル基地等も構築された。同開発区は、連続５回

全国先進ハイテク区に選定されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 区内の企業は国家、省、市政府から、税免除や賃貸料免除、基本建設工事費特恵価格適

用等の優遇措置を享受できる。 
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株洲ハイテク産業開発区 

中国語 株洲高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.zzhitech.com/ 

１９９２年 ３５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 株洲ハイテク産業開発区は「一区三園多基地」、すなわち、「一つの開発区」と、河西

ハイテク産業モデルパーク、田心サイエンス工業パーク、董家塅サイエンス工業パークと

いった「三つの園」と、国家新材料成果転化及び産業化基地、国家タイマツ計画センサー

技術産業基地、国家ハイテク製品輸出基地及び湖南省大学や研究機関の成果転換及び産業

化基地といった「多数の基地」から構成されている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年の工業総生産高は２６３億元に上り、依然として３０％の高成長率を保って

いる。 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 
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広州ハイテク産業開発区 

中国語 广州開発区 名称 

英 語 Guangzhou Development District 

住所 広州開発区志誠大道３０３号 

HP http://www.getdd.gov.cn/web/index.html 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 広州国家ハイテク産業開発区も１９９１年に中国国務院の承認により設立されたが、他

の国家ハイテク産業開発区と違って、国務院の承認により設立された広州経済技術開発

区、広州保税区、広州輸出加工区といった合計四つのエリアは、同一の「開発区管理委員

会」によって統括・運営されている。６つの主要産業として、ファインケミカル、電子情

報、バイオ製薬、飲食産業、金属冶金、自動車及び部品が盛んである。工業総生産高は広

州市全体の８０％であり、産業集積効果が高まっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年の開発区全体のＧＤＰは７８９．４４億元に達し、前年比２０．１１％以上

の成長率であった。総工業生産額は２００３．８７億元で、前年比２４．７％増。総収入

は１８８．３８億元であり、前年比２０．１７％の増であった。 

進出した外資／日系企業の例示 

ファインケミカル: P&G, Amway, Colgate, Dupont, ICI, LG Chemical, International 

Flavors and Fragrances, Ligaoman, Sunrider, ELF  

電子情報: SONY, Light-On, Volkswagen, Jabil, Panasonic, LG-TOPS  

バイオ製薬: Schering, Baxter, Xiangxue, Koncen  

飲食産業: Pepsi, Nestle, Meadjohnson, Watsons, Wrigley, Dingyi, Wangwang, Warner, 

Lee Kum Kee, Yakult  

金属冶金: Guangzhou Zhujiang Steel, YUSCO, Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd, 

Ma Steel   

自動車及び部品: Honda, Showa, Delphi, Cenje, Moriroku, Junxing, Apac 

世界で最も大きなチューインガムメーカーや歯磨粉メーカーがあり、エアコンコンプレ

ッサー生産基地や、回路板生産基地、またステンレス生産基地もある。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 
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No.35  

深センハイテク産業開発区 

中国語 深圳高新区 名称 

英 語 Shenzhen High-Tech Industrial Park 

住所  

HP http://www.ship.gov.cn/ 

１９９６年９月 １１.５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

深センは計算機及びその部品、通信器材、デジタル映画•テレビドラマといった視聴製

品、光機械電子製品、通信器材、生物工程等のハイテク製品の生産基地、研究開発基地及

び製品貿易取引ビジネスの基地になっている。１５００社余りの計算機整備工場はチップ

以外のすべての計算機の部品とユニットをほとんど生産しており、中国有数の電子整備セ

ンターとなっている。重点的に計算機、ネットワークと通信、集積回路、ソフトウェア、

光電子、生物工程、新素材、光機械電気一体化等の分野に取組んでいる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００２年、同開発区の工業総生産高は７１９億元（1996 年の 7.2 倍）、ハイテク製品

生産高は６９０億元（1996 年の 10.9 倍）、輸出金額は３４億元（1996 年の 22.6 倍）、税

収入は３９億元（1996 年の 10.8 倍）となった。国家より「ハイテク製品輸出基地」、「ア

ジア太平洋組織テクノ工業パーク」、「先進国家ハイテク製品輸出基地」、「中国青年テクノ

イノベーション行動のモデル基地」、「国家タイマツ計画ソフトウェア産業基地」等の称号

を得ている。また、国際ＩＳＯ９００２品質管理システム認証、国際ＩＳＯ１４０００環

境管理システム認証、及び国際ＳＡ８０００社会責任管理システム認証を獲得している。

 

進出した外資／日系企業の例示 

国内大手企業には華為、中興、聯想、長城、ＴＣＬ、創维、海王、東大阿尔派、創智が

あり、多国籍会社にはＩＢＭ、PHILIPS、オリンパス、エプソン、朗讯、哈里斯、汤姆逊
等。 

関連施策、特許等の成果 

 自社特許に基づくハイテク製品の生産高が５０％を上回っている。華為と中興のプログ

ラムコントロール交換機、移動通信及び接続設備、長城のコンピュータ・システム、金蝶

と創智のソフトウェア製品、飞通の光部品、迈迪特と迈瑞の医療器械、科興と匹基の遺転

子工程製品、海王と海普瑞の医薬品、長園の新素材等は国内外でかなりの占有率を有する。 

その他の特記事項 

 毎年１回、中国国際ハイテク博覧会が開催される。 
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No.36 

中山タイマツハイテク産業開発区 

中国語  中山火炬高新技術産業開発区 名称 

英 語 Zhongshan Torch Hi-tech Industrial Development Zone 

住所 中山火炬高新技術産業開発区康楽大道行政中心 

HP http://www.zstorch.gov.cn/cn/index.jsp 

年月 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

中山タイマツハイテク産業開発区は中国科学技術部、広東省政府及び中山市政府が１９

９０年に共同で創設した国家レベルのハイテク産業開発区である。東に珠江の入口があ

り、深センと香港に臨み、北京と珠海を結ぶ高速道路や、沿海高速道路、江門と中山を結

ぶ高速道路、近々開通予定の珠江デルタのメトロ電車が開発区内を通る。港のコンテナ輸

出量は全国ベスト１０に入る。上流産業をねらい装備製造、新エネルギー、新材料と近代

的物流業を重点的に発展させる計画である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区は電子情報、健康医薬、包装印刷、化学工業、自動車部品工業等の五つのテー

マ産業と、装備製造、省エネルギーと新エネルギー、マイクロエレクトロニクスと通信、

バイオテクノロジーという四つの新興特殊産業を持ち、珠江河口経済圏内で注目のスポッ

トの一つになった。２００７年の同開発区の工業総生産高は７１５．２億元、税収入は２

５．５億元、輸出による外貨獲得高は３８．４億米ドル、実際の外貨利用高は２．５５億

米ドルであり、各指標とも中山市全体の７分の１から３分の１を占めた。 

進出した外資／日系企業の例示 

２０以上の国または地域からの知名度の高い企業等が１０００社以上進出しており、そ

の内一定規模以上の企業は５００社余りで、世界のベスト５００に入る企業は２０社であ

る。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区に設けられている「中国技術市場科学技術成果産業化(中山)モデル基地」は中

山タイマツ工業連合有限公司が開発管理する科学技術成果の産業化パークであり、自動車

部品、金属部品、電子情報、近代的な物流、電子新材料等の産業をメインとしている。現

在、武蔵自動車部品、天馬精密、盛邦電子、中国外運等１００数社の企業が投資し、正式

な運営と生産も始まっている。 

その他の特記事項 

 同開発区は、国家健康科学技術産業基地、中国包装印刷基地、中国電子中山基地、中国

ハイテク製品輸出基地、中国技術成果産業化（中山）モデル基地、国家タイマツ計画装備

製造中山（臨海）基地、中国グリーン食品産業基地としても認定されている。 
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No.37 

佛山ハイテク産業開発区 

中国語 佛山国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Foshan National Hi-tech Industries Development Zone 

住所 佛山市禅城区 

HP http://www.fs-hitech.gov.cn/ 

１９９２年月 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

佛山ハイテク産業開発区は、国家レベルのハイテク産業開発区に認定されているととも

に、「国家タイマツ計画佛山自動化機械及び設備産業基地」、「広東省無線射頻（RFID）

産業基地」にも認定されている。同開発区はイノベーション型、生態型、現代化を志向す

る開発区の形成を目指し、主として、電子情報、デジタル光学、光・機械・電気の一体化、

精密製造、バイオ工程、新材料、有色金属加工、グリーン家電等の分野を中心に取組み続

けている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区には、華南精密製造技術研究開発院、イノベーションセンター等のイノベーシ

ョン施設が設けられている。進出したハイテク企業は４７社で、販売收入が１億元を超え

る企業は４２社である。 

進出した外資／日系企業の例示 

国内外の主要企業として、普立華科技有限公司、腾龍光学有限公司、全億大科技有限公

司、日本優達佳汽配、丸一金属、丰富汽配等がある。 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 佛山市は広州地域と緊密な繋がりを持つ製造工業基地である。佛山市は中国経済におい

て発展の著しい珠江デルタの中心に位置し、香港とマカオに近接し、特に世界の自動車部

品産業から投資対象地区として注目されている。２００４年までにトヨタ、ホンダ、日産

が広州に完成車工場を設立したが、この広州の日系三大自動車製造工場は佛山から車で１

時間以内の距離にある。また、佛山は家電製造工業基地としても中国最大といわれている。 
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恵州ハイテク産業開発区 

恵州仲恺高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 HZZK National Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.hzzk.cn/index.shtml 

１９９２年 １２．４６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

恵州仲恺ハイテク産業開発区は１９９２年に認定された国家ハイテク産業開発区であ

る。また、２００１年以来、国家電子情報産業基地、国家（惠州）視聴製品産業パーク、

国家タイマツ計画惠州仲恺レーザー針産業基地、広東省タイマツ計画高エネルギー環境保

護電池特色産業基地、及び広東省知的財産管理制度と環境建設実証モデルパークとしても

指定されている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年現在、惠州仲恺ハイテク産業開発区は工業総生産高６８１億元、総収入は７

２０．５億元（第三次産業も含む）、輸出総額６３．８億米ドル、利益１８．７億元、税

收総額１１．８億元である。同開発区は惠州市の面積の１０００分の１に相当するが、惠

州市全体の３分の１の工業総生産高、２分の１近くの輸出による外貨獲得額を達成した。

 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区に進出している企業は、索尼、西门子、ＬＧ、住友、コカコーラ、カナダ铝業

等の世界ベスト５００に入る企業と、ＴＣＬ、德赛、華陽、富紳、億緯等の国内外の著名

な企業を含み、４９０社を超えている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 ２００５年８月２日、株式会社ブリヂストンは、中国市場での急速なモータリゼーショ

ンの進展に伴うタイヤ需要増加に対応するため、かねてより中国・広東省惠州市との間で

スチールコード生産拠点の新設について調整した結果、惠州市からの認可を受け、主にト

ラック・バス用ラジアルタイヤ向けのスチールコード工場を建設すると発表した。総投資

額は約１億米ドルである。 
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珠海ハイテク産業開発区 

中国語 珠海国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.zhuhai-hitech.com/outer/index.do 

１９９２年１２月 ９．８平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

珠海ハイテク産業開発区は国家ハイテク産業開発区に認定された後、１９９３年３月に

看板を掲げて正式な運営を開始した。当初は珠海市三灶管理区政府と共同の管理体制であ

ったが、１９９９年１２月に中国科学技術部が同開発区の区域範囲を調整したことから、

２０００年８月、「珠海市政府と中国タイマツハイテク産業開発センターが共同で珠海科

学技術イノベーション海岸を建設する」という基本協定に調印した。２００６年７月には

珠海市政府が同開発区を直轄する運営方式に変更するという重大な決定がなされ、中国最

大のソフトウェアと集積回路の産業基地となることを目指している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区に進出した企業は、１９９９年当初の５０数社から１０００社余りまで増加

し、工業総生産高は当初の１１．３億元から６４１億元まで増加した。２００７年の工業

総生産高は１０６６億元で、前年同期比１９．２％の増加になり、同市全体の４３．６％

を占めた。ハイテク企業の生産高は６２２億元で、工業総生産高の５８．３％を占めてお

り、前年同期比１７．４％の増加となった。また、実際に利用した外資は２．８億米ドル

で、前年同期比２５．２％の増加となり、輸出総額は９０億米ドルで、前年同期比は１５．

６％の増加となった。 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区内への進出に限らず、珠海市には世界の４６の国・地域の企業が６６００社余

りの外資系企業を設立しており、その内日系企業としてはパナソニック、キヤノン、三井、

住友、三菱、日本通運、東芝、三洋、フジクラ、理想科学工業、キリンビール、ジャスコ、

岩谷産業等１５０社余りがある。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 珠海市は香港とマカオに隣接しており、改革開放後２８年余りに渡って優美な環境とイ

ンフラの完備等の優位な条件を備え、経済が急速に発展してきた。 
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桂林ハイテク産業開発区 

中国語 桂林国家高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.eguilin.org/ 

１９９１年３月 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

桂林国家ハイテク産業開発区は第一次に認定された国家ハイテク産業開発区の一つで

あり、電子情報、バイオ医薬、光・機械・電気の設備一体化、新材料、環境保護等を中心

産業としている。同開発区は主として鉄山工業パーク、英才サイエンスパーク、情報産業

パーク、創業センター、桂林国際展覧センター等より構成されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

実施したハイテクプロジェクトは累計１３００件余りあり、その内国家レベルのタイマ

ツ計画関連は１３５件、自ら開発した知的財産権を有する新製品は６８２品である。同開

発区の電子情報産業の総生産高は広西自治区全体の３分の２以上を占めている。ハイテク

企業の総生産高は桂林市全体の工業総生産高の６８％を占める。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年８月時点で、進出した各種の企業は１０００社余りであり、その内ハイテク

企業は１９６社、三資企業は３００社余りである。アメリカ、イギリス、フランス、フィ

ンランド、韓国、日本、オーストラリア、及び香港や台湾も同開発区に進出しており、ノ

ギアやＮＥＣが創設した中国初の生産型企業も同開発区にある。 

 

関連施策、特許等の成果 

  桂林ハイテク産業開発区は北京航空航天大学と提携して「北航桂林バーチャル大学」

を創設し、電子情報、機械設備と電力設備の一体化、新素材、環境保護等の分野に重点を

置き、毎年数件技術性の高いプロジェクトを選定し、産業化が可能で経済的な効果と利益

が大きいハイテク関連の成果を提供しあうことにした。桂林ハイテク産業開発区は中関村

サイエンスパークの一角を拠点とし、北京のハイテク分野の人材と成果を導入し、桂林ハ

イテク区の産業革新能力を向上させ、北京と桂林の企業家の相互訪問や交流の機会を作

り、産学連携を推進している。北京航空航天大学と中関村は桂林の各企業のニーズに応じ

て、プロジェクトと難題解決に取り組むための技術系の優秀な人材を輩出している。 

その他の特記事項 
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南寧ハイテク産業開発区 

中国語 南寧高新技術産業開発区 名称 

英 語  

南寧市滨河路１号火炬大厦 住所 

HP http://www.nnhitech.gov.cn/ 

１９９２年 ４３．７平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

南寧ハイテク産業開発区は１９８８年に創設され、１９９２年に国家レベルのハイテク

産業開発区と認定された。２００１年末、南寧市政府は開発区の発展を加速させるために

同開発区を直轄し、その後、同開発区は迅速な発展ぶりを見せ、電子情報、バイオ工程と

製薬、機械電気一体化、新材料等の優位性の持つ産業を形成してきており、広西自治区に

ある複数の開発区の中で最も集積度の高い、また施設等も完備されたパークになった。ま

た、広西自治区のハイテクを発展させる最も重要な基地である。同開発区には創業者セン

ター、帰国留学人員創業パーク、南寧ソフトウェアパーク、大学創業パーク、バイオ産業

インキュベーションパーク等が設けられている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

南寧ハイテク産業開発区はバイオ工程及び製薬、電子情報産業、自動車部品及び機械産

業、現代農業を中心に取組んでおり、１９８８年から２００８年における同開発区の累計

営業総收入は２１００億元、工業総生産高は１５００億元、税引き前利益は２２４億元、

輸出により獲得した外貨は７．９億米ドルである。 

進出した外資／日系企業の例示 

入居企業は２４００社であり、その内外資企業は韓国、アメリカ、ドイツ、インドネシ

ア、香港からの１１０社となっている。 

関連施策、特許等の成果 

 開発した新製品は累計５００品以上あり、各種の科学技術賞を９３回（国家レベル１６、

自治区レベル３２、市レベル４５）受賞している。 

その他の特記事項 

 南寧は広西壮族（チワン族）自治区の首府である。広西チワン族自治区は沿海部分を有

し比較的優位な地理的環境にありながら、上海や広東省等の東部沿海地域には含まれてお

らず、内陸部振興策である西部大開発政策の対象地域となっている。２００８年１月に中

国国務院が承認した「広西北部湾経済区発展基本計画」に基づき、南寧、北海、欽州、防

城港の４市による北部湾経済区を中心に、中国－アセアン物流基地、商業貿易基地、加工

製造基地、及び情報交流センターの建設が進められる予定である。 
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No.42 

海口ハイテク産業開発区 

中国語 海口高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP  

１９９１年 ４．６７平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

海口ハイテク産業開発区は海南省における唯一の国家ハイテク産業開発区である。２０

００年６月１５日、海口市政府の出先機関として同開発区管理委員会が正式に発足し、海

南島が中国最大の経済特別区に認定されて以来の、同開発区の「第２の創業」の幕が開い

た。主として、豊富な海洋資源、熱帯資源、優れた生態環境等の特性と密接な関係を持つ

ハイテク産業、とりわけ電子情報産業、バイオ製薬産業、海洋工程産業、環境保護産業を

重点的にサポートする産業と位置づけている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００２年、海口ハイテク産業開発区の工業総生産高は７２．３３億元に上り、利益は

６．４億元で前年同期比１．９倍に増加した。また、税引き前利益は４．３億元、前年同

期比は９７．９％の増加となった。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 海南省の省都である海口市は、海南島の北に位置し、三亜市まで約２８０キロの距離に

あり、海南島の政治、文化、経済の中心地となっている。海口市は、清の後期に開港され

てから今日に至るまで、海の窓口(海口)として重要な役割を果たしている。１９８８年に

海南島が中国最大の経済特別区に認定されたことにより、更なる発展を見せている。 
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No.43 

成都ハイテク産業開発区 

中国語 成都高新技術産業開発区 名称 

英 語 Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.cdht.gov.cn/ 

１９９１年 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

成都ハイテク産業開発区は１９８８年に発足し、１９９１年に国家レベルのハイテク産

業開発区と認定された。同開発区は成都市の西部と南部に位置する二つの地域から成り立

っている。西部地域は総面積３５平方キロで、エレクトロニクス、バイオ医学産業、精密

機械製造業の企業が進出しているのに対し、南部地域は総面積４７平方キロであり、ソフ

トウェア開発、ＢＰＯ関連のサービスを提供する中国内資及び外資企業が進出している。

成都ハイテク技術産業開発区としては、将来３０万人規模のエンジニアを抱え世界に向け

てサービスを提供していく計画を立てている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

主な経済指標の増加率は７０％を超えており、年販売收入が１０億元を越えた企業は７

社、１億元を超えた企業は５０社余り、１０００万元を超えた企業は１００社余りである。

ハイテク企業は成都市全体の６４．８％、四川省の５２．７％を占めている。ハイテク企

業の工業総生産高は同開発区全体の８５．０％を占めている。 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区に進出している企業は６０００社余りあり、その内外資系企業は５００社を超

え、インテル、モトローラ、康宁、住友等、世界のベスト５００に入る企業２４社を含む。

２００３年には西部最大の外商投資プロジェクト、投資総額は３．７５億元のインテル関

連プロジェクトの誘致に成功した。 

関連施策、特許等の成果 

 成都ハイテク産業開発区は、同開発区内の各企業に対し、無償で研究・開発環境を提供

する等の手厚いサポートを行っている。また全国最大規模と自称する、八つの国家インキ

ュベータをベースにしたインキュベータグループを形成している。 

その他の特記事項 

 成都市は四川省の省都であり、中国西部地域において最も経済発展が進んでいる都市で

ある。中国の国家プロジェクトである「西部大開発」の中心的な都市と位置づけられてお

り、成都市内には優秀なＩＴエンジニアを輩出することで有名な電子科技大学や、四川大

学、西南交通大学がある。 
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No.44 

綿陽ハイテク産業開発区 

中国語 綿陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://gaoxinqu.my.gov.cn/ 

１９９２年 ４３平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

綿陽ハイテク産業開発区は創設以来、国家ハイテク創業サービスセンター、国家バイオ

医薬専門インキュベータ、国家新材料産業化基地、国家デジタル視聴産業パーク、帰国留

学人員創業パーク、綿陽科学技術城生産力促進センター、四川大学綿陽サイエンスパーク

を発足または建設した他、近年では特に電子情報産業パーク、バイオ医薬産業パーク及び

新材料産業パークといった三大パークの建設を加速化している。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

累計工業総生産高は１７７４億元、財政収入は６７．６８億元。進出した工業企業は８

００社余りで、その内ハイテク企業は１３６社、ハイテク企業の生産高は同開発区全体の

９０％以上である。２００７年輸出額は４億米ドルである。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

導入国内外資本は累計１５億米ドルで、１０余りの国家または地域から８００社余りの

企業が進出している。国内資本の企業には江海電子、資江電子、西普油脂、一康製薬、光

友薯業等があり、外資企業には日本の日普精化、アメリカの普思電子、タイの正大等があ

る。 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 四川省綿陽市は美しい自然景観と独特の民族風情を持つ歴史ある都市であるとともに、

科学技術、電子技術、情報産業、ハイテク産業を重要な基盤とし、現在急速に発展してい

る西部中国経済の中心都市となっている。また、電子科学城等の中国最先端技術の集積地

でもある。 
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No.45 

貴陽ハイテク産業開発区 

中国語 貴陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.gyhtz.gov.cn/ 

１９９２年月 ６．５２平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

貴陽国家ハイテク産業開発区は貴州省で認定された唯一の国家レベルのハイテク産業

開発区であり、主に金陽産業サイエンスパークと新天サイエンス工業パークより構成され

ている。また、金陽産業サイエンスパークは、新材料、先進的な製造業、インキュベーシ

ョンセンター、バイオ製薬、大学サイエンスパーク等の研究開発を主とする西部エリアと、

航空宇宙、電子情報等の産業発展を主とする東部エリアから成る。更に、前述した各パー

ク内には知識経済産業化基地、国家（貴陽）半導体部品産業パーク、医薬工業パーク、貴

州タイマツソフトウェアパーク、帰国留学人員創業パーク、技術型企業インキュベータ等、

多数のテーマパークが建設されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

第１１次５カ年期間中の目標として、工業総生産高を５００億元に、その内ハイテク製

品生産高を全市のハイテク製品生産高の５０％以上、実際に利用できる外資からの投資資

金を累計１００億元とし、輸出総額を３０億元超、同開発区の財政収入を２０１０年まで

に６億元超とするとされている。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

  

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 貴陽は中国南西部の辺境、雲貴高原東部に位置している貴州省の省都で、政治、経済、

文化の中心地である。昔から貴陽は竹が豊富で、竹で出来ている楽器の“筑”の製作で名

声を広めたため、略称は「筑」という。また、山間に位置するため、“山の都”という愛

称がついている。また、貴陽市が日中環境開発モデル都市の一つに選ばれることになった

のも有名である。 
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No.46  

昆明ハイテク産業開発区 

中国語 昆明国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Kunming National High Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.kmhnz.gov.cn/ 

１９９２年 ９平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発ゾーンの概要 

 昆明ハイテク産業開発区は雲南省における唯一の国家ハイテク産業開発区であり、新材

料技術、バイオ技術、環境保護技術等のハイテク産業を重点にして雲南省の中長期的な発

展に適応した資源の活用や産業集積を行うように取組んでいる。同開発区はハイテク創業

サービスセンター、大学サイエンスパーク、バイオ産業基地、ハイテク製品輸出基地、新

材料インキュベータ等１０の国家レベルのイノベーション基地を創設し、新材料技術、バ

イオ技術、光電機一体化技術、生態環境保護技術、電子情報技術、農業効率化技術を主要

領域とした産業群により構成されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

累計収入総額は１７９７．６億元、工業総生産高は１５１８．５億元であり、近年にお

いて毎年３０％を超える成長率を維持している。２００７年の収入総額は４６３．６億元、

前年同期比は３６％増、工業総生産高は４０８．５億元、前年同期比は３３％増、輸出に

よる外貨獲得は５．６億元で、前年同期比２４％増となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本、スイス、イギリス、ドイツ、イタリア、タイ、シンガポール、香港、

台湾等、２３の国または地域からの外資が進出しており、コカコーラ、マイクロソフトと

いった世界トップ５００社の中の４社も進出してきている。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区に進出したハイテク企業数は１５１社であり、これは雲南省全体の２分の１、

昆明市全体の３分の２を占めている。また各ハイテク企業は平均して３個の特許を持ち、

全体の８０％を超えるコア特許が産業化を実現した。技術型企業は企業全体の８０％を占

めており、民営企業も企業全体の８０％を占めている。更に、自らの知的財産を有するハ

イテク製品が、ハイテク製品全体の８０％を占めている。 

その他の特記事項 

 １９９９年５月１日から１０月３１日まで、中国政府主催の世界園芸博覧会が昆明市金

殿風景区で開催された。人と自然をテーマに開かれたこの博覧会では国際園芸科学技術が

２１８へクタールの会場に凝縮され、これまでにない盛り上がりを見せた。 
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No.47 

西安ハイテク産業開発区 

中国語 西安国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Xi¨an High-Tech Industries Development Zone (Xi¨an HTDZ) 

住所 中国陝西省西安市科技路４８号創業広場 

HP http://www.xdz.com.cn/system/_owners/xaportal/_webprj/newweb/sys_index.jsp

１９９１年３月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 西安国家ハイテク産業開発区は１９９１年に中国国務院の承認により設立され、特に電

子情報産業、精密機器製造産業、バイオ医薬産業、新材料産業といった分野に力を入れて

いる。現在、同開発区は５４の国家ハイテク産業開発区から指定された重点モデルゾーン

の一つとなり、総合評価は北京、上海、深センに続く第４位となっている。また陝西省の

富裕層の８割が同開発区に住んでいるといわれている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

西安国家ハイテク産業開発区の一部を構成する西安ソフトウェアパークは１９９９年

に中国科学技術部より「国家重点計画ソフトウェア産業基地」に認定され、２００１年に

国家計画委員会、前情報産業部より「国家ソフトウェア産業基地」の認定を受け、２００

３年に国家発展と改革委員会、前情報産業部、商務部より四つの「国家ソフトウェア輸出

基地」の内の一つに認定された。そして、西安市は２００６年に商務部より「国家サービ

スアウトソーシング基地都市」の認定を受けた。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本、ドイツ、シンカポール、香港、台湾等２９の国と地域の７２９社が進

出しており、中には世界トップ５００社や有名なグローバル企業に名を連ねる４０数社も

含まれている。アメリカのインテル、ＩＢＭはもちろん、東芝、富士通、brother、ＮＥ

Ｃ、ダイキン工業等も入っている。 

関連施策、特許等の成果 

 認定されたハイテク企業は１３１０社に上り、技術成果の商品化、産業化への転化は累

計８０００近くに上った。西安国家ハイテク産業開発区は２００５年に国家知的財産局よ

り「国家知的財産実証パーク」の一つに認定されている。 

その他の特記事項 

 ２００７年６月５日、北京にて開催された「２００７中国データセンター戦略フォーラ

ム」において、関連の研究報告が発表され、西安市はデータセンター構築における地域特

性、環境、技術力、安定性、交通、人材等の観点から総合的に評価され、北京、上海、広

州、成都を抜いて第１位に輝いた。 
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No.48 

宝鶏ハイテク産業開発区 

宝鸡国家高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 Baoji State Level New High Tech Industries Development Zone 

住所  

HP http://www.bj-hightech.com/ 

１９９２年 ４０平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 宝鶏国家ハイテク産業開発区はサイエンス創業パークと新区という二つのエリアから

構成される。これらのエリアに、バイオ医薬産業パーク、新材料産業パーク、電子情報産

業パーク、新型機電産業パーク、ソフトウェアパーク、帰国留学人員創業パークという各

パークが具現化されている。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

 

その他の特記事項 
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 No.49 

楊凌農業ハイテク産業モデル区 

中国語 楊凌国家農業高新技術産業示範区 名称 

英 語  

住所 中国陝西省楊凌市 

HP  

年 月  認定 面積 

同示範区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 楊凌はもともと中華農耕文明の発祥地である。４０００年前、中国歴史上初の「農官」

後稷氏（現農業大臣相当）が楊凌にて農地を開拓し、中華農耕文明がスタートしたと伝え

られている。中国国内にある５４の国家ハイテク産業開発区の中で唯一農業に重点を置

き、１９９７年７月１３日に国務院が設立を決定した。総面積は２２平方キロである。楊

凌農業国家ハイテク産業モデル区は、中国でいう「産学研連携」を通じて、農牧良種、バ

イオ農業、グリーン食品、バイオ製薬といった四つの特色のある産業を形成してきた。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

１９９７年と比較した２００６年の主な経済指標として、総工業生産高は１．２億元か

ら２０億元に、国内総生産高は３億元から２０億元に達しており、技術工業貿易収入は数

百万元から６８億元に、輸出はゼロから９３２２万米ドルに上った。これは年２０％から

６０％の高成長を見せたことになる。現在、１９の国家機関と陝西省政府の共同指導・支

援の下で設立された同ハイテク産業モデル区は、現代農業だけではなく、全国レベルでの

「観光モデル地域」や「衛生地域」としても認定されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

コスモ石油の他、中小企業も多数。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 楊凌国家農業ハイテク産業モデル区は中国最大の現代農業に関する国際博覧会の開催

地であり、これまでに１５回開催してきた。中国農業部、中国科学技術部、中国商務部、

中国教育部、中国水利部、中国科学院、国家知識産権局等１７の中央機関の共同主催によ

り開催された同博覧会では、５日間の開催期間中に契約・商談・取引された金額が２１７

億元に上ったという。２００５年に開催された第１２回中国農業博覧会では「一村一品」

国際セミナーが行われ、中国副国家主席の曽氏とともに村山元日本首相、前大分県知事の

平松氏等も内外の来賓として出席した。 
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No.50 

蘭州ハイテク産業開発区 

中国語 蘭州国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Lanzhou National New & High Technology Industrial Development Zone

住所  

HP http://www.lzhtp.gov.cn/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 蘭州ハイテク産業開発区は甘粛省における唯一の国家ハイテク産業開発区であると同

時に、同開発区のサブパークとして、国家ハイテク創業サービスセンター、国家新材料産

業基地、国家タイマツ計画ソフトウェア産業基地、蘭州大学国家大学サイエンスパークが

設置されている。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区に進出した企業数は１０９７社、その中でハイテク企業として認証された企業

は２８０社であり、外資系企業は３４社である。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 蘭州市は黄河の河畔に開けた海抜１５１０m の都市で、甘粛省の省都として甘粛省の政

治・経済・文化・交通の中心地となっている。 
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No.51  

ウルムチハイテク産業開発区 

乌鲁木齐高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 Urumqi Hith-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.uhdz.gov.cn/2007newindex/newindex/index.html 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

ウルムチハイテク産業開発区は新疆ウイグル自治区における唯一の国家ハイテク産業

開発区であり、新疆におけるハイテク産業を発展させるための重要な基地である。同開発

区は①钻石城中央商務区（ビジネスセンター）、②産業区＆タイマツイノベーション創業

パーク、③北区工業パーク、④５００庫区ハイテク工業パーク、及び⑤同開発区以外のパ

ークという全体構想の下に開発された。主な取組み分野としては新エネルギー、新材料、

バイオ医薬、石油化学、機械電子及び特色資源の付加価値加工が挙げられる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年末現在、進出企業数は１７１０社であり、外商投資企業は３７社を数える。

上場を果した企業は４社、民営企業は同開発区の企業全体の９５％を占め、同開発区にあ

るハイテク企業は新疆全体の７０％を占めている。営業収入総額は第９次５カ年計画期間

の３．８８倍となり、輸出による外貨の獲得は第９次５カ年計画期間の８．３９倍となっ

ている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 
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ハルピンハイテク産業開発区 

哈尔滨開発区 中国語 名称 

英 語 Harbin Development Zone (HDZ) 

中国·黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路３６８号 住所 

HP http://www.kaifaqu.com.cn/cms/site/index.jsp 

１９８８年 ３０．７平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 市区中心部周辺の３カ所に、南崗集中区（金融保険業・飲食業・旅行業等サービス業）、

迎賓路集中区（ハイテク産業・ロシアとの合作企業）、口合平路集中区（自動車パーツや

製薬等製造・生産型企業）という開発区集中区を設け、業種•業態別による都市開発が行

われている。以前は発電機・タービン・ボイラー等電機工作機械製造のイメージが先行し

ていたハルピン市であるが、近年は自動車製造業、製薬業、食品加工業が主要産業となっ

ている。製薬業では中国中央政府支持の下、香港・台湾企業が進出し東北地域特有の漢方

薬を開発し、中国製薬業界でも高いブランドイメージを確立している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

ここ１０年間で投下された建設資金は累計で１７．５億元。 

進出した外資／日系企業の例示 

新たなビジネスチャンスを求めて進出した国内外からの企業は１０００社を超える(ア

メリカ､韓国､カナダ､フィリピン、オーストラリア、日本、香港、台湾、マカオ等)。最近

の傾向として、売れ筋商品の販売免許を持ち、流通網や販売ルートを確立した既進出企業

の生産ラインだけを買い取るという進出形態が増加しつつある。日本からも三菱自動車、

日立製作所、森永乳業、イトキン等が進出しているが、ここ数年は長期化の様相を呈する

デフレ不況を背景に日系企業の投資はやや鈍化傾向となっている。 

関連施策、特許等の成果 

 ＷＴＯ加盟をふまえ、これまで外資企業の誘致や国際貿易等対外諸政策の積極化、海外

の大学•企業間における経済•技術交流への積極的な取組み､高速道路や幹線道路等の建設

•延伸を始めとした交通インフラの整備を実施した。また、装備製造業、ハイテク産業、

健康食品加工業等の新規産業の誘致に前向きに取り組んでおり、黒竜江省の中核的存在と

して今後も更なる発展が期待される。 

その他の特記事項 

 従来はハイテク産業開発区(1988 年設立)と経済技術開発区(1991 年設立)のそれぞれに管

理委員会を設置する二頭体制で行われていたが、外資系企業のハルビン進出の加速による

進出手続きの迅速化•簡素化等のため、２００１年１１月に管理委員会が合併した。 
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No.53  

大慶ハイテク産業開発区 

中国語 大慶高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.dhp.gov.cn/index.jsp 

年月 ２０８．５４平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 大慶ハイテク産業開発区は１９９２年４月より建設がスタートし、同年１１月に国家ハ

イテク産業開発区として承認された。１９９５年以後、さらなる発展を目指し、「宏偉」、

「興化」、「林源」といったサブパークを形成し、一つの区に三つのパークという「一区

三園」の発展ビジョンを掲げた。主要産業は石油と天然ガス、新材料、電子情報、機械製

造、農牧付加価値製品、医薬といった６分野であり、ソフトウェアパーク、ハイテク工業

パーク、輸出加工エリア、石油装備工業パーク、サービスアウトソーシング産業パーク等

の専門パークを構築して、基本的な枠組みを形成してきた。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区では、ハイテク企業として認定された企業は４１４社、保有するハイテク製品

は６３０種に上る。主な経済指標は毎年の平均で３０％を超える成長が続いており、２０

０７年の同開発区の生産高は１６５億元に上り、前年同期比２５％の増加となった。また

工業総生産高は５１０億元であり、前年同期比は２４％増となった。 

進出した外資／日系企業の例示 

  

関連施策、特許等の成果 

 自らイノベーションできる体系を健全化していくために、大学サイエンスパークや大慶

石油学院等を建設し、東北林業大学大慶バイオ技術研究院、ハルピン工程大学熔塩技術研

究院、黒龍江省農業課学院大慶分院等、９の研究機関、２９の省レベル以上の研究開発セ

ンターとの実験室を誘致し、技術型創業パーク、帰国留学人員創業パーク等も建設した。

保有する特許技術は延べ６２２件に上る。 

その他の特記事項 

 ２００８年１２月、北京にて行われた「タイマツ計画実施２０周年記念」イベントで、

同開発区管理委員会及び大慶ソフトウェアパーク管理オフィスが「タイマツ計画先進団

体」賞、副市長・同開発区管理委員会トップの任貴生氏をはじめとする５人は「タイマツ

計画先進個人」賞を受賞した。 
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包頭稀土ハイテク産業開発区 

中国語 包頭国家稀土高新技術産業開発区 名称 

英 語 Baotou National Rare-Earth Hi-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.rev.cn/ 

年月 ４９平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 包頭ハイテク産業開発区は内モンゴル自治区における唯一の国家ハイテク産業パーク

であり、また唯一「稀土」を開発区名称に含むハイテク産業開発区でもある。包頭大学パ

ークも包頭サイエンスパークも同開発区に編入され、「一区多園」（一つの区、開発区と

多数の園、すなわちパーク）の発展モデルが充実してきた。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区は全国初の稀土企業インキュベータを発足させ、自治区初の包頭ソフトウェア

パーク、ソフトウェア企業連合会を組織し、清華大学、中国工程院、内モンゴル大学等大

学や研究機関と共同でバーチャルインキュベータを構想し、国内外の稀土専門家を招聘し

て同開発区の諸事業へのアドバイスを依頼している。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は「企業発展用の資金支援を強化する若干の規定」、「創業センターの建設と発

展についての決定」、「外資誘致奨励弁法」、「人材の招聘、試用及び養成に関する暫定弁法」

等の政策を制定し、リスク資金等、良好な経営環境の形成に努めた。 

 

 

その他の特記事項 

 国際稀土開発と応用シンポジウムは中国稀土学会主催の重要な国際会議で、一般に４年

に一度開催されている。主要な内容としては最新稀土学術成果の展示や高層学術交流の展

開等である。今回は中国稀土学会と包頭市政府の共同主催で、同開発区が運営事務局とな

った。 
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２．国家大学サイエンスパーク一覧 

 
 

Ｎｏ 所在地 名 称 所属大学 

１ 北京大学国家大学科技園 北京大学 

２ 清華大学国家大学科技園 清華大学 

３ 北京航空航天大学国家大学科技園 北京航空航天大学 

４ 北京理工大学国家大学科技園 北京理工大学 

５ 北京郵電大学国家大学科技園 北京郵電大学 

６ 北京化工大学国家大学科技園 北京化工大学 

７ 
北京師範大学-北京中医薬大学国

家大学科技園 
北京師範大学、北京中医薬大学 

北京 

８ 北京科技大学国家大学科技園 北京科技大学 

９ 北京工業大学国家大学科技園 北京工業大学 

１０ 中国農業大学国家大学科技園 中国農業大学 

１１ 華北電力大学国家大学科技園 華北電力大学 

１２ 北京交通大学国家大学科技園 北京交通大学 

１３ 天津大学国家大学科技園 天津大学 

１４ 南開大学国家大学科技園 南開大学 天津 

１５ 河北工業大学国家大学科技園 河北工業大学 

１６ 河北 燕山大学国家大学科技園 燕山大学 

１７ 東北大学国家大学科技園 東北大学 

１８ 沈陽工業大学国家大学科技園 沈陽工業大学 

遼寧 大連理工大学、大連海事大学、大連医

科大学、大連水産学院、東北財経大学、

中科院大連化学物理研究所 

大連理工大学-七賢岭国家大学科

技園 
１９ 

２０ 吉林 吉林大学国家大学科技園 吉林大学 
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Ｎｏ 名 称 所属大学 所在地 

２１ ハルピン工程大学国家大学科技園 ハルピン工程大学 ハル 

ピン ２２ ハルピン工業大学国家大学科技園 ハルピン工業大学 

２３ 復旦大学国家大学科技園 復旦大学 

２４ 上海交通大学国家大学科技園 上海交通大学 

２５ 同済大学国家大学科技園 同済大学 

２６ 東華大学国家大学科技園 東華大学 

２７ 上海大学国家大学科技園 上海大学 
上海 

２８ 華東理工大学国家大学科技園 華東理工大学 

２９ 華東師範大学国家大学科技園 華東師範大学 

３０ 上海理工大学国家大学科技園 上海理工大学 

南京大学、河海大学、鼓楼区人民政府、

中国薬科大学、南京師範大学、南京工

業大学、南京郵電大学、南京医科大学、

南京中医薬大学、南京工程学院 

南京大学-鼓楼高校国家大学科技

園 
３１ 

３２ 東南大学国家大学科技園 東南大学 
江蘇 

３３ 南京理工大学国家大学科技園 南京理工大学 

３４ 中国鉱業大学国家大学科技園 中国鉱業大学 

３５ 江南大学国家大学科技園 江南大学 

３６ 浙江大学国家大学科技園 浙江大学 
浙江 

３７ 浙江省国家大学科技園  

中国科技大学、合肥工業大学、安徽大

学 
３８ 安徽 合肥国家大学科技園 

３９ 福建 廈門大学国家大学科技園 廈門大学 

４０ 江西 南昌大学国家大学科技園 南昌大学 

４１ 山東大学国家大学科技園 山東大学 
山東 

４２ 中国石油大学国家大学科技園 中国石油大学 

 資料 - ７２ 



 

 
 

No 名 称 所属大学 所在地 

鄭州大学、河南農業大学、河南工業大

学、鄭州軽工業学院 
４３ 河南 河南省国家大学科技園 

華中科技大学、武漢大学、華中農業大

学、武漢理工大学、華中師範大学 
４４ 湖北 武漢東湖高新区国家大学科技園 

中南大学、湖南大学、国防科技大学、

長沙礦冶研究院、長沙礦山研究院、湖

南師範大学、湖南中医薬研究院、長沙

建机院 

４５ 湖南 岳麓山国家大学科技園 

４６ 華南理工大学国家大学科技園 華南理工大学 

４７ 中山大学国家大学科技園 中山大学 広東 

４８ 深セン虚擬国家大学科技園 深セン高新区 

４９ 重慶大学国家大学科技園 重慶大学 

重慶 西南師範大学、西南農業大学、北碚区

人民政府 
５０ 重慶市北碚国家大学科技園 

５１ 四川大学国家大学科技園 四川大学 

５２ 電子科技大学国家大学科技園 電子科技大学 

５３ 西南科技大学国家大学科技園 西南科技大学 
四川 

５４ 成都西南交通大学国家大学科技園 成都西南交通大学 

雲南大学、昆明理工大学、雲南師範大

学、雲南農業大学、昆明医学院、雲南

中医学院、大理学院、雲南財貿学院 

５５ 雲南 雲南省国家大学科技園 

５６ 西安交通大学国家大学科技園 西安交通大学 

５７ 西北工業大学国家大学科技園 西北工業大学 

５８ 西安電子科技大学国家大学科技園 西安電子科技大学 
陝西 

５９ 西北農林科技大学国家大学科技園 西北農林科技大学 
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Ｎｏ 所在地 名称 所属大学 

６０ 蘭州大学国家大学科技園 蘭州大学 
蘭州 

６１ 蘭州交通大学国家大学科技園 蘭州交通大学 

６２ 新疆 新疆大学国家大学科技園 新疆大学 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの資料をもとに技術経営創研が整理 
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No.1 

北京大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 北京市海淀区海淀路５２号北大太平洋科技大厦１７層 

ＨＰ http://www.pkusp.com.cn/ 

１９９４年 － 認定 面積 

北大科技園 運営 連絡  

パークの概要 

 １９９９年１月、北京大学サイエンスパークが中国科学技術部、教育部により「国家大

学サイエンスパーク実証パーク」と指定される。 

 ２００１年５月、同パークが「国家大学サイエンスパーク」として認定される。 

 ２００２年９月、同パークが中関村サイエンスパーク管理委員会と「北京大学留学人員

創業パークを共同で建設する協定」に調印。 

 ２００３年１２月、同パークが「国家８６３計画成果産業化基地」として認定された初

の国家大学サイエンスパークになる。 

 ２００４年１月、同パークが「北京市ハイテク産業インキュベーション基地」として認

定される。 

 ２００６年９月、同パークのイノベーションセンター建設が終了し、稼働開始。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

北京大学国家大学サイエンスパークは世界一流の大学を目指す北京大学構想の重要な

一部であり、北京大学と国内外の関係機関等との交流や提携のプラットフォームである。

２００８年４月、同パークに設けられている「首都大学生創業ステージ」は「タイマツ計

画重点プロジェクト」に入選した。 

入居企業の現状 

北京大インキュベーションは同パークと中関村サイエンスパーク管理委員会が共同で

設立した創業インキュベーション基地であり、面積は２．１万㎡に達している。 

関連施策、特許等の成果 

 基本的にタイマツ計画関連施策、北京大学、北京市政府、中関村サイエンスパーク管理

委員会の関連施策を活用し、実施している。 

その他の特記事項 

 北京大学は総合大学であり、国家重点大学である。北京大学では基礎科学に力を注ぐ一

方、応用科学の研究にも重点を置いている。現在では、４５の研究所と５２の研究センタ

ー、２つの国家工学研究センター、４２の国家重点学科、５つの国家重点実験室を有して

いる他、更に６つの国家重点実験室、４つの専門実験室が建設中である。 
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No.2 

清華大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 清華科技園 名称 

英 語 Tsinghua Science Park 

住所 北京清華科技園·創新大厦Ａ座１６層 

ＨＰ http://www.thsp.com.cn/ 

 認定 年月 面積 

運営 啓迪有限公司 連絡  

パークの概要 

 １９９４年、既存の清華大学科学技術園発展センターを始めとし、清華大学が、中国で

最も革新的なサイエンスパークを目指して設立を開始した。独自の技術的・人的資源と革

新的な企業と若い企業家とをつなぎ、秀逸なサービスをハイテク企業や研究開発企業に提

供することで、国内外のベンチャー企業ビジネスの拠点となっている。１９８８年に主要

な建設が完了し、北京トップの大学や研究所が位置する中関村における最も先進的なビジ

ネスプロジェクトの一つとなった。中国の新しい「革新的政策」による恩恵に関心を持つ

国際的な企業がこの創作的な環境に魅力を感じている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

２００２年、清華大学国家大学サイエンスパークは、その長期的な成長と発展を以って

「国家ハイテクイノベーションサービスセンター」と称された。同年、同パークを代表す

る産業領域を拡大することを目的として「清華イノベーションパークバイオテクインキュ

ベーターセンター」が設立された。また、その持続的及び先駆的なビジネスコンセプトに

対し、オランダ科学連盟により「２００２年ベスト科学インキュベータ」を受賞し、同大

学サイエンスパークの国際的な成功と認識とを証明した。２００３年には、中国のサイエ

ンスパークとして最初の国際科学技術協会のメンバーとなった。 

入居企業の現状 

ＩＴ、サービス、光学機器、バイオ製薬、金融等の分野に属する企業、Atca Technology 

(Beijing)  Co., Ltd.、Beijing Injoy Technology Co., Ltd.等、また多国籍企業として、

Sun Microsystems, Inc.、Schlumberger Co., Ltd. (SLB)、NEC Corporation、P&G Co., Ltd.、

Toyota Automotive Corporation、Sohu.com Inc.等、多数あり。 

関連施策、特許等の成果 

 東芝は同パークにて中国清華大学とエネルギーや環境の共同研究センターを設立した。 

その他の特記事項 

 ２００４年には１０周年を祝うとともに、キャンパスが完備された。パーク全体として

は２００５年に完成されたが、清華大学国家大学サイエンスパークは継続的にテナントへ

のサービスの質の向上を続けており、更なる建設計画も発表されている。 
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No.3 

北京航空航天大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京航空航天大学国家大学科技園 名称 

英 語 BUAA Science Park 

住所 北京市海淀区学院路３５号世寧ビル４０１室 

ＨＰ http://www.buaa.com.cn/ 

 認定 年月 面積 

運営 科技園建設発展センター 連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 北京航空航天大学サイエンスパークは中国科学技術部、教育部が認定した国家レベルの

大学サイエンスパークであり、航空宇宙関連に特色を持つハイテク産業エリアとして中関

村サイエンスパークにおいても重要な一部分である。北京航空航天大学サイエンスパーク

（中関村本部と密雲工業園）への累計投資３．６億元であり、建築面積の合計は１３万㎡

あり、この内、中関村本部技術型インキュベーションエリアと北京航空航天大学帰国留学

人員創業エリアも含む。北京航空航天大学キャンパスの周囲にＵ字型に配置され、同大学

の科学技術開発ビル、創業育成ビル等も含まれている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

現在、同パークには「技術が高く、高効率で、付加価値も高く、市場における前途が良

好」な「三高一好」企業が３０余り入居している。これらの企業が、電子情報 、ソフト

開発、精密機械、小型飛行機 、飛行機の模型、情報システム形成 、油品精製を主とした

高技術企業群を形成している。北京航空航天大学サイエンスパークの発展計画に基づき 、

同パークは２０１０年までに、総投資額が１７億元人民元に達し、５０万㎡の建築群を建

設した。また北京航空航天大学のリソースを活用し、市場化的な運営を通して、「国内一

流、国際的知名度の高い大学サイエンスパーク」となることを目指して、研究成果の商品

化やハイテクの産業化の発展を推進させるように取組んでいる。 

入居企業の現状 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 同パークには「創業管理育成学院」が設けられている。これは北京航空航天大学が中国

の改革開放の需要のため、ベンチャー創業教育、ビジネス科学研究、創業実践及び関係部

門の育成を推進させるために、２００２年１月に正式に成立したものである。 
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No.4 

北京理工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京理工大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 北京市海淀区中関村南大街９号理工科技大厦９０２室 

ＨＰ http://www.bitsp.com.cn/tecpark/index.jsp 

１０万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 北京理工大学サイエンスパークは全国重点大学の一つである北京理工大学の特色や優

位性、また成果を生かす国家大学サイエンスパークである。 

 １９９２年、北京理工大学サイエンスパークが建設開始。 

２００１年４月、同パークが北京大学サイエンスパークとして認定される。 

２００２年６月、同パークが「国家大学サイエンスパーク実証パーク」と指定される。

 ２００３年１０月、同パークが「国家大学サイエンスパーク」として認定される。 

 同パーク内の政府関連機関、各種のサービス機構、及び各類型の学校等は有機的に提携

し合いながら協働している。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

年販売売上１５億元、雇用創出３０００件余り。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

３００社。同パークに設けられている北京理工留学人員創業パーク及び北京理工ハイテ

クインキュベータ有限公司による累計出身企業は１２０社余りで、現在入居中の企業は１

７０社余り。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 北京市教育委員会及び北京市工業促進局の支持の下で設立された「車両北京市技術移転

センター」と提携関係にある。 
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No.5 

北京郵電大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京郵電大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 １９９８年、北京郵電大学サイエンスパークの建設がスタートする。 

２００１年１２月、北京市大学サイエンスパークとして認定される。 

２００２年５月、中国科学技術部、教育部の承認を得て国家レベルとして建設が開始さ

れる。 

２００２年１０月、同大学サイエンスパークの建設と運営の専門会社が設立する。 

２００３年９月、国家大学サイエンスパークとして認定される。 

具体的には「一園三区」という構想、すなわち、北京郵電大学国家大学科技園という「一

園」と、大学本部区、宏福園区、沙河園区の「三区」である。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 ２００７年３月１７日、１８日に、北京郵電大学において「国際囲碁大会」（富士通杯

大学生囲碁大会）が行われた。日本からは電気通信大学、東京大学、慶応義塾大学、早稲

田大学が参加した。 
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No.6 

北京化工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京化工大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

北京化工大学サイエンスパークは特にナノ材料インキュベータ、高分子材料インキュベ

ータ、バイオ技術インキュベータ、精細化学インキュベータの建設と発展に取組んでいる。

 

 

 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.7 

北京師範大学－北京中医薬大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京師範大学－北京中医薬大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 北京市海淀区新街口外大街１９号北師大科技楼Ａ区 

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

北京師範大学－北京中医薬大学国家大学サイエンスパークは名前の通り、北京師範大学

と北京中医薬大学が共同で建設した大学サイエンスパークであり、２００３年７月に「国

家大学サイエンスパーク」と認定された。メインパークは北京師範大学サイエンスパーク

であるといわれているが、両大学のそれぞれの強みを生かすように相互補完しながら、特

に漢方薬の現代化、特色新薬、新材料及び環境技術、情報技術と遠隔教育ネットワーク及

び文化と科学技術といった分野を中心に取組み、漢方薬の現代化に関するインキュベータ

の体系化等、特色産業インキュベータを構築する。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.8 

北京科技大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京科技大学国家大学科技園 名称 

英 語 USTB Science Park 

住所 北京市海淀区学院路３０号科技園Ａ座１層 

ＨＰ http://www.ustbsp.com/showpage.asp?id=4 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

２００１年初めころ、北京科技大学が建設した８カ所の専門型インキュベータと「方興

技術型インキュベータ」の設立に伴い、同大学のインキュベーション事業は一定の規模と

実力を持つことになり、大学サイエンスパークを建設する基本的な条件が揃った。２００

３年、大学サイエンスパーク公司が設立し、企業経営的なパーク建設がスタートになり、

大学教師や学生の創業意欲をもたらした。同年、同大学帰国留学人員創業パークが設立さ

れた。２００４年、同大学「北京市帰国留学人員企業の新材料の共通的な技術を支えるプ

ラットフォームの体系」を構築するプロジェクトを担当し、北京新材料発展センター等８

社と共同で「北京材料分析測試服務連盟」を発足させた。２００５年、同大学サイエンス

パークは「北京市新材料技術移転センター」を構想するプロジェクトを担当した。同年年

末、中国科学技術部、教育部の認定により「国家大学サイエンスパーク」となった。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 

 

 資料 - ８２ 



 

No.9 

北京工業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京工業大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

６３．７７万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

北京工業大学サイエンスパークの建設は２０００年から開始し、２００１年５月に「北

京市大学サイエンスパーク」と認定され、２００５年１２月に「国家大学サイエンスパー

ク」と認定された。具体的には研究開発エリアの他、インキュベーションパーク、ソフト

ウェアパーク及び創業パークで構成される。研究開発エリアは同大学にある５８の研究機

関の共同参画で運営し、国家レベルの研究機関や国家重点実験室も含まれる。近年では、

光電子照明、新型クリーンエネルギー、知的交通システム、電子政府、稀土材料等、多く

の研究成果が同パークにて商品化や事業化へと展開されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

入居企業の現状 

 ２００４年、入居企業は１０９社、販売収入は３．８億元。 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

２００３年１１月３日、日立と北京工業大学が中国での電子政府・電子自治体事業推進

に向け、合弁会社「北京日立北工大信息系統有限公司」を設立。同合弁会社では、数多く

の実証実験やシステム構築で得たノウハウを取り込んだ日立の競争力のある製品と、北京

工大が持つ北京市政府のＩＴ化等の研究開発能力を統合し、中国における電子政府・電子

自治体関連のソリューション事業を展開するという（日立のニュースリリース）。 
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No.10 

中国農業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 中国農業大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 

 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 中国農業大学サイエンスパークの特色には、①一つの技術的支え、すなわち同大学を中

心とする先端的な農業技術を有すること②二つの発展重点として、それを自らの実力によ

る農業ハイテクの開発と農業の国際化に置くこと③三つの連携、すなわち産学研連携や、

国内外の連携、パーク内の建設とパーク外への波及との連携を深めること④四つの牽引と

して、農業のハイテク化、首都農業のハイテク産業化、国際化、情報化を牽引すること⑤

五つの関連施設が完備された基地、すなわち、農業ハイテクの研究開発基地、農業技術型

のインキュベーション基地、農業情報の普及基地、農業技術取引の集中基地、農業科学技

術人材の養成基地といったものがある。 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.11 

華北電力大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 華北電力大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００６年１１月 面積 

運営 同大学産業集団 連絡  

パークの概要 

 華北電力大学国家大学サイエンスパークは２００３年１月に北京市大学サイエンスパ

ークとして認定された後、国家レベルの認定に向けて取組みを続け、２００６年１１月に

国家大学サイエンスパークに認定された。同パークは技術型企業のインキュベーション基

地、科学技術成果の転化基地、イノベーション創業人材の養成基地、横断的なインキュベ

ーションに資する融資プラットフォーム、情報の集積と配信を行うデータ基地という位置

づけをもって、大学、企業及び社会の３者間を繋ぐべく、プロジェクトや資金等において

大学内外また海外も含めて多様に協力して取組んでいる。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 中国における６２の国家大学サイエンスパークの中で、唯一電力分野に取組むものであ

る。具体的には、①電力システム及び自動化に関するインキュベータ、②熱エネルギー動

力に関するインキュベータ、③ナノテク（材料）に関するインキュベータ、④工業シミュ

レーション制御に関するインキュベータ、⑤電力システム向けを主としたソフトウェアに

関するインキュベータの設立に取組んでいる。 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 華北電力大学は１９５８年に創立され、国家教育部に属する重点大学であり、中国教育

部に直属する大学で唯一電力学科に特色を持つ大学である。大学設立以来５０年近くの間

に、主に大学生を育成する工学院から、工学、理学、文学、法学、経済学、管理学等の多

方面の専門人材を育てる総合的な大学に発展した。大学本校は河北省保定市にあるが、北

京校区を設立している。 
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No.12 

北京交通大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 北京交通大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ － 

万㎡余り 認定 ２００６年１１月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 ２００１年はじめ、北京交通大学サイエンスパーク建設指導チームが設立される。 

２００１年６月、北京交通大学サイエンスパークの建設除幕式が行われる。 

２００１年１１月、北京交通大学「北京大学サイエンスパーク」として認定される。 

２００６年１１月、北京交通大学国家大学サイエンスパークとして認定される。 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

入居企業の現状 

 ２００１年現在、入居しているハイテク企業は１１社、その内同大学と外部の企業また

は研究所が共同で設立したものは３社、帰国留学人員の創業は３社、同大学自ら起こした

ベンチャー企業は５社である。 

関連施策、特許等の成果 

 前記した入居中の企業が経営している製品は、すべて同大学が自主的な知的財産権を有

している。その内、国家８６３計画に関するものは１件、国家科学技術委員会重点プロジ

ェクトは１件、鉄道部重大研究プロジェクトは１件、エジプト科学技術進歩賞の入選は１

件、特許は１件である。 

 

その他の特記事項 

 北京交通大学は中国教育部と中国鉄道部が共同管理する重点大学で、博士や修士の学位

授与が可能な大学として、第１次に認定された大学の一つでもある。１９９７年に第一次

全国四年制大学優秀教育事業単位に入選し、２００５年に教育部大学英語教育改革モデル

プロジェクト大学に選定された。２００４年６月に教育部の承認を得て大学院を設置し

た。 
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No.13 

天津大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 天津大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ － 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営 科技園管理センター 連絡  

パークの概要 

 天津大学国家大学サイエンスパークは天津大学周辺地域をハイテク成果のインキュベ

ーションセンターとし、天津経済技術開発区を産業のインキュベーション基地として、多

様なリソースを集中し融合させながら、ビジネスマッチング、周知推進等を以って、国際

的に一流のハイテク企業のインキュベーション基地、創業人材の養成基地、ハイテク産業

の発展基地への成長に向かって取組んでいる。具体的には、政策実施エリア、成果インキ

ュベーションエリア、産業インキュベーションエリア、人材養成センター、情報・技術市

場、大学生創業センターといった機能的区域から構成される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークは化学工業、新型材料、電子情報、光・機械・電気の一体化を主要産業と位置

づけている。 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同パークはインキュベーションの対象となるプロジェクトの順調な推進に資するため

に、設立当初から５年の間に、五つの工程研究センター、１０の産官学連携基地、１５の

研究開発センターを建設することを重要施策の目標としていた。 

 

その他の特記事項 

 近代中国の初期に創立された国内でも長い歴史をもつ大学の一つである。理工系の総合

大学として１００年以上の歴史を持ち、中国では最大規模の学科の多い大学でもある。中

国の大学教育事業の草分け期において、石油工業、機械工業、土木工事事業等の分野で先

駆けの役割を果たした。 
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No.14 

南開大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 南開大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

南開大学サイエンスパークの建設は１９９９年末から始まり、天津国家ハイテク産業開

発区である天津市新技術産業パークの中のメインパークの一つ、華苑産業パークに立地さ

れている。同サイエンスパークは「一園多地、多校一園」（一つの大学サイエンスパーク

を複数の地域に置き、一つの大学サイエンスパークに複数の大学が参加する）という考え

方のもとで、ＩＴ産業を主とする総合サイエンスパークの他、新疆大学を主とする西部地

域大学バーチャルサイエンスパーク、大型民営企業グループ（戈德集团）を主とする新型

材料及びバイオ情報サイエンスパーク、環境と資源サイエンスパーク、及び人材養成とイ

ンキュベーションパークを支援している。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.15 

河北工業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 河北工業大学国家大学科技園 名称 

英 語 National University Science Park of Hebei University of Technology 

住所 天津市紅橋区光栄道８号 

ＨＰ http://kjy.hebut.edu.cn/ 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

河北工業大学サイエンスパークは河北工業大学の知的リソースをベースにしながら２

０００年６月から建設が始まり、天津市紅橋区と石家荘国家ハイテク産業開発区が連携し

て進めている。河北工業大学は河北省に所轄されながらも天津市に立地されている実情を

踏まえて、「多点弁園」（複数の拠点による大学サイエンスパークの建設）を模索し、現在

「一園二区」、すなわち、河北工業大学サイエンスパークという「一園」とハイテク成果

のインキュベーションを中心とする天津紅橋インキュベーションパークと、ハイテク成果

の産業化を主とする石家荘工業化モデルパークという構成から成っている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 ２００６年１０月現在、企業インキュベーション用の面積合計は６．２万㎡、入居中の

企業は８８社であり、投資総額は５．８３億元に上る。ハイテク企業は１５社、在籍職員

数は２６７２人。商品化や事業化した技術成果は８６件、その中大学からの成果は６２件

である。誘致した各レベルの研究開発機構は１５社。２００５年の技術や工業製品、貿易

の収入合計は５．１８億元となり、納付税金は２５９７万元。研究開発投入額は２８３４

万元。特許の出願は２８件、授与された特許は２５件である。 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.16 

燕山大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 燕山大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所 秦皇島経済技術開発区三期黄河道２０号 

ＨＰ http://www.ysusp.com.cn/ 

１５万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

燕山大学国家大学サイエンスパークは秦皇島国家経済技術開発区に立地している河北

省初の国家大学サイエンスパークであり、燕山大学の強みを生かした産業開発の基地でも

ある。２００６年末、形成した資産合計は４．８億元であり、販売収入合計は４．７億元

である。企業インキュベーション用の面積は１５万㎡余りとなっている。また、同サイエ

ンスパークは江蘇省 江陰市海鹏グループと共同で「燕山大学－江蘇江陰特殊車両研究セ

ンター」を設立し、同大学サイエンスパークは秦皇島北部の工業パークにおいて「燕大サ

イエンスパーク港城創業パーク」を建設している。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 ２００６年末、入居中の企業は１４５社、出身企業は４２社、建設した研究開発機構は

６社である。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.17 

東北大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 東北大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所 － 

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

東北大学国家大学サイエンスパークは東北大学が創設したものであり、「東北大学科技

産業集団有限公司」が運営しているものである。近況として、２００５年１１月５日－６

日に上海にて開催された「２００５年全国国家大学サイエンスパーク運営交流会」会議に

出席し、２００７年７月３１日－８月３日に北京にて開催された「国家１１大学サイエン

スパークプラットフォーム建設シンポジウム」に参加した。２００８年１０月３０日には、

同パークの所在地である瀋陽市「政治協商会議」大学委員会メンバーが同大学サイエンス

パークを視察し、更なる発展に向けて意見交換を行い、検討を行った。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 １９２３年に創立され、当時の中国北東部における最高の学術拠点となった。 １９２

８年、「千古の功臣」と呼ばれる張学良・東北３省のリーダーが学長を兼任した後、多く

の資金を投入して数人の有識者を教授として迎え入れた。これをきっかけとして学生・教

官ともに充実し、東北大学は３０００人を越える学生と１００人以上の教授から成る一流

の大学として世間より認識されることとなった。本大学を母体とする大手ソフトウェア会

社である東軟グループ(東軟集団、Neusoft Group)は、中国でも有数のソフトウェアメー

カーであり、国家ソフトウェアパークとの関係も深い。 
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No.18 

瀋陽工業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 瀋陽工業大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所 － 

ＨＰ  

３．２万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

瀋陽工業大学国家大学サイエンスパークは瀋陽工業大学の優位性や瀋陽市鉄西区の産

業優位性をベースにして創設されて後、２００２年に遼寧省大学サイエンスパークに認定

された。その後、遼寧省政府、瀋陽市政府、瀋陽市鉄西区政府の支持の下で、管理体制や

運営方式、発展方向や発展環境、公共サービスの体系化、公共技術プラットフォームの建

設、技術型企業のインキュベーションに大きな成果を得、２００７年５月１６日に、国家

大学サイエンスパークとして認定され除幕式が行われた。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークは現代的装備製造及び関連技術の諸分野を中心に取組むという方向性を明確

にした上で、鉄西区及び「瀋陽装備製造業基地」と協力し、多様な技術協力メカニズムや

研究開発センター、中小企業サービスセンター、中小企業公共サービスプラットフォーム

を構想し、総合型及び専門型インキュベータの建設を展開している。２００７年４月現在、

入居中の企業は５２社。２００６年の工業総生産高は５．８億元である。 

入居企業の現状 

 ２００７年現在、入居している企業は５２社。 

関連施策、特許等の成果 

 国家レベルの工程技術研究センターは１カ所、省庁レベルの重点実験室は５カ所、省庁

レベルの工程研究センターは４カ所、地方レベルの大学重点実験室は６カ所設けられてい

る。「国家稀土永磁電機工程技術研究センター」からの２１件の科学技術成果が遼寧省レ

ベルの審査を通過したが、その内３件は国際的にも先端にあり、他も国際的なレベルに達

していると評価された。また同センターは、国家科学技術進歩賞の２等賞を１件授与され

ており、省庁レベルの賞は１２件、付与された特許権は３４件に上る。「稀土永磁電機技

術」は累計３０社余りの企業の製品開発や収益増強に波及した。 

その他の特記事項 

 瀋陽工業大学は１９４９年に設立された工科を主とする大学であり、機械工程学院、材

料科学と工程の学院、電気工程学院、情報科学と工程の学院、経済管理学院、文法学院、

理学院、成人教育学院等八つの学院を有している。 
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No.19 

大連理工大学－七賢岭国家大学サイエンスパーク 

中国語 大連理工大学－七賢岭国家大学科技園 名称 

英 語 Dalian University of Technology – Qixianling National Science Park 

住所 大連市凌工路２号 大連理工大学科技園大厦 

ＨＰ http://www.dlutsp.com/index.asp 

万㎡余り 認定 ２００４年３月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

大連理工大学－七贤岭大学サイエンスパークは大連理工大学、大連海事大学、大連医科

大学、大連水産学院、東北財経大学、中科院大連化学物理研究所が共同で設立した大学サ

イエンスパークであり、大連国家ハイテク産業開発区の中の重要なサブパークの一つであ

る。主に取組む分野には、電子情報、新材料、バイオ製薬、環境保護及び省エネルギー、

海洋水産、石油化学、先進的な製造といった産業がある。 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 入居中の企業は９６社、各種の研究開発機構は７９社、仲介サービス機構は２０社、イ

ンキュベーション実施中のプロジェクトは１６７件、社会各方面から誘致した資金は３．

４７億元である。 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 

 

 資料 - ９３ 



 

No.20 

吉林大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 吉林大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 吉林省長春市高新技術開発区蔚山路２４９９号科技園大厦５楼 

ＨＰ http://kjy.jlu.edu.cn/ 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

吉林大学国家大学サイエンスパークは吉林省、長春市、及び吉林大学が共同で長春国家

ハイテク産業開発区に設立したもので、吉林省における唯一の国家レベルの大学サイエン

スパークであり、同区内に入居する企業は長春国家ハイテク産業開発区、吉林省開発区及

び長春市の優遇政策を受けられる。具体的には電子情報パーク、新材料パーク、現代農業

とバイオ技術パーク、自動車技術パーク、機械電子一体化パーク、及び創業センターより

構成される。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.21 

ハルピン工程大学国家大学サイエンスパーク 

哈尔滨工程大学国家大学科技園 中国語 名称 

英 語 National Science Park of Harbin Engineering University 

住所  

ＨＰ http://www.heusp.com/ 

７．６万㎡余り 認定 ２００３年１０月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

ハルピン工程大学サイエンスパークは、同大学の特長を生かすため、２００１年より投

資総額６億元で建設し始めた大学サイエンスパークである。同パーク内には「船舶インキ

ュベーションビル」、「龍江博士マンション」、「軍用工業ビル」等が相次いで建設され使用

開始となり、創業サービスセンター、教育研修センター、ネットワークセンター、技術製

品取引センター、投資融資センター、商務サービスセンター、及びオーバードクター専用

のワークステーションが建設された。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 ハルピン工程大学サイエンスパークは情報化、機会電気一体化、コンピュータ及び制御

技術、工業自動化制御、システムインテグレーション、海洋技術設備、流体機械、エネル

ギー設備等を主な取組み分野としている。 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 
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No.22 

ハルピン工業大学国家大学サイエンスパーク 

哈尔滨工業大学国家大学科技園 中国語 名称 

英 語 HIT National University Science Park 

哈尔滨市南岗区郵政街４３４ 号 住所 

ＨＰ http://www.usp.com.cn:81/index.asp 

万㎡余り 認定 ２００１年５月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

ハルピン工業大学サイエンスパークは１９９９年１２月にハルピン工業大学をベース

にして建設され始めた大学サイエンスパークであり、ハイテク企業のインキュベーション

基地、ハイテク成果の転化ステージ、イノベーション人材の養成揺籃でもある。 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークにて成長した企業はコンピュータ通信、エネルギー及び交通、新材料及び材料

設備、機会電子一体化、建築及び環境保護といった分野に取組んでいる。 

 

 

 

入居企業の現状 

 入居中の企業は１２０社、出身企業は３０社である。 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 ハルピン工業大学ロボット研究所が担当する、国家「８６３計画」の重点プロジェクト

の一つである自動包装ロボット生産ラインが、この程専門家グループによる検査に合格し

た（人民日報、2000 年 9 月 13 日）。 
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No.23 

復旦大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 復旦大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００１年５月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

復旦大学サイエンスパークは復旦ソフトウェアパーク、国家創業サービスセンター楊浦

インキュベーション基地、上海デジタル城、復旦ＳＫ創業センター、サイエンスパーク国

権サブパーク、枫林サブパーク、及び専門型インキュベーション基地、産業基地より構成

される。また、同パークの経営は復旦大学サイエンスパーク有限公司が行っているが、同

有限公司は復旦大学、上海五角場ハイテク連合発展公司、上海科技投資有限公司、上海市

科技創業センター等、６社が同投資した会社である。２００１年現在、同大学サイエンス

パークに入居中の企業は１０１社である。 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 復旦ソフトウェアパークは復旦大学と復華グループ等が共同で発足し建設しているパ

ークであり、復旦大学をベースにしながら周辺の１５の大学及び１００余りの研究開発機

構や企業も加盟している、タイマツ計画ソフトウェア産業基地でもある。コンピュータの

ハードとソフトの研究開発、成果インキュベーション、産業化、投資とリストマネジメン

トといった諸機能を一体化し、人材の養成や学術の交流にも資する大学産業パークになる

ことを目標としている。 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 

 

 資料 - ９７ 



 

No.24 

上海交通大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 上海交通大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００１年５月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

上海交通大学サイエンスパークは上海初の大学サイエンスパークとして、同大学及びそ

の周辺にある１４０の大学や研究機関をベースにして、上海市西南方向にある徐家匯にハ

イテク企業の集積地域にした。同パークは数多くの中小ハイテク企業が共同で構成した企

業グループともいえ、研究開発成果の「インキュベータ」であると同時に、中小企業のハ

イテク化への「加工器」でもある。同パークは関連大学だけではなく、大学以外の創業志

望者に対しても公開されている。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

入居企業の現状 

 上海交通大学の近くに、ハイテク企業及び人材を集結する「慧谷」が生まれ、１００社

余りの技術開発型企業がそこの複数のビルに入居している。その内３０％は交通大学の教

師や院生によって創立された企業であり、ソフトウェア設計等に取組んでいる。また国内

外の研究機関や企業が共同で設立した実験室は５０ある。 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.25 

同済大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 同済大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 中国上海市中山北二路１１２１号２楼 

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００３年１０月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

同済大学サイエンスパークは既に建設済みの国康路創業基地、赤峰路インキュベーショ

ン基地、三亜同済生態サイエンスパーク、青年創業基地と、現在建設中の上海国際設計セ

ンター、邯郸路基地と、建設予定の蘇州基地より構成される。 

 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 「国康路創業基地」は主として建築設計、グリーン建築、エネルギーや環境保護に、「赤

峰路インキュベーション基地」は主として工程情報、自動車エンジニア等のハイテク領域

に、「三亜同済生態サイエンスパーク」は主としてバイオ技術、生態建築、マルチメディ

ア等の領域に取組んでいる。 

 

 

入居企業の現状 

 国康路創業基地に入居した企業は２５社、研究開発機構３社、出身企業は７社。赤峰路

インキュベーション基地に入居した企業は９１社、研究開発機構８社、出身企業は１８社。

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 建設中の上海設計センターは日本の建築家安藤忠雄氏が設計担当。 
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No.26 

東華大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 東華大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 東華大学国家大学サイエンスパークは１９９７年１月、東華大学と上海市長寧区政府が

共同で創設した「中国紡績大学工業パーク」を原点にしたものであり、上海市長寧区に設

けられている五つの重点サイエンスパークの内の一つでもある。同パークは現在、中国に

おける６２の国家大学サイエンスパークの中で唯一紡織・服飾デザインを中心に取組む大

学サイエンスパークとして、その位置づけや目標を、中国紡織・服飾デザインのブランド

形成基地、紡織・服飾デザイン産業のトレンド発信基地、紡織・服飾デザイン企業の輸出

の窓口の建設であるとしている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークは紡織・服飾デザインを中心に取組んでいるが、科学技術成果の一次インキュ

ベーション基地と紡織・服飾デザイン産業パークという二つの区域から、相乗効果を追求

して周辺地域へ、ひいては中国における紡織・服飾デザイン業界全体に発信しようとさま

ざまな事業を展開している。 

 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 東華大学（旧中国紡績大学）は、中国上海市にあり、中国教育部に直轄される重点大学

の一つである。中国教育部と上海政府との協力により再編成された大学であり、両者によ

り運営されている。１９５１年に開学され、その前身となった中国紡績大学からの伝統で、

紡織・服飾デザイン等の分野においては中国だけでなく、海外でも高い知名度を持つ。 
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No.27 

上海大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 上海大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 上海市延長路１４９号上海大学科技楼 

ＨＰ http://www.sustp.shu.edu.cn/ 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

上海大学サイエンスパークの旧名は１９９１年設立された上海工業大学サイエンスパ

ークである。１９９３年９月、国家科学技術委員会の承認を得て、上海張江国家ハイテク

産業開発区に編入され、同産業開発区の「一区六園」を構成する一つの「園」であり、上

海市で最も早い時期に発足された１０のインキュベータの一つである。 

２００２年、「国家大学サイエンスパーク」としての建設が開始される。２００３年７

月、「国家大学サイエンスパーク」として認定される。同年、上海国際企業インキュベー

ションの一つとしても承認される。２００４年１２月、品質管理体系ＩＳＯ９００１、２

０００を通過した。２００５年５月、上海市技術型企業インキュベータ協会が選ぶ「最も

活力のある技術型創業パーク」に入選する。２００５年１０月、上海市技術型企業インキ

ュベータ協会のコンテストにおいて、最高点のＡ級を獲得する。２００５年１２月、中国

科学技術部より「国家ハイテク創業サービスセンター」として認定される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 マルチメディア、ＩＣ、ナノテク、ガラス芸術。 

 

 

入居企業の現状 

  

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 １９５８年に創設された上海市政府に所属する市立重点大学。理科、工科、文科をカバ

ーする総合大学で２００４年の在校生５万１０００人の内、学部学生２万５０００人、大

学院修士と博士５０００人、外国留学生１０００人、社会人学生２万人。全日制学生数は

上海一を誇る。 
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No.28 

華東理工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 華東理工大学国家大学科技園 名称 

英 語 Shanhai Science & Technology Park of ECUST Co.,Ltd.(ECUST Park)

住所 華東理工大学産業大楼４楼４０２室 

ＨＰ http://www.ecustpark.com/cn/index.asp 

万㎡余り 認定 ２００５年１１月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

華東理工大学サイエンスパークは「一園多基地、産学研一体化」（一つのパークに複数

の基地、産官学一体化）を基本的な考え方とし、研究開発センター、創業センター、産業

パークといった三つの特色を有する基地を設けている。 

 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 精細化学工業、バイオ医薬、新材料、環境保護等。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 １００年以上の歴史があり、化学工業を特色とする上海の研究型重点大学。現在、徐匯、

金山、奉賢の３つのキャンパスがあり、奉賢キャンパスは現在建設中である。 

 資料 - １０２ 



 

No.29 

華東師範大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 華東師範大学大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 上海市金沙江路１５５号虹楼３楼 

ＨＰ http://www.ecnu-kjy.com/news/index.asp 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

華東師範大学サイエンスパークは上海市教育委員会の承認を得て、華東師範大学と普陀

区政府が共同で設立した。主として電子と情報技術、バイオと医薬技術、水科学と環境保

護技術、新エネルギーと省エネルギー技術といった分野に取組んでいる。具体的には工業

パーク、申漢大厦、国昌楼、朝陽楼、枣陽楼、長風都市工業パーク、武寧科学技術共同体

及び平康工業パークより構成される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 長い歴史を誇る中国最初の師範大学である。中等、大学教育の教師と教育管理幹部を育

成することを主とし、現在、人文、教育科学、教育管理、外国語、法政、情報科学と技術

等の教育部門が設置されている。多くの教材や専門書を出版し、国内外でも大きな評価を

得ている。校内の建築はヨーロッパと中国の伝統的な風格が融合し、「花園にある大学」

といわれる程である。 

 

 資料 - １０３ 



 

No.30 

上海理工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 上海理工大学国家大学科技園 名称 

英 語 USST National Science Park 

住所 上海市楊浦区翔殷路１２８号 

ＨＰ http://www.usstsp.com/default.aspx 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

上海理工大学サイエンスパークは上海理工大学、上海市楊浦区政府、上海市科学技術協

会が共同で設立したパークであり、面積は約５．１万㎡を有する。対外研修エリア、研究

開発イノベーションエリア、インキュベーション創業エリアで構成され、先端的製造業の

企業本部、研究開発機構、業界団体、研修機構、製品設計センター及び公共的な技術プラ

ットフォームの誘致に注力している。２００６年１１月２２日、上海市政府経済委員会よ

り「上海市創意産業集積地域」と認定された。 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 １９９６年、華東工業大学と上海機械高等専科学校が合併して上海理工大学になった。

理科、工科、文科をカバーする総合大学である。 

 

 資料 - １０４ 



 

No.31 

南京大学－鼓楼地域国家大学サイエンスパーク 

中国語 南京大学－鼓楼高校大学国家大学科技園 
名称 

英 語 The National University Science Park of Nanjing University and 

Colleges in Gulou District 

住所 南京市広州路２２８号易発科技大厦３０１室、３０２室 

ＨＰ http://www.scipark.com/ 

万㎡余り 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

南京大学－鼓楼地域国家大学サイエンスパークは南京大学、河海大学、中国薬科大学、

南京師範大学、南京工業大学、南京郵電大学、南京医科大学、南京中医薬大学、南京工程

学院と鼓楼区人民政府が共同で創設したものである。同パークは建設に協力している大

学、研究機関の研究開発の実力と、江蘇省の経済、政治、文化センターの持つ優位性を生

かし、世界一流のサイエンスパークを目指して、有名な技術イノベーション及び創業パー

クにまで発展してきた。２００５年４月に、中国第１次「科学技術部技術型中小企業技術

革新基金の創業プロジェクトサービス機構」に認定された。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークは主にコンピュータソフトウェアの開発、電子情報、バイオ医薬、新材料等の

ＩＴ産業に力をいれ、研究開発、設計、企業育成及び科学研究成果の商品化や用途開発を

一体化しようとしている。また同パークは全国で初めて「南京大学ポストドクターワーク

ステーション」、「科学技術成果転換センター」、「江蘇省ＩＴ産業サービスセンターソフト

ウエア育成パーク」、「南京市ＩＴ国際ベンチャー投資サービスセンター」等の革新的な創

業プラットフォームを創設し、「江蘇省ＩＴ技術の産業化模範チーム」、「新南京を建設す

る模範チーム」、「南京市帰国留学生管理模範チーム」等と評されている。 

入居企業の現状 

 ２００５年の末までに、研究開発面積は伸べ２８万㎡、育成及び導入したＩＴ企業は伸

べ５２０社に達した。ルーセント科学技術、エマーソン電気、中国華電グループ南京自動

化（SAC）、聯創科学技術、日恒情報、中国モバイルソフト等、国内外の数多くの有名な研

究開発機構やＩＴ企業が既に入居している。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

 同サイエンスパークは南京市鼓楼区にあるが、ここは大学が最も集中しているエリアで

あり、文化的雰囲気が最も濃厚な都市の中心部である。 

 

 資料 - １０５ 



 

No.32 

東南大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 東南大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００１年５月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

東南大学国家大学サイエンスパークは「ベンチャーのインキュベーション基地、大学科

学技術成果の転化基地、イノベーション人材の養成基地、イノベーションモデル基地と工

程研究開発基地になる」ことを目標にし、移動体通信、ディスプレイ及び端末、コンピュ

ータネットワーク、ソフトウェア、集積回路、バイオ遺伝子、環境保護、光電子といった

分野の技術や製品の研究開発及び商品化等に取り組んでいる。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 東南大学は中国教育部に直轄される総合型の重点大学の一つとして、１０の国家重点学

科、二つの国家重点実験室、一つの国家専門実験室、二つの国家工程研究センター、五つ

の国家教育部重点実験室を有している。これをベースに同大学は多くの８６３計画、９７

３計画関連の研究開発プロジェクトに従事し、そのハイテクの研究実力は国内外において

知られている。１０年間、同大学は６００件の研究開発成果が国、省、市で各種の賞を得

ており、出願した特許数は数年連続で全国大学ランキングの上位に入る。 

 

 資料 - １０６ 



 

No.33 

南京理工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 南京理工大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ  

万㎡余り 認定 ２００３年９月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

南京理工大学サイエンスパークは南京理工大学と南京市白下区政府が共同創設したも

のである。２００１年に南京市政府の承認を得て建設が開始され、２００２年２月に江蘇

省大学サイエンスパークとして認定され、２００３年９月に国家大学サイエンスパークと

して認定された。また、２００３年６月に、国家知的財産局より「国家特許産業化実証基

地」と承認された。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 南京理工大学は、工、理、文、経、管、法に及ぶ六つの分野を網羅し、５５の学科があ

る。在籍学生数は約２万７０００人である。アメリカ、フランス、イギリス、日本、ロシ

ア、ドイツ等、数十カ国の大学や研究機関と提携を結んでいる。 

 

 資料 - １０７ 



 

No.34 

中国鉱業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 中国鉱業大学国家大学科技园 名称 

英 語 National University Science Park of China University of Mining and Technology

住所 徐州市解放南路核心区域 

ＨＰ http://www.cumtusp.com/ 

２０００年１０月  認定 面積 

 運営 連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 中国鉱業大学国家サイエンスパークは、科学技術部と教育部により認定された６２の国

家大学サイエンスパークの一つであり、国家の技術イノベーションシステムにおいて不可

欠な部分であるとともに、江蘇省における自主的なイノベーションを行うための基地でも

ある。２０００年１０月に企画及び着手が開始され、２００２年７月に省の大学サイエン

スパーク構築プログラムに加わり、２００６年１０月に国家大学サイエンスパークに昇格

した。同パークは今後３―５年を掛けて、ハイテク技術のインキュベーション、移転、成

長のモデルパークになることを狙っている。パーク内には研究開発、インキュベーション、

産業移転、教育、公的サービスの部門を含んでおり、広さは約２２０万㎡である。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 中国鉱業大学国家大学サイエンスパークは、中国鉱業大学の研究所、知的・情報技術資

源に基づいており、徐州市政府からの一連の資金的・政策的優遇を得ている。基本的な機

能としては、研究成果の移転、ハイテク産業のインキュベーション及び革新的な人材を育

成することである。それと同時に、同パークは技術、資本、才能、資本を融合させ、研究

機関と科学技術企業とそれらのサービスを融合させることで、新たな成長の源になること

を目指している。 

その他の特記事項 

  

 

 資料 - １０８ 



 

No.35 

江南大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 江南大学国家大学科技園 名称 

英 語  

中国江蘇省無錫市新区新華路１２号 住所 

ＨＰ http://www.wxusp.com/ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 江南大学サイエンスパークは１９９８年、元無錫軽工大学が無錫蠡園経済開発区に設立

した無錫軽工大学サイエンスパークをベースにしながら、２００１年、無錫市政府と江南

大学が検討し、無錫国家ハイテク産業開発区の発展の波に乗って、同産業開発区に無錫大

学サイエンスパークを建設することを決めた。２０１０年までに、Ａエリア（創業インキ

ュベーションエリア）、Ｂエリア（インキュベーション転化エリア）、Ｃエリア（研究開発

インキュベーションエリア）という三つの機能に注目する区域を建設すると構想されてい

る。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

Ａエリア（創業インキュベーションエリア）では光電子、精密機械、工業自動化、コン

ピュータソフトウェア、機器等に、Ｂエリア（インキュベーション転化エリア）ではバイ

オ工程、バイオ医薬、食品安全、新材料と帰国留学人員が従事する諸分野に、及びＣエリ

ア（研究開発インキュベーションエリア）では学際的、業際的な領域に取組むことにして

いる。 

入居企業の現状 

  

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 江南大学は中国重点大学の一つで、１９０２年に創立された三江師範学堂から変遷して

きた。国立中央大学、、南京南京大学工学院（現東南大学）、無錫軽工業学院、無錫軽工大

学を経て、２００１年１月、教育部の承認を得て、無錫軽工大学、江南学院、无锡教育学

院の三校が合併して総合大学としての江南大学となった。中国における軽工、食品、バイ

オ技術等、ハイテクの揺籃の一つとなっている。 

 

 資料 - １０９ 



 

No.36 

浙江大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 浙江大学国家大学科技園 名称 

英 語 Zhejiang University National Science Park (ZUNSP) 

住所 中国浙江省杭州市西溪路５２５号 Ｃ座５０１室 

ＨＰ http://zjusp.zju.edu.cn/ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 浙江大学国家大学サイエンスパークは地方政府及び市政府と浙江大学の共同で設立さ

れたもので、その後、中国科学技術部と教育部により認定された１５の第１次国家大学サ

イエンスパークの一つである。歴史的観光地としても有名な杭州市の美しい西湖の近くに

位置している。美しい環境と便利な交通、総合的な施設、統合的な運営と開かれた政策に

よって、「現地のハイテク開拓者達の夢舞台となるであろう」と期待されている。また現

在、同パークのサブバークとして江西分園、寧波分園及び濱江分園を有している。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

漸江大学国家大学サイエンスパークはその建設以来、「overall plan, humanism, 

marketability and open policy」のガイドラインに従い、情報科学技術、ライフサイエ

ンス及び現代農業、新素材及びナノ素材の３分野において、技術革新、研究成果の移転、

ハイテク企業のインキュベーション、技術能力の育成及びハイテク産業の拡張を強力にサ

ポートするとしている。 

入居企業の現状 

 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

地方政府と市政府は杭州国家ハイテク産業開発区との共同による一連の政策によって

大きな支援を続けている。 

 

その他の特記事項 

 漸江大学国家大学サイエンスパークは長い歴史を持つ漸江大学に属しており、同大学の

多様な学科、人的資源及び技術力は同パークの技術イノベーションにおけるバックボーン

となっている。 

 

 資料 - １１０ 



 

No.37 

浙江省国家大学サイエンスパーク 

中国語 漸江省国家大学科技园 名称 

英 語 The University National Science Park of Zhejiang Province 

住所 中国浙江省杭州市天城路９１号 

ＨＰ http://www.zjsusp.com/ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 浙江省国家大学サイエンスパークは浙江工業大学、浙江理工大学、中国計量学院、江幹

区政府の共同で設立されたもので、２００２年１０月に浙江省大学サイエンスパークと認

定され、２００５年１２月に国家大学サイエンスパークと認定された。具体的には研究開

発情報の総合サービスプラットフォーム、産業インキュベーション基地、科学技術研修エ

リア、会議展示センター、研究開発オフィスビルから構成される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

上記各大学の優位性を生かす形で、特にバイオ化学及び新医薬技術、新材料及び応用技

術、光電子と情報技術、機電一体化と先進的製造技術、環境保護と省エネルギー技術、服

飾と繊維加工技術等の分野に取組んでいる。 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

 

その他の特記事項 

 浙江省は南東部沿海地域、長江デルタ以南に位置し、北東は中国最大の都市上海と隣接

する。陸地面積は１０万１８００平方キロ。この内山地と丘陵が７０．４％、平原と盆地

が２３．２％、河川と湖沼が６．４％を占める。同省の海岸線の総延長は６４８６キロで

国内一。中国で最も島の多い省でもある。 

 

 資料 - １１１ 



 

No.38 

合肥国家大学サイエンスパーク 

中国語 合肥国家大学科技园 名称 

英 語 Hefei National University Science Park 

住所 安徽省合肥市黄山路６０２号 

http://www.hfusp.com/ ＨＰ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 合肥国家大学サイエンスパークは科学技術部と教育部が認定する２２の第２回国家大

学サイエンスパークの一つで、中国科学技術大学、合肥工業大学、安徽大学、解放軍電子

工程学院等１０の大学が集まった形で、合肥国家ハイテク産業開発区内に位置しているパ

ークである。便利な交通に基づき安徽省で最大の頭脳集中地域となっており、インキュベ

ーションセンター、中国科学技術大学産業エリア、合肥国家大学産業エリア、安徽大学産

業エリアの４つで構成されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

合肥国家大学サイエンスパークのインキュベーションセンターの面積は２．１万㎡であ

る。主として電子情報、光化学、バイオ製薬、新素材等に取組んでいる。 

入居企業の現状 

 合肥国家大学科技園のインキュベーションセンターには６０企業が入居している。中国

科学技術大学産業エリアは約２０万㎡の広さで、USTC CHUANGXIN Co., Ltd.、ANHUI USTC 

iFLYTEK Co.,Ltd.、Hefei Huaxi Sci- Tech Co., Ltd.、KDlian Safety Technology Co.,Ltd.

等のハイテク企業から成る。合肥国家大学産業エリアの面積は１．５万㎡であり、重要な

企業は、the Composite Material Company of Hefei University of Technology 、

Antecedesign Microelectronic Technology Company of Hefei University of Technology、

Hefei Hans Information Technology Co., Ltd.等である。安徽大学産業エリアは約３．

７万㎡の広さをカバーしている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 安徽省合肥市は同省の中央にあり、南部を走る淝河を通じて長江から海に出ることがで

きる。省都として行政施設が多数置かれている他、石油関連のオフィスが目立つ。大規模

な工場は少ないが主要大学があることも関係して、技術研究開発の施設に重点が置かれて

いる。 

 

 資料 - １１２ 



 

No.39 

厦門大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 厦門大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

年月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 厦門大学サイエンスパークは厦門大学が１９９９年より設立し始めたパークであり、主

にバイオ化学、医薬、精細化学、海洋と環境工程、新材料と新エネルギー等を重点領域と

位置づけて、合成化学インキュベーションセンター、バイオ医薬センター、農業技術セン

ター、ナノテクセンター及びマイクロ電機センターといった５つの専門インキュベーショ

ンセンターを建設した。 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

入居企業の現状 

  

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同パークでは、研究開発成果の商品化・産業化は５０件余りあり、特許出願数は６０件

余り、付与された特許は３０件余りである。その中、バイオ医薬インキュベーションセン

ターは１１件の発明特許を取得し、現在３件の国際特許を出願中である。また、合成化学

インキュベーションセンターは９件の発明特許を付与された。 

その他の特記事項 

 厦門市は中国における四つの経済特区の一つである。 
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No.40 

南昌大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 南昌大学国家大学科技园 名称 

英 語 The National University Science Park of Nanchang University 

住所 江西省南昌市高新開発区高新大道５８９号 

ＨＰ http://www.jxsme.gov.cn/ncu_park/ 

２００４年４月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 南昌大学サイエンスパークは１９９９年３月に建設が開始され、現在は南昌国家ハイテ

ク産業開発区に立地する「主園区」（メインエリア）、発光材料、食品工程、機電工程、情

報工程、バイオ製薬、稀土工程、化学工程といった７カ所の専門型インキュベータを内容

とする「研究開発区」（研究開発エリア）、三つの産業基地を設けた「産業インキュベーシ

ョン区」、アメリカ、フランス、イギリスとの提携も含めて展開される「培訓区」（研修エ

リア）、「虚擬園区」（バーチャルパーク）というように構成されている。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

南昌大学サイエンスパークは主として電子情報とネットワーク、バイオ物質転換と生態

環境、化学と材料（稀土、発光材料）、バイオ製薬と食品工程及びその他知的密集型のハ

イテク成果の商品化や産業化に取組む。パーク内の企業及び機関の年工業総生産高は３．

２億元であり、創出した就職機会は２５６８件、育成した人材は２３００人余り、提供し

た企業インキュベーション用の面積は５．６万㎡である。 

 

入居企業の現状 

 入居した企業は４７社、累計出身企業は１６社。また入居した研究開発機構は１９社、

仲介サービス機構は８社。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

  

 

 

 資料 - １１４ 



 

No.41 

山東大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 山東大学国家大学科技園 名称 

英 語 National Park of Sundo University 

住所 山東省済南市文化西路４４号 

ＨＰ http://www.sp.sdu.edu.cn/ 

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 ２００１年、同大学サイエンスパーク建設が開始された。山東省及び済南市政府の指示

の下で、済南国家ハイテク産業開発区が１．７億元を投資し、１２．９万㎡の建築面積を

有する大学サイエンスパーク用の施設を建設し、同パークから出身した企業または他の大

学や研究機関からの入居企業に対し特恵を与えることにした。２００３年、国家大学サイ

エンスパークとして認定された。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

２００３年現在、同パークに入居中の企業は８０社、３年間の販売営業収入は累計５億

元であり、年の増加率は２０％を超えている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

 

 

その他の特記事項 

 山東大学は１９０１年に開校し、中国で最も歴史ある有名大学の一つである。国際交流

も盛んで、アメリカや日本等３０の大学と学術交流を行っている。２０００年、中国にお

ける大学再編の中で、山東工業大学、山東医科大学を吸収合併した。 
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中国石油大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 中国石油大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所 山東省済南市文化西路４４号 

ＨＰ http://www.sp.sdu.edu.cn/ 

８．９万㎡ 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

 中国石油大学国家大学サイエンスパークは中国石油大学、東営市、勝利石油管理局の共

同で建設されたパークであり、中国石油大学の優位的学科、勝利石油の研究開発機構の開

発力及び東営市の良好な創業環境という産官学の有機的な連携の下で、研究開発、企業イ

ンキュベーション、科学技術成果の転化を一体化させるサイエンスパークである。具体的

には総合インキュベーションエリア、中国石油大学技術型創業センター、ソフトウェア創

業パークより構成される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

石油探査、開発と加工利用及び関連産業を中心に、石油に関する化学工業の技術、製品、

ソフトウェア、設備を発展させ、新材料、電子情報、環境保護と機電一体化のハイテク分

野に取組む。ここで開発し知的財産を有する製品が４１あり、技術取引、工業生産、貿易

収入の合計は３．８６億元である。 

 

 

入居企業の現状 

入居中の企業は１１７社で、出身企業は３８社である。 

 

関連施策、特許等の成果 

 中国石油大学サイエンスパークの特許出願数は累計８６０件であり、年の平均増加率は

２５％以上である。その内、発明特許は２９０件に上っている。２００６年、同パークが

出願した特許は３１１件であり、現地で出願された特許の２１％を占める。付与された特

許は２４９件であり、登録商標数は２６件、ソフトウェア著作権の登録は１６件である。

その他の特記事項 

 中国石油大学国家大学サイエンスパークは２００４年４月、山東省初の「省特許パーク」

と認定され、２００７年８月に、中国国家知的財産局により「国家知的財産実証パーク」

と認定された。これは２７カ所の「国家知的財産実証パーク」の中で、唯一の国家大学サ

イエンスパークである。 

 

 資料 - １１６ 



 

No.43 

河南省国家大学サイエンスパーク 

中国語 河南省国家大学科技園 名称 

英 語 The National University Science Park of Henan Province 

住所 鄭州国家高新技術産業開発区冬青街７号 

ＨＰ http://www.hnusp.com.cn/ 

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 ２００２年２月、河南省大学サイエンスパークの建設が開始される。 

２００２年３月、同パークの副省長が召集人となり、関係大学による共同会議制度が開

始される。 

２００３年１０月、鄭州国家ハイテク産業開発区、鄭州大学、河南農業大学、河南工業

大学、鄭州軽工業学院が共同で同パークの運営会社を設立。 

２００４年１１月、国家大学サイエンスパークとして認定される。 

鄭州国家ハイテク産業開発区からも多くの支援を受けるパークであり、河南省国家大学

科技園発展有限公司が主体的にその運営に当たっている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

主に電子情報、光電一体化、新材料、バイオ医薬、現代農業といった分野を中心に展開

し、２００７年３月、販売売上は５．７３億元、工業総生産高３．３８億元。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

２００７年３月現在、入居企業は１６１社で、その内ハイテク企業は３４社である。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 鄭州市は河南省の省都の所在地である。殷の時代より３５００年の歴史をもつ国家歴史

文化名都市である。旧市街の東部（鄭東地区）に５０万人規模の新都市建設が計画されて

いる。尚、この新都市建設の計画案は建築家の故黒川紀章氏の立案である。 
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武漢東湖国家大学サイエンスパーク 

中国語 武漢東湖高新区国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ － 

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 武漢東湖国家大学サイエンスパークは華中科技大学、武漢大学、華中農業大学、武漢理

工大学、華中師範大学、武漢長城創新といったそれぞれのサイエンスパークより構成され、

武漢東湖にある国家ハイテク産業開発区内に分散されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

華中科技大学サイエンスパークの面積は約６６．７万㎡であり、同大学の実力と資源を

生かし、ハイテク企業と人材及び優れた制度の育成基地の建設を目標としている。武漢大

学サイエンスパークの面積は約６０．７万㎡であり、バイオ技術、医薬技術、新材料と光

電子情報技術をメインに、研究開発の成果を産業化に転換することを目標にしている。華

中師大サイエンスパークの面積は約４０万㎡であり、ＮＭ材料、無機化学工業材料、環境

保護材料、光メモリー技術をメインに取組み、コンピュータソフト（特に小、中、高等学

校に関する教育ソフト）基地、文化出版基地、高水準の中、高等学校教育基地の建設を目

標にしている。武漢理工大学サイエンスパークの敷地は１．５万㎡であり、光ファイバー

センサー、生物医学材料、ハイテク建築用材料、工業廃棄物及びリサイクル、交通環境保

護をメインに取組んでいる。 

入居企業の現状 

華中科技大学サイエンスパークには華工科技、華工レーザー、華日レーザー（中日合弁

会社）、華工映像、開目ソフト、天喩情報、正元光子、同済医薬、華工電気、正昌光電、

光晶電子、武漢希王生物、華大世紀、湖北四達等が入居し、武漢大学サイエンスパークに

は武大有機シリコン新材料、武大巨成、武大弘毅新材料、武漢泰豪鳳凰光電子、武漢華之

洋光電、武漢泛泰思、武漢星元、武大医療、武漢維沃太、天奥製薬、武大創投等が入居し、

武漢理工大学サイエンスパークには日本網野株式会社等が入居している。 

関連施策、特許等の成果 

 武漢国家ハイテク産業開発区は国家知的財産モデルパークとして認定されている。 

その他の特記事項 

 武漢ハイテク産業開発区には中国初のインキュベータがある。また世界的にも有名な国

際光電子博覧会の開催地でもある。 
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岳麓山国家大学サイエンスパーク 

中国語 岳麓山国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 岳麓山国家大学サイエンスパークは中南大学、湖南大学、国防科技大学、長沙礦冶研究

院、長沙礦山研究院、湖南師範大学、湖南中医薬研究院、長沙建機院の共同で建設された

国家大学サイエンスパークである。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

 

 

その他の特記事項 
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華南理工大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 華南理工大学国家大学科技園 名称 

英 語  

広東省広州市天河区五山路華南理工大学北区科技園１栋３０３号 住所 

ＨＰ http://www.nspscut.com/ 

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 華南理工大学国家大学サイエンスパークは中国科学技術部、教育部により認定されたパ

ークであり、同大学の北部に約４３．３万㎡の面積で建設が定されている。現在、同パー

クは華南理工大学科技園有限公司によって運営されており、同有限公司は現在全額または

一部の株を持っている。華南情報技術有限公司、華工電脳網絡工程公司、華南理工大学ソ

フトウェア研究開発センター、万浮バイオ製薬有限公司、華南理工大学国家大学計算機応

用研究所等を有すると同時に、二つの国家工程研究センターを含む四つの工程研究センタ

ーを管轄している。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

電子情報、新材料、バイオエンジニア、環境保護、機光電一体化等。 

入居企業の現状 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

 

その他の特記事項 

 華南理工大学は１９５２年に中山大学、嶺南大学、華南聯合大学、広東工業大学等５省

９大学の理工系学部が合併して創立された、国家教育委員会直属の重点大学の一つであ

る。現在は理工系を中心に、文・商工学部等も備える総合大学となっている。また、国家

重点実験室、研究所や華南地区のインターネットセンターが学内に設置されており、華南

地区の理工系の頭脳集団といえる。 
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中山大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 中山大学国家大学科技園（中山大学科技園） 名称 

英 語 Sun Yat-Sen University Science Park 

住所 中国広東省広州市新港路１３５号 

ＨＰ http://www.zsusp.com/main/default/aboutUs.aspx 

２００６年９月 １５万㎡ 認定 面積 

同パーク管理有限公司 運営 連絡  

パークの概要 

 中山大学国家大学サイエンスパークは中山大学の技術力や人材等のリソース、また中山

大学の学部教育の特徴をベースにし、イノベーションや産学連携の実現に繋ぐ社会的なリ

ソースとの効果的な結合を狙って、２００３年２月に中山大学と広州市海珠区政府の共同

で設立された。その後、２００３年３月に広東省大学サイエンスパークとして認定され、

２００４年１１月に一期工程が終了しオープンとなり、２００６年９月に国家大学サイエ

ンスパークに認定された。同パークの構成は下図参照。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

中山大学サイエンスパークはオープンからまだ間もないこともあって、目立った経済効

果等についての統計発表は見られない。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

現在、ＩＴ、バイオ医薬、環境保護等の入居企業は１１２社、累計出身企業は２５社。

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同パーク内、財務、法務、商務等の公共サービスを提供する機構は２１社。 

 

 

その他の特記事項 

 現在、主題インキュベーションサブパーク二期工程や技術文化センター等を建設中。 
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深セン虚擬国家大学サイエンスパーク 

中国語 深圳虚擬大学園 名称 

英 語 Shenzhen Virtual University Park 

住所 深圳市高新技術産業園区南区深圳虚擬大学園大楼 

ＨＰ http://www.szvup.com/ 

１９９９年９月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

深セン虚擬国家大学サイエンスパークは、ハイテク産業の活発な発展を意図した深セン

市政府の戦略的な産業育成事業の一環として、深セン国家ハイテク産業開発区の南部に位

置するパークである。深セン虚擬大学サイエンスパークは１９９９年９月に設立され、２

００３年に科学技術部と教育部から国家大学サイエンスパークとして認定された。同パー

クの意思決定機関は市長を会長とする共同議会であり、メンバーには大学レベルのトップ

から市政府の関係部局のリーダーが含まれる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 

 

入居企業の現状 

４８機関と１８のネットワークメンバーが入居している。前者には、Tsinghua 

University、 Peking University、Harbin Industry University 等の３５の国内の有名大

学が含まれ、The Chinese Academy of Sciences と The Chinese Academy of Engineering

の活動基地や、The Hong Kong University of Science and Technology、Hong Kong 

Polytechnic University、 City University of Hong Kong、 Hong Kong Baptist University、

University of Hong Kong 等の香港からの５大学や、フランスの Lyon Central Polytechnic 

University of France (L'Ecole Centrale de Lyon de France)が含まれる。 

関連施策、特許等の成果 

 同パーク内の大学や学術機関の資源をもとに、以下の４つのプラットフォームが段階的

に形成されてきた。 

① 能力教育プラットフォーム 

② インキュベーションサービスプラットフォーム 

③ 成果移転及び産業・教育・調査の結合プラットフォーム 

④ イノベーションプラットフォーム 

その他の特記事項 
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No.49 

重慶大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 重慶大学国家大学科技園 名称 

英 語  

重庆市沙坪坝区沙正街１７４号 住所 

ＨＰ http://kjy.cqu.edu.cn/kjy/ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 重慶大学国家大学サイエンスパークは第１次に認定された国家大学サイエンスパーク

の一つであり、核心的区域、バイオ医薬基地、イノベーション創業パークという三つの区

域から構成されている。また、核心的区域はインキュベーションエリア、科学技術貿易エ

リア、「人材の家」（エリア）からなっている。重慶周辺まで波及するハイテクのイノベー

ションの源、ハイテク企業を育成するインキュベータ、ハイテク企業の技術イノベーショ

ン基地、イノベーション創業人材の揺籃、西部大開発における産官学連携の重点基地にな

るよう、取組み中である。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 主として、光機械電気の一体化、電子情報、バイオ医薬、新材料と環境保護技術といっ

た分野に取組む。 

 

 

 

入居企業の現状 

 入居しているハイテク企業は１００社を超えている。 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 重慶大学国家大学サイエンスパークに入居している企業は重慶国家ハイテク産業開発

区に入居している企業と同様の関連優遇政策を享受できる。 

 

その他の特記事項 

 重慶大学は、１９２９年創立の工学を主体とする総合大学であり、楊振寧、李政道等国

際的に有名な学者による講演が行われたこともある。 
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No.50 

重慶市北碚国家大学サイエンスパーク 

中国語 重慶市北碚国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ http://www.swusp.com.cn/zh/index/default.asp 

２００４年１０月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 重慶市北碚国家大学サイエンスパークは２００２年５月に西南大学と重慶市北碚区政

府が共同で創設した大学サイエンスパークであり、重慶市における科学技術産業の発展に

かかわる重大なプロジェクトであると同時に、北碚区政府が「科教興区」（科学技術や教

育による区の振興）戦略を具現化する重大なプロジェクトでもある。具体的には「三区（エ

リア）一街」、すなわち、技術イノベーションエリア、専門型インキュベーションエリア、

人材誘致集積エリア、及び情報、研修、展覧、貿易、公共サービスを一体化させる科学技

術商店街より構成される。 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 同パークは主として、生態環境の保護、バイオ農業、メカトロニクス及び新材料を中心

に取組む。２００４年、入居中企業の工業総生産高は２億３７００万元、納付税金１１０

０万元であった。 

 

入居企業の現状 

 同パークに入居している国家及び省庁レベルの研究開発機構は２７社、建設した試験・

モデル基地は２６カ所であり、その試験・モデル基地の面積は約４８００㎡である。また

建設した総合型インキュベータ１カ所、面積は１．７万㎡、専門型インキュベータは３カ

所、面積は１．２万㎡。入居中の企業は８９社、その内、所轄大学と関係のある企業は６

６社、ハイテク企業は１７社である。また、同パーク出身企業は１８社ある。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 重慶市北碚区は、同区の文物調査によって、明代に作られたものと専門家が鑑定する「石

仏石窟群」が発見されたことで知られている。 
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No.51 

四川大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 四川大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ http://kjy.scu.edu.cn/ 

２００１年５月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 １９９９年１２月、四川大学国家大学サイエンスパークの建設が開始される。 

 ２０００年９月、四川省政府トップが視察し、同パークの建設推進が指示される。 

 ２００１年５月、四川大学国家大学サイエンスパークとして認定される。 

 同サイエンスパークは山東省魯能グループとの提携協定に調印し、共同で建設すること

となってから、成果のインキュベーション（商品化）、企業のインキュベーション、科学

技術産業の育成、人材の育成、技術サービス等を一体化するプラットフォームになるよう、

諸事業に取組んでいる。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

入居企業の現状 

 入居企業は４１社。国家レベルの工程研究センターは２社、省庁レベルの工程研究セン

ターは４社である。 

関連施策、特許等の成果 

 同パークが提供するサービスは主として、法務や税務等の行政サービス、投資融資サー

ビス、仲介・マッチングサービス、技術の開発、改良及び輸出に関する技術支援サービス、

事業計画や経営戦略等の策定に関するコンサルティングサービス、関連情報提供サービ

ス、人材育成サービスといったものである。 

その他の特記事項 

 四川大学は、中国教育部が旧四川大学・成都科技大学の二つの重点大学を合併して組織

され、中国西部地区において最大規模、かつ学部領域（哲学・経済学・法学・文学・歴史

学・理学・医学・管理学）の最も広い総合大学である。２００４年１０月１日、中国内外

に向け、学部生向けの学科の整備、大学院生の教育、科学研究、人事、財務、経済等をそ

れぞれ担当する副学長８人を任期４年で公開募集した。大学の副学長すべてが公開募集で

選出されるのは、中国初のケースとなった。 
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No.52 

電子科技大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 電子科技大学国家大学科技園 名称 

英 語  

成都市天辰东路１６号 住所 

－ ＨＰ 

２００１年５月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 電子科技大学国家大学サイエンスパークは第一次に認定された国家大学サイエンスパ

ークの一つであり、「成電ＩＴ産業基地」とともに、同大学が打ち出す「一校二園」（一つ

の大学に二つのパーク）方針の一つである。 

 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 電子情報技術分野を中心にハイテク企業の育成に取組む。 

 

 

 

 

入居企業の現状 

 入居企業は５０社余り。成都三泰（銀行関連システム）、成都優立（マイクロ通信）、成

都易通（ネットワーク通信）等の有名企業も入居している。 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同大学が創設してから５０年間で、多くの科学技術成果が得られた。その中で、国家レ

ベルの賞を授与されたのは４３件、関係省庁や地方レベルの賞を授与されたのは５９９

件、発表された論文や著書は３万３２９９篇（件）、特許出願は４６２件に上っている。 

 

その他の特記事項 

 同大学は国家大学生文化素養教育基地、国家集積回路人材育成基地、国家ソフトウェア

人材国際養成（成都）基地としても認定・指定されている。 
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No.53 

西南科技大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西南科技大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所 四川省綿陽市西南科技大学国家大学科技園 

ＨＰ http://kjy.swust.edu.cn/ 

年月 ４．９８平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 ２００１年５月、西南科技大学国家大学サイエンスパークとして建設が開始される。 

 ２００３年１０月、西南科技大学国家大学サイエンスパークとして認定される。 

 設立当初は「市校共建、以市為主」（綿陽市と西南科技大学が共同で建設するが、綿陽

市を主とする）とされていたが、２００７年末より「市校共建、以校為主」（綿陽市と西

南科技大学が共同で建設するが、西南科技大学を主とする）に変更し、同大学産業部門に

所管されることとなった。同大学内外のさまざまなリソースを融合しながら、主要エリア、

研究開発エリア、産業エリア、養成エリアの四つのエリアを連動的に建設していくことを

目標としている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 現在、同サイエンスパーク内には、新材料技術、情報技術、環境エンジニアリング技術

及びバイオ技術に関する四つの専門型インキュベータが設けられており、合計面積は７５

７０万㎡である。また総合型インキュベータは１カ所で、面積は２．２億㎡になる。更に

九州の企業グループと共同で「国家８６３ソフトウェア専門型インキュベータ」を設けた。

また、工業総生産高は７．５億元、利益２０００万元余り。 

入居企業の現状 

 同パークへの入居企業は３７４社であり、維博電子、西科種業、科瑞軟件、長鑫新材料、

福德科技、昊天電子、芸精長運等多くのハイテク企業を誕生させた。 

関連施策、特許等の成果 

 入居中の企業から出願された特許は３４件であり、付与された特許権は２２件である。

また、同パークに入居している研究開発機構は２１社である。 

その他の特記事項 

 西南科技大学は、２０００年８月に西南工学院と綿陽経済技術高等専門学校が合併して

設立された。１７の学部と１２の修士課程があり、土木工学部・コンピュータ科学部・環

境工学部といった学部に加えて、法学部･文学部等文系の学部を持つ総合大学である。学

生数は約２万４０００人、教職員数は２１００人である。２００５年７月１日、広島工業

大学にて、同大学と西南科技大学の交流協定が調印された。 
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No.54 

西南交通大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西南交通大学国家大学科技園 名称 

英 語 Southwest Jiaotong University Science Park 

住所 成都市交大路１４２号西南交大科技园 

ＨＰ http://www.swjtusp.com/index.php 

２００５年１１月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 １９９４年、西南交通大学サイエンスパーク「実業総公司」が設立される。 

 １９９８年、成都市金牛区政府と共同で「西南交大金牛区ハイテク産業パーク」が創設

される。 

 ２００１年、同サイエンスパークのインキュベーション機能が全面的に始動される。 

 ２００３年、四川省科学技術庁と教育庁が、同サイエンスパークの国家レベルへの昇格

申し込みに対し、正式に支持を表明する。 

 ２００５年、同サイエンスパークは中国大手企業クループである五糧液集団との提携を

実現する。 

 ２００８年１２月、同サイエンスパーク彭州産業パークの開工式が行われる。 

 現在、同サイエンスパークはインキュベーションパーク、研究開発基地、研修基地、産

業パーク、及び産官学モデル基地により構成されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

  

 

 

入居企業の現状 

 交通と物流のシステム企画及び開発プロジェクト起業チーム、高速道路知的制御システ

ムの研究開発プロジェクト起業チーム、西南交通大学の地下事業の情報化技術に関する研

究開発センター、列車運行安全警報システムの研究開発プロジェクト起業チーム、成都達

尓電子システム有限公司等。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 西南交通大学は１８９６年に創立し、１００年余りの歴史を持つ大学である。工科を特

色としながら、文学、経済学、管理学、法学等を兼ね備える総合的国家重点大学である。
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No.55 

雲南省国家大学サイエンスパーク 

中国語 雲南省国家大学科技园 名称 

英 語  

住所  

http://www.ynupp.gov.cn/ui/index.aspx ＨＰ 

年月  認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 雲南省国家大学サイエンスパークは２０００年７月、雲南大学、昆明理工大学、雲南師

範大学、雲南農業大学、昆明医学院、雲南中医学院、大理学院、雲南財貿学院が共同で建

設したものであり、雲南省におけるイノベーション体系を構成する重要な部分であると同

時に、雲南省にある昆明国家ハイテク産業開発区を構成する重要な一部でもある。 

 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

２００７年現在、入居企業が創出した収入総額は１億１８１５万元、工業総生産高は３

０８７．４万元、納付税金５３６．６万元である。 

 

 

入居企業の現状 

 ２００７年現在、同パークに入居した企業は５６社であり、その内認定されたハイテク

企業は１３社、研究開発機構は３社である。 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 ２００７年現在、入居企業が出願した特許は４９件、その中で発明特許の出願は３４件

であり、付与された特許は２４件、その中で発明特許は２２件になっている。 

その他の特記事項 

 雲南省は中国有数の少数民族地帯である。ナシ族、ミャオ族、タイ族、チベット族等２

５の少数民族が多様な文化を持って暮らしている。豊富な自然資源に恵まれ、「植物の王

国」、「動物の王国」、「漢方薬材の里」という名称がある。省都の昆明は年間を通して穏や

かな気候で緑が絶えることがないことから“春城”とも呼ばれる。また、「昆明国家バイ

オ産業基地」が設けられている。 
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No.56 

西安交通大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西安交通大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ  

 認定 ２００１年５月 面積 

運営 同科技園有限公司 連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 １９９７年、西安交通大学サインスパークの建設が開始される。 

１９９９年１２月、西安大学国家大学サイエンスパーク実証パークとして指定される。

２００１年５月、西安交通大学国家大学サイエンスパークとして認定される。 

同パークはハイテク企業のインキュベーション、技術イノベーション、及びイノベーシ

ョン創業人材の育成等に注力している。国際科学技術教育ビル、国際インキュベーション

ビル、創業ビル、バイオ技術実験室、博源インキュベータ、開元インキュベータ、思源イ

ンキュベータといった施設の建設も計画通りに進められている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

西安交通大学サイエンスパークは情報技術、新材料技術、バイオ医薬技術、及び情報技

術をベースにした他のハイテクを重点分野にして取組んでいる。２０００年現在、工業総

生産高は３０億元。２００３年現在、販売収入は３３億元。養成した多様な技術人材は５

７００人。 

 

入居企業の現状 

２００３年現在、入居企業は１０９社で、その中でハイテク企業は３４社、出身企業は

１７社である。 

 

関連施策、特許等の成果 

 ２００３年現在、自ら知的財産権を有する新製品の開発は７１件、その内国家や省庁等

の計画に入っている新製品は３８件。特許出願数は累計５６件、付与された特許権は３５

件である。 

その他の特記事項 

 西安交通大学は１８９６年に創立された、国家教育部直属の重点大学であり、北京の清

華大学・上海の交通大学と並ぶ、１００年以上の歴史を誇る理系名門校である。キャンパ

スは興慶宮公園の向かいにあり、この公園は西暦７１４年から９０７年まで唐王朝の宮殿

があった場所で、園内には日本の阿倍仲麻呂の記念碑もある。 
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No.57 

西北工業大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西北工業大学国家大学科技園 名称 

英 語 Northwest Institute of Technology National University Science Park 

住所 西安国家ハイテク産業開発区 

ＨＰ http://www.npustp.com/ 

 認定 ２００５年１月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 西北工業大学国家大学サイエンスパークは西北工業大学と西安国家ハイテク産業開発

区が共同で投資し設立したものである。具体的には国防サイエンスパーク、研究生創業パ

ーク、サイエンス産業パーク、研究開発インキュベーション基地、国際協力と養成基地等

により構成されている。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 西北工業大学は中国国防科学技術委員会に所轄される大学であり、中国において唯一の

航空、宇宙、航海の発展に取組む国家重点大学である。２００７年３月２７日、西北工業

大学国家大学サイエンスパーク（新疆）塔城パークの調印・除幕式が行われ、西北工業大

学の技術力と新疆塔城地区の資源力とが相互補完する形になった。 
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No.58 

西安電子科技大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西安電子科技大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ － 

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 西安電子科技大学国家大学サイエンスパークは西安電子科技大学の特有のリソースや

強みをベースにしながら、同大学で生まれた科学技術の研究成果を中心とした商品化や産

業化へとつなげるための、産官学連携のプラットフォームになるように注力している。同

パークは新型システムが整ったビル及び製品展示ホール、電子商務ビル及び研究開発セン

ター、専門家向け住宅及び関連施設、グリーンガーデン、インキュベーションセンターか

らなることが構想されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 西安電子科技大学には国家（国防）重点実験室３カ所、教育部重点実験室３カ所、教育

部工程研究センター１カ所、情報産業部重点実験室１６カ所が設けられており、「８６３

計画」、「９７３計画」、国防イノベーション事業等の１６００件のプロジェクトを担当し

た。その中で、五つの国家科学技術賞、４７の省庁レベルの賞、２１の国防科学技術賞が

授与された。また、同大学は産官学連携にも積極的に取組んでおり、ＩＢＭ、ＨＰ、ＴＩ

及びインテル等国内外の著名な企業と共同で３１の連合実験室を設立した。 

その他の特記事項 

 西安電子科技大学は１９３１年、毛沢東により設立された中国初のエンジニア技術学校

を前身とし、電子工学を主として、文学、管理学、工学等を兼ね備えた総合大学である。

情報通信というカテゴリーで見た場合、中国大学ランキングの２位にランクされた年もあ

る。 
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No.59 

西北農林科技大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 西北農林科技大学国家大学科技園 名称 

英 語  

住所  

ＨＰ － 

 認定 ２００１年５月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 西北農林科技大学国家大学サイエンスパークは第一次に認定された２２の国家大学サ

イエンスパークの中で唯一農林業関連に属するものであり、楊凌国家農業ハイテク産業モ

デル区の中に設けられている。同パークは①国家大学サイエンスパークの建設基準に沿っ

て建設する「中心エリア」、②楊凌国家農業ハイテク産業モデル区に与えられた優遇政策

や創業ステージを基礎にして、農業成果及び農業企業をインキュベーションし展示する

「展示エリア」、及び③同パーク以外の地域に影響させる「波及エリア」から成ることが

構想されている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

総合型インキュベータ、流通企業インキュベータ、無公害農薬インキュベータ、節水設

備インキュベータが、それぞれ一つ設けられている。 

入居企業の現状 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同パークは主として、①大学と地方政府の連携、②企業のインキュベーションと産業モ

デルの普及の連動、③小さい範囲での実験と大きな規模での産業化の並進、④科学技術関

係者と企業と農家の協働、⑤技術イノベーションと人材育成の連動といった関連施策によ

り推進されてきている 。同パークに入居する企業は、楊凌国家農業ハイテク産業モデル

区に入居する企業と同様の優遇政策、楊凌国家インキュベータに入居する企業と同様の優

遇政策が享受できる。中心エリアに入居している企業からの特許出願は４３件、特許権付

与は１３件である。 

その他の特記事項 

 西北農林科技大学は中国において有数の農林関係の大学であり、地方政府や企業と提携

し、４７のモデル基地を設立し、共同研究の成果は１９０億元に達するといわれている。

また新開発製品は４０種類に上がっている。 
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No.60 

蘭州大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 蘭州大学国家大学科技園 名称 

英 語 National University Science Park of Lanzhou University 

住所 蘭州大学国家大学科技園 

ＨＰ  

 認定 年月 面積 

運営  連絡 Tel: 020-84115999  Fax: 020-84110011

パークの概要 

 蘭州大学サイエンスパークは蘭州市城関区、蘭州大学、蘭州市科学技術委員会が共同で

創設したものである。蘭州大学周辺地域をメインエリアとし、蘭州市城関区付近にインキ

ュベーションエリアを開発し、化学工業パーク、新技術と新設備パーク、新材料パーク、

農業生態モデルパーク、草原パーク、ソフトウェア電子パーク、バイオ工程技術パーク、

帰国留学人員創業パーク、生活サービスパークといった１０の機能区域を設けるよう開発

が続いている。 

 

 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

 

 

 

 

入居企業の現状 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 
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No.61 

蘭州交通大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 蘭州交通大学国家大学科技園 名称 

英 語 － 

住所  

ＨＰ － 

１．１５万㎡ 認定 年月 面積 

運営  連絡  

パークの概要 

２００３年４月、甘粛省「蘭州交通大学サイエンスパーク」の建設が開始される。 

２００４年５月、甘粛省「蘭州交通大学サイエンスパーク」と認定される。 

２００６年１０月、「蘭州交通大学国家大学サイエンスパーク」と認定される。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

２００７年、販売売上は２億元近くに上り、雇用創出は２０００件に達した。同パーク

は甘粛省、また蘭州市における技術成果の転化及び地域経済の発展に資する重要なプラッ

トフォームの一つとなった。 

 

入居企業の現状 

２００８年現在、入居中の企業は５１社、出身企業は１０社。 

関連施策、特許等の成果 

 同パーク管理委員会は「蘭州交通大学サイエンスパーク管理規則」、「蘭州交通大学サイ

エンスパーク不動産管理規則」、「インキュベーション企業管理規則」、「インキュベーショ

ン資金使用管理規則」、「蘭州交通大学サイエンスパーク資金有償使用管理規則」等を制定

し、規範的な管理を通じて効果的な運営を実現している。また、同パーク管理委員会は蘭

州交通大学の教員や学生に対し同パークでの創業に参加するよう「創業奨励規定」を制定

した。 

その他の特記事項 

 蘭州交通大学（旧蘭州鉄道学院）は１９５８年に、当時の唐山鉄道学院（現西南交通大

学）と北京鉄道学院（現北京交通大学）の幾つかの学部を改編し設立された。２００３年

４月に教育部と甘粛省人民政府の許可を得て蘭州交通大学に改名された。蘭州交通大学は

各学科の長所を生かし、産業·教育·研究の連携を通じて大学の科学研究水準の向上に努め

てきた。第１０回５カ年国家発展計画期間中（2001―2005）、１２５８件の各種科学研究

プロジェクトを獲得した。内、国家レベルのプロジェクトは１７件、省レベルのプロジェ

クトは２７５件であった。蘭州交通大学はチベット鉄道建設に参加した全国で唯一の大学

である。 
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No.62 

新疆大学国家大学サイエンスパーク 

中国語 新疆大学国家大学科技園 名称 

英 語 National Science & Techno Park 

中国新疆乌鲁木齐市西北路４５８号 住所 

ＨＰ http://www.xjusp.com.cn/ 

 認定 年月 面積 

運営 新疆大学科技園有限公司 連絡  

パークの概要 

２００２年５月、「新疆大学サイエンスパーク」の建設が開始される。 

２００２年１１月、新疆自治区「新疆大学サイエンスパーク」と認定される。 

２００５年１２月、「新疆大学国家大学サイエンスパーク」と認定される。 

新疆大学、新疆農業大学、新疆医科大学等の研究成果や、人的、技術的、情報的な多様

なリソースを背景に、新疆におけるイノベーション人材の養成基地、技術イノベーション

のモデル基地、及びハイテク企業のインキュベーション基地となっている。 

取組み分野・領域、経済効果、社会的効果 

新疆ウィグル自治区科技庁は２００１－２０１０年における同地のハイテク分野の重

点項目として、「十大重要課題プロジェクト」に着手し、年間売上高が１０億元を越える

「十大産業」の形成を促すことをあげた。すなわち、①動植物新品種の飼育・栽培、②農

業節水技術と節水新設備、新素材開発、③農業副産物の加工技術開発、④新薬の研究・開

発、⑤生態環境整備と環境保護技術開発、⑥新しい農業機械の研究・開発、⑦建築分野で

の省エネ新技術と新建材製品の開発、⑧バイオプロジェクトと製品開発、⑨太陽エネルギ

ー、風力エネルギー利用技術と新製品開発、⑩鉱物資源の調査・開発であり、同パークは

そこで大きな役割を果たしている。 

入居企業の現状 

同パーク内のサブバークである「技術型創業パーク」の面積は３万㎡となっており、入

居中の企業は５５社。バイオテクノロジー、現代農業技術、特色医薬、電子情報、新材料、

資源と環境、新エネルギーと省エネルギー等の分野に取組んでいる。 

関連施策、特許等の成果 

 同パークは入居中の企業に対し、創業諮詢、アドバイスサービス、インキュベーション

内容の可能性検証や評価、融資サービス、企業イメージのデザイン、広報サービス等とい

った、全方位的なサービスを提供している。 

その他の特記事項 

 新疆大学は１９６０年に設立された中国の新疆ウィグル自治区ウルムチ市にある総合

大学。理系文系あわせて１４学部を擁し学生数は約２万人。 
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３． 国家バイオ産業基地一覧 

 

Ｎｏ 所在地域 名称 所在地 

１ 北京 北京国家バイオ産業基地 北京市 

２ 天津 天津国家バイオ産業基地 天津市 

３ 上海 上海国家バイオ産業基地 上海市 

４ 重慶 重慶国家バイオ産業基地 重慶市 

５ 長春国家バイオ産業基地 長春市 
吉林 

６ 通化国家バイオ産業基地 通化市 

７ 河北 石家荘国家バイオ産業基地 石家荘市 

８ 青島国家バイオ産業基地 青島市 
山東 

９ 徳州国家バイオ産業基地 徳州市 

１０ 河南 鄭州国家バイオ産業基地 鄭州市 

１１ 江蘇 泰州国家バイオ産業基地 泰州市 

１２ 漸江 杭州国家バイオ産業基地 杭州市 

１３ 江西 南昌国家バイオ産業基地 南昌市 

１４ 湖北 武漢国家バイオ産業基地 武漢市 

１５ 湖南 長沙国家バイオ産業基地 長沙市 

１６ 広州国家バイオ産業基地 広州市 
広東 

１７ 深セン国家バイオ産業基地 深セン市 

１８ 広西 南寧国家バイオ産業基地 南寧市 

１９ 四川 成都国家バイオ産業基地 成都市 

２０ 雲南 昆明国家バイオ産業基地 昆明市 

２１ 陝西 西安国家バイオ産業基地 西安市 

２２ ハルピン ハルピン国家バイオ産業基地 ハルピン市 

出典：第２回中国バイオ産業大会の資料をもとに技術経営創研が作成 
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No.1 

北京国家バイオ産業基地 

中国語 北京国家生物産業基地 名称 

英 語 Beijing National Biomedical Industrial Base 

住所 北京市中関村国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月  平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 北京国家バイオ産業基地は①中関村生命科学パーク、②北京経済技術開発区、③中関村

大興生物医薬基地の三つの核心となる地域から構成されている。①は主に同基地のイノベ

ーション及び研究開発の機能を、②は主に国際的また伝統的な製造機能を、③は主に新型

の製造機能を果たすと位置づけされている。特に、中関村生命科学パークは「中国第一の、

国際的に一流の」サイエンスパークになることを目標とし、アメリカに海外顧問団を設置

し、バイオ産業の国際化を念頭に取組んでいる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年の年間販売収入は２５０億元、利潤は３４億元、利益率では５年連続国内の

上位ランキングに入っており、中国における先端的なバイオ産業及び研究開発、サービス

産業の代表的な地域の一つである。２００８年６月現在、中関村生命科学パークには北京

生命科学研究所等国内外から６０社余りが入居し、北京経済技術開発区には９０社余りの

著名企業が入居し、中関村大興生物医薬基地には７０社余りの国内外の医薬企業等が入園

している。北京国家バイオ産業基地は中関村サイエンスパーク（国家ハイテク産業開発区）

の内容をより豊富なものとし、地域振興の新たな起爆剤として期待されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年１２月現在、ドイツのＬＩＮＫ公司、アメリカのAscend公司、ＣＴＫ BioTech

公司等が入園または提携が決まった他、国内外の関係者との提携や協力を促進するため

に、北京市科学技術委員会バイオ医薬産業センターが主導の下で、ＡＢＯ（Alliance of 

Biotech Outsourcing，China バイオ技術アウトソーシング）連盟が発足した。 

関連施策、特許等の成果 

 同基地の中関村生命科学パーク内には、北京国家バイオチップ工程センターや北京（国

家）蛋白質研究センター等、多くの研究開発機構が置かれている。 

その他の特記事項 

２００８年１２月２７日、中国温家宝首相が中関村を視察した際に最初に訪れた国際的

に知名なバイオベンチャー、「博奥生物チップ公司」も前記した中関村生命科学パークに

立地されている。 
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No.2 

天津国家バイオ産業基地 

中国語 天津国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 天津市国家生物産業基地 

ＨＰ  

年月  平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

天津国家バイオ産業基地は天津市濱海新区に位置している①天津開発区と天津国家ハ

イテク産業開発区を核心地域とし、②華苑新技術産業パーク等を拡大地域とする分布から

なる。５年間から１５年間にかけて、天津におけるバイオ産業の高速発展に資するような

技術イノベーション、成果転化システム、産業組織及び関連サービスの体系化、自主的な

知的財産権の創出、市場競争力のあるバイオ製品の育成が実現できるように構想されてき

た。天津国家バイオ産業基地の建設重点は①産業基地の環境建設と②バイオ産業の重点発

展領域に分かれ、後者②に関しては、バイオ医薬、バイオ工業とバイオ環境、バイオ農業

とバイオエネルギーが指定されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００８年６月現在、同基地に入居するバイオ関連企業や研究機関は５００社を超えて

おり、その内バイオ医薬類企業は２３５社、バイオ工業類企業は１５５社、バイオ資源や

環境類企業は５０社に上る。天津市のバイオ産業の年間生産高は３００億元で、２０１０

年には６００億元を目標としている。特に、天津市は国家「漢方現代化科技産業基地」と

「国家医薬製品輸出基地」にも認定されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

  

 

関連施策、特許等の成果 

 天津は特にＤＮＡ、幹細胞応用、バイオチップ、発酵技術といった領域では既に多くの

特許を取得または出願中であり、多くの関連製品を有する（同市市長）。 

その他の特記事項 

 もともと、天津国家ハイテク産業開発区は電子情報、グリーンエネルギー、バイオ医薬

及び新材料という四つの内容より構成されたが、天津国家バイオ産業基地はそのバイオ医

薬部分を吸収した形になる。尚、本文第６章で述べた「天津国家バイオ医薬国際イノベー

ションパーク」も天津国家バイオ産業基地の核心地域、天津市濱海新区に設けられること

になっている。 

 

 資料 - １３９ 



 

 No.3 

上海国家バイオ産業基地 

中国語 上海国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 上海市国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００６年１０月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 上海国家バイオ産業基地は、①張江サイエンスパーク（新薬開発や共同研究）を核心地

域とし、②徐会地区（薬物臨床試験等）、青浦工業パーク（薬物製剤や天然薬物）、南会地

区（バイオ医学工程）、奉賢星火地区（化学原料薬生産と輸出）といった拡大地域から構

成されている。上海は中国バイオ産業、とりわけバイオ医薬産業の中で最も重要な役割を

果たす地域の一つであり、研究開発から生産輸出及び関連サービスに至るまで強い実力を

持つ地域である。同基地はバイオ医薬を中心に国際一流となることを目指している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、上海バイオ医薬産業の工業総生産高は３８８．９６億元、７年連続１７％

以上の急速な成長率を保っている。同基地には中国におけるバイオ医薬関連の重要企業４

４６社が入居している。その中で中堅企業や大手企業は４６社あり、国内外の証券市場に

上場を実現したのは内１０数社に上る。同基地だけで、バイオ医薬関連製品の生産許可書

を得た企業は全国の３４％を占める。上海国家バイオ産業基地は中国バイオ産業における

重要な研究開発の集積地の一つであり、国家レベルの研究開発センターを核心とする現代

バイオ医薬技術のイノベーション体系が形成され始めている。トップレベルの専門家によ

る実務的な行動力は、上海に限らず全国的に影響を与え続けている。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００８年６月現在、アメリカＧＥ等、国際的に著名なバイオ医薬の多国籍企業の研究

開発センターが張江サイエンスパークに入居中である。 

関連施策、特許等の成果 

 上海は、全国においてもバイオ医薬の研究開発に投入される資金が最も大きい地域の一

つである。２００６年、上海創業投資機構管理資金の総計は約２８０億元であり、全国の

創業資本総計の三分の一を占める程である。その１６％はバイオ医薬の領域に投資されて

いる。もともと、上海には多くの国家及び地域の研究開発機構が存在し、バイオベンチャ

ーからの特許出願が一時日本より多くなったことがわが国でも話題となった。 

その他の特記事項 

 特になし。 

 

 資料 - １４０ 



 

No.4 

重慶国家バイオ産業基地 

中国語 重慶国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 重慶市国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 重慶国家バイオ産業基地は①重慶国家ハイテク産業開発区及びその周辺地域をエリア

とする核心地域と、②栄昌工業パーク等をエリアとする拡大地域から構成される。重慶国

家バイオ産業基地は特にバイオ医薬、漢方薬剤規範化植林、現代製薬、バイオ育種、グリ

ーン農業用バイオ製品といった産業領域に注力して取組んでいる。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２０１２年までに、バイオ産業の生産高を１０００億元にし、年成長率は２５％以上を

目指すと同時に、重慶における千億レベルの１０大産業の一つになることを目標としてい

る。更に、２０２０年までにバイオ産業の生産高を２０００億元にすることを目標にして

いる。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １４１ 



 

No.5 

長春国家バイオ産業基地 

中国語 長春国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 長春国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 長春国家バイオ産業基地は、長春国家ハイテク産業開発区を構成する五つの主導産業の

一つ「バイオ医薬産業エリア」を核心地域としたバイオ産業基地である。同基地はバイオ

医薬、バイオ製造、バイオエネルギーを主な事業内容とする産業群の形成を目指して、２

１０億元を投資して多様な展開を継続中である。 

 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 ２００８年６月現在、バイオ医薬企業は８３社、年間生産高は１１７億元、バイオ製造

やバイオエネルギー企業は１８０社、年間生産高は５００億元に上る。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 実験動物資源センター、基因薬物中間試験工程センター、ワクチン研究開発工程センタ

ー、幹細胞工程センター、漢方と漢方現代化工程研究センター、バイオ医薬科学技術情報

サービスセンター等を建設中である。 

その他の特記事項 

 アジア最大のワクチンと基因薬物の生産基地である。また、第３回中国バイオ産業大会

の開催地と予定されている。 

 

 資料 - １４２ 



 

No.6 

通化国家バイオ産業基地 

中国語 通化国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 通化市国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

年 月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 １９９５年、通化市政府は医薬工業、医薬商業、医薬研究、医薬教育、及び漢方薬の材

料基地といった「五位一体」の「医薬城」建設発展戦略を策定し、持続的に推進した。そ

の結果として多様な成果を得て、豊富な自然資源を生かした医薬産業の著しい発展を向か

えた。このような実績をもとに、これまであまり知られていなかった「通化」は通化国家

バイオ産業基地として認定された。同基地は核心地域、拡大地域、及び波及地域という三

つのエリアから構成され、九つの産業パークと二つの物流センターの建設構想が浮かび上

がっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

  

 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

その他の特記事項 

 通化市は吉林省の東南部に位置し、中国政府に承認された「国境開放都市」の一つであ

る。自然資源が豊富で、森林面積は６３％に達している。 

 

 資料 - １４３ 



 

No.7 

石家荘国家バイオ産業基地 

中国語 石家荘国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００５年１０月 １５．４平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 石家荘国家バイオ産業基地は国家発展改革委員会が承認した第一次国家バイオ産業基

地の３カ所の中の一つであり、国家発展改革委員会と中国科学技術部との戦略的な協力プ

ロジェクトである。基地の面積は予定として１５．４平方キロであり、構想として華薬工

業パーク、石薬工業パーク、神威現代漢方産業パーク、民営医薬工業パーク等より構成さ

れる。石薬グループは５５億元を華薬工業パークに投資するとされる以外、華薬工業パー

クには３１億元が投資され、神威現代漢方産業パークには６．２３億元が投資される。２

０１０年に第一期のプロジェクトを完了することが目標とされている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年末現在、石家荘市における一定規模以上のバイオ関連企業は１３４社、年販

売収入総額は２８０億元、全市工業総生産高の１５％を占める。また大型医薬企業は５７

社で、総合実力は全国１位とも称されるという。同時に、全国の医薬総生産高の６％を占

めるとともに、河北省医薬総生産高の８０％を占めている。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

その他の特記事項 

 第１回中国バイオ産業大会の開催地である。 

 

 

 資料 - １４４ 



 

No.8 

青島国家バイオ産業基地 

中国語 青島国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 青島国家バイオ産業基地は、青島市政府が、中国における海洋バイオ産業の研究開発、

生産及び輸出に関する重要な基地を形成することを目標とし、「核心区」と称されるメイ

ン区域は労山区に置くという考え方で創設されたものである。主に海洋薬物、海水養殖優

良種苗、海洋バイオ機能性食品と化粧品、海洋バイオ新材料等のハイテク分野に取り込み、

前記した核心区以外として、黄島開発区医薬産業パーク、交南医薬産業パーク、交南－黄

島海水種苗繁殖基地、城陽海洋新材料産業パーク等より構成される。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、同基地のバイオ産業総生産高は８６．４億元で、前年同期比は３２．７％

増になった。また、核心区内の一定規模以上のバイオ技術開発型企業は８社で、同区の総

生産高は青島市全体の２０％を占める。２０１０年までに海洋バイオ関連企業を３００社

まで増やすと同時に、年総生産高を２２０億元に、そして２０２０年までには１２００億

元にする目標である。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同基地には１つの国家レベルの薬物工程技術研究センター、１６の省や部レベルの重点

実験室が設けられており、多くの研究開発成果を誕生させた。全国最大の微生体産業化基

地東海薬業有限公司にて操業が開始し、中国科学院海洋研究所の成果は国家新薬証書を得

た。また、農業バイオ技術分野では、体細胞クローン牛、動物重大疾患対応用のワクチン

開発等も全国の先端を走っている。 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １４５ 



 

No.9 

徳州国家バイオ産業基地 

中国語 徳州国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００８年２月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 徳州国家バイオ産業基地はバイオ製造、バイオ農業、バイオエネルギー、バイオ医薬及

びバイオ環境保護といった分野を中心に取組んでおり、今後はバイオ製造産業、バイオ農

業、バイオエネルギー、バイオ製造廃棄物資源の総合活用といった四つの発展方向が定め

られている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

特にバイオ製造の分野では優位性を有し、全国最大の機能性糖の生産基地と全国最大の

大豆高たんぱく質生産基地が形成された。２００７年、機能性糖の生産量は６０万トンで、

全国の７０％を占めている。全市ある規模のバイオ関連企業は６０社である。 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同市では、４０のバイオ技術イノベーションプラットフォームを設置し、その中には２

つの国家工程研究センター、１つの国家重点実験室、１３の省レベルの研究開発プラット

フォームが含まれている。 

 

その他の特記事項 

 徳州市は山東省の北西平原に位置し、山東省の北の玄関である。徳州市の東は渤海、勝

利油田を臨み、西は山西省の石炭基地につながっている。南は黄河を隔て省都の済南市を

臨み、北は北京、天津が近い、重要な位置にある。徳州市は中国北部の重要な物流の中心

になっていて、多くの企業から注目されている。 

 

 資料 - １４６ 



 

No.10 

鄭州国家バイオ産業基地 

中国語 鄭州国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００８年２月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 鄭州国家バイオ産業基地は主にバイオ農業、バイオ医薬及びバイオ製造という三つの分

野に取組み、鄭州国家ハイテク産業開発区に置かれている「研究開発、企業本部集積エリ

ア」、同産業開発区外の「基地産業発展エリア」、及び「基地農業バイオ技術イノベーショ

ンや研究成果の展示エリア」により構成される。 

 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、全市のバイオ総生産高は２００億元で、２００２年に比べ４．６倍まで増

加した。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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No.11 

泰州国家バイオ産業基地 

中国語 泰州国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

年月 ２０平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 ２００５年、江蘇省政府は泰州医薬産業の発展状況や国内外の医薬産業の発展動向を調

査し検討した上で、産業構造の高度化を目的に含む「中国医薬第一城」の建設戦略を決め

た。これは泰州国家バイオ産業基地の核心的地域であるが、現在、同地域は国家バイオ産

業基地と認定されると同時に、国家科学技術による貿易振興の輸出基地、タイマツ計画医

薬産業基地ともなっている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

  

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

２００７年現在、アメリカのカリフォルニア大学、EPITOMICS 公司等、中国科学院生物

物理研究所、南京大学、中国医薬大学等も含めて、国内外から４６の大学や研究開発機構

が進出している。 

 

関連施策、特許等の成果 

 ２０１０年までに、同基地は医薬研究開発、生産製造、展示商談、健康医療、総合サー

ビスを一体化した「医薬城」になることを目標に設定し、①バイオ化学薬の研究開発集積

センター、②ＣＲＯ産業集積センター、③細胞治療研究開発産業化集積センター、④医薬

研究成果の総括報告センター、⑤医薬標準制定発布の集積センターといった、五大産業基

地（センター）の建設が展開中である。 

その他の特記事項 
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No.12 

杭州国家バイオ産業基地 

中国語 杭州国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

年月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 バイオ産業は従来から杭州市が重点的に発展させてきたハイテク分野である。そのよう

な背景の中で、杭州国家バイオ産業基地はバイオ薬物を核心とし、現代漢方を基礎としな

がら、現代化学薬物と新型医療器械の開発生産とも協調的に発展することを目標としてい

る。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 ２００７年、同市における医薬関連と農業関連を主としたバイオ総生産高は３００億元

であり、その内医薬総生産高は１１７億元に上る。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 杭州国家バイオ産業基地を発展させるために、杭州市政府は①関連税制の優遇、財政投

入の確保、産業基地用地の提供等の支援政策、②産官学連携や公共用プラットフォームと

インキュベータの建設等によるイノベーション体系の構築強化、③融資可能性の拡大、及

び④バイオ産業基地のバリューチェーンの健全化といった施策を実施し、２０１５年まで

に同基地を華東地域、ひいては全国一流、国際化に向けた先進的基地を実現する。 

その他の特記事項 

  

 

 

 資料 - １４９ 



 

No.13 

南昌国家バイオ産業基地 

中国語 南昌国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００８年 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 南昌国家バイオ産業基地は特に現代漢方、バイオ医薬工程、バイオ育種、農業用バイオ

製品といった分野で優位性を持つ。南昌国家ハイテク産業開発区バイオ産業基地、農業製

品加工モデルパーク、バイオ医薬工程科学技術城の建設、また、国家食品科学と技術重点

実験室をベースにした食品バイオ技術工程センター等の建設を推進している。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 ２０１０年まで同基地における総生産高を７３０億元に、その内現代漢方、バイオ医薬

を主としたバイオ医薬関連の収入総額を３８０億元に、バイオ農業製品、バイオ育種関連

の収入を３５０億元にすることを目標としている。 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 南昌市では４つの国家レベルの重点実験室と工程技術研究センター、１８の省レベルの

重点実験室、１２の省レベルの工程技術研究センターが設けられている。国家自然科学基

金、８６３ハイテク計画等の国家ハイテク計画の中で、多くのバイオ医薬のプロジェクト

を担当し、自主的な知的財産権を有する新薬累計１２６件の開発に成功した。 

その他の特記事項 

 ２００７年、南昌市は「中国経済週刊」が行った「中国１０大調和の取れた都市」に入

選した。 

 

 資料 - １５０ 



 

No.14 

武漢国家バイオ産業基地 

中国語 武漢国家生物産業基地 名称 

英 語  

住所 武漢国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 武漢国家バイオ産業基地は武漢東湖ハイテク産業開発区の一角をベースに設けられる

ことと計画されている。２００８年１２月、武漢国家バイオ産業基地が認定されたことを

機に、湖北省は世界金融危機の衝撃に直面しつつも１００億元の投資を決定し、３―５年

で行政事務、文化、研究開発センターが揃う「現代的なバイオ城」を建設する計画を決め

た。武漢国家バイオ産業基地は敷地面積が約４００万㎡で、バイオ情報及びバイオエネル

ギーを中心とする先導産業を育成し、バイオサービスアウトソーシング、バイオによる製

薬、漢方薬現代化及びバイオ農業を主とした優勢産業を発展させ、医療器械及び化学製剤

を中心とした大規模産業を強化していく。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００８年１２月現在、武漢東湖ハイテク産業開発区内において、一定規模以上のバイ

オ企業が１６０社入居している。２００７年の総売上は８４億元で、今年は百億元を突破

すると見込まれる。計画によれば、２０２０年にはハイテク開発区におけるバイオ企業７

００社が集まり生産額が１３００億元となり、その際にはバイオ産業が光電子産業後の第

二の柱になると期待されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００８年１２月の起工式で、武漢国家バイオ産業基地事務室とアメリカのバイオ医薬

会社、上海新生源医薬研究会社等の３０企業が進出合意書に調印した。投資総額は２０数

億元に達した。 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

 

その他の特記事項 

 武漢東湖ハイテク産業開発区には、中国の実力を代表する唯一の国家光産業基地が設立

されている。 

 

 資料 - １５１ 



 

No.15 

長沙国家バイオ産業基地 

中国語 長沙国家生物産業基地 名称 

英 語  

住所 湖南省長沙市長沙国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００６年１０月 ２８平方キロ 認定 面積 

同基地管理委員会 運営 連絡  

基地の概要 

 長沙国家バイオ産業基地は１９９８年に湖南省政府の承認により設立された「劉陽バイ

オ医薬パーク」から始まり、創設当初、全国でも珍しく長沙市劉陽県等の「県の財力」で

投資してきたパークである。一貫して「バイオ医薬の専業化」を目指してきた同パークは、

２００６年１０月に中国中部地域初の国家バイオ産業基地と認定され、特にバイオ医薬、

漢方薬、及びそれにかかわる医療機器、製薬用の機械、医薬包装等といった医薬産業を主

導産業とした各領域の産学連携等に注力し続けている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００８年６月現在、９．３平方キロの建設が終了し、１１個の医薬産業群が形成され

た。２００７年、工業総生産高は７０．６３億元で、前年同期に比べ３８％のアップとな

り、財政的収入は２．６４億元、前年同期に比べ５６１６万元の増加となり、２７％のア

ップとなった。昨年、１００万元以上を納税した基地内の企業は２６社に上った。長沙国

家バイオ産業基地は国連のＵＮＩＤＯと長沙市の共同プロジェクトとなっており、国家医

薬品輸出基地、現代環境保護生態パークにも指定されている。連続４年間、湖南省重点プ

ロジェクトの先進的な企業として表彰されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

現在、入居企業は認定されたハイテク企業３７社を含む合計２５０社余りで、アメリカ

等から進出した外資企業も数社ある。ハイテク企業の中には、医薬関連企業の他、食品、

環境保護、バイオエネルギー及び新材料関連の企業も存在している。 

関連施策、特許等の成果 

 中国医学遺伝学重点実験室、国家衛生部ナノバイオ技術センタが設立されている。 

その他の特記事項 

 国家バイオ産業基地が設けられていることが開催地の条件の一つとされる中国バイオ

産業大会の第２回大会が、２００８年に長沙市で開催された。また、同基地は現在「一園

五区」（一つのパークと五つの区域、すなわち、長沙バイオ医薬パークと、①バイオ農業

産業区、②化学製薬産業区、③バイオ医薬産業区、④現代漢方薬作業区、⑤漢方薬バレー

の五区域）という構想の具体化を推進中である。 

 

 資料 - １５２ 



 

No.16 

広州国家バイオ産業基地 

中国語 広州国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 広州国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２０００年 １３平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 広州国家バイオ産業基地の核心地域は広州科学城と広州国際生物島であるが、広州国際

生物島は、広州経済技術開発区、広州ハイテク産業開発区、広州輸出加工区の協働の下で

営まれている。広州におけるハイテク産業の多角化等を加速させる戦略の一環として、製

薬、医療、食品、保健、環境等の関連産業の新たな集積を牽引する構想により、広州を中

心とした香港、深セン、珠江デルタ地域の一体化を進めている。具体的には研究・開発＆

生産エリア、技術や生活のサービスエリア、居住エリアといったエリアにより構成されて

いる。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００５年現在、広州におけるバイオ産業の総生産高は既に１８２．７０億元に上り、

その内、バイオテクノロジー製品は１６３．０８億元となっている。だから広州バイオ産

業の規模は中国の上位にあるといえる。また、２００５年現在広州における各種のバイオ

企業は３００社余りにまで増加し、その内の７５％が医薬業界に分布し、５０％が民間企

業である。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

中国科学院南海海洋研究所、生物医薬と健康研究院、南海海洋生物技術国家工程研究セ

ンター、広東微生物研究所技術産業化基地等も広州ハイテク産業開発区に設けられてい

る。 

関連施策、特許等の成果 

 

 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １５３ 



 

No.17 

深セン国家バイオ産業基地 

中国語 深圳国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所  

ＨＰ － 

２００５年７月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 深セン国家バイオ産業基地は深セン政府が７２億元を投じて設立したものであり、国家

改革発展委員会が最初に認定した三つの国家バイオ産業基地の中の一つである。同基地は

設立計画において、重点実験動物センター、ＧＭＰバイオ医薬中間試験基地、バイオ医薬

工程試作品試験センター、海洋バイオ技術製品中間試験基地等の産業化プラットフォーム

や公共的な技術プラットフォームの建設が構想されている。 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

 ２００４年に策定された「深セン国家バイオ医薬産業基地発展規画」によれば、２０１

０年までに深センのバイオ総生産高は７００―１０００億元に、その内天然薬、漢方と化

学薬は３５０―４６０億元、バイオ技術製品は１７５―２７０億元、バイオ医薬工程製品

は１７５―２７０億元にすることが計画されている。またその頃までに、深センにおける

年販売額１００億元を超えるバイオ医薬企業を１―２社に、５０―１００億元を超える企

業を２―３社、１０―５０億元を超える企業を１０―１５社にすることも目標としてい

る。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 深セン市政府は産業用地を２９１．９万㎡と確定し、実力のある重大プロジェクトを同

基地へと誘致し、中小企業のために政府が全額投資して１２．６万㎡の「バイオ医薬企業

用加速器」を建設するとしている。 

その他の特記事項 

 

 

 資料 - １５４ 



 

No.18 

南寧国家バイオ産業基地 

中国語 南寧国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 南寧国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００８年２月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 南寧国家バイオ産業基地は南寧国家ハイテク産業開発区の関連エリアをベースにしな

がら、①バイオエネルギー産業サブ基地、②バイオ医薬産業サブ基地、③バイオ製造産業

サブ基地、④バイオ農業サブ基地より構成され、基本的に「非食糧バイオエネルギー」に

取組む国家バイオ産業基地と位置づけられている。 

 

 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

目標として、２０１０年に、南寧市のバイオ産業生産高を６９０億元にし、２０２０年

に、同市のバイオ産業生産高を１５３０億元にするとしている。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 

 

 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １５５ 



 

No.19 

成都国家バイオ産業基地 

中国語 成都国家生物産業基地 名称 

英 語  

住所 成都国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 成都国家バイオ産業基地は、成都国家ハイテク産業開発区の一角及びその近辺にある工

業パークを核心地域にし、他の２カ所を拡大地域とした構成である。成都国家バイオ産業

基地は「全国一流、西部第一」を目標に、バイオ医薬、バイオ農業、及びバイオエネルギ

ー分野の優位性を生かしながら、現代漢方薬、新薬、バイオ医学工程、バイオ医薬サービ

スを含むバイオ医薬領域と、資源技術主導型のバイオ農業、バイオエネルギーに重点を置

くプランである。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、成都のバイオ医薬とバイオ農業の生産高は４２１億元で、その内バイオ医

薬は１９３億元、バイオ農業は２２８億元。今後の目標として、２０１０年に、バイオ産

業の生産高を１０００億元以上にし、年成長率２５％以上を目指すという。その中で、バ

イオ医薬産業の総生産高を５００億元に設定し、バイオ製品の輸出額を８億米ドルと設定

している。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

成都ＧＬＰセンターはアメリカやオーストラリア等からの依頼を受けて受託研究開発

に取組み、成都国家生物治療重点実験室はイギリスやドイツ等と研究開発に関する協力を

行っている。アメリカのＰＡＴＨは年産５千万人分の某ワクチン生産ラインを設けると決

定し進行中。 

関連施策、特許等の成果 

 

 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １５６ 



 

No.20 

昆明国家バイオ産業基地 

中国語 昆明国家生物産業基地 名称 

英 語   

住所 昆明国家生物産業基地 

ＨＰ 確認中 

２００７年６月 平方キロ 認定 面積 

昆明開発区管理委員会 運営 連絡  

基地の概要 

 昆明は雲南省の省府所在地である。雲南省は中国ひいては世界においても多様な生物資

源の最も豊富な地域であるともいわれている。そのような環境の中で、昆明国家バイオ産

業基地は昆明国家ハイテク産業開発区及びそれに隣接する智密区を核心地域とし、バイオ

資源の豊富な地域を拡大地域とする相互補完のエリアにした。昆明国家ハイテク産業開発

区の中に既に建設された「昆明現代バイオ製薬産業パーク」を昆明国家バイオ産業基地の

核心地域の中心にするとともに、主にバイオ医薬産業、バイオ資源開発産業、生態産業に

取組む。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

目標として、２０１０年に、バイオ産業基地の生産高を５００億元にし、２０２０年に

はバイオ産業基地の生産高を１２００億元にするとしている。 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 中国西部野生生物資源庫、国家昆明高等級生物安全動物実験センター、国家農業生物多

様性工程研究センター、西南生物多様性実験室、及び基地生物医薬中間試験公共フラット

フォーム、実験動物センター等を急速に建設中。 

その他の特記事項 

 

 

 

 資料 - １５７ 



 

No.21 

西安国家バイオ産業基地 

中国語 西安国家生物産業基地 名称 

英 語  

住所 西安国家生物産業基地 

ＨＰ  

２００８年２月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 西安国家バイオ産業基地は西安－楊凌国家バイオ産業基地とも称されるように、①西安

国家ハイテク産業開発区及び楊凌国家農業ハイテク産業モデル区を核心地域とし、②その

周辺地域を拡大地域（緊密区）とし、更には③関中経済帯及び陝西省南部を波及地域とす

る構想である。西安は中国西部地域にある最大の都市であり陝西省の省府所在地であり、

その一方で楊凌は中国の農耕文明の発祥地である。６０００余りの各種の自然バイオ資源

が存在するといわれる中、西安国家バイオ産業基地はバイオ医薬、バイオ農業、バイオエ

ネルギー、バイオ製造、バイオ環境保護を取組み対象分野としながら、西安は特にバイオ

医薬開発に、楊凌葉バイオ農業開発に重点を置いている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年１２月現在、西安－楊凌地域における大中規模のバイオ関連企業は２００

社、小規模バイオ関連企業は６００社。生産高が１０億元を超える企業は６社、１億を超

える企業は２０社。生産された製品はバイオ産業の多くの領域をカバーし、中国における

バイオ製品の生産密集地の一つといえる。今後の目標としては、２０１０年に生産高を６

００億元とし、陝西省全体ＧＤＰの３％を占めることである。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 西安－楊凌地域に設けられているバイオ医薬領域の国家重点実験室と工程技術センタ

ーは１２カ所、省レベルの重点実験室と工程技術センターは１４カ所、国家臨床理論基地

は６カ所、バイオ、農業及び医薬の研究開発の専門家や技術者は２万人。 

 

その他の特記事項 

 西安は国家発展改革委員会によって、宇宙、情報、バイオ、新材料、新エネルギー等に

取組む「総合型国家ハイテク産業基地」の一つに認定されている。 
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No.22 

ハルピン国家バイオ産業基地 

哈尔滨国家生物産業基地 中国語 名称 

英 語   

住所 ハルピン国家生物産業基地 

ＨＰ  

２００８年２月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 ハルピン国家バイオ産業基地は①ハルピン開発区の医薬工業パーク及び利民開発区の

医薬科技パークを核心地域とし、②比較的に現代農業の取組みに成功した五常市を拡大地

域とし、③良好な工業建設空間を有する阿城開発区の生物科技園を新興地域とする構成で

ある。黒竜江省バイオ産業の資産合計の７５％を占めるハルピン市バイオ産業は同市の五

大柱的な産業の一つであり、バイオ医薬に重点を置きながら、バイオ農業、バイオエネル

ギー、バイオ製造、バイオ環境保護といった諸分野に取組んで入る。そのような中で、ハ

ルピン国家バイオ産業基地は２００７年２月に策定された「ハルピン国家バイオ産業基地

発展プラン」に沿って、まずは中国の東北地域における特色を持つバイオテクノ研究開発

及び産業化の基地になることを目標としている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００８年６月現在、ハルピン市におけるバイオ関連企業は１２１社、資産総額は１２

７．７億元、２００７年の末ハルピン市バイオ産業の生産高は２１０億元。今後の目標と

しては、３年―５年の取組みによって、主な経済指標が全国の国家バイオ産業基地の上位

５位に入り、バイオ産業の生産高を４００億元とし、前述したバイオ産業基地の核心地域

の生産高を全生産高の７５％以上とする。また、世界バイオ医薬企業のランキング上位５

００社から１社か２社を誘致し、自ら知的財産権を持つ新薬３―５品を創出し、バイオ製

品を１５－２０創出することにした。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００２年以来、ハルピンバイオ産業における国際協力プロジェクトは１６件あり、ロ

シア、アメリカ、カナダ、ドイツ、日本、韓国等とのバイオテクノについての共同研究を

内容とする２カ国間の協力で大きく前進した。 

関連施策、特許等の成果 

 新薬開発、現代漢方、農業良種に関するコア技術の一部やブランドを創出。 

 

その他の特記事項 

 特になし。 
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４． 国家イノベーションパーク一覧 

 

Ｎｏ 所在地域 名 称 所在地 

１ 天津 天津濱海バイオ・医薬国際イノベーションパーク 天津市 

２ 山東 済南情報通信国際イノベーションパーク 済南市 

３ 江蘇 蘇州ナノテク・新材料国際イノベーションパーク 蘇州市 
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No.1 

天津濱海バイオ・医薬国際イノベーションパーク 

中国語  名称 

英 語  

住所  

ＨＰ 確認中 

年月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

パークの概要 

 ２００６年６月２６日、中国科学技術部と天津市政府は「共同で国家バイオ医薬イノベ

ーションパークを建設する議定書」に調印し、中国科学院、中国人民解放軍軍事医学科学

院、中国医学研究院からも協力を得て、「バイオ医薬国際イノベーションパーク」及び「国

際バイオ医薬ネット研究院」の建設を始動させた。その後、２００７年６月２６日、中国

科学技術部と天津市政府の２者連合の体制から中国科学技術部、商務部、衛生部、食品薬

品管理監督局、天津市政府の５者連合の体制へと変わった。同パークは「一園三区」、す

なわち（国家生物医薬国際創新園）三区（研究開発区、企業インキュベーション区、生産

貿易区という三つの区）より構成され、研究開発区内に国際バイオ医薬ネット研究院が建

設されるという構想である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

天津濱海新区におけるハイテク技術分野の生産高は、２００６年１０月現在、工業総生

産の４２％を占めている。特にバイオテクノロジー関連製品を生産する企業は５００社を

超え、バイオテクノロジー産業の年間収入は３００億元に達している。 

進出した外資／日系企業の例示 

同天津国際バイオ医薬連合研究院はイタリア、アメリカ、スイス等の国立研究機関や企

業との協力協定等を予定通りに進めている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 国家バイオ医薬国際イノベーションパークの建設に合わせて、２００７年６月２６日－

２８日、同地にて「２００７年国際バイオ経済大会」が開催された。中国科学技術部と天

津市政府が主催し、国連関係組織を含む国内外の政府機関や国際組織の共催による同大会

には、国内外の知名な産官学関係者が集まり、政策、技術、産業等を対象にした横断的な

幅広い議論は参加者に有益な示唆を与えた模様である。 
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No.2 

済南情報通信国際イノベーションパーク 

中国語  名称 

英 語  China International ICT Innovation Cluster（CIIIC） 

住所  

ＨＰ 確認中 

年月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 中国科学技術部、情報産業部、及び商務部が共同で通達を発し、山東省政府と共同で設

立した国家イノベーションパークであり、２００７年６月２２日に済南国家ハイテク産業

開発区にて除幕式が行われ、正式に発足された。パークは「一園二区」、すなわち一園

（CIIIC）二区（研究開発区、産業区）という構想で建設が企画され、建設総面積は約６

１．５平方キロである。その内、研究開発区の建設用地が１１．０５平方キロ、産業区の

建設用地が５０．４７平方キロとなっている。更に、物流配送、生活サービス、文教医療

等のサービス施設を組み合わせて建設する予定である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同国際イノベーションパークは世界レベルのソフトウェア、集積回路、ネット通信、デ

ジタル化装備及び情報サービスという五つの産業群を建設する方針を打ち出している。同

国際イノベーションパークの重要な構成要素として既に落成した「国家情報通信技術研究

院」は、総投資が１．５億元で、建築面積は３．７万㎡に達する。また、科学技術部が承

認した「国家集積回路設計済南産業化基地」も同イノベーションパーク内に正式的に設立

した。 

進出した外資／日系企業の例示 

現在、欧米、日本、韓国、及び香港、台湾地域からの有名な情報通信企業、研究開発機

構、及び仲介機構が続々と視察に訪れており、既に入居した著名な企業もある。 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 国家情報通信技術研究院はＣＩＩＩＣを高速に発展させる「イノベーション・エンジン」

と期待されており、情報通信技術の先進的な研究、技術イノベーション、技術導入、消化

し、更なるイノベーションの研究及び科学技術成果の商品化、産業化の促進という重要な

ミッションを負っている。 

その他の特記事項 
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No.3 

蘇州ナノテク・新材料国際イノベーションパーク 

中国語  名称 

英 語   

住所  

ＨＰ 確認中 

年月 平方キロ 認定 面積 

 運営 連絡  

基地の概要 

 ２００７年１１月、蘇州工業パークにて、中国科学技術部、中国商務部、及び江蘇省政

府の支持の下で、中国科学院と江蘇省科学技術庁が「共同で国家ナノテク国際イノベーシ

ョンパークを建設する」計画を公表し、中国科学技術部大臣も臨席する中で、「ナノテク

国際イノベーションパーク」の除幕式が行われ、パークが設立された。 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

ナノテク新材料国際イノベーションパークは５年内に、三つの世界レベルの産業技術イ

ノベーション連盟、三つの国際連合の重点実験室、三つの国際化的なエンジニア研究セン

ターを建設し、国内外の高級専門人材３００人、一般専門人材３０００人を集め、年生産

高が１００億元を超えるナノテク産業群を形成し、中国最大のナノテク研究開発及び産業

化基地になることを目指すとしている。 

進出した外資／日系企業の例示 

蘇州工業パークは現在、フィンランドを初めとする複数の国と地域と、ナノテクに関す

る共同研究や産業化を推進している。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００６年に蘇州に設立した中国科学院ナノテク及びナノ生体工学研究所は蘇州にお

いて唯一の国家レベルの研究開発機構である。設立の１年後には、蘇州ナノテク研究所は

１０余りの特許を出願し、２０の科学技術プロジェクトを申請し採用され、多様な研究開

発費４０００万元を獲得した。 

 

 

 

その他の特記事項 

 ２００８年７月２日、ロシアのナノテクグループ社長 Melamed 氏が率いるロシア代表団

が北京訪問の後、翌３日－４日上海と蘇州のナノテク研究センターとナノテク工業パーク

を見学し、中国側の科学技術者と広く交流を行った。 
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５．中外共同運営国家ハイテクパーク 

 

２００８年１２月現在、中国とロシア、中国とイギリス、中国とアメリカ、中国とシン

ガポール、中国とオーストリア、中国とイタリアの間で、合計７カ所（中国・イギリスの

間は２カ所）の共同運営の「海外科技園」（海外サイエンスパークまたは海外ハイテクパー

ク）が設けられており、現地向けのベンチャー企業のインキュベーション、海外関係先か

らの融資の獲得、海外市場への参入に必要なマーケティング、ビジネスパートナーの発掘、

中外提携のマッチングといった多様な試みを進めている。 

 

中外共同運営ハイテクパークの例示 

パーク関係国 入居企業例示 事業領域 入居目的 

重慶前沿生物制約

公司 

バイオ製薬 共同開発 中国とアメリカ 

託普国際商務公司 商務情報 中米間の技術及び

商務の企画や情報 

尚吉電子公司 電子製品 市場参入 中国とイギリス 

マッチング 国家留学基金管理

委員会予科学院 

中英の大学間の交

流や提携の推進 

プラスチック 海外からの融資 上海傑事傑新材料

公司 

中国とシンガポー

ル 

北京威奥特公司 通信ソフト 上場 

華東電子研究所 電子 共同研究 中国とロシア 

農薬等の開発 共同研究 江蘇常州植物激素

研究所 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの情報をもとに技術経営創研が作成 

 

 上記した他、中国国内において中外共同運営しているハイテクパークもあり、最もレベ

ルが高く、規模が大きいものとして中国政府－シンガポール政府が共同で建設し運営して

いる「蘇州工業パーク」を取り上げることができる。 
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■ リスト類 

 

・ リスト類は①国家特色産業基地、②国家ソフトウェアパーク、③国家インキュベータ、

④国家帰国留学人員創業パーク、⑤国家知的財産実証パークの５種類のパークについて、

一覧表としてまとめたものである。 

 

・ まず、該当する国家サイエンスパーク・ハイテクパークの一覧を示した上で、次に、

その一覧表の番号順にパークごとの概要を示した。 

 

・ パークごとの記述は、パークの所在地域、名称、設立時期、運営組織、面積、主たる

特徴、住所、電話／ファックス、公式ＨＰという内容とする。 

 

・ 一覧表及び各パークの記述は、パークの類型や取り組む事業内容によって項目が若

干 異なる場合がある。連絡先情報等は２００９年１月現在のものである。尚、パーク

ごとに記載した公式ＨＰに関しては時期によってはリンクが切れる場合もある。 
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１．国家特色産業基地一覧 

 

Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

銅陵電子材料産業基地 １ １９９９ 
安徽 

無為特種電纜産業基地 ２ ２００６．１１

北京緑水高新技術産業基地 ３ ２００１ 
北京 

北京大興新媒体産業基地 ４ ２００５．１２

闽東南電子与信息産業基地 ５ １９９７ 

泉州微波通信産業基地 ６ ２００４．９ 

徳化陶瓷産業基地 ７ ２００５．１２

８ 莆田液晶显示産業基地 ２００５．６ 
福建 

厦門視聴通訊産業基地 ９ ２００５．６ 

厦門钨材料産業基地 １０ ２００５．６ 

甘粛 白銀有色金属新材料及製品産業基地 １１ ２００８．４ 

湛江海洋産業基地 １２ ２００２ 

佛山精密製造産業基地 １３ ２００３ 

佛山自動化機械及設備産業基地 １４ ２００３ 

佛山新材料産業基地 １５ ２００３．４ 

江門新材料産業基地 １６ ２００４．１ 

中山（臨海）装備製造産業基地 １７ ２００４．１２

佛山電子電器産業基地 １８ ２００４．５ 

順徳家用電器産業基地 １９ ２００４．９ 

江門纺織化繊産業基地 ２０ ２００４．９ 

汕頭光機電産業基地 ２１ ２００５．６ 

２２ 広州花都汽車及零部件産業基地 ２００５．９ 
広東 

汕頭金平軽工機械装備制造産業基地 ２３ ２００５．９ 

恵州数码視聴産業基地 ２４ ２００６．１ 

汕頭澄海智能玩具創意設計与製造産業基地 ２５ ２００６．１１

肇慶金属新材料産業基地 ２６ ２００６．１１

中山小蘭金属製品産業基地 ２７ ２００６．４ 

中山市古鎮照明器材設計与製造産業基地 ２８ ２００７．８ 

惠州仲恺激光頭産業基地 ２９ ２００７．８ 

東莞市長安模具産業基地 ３０ ２００７．８ 

汕頭市龍湖輸配電設備産業基地 ３１ ２００７．８ 

 資料 - １６６ 



 

 

Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

東莞市虎門服装設計与製造産業基地 ３２ ２００７．８ 
広東 

広州高新区環保新材料産業基地 ３３ ２００８．４ 

貴州 遵義航天軍轉民（装备製造）産業基地 ３４ ２００７．１２

保定新能源与能源設備産業基地 ３５ ２００３．５ 

唐山陶瓷材料産業基地 ３６ ２００４．９ 

承德儀器儀表産業基地 ３７ ２００６．１１

唐山焊接産業基地 ３８ ２００６．１１

３９ 寧晋太陽能硅材料産業基地 ２００６．１１
河北 

廊坊信息産業基地 ４０ ２００６．３ 

邯郸新材料産業基地 ４１ ２００６．３ 

安国現代中薬産業基地 ４２ ２００７．３ 

濮阳生物化工産業基地 ４３ １９９７ 

河南超硬材料産業基地 ４４ ２００２．１２

４５ 済源鉱用機電産業基地 ２００２．１２河南 

長垣起重機械産業基地 ４６ ２００２．１２

鄭州精密合金産業基地 ４７ ２００２．１２

利民新医薬産業基地 ４８ ２００２ 

劃牡丹江特種材料産業基地 ４９ ２００２．１２

ハルピン抗生素産業基地 ５０ ２００４．１ 

５１ ハルピン発電設備産業基地 ２００７．８ 
黒竜江 

大慶市宏偉石化産業基地 ５２ ２００７．８ 

大慶新型複合材料及製品産業基地 ５３ ２００７．８ 

葛店生物技術与新医薬産業基地 ５４ ２００１ 

谷城節能与環保産業基地 ５５ ２００２ 

武漢新材料産業基地 ５６ ２００２．１１

十堰汽車関键零部件産業基地 ５７ ２００３ 

５８ 武漢汽车電子産業基地 ２００４．１ 湖北 

襄樊汽車動力与部件産業基地 ５９ ２００４．１ 

応城精细化工新材料産業基地 ６０ ２００４．１ 

武漢青山環保産業基地 ６１ ２００５.１２ 

襄樊節能電機与控制設備産業基地 ６２ ２００６.１ 

 

 

 資料 - １６７ 



 

 

Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

湖南傳感技術産業地 ６３ ２０００ 

瀏陽生物医薬産業基地 ６４ ２００２ 

益陽先進制造技術産業基地 ６５ ２００４．３ 

６６ 衡陽輸変電装備産業基地 ２００５．１１
湖南 

湘潭機電一体化産業基地 ６７ ２００５．７ 

株洲硬質合金産業基地 ６８ ２００７．１２

通化生物医薬産業基地 ６９ ２００１ 

吉林電力電子産業基地 ７０ ２００５．１２

７１ 敦化中薬産業基地 ２００５．１２
吉林 

通化県中薬産業基地（長白山薬谷） ７２ ２００５．１２

海門新材料産業基地 ７３ １９９５ 

昆山傳感器産業基地 ７４ ２０００ 

連云港新医薬産業基地 ７５ ２００１ 

吴中医薬産業基地 ７６ ２００１ 

鎮江光電子与通信元器件産業基地 ７７ ２００２ 

姜堰汽车関鍵零部件産業基地 ７８ ２００２ 

揚中電力電器産業基地 ７９ ２００２ 

吴江光電纜産業基地 ８０ ２００２ 

江蘇沿江対俄合作高新技術産業基地 ８１ ２００２ 

宜興非金属材料産業基地 ８２ ２００２．１２

錫山新材料産業基地 ８３ ２００２．５ 

８４ 南通化工新材料産業基地 ２００２．６ 江蘇 

丹阳新材料産業基地 ８５ ２００２．９ 

常州軌道交通車両及部件産業基地 ８６ ２００３．１ 

昆山模具産業基地 ８７ ２００３．１ 

常州市新北区“三薬”科技産業基地 ８８ ２００３．１ 

常熟高分子材料産業基地 ８９ ２００３．１ 

武進特種材料産業基地 ９０ ２００３．１ 

南京市江寧電力自動化産業基地 ９１ ２００４ 

邗江数控金属板材加工設備産業基地 ９２ ２００４．１ 

東海硅材料産業基地 ９３ ２００４．１ 

惠山特種冶金新材料産業基地 ９４ ２００４．１ 

鎮江沿江緑色化工産業基地 ９５ ２００４．１ 

 資料 - １６８ 



 

 

Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

南京市浦口生物医薬産業基地 ９６ ２００４．７ 

通州電子元器件及材料産業基地 ９７ ２００４．９ 

靖江微特電機及控制産業基地 ９８ ２００４．９ 

金壇精细化学品産業基地 ９９ ２００４．９ 

太倉特種功能新材料産業基地 １００ ２００４．９ 

蘇州汽車零部件産業基地 １０１ ２００５．１１

常熟電気機械産業基地 １０２ ２００５．６ 

南京精細化工産業基地 １０３ ２００５．６ 

泰州医薬産業基地 １０４ ２００５．８ 

泰興精细与専用化学品産業基地 １０５ ２００５．８ 

興化特種合金材料及製品産業基地 １０６ ２００５．８ 

１０７ 張家港精细化工産業基地 ２００５．８ 
江蘇 

启東生物医薬産業基地 １０８ ２００５．９ 

江陰高性能合金材料及製品産業基地 １０９ ２００５．９ 

無錫新区汽車電子及部件産業基地 １１０ ２００６．１１

塩城纺織機械産業基地 １１１ ２００６．１１

揚州汽車及零部件産業基地 １１２ ２００６．１１

徐州工程機械産業基地 １１３ ２００６．３ 

海安電梯设备産業基地 １１４ ２００７．８ 

常州輸変電設備産業基地 １１５ ２００７．８ 

無錫軽鋳型多功能電動車産業基地 １１６ ２００７．８ 

宜興電線電纜産業基地 １１７ ２００７．８ 

江西 九江星火有機硅材料産業基地 １１８ ２００４．１ 

大連双Ｄ港生物医薬産業基地 １１９ ２００５．９ 

１２０ 本溪中薬科技産業基地 ２００６．１１遼寧 

錦州硅材料及太陽能電池産業基地 １２１ ２００７．８ 

内蒙古 呼和浩特医薬産業基地 １２２ ２００２．５ 

石嘴山稀有金属材料及製品産業基地 １２３ ２００８．４ 
宁夏 

灵武羊绒産業基地 １２４ ２００８．４ 

 

 

 

 資料 - １６９ 



 

No 所在地域 名  称 認定時期 

済寧生物技術産業基地 １２５ ２００２ 

済南先進機電与装備制造産業基地 １２６ ２００３ 

禹城生物技術産業基地 １２７ ２００３ 

１２８ 青島新材料産業基地 ２００３．１１山東 

寧工程機械産業基地 １２９ ２００４．１ 

鲁北海洋科技産業基地 １３０ ２００４．１ 

済南生物工程与新医薬産業基地 １３１ ２００４．７ 

済南山大路電子信息産業基地 １３２ ２００５．７ 

淄博生物医薬産業基地 １３３ ２００５．７ 

済寧纺織新材料産業基地 １３４ ２００６．１ 

泰安输变電器材産業基地 １３５ ２００６．１ 

泰安非金属新材料産業基地 １３６ ２００６．１１

１３７ 招遠電子信息材料産業基地 ２００６．１１山東 

淄博博山泵類産業基地 １３８ ２００７．１２

煙台汽車零部件産業基地 １３９ ２００７．１２

淄博先進陶瓷産業基地 １４０ ２００７．１２

章丘有機高分子材料産業基地 １４１ ２００７．１２

臨沭複合肥産業基地 １４２ ２００７．３ 

陝西 西安高新区生物医薬産業基地 １４３ ２００７．１２

上海南汇医療器械産業基地 １４４ ２００５．９ 

上海張堰新材料深加工産業基地 １４５ ２００６．４ 

１４６ 上海奉賢輸配電産業基地 ２００７．８ 上海 

上海安亭汽車零部件産業基地 １４７ ２００７．８ 

上海青浦新材料産業基地 １４８ ２００７．８ 

四川 成都電子信息産業基地 １４９ ２００２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料 - １７０ 



 

No 所在地域 名  称 認定時期 

富陽光通信産業基地 １５０ ２００２ 

楽清智能電器産業基地 １５１ ２００２ 

寧波電子信息産業基地 １５２ ２００２ 

新昌医薬産業基地 １５３ ２００２ 

諸暨環保装備産業基地 １５４ ２００２ 

黄岩塑料模具産業基地 １５５ ２００３ 

绍興纺織産業基地 １５６ ２００３．７ 

海寧軟磁材料産業基地 １５７ ２００３．７ 

蘭溪天然薬物産業基地 １５８ ２００４．１ 

桐郷新型繊维産業基地 １５９ ２００４．１ 

萧山高性能機電基礎件産業基地 １６０ ２００４．１２

１６１ 嘉興電子信息産業基地 ２００４．９ 浙江 

平湖光機電特色産業基地 １６２ ２００４．９ 

上虞精細化工産業基地 １６３ ２００４．９ 

嘉善新型電子元器件産業基地 １６４ ２００５．１２

東陽磁性材料産業基地 １６５ ２００５．１２

臨安電線電纜産業基地 １６６ ２００５．１２

北倉注塑機産業基地 １６７ ２００５．６ 

永嘉特種泵阀産業基地 １６８ ２００５．６ 

海寧纺織新材料産業基地 １６９ ２００５．６ 

長興無機非金属新材料産業基地 １７０ ２００５．９ 

寧波鄞州新型金属材料産業基地 １７１ ２００６．４ 

南浔特種電磁線産業基地 １７２ ２００８．４ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センター 

 

注記： 

 次頁よりは国家特色産業基地ごとに、その名称の下に、産業分野、本部住所、及び連絡方

法といった順で記述する。以下に例を示す。 

 

 No.1 （名称）銅陵電子材料産業基地 

・（産業分野）電子材料 

・（本部住所）銅陵経済技術開発区 

・（連絡方法）電話 562-2806585（招商局） 

 

 資料 - １７１ 



 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

銅陵電子材料産業基地 １９９９ １ 

・電子材料 

・銅陵経済技術開発区 

・電話 0562-2806585（招商局） 

無為特種電纜産業基地 ２００６．１１
安徽 

２ 

・特殊ケーブル 

・無為県高沟工業園（省レベルのハイテク産業基地、電纜の郷） 

・携帯 13093452868 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

北京緑水高新技術産業基地 ２００１ ３ 

・生態工業、飲用水基地 

・密雲県鼓楼西大街 3号（密雲県政府） 

・密雲県投資促進局 

北京大興新媒体産業基地 ２００５．１２
北京 

４ 

・新媒体・文化創意産業 

・大興区兴政街 15 号（大興区政府）北京大興新媒体産業基地 

・メール webmaster@bjdx.gov.cn 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

闽東南電子与信息産業基地 １９９７ ５ 

・電子情報 

・泉州市闽東南電子与信息産業基地 

・泉州市外経貿局 

泉州微波通信産業基地 ２００４．９ ６ 

・マイクロ通信 

・泉州高新技術産業開発区江南高新技術電子情報産業園 

・泉州ハイテク産業開発区パーク（地方レベル） 

福建 

徳化陶瓷産業基地 ２００５．１２７ 

・陶瓷産業、陶瓷工芸品の輸出は中国一 

・徳化県徳化陶瓷産業基地（別称、中国陶瓷の都） 

・電話 0595-23522456（德化県政府オフィス） 

 資料 - １７２ 



 

莆田液晶显示産業基地 ２００５．６ ８ 

・液晶ディスプレイ、内陸においては最大の生産基地 

・福州市莆田液晶显示産業基地 

・－ 

厦門視聴通訊産業基地 ２００５．６ ９ 

・中国４大光電子産業基地の一つ 

・厦門市厦門視聴通訊産業基地 

・－ 

福建 

厦門钨材料産業基地 ２００５．６ １０ 

・钨材料 

・湖里高新技術園、厦门市湖里区招商局 

・電話 0592-6036403 

 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

白銀有色金属新材料及製品産業基地 ２００８．４ １１ 

・有色金属新材料及び製品  
甘粛 

・白銀市科学技術局 

・メール bykjxxs@sohu.com 

 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

湛江海洋産業基地 ２００２ １２ 

・海洋関連の研究成果の商品化等への転化基地 

・湛江市東海島経済開発試験区管委会 

・電話 0759-3681020 

佛山精密製造産業基地 ２００３ １３ 

・精密機械の製造等 

・佛山国家高新区精密制造産業基地 

・電話 0757-82100108   ファックス 0757-82100101（佛山高新区）

広東 

佛山自動化機械及設備産業基地 ２００３ １４ 

・自動化関連機械や設備 

・佛山三水楽平鎮佛山自動化機械及設備産業基地 

・－ 

 

 資料 - １７３ 



 

佛山新材料産業基地 ２００３．４ １５ 

・新材料 

・佛山市高明区三洲街道百灵路 1号沧江工業園(東園) 

・電話 0757-8626001 

江門新材料産業基地 ２００４．１ １６ 

・ステンレス関連製品 

・江門市白沙大道西 1号市政府大院 7号楼信息産業局 

・電話 0750-3341116 

中山（臨海）装備製造産業基地 ２００４．１２１７ 

・装備製造 

・中山火炬開発区臨海工業園装備制造産業基地 

・電話 0752-3381189 

佛山電子電器産業基地 ２００４．５ １８ 

・ 

・ 

・ 

順徳家用電器産業基地 ２００４．９ １９ 

・家電 

・佛山市順德区順徳家用電器産業基地 

・メール sfb@shunde.gov.cn 

広東 

江門纺織化繊産業基地 ２００４．９ ２０ 

・紡織の化学繊維 

・江門市白沙大道西 1号市政府大院 7号楼信息産業局 

・電話 0750-3341116 

汕頭光機電産業基地 ２００５．６ ２１ 

・光電子デバイス 

・汕頭経済特区管理委員会 

・電話 0754-8988608  

広州花都汽車及零部件産業基地 ２００５．９ ２２ 

・自動車及び自動車部品 

・広州花都汽車基地管理委員会 

・電話 0754-81097472 （広州市对外貿易経済合作局） 

汕頭金平軽工機械装備製造産業基地 ２００５．９ ２３ 

・ 

・ 

・ 
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恵州数码視聴産業基地 ２００６．１ ２４ 

・デジタル視聴製品等 

・惠州市南门路 45 号惠州市外経貿局 

・電話 0754-2231649 

汕頭澄海智能玩具創意設計与製造産業基地 ２００６．１１２５ 

・知的玩具の設計や製造 

・汕头市澄海区澄海智能玩具創意設計与制造産業基地 

・電話 0754-85863960   

肇慶金属新材料産業基地 ２００６．１１２６ 

・金属新材料 

・肇庆高新技術産業開発区管理委員会 

・電話 0754-3642299  

中山小蘭金属製品産業基地 ２００６．４ ２７ 

・ 

・ 

・ 

中山市古鎮照明器材設計与製造産業基地 ２００７．８ ２８ 

・ 

・ 

・ 

広東 

惠州仲恺激光頭産業基地 ２００７．８ ２９ 

・レーザー 

・惠州市南门路 45 号惠州市外経貿局 

・電話 0754-2231649 

東莞市長安模具産業基地 ２００７．８ ３０ 

・金型 

・東莞市莞太大道 33 号東莞市外経貿局 

・電話 0754-22817257 

汕頭市龍湖輸配電設備産業基地 ２００７．８ ３１ 

・ 

・ 

・ 

東莞市虎門服装設計与製造産業基地 ２００７．８ ３２ 

・ファッションのデザインや製造 

・東莞市莞太大道 33 号東莞市外経貿局 

・電話 0754-22817257 
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広州高新区環保新材料産業基地 ２００８．４ ３３ 

・環境保護関連の新材料 
広東 

・広州開発区志誠大道 303 号 

・電話 0754-82111520 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

遵義航天軍轉民（装备製造）産業基地 ２００７．１２３４ 

・ 
貴州 

・ 

・ 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

保定新能源与能源設備産業基地 ２００３．５ ３５ 

・新エネルギーとエネルギー設備 

・保定国家高新技術産業開発区 

・電話 0312-3108801 

唐山陶瓷材料産業基地 ２００４．９ ３６ 

・陶瓷材料 

・唐山市唐山陶瓷材料産業基地 

・－ 

承德儀器儀表産業基地 ２００６．１１３７ 

・電子機器 

・承德県電子儀器儀表工業園区 

・メール cdx.gov.cn@163.com 

河北 

唐山焊接産業基地 ２００６．１１３８ 

・溶接 

・唐山市唐山焊接産業基地 

・－ 

寧晋太陽能硅材料産業基地 ２００６．１１３９ 

・太陽エネルギー・シリコン材料 

・寧晋県寧晋太陽能硅材料産業基地 

・電話 0319－5856056（寧晋県電力局） 
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廊坊信息産業基地 ２００６．３ ４０ 

・ 

・ 

・ 

邯郸新材料産業基地 ２００６．３ ４１ 

・ 

・ 

・ 

河北 

安国現代中薬産業基地 ２００７．３ ４２ 

・ 

・ 

・ 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

濮陽生物化工産業基地 １９９７ ４３ 

・生物化学 

・河南濮陽高新技術産業開発区（地方レベル） 

・電話 0393-4616453 ファックス 0393-4616457 

河南超硬材料産業基地 ２００２．１２４４ 

・新材料 

・鄭州国家高新技術産業開発区 

・電話 0371-67991110 

済源鉱用機電産業基地 ２００２．１２４５ 

・ 

・ 

・ 

河南 

長垣起重機械産業基地 ２００２．１２４６ 

・起重機 

・長垣起重工業園区 

・電話 0373-8710298  ファックス 0373-8710308 

鄭州精密合金産業基地 ２００２．１２４７ 

・新材料 

・鄭州国家高新技術産業開発区 

・電話 0371-67991110 
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Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

利民新医薬産業基地 ２００２ ４８ 

・医薬 

・哈尔滨利民経済技術開発区利民医薬科技園区 

・電話 0451-57351095 

牡丹江特種材料産業基地 ２００２．１２４９ 

・ 

・ 

・ 

ハルピン抗生素産業基地 ２００４．１ ５０ 

・抗生物質 

・黑龍江省五常牛家镇省级工業開発区 

・電話 0451-55893400（華雨製薬集团） 

ハルピン発電設備産業基地 ２００７．８ 
黒竜江 

５１ 

・発電設備 

・哈尔滨市香坊区 

・電話 0451-86776404 

大慶市宏偉石化産業基地 ２００７．８ ５２ 

・石油化学 

・大慶国家高新技術産業開発区 

・メール WebMaster@dhp.gov.cn 

大慶新型複合材料及製品産業基地 ２００７．８ ５３ 

・複合材料及び製品 

・大慶国家高新技術産業開発区 

・メール WebMaster@dhp.gov.cn 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

葛店生物技術与新医薬産業基地 ２００１ ５４ 

・バイオ技術と新薬開発 

・湖北省葛店開発区管理委員会葛店高新技術産業開発区 

・電話 0711-3811201 

谷城節能与環保産業基地 ２００２ 
湖北 

５５ 

・省エネ及び環境保護設備 

・谷城県節能与環保産業基地 

・電話 0710-7241220（県政府） 
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武漢新材料産業基地 ２００２．１１５６ 

・新材料 

・武漢東湖国家新技術開発区 

・電話 027-87804115 

十堰汽車関键零部件産業基地 ２００３ ５７ 

・自動車主要部品関連 

・十堰市白浪中路 88 号（十堰高新技術産業開発区、地方レベル） 

・電話 0719-8319808  

武漢汽车電子産業基地 ２００４．１ ５８ 

・自動車関連エレクトロニクス 

・武漢東湖国家新技術開発区 

・電話 027-87804115 

襄樊汽車動力与部件産業基地 ２００４．１ ５９ 

・ 

・ 

・ 

湖北 

応城精细化工新材料産業基地 ２００４．１ ６０ 

・ファイン・ケミカル 

・武漢東湖国家新技術開発区 

・電話 027-87804115 

武漢青山環保産業基地 ２００５.１２ ６１ 

・環境保護設備 

・武漢市青山区環保産業基地 

・メール qsxxzx@126.com （青山区政府） 

襄樊節能電機与控制設備産業基地 ２００６.１ ６２ 

・ 

・ 

・ 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

湖南傳感技術産業地 ２０００ ６３ 

・各種センサー 
湖南 

・益陽市高新技術産業開発区傳感技術産業地 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 
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瀏陽生物医薬産業基地 ２００２ ６４ 

・バイオ医薬 

・浏陽市生物医薬産業基地 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 

益陽先進製造技術産業基地 ２００４．３ ６５ 

・製造業 

・益陽市高新技術産業開発区先進制造技術産業基地 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 

衡陽輸変電装備産業基地 ２００５．１１６６ 

・送電設備 

・衡陽市輸変電装備産業基地 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 

湖南 

湘潭機電一体化産業基地 ２００５．７ ６７ 

・メカトロニクス 

・湖南省湘潭市機電一体化産業基地 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 

株洲硬質合金産業基地 ２００７．１２６８ 

・新材料 

・株洲金山民営科技工業園 

・電話 0731-2212115（湖南省経済技術協力事務局） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

通化生物医薬産業基地 ２００１ ６９ 

・バイオ医薬 

・通化市生物医薬産業基地 

・電話 0435-3650959（市政府商務主管窓口） 

吉林電力電子産業基地 ２００５．１２７０ 

・ 

・ 

・ 

吉林 

敦化中薬産業基地 ２００５．１２７１ 

・漢方薬 

・敦化市中薬産業基地 

・電話 0433-6247128（市政府商務主管窓口） 
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通化県中薬産業基地（長白山薬谷） ２００５．１２７２ 

・漢方薬 
吉林 

・通化県長白山薬谷医薬産業園 

・電話 0435-3650959（市政府商務主管窓口） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

海門新材料産業基地 １９９５ ７３ 

・新材料 

・海門市新材料産業基地 

・電話 0513-2297553（市政府商務主管窓口） 

昆山傳感器産業基地 ２０００ ７４ 

・各種センサー 

・昆山市傳感器産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務主管窓口） 

連云港新医薬産業基地 ２００１ ７５ 

・新薬開発 

・連云港経済技術開発区招商局 

・電話 0518—2341071 

吴中医薬産業基地 ２００１ ７６ 

・バイオ医薬 

・蘇州市吴中区医薬産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

江蘇 

鎮江光電子与通信元器件産業基地 ２００２ ７７ 

・光電子及び通信機器部品 

・鎮江市光電子与通信元器件産業基地 

・電話 0511-5243260（市政府商務窓口） 

姜堰汽车関鍵零部件産業基地 ２００２ ７８ 

・自動車主要部品 

・泰州市姜堰汽車関鍵零部件産業基地 

・電話 0523-6839206（市政府商務窓口） 

揚中電力電器産業基地 ２００２ ７９ 

・変圧器関連 

・揚中市電力電器産業基地 

・電話 0523-6839206（市政府商務窓口） 
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吴江光電纜産業基地 ２００２ ８０ 

・光ケーブル 

・蘇州市吴江市光電纜産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

江蘇沿江対俄合作高新技術産業基地 ２００２ ８１ 

・－ 

・鎮江市沿江対俄合作高新技術産業基地 

・電話 0511-5243260（市政府商務窓口） 

宜興非金属材料産業基地 ２００２．１２８２ 

・材料 

・無錫市宜興市非金属材料産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

錫山新材料産業基地 ２００２．５ ８３ 

・新材料 

・無錫市錫山区新材料産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

南通化工新材料産業基地 ２００２．６ ８４ 

・新材料 

・南通国家経済技術開発区化工新材料産業基地 

・電話 0513-5582570（市政府商務窓口） 

江蘇 

丹陽新材料産業基地 ２００２．９ ８５ 

・新材料 

・鎮江市新材料産業基地 

・電話 0511-5243260（市政府商務主管窓口） 

常州軌道交通車両及部件産業基地 ２００３．１ ８６ 

・ 

・ 

・ 

昆山模具産業基地 ２００３．１ ８７ 

・金型 

・蘇州市昆山市模具産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

常州市新北区“三薬”科技産業基地 ２００３．１ ８８ 

・新薬開発 

・常州市国家高新技術産業開発区 

・電話 0519-8107108（市政府商務窓口） 
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常熟高分子材料産業基地 ２００３．１ ８９ 

・フッ素化学 

・江苏省常熟市新材料产业园盛虞大道 1号 

・電話 0512-52560899  ファックス 0512-52620368 

武進特種材料産業基地 ２００３．１ ９０ 

・ 

・ 

・ 

南京市江寧電力自動化産業基地 ２００４ ９１ 

・電力システム自動化 

・南京市江寧電力自動化産業基地 

・メール kw@nj.gov.cn（南京科学技術局） 

邗江数控金属板材加工設備産業基地 ２００４．１ ９２ 

・ 

・ 

・ 

東海硅材料産業基地 ２００４．１ ９３ 

・シリコン 

・東海県硅材料産業基地 

・電話 0518-7218609（県政府商務主管窓口） 

江蘇 

惠山特種冶金新材料産業基地 ２００４．１ ９４ 

・新材料 

・無錫市惠山区特種冶金新材料産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

鎮江沿江緑色化工産業基地 ２００４．１ ９５ 

・グリーン化学工業 

・鎮江市沿江緑色化工産業基地 

・電話 0511-5243260（市政府商務主管窓口） 

南京市浦口生物医薬産業基地 ２００４．７ ９６ 

・バイオ医薬 

・南京高新技術産業開発区浦口生物医薬産業基地 

・電話 025）8843666   ファックス 025）8843843  

通州電子元器件及材料産業基地 ２００４．９ ９７ 

・ 

・ 

・ 
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靖江微特電機及控制産業基地 ２００４．９ ９８ 

・ 

・ 

・ 

金壇精细化学品産業基地 ２００４．９ ９９ 

・ファイン・ケミカル 

・常州市金壇市精细化学品産業基地 

・電話 0519-8107108（市政府商務窓口） 

太倉特種功能新材料産業基地 ２００４．９ １００ 

・特殊新材料 

・蘇州市太仓市特種功能新材料産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

蘇州汽車零部件産業基地 ２００５．１１１０１ 

・自動車部品 

・萧山国家経済技術開発区橋南区 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

常熟電気機械産業基地 ２００５．６ １０２ 

・ 

・ 

・ 

江蘇 

南京精細化工産業基地 ２００５．６ １０３ 

・ファイン・ケミカル 

・南京市化学工業園精細化工産業基地 

・電話 025-84512296（市政府商務窓口） 

泰州医薬産業基地 ２００５．８ １０４ 

・医薬 

・泰州市医薬産業園医薬産業基地 

・電話 0523-6839206（市政府商務窓口） 

泰興精细与専用化学品産業基地 ２００５．８ １０５ 

・ファイン・ケミカル及び関連部品 

・泰州市泰兴精细与専用化学品産業基地 

・電話 0523-6839206（市政府商務窓口） 

興化特種合金材料及製品産業基地 ２００５．８ １０６ 

・特殊材料及び関連製品 

・泰州市興化市特種合金材料及制品産業基地 

・電話 0523-6839206（市政府商務窓口） 

 資料 - １８４ 



 

張家港精细化工産業基地 ２００５．８ １０７ 

・ファイン・ケミカル 

・蘇州市張家港市保税区楊子江化工園精细化工産業基地 

・電話 0512-68292754（市政府商務窓口） 

启東生物医薬産業基地 ２００５．９ １０８ 

・バイオ医薬 

・南通市启東県生物医薬産業基地 

・電話 0513-5582570（市政府商務窓口） 

江陰高性能合金材料及制品産業基地 ２００５．９ １０９ 

・ 

・ 

・ 

無錫新区汽車電子及部件産業基地 ２００６．１１１１０ 

・自動車電子部品 

・無錫市無錫新区汽車電子及部件産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

塩城纺織機械産業基地 ２００６．１１１１１ 

・繊維機械 

・塩城市纺織機械産業基地 

・電話 0515-8350019（市政府商務窓口） 

江蘇 

揚州汽車及零部件産業基地 ２００６．１１１１２ 

・自動車部品 

・揚州市汽車及零部件産業基地 

・電話 0514-7859345（市政府商務窓口） 

徐州工程機械産業基地 ２００６．３ １１３ 

・工作機械 

・徐州経済開発区工程機械産業基地 

・電話 0516-3825072（徐州市政府商務窓口） 

海安電梯设备産業基地 ２００７．８ １１４ 

・ 

・ 

・ 

常州輸変電設備産業基地 ２００７．８ １１５ 

・変圧設備 

・常州市輸変電設備産業基地 

・電話 0519-8107108（市政府商務窓口） 

 資料 - １８５ 



 

無錫軽鋳型多功能電動車産業基地 ２００７．８ １１６  

・フォークリフト 

・無錫市軽鋳型多功能電動車産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

宜興電線電纜産業基地 ２００７．８ １１７ 

・電線・ケーブル 

・無錫市宜興市電線電纜産業基地 

・電話 0510-2740213（市政府商務窓口） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野等／本部住所／連絡方法 認定時期 

九江星火有機硅材料産業基地 ２００４．１ １１８ 

・有機シリコン 
江西 

・九江星火有機硅材料産業基地 

・電話 0792-8223289（九江市科学技術情報所） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

大連双Ｄ港生物医薬産業基地 ２００５．９ １１９ 

・バイオ医薬 

・大連国家高新技術産業開発区双 D港生物医薬産業基地 

・電話 0411-84793601（大連国家高新技術産業開発区） 

本溪中薬科技産業基地 ２００６．１１１２０ 

・漢方薬 

・本溪経済技術開発区中薬科技産業基地 

・電話 0414 -58 589 99- 801 7  

遼寧 

錦州硅材料及太陽能電池産業基地 ２００７．８ １２１ 

・シリコン材料及び太陽電池 

・錦州硅材料及太阳能電池産業基地 

・電話 :0416-3881133 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

呼和浩特医薬産業基地 ２００２．５ １２２ 

・医薬 
内蒙古 

・呼和浩特国家経済技術開発区如意区医薬産業基地 

・電話 0471-6621200（呼和浩特市政府商務窓口） 

 資料 - １８６ 



 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

石嘴山稀有金属材料及製品産業基地 ２００８．４ １２３ 

・希有金属材料及び関連製品 

・石嘴山河滨高载能材料工業園 

・電話 0951-6027901（寧夏商務庁） 

灵武羊绒産業基地 ２００８．４ 
寧夏 

１２４ 

・カシミヤ製品 

・寧宁夏灵武羊绒産業園区 

・電話 0951-6027901（寧夏商務庁） 

 

 

名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 No 所在地域

済寧生物技術産業基地 ２００２ １２５ 

・バイオ技術 

・済寧市生物技術産業基地 

・電話 0537-2320375（市政府商務窓口） 

済南先進機電与装備製造産業基地 ２００３ １２６ 

・電機及び部品製造 

・済南国家高新技術産業開発区先進機電与装備製造産業基地 

・電話 0531-6911360（済南市政府商務窓口） 

禹城生物技術産業基地 ２００３ １２７ 

・バイオ技術 

・徳州市禹城市生物技術産業基地 

・電話 0534-7365333（禹城市政府商務窓口） 

山東 

青島新材料産業基地 ２００３．１１１２８ 

・新材料 

・青島国家高新技術産業開発区新材料産業基地 

・電話 0532-5918127（青島市政府商務窓口） 

済寧工程機械産業基地 ２００４．１ １２９ 

・工作機械 

・済寧市高新技術産業開発区済寧工程機械産業基地 

・電話 0537-2320375（市政府商務窓口） 

 

 

 資料 - １８７ 



 

鲁北海洋科技産業基地 ２００４．１ １３０ 

・海洋技術 

・滨州市无棣县埕口镇 

・電話 0543-6451057  ファックス 0543-6451727 

済南生物工程与新医薬産業基地 ２００４．７ １３１ 

・バイオ新薬開発 

・済南国家高新技術産業開発区生物工程与新医薬産業基地 

・電話 0531-6911360（済南市政府商務窓口） 

済南山大路電子信息産業基地 ２００５．７ １３２ 

・電子情報 

・済南山大路電子信息産業基地 

・電話 0531-6911360（済南市政府商務窓口） 

淄博生物医薬産業基地 ２００５．７ １３３ 

・バイオ医薬 

・淄博国家高新技術産業開発区生物医薬産業基地 

・電話 0533-2173826（淄博市政府商務窓口） 

済寧纺織新材料産業基地 ２００６．１ １３４ 

・新材料 

・済寧市高新技術産業開発区済寧纺織新材料産業基地 

・電話 0537-2320375（市政府商務窓口） 

山東 

泰安输变電器材産業基地 ２００６．１ １３５ 

・変圧機材 

・泰安市输变電器材産業基地 

・電話 0538-6991459（市政府商務窓口） 

泰安非金属新材料産業基地 ２００６．１１１３６ 

・非金属新材料 

・泰安市非金属新材料産業基地 

・電話 0538-6991459（市政府商務窓口） 

招遠電子信息材料産業基地 ２００６．１１１３７ 

・ 

・ 

・ 

淄博博山泵類産業基地 ２００７．１２１３８ 

・ 

・ 

・ 

 資料 - １８８ 



 

 

煙台汽車零部件産業基地 ２００７．１２１３９ 

・自動車部品 

・烟台市汽車零部件産業基地 

・電話 0535-6659695（市政府商務窓口） 

淄博先進陶瓷産業基地 ２００７．１２１４０ 

・陶器  

・淄博市先進陶瓷産業基地 

・電話 0533-2173826（市政府商務窓口） 

章丘有機高分子材料産業基地 ２００７．１２
山東 

１４１ 

・ 

・ 

・ 

臨沭複合肥産業基地 ２００７．３ １４２ 

・肥料 

・临沭県複合肥産業基地 

・電話 0539-2132361（県政府商務窓口） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

西安高新区生物医薬産業基地 ２００７．１２１４３ 

・バイオ医薬 
陝西 

・西安国家高新技術産業開発区生物医薬産業基地 

・メール Webmaster@xdz.com.cn （西安国家高新技術産業開発区） 

 

Ｎｏ 所在地域 名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 

上海南汇医療器械産業基地 ２００５．９ １４４ 

・医療器械 

・上海市南汇区医療器械産業基地 

・電話 021-58026227（区政府商務窓口） 

上海張堰新材料深加工産業基地 ２００６．４ 
上海 

１４５ 

・新材料 

・上海金山区張堰新材料深加工産業基地 

・電話 021- 57921157（区政府商務窓口） 

 

 資料 - １８９ 



 

上海奉賢輸配電産業基地 ２００７．８ １４６ 

・送電及び配電 

・上海市奉賢区輸配電産業基地 

・電話 021- 67100673（区政府商務窓口） 

上海安亭汽車零部件産業基地 ２００７．８ １４７ 

・自動車部品 

・上海市嘉定区安亭镇国際汽車城安亭汽車零部件産業基地 

・電話 021-69989260（区政府商務窓口） 

上海 

上海青浦新材料産業基地 ２００７．８ １４８ 

・新材料 

・上海市青浦区新材料産業基地 

・電話 021-59734827（区政府商務窓口） 

 

 

名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 No 所在地域

成都電子信息産業基地 ２００２ １４９ 

・電子情報 
四川 

・成都国家高新技術産業開発区電子信息産業基地 

・電話 028-85184155  ファックス 028-85184066 

 

 

名称／産業分野／本部住所／連絡方法 認定時期 No 所在地域

富陽光通信産業基地 ２００２ １５０ 

・光通信 

・杭州市富陽市光通信産業基地 

・電話 0571-85156707（市政府商務窓口） 

楽清智能電器産業基地 ２００２ １５１ 

・知能型家電 

・温州市楽清市智能電器産業基地 

・電話 0577-88862898（市政府商務窓口） 

浙江 

寧波電子信息産業基地 ２００２ １５２ 

・電子情報 

・寧波市電子信息産業基地 

・電話 0574-87310963（市政府商務窓口） 

 

 資料 - １９０ 



 

新昌医薬産業基地 ２００２ １５３ 

・バイオ医薬 

・紹興市新昌県医薬産業基地 

・電話 0575-5134153（市政府商務窓口） 

諸暨環保装備産業基地 ２００２ １５４ 

・環境保護設備 

・紹興市諸暨市環保装备産業基地 

・電話 0575-5134153（市政府商務窓口） 

黄岩塑料模具産業基地 ２００３ １５５ 

・金型 

・台州市黄岩区塑料模具産業基地 

・電話 0576-8811523（市政府商務窓口） 

紹興纺織産業基地 ２００３．７ １５６ 

・繊維 

・紹興市纺織産業基地 

・電話 0575-5134153（市政府商務窓口） 

海寧軟磁材料産業基地 ２００３．７ １５７ 

・材料 

・嘉興市海寧市軟磁材料産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

浙江 

蘭溪天然薬物産業基地 ２００４．１ １５８ 

・天然薬物 

・金華市蘭溪市天然薬物産業基地 

・電話 0579-2468043（市政府商務窓口） 

桐郷新型繊维産業基地 ２００４．１ １５９ 

・繊維 

・嘉興市桐郷市新型繊维産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

萧山高性能機電基礎件産業基地 ２００４．１２１６０ 

・電機関連の基幹部品 

・杭州市萧山区高性能機電基礎件産業基地 

・電話 0571-85156707（市政府商務窓口） 

嘉興電子信息産業基地 ２００４．９ １６１ 

・電子情報 

・嘉興市電子信息産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

 資料 - １９１ 



 

平湖光機電特色産業基地 ２００４．９ １６２ 

・オプトメカトロニクス 

・嘉興市平湖市光機電特色産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

上虞精細化工産業基地 ２００４．９ １６３ 

・ファイン・ケミカル 

・紹興市上虞市精細化工産業基地 

・電話 0575-5134153（市政府商務窓口） 

嘉善新型電子元器件産業基地 ２００５．１２１６４ 

・電子部品 

・嘉興市嘉善県新型電子元器件産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

東陽磁性材料産業基地 ２００５．１２１６５ 

・材料 

・金華市東陽市磁性材料産業基地 

・電話 0579-2468043（市政府商務窓口） 

臨安電線電纜産業基地 ２００５．１２１６６ 

・電線ケーブル 

・杭州市臨安市電線電纜産業基地 

・電話 0571-85156707（市政府商務窓口） 

浙江 

北倉注塑機産業基地 ２００５．６ １６７ 

・プラスチック 

・北倉注塑機産業基地 

・電話 0574-87310963（市政府商務窓口） 

永嘉特種泵阀産業基地 ２００５．６ １６８ 

・ポンプ関連 

・温州市永嘉県特種泵阀産業基地 

・電話 0577-88862898（市政府商務窓口） 

海寧纺織新材料産業基地 ２００５．６ １６９ 

・新材料 

・嘉興市海寧纺織新材料産業基地 

・電話 0573-2031873（市政府商務窓口） 

長興無機非金属新材料産業基地 ２００５．９ １７０ 

・新材料 

・湖州市長興県無機非金属新材料産業基地 

・電話 0572-2108750（市政府商務窓口） 

 資料 - １９２ 



 

 

寧波鄞州新型金属材料産業基地 ２００６．４ １７１ 

・金属材料 

・寧波市鄞州区新型金属材料産業基地 

・電話 0574-87310963（市政府商務窓口） 

南浔特種電磁線産業基地 ２００８．４ 
浙江 

１７２ 

・特殊電磁線 

・湖州市南浔区特種電磁線産業基地 

・電話 0572-2108750（市政府商務窓口） 

出典：現地関連情報をもとに技術経営創研が作成 

 資料 - １９３ 



 

 

２．国家ソフトウェアパーク一覧  

 

Ｎｏ 地域 名称 所在地 

１ 北京 北京ソフトウェア産業基地 北京市 

２ 天津 天津華苑ソフトウェアパーク 天津市 

３ 上海 上海ソフトウェアパーク 上海市 

４ 吉林ソフトウェアパーク 吉林市 
吉林 

５ 長春ソフトウェアパーク 長春市 

６ 大連ソフトウェアパーク 大連市 
遼寧 

７ 東大ソフトウェアパーク 瀋陽市 

８ 河北 河北省ソフトウェア産業基地 石家荘市 

９ 斉魯ソフトウェアパーク 済南市 
山東 

１０ 青島ソフトウェアパーク 青島市 

１１ 河南 中部ソフトウェア産業パーク 鄭州市 

１２ 南京ソフトウェアパーク 泰州市 

１３ 無錫ソフトウェアパーク 無錫市 

１４ 蘇州ソフトウェアパーク 蘇州市 
江蘇 

１５ 常州ソフトウェアパーク 常州市 

１６ 杭州高新ソフトウェアパーク 杭州市 
浙江 

１７ 寧波国際ソフトウェアパーク 寧波市 

１８ 安徽 合肥ソフトウェアパーク 合肥市 

１９ 厦門ソフトウェアパーク 厦門市 
福建 

２０ 福州ソフトウェアパーク 福州市 

２１ 江西 江西金芦ソフトウェアパーク 金芦市 

２２ 湖北 湖北ソフトウェア産業基地 武漢市 

２３ 湖南 長沙ソフトウェアパーク 長沙市 

２４ 広州（天河）ソフトウェアパーク 広州市 
広東 

２５ 深センソフトウェアパーク 深セン市 

２６ 四川 西部ソフトウェアパーク 成都市 

２７ 雲南 雲南ソフトウェアパーク 昆明市 

２８ 陝西 西安ソフトウェアパーク 西安市 

２９ 甘粛 蘭州ソフトウェアパーク 蘭州市 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの情報をもとに技術経営創研が整理 
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

北京ソフトウェア産業基地 年

住所： 

主たる特徴：最も規模が大きく、レベルの高い基盤技術のプラットフォームを形成 １ 

Tel：- Fax： 

HP： 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

天津華苑ソフトウェアパーク 1998 年 華苑軟件園管理中心

住所：天津华苑产业区海泰发展六道 6号 G座 

主たる特徴：「国家８６３ソフトウェア専門インキュベータ」として指定されている ２ 

Tel：22-23785971 Fax： 

HP：http://www.tjsoft.gov.cn/tj863/tjsoft.do 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

上海ソフトウェアパーク 2000 年 3 月 上海軟件園管理弁

住所：浦東、復旦大学、及び漕河涇（下記参照） 

主たる特徴：浦東、復旦、及び交通大学漕河涇の３カ所にあるパークにより構成 ３ 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.ssp.net.cn/index.htm 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

吉林ソフトウェアパーク 2000 年 6 月

住所： 

主たる特徴：  ４ 

Tel：  Fax： 

HP： 

 

 

 

 

 資料 - １９５ 



 

 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

長春ソフトウェアパーク 1999 年 1 月 長春高新区

住所：長春高新技術産業開発区長春軟件園 

主たる特徴：日本語ができ、ＩＴにも明るい人材が比較的多い ５ 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.changchun.gov.cn/tzcc/yqjd/Pages/%B3%A4%B4%BA%C8%ED%BC%FE%D4%B0.aspx 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

大連ソフトウェアパーク 1999 年 大連軟件有限公司

住所：大連市数馬広場 

主たる特徴： 中国初の「ソフトウェア産業の国際化モデル都市」を目標に取組む ６ 

Tel： 0411-84760030 Fax：0411-84766130 

HP： 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

東大ソフトウェアパーク 1995 年 6 月 東軟集団 

住所：遼寧省瀋陽市浑南新区新秀街 2号東 軟軟件園 

主たる特徴：自動車やデジタル家電、及び医療機器用の組み込みソフトに強い ７ 

Tel：024-83667788 Fax：024-23782700 

HP：  

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

河北省ソフトウェア産業基地 年月 石家荘高新区

住所：石家荘高新技術産業開発区 

主たる特徴：基本ソフト、応用ソフト、システムソフト及び関連サービスに重点 ８ 

Tel： 0311-5961614 Fax： 

HP：  
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

斉魯ソフトウェアパーク 1995 年 11 月 斉魯軟件園発展中心

住所：済南高新技術産業開発区斉魯軟件園 

主たる特徴：ソフトウェア開発の他、通信、半導体及び集積回路設計にも取組む ９ 

Tel： 0531-88871005 Fax：- 

HP：http://www.qilusoft.org/index.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

青島ソフトウェアパーク 年月

住所： 

主たる特徴：  10 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.qingdaosoftware.com/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

中部ソフトウェア産業パーク 1999 年 9 月 鄭州高新区

住所：鄭州高新区翠竹街 6号 1号楼 A座 

主たる特徴：ＧＩＳ、セキュリティー、電子商取引等のソフトウェアが中心 11 

Tel：0371-67579005 Fax： 

HP：http://www.ccsip.net/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

南京ソフトウェアパーク 1999 年 2 月 南京高新区

住所：南京高新技術産業開発区南京軟件園 

主たる特徴： 2007 年 8 月、「国家動画産業基地」（国家広電総局）称号も獲得 12 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.njswp.com/ 
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

無錫ソフトウェアパーク 1998 年 5 月 無錫軟件有限公司

住所：无锡新区新华路 5号 

主たる特徴： 2005 年 6 月、「国家動画産業基地」（国家広電総局）の称号を獲得 13 

Tel： 0510-85223399 Fax：0510-85212722 

HP：http://www.ipark.net.cn/e_ipark/0/0.chtml 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

蘇州ソフトウェアパーク 2001 年 4 月 蘇州軟件園発展弁

住所：蘇州市人民路 979 号科技大楼 

主たる特徴：ネットワークプラットフォーム関連の組み込みソフトが中心 14 

Tel： 0512－65156915 Fax： 

HP：http://www.szsp.gov.cn/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

常州ソフトウェアパーク 1999 年 常州軟件園管理中心

住所：常州高新区太湖東路 9号 

主たる特徴： 沖電気等の日系大手が進出し、研究開発を現地で実施 15 

Tel： 519-85137905   Fax：519-85158100 

HP：http://www.czsp.cn/main.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

杭州高新ソフトウェアパーク 1998 年

住所：杭州市西斗门路 3号天堂軟件園 

主たる特徴：  16 

Tel：  Fax： 

HP：http://hssib.hhtz.gov.cn/ 
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

寧波国際ソフトウェアパーク 2000 年 8 月 寧波軟件園発展中心

住所：寧波保税区（出口加工区） 

主たる特徴：保税区内に設立された唯一の国家ソフトウェアパーク 17 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.nbisp.org/webshow/rjy.php 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

合肥ソフトウェアパーク 年月 合肥高新区

住所：合肥市长江西路 669 号合肥高新区 

主たる特徴：合肥ハイテク産業開発区を構成する重要な一部分 18 

Tel： 0551-5325326 Fax：0551-5324016 

HP： 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

厦門ソフトウェアパーク 1995 年 厦門軟件産有限公司

住所：厦門环島路厦門国家高新区 

主たる特徴：2003 年、中国初の「ソフト開発における外国頭脳の導入モデル」に認定 19 

Tel： 0592-3929965 Fax： 

HP：http://www.xsoft.com.cn/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

福州ソフトウェアパーク 1999 年 2 月 軟件園管理服務中心

住所：福州市軟件大道 89 号 

主たる特徴：  20 

Tel：  Fax：87273025 

HP：http://www.fzsp.com/portal/index.htm 
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

江西金芦ソフトウェアパーク 1999 年 2 月

住所： 

主たる特徴：  21 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.jinlusoft.com/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

湖北ソフトウェア産業基地 年月 東湖高新区管委会

住所：武漢東湖新技術開発区湖北軟件産業基地 

主たる特徴：ＧＩＳ、ＲＳ、ＧＰＳ関連のソフトウェア開発力は中国を代表する基地 22 

Tel： 0571-28867607 Fax：0571-28867610 

HP： 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

長沙ソフトウェアパーク 1998 年 長沙軟件園管理弁

住所：長沙高新技術産業開発区軟件園 

主たる特徴：デジタルメディア用ソフトや組み込みソフト等の分野に強い 23 

Tel：- Fax： 

HP：http://www.cnsia.com/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

広州（天河）ソフトウェアパーク 1999 年 12 月

住所：広州天河軟件園 

主たる特徴： 20 のサブーパークより構成される多分野に取組むパーク 24 

Tel： 020-87071606 Fax： 

HP：http://new.thstp.cn/index.html 
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

深センソフトウェアパーク 年月 軟件園管理中心

住所：深セン高新区深セン軟件園（南山、福田、蛇口、羅湖） 

主たる特徴：集積回路の設計や大型の応用ソフトの研究開発に強い 25 

Tel：  Fax： 

HP：http://www.szsoftwarepark.com/home.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

西部ソフトウェアパーク 1999 年 成都高新区管委会

住所：成都市郫县红光镇西部軟件園 

主たる特徴： 26 

Tel：- Fax：028—82820163 

HP：  

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

雲南ソフトウェアパーク 1998 年 12 月 園区管理部

住所：昆明二环西路 220 号雲南軟件園産業楼 

主たる特徴：遠隔医療ＰＡＣＳシステムや商品配送システム等に重点に 27 

Tel：0871-8180563 Fax： 

HP：http://www.ynsp.gov.cn/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

西安ソフトウェアパーク 1998 年 12 月 西安軟件園発展中心

住所：西安科技路 48 号創業広場西安軟件園 

主たる特徴：ＮＥＣ、富士通を初めとする日系企業の進出はモデル的な効果も 28 

Tel：029-87669501 Fax： 

HP：http://www.xasoftpark.com/system/_owners/xasoftpark/_webprj/sys_index.jsp
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Ｎｏ 名称 設立時期 運営組織 

蘭州ソフトウェアパーク 1999 年 蘭州高新区

住所：蘭州市城关区张苏滩 575 号蘭州軟件園办公室 

主たる特徴：  29 

Tel： 0931-2160660 Fax：0931-2160667 

HP： 

 

出典：現地関連情報をもとに技術経営創研が作成 
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３．国家インキュベータ一覧 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

１ 北航天匯科技孵化有限公司 26666 104 39

２ 北京高技術創業服務中心 44000 89 102

３ 北京市朝陽区望京科技園創業服務中心 70000 190 33

４ 北京中関村国際孵化器有限公司 21629 89 209

５ 清華創業園 559000 170 70

６ 中関村科技園区豊台科技創業服務中心 220000 1104 537

７ 中関村科技園区海淀園創業服務中心 76386 213 91

８ 北京科大方興孵化器有限責任公司  

９ 北京中関村軟件園孵化服務有限公司  
北京 

１０ 匯龍森国際企業孵化（北京）有限公司  

１１ 北京華海基業科技孵化器有限公司  

１２ 北京均大高科技孵化器有限公司  

１３ 北京普天徳勝科技孵化器有限公司  

１４ 北京賽欧科園科技孵化中心有限公司  

１５ 北京奥宇科技企業孵化器有限責任公司  

１６ 北京中関村京蒙高科企業孵化器有限責任公司  

１７ 天津海泰企業孵化服務有限公司 17500 90 43

１８ 天津市科技創業服務中心 11000 89 79

１９ 天津泰達国際創業中心 43849 82 153天津 

２０ 天津新技術産業園区国際創業中心 30823 172 102

２１ 天津火炬鑫茂創業服務有限公司  

２２ 保定高新技術創業服務中心 60000 135 63

２３ 秦皇島開発区高新技術創業服務中心 23162 92 16

２４ 石家庄高新技術創業服務中心 242000 241 73

２５ 唐山高新技術創業中心 25539 81 30
河北 

２６ 邯鄲高新技術創業中心  

２７ 倉州市科技創業中心  

２８ 山西 山西省高新技術創業中心 30800 142 80

２９ 内モン

ゴル 
包頭稀土高新区科技創業服務中心 75279 381 88
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Ｎｏ 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

３０ 鞍山高新技術創業服務中心 100000 382 130

３１ 錦州高新技術産業創業服務中心 17200 86 34

３２ 瀋陽高新技術産業開発区科技創業服務中心 195000 305 129

３３ 瀋陽市高科技創業中心 7800 106 169

３４ 大連市高新技術創業服務中心 220000 335 127遼寧 

３５ 瀋陽東大科技企業孵化器有限公司  

３６ 瀋陽動漫研発与軟件外包孵化器  

３７ 大連市沙河口区天河科技創業服務中心  

３８ 大連双Ｄ港創業孵化有限公司  

３９ 長春科技創業服務中心 215000 350 201
吉林 

４０ 吉林高新技術創業服務中心 158000 405 230

４１ 成都高新区技術創新服務中心 175412 550 164

４２ 成都高新区教育科技園孵化器有限公司 40600 93 27

４３ 绵陽高新区創業服務中心 57800 128 28

４４ 成都高新技術創業服務中心 20000 38 100四川 

４５ 成都武侯高新技術創業服務中心 32000 99 0

４６ 四川川大科技園高新技術創業服務中心 34610 86 30

４７ 成都天河中西医科技保育有限公司  

４８ 大慶高新技術創業服務中心 147312 329 143

４９ ハルピン高科技創業中心 177600 400 240

５０ ハルピン工業大学国家大学科技園 38000 103 33

５１ ハルピン経済技術開発区高科技孵化中心  
ハル 

５２ ハルピン高科技企業孵化器有限公司  
ピン 

５３ ハルピン金華科技企業孵化器有限公司  

５４ ハルピン龍計電子技術創業中心  

５５ 貴州 貴陽高新技術創業服務中心 36000 153 29

５６ 上海復旦科技園高新技術創業服務中心 198000 389 61

５７ 上海八六三信息安全産業基地有限公司 16000 63 26

５８ 上海漕河涇新興技術開発区科技創業中心 27000 100 69

５９ 上海大学国家大学科技園科技創業中心 26803 150 43
上海 

６０ 上海慧谷高科技創業中心 41000 135 28

６１ 上海集成電路設計創業中心 20244 70 26

 資料 - ２０４ 



 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

６２ 上海市科技創業中心 40000 72 11

６３ 上海同済科技園孵化器有限公司 15626 90 20

６４ 上海楊浦科技創業中心有限公司 38908 137 23

６５ 上海張江高新技術創業服務中心 80720 184 32

６６ 上海莘閔高新技術開発有限公司  上海 

６７ 上海市青浦区科技創業中心  

６８ 上海張江薬谷公共服務平台有限公司  

６９ 上海聚科生物園区有限責任公司  

７０ 上海都市工業設計中心有限公司  

７１ 常州高新技術創業服務中心 90000 145 67

７２ 江蘇省高新技術創業服務中心 30000 170 62

７３ 姜堰高新技術創業中心 80707 60 56

７４ 昆山高新技術創業服務中心 15000 40 135

７５ 昆山留学人員創業園 48000 42 17

７６ 蘇州高新技術創業服務中心 187100 379 174

７７ 蘇州工業園区科技企業孵化器 159539 321 51

７８ 泰州市高新技術創業服務中心 23000 95 29

７９ 無錫市高新技術創業服務中 158000 664 449

８０ 武進高新技術創業服務中心 38900 90 43
江蘇 

８１ 揚州高新技術創業服務中心 11200 80 24

８２ 鎮江高新技術創業服務中心 41600 89 29

８３ 南京金港科技創業中心 29950 34 0

８４ 南京科技創業服務中心 45000 148 116

８５ 蘇州市呉中科技創業園  

８６ 張家港市高新技術創業服務中心  

８７ 南通高新技術創業中心  

８８ 無錫市科技創業服務中心  

８９ 杭州高新技術産業開発区科技創業服務中心 71480 251 30

９０ 嘉興科技創業服務中心 68000 86 27

９１ 金華科技園創業服務中心有限公司 27900 139 36浙江 

９２ 绍興市高新技術創業服務中心 25000 96 26

９３ 温州高新技術産業園創業服務中心 33000 85 43
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Ｎｏ 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

９４ 寧波市科技創業中心 38131 269 43

９５ 杭州市上城区科技創業中心  

９６ 漸江大学科技園発展有限公司  

９７ 湖州科技創業服務中心  浙江 

９８ 寧波保税区科技促進中心  

９９ 杭州市拱野区科技創業中心  

嘉善県科技創業服務有限公司 100  

合肥高新技術創業服務中心 101 120000 236 109

蕪湖高新技術創業服務中心 102 36000 108 46

合肥民営科技創業服務中心 103  

104 馬鞍山高新技術創業服務中心  
安徽 

銅陵市高新技術創業服務中心 105  

合肥国家大学科技園発展有限責任公司 106  

福建省高新技術創業服務中心 107 42200 82 35

福州市高新技術産業創業服務中心 108 56800 99 58

109 泉州市高新技術創業服務中心 38500 33 58福建 

廈門高新技術創業中心 110 158296 253 151

廈門軟件産業投資発展有限公司 111  

江西省赣昌高新技術創業服務中心 112 37100 208 81

113 南昌高新開発区創業服務中心  江西 

南昌大学科技園発展有限公司 114  

東营高新技術創業服務中心 115 53000 93 28

東营市黄河口高新技術企業創業園 116 110000 84 0

済南高新技術創業服務中心 117 96000 131 326

済南腊山高新技術創業服務中心 118 13000 44 42

済南民营科技企業孵化器 119 84500 114 57

120 済寧高新区創業中心 153000 148 52山東 

臨沂市高新技術創業服務中心 121 55000 102 25

泰安高新技術創業服務中心 122 125000 125 24

威海火炬高技術産業開発区高新技術創業服

務中心 

123 
40000 105 20

威海市高技術創業服務中心 124 11000 41 121

 資料 - ２０６ 



 

 

No 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

潍坊高新技術創業服務中心 125 172000 121 42

煙台高新技術創業服務中心 126  

煙台留学人員創業園 127 76000 106 95

淄博高新技術創業服務中心 128 80000 146 52

129 青島高新技術創業服務中心 115000 131 0
山東 

済南歴下軟件創業服務中心 130  

東営市高新技術創業服務中心 131  

青島経済技術開発区高科技創業服務中心 132  

安陽高新技術創業服務中心 133 90000 134 39

鄭州市高新技術創業中心 134 20274 290 99

焦作高新技術創業服務中心 135 40700 98 34

洛陽高技術創業服務中心 136 52300 384 33

漯河高新区創業服務中心 137 35100 95 64

138 南陽高新技術創業服務中心 25000 106 41
河南 

新郷高新技術創業服務中心 139 8538 140 10

鄭州高新技術産業開発区創業中心 140 200000 958 152

河南省大学科技園発展有限公司 141  

河南専利孵化轉移中心有限公司 142  

黄石磁湖科技創業服務中心 143 28000 104 49

荆州高新技術産業開発区創業服務中心 144 11000 63 19

襄樊高新技術創業服務中心 145 15000 94 65

宜昌高新技術産業開発区創業服務中心 146 16000 86 35

漢口高新技術創業服務中心 147 52000 140 36

武漢東湖新技術創業中心 148 231610 204 450

武漢華工科技企業孵化器有限責任公司 149 18000 97 35

150 武漢市洪山高新技術創業服務有限責任公司 35000 143 106
湖北 

武漢市青山区高新技術創業服務中心 151 11309 148 24

武漢市武昌科技創業中心 152 30000 112 29

武漢新材料科技企業孵化器 153 22061 90 30

武漢留学生創業管理中心 154  

湖北武漢国家農業科技園創業中心 155  

武漢海峡高新技術創業服務中心 156  

 資料 - ２０７ 



 

 

No 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

長沙高新技術創業服務中心 157 33032 191 42

長沙高新区創業服務中心 158 52353 144 44

159 湘潭国家高新技術創業服務中心 53327 166 92
湖南 

株洲高新技術産業開発区創業服務中心 160 44310 143 50

中山火炬高技術創業中心 161 118165 154 117

珠海高新技術創業服務中心 162 40000 95 39

広州火炬高新技術創業服務中心 163 174500 242 155

広州市高新技術創業服務中心 164 87000 187 444

広州市海珠高新技術創業服務中心 165 55000 132 32

華南理工大学科技園 166 55000 84 25

深セン市北科創業有限公司 167 19445 54 35

深セン市科技創業服務中心 168 12000 375 495

169 深セン市竜崗区科技創業服務中心 38330 86 35広東 

深セン市南山区科技創業服務中心 170 118000 306 158

深セン虚擬大学園管理服務中心 171 13512 91 32

広州国際企業孵化器有限公司 172  

深セン市宝安区科技創業服務中心 173  

東莞市留学人員創業園管理弁公室 174  

広東拓思軟件科学園有限公司 175  

深セン市福田区高新技術創業中心 176  

深セン市留学生創業園有限公司 177  

桂林科技創業服務中心 178 27000 131 96

179 柳州高新技術創業服務中心 27500 30 12広西 

南寧新技術創業者中心 180 79000 142 206

重慶大学国家大学科技園創業服務中心 181 16443 122 32

182 重慶高技術創業中心 49254 335 228重慶 

重慶高新技術産業開発区創業服務中心 183 750000 257 108

昆明高新技術創業服務中心 184 80000 221 117

185 雲南省新材料孵化器 8942 52 6雲南 

昆明創新園科技発展有限公司 186  

蘭州高新技術産業開発区創業服務中心 187 78000 181 84
甘粛 

蘭州省高新技術創業服務中心 188  

 資料 - ２０８ 



 

 

No 
所在 

地域 
名称 

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

宝鶏高技術創業服務中心 189 53000 205 55

西安交大科技園高新技術創業服務中心 190 50000 172 37

楊凌示範区創業服務中心 191 30270 154 29

西安高新区創業服務中心 192 345000 500 235

193 西安聯創生物医薬専業孵化器 22600 60 14
陝西 

西安光電子専業孵化器 194  

西安創業園置業有限公司 195  

西安軟件園発展中心 196  

寧夏 寧夏国家高新技術創業服務中心 197 13800 146 152

ウル ウルムチ高新技術産業開発区高新技術創業

服務中心 

198 
26900 104 10

ムチ 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの情報をもとに技術経営創研が整理 

 

 

 

 

注記： 

 

 ① 上記した面積、入居中企業、及び累計出身企業のデータは２００６年末現在のもので

ある。 

 ② 次頁よりはインキュベータごとに、その名称の下に、設立主体／管轄主体／運営主体、

本部住所、公式ＨＰ、連絡方法といった順で記述する。以下に例を示す。 

 

    No.2 （名称）北京高技術創業服務中心 

・（設立主体）北京市政府が設立 

・（本部住所）北京市朝陽区安翔北里甲 11 号北京創業大厦 

・（公式ＨＰ）http://www.bjcy.net.cn/IndexServlet 

・（連絡方法）電話 86-10－64853169 

 

           

 

 

 

 資料 - ２０９ 



 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

北航天匯科技孵化有限公司 26666 104 39１ 

・北京初の民営インキュベータ 

・北京市海淀区北四環中路 238 号柏彦大厦 406 室 

・http://www.bbi.com.cn/ 

・電話 010-82338204  

北京高技術創業服務中心 44000 89 102２ 

・北京市政府が設立 

・北京市朝陽区安翔北里甲 11 号北京創業大厦 

・http://www.bjcy.net.cn/IndexServlet 

・電話 010-64853169 

北京市朝陽区望京科技園創業服務中心 70000 190 33３ 

・北京市朝陽区が設立、帰国留学人員の創業も対象 

・北京市朝阳区望京高新技術産業区利澤中二路 2号 

・http://www.wangjing.gov.cn/ 

・電話 010-64392411   

北京中関村国際孵化器有限公司 21629 89 209
北京 

４ 

・中関村国家サイエンスパークが帰国留学人員の創業を対象に設立 

・北京市海淀区上地信息路 2号創業園 D棟 

・http://www.incubase.net/ 

・電話 010-82895166  

清華創業園 559000 170 70５ 

・清華大学サイエンスパークが設立 

・北京清華科技園学研大厦 A308 

・http://www.incubator.com.cn/ 

・電話 010-62772742 

中関村科技園区豊台科技創業服務中心 220000 1104 537６ 

・中関村サイエンスパークの豊台パークに立地 

・北京南四環西路 188 号 3区 

・http://www.zgcfsp.gov.cn/jygcweb/jsp/index.jsp 

・電話 010-63702073 

 

 

 

 資料 - ２１０ 



 

中関村科技園区海淀園創業服務中心 76386 213 91７ 

・中関村国家サイエンスパークが設立、国家帰国留学人員創業パーク 

・北京市海淀区上地信息路 26 号 

・http://www.ospp.com/index.jsp 

・電話 010-82898748 

北京科大方興孵化器有限責任公司  ８ 

・ 

・ 

・ 

・ 

北京中関村軟件園孵化服務有限公司  ９ 

・中関村国家サイエンスパークが設立 

・北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 3号楼 

・http://www.zgcspi.com/index.jsp 

・電話 010-82825186 

匯龍森国際企業孵化（北京）有限公司  １０ 

・匯龍森グループの一部 

・－ 

・http://www.huilongsen.com/ 

・電話 010-51029980     

北京 

北京華海基業科技孵化器有限公司  １１ 

・民営サイエンスパークが設立 

・北京市石景山区石景山路 22 号长城大厦 

・http://www.huahaijiye.com.cn/ 

・電話 010-68635263 

北京均大高科技孵化器有限公司  １２ 

・均大高科技グループが設立した医薬関係者の専門インキュベータ 

・北京豊台区科学城航豊路 8号 

・http://www.jdgk.com.cn/jzteyao/jdgk/A23index_1.htm 

・電話 010-58051807 

北京普天徳勝科技孵化器有限公司  １３ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 資料 - ２１１ 



 

北京賽欧科園科技孵化中心有限公司  １４ 

・民間設立、豊台ハイテク創業サービスセンターと提携運営も 

・北京豊台科学城海鹰路 5号 

・http://www.bjsoky.com/CSS/5079/HomePage.asp 

・電話 010-83681791 

北京奥宇科技企業孵化器有限責任公司  １５ 

・ 

・ 

・ 

・ 

北京 

北京中関村京蒙高科企業孵化器有限責任公司   １６ 

・北京市政府と内モンゴル政府が共同で設立 

・北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科大厦 

・http://www.newwest.cn/fhq.asp 

・電話 010-82783867 

 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

天津海泰企業孵化服務有限公司 17500 90 43１７ 

・天津国家ハイテク産業開発区に入居する中小企業をサポート 

・天津市華苑産業区海泰発展六道 6号海泰緑色産業基地 F座 3门 201 室 

・http://www.hitech-incubation.com/jianjie.asp 

・電話 022-23788200 ファックス 022-23788200 

天津市科技創業服務中心 11000 89 79１８ 

・帰国留学人員の創業も歓迎するインキュベータ 

・天津市南開区科研西路 12 号 

・http://www.incubation.cn/ 

・電話 022-87891084  ファックス 022-87890535 

天津 

天津泰達国際創業中心 43849 82 153１９ 

・天津国家経済技術開発区に位置されるインキュベータ 

・天津国家経済技術開発区天津市科技創業服務中心 

・http://www.innovateda.org/ 

・電話 022-66211500  ファックス 022-66211504 

 

 

 資料 - ２１２ 



 

天津新技術産業園区国際創業中心 30823 172 102２０  

・天津国家ハイテク産業開発区のサブパークの一つ 

・天津市华苑産業区国際創業中心 2008-2011 室 

・http://www.tibi.com.cn/tibi/ 

・電話 022-83710085    

天津火炬鑫茂創業服務有限公司  ２１ 

・鑫茂民営サイエンスパークに立地するインキュベータ 

・天津華苑高新技術産業園区榕苑路 16 号 

・http://www.xinmaochina.com/mtkxm/ 

・電話 022-83713791  

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

保定高新技術創業服務中心 60000 135 63２２ 

・保定国家ハイテク産業開発区が所轄 

・保定高新区保定高新技術創業服務中心 

・http://www.hebeiasp.com/company/bdgxjscyfwzx/index.aspx 

・電話 0312-3138562 

秦皇島開発区高新技術創業服務中心 23162 92 16２３ 

・秦皇島国家経済技術開発区の一部を構成 

・秦皇岛経済技術開発区龍海道 69 号科技大厦 407、408 室 

・http://www.qhdcy.cn/ 

・電話 0335-8576605  ファックス 0335-8576677 

石家庄高新技術創業服務中心 242000 241 73
河北 

２４ 

・石家庄国家ハイテク産業開発区が設立 

・石家庄新石北路 368 号創業大楼 4楼 

・http://www.sjzibi.com/ 

・電話 0311-3820540 

唐山高新技術創業中心 25539 81 30２５ 

・唐山ハイテク産業開発区（省レベル）等が設立 

・唐山市高新技術産業園区唐山高新技術創業中心 

・http://www.tscyzx.com/ 

・電話 0315-3853211 
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邯鄲高新技術創業中心  ２６  

・邯鄲経済開発区（地方レベル）が設立 

・邯鄲経済開発区高新技術創業中心 

・http://www.hdcyzx.com/Index/ 

・メール zhangl@hdkfq.gov.cn 

倉州市科技創業中心  ２７ 

・倉州経済技術区（地方レベル）の民営サイエンスパークに立地 

・倉州経済技術区科技園 

・－ 

・電話 0317-3096823 （倉州経済技術区） 

 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

山西省高新技術創業中心 30800 142 80２８ 

・太原国家ハイテク産業開発区のサブパークの一つ 

山西 ・太原市長治路 249 号 

・http://www.sxbi.net/ 

・電話 0351-2209903 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

包頭稀土高新区科技創業服務中心 75279 381 88２９ 

内 ・包頭国家ハイテク産業開発区が設立 

モン

ゴル 

・包頭稀土高新区阿 尔 丁 大 街 89 号 稀 土 大 厦  

・－ 

・電話 0 4 7 2 - 5 1 5 6 6 2 5  

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

鞍山高新技術創業服務中心 100000 382 130３０ 

・鞍山国家ハイテク産業開発区が主管 

遼寧 ・鞍山市千山中路 288号 

・－ 

・電話 0412—5211326  ファックス 0412—5212221 
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錦州高新技術産業創業服務中心 17200 86 34３１ 

・ 

・ 

・ 

・ 

瀋陽高新技術産業開発区科技創業服務中心 195000 305 129３２ 

・瀋陽国家ハイテク産業開発区が主管 

・瀋陽高新技術産業開発区科技創業服務中心 

・http://www.sy-incubator.com/index.asp 

・電話 024-23745004 

瀋陽市高科技創業中心 7800 106 169３３ 

・ 

・ 

・ 

・ 

大連市高新技術創業服務中心 220000 335 127３４ 

・大連国家ハイテク産業開発区が主管（「大連創業園」とも称される） 

・大連国家高新産業技術開発区大連市高新技術創業服務中心 

・http://www.dhbi.cn/yqzk.html 

・電話 0411-84793601 （大連国家ハイテク産業開発区） 

遼寧 

瀋陽東大科技企業孵化器有限公司  ３５ 

・東北大学国家大学科グループが設立 

・東北大学国家大学科技園 

・http://www.jiuye114.com/companyHtml/fhq-yuan/ 

・電話 024－83676600 

瀋陽動漫研発与軟件外包孵化器  ３６ 

・ 

・ 

・ 

・ 

大連市沙河口区天河科技創業服務中心  ３７ 

・大連市沙河口区政府の承認を得て設立 

・大連市沙河口区西南路 730 号 

・－ 

・電話 0411-84368660 （大連市沙河口区外経局） 
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大連双Ｄ港創業孵化有限公司  ３８ 

・大連市政府の承認で設立された民営企業インキュベータ 

遼寧 ・大連市双Ｄ港創業孵化有限公司 

・－ 

・電話 0411-84793601（大連国家ハイテク産業開発区） 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

長春科技創業服務中心 215000 350 201３９ 

・長春国家ハイテク産業開発区が主管 

・长春市高新区硅谷大街 4000 号 創業大厦 916 室 

・http://www.ccibi.com/ 

・電話 0431-85542422  

吉林高新技術創業服務中心 158000 405 230
吉林 

４０ 

・吉林国家ハイテク産業開発区が主管 

・吉林市深圳街 86 号 

・http://www.jlincubator.com.cn/ 

・電話 0432-4648206 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

成都高新区技術創新服務中心 175412 550 164４１ 

・成都国家ハイテク産業開発区が主管 

・成都高新区技術創新服務中心 

・http://www.cdibi.org.cn/ 

・電話 028-85335555  ファックス 028-85312171 

成都高新区教育科技園孵化器有限公司 40600 93 27４２ 

・成都国家ハイテク産業開発区が認定した民営インキュベータ 

・成都市府城大道西段 3号 

・http://www.estz.com/ 

・電話 028-85313008  ファックス 028-85317056 

四川 

绵陽高新区創業服務中心 57800 128 28４３ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 資料 - ２１６ 



 

 

成都高新技術創業服務中心 20000 38 100４４ 

・成都市科学技術委員会が主管 

・成都高新区成都高新技術創業服務中心 

・－ 

・電話 028-61881720   ファックス 028-61881722 

成都武侯高新技術創業服務中心 32000 99 0４５ 

・成都市武侯区政府の承認を得て設立 

・成都高新区武侯科技園 

・－ 

・電話 28-85005196 

四川川大科技園高新技術創業服務中心 34610 86 30
四川 

４６ 

・ 

・ 

・ 

・ 

成都天河中西医科技保育有限公司  ４７ 

・成都国家ハイテク産業開発区が主管 

・成都市天府大道南沿线高新孵化園一号楼 B座 3楼 C-10 

・－ 

・メール tianhe-cd@163.com 

 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

大慶高新技術創業服務中心 147312 329 143４８ 

・大慶国家ハイテク産業開発区が主管 

・大慶高新区高新路 12 号 

・http://www.dhbi.org/ 

・電話 0459-6282540  ファックス 0459-6282536 
黒 

ハルピン高科技創業中心 177600 400 240
竜 

４９ 
江 

・ハルピン国家ハイテク産業開発区が主管 

・哈尔滨嵩山路哈尔滨高科技創業中心 

・http://www.hrbincubator.com/ 

・電話 0451-82323046 
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ハルピン工業大学国家大学科技園 38000 103 33５０ 

・ハルピン工業大学が設立 

・哈尔濱市南岡区郵政街 434 号 

・http://www.usp.com.cn:81/index.asp 

・電話 86415202  ファックス 86413237 

ハルピン経済技術開発区高科技孵化中心  ５１ 

・ハルピンハイテク創業センターが主管 

・哈尔濱経済技術開発区高科技孵化中心 

・－ 

・電話 0451-82323046 

ハルピン高科技企業孵化器有限公司  ５２ 

・ 

・ 

・ 

・ 

黒 

竜 

江 

ハルピン金華科技企業孵化器有限公司  ５３ 

・南岡区政府の承認を得て設立 

・南岡区漢広街 41 号 

・－ 

・電話 0451-55592509 

ハルピン龍計電子技術創業中心  ５４ 

・黒龍江省計算機センター等が設立 

・香訪区珠江路 62 号 

・－ 

・電話 0451-82311579 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

貴陽高新技術創業服務中心 36000 153 29５５ 

・貴陽国家ハイテク産業開発区が主管 

貴州 ・貴陽国家高新区技術創業服務中心 

・http://www.gyibi.net.cn/ 

・上記サイト連絡の用記入フォームあり 
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Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

上海復旦科技園高新技術創業服務中心 198000 389 61５６ 

・復旦大学や上海市創業センター等が設立 

・上海国泰路 127 弄 1 号楼 5楼（上海復旦科技園） 

・http://www.fudanic.com/ 

・－ 

上海八六三信息安全産業基地有限公司 16000 63 26５７ 

・ 

・ 

・ 

・ 

上海漕河涇新興技術開発区科技創業中心 27000 100 69５８ 

・上海市政府の承認を得て設立し、漕河涇新興技術開発区が主管 

・上海宜山路 900 号科技大楼 

・http://www.caohejingibi.com/ 

・電話 021-54260100 

上海大学国家大学科技園科技創業中心 26803 150 43
上海 

５９ 

・ 

・ 

・ 

・ 

上海慧谷高科技創業中心 41000 135 28６０ 

・上海交通大学や上海市科学技術委員会等が設立 

・上海虹桥路 333 号 205－209 室 

・http://www.withub.org/home.php 

・電話 021-64394772   

上海集成電路設計創業中心 20244 70 26６１ 

・上海市科学技術委員会と黄浦区政府等が設立した専門型インキュベータ 

・海市北京东路 668 号科技京城 B区 704 室 

・http://www.icc.sh.cn/ici/index.htm 

・電話 021-53080153 
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上海市科技創業中心 40000 72 11６２ 

・上海市科学技術委員会が直轄 

・上海市徐汇区钦州路 100 号 

・http://www.incubator.sh.cn/cn/ 

・電話 021-64839007  ファックス 021-64833567 

上海同済科技園孵化器有限公司 15626 90 20６３ 

・ 

・ 

・ 

・ 

上海楊浦科技創業中心有限公司 38908 137 23６４ 

・上海市科学技術委員会が上海市創業センターに投資委託し設立 

・上海市国定路 335 号 1 号楼 7001 室 

・http://www.ypbase.com/home.html 

・電話 021-55663076 

上海張江高新技術創業服務中心 80720 184 32６５ 

・上海張江国家ハイテク産業開発区の一部を構成 

・上海浦東張江春晓路 350 号創業中心北三楼 

・－ 

・電話 021-38953267 

上海 

上海莘閔高新技術開発有限公司  ６６ 

・ 

・ 

・ 

・ 

上海市青浦区科技創業中心  ６７ 

・青浦区科学技術委員会が所轄 

・青浦区公園東路 1155 号青浦科技創業中心 2004 室 

・http://www.qptic.cn/ 

・電話 021-69713738  ファックス 021-69714321 

上海張江薬谷公共服務平台有限公司  ６８ 

・上海市科学技術委員会や浦東区政府等が共同設立した専門型インキュベータ

・上海张江高科技园区蔡伦路７８０号四楼Ｊ座 

・http://www.pharma-engine.com/ 

・電話 021-58555018  021-58558075 
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上海聚科生物園区有限責任公司  ６９ 

・上海市徐汇区政府と中国科学院上海生命科学研究院が共同設立 

・上海市漕宝路 500 号 3 号楼二层 

・http://www.jkbp.com/ 

・電話 021-54489815  ファックス 021-54489815 

上海都市工業設計中心有限公司  
上海 

７０ 

・黄浦区政府が支持する上海初の都市工業設計関係の専門型インキュベータ 

・上海南京東路 233 号 

・－ 

・メール gaoxin_0807@sina.com 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

常州高新技術創業服務中心 90000 145 67７１ 

・常州市政府が主管 

・常州市新北区高新科技園 10 号楼 310 室 

・http://www.czibi.com/ 

・電話 0519-85106846 

江蘇省高新技術創業服務中心 30000 170 62７２ 

・江蘇省科学技術庁が所管 

・南京市中華路 420 号 

・http://jspi.jsbi.cn/ 

・－ 

姜堰高新技術創業中心 80707 60 56
江蘇 

７３ 

・姜堰市の承認を得て設立 

・江蘇省姜堰市通楊西路 78 号 

・http://www.jycyzx.com/ 

・電話 0523-8816758  ファックス 0523-8817628 

昆山高新技術創業服務中心 15000 40 135７４ 

・江蘇省科学技術委員会と昆山サイエンスパーク（地方レベル）が共同設立 

・江蘇省昆山市玉山鎮 757 号 

・http://www.kscyzx.com/ 

・電話 0512-57797621 
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昆山留学人員創業園 48000 42 17７５ 

・昆山国家経済技術開発区や江蘇省人事庁等が共同設立 

・昆山国家経済技術開発区昆山留学人員創業園 

・－ 

・電話 0512-57313838 （昆山国家経済技術開発区） 

蘇州高新技術創業服務中心 187100 379 174７６ 

・蘇州国家ハイテク産業開発区科学技術発展局が直轄 

・中国蘇州金山路 2号 

・－ 

・電話 0512-8252537 

蘇州工業園区科技企業孵化器 159539 321 51７７ 

・蘇州工業パークが主管 

・蘇州工業園区金鶏湖大道 1355 号 

・－ 

・電話 512-62529888  ファックス 512-62529777 （国際科技園） 

泰州市高新技術創業服務中心 23000 95 29７８ 

・ 

・ 

・ 

・ 

江蘇 

無錫市高新技術創業服務中心 158000 664 449７９ 

・無錫国家ハイテク産業開発区が直轄（現在） 

・無錫市高新区高新技術創業服務中心 

・－ 

・無錫市高新区管理委員会 

武進高新技術創業服務中心 38900 90 43８０ 

・江蘇省科学技術庁の承認を得て設立 

・武进高新技术产业开发区人民东路 158 号 

・http://www.wjibi.com/ 

・電話 0519-86563002  ファックス 0519-86574082 

揚州高新技術創業服務中心 11200 80 24８１ 

・楊州ハイテク産業開発区（地方レベル）が主管 

・苏省扬州市邗江中路 119 号 

・http://www.yzgxjs.com/ 

・電話 0514-87963837  ファックス 0514-85126567 
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鎮江高新技術創業服務中心 41600 89 29８２ 

・鎮江新区政府が設立 

・江蘇省鎮江市丁卯開発区经十二路 

・http://www.zjibi.com/ （鎮江ハイテク創業パーク。以下同） 

・電話 0511-88888816  ファックス 0511-88889965 

南京金港科技創業中心 29950 34 0８３ 

・南京市政府と栖霞区政府が共同で管理 

・南京市和燕路 251－1 号金港大厦 A座 14 楼 

・http://www.njqxkj.gov.cn/index/index.asp 

・電話 25-85551103   

南京科技創業服務中心 45000 148 11684 

・国、江蘇省、南京市、南京国家ハイテク産業開発区が共同出資し設立 

・南京国家高新区南京科技創業服務中心 

・http://www.njincubator.com/ 

・－ 

蘇州市呉中科技創業園  ８５ 

・ 

・ 

・ 

・ 

江蘇 

張家港市高新技術創業服務中心  ８６ 

・張家港市政府が設立 

・張家港市国泰北路 1号 

・http://www.zjghtic.gov.cn/ 

・電話 0512-58541118 

南通高新技術創業中心  ８７ 

・南通市政府が設立 

・南通市工农路 488 号 

・http://www.ntchuangye.com/index.asp 

・電話 0513-85289501  ファックス 0513-85289528 

無錫市科技創業服務中心  ８８ 

・ 

・ 

・ 

・ 
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Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

杭州高新技術産業開発区科技創業服務中心 71480 251 30８９ 

・杭州国家ハイテク産業開発区が所轄、浙江省初の国家インキュベータ 

・杭州高新技術産業開発区科技創業服務中心 

・http://www.hhpc.gov.cn/ 

・電話 0571-88218865 

嘉興科技創業服務中心 68000 86 27９０ 

・嘉興市政府が主管し、嘉興市初の国家インキュベータ 

・嘉興市城南路 1369 号 

・http://www.jxbi.com/ 

・電話 0573-82651770   ファックス 0573-82651779 

金華科技園創業服務中心有限公司 27900 139 36９１ 

・浙江省政府の承認を得て設立 

・金華市双溪西路 620 号 

・http://www.jhcy.cn/index.asp 

・電話 0579-82381712 

紹興市高新技術創業服務中心 25000 96 26
浙江 

９２ 

・紹興経済開発区が出資し設立 

・绍興延安東路 481 号 

・－ 

・電話 0575-8647623 

温州高新技術産業園創業服務中心 33000 85 43９３ 

・温州経済技術開発区が主管 

・温州経済技術開発区高新技術産業園区温州高新技術産業園創業服務中心 

・－ 

・電話 0577-86996617 （招商局） 

寧波市科技創業中心 38131 269 43９４ 

・寧波国家ハイテク産業開発区が直轄 

・寧波国家高新区内寧波市科技創業中心 

・http://www.nbbi.net/ 

・電話 0574-87904879 
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杭州市上城区科技創業中心  ９５ 

・上城区政府が投資し設立 

・杭州紫金観巷 26 号 

・－ 

・電話 0571－87703000 

浙江大学科技園発展有限公司  ９６ 

・ 

・ 

・ 

・ 

湖州科技創業服務中心  ９７ 

・湖州市政府が承認し、同市科学技術局が設立 

・湖州市青銅路 699 号 

・http://www.hzkcy.com/ 

・電話 572-2607103 

寧波保税区科技促進中心  
浙江 

９８ 

・寧波保税区が主管 

・寧波保税区（出口加工区）科技促進中心 

・http://hi-tech.nftz.gov.cn/index.php 

・メール hi-tech@nftz.gov.cn 

杭州市拱野区科技創業中心  ９９ 

・拱墅区政府が主管 

・杭州市拱墅区古河巷 56 号 

・－ 

・電話 28885170 

嘉善県科技創業服務有限公司  100 

・嘉善県政府が全額投資し設立 

・浙江省嘉善县晋阳东路 568 号 

・http://www.fhq.zj.cn/index.asp 

・電話 0573-84291088  ファックス 0573-84291082   
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Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

合肥高新技術創業服務中心 120000 236 109101 

・合肥国家ハイテク産業開発区が主管 

・合肥国家高新技術産業開発区高新技術創業服務中心 

・－ 

・電話 0551-5325888 

蕪湖高新技術創業服務中心 36000 108 46102 

・安徽省政府の承認を得て設立 

・芜湖銀湖北路 38 号 

・http://www.whgkc.com/ 

・電話 0553-5846617 ファックス 0553-5848005 

合肥民営科技創業服務中心  103 

・合肥市科学技術局の承認を得て設立 

・合肥市高新区黄山西路 605 号民創中心 103 室 

・http://www.hfmyy.cn/ 

・電話 0551-5324766 

馬鞍山高新技術創業服務中心  
安徽 

104 

・馬鞍山市科学技術局が主管 

・馬鞍山市経済技術開発区紅旗南路 88 号 

・http://mascyzx.net/ 

・電話 0555-8323429 ファックス 0555-8323118 

銅陵市高新技術創業服務中心  105 

・銅陵市政府の承認を得て設立 

・銅陵市高新技術創業服務中心 

・http://www.tlincu.org.cn/zkd/index.asp 

・電話 0562-2833353 （銅陵市科学技術局） 

合肥国家大学科技園発展有限責任公司  106 

・合肥市政府と合肥国家ハイテク産業開発区が共同で管理 

・合肥市黄山路 602 号 

・http://www.hfusp.com/ 

・電話 0551-5323950 ファックス 0551-5325781 

 

 

 

 資料 - ２２６ 



 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

福建省高新技術創業服務中心 42200 82 35107 

・福建省科学技術庁直属の事業法人 

・福建省高新技術創業服務中心 

・http://www.fj-hitech.com/center2.netu?module=3 

・電話 0591-87645521 

福州市高新技術産業創業服務中心 56800 99 58108 

・福州市政府の承認を得て設立 

・福州市福州市金洲北路 7号 

・－ 

・電話 0591-83714714 

泉州市高新技術創業服務中心 38500 33 58109 

・泉州市科学技術局が所轄 

・泉州経済技術開発区市高新技術創業服務中心 

・－ 

・電話 0595-22353003 

福建 

廈門高新技術創業中心 158296 253 151110 

・廈門国家ハイテク産業開発区が直轄 

・廈門国家ハイテク産業開発区内 

・http://www.xmibi.com/ 

・－ 

廈門軟件産業投資発展有限公司  111 

・廈門タイマツグループが投資し設立 

・厦门曾厝垵厦门软件园华讯楼 1楼 

・－ 

・電話 0592-3929999 ファックス 0592-3929888 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

江西省赣昌高新技術創業服務中心 37100 208 81112 

・江西省科学技術庁が所轄 

江西 ・江西省赣昌市高新技術創業服務中心 

・－ 

・－ 
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南昌高新開発区創業服務中心  113 

・南昌国家ハイテク産業開発区が直轄 

・南昌国家高技術産業開発区内 

・－ 

・電話 0791-8106441 

南昌大学科技園発展有限公司  
江西 

114 

・江西省科学技術庁と教育庁の承認を得て設立 

・江西省南昌市高新開発区高新大道 589 号 

・－ 

・メール 3feng3@163.com 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

東営高新技術創業服務中心 53000 93 28115 

・ 

・ 

・ 

・ 

東営市黄河口高新技術企業創業園 110000 84 0116 

・東営市河口区科学技術局が所轄 

・東营市黄河口 

・－ 

・電話 0546-8315529 （同市科学技術局） 

済南高新技術創業服務中心 96000 131 326
山東 

117 

・済南国家ハイテク産業開発区が所轄 

・済南国家高新技術産業開発区 

・http://www.jnbi.com.cn/ 

・電話 0531-88037860    

済南腊山高新技術創業服務中心 13000 44 42118 

・済南市政府の承認を得て設立 

・济南市西外环路南段 18 号 

・－ 

・電話 0531-87502766 
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済南民営科技企業孵化器 84500 114 57119 

・済南市科学技術委員会と槐荫区政府が共同で承認し設立 

・济南市槐荫区新沙北路 20 号 

・－ 

・電話 0531-5993685 ファックス 0531-5993683 

済寧高新区創業中心 153000 148 52120 

・済寧ハイテク産業開発区（省レベル）が所轄 

・济宁高新区金宇路 52 号创新大厦 

・http://www.jncyzx.com/ 

・電話 0537-2363263 ファックス 0537-2363259 

臨沂市高新技術創業服務中心 55000 102 25121 

・臨沂ハイテク産業開発区（省レベル）が所轄 

・临沂高新技術産業開発区新華路西段創業大厦 

・http://www.lycyzx.org.cn/index1.asp 

・電話 0539-7109092   ファックス 0539-7109096 

泰安高新技術創業服務中心 125000 125 24122 

・泰安ハイテク産業開発区（省レベル）が所轄 

・泰安高新区泰山科技城（南区） 

・http://www.taigx.cn/ 

・電話 0538-8517722/8515685  ファックス 0538-8515685  

山東 

威海火炬高技術産業開発区高新技術創業服

務中心 
40000 105 20

123 

・威海国家ハイテク産業開発区が所轄 

・威海市沈陽路 108 号創業大厦 

・http://www.whibi.net/about/index.asp 

・電話 0631-5687755 

威海市高技術創業服務中心 11000 41 121124 

・山東省科学技術委員会と威海市政府が共同で設立 

・威海市文化西路 198 号火炬大厦 610 室 

・http://www.whibi.net/about/index.asp 

・電話 － 

潍坊高新技術創業服務中心 172000 121 42125 

・山東省科学技術委員会の承認を得て設立 

・潍坊開発区北海路北段桐荫街 

・－ 

・電話 0536-8881006 
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煙台高新技術創業服務中心  126 

・ 

・ 

・ 

・ 

煙台留学人員創業園 76000 106 95127 

・国家人事部と煙台市政府が共同設立 

・烟台経済技術開発区珠江路 28 号科技大厦 

・http://www.cyyq.org/ 

・電話 0535-6385289 

淄博高新技術創業服務中心 80000 146 52128 

・淄博国家ハイテク産業開発区が所轄 

・山东淄博高新区政通路 135 号 

・http://www.ziboibi.com/ 

・電話 0533-3583053 

青島高新技術創業服務中心 115000 131 0129 

・青島国家ハイテク産業開発区が直轄 

・青島高新区(崂山区)行政大厦西塔楼 105 室 

・http://www.qinno.com/cn/index.php 

・電話 0532-88998816 

山東 

済南歴下軟件創業服務中心  130 

・済南市政府関係部局の承認を得て設立 

・済南市花園路西段 

・－ 

・電話 0531-8542661 

東営市高新技術創業服務中心  131 

・東営ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・東営高新区沂州路 579 号 

・－ 

・電話 0546）8315529 

青島経済技術開発区高科技創業服務中心  132 

・青島経済技術開発区の承認を得て設立 

・青島経済技術開発区香江路 110 号 

・http://www.qingdaoibi.cn/ 

・電話 0532-86971838  ファックス 0532-86971838 
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Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

安陽高新技術創業服務中心 90000 134 39133 

・安陽ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・安阳市海河大道东段国家创业服务中心大楼 

・－ 

・電話 0372-3219636 

鄭州市高新技術創業中心 20274 290 99134 

・ 

・ 

・ 

・ 

焦作高新技術創業服務中心 40700 98 34135 

・焦作ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・焦作高新区神州路西段 

・http://www.jzcyzx.cn/ 

・電話 0391-3563636 

洛陽高技術創業服務中心 52300 384 33
河南 

136 

・洛陽国家ハイテク産業開発区が所轄 

・洛陽市高新区丰华路 6号 

・http://www.lycyzx.com/common/ 

・電話 0379-64902641 （洛陽高新区招商局） 

漯河高新区創業服務中心 35100 95 64137 

・漯河ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・河南省漯河市衡山路 21 号 

・－ 

・電話 0395-2627220 

南陽高新技術創業服務中心 25000 106 41138 

・南陽ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・南阳市高新区明山路１号 

・－ 

・電話 0377-62089049 
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新郷高新技術創業服務中心 8538 140 10139 

・ 

・ 

・ 

・ 

鄭州高新技術産業開発区創業中心 200000 958 152140 

・鄭州国家ハイテク産業開発区が所轄 

・鄭州高新区瑞達路 96 号 

・http://www.ztic.net/zticwebsite/page.do?page=index 

・電話 0371-67980787  ファックス 0371-67981233 

河南省大学科技園発展有限公司  
河南 

141 

・河南省大学サイエンスパークの運営会社 

・鄭州市鄭州高新区冬青街 7号 

・－ 

・電話 0371-67989938 

河南専利孵化轉移中心有限公司  142 

・河南省政府の承認を得て設立 

・鄭州国家高新技術産業開発区瑞達路 96 号科技産業広場二号楼 

・－ 

・電話 0371-67896677 

 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

黄石磁湖科技創業服務中心 28000 104 49143 

・黄石磁湖高新技術産業開発区に所属 

・黄石磁湖高新技術産業開発区工業園内、湖北黄石杭州路 89 号 

・－ 

・電話 07146355058 

荆州高新技術産業開発区創業服務中心 11000 63 19
湖北 

144 

・荆州市政府の承認を得て設立 

・荆州市江津東路 155 号 

・http://www.jing-chuang.gov.cn/index-c.htm 

・電話 0716－8123113  ファックス 0716－8123550 
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襄樊高新技術創業服務中心 15000 94 65145 

・襄樊国家ハイテク産業開発区が所轄 

・襄樊市春园西路 8号高新孵化园 

・http://www.xfbi.cn/ 

・電話 0710-3700606 

宜昌高新技術産業開発区創業服務中心 16000 86 35146 

・ 

・ 

・ 

・ 

漢口高新技術創業服務中心 52000 140 36147 

・武漢市政府の承認を得て設立 

・武汉市江漢経済開発区江興路 6号 

・－ 

・電話 027-83524582     

武漢東湖新技術創業中心 231610 204 450148 

・武漢市東湖新技術開発区が所轄 

・武漢市東湖新技術開発区光谷創業街 SBI7 棟 2 楼 

・http://www.whibi.com/news/Index.html 

・電話 027-87412659  ファックス 027-59715238 

湖北 

武漢華工科技企業孵化器有限責任公司 18000 97 35149 

・武漢市科学技術局の承認を得て華中科学技術大学等が共同設立 

・武漢市洪山区珞喻路 243 号華工科技産業大厦 13 楼 

・－ 

・電話 027-87522718 

武漢市洪山高新技術創業服務有限責任公司 35000 143 106150 

・ 

・ 

・ 

・ 

武漢市青山区高新技術創業服務中心 11309 148 24151 

・武漢市青山区政府が所轄 

・武漢市青山区冶金大道 35 号 

・－ 

・電話 86893291 
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武漢市武昌科技創業中心 30000 112 29152 

・武漢市政府の承認を得て設立 

・湖北省武漢市武昌区中山路 338 号 

・－ 

・電話 027-88936260  

武漢新材料科技企業孵化器 22061 90 30153 

・武漢市科学技術局が主管 

・武漢市硚口区古田五路 17 号 

・－ 

・電話 027-83495325  ファックス 027-83495582   

武漢留学生創業管理中心  154 

・武漢市政府が創設 

・武汉东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 6018 室 

・http://www.wh-newstart.org/index.asp 

・電話 027-87617337 

湖北 

湖北武漢国家農業科技園創業中心  155 

・武漢東湖国家新技術開発区の承認を得て設立 

・中国武漢珞獅南路 501 号 

・http://www.whgn.org.cn:8080/ 

・電話 027-87292392   ファックス 027-52237599 

武漢海峡高新技術創業服務中心  156 

・武漢吴家山台商投資区管理委員会が投資し設立 

・武漢市東西湖区呉家山五环南路 38 号 

・http://www.whhxgx.cn/index.asp 

・電話 027-59317828  ファックス 027-83891127 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
No 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

長沙高新技術創業服務中心 33032 191 42157 

・長沙市科学技術局直属 

・长沙市高新区麓谷基地麓景路 2号 湖南 

・http://www.ppc-cs.com/cyzx.asp 

・電話 0731-2842001  ファックス 0731-2842003 
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長沙高新区創業服務中心 52353 144 44158 

・長沙国家ハイテク産業開発区が所轄 

・長沙高新区麓景路 8号 

・http://www.cnibi.cn/ 

・電話 0731-2742555   ファックス 0731- 2742555 

湘潭国家高新技術創業服務中心 53327 166 92159 

・湘潭ハイテク産業開発区（地方レベル）が所轄 

・湘潭高新区科技大厦 

・－ 

・電話 732-2861159 

湖南 

株洲高新技術産業開発区創業服務中心 44310 143 50160 

・株洲市政府の承認を得て設立 

・株洲市天元区泰山路 43 号 A1 棟 303 号 

・－ 

・電話 0733-8811372 

 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

中山火炬高技術創業中心 118165 154 117161 

・中山火炬国家ハイテク産業開発区が投資し設立 

・中山火炬開発区康楽大道創業大厦 101 号 

・http://www.zstorchibi.com/cn/ 

・電話 0760-85316969 ファックス 0760-88292232 

珠海高新技術創業服務中心 40000 95 39162 

・ 

・ 

・ 

・ 

広東 

広州火炬高新技術創業服務中心 174500 242 155163 

・広州開発区が直轄 

・広州科学城揽月路 80 号広州科技創新基地綜合服務楼 709 室 

・http://www.entrepark.com/WEB/home.asp 

・電話 020-32290810  ファックス 020-32299779 

 

 

 資料 - ２３５ 



 

広州市高新技術創業服務中心 87000 187 444164 

・広州市科学技術局に所属 

・広州市天河東路 242 号 306 

・http://www.ghtic.org.cn/ 

・電話 020-85519192  ファックス 020-85513896  

広州市海珠高新技術創業服務中心 55000 132 32165 

・広州市海珠区が創設 

・広州市広州大道南敦和路 189 号 

・http://www.cy-center.com/ 

・メール webmaster@cy-center.com 

華南理工大学科技園 55000 84 25166 

・華南理工大学が投資し運営 

・広州市天河区五山路華南理工大学北区科技園 1棟 303  

・http://www.nspscut.com/ 

・電話 020-87111098 

深セン市北科創業有限公司 19445 54 35167 

・民営インキュベータ 

・深圳市蛇口工業大道 27 号北科創業大 

・－ 

・電話 0755-26823158 

広東 

深セン市科技創業服務中心 12000 375 495168 

・深セン市政府の承認を得て設立 

・深圳市福田区天安数码程福田天安科技創業園 A座 306 室 

・http://www.szsbi.org.cn/index1.asp 

・電話 0755-82049653 

深セン市竜崗区科技創業服務中心 38330 86 35169 

・深セン市龍崗区政府が設立 

・深圳市龍岡区中心城清林路海関大厦西座 

・－ 

・電話 0755-28948368 

深セン市南山区科技創業服務中心 118000 306 158170 

・深セン市南山区政府が承認し、南山区政府に所属 

・深セン市南山区科技創業服務中心 

・－ 

・電話 26542018 （同区科学技術局） 
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深セン虚擬大学園管理服務中心 13512 91 32171 

・深セン国家ハイテク産業開発区が所轄 

・深圳市高新技術産業園区南区深圳虚擬大学園大楼 

・http://www.szvup.com/ 

・電話 0755—26551558  ファックス 0755—26551544  

広州国際企業孵化器有限公司  172 

・広州市政府と広州経済技術開発区が共同で創設 

・広州国際企業孵化器有限公司 

・http://www.gibi.com.cn/ 

・サイトにお問い合わせ記入フォームあり 

深セン市宝安区科技創業服務中心  173 

・宝安区政府の承認を得て設立 

・宝安区西乡街道鉄岡水庫宝安桃花源科技創新園 

・http://www.bast.gov.cn/engine/gettemplate.jsp?temp_Id=616&pid=496 

・電話 0755-27960000 ファックス 0755-27948686 

東莞市留学人員創業園管理弁公室  174 

・ 

・ 

・ 

・ 

広東 

広東拓思軟件科学園有限公司  175 

・ 

・ 

・ 

・ 

深セン市福田区高新技術創業中心  176 

・深セン市福田区政府が投資し設立 

・深圳市福田区彩田北路 6009 号 

・－ 

・電話 0755-83185535  ファックス 0755-83185525 

深セン市留学生創業園有限公司  177 

・深セン市政府の承認を得て設立 

・深圳市高新区南区留学生創業大厦 2101 室 

・http://www.szchuangye.com/ 

・メール chy@szchuangye.com 

 

 資料 - ２３７ 



 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

桂林科技創業服務中心 27000 131 96178 

・桂林市科学技術局が主管 

・桂林市科技創業服務中心 

・http://www.glbic.com/index.asp 

・電話 0773-5815692  ファックス 0773-5819274  

柳州高新技術創業服務中心 27500 30 12179 

・柳州ハイテク産業開発区（自治区レベル）が設立 

・柳州高新区技術創業服務中心 

・http://www.lzbi.org.cn/ 

・－ 

広西 

南寧新技術創業者中心 79000 142 206180 

・南寧国家ハイテク産業開発区が直轄 

・南寧市科园大道 68 号 

・http://www.nnibi.com/ 

・電話 0771-3213233    ファックス 0771-3216700 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

重慶大学国家大学科技園創業服務中心 16443 122 32181 

・重慶大学国家大学サイエンスパークが直轄 

・重慶市沙坪坝区沙正街 174 号 

・－ 

・電話 023-65111782  ファックス 023-65111780 

重慶高技術創業中心 49254 335 228182 

・重慶市政府政府と国家科学技術委員会の共同承認を得て設立 

・重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路 2号 

・－ 

・電話 023-67300626  ファックス 023-68603354 

重慶 

重慶高新技術産業開発区創業服務中心 750000 257 108183 

・重慶国家ハイテク産業開発区が直轄 

・重慶高新区石橋铺科園一路 166 号 

・http://www.cqbi.org/ 

・電話 023-68606224      ファックス 023-68694994  

 

 資料 - ２３８ 



 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

昆明高新技術創業服務中心 80000 221 117184 

・昆明国家ハイテク産業開発区が直轄 

・昆明二环西路 220 号云南软件园产业楼 527 室 

・http://www.ynsp.gov.cn/Default.aspx 

・電話 0871-8180563 

雲南省新材料孵化器 8942 52 6185 

・ 

・ 

・ 

・ 

雲南 

昆明創新園科技発展有限公司  186 

・昆明国家経済開発区が主管 

・経済技術開発区経開路 3号 

・http://kmip.ketdz.gov.cn/ 

・電話 0871-6118586    ファックス 0871-7275192 

 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

蘭州高新技術産業開発区創業服務中心 78000 181 84187 

・蘭州国家ハイテク産業開発区が主管 

・兰州市張蘇滩 575 号創業服務中心 

・http://www.lzgxcy.com/ 

・電話 0931-2160660    ファックス 0931-2160667      

甘粛省高新技術創業服務中心  
甘粛 

188 

・甘粛省科学技術庁が所轄 

・兰州市城関区南面滩 268 号（創新園創新大厦 B座 13 楼 

・－ 

・電話 0931-8537522 

 

 

 

 

 資料 - ２３９ 



 

 

No 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

宝鶏高技術創業服務中心 53000 205 55189 

・宝鶏国家ハイテク産業開発区が主管 

・陝西宝鶏市火炬路 6号創業大厦 

・http://www.bjcy.gov.cn/ 

・電話 0917－3322901 

西安交大科技園高新技術創業服務中心 50000 172 37190 

・ 

・ 

・ 

・ 

楊凌示範区創業服務中心 30270 154 29191 

・中国タイマツセンターや陝西科学技術庁等が共同設立 

・杨凌農業示範区神农路 16 号創業大厦 

・http://www.ylibi.com/web/ 

・電話 029-87035538  ファックス 029-87035398 

西安高新区創業服務中心 345000 500 235
陝西 

192 

・西安国家ハイテク産業開発区が設立 

・西安高新区锦业路 69 号 

・http://www.xibi.com.cn/zjcyy/zjcyy-js.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=180 

・電話 029-81882280  

西安聯創生物医薬専業孵化器 22600 60 14193 

・西安市科学技術局や西安国家ハイテク産業開発区等が共同で設立 

・西安市高新区新区锦业路 69 号 C区 1 号创新广场 C 栋二层 

・－ 

・電話 029-88262297 

西安光電子専業孵化器  194 

・陝西省科学技術庁や西安市科学技術局等が共同で設立 

・西安市科技二路 77 号 

・－ 

・メール lyu-xa@126.com 

 

 

 

 資料 - ２４０ 



 

西安創業園置業有限公司  195 

・民営企業グループが投資し設立 

・西安市联创四路創業新大陆 

・－ 

・電話 029-81881295  

西安軟件園発展中心  
陝西 

196 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

所在 名称 入居中 累計 
Ｎｏ 面積（㎡）

地域 設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法 企業数 出身企業 

寧夏国家高新技術創業服務中心 13800 146 152197 

・寧夏自治区の承認を得て設立 

寧夏 ・寧夏自治区国家高新技術創業服務中心 

・http://www.nxcyzx.org.cn/ 

・電話 0951-5026974  ファックス 0951-5034668 

 

Ｎｏ 
所在 

地域 

名称 

設立・管轄・運営／本部住所／ＨＰ／連絡方法

入居中 累計 
面積（㎡）

企業数 出身企業 

ウルムチ高新技術産業開発区高新技術創業

服務中心 
26900 104 10

ウル 198 

ムチ 

・ウルムチ国家ハイテク産業開発区が出資し設立 

・乌鲁木齐国家高新技術産業開発区高新技術創業服務中心 

・－ 

・電話 0991－3836960  

 

出典：現地関連情報をもとに技術経営創研が作成 

 

 資料 - ２４１ 



 

 

４．国家帰国留学人員創業パーク一覧 

 

Ｎｏ 所在地域 名  称 所在地 

１ 北京 北京市留学人員海淀創業パーク 北京 

２ 天津 天津海外留学生創業パーク 天津 

３ 上海留学人員創業パーク（嘉定） 上海 
上海 

４ 上海留学人員創業パーク（張江） 上海 

５ 四川 成都留学人員創業パーク 成都 

６ 大連留学人員創業パーク 大連 
遼寧 

７ 瀋陽留学人員創業パーク 瀋陽 

８ 陝西 西安留学人員創業パーク 西安 

９ 杭州高新区留学人員創業パーク 杭州 
浙江 

１０ 寧波保税区留学人員創業パーク 寧波 

１１ 蘇州留学人員創業パーク 蘇州 
江蘇 

１２ 昆山留学人員創業パーク 昆山 

１３ 福建留学人員創業パーク 福建 
福建 

１４ 厦門留学人員創業パーク 厦門 

１５ 済南留学人員創業パーク 済南 
山東 

１６ 煙台留学人員創業パーク 煙台 

１７ 吉林 長春海外学人創業パーク 長春 

１８ 湖北 武漢留学生創業パーク 武漢 

１９ 安徽 合肥留学人員創業パーク 合肥 

２０ 広東 留学人員広州創業パーク 広州 

２１ 黒竜江 ハルピン海外学人創業パーク ハルピン 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの情報をもとに技術経営創研が整理 

 

 

 

 資料 - ２４２ 



 

 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

北京市留学人員海淀創業パーク 1997 年 10 月 80000 ㎡

住所：北京市海淀区上地信息路 26 号 

主たる特徴：2004 年 8 月、「優秀国家ハイテク創業サービスセンター」として受賞 １ 

Tel：010-82898748 Fax：010-62984933 

HP：http://www.ospp.com/index.jsp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

天津海外留学生創業パーク 1998 年 8 月 35000 ㎡

住所：天津市华苑産業区国際創業中心 2008-2011 室 

主たる特徴：教育部等が認定した第一次「中国大学生創業パーク」に入選 ２ 

Tel：022 - 83710085    Fax： 

HP：http://www.tibi.com.cn/tibi/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

上海留学人員創業パーク（嘉定） 1996 年 4 月 ㎡

住所：上海市嘉定区葉城路 1288 号 

主たる特徴：中国初の（設立当初は上海市レベルとしての）帰国留学人員創業パーク ３ 

Tel：021-69529050      Fax： 

HP：http://www.jdhitech.com/index.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

上海留学人員創業パーク（張江） 1998 年 ㎡

住所：上海市蔡倫路 1690 号 2 号楼 205 室 

主たる特徴：張江グループが主導的にインキュベータ管理センターを設立、運営 ４ 

Tel： 021-50806969     Fax：021-50802686 

HP：http://www.zjpark.com/ 
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Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

成都留学人員創業パーク 年月 3000 ㎡

住所：成都高新技術産業開発区 

主たる特徴：管理体制は博士創業パーク、イノベーションセンターと同一 ５ 

Tel： 028-5184155     Fax：028-5193802   

HP：http://www.cdht.gov.cn/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

大連留学人員創業パーク 1998 年 12 月 100000 ㎡

住所：大連高新技術産業開発区 

主たる特徴：2005 年「影響力のあるイノベーションパーク」に指定（科学技術部関連）６ 

Tel： Fax： 

HP：http://www.dhbi.cn/index.htm 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

瀋陽留学人員創業パーク 1998 年 8 月 ㎡

住所：沈阳高新技術産業開発区浑南産業区世紀路 1号 A座 4楼 

主たる特徴：海外 12 カ国からの 150 人余りが技術型ベンチャーを設立 ７ 

Tel：024-23745004    Fax：024-23745002 

HP：http://www.sy-incubator.com/index.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

西安留学人員創業パーク 1998 年 5 月 45000 ㎡

住所：西安高新技術産業開発区高新一路 25 号 

主たる特徴：西安国家インキュベータが同パークを管理 ８ 

Tel：029-8314820 Fax：029-8236567 

HP：http://www.chinatalents.gov.cn/lxcyyq/shanxi_xian.htm 
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Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

杭州高新区留学人員創業パーク 1999 年 1 月 ㎡

住所： 

主たる特徴：  ９ 

Tel： Fax： 

HP： 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

寧波保税区留学人員創業パーク 1999 年 9 月 150000 ㎡

住所：寧波保税区留学人員創業園 

主たる特徴：保税区に設立された唯一の国家帰国留学人員創業パーク 10 

Tel： Fax： 

HP：http://www.pioneers.gov.cn/webshow/cyy.php 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

蘇州留学人員創業パーク 1998 年 2 月 ㎡

住所：蘇州創業園 

主たる特徴：中国における第一次「国際インキュベータ」の三つの内の一つ 11 

Tel：0512-8250515 Fax：0512-8256218 

HP：  

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

昆山留学人員創業パーク 1998 年 10 月 12800 ㎡

住所：昆山国家経済技術開発区中国昆山留学人員創業園 

主たる特徴：中国初の県レベルの市に設立された国家帰国留学人員創業パーク 12 

Tel：0512-57375592 Fax： 

HP：http://www.kscyy.com.cn/index.jsp 
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Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

福建留学人員創業パーク 1998 年 8 月 ㎡

住所： 

主たる特徴： 13 

Tel： Fax： 

HP：  

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

厦門留学人員創業パーク 2001 年 6 月 ㎡

住所： 

主たる特徴：中国初の「台湾学者創業パーク」も同じパークに設立 14 

Tel：0592-3923888 Fax： 

HP：http://www.xmibi.com/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

済南留学人員創業パーク 1999 年 5 月 126000 ㎡

住所：済南高新技術産業開発区 

主たる特徴：教育部等が認定した第一次「中国大学生創業パーク」に入選 15 

Tel：0531-88037860 Fax： 

HP：http://www.jnbi.com.cn/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

煙台留学人員創業パーク 1996 年 10 月 1000000 ㎡（計画）

住所：山东省煙台経済技術開発区珠江路 28 号科技大厦 

主たる特徴：毎年 100 名以上の海外留学生が考察等のために同パークを訪問 16 

Tel：0535-6385289    Fax：0535-6379571 

HP：http://www.cyyq.org/home.asp 
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Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

長春海外学人創業パーク 1999 年 6 月 ㎡

住所：吉林省长春市高新区硅谷大街 4000 号 创业大厦 

主たる特徴： 海外 23 の国または地域からの 200 人余りが技術型ベンチャーを設立 17 

Tel：0431-85542422     Fax： 

HP：http://www.ccibi.com/ 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

武漢留学生創業パーク 1998 年 5 月 ㎡

住所：武漢東湖開発区華光大道 18 号高科大厦 

主たる特徴：中国イギリスサイエンスパークも同創業パーク内に設立（科学技術部） 18 

Tel：027-87617337     Fax：027-87617342 

HP：http://www.wh-newstart.org/index.asp 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

合肥留学人員創業パーク 年月 ㎡

住所： 

主たる特徴：  19 

Tel： Fax： 

HP： 

 

 

Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

留学人員広州創業パーク 1999 年 150000 ㎡

住所：広州科学城揽月路 80 号広州科技創新基地 

主たる特徴：毎年１回開催される中国留学人員広州科学技術交流会の主要企画者 20 

Tel：020-32290810 Fax：020-32299779 

HP：http://www.entrepark.com/home.asp 
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Ｎｏ 名称 設立時期 面積 

ハルピン海外学人創業パーク 1999 年 8800 ㎡

住所：哈尔滨嵩山路哈尔滨高科技創業中心 

主たる特徴： 21 

Tel：0451-82344005 Fax： 0541-8232133 

HP：http://www.hrbincubator.com/INDEX.asp 

 

出典：現地関連情報をもとに技術経営創研が作成 
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５．国家知的財産実証パーク一覧 

 

Ｎｏ 所在地域 名称 所在地 備考 

１ 北京 中関村科技園区 北京市 個票 参照 

２ 天津 天津新技術産業園区 天津市 個票 参照 

３ 上海 張江ハイテク産業開発区 上海市 個票 参照 

４ 青島ハイテク産業開発区 青島市 個票 参照 

５ 威海ハイテク産業開発区 威海市 個票 参照 山東 

６ 中国石油大学国家大学サイエンスパーク 東営市 個票 参照 

７ 広州開発区 広州市  
広東 

８ 深センハイテク産業開発区 深セン市 個票 参照 

９ 湖北 襄樊ハイテク産業開発区 襄樊市 個票 参照 

１０ 内モンゴ

ル 

包頭ハイテク産業開発区 包頭市 個票 参照 

１１ 四川 成都ハイテク産業開発区 成都市 個票 参照 

１２ 漸江 杭州ハイテク産業開発区 杭州市 個票 参照 

１３ 蘇州ハイテク産業開発区 蘇州市 個票 参照 

１４ 無錫ハイテク産業開発区 無錫市 個票 参照 

１５ 蘇州工業パーク 蘇州市  
江蘇 

１６ 江蘇昆山経済技術開発区 昆山市  

１７ 株洲ハイテク産業開発区 株洲市 個票 参照 
湖南 

１８ 長沙経済技術開発区 長沙市  

１９ 陝西 西安ハイテク産業開発区 西安市 個票 参照 

２０ 江西 南昌ハイテク産業開発区 南昌市 個票 参照 

２１ 重慶江北区五里店工業設計センター 重慶市 個票 参照 
重慶 

２２ 重慶西永微電子産業パーク 重慶市  

２３ 河北 石家荘ハイテク産業開発区 石家荘市 個票 参照 

２４ 遼寧 瀋陽ハイテク産業開発区 瀋陽市 個票 参照 

２５ 河南 洛陽ハイテク産業開発区 洛陽市 個票 参照 

２６ 安徽 合肥ハイテク産業開発区 合肥市 個票 参照 

２７ 新疆 ウルムチハイテク産業開発区 ウ ル ム チ

市 

個票 参照 

出典：国家知的財産局の情報をもとに技術経営創研が整理 
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所在 名称 
Ｎｏ 

地域 本部住所／連絡方法／ＨＰ 

蘇州工業パーク 江蘇 １５ 

・住所： 中国江蘇省蘇州市蘇州工業園区現代大道 999 号現代ビル 15 階 

・電話： 0512-66681599 ファックス 0512-66681500 

・ＨＰ： http://www.sipac.gov.cn/ 

江蘇昆山経済技術開発区 １６ 

・住所： 江蘇省昆山市昆山経済技術開発区管理委員会 

・電話： 0512-57313838  ファックス 0512-57313888 

・ＨＰ： http://www.ketd.gov.cn/ 

長沙経済技術開発区 １８ 湖南 

・住所： 湖南省長沙市星沙三一路 2 号 

・電話： 0731-4011108   or  0731-4011101 

・ＨＰ： http://www.cetz.gov.cn/index.asp 

重慶江北区五里店工業設計センター 重慶 ２１ 

・住所： － 

・電話： － 

・ＨＰ： － 

重慶西永微電子産業パーク ２２ 

・住所： － 

・電話： － 

・ＨＰ： http://www.xiyongpark.com/ 
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No.1 

中関村サイエンスパーク 

中国語 中関村科技園区 名称 

英 語 Zhongguancun Science Park (Z-Park) 

住所 北京市海淀区蘇州街３６号 

HP http://www.zgc.gov.cn/ 

１９８８年 ２３２平方キロ 認定 面積 

同パーク管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 中関村サイエンスパークは中国初の国家ハイテク産業開発区として大きな成功を収め

て国内外からの注目を集めており、中国のシリコンバレーとも称される。現在、世界の一

流パークを目指し、電子情報、バイオ製薬、新エネルギー、フォトエレクトロニクス、新

素材、環境保護等の分野に取組み続けている。同サイエンスパークは現在１０のサブパー

ク（大興バイオ医薬産業基地を含む）で構成されており、国家ソフトウェア産業（輸出）

基地、国家バイオ医薬産業基地、国家工程技術イノベーション基地、国家ネットワークア

ニメ産業発展基地としても認定されている。また、国家インキュベータも多数設けられて

いる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

Lenovo、Founder、UFsoft、HanWang、Sinovac、Sohu、Sina、Baidu、Vimicro、Aigo 等

の２万近くのハイテク企業があり、ハイテク産業は過去１０年以上の間、年間成長率２

５％以上を維持している。２００７年、開発区のハイテク企業の総生産高は９０３５億元

を超えており、これは国家全体のサイエンスパークの総収入の７分の１に等しい。 

進出した外資／日系企業の例示 

Microsoft、ＩＢＭ、ＡＭＤ、Motorola の他、前記した諸分野の世界ランキング上位５

００の企業の多くが子会社や研究所を設立している。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区には、北京大学や清華大学を始めとする中国トップの大学が３０以上、中国科

学院や中国工程院等の２００以上の研究所、アジア最大の国家図書館、特許庁がある。中

関村において、中国語のレーザータイプセッティングシステムが北京大学のグループによ

って発明され、中国のプリント産業にとっての新たなオプトエレクトロニクスの時代を先

導した。２１世紀初期には、中国の単独特許を有する最初のＣＰＵチップが中関村で開発

され、これにより完全に輸入チップに頼っていた時代が終わった。特許を基にした業界標

準、国家標準、国際標準への取組みも大きな成果を得ている。 

その他の特記事項 

 中国初の地方法規として「中関村サイエンスパーク条例」を制定し施行している。 
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No.2 

天津ハイテク産業開発区 

中国語 天津新技術産業園区 名称 

英 語 Tianjin Hi-Tech Industry Park (THIP) 

住所 天津新技術産業園区 

HP http://www.thip.gov.cn/ 

１９９１年 ２１．８５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 天津ハイテク産業開発区は華苑産業エリア、政策エリア（天津市科研基地、科技貿易街、

南開工業園を含む）、輻射エリア（武清開発区、北辰科技園区、塘沽海洋ハイテク区を含

む）、Huayuan Industrial Park、濱海ハイテクエリア他、複数のエリアより構成されてい

る。Huayuan Industrial Park は天津市の南西に位置し、当初の建設予定は１１．５８平

方キロで、天津で初めての国家環境保護モデルゾーン（ＩＳＯ１４０００認証取得済み）

である。濱海ハイテクエリアは科学技術院と天津市政府の共同で建設され、天津ハイテク

産業開発区が拡張してできたもので、設計予定は３０．５平方キロとなっている。これは

中央関連機関と地方自治体が共同で設立した最初のハイテクゾーンである。主要分野はソ

フトウェア及びハイレベル情報技術、グリーンエネルギー、先進的な製造業、バイオ製薬、

近代サービス業である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

経済指標は１０年連続で前年比３０％以上の伸び率で上昇しており、２００８年前期の

総生産高は２２１億元が期待され前年同期比３２％以上の増加である。また、同時期の総

収入は８０２億元で前年同期比３３．４％の増加である。 

進出した外資／日系企業の例示 

現在４８００社以上のハイテク企業を擁し、その内外資企業は７００社以上である。韓

国の三星、ＬＧ、日本のＮＥＣ、ＥＰＳＯＮ、三美、大真空、ドイツの SIEMENS、KOEMMERLING、

フランスの DANFOSS、オーストラリアのＡＣＩ等、世界の著名な企業が相次いで投資し、

Huayuan Industrial Park には SIEMENS、トヨタ、サムソン、サンヨー、ＮＥＣ等、世界

のトップ企業５００社の内２４社が入居している。 

関連施策、特許等の成果 

 天津ハイテク産業開発区の発展を促進する規定等、一連の地方レベルでの政策が実施さ

れている。 

その他の特記事項 

 天津ハイテク産業開発区に設けられている６カ所のインキュベータは、２００８年にす

べてが国家レベルのインキュベータとして認定された。 
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No.3 

上海張江ハイテク産業開発区 

中国語 上海張江高新技術産業開発区 名称 

英 語 Shanghai Zhangjiang Gao Xing Ji Shu Chan Ye Kai Fa Qu 

住所 上海市浦東新区張東路１３８７号３４―０１ 

HP http://www.sh-hitech.gov.cn/structure/index 

年月  認定 面積 

  運営 連絡 

開発区の概要 

上海張江ハイテク産業開発区は浦東新区に属し、陸家嘴金融貿易区の東南側に位置す

る。１９９０年代初めに創立された国家ハイテク産業開発区の一つであり、半導体、ソフ

トウェア、バイオ製薬の三大産業分野を柱と位置づけている。２００６年には周辺の漕河

涇経済開発区や上海大学科技園等を含む、より広域で大規模なハイテク産業開発区として

名称変更される等、上海市の経済成長の新たな牽引役として期待されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区内の上海浦東ソフトウェアパークは西安や大連と同じく国家ソフトウェア産

業基地（国家軟件産業基地）と国家ソフトウェアアウトソーシング基地（国家軟件出口基

地）の双方の役割を担っており（３つの都市でその規模や位置づけ等は異なる）、２００

６年末の売上は約１０４億元、輸出総額は約１．５億米ドルを達成している。 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年末時点で４８６２社の内外企業が拠点を持ち、資生堂、パナソニック、キリ

ンビール、味の素、三共、ソニー等日本の代表的な企業も進出している。 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は数年前から全力をあげて「張江科学城」の構築に取組んでいる。「張江科学

城」は大学サイエンスパークと類似する部分があり、これは大学を地域に誘致することに

等しい。しかし「張江科学城」の運営は、単に大学や研究機関を進出・集積させるだけで

はなく、現地の生産、研究の現状と有利性を生かして、産学研一体化の道を歩み、張江の

技術的先導役の地位を確保することを目的としている。また、同開発区には北京大学上海

マイクロ電子研究院、清華大学情報学院上海マイクロ電子センター、復旦大学国家モデル

ソフトウェア学院、復旦大学（張江）マイクロ電子研究院等が進出している。 

 

その他の特記事項 

 ２００７年５月１７日、上海張江ハイテク産業開発区の設立１５周年記念イベントが開

催され、中国科学技術部長の万氏、上海市副市長の楊氏等多くの要人が開幕式に参加した。

近年ではハイテクを生かした文化産業育成にも取組む。 
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No.4 

青島ハイテク産業開発区 

青岛高新技術産業開発区 中国語 名称 

英 語 China Qingdao National Hi-tech Industrial Development Zone 

青島高新区(崂山区)行政大厦西塔楼１０５室 住所 

HP http://gxq.qingdao.gov.cn/n5209772/index.html 

１９９２年 １６．７平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 青島ハイテク産業開発区は１９９２年１１月に承認された国家ハイテク産業開発区で

あるが、その後、多様な管理体制を整えてきた。２００６年６月、国務院の承認を得て同

開発区は面積を拡大し、２００７年１１月、同市副市長をトップとする管理体制になった。

現在、同開発区はハイテク製品輸出基地、バイオロジー・バレー、大学サイエンスパーク、

ソフトウェアパーク、海爾（ハイアール）家電工業ゾーン等から構成されている。電子情

報、バイオと医薬、新材料、新エネルギーと省エネルギー、先進的な製造装置、海洋工学、

国防科学技術といった主要産業を発展させるために、同開発区内に電子情報、海洋機器、

バイオ、新エネルギー・省エネルギー、新材料、高速列車、先進的な装備、国防及び航空、

自動車等、九つの産業パークを形成することが構想されている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

日本でも有名な海爾（ハイアール）が投資した海爾家電工業ゾーンは青島のハイテクゾ

ーンにあり、計画敷地面積は約６７万㎡、計画投資は２５億元で、主な製品はエアコン、

洗濯機等の家庭用電器とカラーテレビ、コンピュータ、ＣＤＭＡ携帯電話等の情報製品で

ある。また、青島唯一のモデル工業ゾーンとして、中国最大の精密金型基地、情報化製品

を主とするハイテク産業の開発基地であるとともに、海爾（ハイアール）国際物流センタ

ーでもある。海爾（ハイアール）は世界へ進出しており、ベスト５００社にも選ばれ、そ

の経済効果や地域振興効果は大である。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカやイギリスから進出した外資系企業がある。 

 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

 山東省の東部沿海に位置している青島市は、山東省の悠久の歴史の中では比較的歴史の

浅い近代的な街であり、青島の街風景を形容する「青空、碧海、緑木の中に赤い屋根」と

いう言葉が有名である。 
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No.5  

威海ハイテク産業開発区 

中国語 威海火炬高技術産業開発区 名称 

英 語 Weihai Torch Hi-Tech Science Park 

住所 威海市文化西路２８８号火炬大厦 

HP http://www.whctp.gov.cn/  http://www.whtdz.com.cn/ 

１９９１年３月 １１１．９平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 科学技術部、山東省政府、威海市政府の協同によって設立された後、１９９１年３月に

国務院から承認された国家ハイテク産業開発区であり、開発区の名称に「タイマツ」が付

いている三つの国家ハイテク産業開発区の一つである。同時に、中国科学技術部と対外経

済貿易部が全国で初めて指定した１６カ所のハイテク製品の輸出基地の一つである。主に

光電機一体化、バイオ製薬、新素材、海洋生物学といった分野に取り組んでいる。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

１０年以上、年平均約６０％の成長率を維持している。２００３年、ＧＤＰは５０．１

億元であり、前年比４２．７％の上昇。総工業生産は１０５．３億元で、前年比３５．４％

の増。財務収益は４．８億元であり、前年比４２．９％の増であった。２００４年１月か

ら１０月、総工業生産は１１７．３億元であり、前年比４９．８％の増、工業増加値は３

２．８億元であり、前年比５６．８％増であった。外国資本の実際の利用は１．５億米ド

ルで、前年比８３％の増であった。輸出額は６億米ドルであり、前年比６８．８％の増加

であった。 

進出した外資／日系企業の例示 

Samsung Electronics、Guangwei Fishing Tackles、Medical Polymer Products、Jinhou、

Wanfeng、Precision Printing and Sunfull Electronics 等が進出。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００４年１０月までに、同開発区は７２７の特許を取得し、２３４のタイマツ科学調

査プロジェクトが実行され、その内の四つは国家８６３計画に関するものである。 

 

その他の特記事項 

 １９８４年には中国政府から国内第１号となる「国家級文明都市に」選ばれ、１９９６

年には国連により「世界居住環境模範都市ベスト１００」に入賞した。主な産業は絨毯や

タイヤ、服飾、水産加工、養殖産業、小麦、ピーナッツ、りんご等である。 
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No.7  

広州ハイテク産業開発区 

中国語 广州開発区 名称 

英 語 Guangzhou Development District 

住所 広州開発区志誠大道３０３号 

HP http://www.getdd.gov.cn/web/index.html 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 広州国家ハイテク産業開発区も１９９１年に中国国務院の承認により設立されたが、他

の国家ハイテク産業開発区と違って、国務院の承認により設立された広州経済技術開発

区、広州保税区、広州輸出加工区といった合計四つのエリアは、同一の「開発区管理委員

会」によって統括・運営されている。６つの主要産業として、ファインケミカル、電子情

報、バイオ製薬、飲食産業、金属冶金、自動車及び部品が盛んである。工業総生産高は広

州市全体の８０％であり、産業集積効果が高まっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年の開発区全体のＧＤＰは７８９．４４億元に達し、前年比２０．１１％以上

の成長率であった。総工業生産額は２００３．８７億元で、前年比２４．７％増。総収入

は１８８．３８億元であり、前年比２０．１７％の増であった。 

進出した外資／日系企業の例示 

ファインケミカル: P&G, Amway, Colgate, Dupont, ICI, LG Chemical, International 

Flavors and Fragrances, Ligaoman, Sunrider, ELF  

電子情報: SONY, Light-On, Volkswagen, Jabil, Panasonic, LG-TOPS  

バイオ製薬: Schering, Baxter, Xiangxue, Koncen  

飲食産業: Pepsi, Nestle, Meadjohnson, Watsons, Wrigley, Dingyi, Wangwang, Warner, 

Lee Kum Kee, Yakult  

金属冶金: Guangzhou Zhujiang Steel, YUSCO, Guangzhou Pacific Tinplate Co., Ltd, 

Ma Steel   

自動車及び部品: Honda, Showa, Delphi, Cenje, Moriroku, Junxing, Apac 

世界で最も大きなチューインガムメーカーや歯磨粉メーカーがあり、エアコンコンプレ

ッサー生産基地や、回路板生産基地、またステンレス生産基地もある。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 
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深センハイテク産業開発区 

中国語 深圳高新区 名称 

英 語 Shenzhen High-Tech Industrial Park 

住所  

HP http://www.ship.gov.cn/ 

１９９６年９月 １１.５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

深センは計算機及びその部品、通信器材、デジタル映画•テレビドラマといった視聴製

品、光機械電子製品、通信器材、生物工程等のハイテク製品の生産基地、研究開発基地及

び製品貿易取引ビジネスの基地になっている。１５００社余りの計算機整備工場はチップ

以外のすべての計算機の部品とユニットをほとんど生産しており、中国有数の電子整備セ

ンターとなっている。重点的に計算機、ネットワークと通信、集積回路、ソフトウェア、

光電子、生物工程、新素材、光機械電気一体化等の分野に取組んでいる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００２年、同開発区の工業総生産高は７１９億元（1996 年の 7.2 倍）、ハイテク製品

生産高は６９０億元（1996 年の 10.9 倍）、輸出金額は３４億元（1996 年の 22.6 倍）、税

収入は３９億元（1996 年の 10.8 倍）となった。国家より「ハイテク製品輸出基地」、「ア

ジア太平洋組織テクノ工業パーク」、「先進国家ハイテク製品輸出基地」、「中国青年テクノ

イノベーション行動のモデル基地」、「国家タイマツ計画ソフトウェア産業基地」等の称号

を得ている。また、国際ＩＳＯ９００２品質管理システム認証、国際ＩＳＯ１４０００環

境管理システム認証、及び国際ＳＡ８０００社会責任管理システム認証を獲得している。

 

進出した外資／日系企業の例示 

国内大手企業には華為、中興、聯想、長城、ＴＣＬ、創维、海王、東大阿尔派、創智が

あり、多国籍会社にはＩＢＭ、PHILIPS、オリンパス、エプソン、朗讯、哈里斯、汤姆逊
等。 

関連施策、特許等の成果 

 自社特許に基づくハイテク製品の生産高が５０％を上回っている。華為と中興のプログ

ラムコントロール交換機、移動通信及び接続設備、長城のコンピュータ・システム、金蝶

と創智のソフトウェア製品、飞通の光部品、迈迪特と迈瑞の医療器械、科興と匹基の遺転

子工程製品、海王と海普瑞の医薬品、長園の新素材等は国内外でかなりの占有率を有する。 

その他の特記事項 

 毎年１回、中国国際ハイテク博覧会が開催される。 
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No.9   

襄樊ハイテク産業開発区 

中国語 襄樊国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Xian Fan Hi-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.xfhdz.org.cn/ 

１９９２年１１月 ９６平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 襄樊ハイテク産業開発区は１９９２年１１月に国務院より国家レベルのハイテク産業

開発区として承認された。襄樊市委員会と政府は、湖北省政府の承認の下、優位性の確立

や早急な開発を行うため、２００５年２月に資源を投入し、襄樊ハイテク産業開発区の前

身と襄樊自動車産業経済技術開発区（Xiangfan Economic and Technological Development 

Zone of Motor Industry）を合併し、現在の襄樊国家ハイテク産業開発区を立ち上げた。

同開発区は、自動車工業パークとハイテク産業パークという二つのパークと、自動車の研

究開発・部品製造基地、特殊光学ガラスの研究開発・生産基地、航空救助装備の研究開発・

実験生産基地といった三つの基地からなっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年、同開発区の工業総生産高は３０７億元となり、前年同期比７９％増加、輸

出による外貨の獲得は３０００万米ドルで、前年同期比５５％増となった。また、固定資

産投資は３０億元であり、年度内に獲得した各種のプロジェクトは７８件に上り、投資総

額は４１．６億元となる。その中で、外資プロジェクトは２０件、自動車プロジェクトは

２７件、ハイテクプロジェクトは１８件となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本（日産）、フランス、ドイツ、韓国、南アフリカ、シンガポール、イン

ド、香港、台湾等、２０以上の国と地域から投資されている。進出している１７６６社の

内、１５２社はハイテク企業として認定されている。また４社は世界のトップ企業５００

社にランクされる企業であり、２社は２０―５０億元の生産高の企業で、３社は１０億以

上の総収入を得ている。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 
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包頭稀土ハイテク産業開発区 

中国語 包頭国家稀土高新技術産業開発区 名称 

英 語 Baotou National Rare-Earth Hi-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.rev.cn/ 

年月 ４９平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 包頭ハイテク産業開発区は内モンゴル自治区における唯一の国家ハイテク産業パーク

であり、また唯一「稀土」を開発区名称に含むハイテク産業開発区でもある。包頭大学パ

ークも包頭サイエンスパークも同開発区に編入され、「一区多園」（一つの区、開発区と

多数の園、すなわちパーク）の発展モデルが充実してきた。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区は全国初の稀土企業インキュベータを発足させ、自治区初の包頭ソフトウェア

パーク、ソフトウェア企業連合会を組織し、清華大学、中国工程院、内モンゴル大学等大

学や研究機関と共同でバーチャルインキュベータを構想し、国内外の稀土専門家を招聘し

て同開発区の諸事業へのアドバイスを依頼している。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は「企業発展用の資金支援を強化する若干の規定」、「創業センターの建設と発

展についての決定」、「外資誘致奨励弁法」、「人材の招聘、試用及び養成に関する暫定弁法」

等の政策を制定し、リスク資金等、良好な経営環境の形成に努めた。 

 

 

その他の特記事項 

 国際稀土開発と応用シンポジウムは中国稀土学会主催の重要な国際会議で、一般に４年

に一度開催されている。主要な内容としては最新稀土学術成果の展示や高層学術交流の展

開等である。今回は中国稀土学会と包頭市政府の共同主催で、同開発区が運営事務局とな

った。 
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成都ハイテク産業開発区 

中国語 成都高新技術産業開発区 名称 

英 語 Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.cdht.gov.cn/ 

１９９１年 平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

成都ハイテク産業開発区は１９８８年に発足し、１９９１年に国家レベルのハイテク産

業開発区と認定された。同開発区は成都市の西部と南部に位置する二つの地域から成り立

っている。西部地域は総面積３５平方キロで、エレクトロニクス、バイオ医学産業、精密

機械製造業の企業が進出しているのに対し、南部地域は総面積４７平方キロであり、ソフ

トウェア開発、ＢＰＯ関連のサービスを提供する中国内資及び外資企業が進出している。

成都ハイテク技術産業開発区としては、将来３０万人規模のエンジニアを抱え世界に向け

てサービスを提供していく計画を立てている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

主な経済指標の増加率は７０％を超えており、年販売收入が１０億元を越えた企業は７

社、１億元を超えた企業は５０社余り、１０００万元を超えた企業は１００社余りである。

ハイテク企業は成都市全体の６４．８％、四川省の５２．７％を占めている。ハイテク企

業の工業総生産高は同開発区全体の８５．０％を占めている。 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区に進出している企業は６０００社余りあり、その内外資系企業は５００社を超

え、インテル、モトローラ、康宁、住友等、世界のベスト５００に入る企業２４社を含む。

２００３年には西部最大の外商投資プロジェクト、投資総額は３．７５億元のインテル関

連プロジェクトの誘致に成功した。 

関連施策、特許等の成果 

 成都ハイテク産業開発区は、同開発区内の各企業に対し、無償で研究・開発環境を提供

する等の手厚いサポートを行っている。また全国最大規模と自称する、八つの国家インキ

ュベータをベースにしたインキュベータグループを形成している。 

その他の特記事項 

 成都市は四川省の省都であり、中国西部地域において最も経済発展が進んでいる都市で

ある。中国の国家プロジェクトである「西部大開発」の中心的な都市と位置づけられてお

り、成都市内には優秀なＩＴエンジニアを輩出することで有名な電子科技大学や、四川大

学、西南交通大学がある。 
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杭州ハイテク産業開発区 

中国語 杭州高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.hhtz.gov.cn/hhtz/DesktopDefault.aspx?tabid=1 

年月 ８５．６４平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

杭州ハイテク産業開発区は、モバイル通信、マイクロ・エレクトロニクス、バイオ医薬

等の進出が相次ぐ国家レベルの開発区である。杭州現代通信工業パークは同開発区内に所

在しており、同開発区と中国ＩＴ産業のトップ企業である普天東方通信グループの提携に

よって共同運営されている。特に、ＣＰＵの設計と製造、シールテスト、部品設計と製造、

携帯電話の端末、ステーションと交換システムの集積、モバイル付加価値サービス、ソフ

トウェアの運営とＩＴ企業の研究開発センター等にその特色が表われている。同工業パー

クの目指すところは、モバイル通信産業を核とする技術開発とともに、市場変化に迅速に

対応することが可能な、研究開発に裏付けられ、生活施設も整備された新世代のハイテク

集積地である。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区は現在、国家通信産業パーク、国家ソフトウェア産業基地、国家ソフトウェア

輸出イノベーション基地、国家集積回路設計産業化基地、国家アニメーション産業基地、

国家帰国留学人員創業パーク等、多くの認定や表彰を受けており、浙江省において最も影

響力の大きいイノベーション基地、ハイテク産業基地となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区内には杭州市全体の７０％以上、浙江省全体の２５％前後のハイテク企業が結

集しており、企業数の合計は５０００社。アメリカ、イギリス、日本、韓国等３２の国ま

たは地域からの外資系企業数は４７５社、外商投資総額３５億米ドル。MOTOROLA、NOKIA、

東芝、三菱、三星、アルカテル、ＵＴスターコム等世界的な有名企業が進出している。 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 
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蘇州ハイテク産業開発区 

中国語 蘇州国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Suzhou National New & Hi-tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.snd.gov.cn/snd/ 

年月 ２５８平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

１９９０年 蘇州ハイテク産業開発区の開発開始 

 １９９２年 同パークが中国国務院より「国家ハイテク産業開発区」と承認される。 

 １９９７年 中国初の対外開放型のＡＰＥＣ国際科学技術工業パークと認定される。 

 １９９９年 中国初の「国家環境管理モデル地区」（ISO14000 認証）と認定される。 

２００３年 国家レベルの輸出加工区が設立される。 

２００５年 中国初の国家循環型経済モデル地区となる。 

蘇州自動車部品生産基地が設立される。 

 ２００７年 中国で唯一循環型経済を実施する国家級のハイテク産業開発区となる。 

２００８年 中国初の国家生態工業モデルパークとなる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

蘇州ハイテク産業開発区は、金融貿易機能、レジャー機能及び高品質の住環境を備えた

蘇州西部の都心部である「中心区」、生産、生活、生態環境等の機能を備える現代化的な

産業区であり、区内に国家レベルの輸出加工区及び保税物流センターが設けられている

「浒通工業区」、中国科学技術部と江蘇省との提携で設立された「科学技術センター」、

教育、科学技術、文化、旅行等の資源を活用した「横塘国際教育パーク」、自然景色、現

代農業及び観光等の面で特色を持つ新農村モデル区の「太湖地域」から成る。同開発区は、

蘇州市の中でも大きな成果を得た地域となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

その他の特記事項 

 上記した「科学技術センター」内には環境保全産業パーク、日本工業村及びイタリア工

業パークが設けられている。 
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無錫ハイテク産業開発区 

中国語 无錫創新型国際化科技新城 名称 

英 語 Wuzi New District (WND) 

住所 中国無錫市天山路５号 

HP http://www.wnd.gov.cn/ 

１９９２年 ２２０平方キロ 認定 面積 

同新区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

無錫ハイテク産業開発区は「無錫新区」とも称され、既に無錫市の経済発展のエンジン、

対外開放の最前線、自主創業の戦略基地となっており、総合力とイノベーション能力は全

国のトップクラスにある。２００４年ＣＣＴＶ「中国経済活力都市」、２００５年フォー

ブス「中国最善商業都市ランキング第２位」、２００５年中国都市総合競争力ベスト１０、

２００５年中国誠信政府ランキング第２位となった。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

国家ＩＣ産業基地、国家級液晶ディスプレイ産業園、ＩＳＯ１４０００国家環境保護模

範区、ＩＳＯ９００２管理システム、国家科学技術部「全国高新技術産業開発区科学技術

創新能力総合評価第２位」、『Corporate Location』誌「アジア太平洋地区環境最善科技工

業園」となった。 

進出した外資／日系企業の例示 

無錫市は「国際先進製造基地」の構築を目指しており、日系企業を中心として外資誘致

に力を入れている。２００５年末まで、無錫新区の契約ベースの外資利用額は累計１００

億米ドルで、実際に外資の利用額が６０億米ドル、外資投資案件は１３００余りであった。

世界企業上位５００社の中の５０社が無錫新区に７０社の企業を設立した。例えば、ソニ

ー電子（無錫）有限公司、ソニー数字産品（無錫）有限公司、日本シャープ株式会社、住

友商事株式会社、住化電子材料科技（無錫）有限公司、無錫夏普電子元器件有限公司、東

芝半導体（無錫）有限公司、韓国ＬＧ産電公司等である。 

関連施策、特許等の成果 

  

その他の特記事項 

２００２年から年に一回「無錫旅情」をテーマとし、大型経貿文化交流活動を日本で行

っている。また、進出企業の意見や提案に基づき、より良いサービスを企業に提供するた

めに、無錫新区は１９９８年から「無錫新区国際諮問顧問委員会」を召集している。 
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No.17  

株洲ハイテク産業開発区 

中国語 株洲高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.zzhitech.com/ 

１９９２年 ３５平方キロ 認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 株洲ハイテク産業開発区は「一区三園多基地」、すなわち、「一つの開発区」と、河西

ハイテク産業モデルパーク、田心サイエンス工業パーク、董家塅サイエンス工業パークと

いった「三つの園」と、国家新材料成果転化及び産業化基地、国家タイマツ計画センサー

技術産業基地、国家ハイテク製品輸出基地及び湖南省大学や研究機関の成果転換及び産業

化基地といった「多数の基地」から構成されている。 

 

 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年の工業総生産高は２６３億元に上り、依然として３０％の高成長率を保って

いる。 

 

 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 
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No.18  

長沙ハイテク産業開発区 

中国語 長沙国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Changsha National High-Tech Industrial Development Zone (CHTIDZ) 

住所 湖南省長沙市河西麓谷大道６６８號 

HP http://www.cshtz.gov.cn/webkey/index.do?templet=index 

１９９１ 年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 長沙ハイテク産業開発区は１９８８年１０月に設立され、国務院が１９９１年３月に最

初の国家級ハイテク産業開発区として承認し設立したものである。ハイテク企業は８００

社余り、その内の外資企業はおよそ２００社である。国内や世界をリードする会社も３０

社余り入居し、国内外上場会社は２０余りとなっている。ポスドクワークステーションセ

ンターと１４のポスドクワークステーションを設け、更に九芝堂、夢潔、藍猫、隆平等多

数の著名商標が集まっている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００７年、技術・工業・貿易の総収入は１０００億元を突破した。電子情報・先進製

造・新材料・生物医薬等のバックボーン産業が構築された他、国家級ソフトウェア基地（デ

ジタルメディア産業基地、動画産業基地等を含む）、新材料転化及び産業化基地（先進電

池材料及び電池産業基地を含む）、先進製造技術産業基地（センサー技術産業基地を含む）、

ハイテク製品輸出基地及び住宅産業化モデル基地等も構築された。同開発区は、連続５回

全国先進ハイテク区に選定されている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

 区内の企業は国家、省、市政府から、税免除や賃貸料免除、基本建設工事費特恵価格適

用等の優遇措置を享受できる。 
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No.19 

西安ハイテク産業開発区 

中国語 西安国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Xi¨an High-Tech Industries Development Zone (Xi¨an HTDZ) 

住所 中国陝西省西安市科技路４８号創業広場 

HP http://www.xdz.com.cn/system/_owners/xaportal/_webprj/newweb/sys_index.jsp

１９９１年３月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 西安国家ハイテク産業開発区は１９９１年に中国国務院の承認により設立され、特に電

子情報産業、精密機器製造産業、バイオ医薬産業、新材料産業といった分野に力を入れて

いる。現在、同開発区は５４の国家ハイテク産業開発区から指定された重点モデルゾーン

の一つとなり、総合評価は北京、上海、深センに続く第４位となっている。また陝西省の

富裕層の８割が同開発区に住んでいるといわれている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

西安国家ハイテク産業開発区の一部を構成する西安ソフトウェアパークは１９９９年

に中国科学技術部より「国家重点計画ソフトウェア産業基地」に認定され、２００１年に

国家計画委員会、前情報産業部より「国家ソフトウェア産業基地」の認定を受け、２００

３年に国家発展と改革委員会、前情報産業部、商務部より四つの「国家ソフトウェア輸出

基地」の内の一つに認定された。そして、西安市は２００６年に商務部より「国家サービ

スアウトソーシング基地都市」の認定を受けた。 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、日本、ドイツ、シンカポール、香港、台湾等２９の国と地域の７２９社が進

出しており、中には世界トップ５００社や有名なグローバル企業に名を連ねる４０数社も

含まれている。アメリカのインテル、ＩＢＭはもちろん、東芝、富士通、brother、ＮＥ

Ｃ、ダイキン工業等も入っている。 

関連施策、特許等の成果 

 認定されたハイテク企業は１３１０社に上り、技術成果の商品化、産業化への転化は累

計８０００近くに上った。西安国家ハイテク産業開発区は２００５年に国家知的財産局よ

り「国家知的財産実証パーク」の一つに認定されている。 

その他の特記事項 

 ２００７年６月５日、北京にて開催された「２００７中国データセンター戦略フォーラ

ム」において、関連の研究報告が発表され、西安市はデータセンター構築における地域特

性、環境、技術力、安定性、交通、人材等の観点から総合的に評価され、北京、上海、広

州、成都を抜いて第１位に輝いた。 
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No.20  

南昌ハイテク産業開発区 

中国語 南昌高新技術産業開発区 名称 

英 語 Nanchang National High-tech Industrial Development Zone 

住所 南昌高新技術産業開発区 

HP http://www.nchdz.com/Index.shtml 

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 南昌ハイテク産業開発区は江西省唯一の国家級ハイテク産業開発区である。１９９１年

３月に創立され、計画面積が２３１平方キロであるが、これまで３２平方キロが開発済み

である。開発区北方に赣江があり、区内に青山湖、艾溪湖、瑶湖という三つの湖がある。

緑化率は５０％以上で、南昌市内で空気と環境の最も良い場所である。ハイテク産業の中

でもソフトウェア産業を重点に、近代的製造業を全力で発展させるとともに、第三次産業

として他の産業を組み合わせる発展方針を採る。ソーラーエネルギー産業園、ソフトウェ

ア産業園、ＬＥＤ産業園、携帯及び電子情報産業園等の特色のある産業パークが形成され

ている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

ハイテク企業は２１７社入居しており、江西省全体の６０％以上を占める。その内、泰

豪科学技術、聯創光電、泓泰建設材料、アヘットソフトウェア等はタイマツ計画の重点ハ

イテク企業として認定された。ソフトウェア企業は２０８社あり、江西省全体の８０％以

上を占める。南昌ハイテク産業開発区は経済が年平均４０％以上で急速に発展し、江西省

の発展を牽引するエンジンとなっている。また、江西省におけるハイテク産業、外資企業

の集積地となっている。 

進出した外資／日系企業の例示 

入居企業は９００社、その内外資系企業は２００社。アメリカ、フランス、ドイツ、台

湾等の国または地域から投資されている。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００７年８月、国家知識財産局に認められ、南昌ハイテク開発区は全省で初めて正式

に特許権試験区になった。それと共に公告された、最初の「全国企業、事業部門知識特許

権模範団体」リスト７０社の中に、南昌ハイテク開発区の企業泰豪科学技術、洪都航空も

入っている。 

その他の特記事項 

  

 

 

 資料 - ２６７ 



 

No.23  

石家荘ハイテク産業開発区 

中国語 石家庄高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所 石家庄市黄河大道１５１号 

HP http://www.shidz.com/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 同開発区は現在「一区三園」、すなわち、石家庄高新区と、基本区と位置づけられハイ

テク企業の集積を目標とする「東パーク」、中小の技術型ベンチャーをインキュベーショ

ンする創業エリアである「西パーク」、医薬化学や石油化学産業を中心とする「科学技術

工業パーク」から構成されている。この他、河北ソフトウェアパーク、帰国留学人員創業

パーク及び大学サイエンスパークも設けられており、国家レベルのハイテク産業サービス

センターを先導役として開発区内外の６カ所にインキュベーション基地を設けている。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００２年現在、進出した企業の合計は１４７０社余りであり、その内ハイテク企業は

３５０社、外資系企業は１１５社である。また、技術取引、工業生産高、貿易取引の総収

入は１９０．３５億元となり、開発区設立当初の８６倍となった。また、開発区内にある

民営企業の発展も著しく、その企業数は１１００社に上り、開発区全体の企業数の７５％

を占めると同時に、技術取引、工業生産高、貿易取引の総収入は開発区全体の５８％を占

める。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

アメリカ、ドイツ、イギリス、イタリア、日本等から進出した国際的にも知名な企業が

多く、日本からは富士通、日商岩井、ＮＥＣ、双日等が挙げられる。 

関連施策、特許等の成果 

 ２００２年現在、特許の累計出願数は１３５０件であり、付与された特許数は８５０件

である。年の増加率は１０％となっている。 

 

その他の特記事項 

 河北省の省都である石家荘市は北京の南西２８０キロに位置し、人口約９２４万人（内

市街地人口は 290 万人）の大都会であり、主要な鉄道や高速道路が交差する交通の要衝で

もある。第１回中国バイオ産業大会の開催地でもある。 

 資料 - ２６８ 
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瀋陽ハイテク産業開発区 

中国語 瀋陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP  

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 瀋陽ハイテク産業開発区は国家レベルのハイテク産業開発区であると同時に、１９９１

年に国家改革発展委員会と国家科学技術委員会が指定した五つの「総合改革試験地域」の

一つでもある。現在までに三つの段階、すなわち創立起業段階、発展とグレードアップ段

階、及び新区建設の段階を経て発展してきた。「一城二区三園」（テクノビジネスを中心

とする一つの「商務城」（ビジネスセンター））、産業試験区と産業区という二つの区域、

大学サイエンスパーク、民営サイエンスパーク、国家科学技術パークという三つのパーク）

という構想を持ち、特に電子情報産業、先進製造産業、新材料産業、バイオ医薬産業に注

力している。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

同開発区内には、東北大学等１２の大学、２８の市レベル以上の独立した研究機関、８

の国家工程センターと実験基地、２２０の大型試験室があり、２万３０００人余りの専門

家や技術者がおり、瀋陽市を始めとする現地のハイテク産業を振興している。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

 瀋陽市における外資系企業、すなわち中外合弁企業、中外共同経営企業、外資独資企業

から成る「三資企業」の企業所得税については、①一般外資系企業については２４％の税

率で徴収されるが、②瀋陽ハイテク産業開発区内のハイテク関連の外資系企業については

１５％の税率で徴収、③A)ハイテクノロジー企業、B)エネルギー・交通・港湾関連企業、

C)投資金額が３３億円を超え、回収期間が長い企業のいずれかに該当する外資系企業につ

いても１５％の税率で納付することが可能である。 

その他の特記事項 

 中国・東北地方の南部に位置する、この地方最大の都市である。人口７２０万人。１６

３６年に清朝の前身である後金の都として遷都されたことでも知られる。以来、東北地方

の政治、経済、交通の要となった。 

 資料 - ２６９ 



 

 No.25  

洛陽ハイテク産業開発区 

中国語 洛陽国家高新技術産業開発区 名称 

英 語 Luoyang High-Tech Development Zone 

住所  

HP http://www.lhdz.gov.cn/ 

年月  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

 洛陽ハイテク産業開発区はシリコンの開発利用や産業機械用軸受等、先進的な機器装備

及び関連製品の研究開発、製造、販売を主力分野とし、シリコン電子産業、先端軸受産業、

先進的な装備産業、漢方を主とした医薬産業に取組んでいる。同開発区には、中国ロシア

科学技術協力パーク、インキュベーション基地としての銀昆サイエンスパーク、洛陽ソフ

トウェアパーク、江大サイエンスパーク、清華サイエンスパーク、交通大学サイエンスパ

ーク、金型サイエンスパーク、吉利サイエンスパークといった専門パークが設けられてい

る。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年現在、同開発区における技術取引、工業製品、貿易の収入合計は３７３億元、

工業総生産高は３１６億元、税引き前利益は３２億元、輸出で得た外貨は４．３億米ドル

となっている。 

 

 

進出した外資／日系企業の例示 

２００６年末現在、開発区に進出した企業は１０００社近くあり、その内外資系企業は

１６４社である。アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、スイス、オーストラリア、日本、

韓国、シンガポール、香港、台湾等、２０の国または地域が投資している。日本からは、

例えばＮＴＮ株式会社が「洛陽軸承」との合弁事業(産業機械用軸受等) プロジェクトを

進めている。外資利用契約は５．６億米ドル、実際の外資利用は２．９億米ドルである。

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

その他の特記事項 

 洛陽市にある河南科技大学の特色ある研究・教育分野には、機械工学、材料工学、車両

工学、動力工学、制御工学等が挙げられている。 

 

 資料 - ２７０ 



 

No.26   

合肥ハイテク産業開発区 

中国語 合肥高新技術産業開発区 名称 

英 語  

住所  

HP http://www.hefei-stip.com.cn/welcome/index.php 

１９９１年  認定 面積 

同開発区管理委員会  運営 連絡 

開発区の概要 

合肥ハイテク産業開発区は安徽省において唯一の国家レベルのハイテク産業開発区で

あり、１９９７年に「ＡＰＥＣメンバーで特别開放的な工業パーク」と国に承認された。

技術イノベーションと優良な投資環境によって、合肥市ひいては安徽省において最も活力

の溢れる経済成長地域と対外開放窓口となった。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

第１１次５カ年計画以来、合肥ハイテク産業開発区は急速に発展し、全開発区のＧＤＰ、

財政收入、固定資産投資等の経済的指標はいずれも急成長を維持している。２００７年、

同開発区は自ら「千億高新区」というビジョンを描いた。これは、３年から５年かけて、

同開発区の工業総生産高を１０００億元へ伸ばすという目標である。 

 

進出した外資／日系企業の例示 

同開発区には国内外から誘致したプロジェクトが８００件余り、アメリカ、日本、韓国。

ドイツ、イギリス、フランス、香港、台湾等、２０余りの国または地域の企業が同開発区

に進出し、１００社余りのハイテク企業を設立した。その中には、世界トップ企業５００

社の企業が１０数社含まれている。 

 

関連施策、特許等の成果 

 同開発区は現在、電子情報、光機電一体化、バイオ工程と新医薬、新材料といった四つ

の産業群を形成しており、自ら知的財産権を持つ企業も台頭し、多くの大学や研究機関が

同開発区に研究開発及び産業化基地を設立している。 

 

その他の特記事項 

 ２００４年１１月、中国科学技術部の承認を得て、合肥市は全国唯一の国家科学技術イ

ノベーション型実証都市となった。合肥ハイテク産業開発区はその実証都市のモデル地区

となる関係で、国や省市から資金、技術、政策、人材及びプロジェクト等の面で大きな支

援を受けており、更なる発展へと繋がるよいチャンスを得た。 
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No.27  

ウルムチハイテク産業開発区 

中国語 乌鲁木齐高新技術産業開発区 名称 

英 語 Urumqi Hith-Tech Industrial Development Zone 

住所  

HP http://www.uhdz.gov.cn/2007newindex/newindex/index.html 

認定 年月 面積  

運営 同開発区管理委員会 連絡  

開発区の概要 

ウルムチハイテク産業開発区は新疆ウイグル自治区における唯一の国家ハイテク産業

開発区であり、新疆におけるハイテク産業を発展させるための重要な基地である。同開発

区は「钻石城中央商務区＋産業区タイマツイノベーション創業パーク＋北区工業パーク＋

５００庫区ハイテク工業パーク＋開発区以外のパーク」という全体構想の下に開発され

た。主な取組み分野としては新エネルギー、新材料、バイオ医薬、石油化学、機械電子及

び特色資源の付加価値加工が挙げられる。 

経済効果、社会的効果・地域振興効果 

２００６年末現在、進出企業数は１７１０社であり、外商投資企業は３７社を数える。

上場を果した企業は４社、民営企業は同開発区の企業全体の９５％を占め、同開発区にあ

るハイテク企業は新疆全体の７０％を占めている。営業収入総額は第９次５カ年計画期間

の３．８８倍となり、輸出による外貨の獲得は第９次５カ年計画期間の８．３９倍となっ

ている。 

進出した外資／日系企業の例示 

 

 

 

 

 

関連施策、特許等の成果 

  

 

 

 

その他の特記事項 

  

 

 



 

あとがき 

 

本報告書は、独立行政法人科学技術振興機構中国総合研究センターが平成２０年度に株式会社

日本総合研究所に委託した「中国におけるサイエンスパーク・ハイテクパークの現状と動向調査」

の成果をまとめたものである。 

本調査を実施したプロジェクトメンバーは以下の通りである。 
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