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第１章 調査の目的、手法及び報告書の構成 

 

 本章では、まず、調査の背景及び目的について明確にし、次に、調査内容、とく

に調査対象事例の選定及び主要用語の解説について述べて、そして、本報告書の構

成を示す。 

 

第１節 調査の背景及び目的 

 

 1988 年 8 月に、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「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、これは「科学技術による産業の振興」という長期にわたって中

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1。このタイマツ計画の

下で、1991 年に第 1 次国家ハイテク産業開発区2が認定され、これを皮切りに、各

地にて次々と誕生された。その後、国家ハイテク産業開発区は中国におけるハイテ

ク産業の急成長を牽引してきた。 

しかし、2000 年に入ると、国家ハイテク産業開発区は「二次的創業」が求めら

れると同時に、種々の課題に直面している中で、ハイテク産業開発の在り方が問わ

れることになった。そこで近年では、中国におけるハイテク産業のグレードアップ

や競争力のある戦略的な新興産業の形成に資する新しい戦略的なアプローチの一

つとして、1990 年代から各地にて設けられはじめている国家ハイテク産業開発区

を中心に、中国「イノベーション型産業クラスター」（原語「創新型産業集群」）の

構想や育成が進められている。2014 年 12 月現在、全国各地に認定された国家イノ

ベーション型産業クラスターは 71 箇所である。 

                                                  
1 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）。 
2 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 100 余りの国家「経済技術開発区」（Economic ＆ Technological Development 

Zone）という特別なエリアも存在するが、これらのほとんどは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。これらを区別するために、日本では

「国家ハイテク産業開発区」という表記を用いず、その英訳から「国家ハイテク産業開発ゾーン」という表記

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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図表 1-1-1 全国産業クラター（試行）関係者座談会 in 泉州 

 

出所：（C）中国タイマツセンター（2015 年 2 月 4 日） 

 

 本報告書は、中国イノベーション型産業クラスターの現状や動向を把握するた

めに、中国におけるハイテク産業の形成や振興そして発展の経緯も念頭に置きな

がら、中国イノベーション型産業クラスターの時代的な背景や認定管理などとい

った「全体的な状況」を俯瞰的に確認するとともに、分野の多様性などにも留意し

た「地域ごとの事例」も一見できるよう、中国の沿海地域、中部地域及び西部地域

における国家イノベーション型産業クラスターの事例調査も行った。本報告書は

事前検討、対象選定、現地調査、分析整理を行うことによって、中国におけるイノ

ベーション型産業クラスタターの現状及び動向をわが国の関係者向けの情報提供

に資するよう努めるものとしたのである。 

 

第２節 調査アプローチ及び主要用語の解説 

 

第１項 調査アプローチ 

 

 前節で述べたように、中国イノベーション型産業クラスターの誕生や展開は中

国ハイテク産業の代表的存在であると評される国家ハイテク産業開発区の変遷と

は深く関係している。平成 20 年度に「中国におけるサイエンスパーク・ハイテク
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パークの現状と動向」を、平成 21 年度に「中国における技術移転の現状と動向」

を題とした調査報告書を発行した。そこでは、中国でいう「国家ハイテク産業開発

区」（当時 56 箇所）のほかに、「ソフトウェアパーク」や「特色産業基地」（当時

172 箇所）、「インキュベータ」などといった多様なサブ的なエリアを含む中国ハイ

テク産業の俯瞰図を提供した。 

 

 本業務では、主な調査項目は以下の通りである。 

（1）中国におけるイノベーション型産業クラスターの位置づけ 

（2）中国におけるイノベーション型産業クラスターの認定管理に関連する規定 

（3）中国におけるイノベーション型産業クラスターの全体的現状 

（4）沿海地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例調査 

（5）中部地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例調査 

（6）西部地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例調査 

（7）中国におけるイノベーション型産業クラスターの個票整理 

（8）中国におけるイノベーション型産業クラスターの特徴や課題 

 

 中国において、なぜイノベーション型産業クラスターが誕生したのか、既存の国

家ハイテク産業開発区を中心とした中国ハイテク産業群とはどのような関係にあ

るのか、具体的にはどのような現状にあるのか、このような問題意識のもとで、近

年において本格的に展開されている「イノベーション型産業クラスター」の背景や

定義、それが目指している目標などを調査し整理することにした。 

調査対象地域の具体的な選定については、基本的に、「地域性」（当該地域におけ

る独特性）、「戦略性」（中国でいう「戦略的新興産業」との関連性）、「持続性」（以

前から認定されている中国特色産業基地などとの関係性）といった観点から総合

的に判断し、まずは関連の蓄積を精査のうえ、多様な文献を把握する。次に必要に

応じて、現地にての資料収集やヒアリングを実施することにしたが、中核都市から

離れている都市に位置される産業クラスターが多いことや、相手の事情等もある

ことなどから、現地にての資料収集を進めたうえで必要に応じて訪問ヒアリング

を行うことにし、 終的にはこの報告書の目次通りの構成になったのである。 

 

第２項 主要用語の解説 

 

 本調査報告書における主な用語について、以下の通り簡単に説明する。 
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（1）イノベーション 

イノベーションは中国語の「創新」の訳語であり、「創新」は英語の innovation

の中国語訳である。わが国においては、近年、イノベーションは技術革新や経営革

新などという言葉に言い換えられているが、元々 innovation は、これまでのモノ

や仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出

し、社会的に大きな変化を起こすことを指すと解されてきた。中国においても、日

本語でいうところの技術革新に限らない、さまざまな場面で広くまた頻繁に用い

られている。このような意味で、厳密にいうと中国でいう「創新」をすべて日本語

としてのイノベーションに訳すのは必ずしも適切でない場合もあるが、本報告書

では一般論的な意味でこの訳語を用いた。 

 

（2）特許 

日本語での「特許」は中国語で「専利」という。ただし、中国特許法（中国専利

法）には日本で言う「特許」、「実用新案」及び「意匠」が全て含まれている。本報

告書では、特別な注記がない限り、企業等が持つ特許数といった場合はこれら 3 つ

のものを含む意味で用いることにし、日本でいう特許に相当するものをいう場合

は「発明特許」という表記にする。 

 

（3）国家技術移転モデル機構 

国家技術移転モデル機構は中国語でいう「国家技術轉移示範機構」の訳語であ

る。2007 年から、中国科学技術部、中国教育部、中国科学院が中国における技術

移転の促進アクションを開始した。2008 年には、実行すべき重要方策の一つとし

て「国家の技術移転の促進行動に関する実施方案」を掲げ、中国科学技術部が全国

範囲で技術移転のモデル化事業を組織・展開した。更に、ここで選定した異なるタ

イプ、異なる発展パターンの技術移転機関の実験的な活動を支援するため、国家技

術移転モデル機構の認定制度を始めた3。 

 

（4）産学官連携 

 日本語でいう「産学官連携」は中国語で「産学研合作」という。文字通りに厳密

にいうと、「研」は研究機関や大学を表し、産学「研」と産学「官」とでは関わる

                                                  
3 詳細に関心を持つ方は、JST 中国総合研究交流センター『中国における技術システムの実態』（JST 

CRCC、2014 年）を参照されたい。 
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機関が異なるともいえるが、その連携の背景や目的などという観点から見た場合、

共通する点が多いことと、わが国ではほぼ「産学官連携」といった言葉で一般に定

着していることから、本報告書でも産学官という用語を用いる。 

 

（5）産学官連携イノベーションモデル基地 

 産学官連携イノベーションモデル基地は、中国語の「産学研合作創新示範基地」

の訳語である。同モデル基地は、イノベーション型産業クラスターとは違って、中

国産学研合作促進会が 2008 年 10 月に第１回の認定発表を行った。同モデル基地

は産学官連携の更なる強化を狙って、それぞれの業界におけるマネジメント、技

術、組織モデル、及び理論といった各側面のイノベーションを強化し、分析し、モ

デル化することによって、これを広く普及させていくことを目的としている。 

 

（6）ハイテク産業 

 ハイテク産業は中国語の「高新技術」の訳語である。ハイテクとは何かに関して

は、国や時代、とりわけ経済発展の段階によって、その定義が異なる。中国におい

ても、1990 年代当初 12 の産業分野をハイテク分野として指定していたが、2008 年

に中国国家発展改革委員会は第 11 次 5 カ年計画期間中に重点的に発展させると

『ハイテク産業』として、電子情報産業、バイオ産業など 8 産業分野を「重点的な

ハイテク産業」と指定するように変化を遂げてきた。なお、中国語としては「高新

技術」と「高技術」という二種類の用語が用いられる場合があるが、その区別はか

ならずしも厳密にはなされていない点には留意が必要である。 

 

（7）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、その殆ど

は「地名＋国家高新技術産業開発区」（National Hi-Tech Industries Development 

Zone）とい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」という統一した表現を用いる 。 

 

（8）国家経済技術開発区 

 国家経済技術開発区は、1984 年 5 月、それまで実験的に取り組まれてきた「経
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済特区」4の経験と成果をより一層拡大する目的で制定され、第 1 回目は大連、煙

台、青島等 10 の地域が対象として認定された。ちなみに、国家経済技術開発区は

中国では「輸出加工区」とも言われ、日本では「工業団地」とも訳されている。 

 

（9）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。 

 

（10）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。 

 

（11）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。 

 

（12）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

                                                  
4 中国でいう「経済特区」とは、中国が、外国の資本や技術を導入する目的で国内に設けている特別な地域

である。外国の企業には、製品の輸出を条件に、税金面での優遇、土地を安く提供するなどの特典が認

められている。経済特区は、1978 年から始まった中国の「改革開放政策」の一環として設置され、盛んに

外国企業が進出し、工業・商業・金融業などが発展した。具体的には深セン、珠海、汕頭、厦門、海南の

５カ所である。 
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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。中国では同基地を「国家タイマツ計画○○○○産業

基地」と称する場合もある。 

 

図表 1-2-1 国家特色産業基地の事例 

 

出典：（C）力諾瑞特 

 

（13）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「国家特色

産業基地」と並立的な概念であるが、それぞれは別々の制度である。 

 

（14）国家インキュベータ 

中国には「科技孵化器」（技術型インキュベータ）という用語がある。これは広

義には、前述した「国家大学サイエンスパーク」のほか、「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、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「国家大学サイエンスパーク」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。 
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（15）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」というタイトルを用いる。また、規画に

対し「計画」（原語「計劃」）という用語があるが、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いう点に重点を置く用語である。 

 

（16）条例 

条例は中国語の原語と同様である。しかし、本調査報告書でいう「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であることを指

す。中国における「条例」は、日本でいう「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」と同義とは限らない5。 

 

（17）規模企業 

規模企業は中国語の原語と同様であり、時に「規模企業以上」とも用いられてい

る。これは中国における統計学上の専門用語の一つであるが、経済的指標が一定の

水準に達した企業を指している。具体的には、規模工業企業と規模商業企業に大別

されるが、規模工業企業（全ての国有企業と一部の民営企業）の場合、2010 年ま

では年度営業収入が 500 万元以上とされたが、2011 年からは年度生産高は 2000 万

元以上とされた。 

 

（18）国家工学研究センター 

国家工学研究センターは中国語でいう「国家工程研究中心」の訳語であり、これ

は中国「国家工程研究センター管理弁法」（中国国家発展改革委員会、2007 年）に

沿って認定されるものである。また、「科学技術規画綱要の実施と自主的なイノベ

ーション能力の増強に関する決定」（中国共産党中央委員会、国務院）を具現化す

るために、科学技術促進法や科学技術成果転換促進法等に従って設立されるもの

で、産業構造の調整や産業的なコア競争力の強化に繋がる大学、研究開発機関、企

業が運営する研究開発機関である。 

 

                                                  
5 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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（19）国家工学技術研究センター 

国家工学技術研究センターは中国語でいう「国家工程技術研究中心」の訳語であ

る。これは中国科学技術発展計画の重要な構成要素であり、研究開発の条件整備や

能力育成などにも関わる重要な内容である。同センターは「イノベーション、産業

化」という方針の下で、科学技術と経済の結合についての方法等を探索し、科学技

術成果の産業化への誘導を強化し、技術の産業化を促進するものである。また、同

センターは企業の規模的な生産ニーズに応じて、産業化の成果を関連の業界へ波

及させるよう推進し、新興産業の形成や伝統産業のグレードアップを促進する役

割を担っている。さらに、同センターは科学技術体制の改革を促進し、一流のエン

ジニア人材を育成し、一流の工程管理や実験条件を研究し、研究開発、技術イノベ

ーション及び産業化基地を形成する目的も持っている。 

 

（20）国家認定企業技術センター 

 国家認定企業技術センターは、「国家認定企業技術センター管理弁法」に従って

認定されるものである。同管理弁法は、「国民経済と社会の発展についての第１１

回５カ年計画の策定に関する建言について」（中国共産党中央委員会）と、「科学技

術規画綱要を実施し、自主的なイノベーション能力の増強に関する決定」（中国共

産党中央委員会、国務院）を具現化するために、中国科学技術進歩法に従って制定

されたものである。同法では、企業を主体とし、市場のニーズを指向し、「産学研」

連携による技術イノベーション体系を構築する中で、国家認定企業技術センター

の重要な役割を十分に発揮し、国家認定企業技術センターの認定や評価を規範化

し強化することが目的とされている。 

 

（20）国家重点実験室 

 中国政府は、基礎研究のレベル向上と世界レベルへのキャッチアップを図るた

め、1984 年に科学技術部、教育部と中国科学院等が中心となり、国家重点実験室

プロジェクトを開始した。国家重点実験室の影響を受け、教育部重点実験室と中国

科学院重点実験室をはじめ、多くの部門別開放実験室や地方政府の重点実験室な

ども相次いで建設された。国家重点実験室は重点実験室の上位に位置する実験室

であり、国家戦略から始まり、国家目標領域、新興先端領域、そして中国の特色と

優勢領域に研究を展開し、イノベーション能力を向上させる目的で設立された6。 

                                                  
6  参 考 と し て 、 http://www.spc.jst.go.jp/policy/science_policy/chapt3/3_01/3_1_2/3_1_2_3/3123_5.html 

（JST CRCC 公式サイト） にて参照されたい。 
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（20）産業技術イノベーション戦略連盟 

産業技術イノベーション戦略連盟は中国語でいう「産業技術創新戦略連盟」の訳

語である。これは、「産業技術イノベーション戦略連盟の構築の推進に関する指導

意見」（2008 年 12 月 30 日、中国科学技術部等 6 機関）に沿って、中国「国家中長

期科学技術発展規画綱要」を具体的に実施し、企業を主体とし、市場のニーズを指

向し、「産学研」連携による技術イノベーション体系の構築を加速化し、産業のコ

ア競争力の向上を加速化させるためのものである。 

 

第３節 本調査報告書の構成 

 

 本調査報告書の基本的な構成は以下の通りである。 

 第 2 章では、中国におけるイノベーション型産業クラスターの「全体的な状況」

を俯瞰するために、イノベーション型産業クラスターの位置づけや、認定管理に該

当する諸規定、各地における分布などについて、可視化になるように整理する。 

 第 3 章では、沿海地域における同産業クラスターの事例として、北京中関村モ

バイル・ネットワーク、無錫知能センサーシステム、蘇州医療器械、張江バイオ医

薬、厦門海洋と生命科学、中山健康サイエンスといった 6 事例を取り上げて紹介

する。 

 第 4 章では、中部地域における同産業クラスターの事例として、蕪湖省エネと

新エネ自動車、景德鎮ヘリコプター製造、鄭州知能装置機器、武漢国家地球空間情

報及び応用サービス、長沙電力知能制御と設備といった 5 事例を取り上げて紹介

する。 

 第 5 章では、西部地域における同産業クラスターの事例として、成都デジタル

ニューメディア、楊凌モデル区バイオ、海西塩湖化工特色循環経済、ウルムチ電子

新材料といった 4 事例を取り上げて紹介する。 

 第 6 章では、中国におけるイノベーション型産業クラスターと国家ハイテク産

業開発区や国家特色産業基地との関係も視点に置きつつ、同産業クラスターの特

徴や、現在直面している課題について考察する。 

 後に、本報告書の資料篇として、①国家イノベーション型産業クラスター（リ

スト＆個票）、②国家ハイテク産業開発区（リスト）、及び③国家特色産業基地（リ

スト）を添付することにした。 
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図表 1-3-1 本調査報告書の基本的構成 

 

出所：技術経営創研 
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第２章 中国におけるイノベーション型産業クラスターの概要 

 

 本章では、中国におけるイノベーション型産業クラスターの「全体的な状況」を

俯瞰するために、イノベーション型産業クラスターの位置づけ、認定管理に該当す

る諸規定等、各地における分布などについて、可視化になるように整理する。 

 

第１節 イノベーション型産業クラスターの位置づけ 

 

 前章で述べたように、中国イノベーション型産業クラスターの誕生や展開は中

国ハイテク産業の代表的存在であると評される、国家ハイテク産業開発区の変遷

とは深く関係している。当センターは、平成 20 年度に「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」を、平成 21 年度に「中国における技術移

転の現状と動向」を題とした調査報告書を発行した。以下は、まずそこで述べた中

国ハイテク産業パークの背景的な紹介の一部を抜粋しておきたい。 

 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）という新たな国策が策定された。 

 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」というスローガンをかかげ、「15 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。 
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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。 

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。 

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。その組織図は後掲図表の通りである。 

国家レベルのサイエンスパーク・ハイテクパークは、中国における産業集積の

前線として機能し、技術移転の集積型ステージにもなっており、更には産学官の戦

略的な連携推進の実験台としての機能も併せ持っていることが示されている7。 

 2012 年 5 月 24 日、北京にて「中国戦略的新興産業発展フォーラム」が開催さ

れ、中国タイマツセンターの副トップである修小平氏が登壇し、そこで語られたメ

ッセージの一部を以下に記す。 

 2011 年現在、全国各地に分布されている 88 の国家ハイテク産業開発区で勤めら

れている従業員数は 1073.6 万人になり、実現した販売総收入は 13.34 万億元であ

り、工業総生産高は 10.57 億元であり、輸出総額は 3180.6 億米ドルになった。国

家ハイテク産業開発区は、 もイノベーションを誘発する諸要素を有する地域と

なり、各地方における新たな経済成長の実現に刺激する要因となり、中国における

ハイテクの産業化や戦略的な新興産業の育成の重要なベクトル（vector）になった

と言える。 

  

                                                  
7 詳細に関心を持つ方は、JST 中国総合研究交流センター『中国における技術移転の現状と動向』（JST 

CRCC、2010 年）p.113-p.195 を参照されたい。 
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図表 2-1-1 中国タイマツハイテク産業開発センターの組織図8 

 

 
出典：中国科学技術部 HP（2015 年 2 月）を基に技術経営創研が作成 

                                                  
8 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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一方、如何にしてハイテク産業開発区の二次創業や新たな戦略的転換を実現し

ていくのか、如何にしてハイテク産業開発区を戦略的な新興産業の育成に直結さ

せる核心的なベクトルになるのか、如何にしてハイテク産業のさまざまな領域で

国際的にも競争力を持つ優位性のある特色産業になるのか。大企業を育つのでは

なく、産業を育成するという考え方の下で、とくにイノベーション型産業クラスタ

ーを形成し、その集積効果を 大化し、産業の国際的な競争力を向上させる。 

では、イノベーション型産業クラスターの位置づけとは何か。第一に、イノベー

ション型産業クラスターは戦略的な新興産業を育成する重要な手段とベクトルで

あること、第二に、イノベーション型産業クラターは地域経済発展の推進や地域産

業の構造調整に不可欠な役割を果たせること、第三に、イノベーション型産業クラ

スターはイノベーション力の旺盛な小型企業等の多彩な発展に資すること、とい

った諸点がイノベーション型産業クラスターの位置づけである。 

実際、2011 年に認定したイノベーション型産業クラスターの多くは戦略的な新

興産業に属している。世界的な金融危機の後、経済発展パターンの転換や産業全体

の 適化やグレードアップが求められている中、イノベーション型産業クラスタ

ーの形成に有利と考えられる。 後に、どのような産業クラスターも、エンジンと

なるようなコア企業の存在は重要であるのはいうまでもないが、産業チェーン的

に考えると、中小企業、とりわけ小型企業の存在も大変重要であり、その活発さや

機敏さなどがイノベーション型産業クラスターの発展に必要な要素となる。 

 

第２節 イノベーション型産業クラスターの認定管理 

 

 本節では、前節で述べたイノベーション型産業クラスターの誕生の背景や位置

づけも踏まえて、まず、産業クラスターの構想や発展に関する政策等について、次

に、イノベーション型産業クラスターの認定管理について述べる。 

 

第１項 産業クラスターの構想や発展に関する政策等 

 

 2007 年 11 月に、中国タイマツセンターは、「産業クラスターの発展の促進につ

いての若干の意見」を作成し公表した。以来、産業クラスターの構想や発展に関す

る政策等が策定されてきているが、その主なものとして下表に示す。 
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図表 2-2-1 産業クラスターに関連する主な政策等 

時期 策定者 名称 

2007 年 11 月 
中国タイマツ

センター 

産業クラスターの発展の促進についての若干の

意見 

2011 年 07 月 
中国 

科学技術部 

タイマツ事業の更なる強化、ハイテクの産業化の

促進についての指導的意見 

2011 年 07 月 
中国タイマツ

センター 

イノベーション型産業クラスターの構築事業に

関する実施方案 

2012 年 02 月 
中国 

科学技術部 

科学技術改革の加速、自主的なイノベーション能

力の増強、科学技術の基盤的かつ牽引的機能の十

分な発揮についての意見 

2012 年 04 月 国務院 
更に小型企業等の健康的発展に対する支持につ

いての意見 

2013 年 01 月 国務院 

企業の技術イノベーションの主体的地位の強化

や企業のイノベーション能力の全面的向上につ

いての意見 

2013 年 02 月 
中国 

科学技術部 

イノベーション型産業クラスターの試行に関す

る認定管理弁法 

出典：中国タイマツセンターからの情報を基に技術経営創研が作成 

 

2007 年 11 月に策定された「産業クラスターの発展の促進についての若干の意

見」は、直面している諸課題を再確認したうえで、産業クラスターの必要性やモデ

ル化などの提起とのこと、2011 年 07 月に策定された「タイマツ事業の更なる強

化、ハイテクの産業化の促進についての指導的意見」は、中国タイマツ事業の新た

な局面を拓くための一つとして、国際的競争力を持つイノベーション型産業クラ

スターを育成しようとすること、2011 年 07 月に策定された「イノベーション型産

業クラスターの構築事業に関する実施方案」は、考え方、原則、事業目標、主要任

務、関連措置などのことについて明文化した。 

2012 年 02 月に策定された「科学技術改革の加速、自主的なイノベーション能力

の増強、科学技術の基盤的かつ牽引的機能の十分な発揮についての意見」は、中央

政府が科学技術部に対する要請や、科学技術に関する規画綱要の実施を巡って、確

実に具現化して進めさせていくために、その一つとして、戦略的新興産業を積極的
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に育成することであるが、国家ハイテク産業開発区の発展水準を高め、その核心的

なベクトル機能を活かし、各種のイノベーション要素を集中し、イノベーション型

産業クラスターの発展を加速化することが重要であるとした。 

2012 年 04 月に策定された「更に小型企業等の健康的発展に対する支持について

の意見」は、小型企業等の雇用促進、経済成長促進、技術イノベーションや社会の

調和的な発展における替えられない役割、もって国民経済や社会の発展に資する

戦略的な意義を指摘したうえで、国内外の複雑な経済情勢の影響も鑑みして、小型

企業等の経営圧力等を緩めて、その健康な成長を支持するために、ハイテク産業開

発区や工業パーク、産業クラスターにおいても経営場所の提供支援を含めて、さま

ざまな支援策を打ち出している。 

2013 年 01 月に策定された「企業の技術イノベーションの主体的地位の強化や企

業のイノベーション能力の全面的向上についての意見」は、2012 年から公表され

ている「科学技術体制の改革を深化し、国家のイノベーション体系の構築を加速化

する意見」に沿って、企業のイノベーション能力を全面的に向上させるために、そ

の重要任務の一つとして、「企業の推進する重大な科学技術成果の産業化を支持す

る」中で、イノベーション型産業クラスターの育成を明示している。 

2013 年 02 月に策定された「イノベーション型産業クラスターの試行に関する認

定管理弁法」は、中国におけるイノベーション型産業クラスターの認定管理に関す

る も重要な法規的なものである。項を改めてそのポイントについて述べる。 

 

第２項 イノベーション型産業クラスターの認定管理 

 

 本項では、2013 年 02 月 07 日に、中国科学技術部が公表した「イノベーション

型産業クラスターの試行に関する認定管理弁法」について和訳し、同弁法に定めら

れている総則、試行産業クラスターの認定、組織の管理、附則を通じてその内容を

把握しよう。 

 

 第一章 総則  

 第 1 条 国務院が定めた「更に小型企業等の健康的発展に対する支持について

の意見」からの要求に従って、産業クラスターのイノベーションや発展を促進する

ために、本弁法を制定する。 

 第 2 条 イノベーション型産業クラスター（以下、「産業クラスター」という）

は、産業チェーン的に関連し、研究開発やサービス機構も特定の区域に集積し、分
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業協力と協同イノベーションを通じて、業界や区域を越えて牽引と国際的競争力

を形成する産業組織の形態を指す。 

 第 3 条 産業クラスターの試行はハイテク産業パーク（以下、「産業パーク」と

いう）内に展開し、一般的には国家ハイテク産業開発区を重点区域として、政府の

組織や指導を通じて、産業クラスターの科学的規画と産業チェーンの協同的発展

を実現し、伝統的な産業のシフトやグレートアップと新興産業の育成や発展を促

進し、産業競争力を向上させる。 

 第 4 条 産業クラスターは、国家の戦略と地方の目標を、マーケット主導と政

府による推進を、技術イノベーションと産業の発展を融合する原則に従う。  

 

 第二章 試行対象の認定  

 第 5 条 産業クラスター（試行）を申請するにあたって、以下で示すいずれの条

件にも満たさなければならない。 

 ①産業クラスターの建設と発展規画は、科学性、将来性及び実施可能性を有すべ

きである。規画で記される主導産業の市場は大きく、主導産業の細分化された領域

において国内的に先頭に立つという地位を有する。  

 ②産業クラスター所在地の政府は、産業クラスターの発展を促進する政策措置

の制定、政府指導下の産業クラスター産業チェーンの協同メカニズムの構築、試行

事業の管理機構の設立を行った。  

 ③産業クラスター産業チェーン企業、研究開発機構とサービス機構が比較的に

集積し、産業または技術連盟を創設した。コア企業はハイテク企業かイノベーショ

ン型（試行）企業にすべきであり、重要な知財を活かしたブランド製品を有し、国

際、国家あるいは業界の標準の策定に参画し、技術型中小企業とコア企業とは相互

補完の協力関係にある関係を形成した。  

 ④産業クラスターの産業チェーンと関連する研究開発、デザイン、創業インキュ

ベータ、技術取引、投資融資と知的財産などのサービス機構、及び大学や研究機構、

教育訓練機構を有し、これらの機能は産業クラスターの戦略的な発展のニーズと

合致する。 

 第 6 条 産業クラスター（試行）の業務フロー 

 ①産業パーク管理機構は産業クラスター（試行）の条件と年度申請案内の要求に

沿って申請書類を作成し、所在地の政府が省、自治区、直辖市の科学技術部門に対

し提出する。  

 ②省、自治区、直辖市の科学技術部門が専門家を招集し検証し、産業クラスター
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の申請に必要な条件に満たしたと認められる場合、科学技術部に推薦する。  

 ③科学技術部は毎年専門家を組織し、考察や評価という審査を行い、同審査に通

過した対象はイノベーション型産業クラスター（試行）と認定し、試行期間は 3 年

である。 

 

 第三章 組織の管理  

 第 7 条 科学技術部は責任をもって産業クラスター（試行）業務のマネジメン

トを実行し、同部タイマツセンターは試行認定関連の申請受け付け、認定運営及び

業務推進を担当し、申請案内や「イノベーション型産業クラスター（試行）の評価

指標体系」（後掲図表参照）に従って試行業務に対し評価する。  

 第 8 条 各省、自治区、直辖市の科学技術行政管理部門9は責任をもって所在地

域の産業クラスター業務を指導し、関連政策の具現化を調整し、産業クラスターを

対象にする年度評価業務に協力する。 

 第 9 条 産業クラスターの所在地政府は責任をもって産業クラスター（試行）

業務関連の政策措置を策定し改善し、産業協同メカニズムを構築し、試行業務を推

進する。  

 第 10条 産業クラスターの所在する産業パーク管理機構は責任をもって産業ク

ラスター（試行）業務関連の実施方案を策定し改善し、組織し実行する。  

 第 11 条 試行期間満了後、科学技術部は産業クラスター（試行）要求と予定目

標に従って評価や検収を行う。評価に合格となった対象は国家イノベーション型

産業クラスターとして確定し、関係部門と共同で普及する。予定目標に達していな

い対象については、状況次第、産業クラスター（試行）の期間を延長するか終了す

ることにする。  

 

 第四章 附則  

 第 12 条 各省、自治区、直辖市の科学技術行政管理部門は本弁法を参照して該

当地域の施行細則を策定することができる。  

 第 13 条 本弁法は科学技術部が責任をもって解釈し、公表日より施行する。 

  

                                                  
9 中国における科学技術行政管理部門として、国レベルでは「科学技術部」であり、地方レベルでは「科学

技術庁」か「科学技術局」である。 
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図表 2-2-2 イノベーション型産業クラスターの評価指標（試行） 

指

標

① 

重

要

度 

指標② 

重

要

度 

指標③ 

重

要

度 

イ 

ノ 

ベ

｜

シ 

ョ 

ン

環

境 

20 

行政指導 40 
1.省級政府の業務計画等に取り入れ            50 

2.試行業務の推進メカニズム 50 

政策措置 30 
3.イノベーション発展の政策体系 50 

4.政策の実施後の効果 50 

協同体制 20 
5.産業チェーンの協同メカニズム 70 

6.外部資源の協同メカニズム 30 

企業文化 10 
7.交通、展覧会、文化、生活等の施設 60 

8.イノベーションや創業の文化 40 

主

導

産

業 

50 

経済規模 50 
9.諸収入の合計 50 

10.納税額 50 

産業規模 15 
11.企業数合計 50 

12.従業員数合計 50 

主要製品 15 
13.主要製品の国内市場における占拠率 60 

14.省級以上の知名産品数の合計 40 

R&D 能力 10 
15.販売収入における企業平均の R&D 投入比率 70 

16.合計企業数におけるハイテク企業の比率 30 

知的財産 10 
17.授権された発明特許数 50 

18.主宰か参画した国際、国家、業界標準数 50 

サ

｜

ビ 

ス

体

系 

30 

企業育成 50 
19.国家級インキュベータ数 30 

20.インキュベータに在籍企業数 70 

技術ｻｰﾋﾞｽ 30 
21.R&D と技術サービス機構数 60 

22.協力関係にある国内外の大学や研究機構数 40 

金融ｻｰﾋﾞｽ 20 
23.各投資機構や融資機構の数 30 

24.年度獲得した創業投資の企業数 70 

出典：中国タイマツセンターの資料を基に技術経営創研が翻訳 

 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜本編 

21 
 

第３項 認定されたイノベーション型産業クラスターの一覧 

 

 2014 年 12 月現在、認定された国家イノベーション型産業クラターのリストは以

下の図表で示す。具体的に「試行」（原語「試点」）と認定された一覧と「育成」（原

語「培育」）と認定された一覧と分けているが、全体を地方別に一覧したものは資

料篇を参照されたい。 

 

図表 2-2-3 国家イノベーション型産業クラスター（試行） 

所在地域 名  称 

北京 北京中関村モバイル・ネットワークイノベーション型産業クラスター

河北 

保定新エネと知能電力網装備イノベーション型産業クラスター 

石家荘薬用補助剤イノベーション型産業クラスター 

邯郸現代装備製造イノベーション型産業クラスター 

遼寧 
本渓製薬イノベーション型産業クラスター 

遼寧レーザーイノベーション型産業クラスター 

吉林 
通化医薬イノベーション型産業クラスター 

長春ハイテク産業開発区自動車電子イノベーション型産業クラター 

江蘇 

無錫ハイテク産業開発区知能センサシステムｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型産業クラスター

江陰特殊鋼新材料産業イノベーション型クラスター 

昆山小核酸イノベーション型産業クラスター 

蘇州ハイテク産業開発区医療器械イノベーション型産業クラスター 

江寧知能電力網イノベーション型産業クラスター 

浙江 
温州レーザーと光電イノベーション型産業クラスター 

杭州デジタル安全防犯イノベーション型産業クラスター 

安徽 
合肥情報技術をベースとした公共安全イノベーション型産業クラスター

蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型産業クラスター 

福建 泉州マイクロ波通信イノベーション型産業クラスター 

江西 景徳鎮ヘリコプター製造イノベーション型産業クラスター 

山東 

濰坊半導体発光イノベーション型産業クラスター 

済南知能電力輸送配給イノベーション型産業クラスター 

煙台海洋生物と医薬イノベーション型産業クラスター 

済寧高効率伝動と知能ブルドーザー機械ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型産業クラスター 
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湖北 

武漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情報及び応用サービスイノベ

ーション型産業クラスター 

十堰商用車及び部品イノベーション型産業クラスター 

湖南 
株洲軌道交通装備製造イノベーション型産業クラスター 

湘潭先進的鉱山装備製造イノベーション型産業クラスター 

広東 

深センハイテク産業開発区次世代インターネットイノベーション型産業

クラスター 

恵州クラウドコンピューティング知能端末ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型産業クラスター 

中山健康サイエンスイノベーション型産業クラスター 

四川 成都デジタルニューメディアイノベーション型産業クラスター 

青海 海西塩湖化工特色循環経済イノベーション型産業クラスター 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの各年度資料を基に技術経営創研が整理 

 

 国家イノベーション型産業クラスター（試行）の認定証は下図の通りである。 

 

図表 2-2-4 イノベーション型産業クラスター（試行）の認定証 

 

出所：（C）Choh 
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図表 2-2-5 国家イノベーション型産業クラスター（育成） 

所在地域 名  称 

北京 
豊台軌道交通産業クラスター 

亦荘デジタルテレビとデジタルコンテンツ産業クラスター 

天津 
北辰先端装備製造業産業クラスター 

天津ハイテク産業開発区新エネ産業クラスター 

山西 
太原ステンレス産業クラスター 

榆次油圧産業クラスター 

内モンゴル 包頭レアアースハイテク産業開発区レアアース新材料産業クラター 

遼寧 
大連情報技術及びサービス産業クラスター 

青島デジタル家電産業クラスター 

黒龍江 
チチハル重型デジタル制御旋盤産業クラスター 

大慶ハイテク産業開発区先端石化産業クラスター 

上海 

上海ファイン・ケミカル産業クラスター 

張江バイオ医薬産業クラスター 

上海新エネ自動車及びキー部品産業クラスター 

江蘇 
蘇州工業パークナノ新材料産業クラスター 

常州ハイテク産業開発区太陽光発電産業クラスター 

安徽 蚌埠新型高分子材料産業クラスター 

福建 
闽東中小電機産業クラスター 

厦門海洋と生命科学産業クラスター 

江西 南昌ハイテク産業開発区バイオ医薬産業クラスター 

河南 

鄭州知能装置機器産業クラスター 

南陽爆発防止装備製造産業クラスター 

洛陽ハイテク産業開発区ベアリング産業クラスター 

湖北 襄陽新エネ自動車産業クラスター 

湖南 長沙電力知能制御と設備産業クラスター 

広東 
広州個人医療とバイオ医薬産業クラター 

珠海知能配電網装備産業クラスター 

広西 
南寧亜热带バイオ資源開発利用産業クラスター 

柳州ハイテク産業開発区自動車及び部品産業クラスター 
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重慶 重慶ハイテク産業開発区電子情報産業クラスター 

四川 綿陽自動車エンジン及びキー部品産業クラスター 

貴州 貴陽国家ハイテク産業開発区新材料産業クラスター 

雲南 昆明市バイオ医薬産業クラスター 

陝西 

西安ハイテク産業開発区軍民融合通信産業クラスター 

楊凌モデル区バイオ産業クラスター 

宝鶏ハイテク産業開発区チタン産業クラスター 

甘粛 蘭州ハイテク産業開発区省エネ環境保護産業クラスター 

青海 青藏高原特色生物資源と中藏薬産業クラスター 

新疆 ウルムチ電子新材料産業クラスター 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの各年度資料を基に技術経営創研が整理 

 

第３節 イノベーション型産業クラスターの全体的現状  

 

 2014 年 12 月現在、中国の全国各地において認定された国家イノベーション型産

業クラスターは 71 箇所である。その中で、「試行」の方は 32 箇所で、「育成」の方

は 39 箇所である。前述した「イノベーション型産業クラスターの試行に関する認

定管理弁法」に従って評価を行われば、一定の期間を経てからは、今現在の育成の

方も試行の方に昇格される可能性は高いだろう。 

認定されたイノベーション型産業クラスターの地域的分布は後掲図表を参照さ

れたいが、2014 年 12 月現在、海南省、チベット自治区、寧夏自治区以外の地域は

１個所以上が認定されている。 も多く認定されているのは江蘇省であり、7 カ所

に上るが、次は広東省であり、5 箇所である。第 3 位は山東省であり、4 箇所であ

る。このことは、各地域に認定されている国家ハイテク産業開発区や国家特色産業

基地の数とも比例している。 

また、前掲した一覧表からも読めるように、認定されているイノベーション型産

業クラスターの多くは戦略的新興産業の各分野に属している。中国第 12 次 5 カ年

計画に記されている「戦略的新興産業分野」とは、①省エネ・環境保護、②次世代

情報技術、③バイオ、④先端設備製造、⑤新エネルギー、⑥新素材、⑦新エネ自動

車を指すが、中関村モバイル・ネットワーク、保定新エネと知能電網、張江バイオ

医薬、蕪湖省エネと新エネ自動車、武漢地球空間及び応用情報、大連情報技術とサ

ービス産業クラスターなどは、いずれも該当する領域である。 
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図表 2-3-1 イノベーション型産業クラスターの分布 
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 中国科学技術部は地方政府との連携を強化して、イノベーション型産業クラス

ターの形成推進計画を整備し、国際的な競争力のある戦略的な新興産業分野を確

立するために、認定されたイノベーション型産業クラスターで行ったハイテク研

究開発やサービスなどに対し、3 年間連続資金援助を行うとし、企業イノベーショ

ン能力の向上及び研究型中小企業の育成を促すために、政策的・資金的な支援を強

化する、としている。 

 中国科学技術部は、2011 年 7 月に打ち出した目標として、既存の国家ハイテク

産業開発区をベースに、毎年複数のイノベーション型産業クラスターの形成を試

験的に行う。3 年から 5 年間をかけて、中国の戦略的新興産業分野における先進的

な産業クラスターを形成し、年間売上高が 1,000 億元(約 1 兆 3,000 億円)以上の

イノベーション型産業クラスターを 20 カ所以上、年間売上高が 500 億元(約 6,500

億円)以上のイノベーション型産業クラスターを 30 カ所育成して、これらのイノ

ベーション型産業クラスターが牽引の役割を果たして、年間売上高が 200 億元(約

2,600 億円)以上のイノベーション型産業クラスターを 100 以上創成して、地域経

済の活性化を目指す、としている10。2014 年 12 月現在、年間売上高が 200 億元(約

2,600 億円)以上に達成したイノベーション型産業クラスターはしばしば見られる

が、年間売上高が 1,000 億元以上を目指しているイノベーション型産業クラスタ

ーは取り組み続けている 中である。 

  

                                                  
10 単谷「中国におけるイノベーション型産業クラスター形成の取り組みについて」研究開発戦略ローンチア

ウト（JST サイエンスポータル、2012 年 11 月 19 日）。 
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第３章 沿海地域におけるイノベーション型産業クラスター事例 

 

 本章では、沿海地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例として、北

京中関村モバイル・ネットワーク、無錫知能センサーシステム、蘇州医療器械、張

江バイオ医薬、厦門海洋と生命科学、中山健康サイエンスを取り上げて紹介する。 
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第１節 北京中関村モバイル・ネットワーク 

 

１．序言 

 

 北京中関村モバイル・ネットワークイノベーション型産業クラスターは 2013 年

に認定された試行段階の区域である。中関村サイエンスパーク海淀園管理委員会

が管轄しており、同海淀園に設けられている中関村ソフトウェアパークをベース

としている。ちなみに、北京中関村サイエンスパークは 1991 年に認定された初の

国家級ハイテク産業開発区である。 

 

図表 3-1-1 中関村ソフトウェアパーク運営本部の一角  

 

出所：Choh 

 

２．概要 

 

・中関村ソフトウェアパークは 2013 年現在、その総生産高は 1213 億元で、2012
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年の 1096 億元に比べて 10.7％の増加となった。また、企業の規模的分布から見る

と、大手企業の生産高は同パーク全体の総生産高の 96.4％を占めているが、中規

模企業の成長も加速されている。 

・同産業クラスターの産業チェーンは多面的な関係性を持つ生態系を形成してお

り、応用サービス、ネットワーク運営、端末（ソフトとハード）などをカバーして

いる。その産業システムの構成は、安全保障プラットフォームとモバイル応用技術

サービス・プラットフォーム以外、主として、モバイル応用層、モバイル運営層及

びモバイル端末層からなる。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・2013 年現在、同パーク内の企業総数は 277 社である。その中で、大手企業は 34

社、小型企業は全体の 43.3％を占めている。また、外資企業は 33 社である。この

中では、上場企業（支社を含む）は 30 社、営業収入が 1 億元を超える企業は 38

社、ハイテク企業は 80 社である。なお、10 社にはポストドクター・ステーション

が設けられており、中国ソフトウェア業界ランキング 100 社の中で、7 社の本部が

同パークに駐在している。 

・同産業クラスターは、前述したモバイル応用層に関し、とくにモバイル支払、モ

バイル広告、モバイルサーチ、モバイル閲覧、企業のモバイル応用などの領域にお

いて、比較的に優位性を持つ。 

・続いて、前述したモバイル運営層に関していうと、「中国移動」、「中国電信」、「中

国聯通」を代表とする運営企業は、モバイル通信ネットワーク、すなわち Wifi や

Wimax といった各種のモバイル端末をインターネットの基礎設備に接続し、関連サ

ービスを提供する以外、モバイル・ネットワーク資源を所有する優位性をもって関

連サービスをモバイル応用開発やサービスまで提供し、オープン協力やビジネス

モデルのイノベーションにも試みている。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・2013 年、同パーク内企業の研究開発費の投入は 115 億元であり、これは企業自

身の力を主とするものである。特許出願は 11974 件で、授権された特許は 5039 件

で、授権された国際特許は 249 件である。商標出願は 1358 件で、登録された商標

は 1019 件で、登録された国際商標は 166 件である。ソフトウェア著作権は 2972 件
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である。知財関連の資金投入は 23 億元で、收入は 31 億元になる。2013 年 12 月現

在、獲得した国家級科学技術進歩賞は 36 件になり、2013 年に同パーク内における

技術成果の利活用は 228 件になる。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターのイノベーションや発展を支える体系とし

て、海淀園が所在する海淀区には 12 の専門的なパークと産業基地、35 の技術型企

業のインキュベータ、20 余りの大学サイエンスパーク及び留学人員創業園を主と

して、多層的かつ専門的なイノベーション創業のベクトルを構築するとともに、モ

バイル・ネットワーク技術の研究開発プラットフォーム、新産品検測認証プラット

フォーム、技術サーヒスプラットフォーム、新しい成果の展示と取引のプラットフ

ォーム及びこれらの体系化的な整備の中では初歩的な効果が得られている。 

 

５．国内外との連携 

 

・2013 年、同パーク内の企業による輸出業務の規模は 71 億元であり、海外に設け

られた支社等は 196 社となる。同パーク内の外資企業は主として北米、ヨーロッ

パ、東南アジア、南アフリカ、東アジア等から来た企業で、外国籍社員数は 2812

人である。 

・同産業クラスターは、レノボー研究院、マイクロ亜細亜研究院、北京郵電大学及

び清華大学情報科学と技術国家実験室等の中関村開放実験室と連携し、重大なニ

ーズと応用向けのモバイル・ネットワーク産学研応用連合実験室を建設し、モバイ

ル・ネットワーク産業の市場形成や発展を支えている。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、国際的にも知名な中関村エリアの一角に位置されること

もあり、近い将来、中国有数の、国際的に影響力を持つモバイル・ネットワーク産

業クラスターの確立を目指している。中国内において 大のモバイル応用の開放

的なプラットフォーム、モバイル開発と応用やモバイル安全サービスのプラット

フォームを形成し、国際的に先進であり、国内的にリード的であるモバイル・ネッ

トワーク応用サービスセンターになり、全国向けに応用サービスを提供する。 

・2013 年 9 月、習近平等中国共産党中央委員会政治局常務委員一同が中関村を視

察し、「百度」、「聯想」、「小米」といったイノベーションの意味でもよく知られる

代表的な中関村企業トップとの意見交換が行われた。 
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図表 3-1-2 同ソフトウェアパークへの訪問 

 

出所：Choh 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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。現在は

「国家自主創新示範区」（国家級の自主的なイノベーションを創出するモデル区。以

下「モデル区」と呼ぶ。）として認定されており、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、環境保護などの分野

に取組み続けている。同モデル区は現在 10 のサブパーク（大興バイオ医薬産業基

地を含む）により構成されており、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、国家工学技術イノベーション基地、及び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、同モデル区では国家級インキュベータも多数設

けられている。海淀園は同モデル区のコアとなるエリアであり、同モデル区の発祥地

でもある。2013 年 12 月現在、同海淀園には研究開発型企業の 12000 社余りが在園

し、その中で、国家級のハイテク企業は 5005 社であり、その企業総収入は 12480 億

元に達している。 
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第２節 無錫知能センサーシステム  

 

１．序言 

 

 無錫ハイテク産業開発区知能センサーシステム・イノベーション型産業クラス

ターは 2013 年に認定された試行段階の区域である。無錫ハイテク産業開発区管理

委員会が管轄しており、同開発区に位置されている。ちなみに、無錫ハイテク産業

開発区は 1992 年に認定された国家級のハイテク産業開発区である。 

 

図表 3-2-1 無錫知能センサーシステム産業クラスターの一角 

 

出所：Choh 

 

２．概要 

 

・無錫ハイテク産業開発区知能センサーシステム産業は、知能センサーネットワ

ークシステムの構築のために行う開発、製造、情報サービスという新興産業であ

る。同産業クラスターは具体的に、知能識別、知能伝送、クラウドコンピューティ
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ング及び知能制御設備製造といった 4 つのカテゴリーからなるが、基本的には情

報サービスを内容とする新興産業に該当するものと認識されている。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・知能識別は主に RFID、センサー、バーコード、位置測定設備やビデオ設備等を

含む。2013 年 12 月現在、知能識別に従事する関連企業は 125 社が集積されてお

り、その中で、「美新半導体」、「敦南科技」、「艾立德」、「識凌科技」、「纽豹」、「科

睿坦」等 56 社がコア企業である。 

・知能伝送は主に研究開発支援無線ブロードバンドネットワーク、無線低速ネッ

トワーク、3G と 4G 通信ネットワークの技術、製品及び協定標準等を含む。2013 年

12 月現在、知能伝送に従事する関連企業は 95 社が集まっており、その中で、20 社

以上の年間総収入は 1 億元を超えており、「捷普」、「緑点」、「菲尼萨通訊」といっ

たコア企業の年間総収入は 10 億元を超えている。 

・クラウドコンピューティングは主にデータセンター、検索エンジン、情報セキュ

リティーなどの領域の技術、製品及び標準的な研究開発や製造等を含む。2013 年

12 月現在、クラウドコンピューティングに従事する関連企業は 46 社が集積されて

おり、「衆志合達」、「曙光雲計算」、「天脈聚源」をはじめとするコア企業は 20 社以

上になっている。 

・知能制御設備製造は主に PAD、知能携帯、知能車載設備、知能表示端末と各業界

端末設備を含む。2013 年 12 月現在、知能制御設備製造に従事する関連企業は 65

社であり、その中で、「尚沃医療」、「隆盛科技」、「天安智聯」をはじめとするコア

企業は 43 社になる。 

・同年、同産業クラスターが実現した総販売収入は 502 億元であり、前年同期に

比べて 43％の増加になった。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、12 の知能センサーシステム領域の公

共向けサービスプラットフォームを構築し、センサネットワーク感知技術及び産

業、RFID、感知医療など 13 の産業技術連盟を発足した。 

・同産業クラスターに駐在されている企業が開発したキー技術は 47 件、公表した

国際標準は 2 件、国際標準案は 3 件、業界標準は 1 件、主催し制定した国際標準
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は 5 件、2013 年に授権された特許数は 945 件であり、その中で発明特許は 355 件

である。 

・創業サービスに関しては、2013 年年末現在、産業クラスターにインキュベータ

の使用可能面積は 150 万平方メートルを有し、「軟発」、「科創」、「微納」、「IC」と

いった 4 社の創業サービス企業が誕生した。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、「中国移動」、「中国聯通」、「中国電信」、「国家電網」、「国

家広電網」の研究機構を集めて、新たな研究開発プラットフォームを創設し、上海

交通大学、清華大学、北京郵電大学、東南大学などと共同で 10 の産業研究院を設

立した。 

・同産業クラスターの発展を推進するために、2013 年 12 月、無錫市政府が中国科

学技術部タイマツセンター、江蘇省科学技術庁、無錫市政府という 3 者協同の「無

錫ハイテク産業開発区知能センサーシステム・イノベーション型産業クラスター

協調推進指導チーム」を結成し、真のイノベーション型が確立されるよう、共同で

産業クラスターの推進に取り組む。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、技術イノベーション、産業クラスター、応用モデルという

3 大ミッションを巡って、キー技術、共通的プラットフォーム、業界の先頭に光を

あて、イノベーションの創出に必要な各資源を集中し、産業化、市場化及び社会化

のプロセスを加速させる。 

・同産業クラスターは、2016 年までに実現しようとする目標は、総販売收入は 1000

億元以上、集積する規模以上の企業は 1500 社以上、收入が 10 億元企業は 20 社以

上を実現すると同時に、国際的に一流の知能センサー・システム産業クラスターに

なることである。 

・さらに、2014 年 4 月、同開発区の責任者が次のように述べる。3 年から 5 年を

かけて、同産業クラスターをきっかけとして、3 つの総収入が 100 億元の専門的パ

ークを整備し、3 つの 100 億元になる産業チェーンを形成し、100 以上の重点産業

化プロジェクトを実施すると同時に、累計的にコア企業 1000 社、高級人材 1000 人

を誘致し、年に特許出願 1000 件になるように取り組む。 
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図表 3-2-2 無錫ハイテク産業開発区一角 

 

出所：Choh 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

無錫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の一つであり、「無

錫新区」とも称される。同開発区は 1992 年創設されてから、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。同開発区は、2004 年には CCTV「中国経

済活力都市」と選ばれて、2005 年にはフォーブス「中国最善商業都市ランキング」第

2 位、「中国都市総合競争力ベスト 10」と入選された。また、同開発区は、国家級の

IC 産業基地、国家級の液晶ディスプレイ産業園、ISO14000 国家環境保護モデル区

及び ISO9002 管理システムとしても認定され、中国科学技術部「全国ハイテク産業開

発区科学技術イノベーション能力総合評価」第 2 位、『Corporate Location』誌「アジ

ア太平洋地域環境最善科技工業園」にも入選された。2013 年現在、無錫新区にお

ける地域生産高は 1213 億元で、公共的な財政予算收入は 122.2 億元で、工業生

産高は 2767 億元に達した。 
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第３節 蘇州医療器械  

 

１．序言 

 

 蘇州医療器械イノベーション型産業クラスターは 2014 年に認定された試行段階

の区域である。蘇州ハイテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区医療

器械サイエンス産業パークに位置されている。ちなみに、蘇州ハイテク産業開発区

は 1992 年に認定された国家級のハイテク産業開発区である。 

 

図表 3-3-1 蘇州医療器械産業クラスターの一角 

 
出所：（C）蘇州ハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・蘇州ハイテク産業開発区は、その機械、電子、情報、医薬等の領域の技術と産業

集積の優位性及び医療器械領域の技術や応用さらに産業の基礎をもとに、2009 年

に「産業振興発展規画」を策定し、そこで、医療器械産業を「第一の戦略的な新興

産業」として育成しようとし、同開発区に位置され、江蘇省政府が唯一重点的に支
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援する医療器械イノベーション型産業クラスターの発展に取組み続けている。 

・バイオ技術や新薬創出を構成する重要な部分として、医療器械産業は成長産業

であると言われており、同産業クラスターは江蘇省政府の政策に沿って、同産業チ

ェーンを巡る多様なイノベーション要素を集中し、関連事業を押し進める。 

・同開発区医療器械サイエンス産業パークは中国科学院蘇州生物医学工程技术研

究所と連携して設立した医療器械専門の産業パークであり、計画面積は 1 平方キ

ロである。 

・いわば 1 期建設プロジェクトは 7.2 万平方メートルを建設し、2011 年 8 月に使

用開始以来、2012 年 3 月現在、30 社余りの企業が駐在しており、登録した資本金

は約 10 億元で、総投資は 40 億元を超えている。同医療器械サイエンス産業パー

クは、国家タイマツ特色産業基地、江蘇省級サイエンス創業パーク、江蘇省第 1 回

省レベルサイエンスパークと蘇州市特色产业基地と認定されている。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、150 近くの医療器械関連企業が集まっている。具体的に

は例えば、「卡瓦歯科」、「赛黙飛世爾」、「丹纳赫」等という国際的な知名企業、「富

士胶片」、「鱼躍医療」、「中生北控」等というコア企業、「凯迪泰医学科技」、「瑞派

寧科技」等という自主的なイノベーション型企業があげられる。これらは主とし

て、医用光学、医学映像、臨床看護、体外診断等の領域で取り組んでいる。 

・医学映像関連企業は「瑞派寧」、「中加医療」、「富士胶片」、「美倫影像」等の企業

が挙げられることができ、体外診断関連の企業は「博源医療」、「玮琪生物」、「万木

春」等が挙げられる。 

・2012 年 3 月現在、同産業クラスターでは、「凯迪泰医学」、「維科医療」等のコア

企業が駐在されている。かような企業の取り組み続けた結果、科学技術研究の奇跡

が生まれ、成果によっては中国国内の研究空白を埋めたほど重要であり、一部はア

メリカの FDA や、ヨーロッパの CE の認証を得たことにより、海外への販売に必要

な輸出通行証を入手したと理解される。 

・同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、育成や誘致した医療器械企業は 200 社

を超えている。その中で、世界 500 强企業リストと業界 100 强企業リストに入っ

ている企業は 30 社以上である。今後、1 つの国家工学技術研究センターか国家重

点実験室、20 の省か市レベルの研究開発機構、技術研究開発プラットフォームと

公共技術サービスプラットフォームを建設できるように努める。 
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４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、中国科学院において唯一の専門的な研究機構である中国

科学院蘇州生物医学工程技术研究所を誘致し、医療産業の発展を支援する政策を

策定し、同蘇州生物医学工程技术研究所を主要発起人とする「江蘇省医療器械産業

技術イノベーション戦略連盟」を創設した。 

・同産業クラスターは、江蘇省医療器械検査所蘇州分所を誘致し、3 億元の医療器

械産業化基金を設立し、江蘇省科学技術庁と共同で研究成果の移転における医療

器械に特化した公募活動を展開した。とくに「政府引導、科技带頭、資金跟進、平

台開放、服務聚焦、産業集聚」（政府は指導し、科学技術をもって前進するととも

に、資金も並進し、プラットフォームをオープン化し、サービスに焦点を当てて産

業集積）の産業発展体系を形成し、全省において重要な医療器械産業の集積地にな

るように、推進メカニズムのイノベーションにも注力している。 

 

図表 3-3-2 蘇州医療器械産業クラスターにある研究機構の一例 

 

出所：（C）蘇州ハイテク産業開発区 

 

５．国内外との連携 

 

 同産業クラスターは、毎年、バイオ医学（蘇州）国際学術会議、中国国際医療器
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械イノベーション協力商談会（CMP）などといった国際的な医療器械産業の先端学

術会議等を主催し、国内外の多様な連携に繋がるきっかけつくりにも取り組んで

いる。 

・蘇州医工所は既にイスラエル瑞博医療器械集団と協力で連合研究開発センター

を、アメリカの The Johns Hopkins University と共同で連合実験室を、アメリカ

の Foreal Spectrum，Inc と共同で飛鋭連合研究部を設立し、世界的に先端な領域

と中国国内市場のニーズに光をあてて研究開発や産業化などにと取り組む。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、医療器械の国家標準の策定に参画し、自主的なイノベーシ

ョン成果の産業化を実現し、2015 年まで、医療器械関連企業は 200 社以上、省レ

ベルや市レベルの研究機構は 20 社以上、国家級工学技術研究センターか国家級重

点実験室は 1 箇所、総生産高は 50 億元以上になること、2020 年までは総生産高は

300 億元以上になることを目標としている。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

蘇州ハイテク産業開発区は 1992 年に承認された国家レベルのハイテク産業開発

区の一つである。その後、1997 年に中国初の対外開放型の APEC 国際科学技術工

業パークと、1999 年に中国初の「国家環境管理モデル地区」（ISO14000 認証）と認

定され、2003 年に国家レベルの輸出加工区が設立される。2005 年に中国初の国家

循環型経済モデル地区となり、蘇州自動車部品生産基地が設立される。2007 年に

中国で唯一の「循環型経済を実施する国家級のハイテク産業開発区」となり、2008

年に中国初の「国家生態工業モデルパーク」となる。同開発区は、具体的に金融貿

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」、その区内に国

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。 
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第４節 張江バイオ医薬 

 

１．序言 

 

 張江バイオ医薬産業クラスターは 2011 年 11 月に認定された育成段階の区域で

ある。張江ハイテク産業開発区並びに張江国家バイオ産業基地管理委員会が管轄

しており、同開発区張江国家バイオ産業基地をベースにされている。ちなみに、張

江ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級のハイテク産業開発区であ

り、2006 年に上海ハイテク産業開発区から現在の名称に変更された。 

 

図表 3-4-1 上海「張江薬谷」の一角 

 

出所：Choh 

 

２．概要 

 

・張江バイオ医薬産業クラスターは上海市、ひいては中国国家級ハイテク産業開

発区に位置されている自主的なイノベーション型産業の先進的な代表である。同

産業クラスターのベースである張江国家バイオ産業基地は、2006 年に中国科学技
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術部、国家衛生部、国家食品薬品監督管理局、中国科学院と上海市政府が共同で創

設されたのであり、「国家科技興貿イノベーション基地」や「国家医薬輸出基地」

の核心的区域として、中国内におけるバイオ医薬領域でいうと、研究開発機構が

も集中し、イノベーション実力が も強く、新薬の創出成果が も突出である、と

自負している。 

・2009 年に、上海市政府は上海バイオ医薬産業のイノベーションや発展の環境を

よりよく整備し、上海市のバイオ医薬産業のイノベーション能力と国際競争力を

強化するために、「上海市バイオ医薬産業発展のアクションプラン」と「上海市バ

イオ医薬産業の発展に関する若干の政策」を策定し公表した。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、国家バイオ産業基地として認定された時代から、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 社余りが入居されており、世界ランキング 10 社

のうち 5 社が当産業基地にて研究開発センターを設けている。また、2008 年の段

階でも国内外から集積してきたバイオ医薬企業は 328 社に上る。 

・同産業クラスターに駐在されている上位 10 位のバイオ医薬企業は、2013 年 12

月現在の総生産高は 187 億元であり、浦東新区全体のバイオ医薬総生産高の

47.6％を占めている。また、売上げが 1 億元を超えているバイオ企業は 18 社、10

億元を超えているバイオ企業は 4 社が存在し、重点領域の特化、リーダー企業の

牽引、ブランド製品の育成などを通じて、経済規模の拡大や医薬産業のグレードア

ップが実現されつつある。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターにおけるノベーションの展開は、国家バイオ産業基地として

認定されてからスタートし、マネジメントのパターン、インキュベータの創設、人

材や資金と技術の集積、専門性のあるサービス・プラットフォームの構築、上海市

という地方経済との協働という 5 つの側面から展開している。 

・張江バイオ医薬産業のベースである上海張江国家バイオ産業基地では、現代的

なバイオ医薬産業の振興のために、「中国一」を目指したさまざまなイノベーショ

ンが今日まで展開され続けている。 
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・バイオ医薬産業は化工産業などとは異なり、大手企業ではなく、学術研究を起点

とする産業である。このためには、優秀なイノベーション型人材、創業型大学及び

研究機構をはじめとする科学的基礎が不可欠であるが、同産業クラスターは、この

ような意識を念頭に、関連企業の育成や集積プロセス、ひいては制度的なイノベー

ションにも取り組み続けている。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、復旦大学医学院（薬学院を含む）、同済大学医学院、上海

交通大学医学院、医薬工業研究院、華東理工大学薬学院、上海理工大学医療器械学

院、上海第二军医大学、中国科学院上海生命科学研究院などと多様な協力関係にあ

る。また、同産業クラスターに駐在している国際的にも知名な多国籍企業の研究開

発部門との漸進的な交流などにも試み続けている。 

・2014 年現在、世界的に知られる 10 大製薬企業の中で、7 社が同産業クラスター

に投資している。また、同産業クラスターは、このような繋がりをきっかけにより

広く連携できるように取組んでいる。 

・同産業クラスターは、中国的なイノベーション型のバイオ医薬企業の育成にも

積極的に注力し、大きく成長して来た「中信国健」、「微創医療器械」及び「復旦張

江」のイノベーション製品は国際市場に参入できた。 

 

図表 3-4-2 大阪工業大学教授等が張江国家バイオ産業基地を訪問 

 

出所：Choh 
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６．目標 

 

・同産業クラスターは、上海市政府からの重要な支持を得て、多様なイノベーショ

ン資源を集めてきたことを活かしながら、中国一流の生命科学とバイオ技術に光

を当てた産業クラスターになることを目指している。 

・2017 年まで、張江バイオ医薬産業の年販売総収入が 10 億元を超える企業は 14

社、5 億元を超える企業は 30 社、1 億元を超える企業は 80 社、バイオ医薬ハイテ

ク企業は 150 社になるよう努める。 

・研究開発イノベーションに関しては、同じく 2017 年まで、研究開発する新薬は

30 個を目指すが、その中で、一類新薬は 3 個とする。また、研究開発し、上場さ

れる三類医療器械製品は 30 個とする。さらに、認定されるバイオ医薬企業の研究

開発機構は 120 社になることを目標とする。 

・同産業クラスターは 2017 年まで、実現する総販売収入は 800 億元、総生産高 450

億元、研究開発と技術サーヒスに関する総収入 150 億元以上を目指している。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

上海張江ハイテク産業開発区は、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 3 大産業分野を柱と位置

づけている。同開発区のコアとなるエリアは浦東新区に属し、陸家嘴金融貿易区の

東南側に位置する「張江高科技園」（張江サイエンスパーク）であるが、現在は前述し

た中関村サイエンスパークと同様に、「国家自主創新示範区」（国家級の自主的なイ

ノベーションを創出するモデル区）として認定されている。同開発区は、2006 年に周

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、現在の名称に変更される等、上海市の経済成長の新たな牽引役

として期待され続けている。同開発区はさらに全力をあげて「張江科学城」の構築に

も取組んでいる。「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。 
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第５節 厦門海洋と生命科学 

 

１．序言 

 

 厦門海洋と生命科学産業クラスターは 2011 年 11 月に認定された育成段階の区

域である。厦門タイマツハイテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区

に位置される。ちなみに、厦門タイマツハイテク産業開発区は 1991 年に認定され

た国家級ハイテク産業開発区であり、全国で 4 つの「タイマツ」と名が付く国家級

のハイテク産業開発区の一つでもある。 

 

図表 3-5-1 厦門タイマツハイテク産業開発区一角 

 
出所：（C）Choh 

 

２．概要 

 

・厦門タイマツハイテク産業開発区は、もともと「一区多園」（一つの開発区に複

数のサブパーク）を基本戦略として取り組んできたが、同産業クラスターが育成段
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階の認定を受けたことから、「一群多園」（一つの産業クラスター（集群）と複数の

サブパーク）という基本戦略に転換し、イノベーションの主体や要素などについて

再整理し、産業チェーンや機能的分業などに照らして、厦門海洋と生命科学産業ク

ラスターと複数の専門的パークを再構築しようとしている。 

・厦門海洋と生命科学産業クラスターは、厦門タイマツハイテク産業区に位置さ

れており、福建省や台湾沿海にある豐富な海洋資源をベースに、自身の優位性を活

かしながらも、海洋と生命科學を融合して進めようと考えている。これによって他

の地域の産業クラスターとの同質化を避け、廈門における地域的なイノベーショ

ンの特徴を可視化しようとしている。 

・具体的には、同産業クラスターは、未来の 2 大新興産業交差する生命科学に位

置し、山東省、浙江省及び廣東省の海洋ハイテク産業と区別し、バイオ医薬産業の

周期が長いというマイナス面もできるだけ避けて、とくに①海洋生物、②生物医薬

及び③医療と健康食品という 3 大産業技術領域を決めたのである。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、2011 年 12 月現在、代表的企業として、「北大之路」、「金

達威」、「藍湾科技」、「特宝生物」、「麦克奥迪」等、技術型企業は 100 社余りが集ま

っており、これらは自らの特許技術やブランドを有するコア企業であり、海洋と生

命科学産業界のリーダー企業としては、持っている一部のキー技術は国内におい

ては独占状態にあり、また複数の製品は海外の独占状態を破った。 

・元々、厦門市は国家タイマツ計画バイオ製薬特色産業基地を設立しており、2011

年の海洋とバイオ製薬の総生産高は 128 億元である。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、とくにイノベーションモデルの取組みに注力している。 

・広義的に同産業クラスターの母体ともなる厦門市は、厚みのある産業的基礎を

持つ以外は、当該領域において、廈門大学、集美大学、華僑大学、国家海洋局第三

海洋研究所、中国科学院都市環境所等の大学や研究機構も立地されており、4 つの

国家級重点実験室と工学センター、17 の省レベルの工学センターも設立されてい

るので、技術力が強く、同産業クラスターにおける多様なイノベーションの重要な

源泉の一つになる。 
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５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、廈(門)漳(州)泉(州)の「同城化」（同一都市化）的歴史的

な契機によって、厦門市に立地される同産業クラスターが漳州市や泉州市などの

周辺地域まで拡大していくことをもたらし、さらに海西等他の地区まで広げてい

く。2012 年 6 月の時点で、廈門タイマツハイテク産業開発区は漳州市及び泉州市

など複数の県や市と共通認識を達成し、外資誘致に関するプロジェクトの連合メ

カニズムを構築し、連携して統一的な外資特恵政策を策定し、共同で産業クラスタ

ー専門パークを建設する、と決めている。 

・例えば、2012 年 5 月 30 日、同開発区管理委員会は泉州市永春県政府や「厦門北

大之路生物工程有限公司」と戦略的協力協定に調印し、共同で同開発区永春産業パ

ーク及び同産業クラスター医薬基地を建設するとした。 

・2012 年 3 月 17 日、同開発区「台湾医健会」と戦略的な連携協定を調印し、これ

は、投資、技術移転、産業マッチング、製品とサービス、市場開発及び専門化トレ

ーニングなどに関し緊密に連携し、共に海洋と生命科学という産業領域で協力し

あい、相互補完的に進めようという内容である。それまで、台湾経済部生物技術と

医薬工業発展推進チームも同様に重視し、2012 年現在まですでに 10 数回もマッチ

ングイベントが開催され、多様な成果が得られている。 

 

図表 3-5-2 福建省と農業部指導者が台湾関連イベントへ 

 

出所：（C）厦門タイマツハイテク産業開発区 
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・厦門と台湾の戦略的な連携協定では、次に述べる 2 つの重要事項が盛り込まれ

ている。一つは厦門「三品一械」（健康食品、薬品、化粧品と医療器械）取引セン

ターの協同建設と、もう一つは海洋と生命科学産業技術研究院であり、国家重点実

験室、工学実験室、技術鑑定センターと情報発表センターを含む。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、厦門ハイテク産業開発区によって大変重視されるととも

に、厦門における新たな経済成長の柱の一つになるよう、また、中国全国において

もよいモデルになるよう、多面的に取り組むと同時に、台湾に近いということか

ら、台湾から大陸への産業移転の中で重要な役割を果たし、2016 年までに、関連

産業の総生産高は 1000 億元になることを目標としている。 

・その中で、2016 年まで、厦門と台湾の連携によって海洋と生命科学産業技術研

究院を建設し、2 箇所から 3 箇所の国家重点実験室と国家工学技術研究センターも

建設し、厦門台湾関連地域の協力による成果の転換や産業基地を形成し、厦門にお

ける主導産業になるように進む。 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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」（一つの開

発区に複数のサブパーク）という発展戦略の下で、第一に、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」、第二に、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」、第三に、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」をもって、光電子、電力電子機器、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。なお、厦門市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ある

ことから、国家の計画単列都市（日本の政令指定都市にあたる）ではあるが、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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第６節 中山健康サイエンス  

 

１．序言 

 

 中山健康サイエンスイノベーション型産業クラスターは 2014 年に認定された試

行段階の区域である。中山タイマツハイテク産業開発区管理委員会が管轄し、中山

国家健康科学技術産業基地をベースにしている。ちなみに、中山タイマツハイテク

産業開発区は 1990 年に創立された国家級ハイテク産業開発区であり、中国全国で

4 つの「タイマツ」と名の付く国家級ハイテク産業開発区の一つでもある。 

 

図表 3-6-1 中山国家健康科学技術産業基地 

 

出所：（C）中山タイマツハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・中山健康サイエンスイノベーション型産業クラスターは中山国家健康科学技術

産業基地をベースにしたところである。 

・同産業基地は、1994 年に中国科学技術部、広東省政府及び中山市政府が 3 者共
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同によって創設され、中国初の国家レベルの国際認証を得た GLP、GCP、GMP 及び

GSP 標準に従って建設され、イノベーション創薬、漢方薬、保健品、健康食品、医

療器械、医薬包装材料の研究開発や臨床応用、製造と販売が一体化され総合的な健

康産業パークである。 

・同産業基地は、中国初の国家級健康科技産業基地として、バイオ製薬、医療器械

及び医療情報を主導産業としながら、保健食品、化粧品、薬包材、医薬物流と協同

して発展する態勢を形成して来て、中国において も規模のある国家級健康産業

パークである。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターには、2012 年 12 月現在、160 社が駐在し、世界 500 强企業や

世界 5 大肽類薬物企業、世界 大の草本とビタミン製造の米国 NBTY 社、「康方生

物」及び「美国安士」も進出されている。 

・このほか、「中智医薬集団」、「三才医薬集団」、「大参林医薬集団」、「星昊薬業集

団」、「匯和製薬」、「欧亜包装」、「美捷時包材」、「百霊生物」、「海済生物」、「九州通

医薬物流」、「珐玛斯科技」等も含まれる。 

・2010 年の総生産高は前年同期の 155 億元から 177 億元に増加し、17％の増加と

なった。2011 年に初めて 200 億元を超えて、2012 年に 242 億元に増加し、25％増

加となった。 

・同産業基地は、2013 年 12 月現在、2013 年に実現した総生産高は 286 億元、前

年同期に比べ 18.8％の増加になり、工業増加値は 70 億元で、前年同期に比べ 82％

の増加になり、税収入は 5 億元で、前年同期に比べ 24.62 の増加％になり、利益

は 6.5 億元で、前年同期に比べ 17.05％の増加になり、利用した外資契約額は 6724

万米ドルで、前年同期に比べ、83.02％の増加になり、実際に利用した外資額は 4771

万米ドルで、前年同期に比べ 29.26％になり、実際に利用した内資は 501444 万元

で、前年同期に比べ 8.55％の増加になり、固定資産投資は 19 億元で、前年同期に

比べ 23.73％になる。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、医薬企業創業インキュベーション・プラットフォーム、現

代漢方薬と天然産物対照品研究プラットフォーム、華南新薬創成センター、中間固
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体調合剤研究開発プラットフォーム、新薬研究開発アウトソーシングプラットフ

ォーム、新薬と医療器械臨床研究と研修センターを含む研究開発サービスフラッ

トフォームのほか、食品化粧品安全評価センター、健康医薬総合検測などの検査検

測プラットフォーム、金融サービスや資本運営サービス、仲介機構の管理を含む資

本運営サービスのプラットフォームを形成した。 

・同産業クラスターのイノベーションの担い手となるのは、健全化された技術イ

ノベーションの条件やイノベーションや創業の雰囲気に魅了されて駐在して来た

諸研究領域の高級人材チームである。例えば、ガン物理治療技術及び医療装備の研

究開発チーム、人工心臓の研究開発チーム、漢方薬と天然薬物の研究に取り組むイ

ノベーションチーム、医薬業界管理及び漢方薬注射の品質標準管理チームなどが

挙げられる。 

 

図表 3-6-2 深セン中山健康医薬産業マッチング会議 

 

出所：（C）同産業基地 

 

５．国内外との連携 

 

・2012 年 12 月現在、実際に利用した外資は 4771 万米ドルである。 

・同産業基地は、産業グレードのアップや持続的発展を推し進め続けている。その

中で、バイオ医薬産業パーク、医療器械装備産業パーク、中国化粧品の都と健康食

品産業パークを代表とする先進的製造業クラスターは、点から線へ、そして線から

面へと発展モデルの展開のために、イノベーション、価値連鎖、産業チェーンの上
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流に位置されるプロジェクトを誘致し、同産業クラスターは先端プロジェクトの

集積地になるよう、多様な連携を全面的に推進している。 

・2009 年 4 月、華中科技大学国家ナノ薬物工程技術研究センターが同産業基地を

訪問し、「国家ナノ薬物工程技術研究センター中山センター」を設ける産学連携の

意向を表明した。珠江国際バイオ医薬産業発展フォーラム並びに米国華人バイオ

医薬科学技術協会 CBA 第 14 回年会にて、同産業基地へと誘った。その後、バイオ

基因等のプロジェクトに関するマッチングが行われ、産学連携のプロジェクトに

繋がった。同産業クラスターは、華中科技大学、上海交通大学、北京航空航天大学

など大学を招いて産学研交流や連携を促進し、四川大学、電子科技大学、浙江大学

及び武漢大学等を訪問し、産学研連携について探求する。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、中国初の国家級健康産業基地として、 終的には国際 大

の健康サイエンス産業クラスターを目指している。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

中山市は珠江デルタの中南部に、珠江口の西側にあり、北に広州に接し、香港及

びマカオに隣接している。国家級ハイテク産業開発区が１つ、街道弁事処(区役所に

相当する機構)が 5 つ、18 の鎮が管轄されている。総面積が 1800 平方キロメートルで

あり、戸籍人口が 142.3 万いる。中山原籍の海外華僑及び香港、澳門、台湾に居留

しているのが 80 数万人もいるという。中山は昔香山と呼ばれ、偉大な革命の先駆者

と海外でも知られる孫文氏の故郷である。南宋紹興 22 年（1152 年）に香山県が設置

され、1925 年、孫文氏を記念するため、香山県という名を中山県に変更された。1983

年に、中山は県を撤し、市を設置し、そして 1988 年 1 月 1 日に、直接に省が管轄す

る市に昇格された。同市は、調和の取れた社会の構築を推し進め、「工業による都市

振興」、「法を以って市を治める」、「科学技術と教育による都市振興」及び持続可能

な発展戦略の下で諸事業を進め、一連の成果を上げた。2006 年に、中山市の GDP

が 1036 億元、戸籍人口の一人あたりの GDP が 73198 元、国家税収と地方税収が

合計で 157.49 億元、地方財政の一般予算収入が 66.45 億元となった。 
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第４章 中部地域におけるイノベーション型産業クラスター事例 

 

 本章では、中部地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例として、蕪

湖省エネと新エネ自動車、景德鎮ヘリコプター製造、鄭州知能装置機器、武漢国家

地球空間情報及び応用サービス、長沙電力知能制御と設備を取り上げて紹介する。 
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第１節 蕪湖省エネと新エネ自動車  

 

１．序言 

 

 蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型産業クラスターは 2014 年に認定さ

れた試行段階の区域である。蕪湖ハイテク産業開発区管理委員会が管轄し、同開発

区に位置されている。ちなみに、蕪湖ハイテク産業開発区は 2010 年 9 月に省レベ

ルのハイテク産業開発区から国家級のハイテク産業開発区に昇格された。 

 

図表 4-1-1 同産業クラスターの代表的企業、奇瑞新能源汽車 

 

出所：（C）蕪湖ハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・新エネ自動車産業は蕪湖自動車工業にとっては戦略的シフトやグレードアップ

のチャンスである。蕪湖市政府等は省エネと新エネ自動車産業の将来性を期待し

ており、2012 年に市政府等の主要指導者を責任者とする「新エネ自動車産業推進
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指導チーム」を結成し、省エネと新エネ自動車産業の発展について調査研究し、同

産業の 5 年発展規画や、技術のロードマップなどを策定した。 

・蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型産業クラスターは、新エネ自動車

の核心となる電池、電機、変速機から展開し、電機制御システム、乗用車や商用車

及び上流資源（レアアース等）までに及んでいる。主として、省エネ自動車、天然

気自動車、純電動自動車及び電機、電機制御、電池を重点的に発展する方向にして

いる。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、関連企業は 380 社以上が集まってお

り、その中で、ハイテク企業は 120 社である。また、その中で、規模以上の工業企

業数は 287 社、実現した総生産高は 875 億元、前年同期に比べて 8.8％を増加し

た。実現した販売収入は 756 億元、前年同期に比べて 9.1％を増加した。 

・同産業クラスターは、産業チェーンの上流にある原材料と部品、中流の乗用車や

商用車、電機及び電源管理、下流の充電設備及び各アフターサービスといった 3 つ

の部分からなる。 

・代表的企業として、「達尼特材料科技」、「蕪湖市容川机電科技」、「安徽省恒宇粉

末冶金」、「蕪湖市金貿流体科技」、「奇瑞新能源汽車技術」、「奇瑞商用車（安徽）」

及び「蕪湖愛瑞特環保科技」、「蕪湖傑諾瑞汽車電器系統」、「安徽旗翔新能源」、「蕪

湖市交通投資」、「安徽省蕪湖儀器儀表研究」が挙げられる。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、省レベル以上の研究開発機構は 56

社が集まっており、その中で、国家級工学技術研究センターは 1 箇所、重点実験室

は 1 箇所、ポストドクター・ステーションは 2 箇所が含まれる。多様な R&D に従

事する人員は 10796 人である。 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、省レベル以上の技術サービス機構は

32 社が駐在されている。その中で、国家級技術型インキュベータ、生産力促進セ

ンター、技術移転モデル機構は各 1 箇所である。 

・同産業クラスターは近年、獲得した各類各級の科学技術プロジェクトは 298 件

であり、その中で、国家級プロジェクトは 102 件、省級プロジェクトは 59 件であ
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る。また、同産業クラスターは、2012 年から 2013 年度の間、合計出願した特許は

7029 件であり、その中で、発明特許は 1713 件である。授権された特許は 4836 件

であり、その中で、発明特許は 449 件である。なお、技術契約の取引金額は 40 億

元に達している。 

・2013 年 12 月現在、産業クラスターで勤めている従業員総数は 69245 人で、その

中で、準大学以上卒業した人員は 34773 人で、R&D 人員は 10796 人で、500 人余り

は「安徽省戦略新興産業イノベーション人材」として選定されたのである。 

 

図表 4-1-2 蕪湖ハイテク産業開発区主催フォーラム 

 
出所：（C）蕪湖ハイテク産業開発区 

 

・2012 年 11 月 6 日、蕪湖国際徽商交流学会成立大会暨戦略的新興産業とハイテク

発展フォーラムが開催された。安徽省政府元副省長、安徽国際徽商交流協会名誉会

長呉昌期、蕪湖市政府元副市長、市企業化連合会会長程晓蘇、蕪湖ハイテク産業開

発区管理委員会常務副トップ、兼弋江区政府区長奚南山、安徽国際徽商交流协会副

会長の宋菊英及び中軟科学技術蕪湖公司総経理楊衛紅、「朗坤物联网」董事長徐珍

玉、「奇瑞新能源」副総経理張主涛等、200 社余りの企業責任者や部分駐蕪湖大学

責任者も会議に参加した。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、2014 年 12 月現在、設定した目標に向けて、例えば、産学
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研連携、企業間連携、異業種連携、国際連携等、国内を中心とした多様な連携に積

極的に取り組んでいる。 

・2015 年 1 月 16-18 日、蕪湖国際展覧センターにて、「2015 中国（蕪湖）国際新

エネ自動車産業展覧会」が行われた。そこで、同産業クラスターは、新エネ自動車

の核心的技術の研究開発やイノベーションを巡って、大学や研究機構との産学研

協力を更に深化し、イノベーション技術の可視化、普及性、応用度に取組み、蕪湖

新エネ自動車産業の加速度的発展を推進する、と再度宣言した。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、近い将来、年販売収入は 1000 億元以上、省エネと新エネ

自動車製品の現地調達率は 70％以上、コア技術という指標は国際的な先端レベル

に達し、全国の省エネと新エネ自動車の技術センターとなる同時に、自らのブラン

ドや自主的な知的財産権を有するイノベーション型産業クラスターになることが

目標である。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

蕪湖市は安徽省が管轄しその東南部に位置しており、その地形は平原や丘陵な

ど多様で、河川や湖水などが網の目のように密に分布している。同市の主な産業は

軽工業や紡績で、主な製品には羽毛製品、ミシン、ブラウン管などがある。伝統的な

製品には保温瓶、羽毛服、絹製品、革靴、ベッドシーツ、剛毛（刷毛などの原料にな

る豚の毛）などがある。また自動車の製造も急速に伸びており、奇瑞汽車の本社があ

り、市の産業の柱にもなっている。重工業では、市区の南の白馬山にコンクリートなど

を生産する海螺グループがある。同市に位置される芜湖ハイテク産業開発区は 2001

年に建設が始まり、2006 年に省級ハイテク産業開発区と承認され、2010 年 9 月に国

家級ハイテク産業開発区と昇格された。同開発区は、先進的製造業の形成を目指し

て自主的なイノベーションを重視し、自動車及び部品、電子情報、省エネや環境保

護、サービスアウトソーシングといった４つの分野を中心に取組み続けている。2012 年

現在、工業生産高は 547 億元で、前年同期に比べ 20％のアップとなった。 
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第２節 景德鎮ヘリコプター製造  

 

１．序言 

 

 景徳鎮ヘリコプター製造イノベーション型産業クラスターは 2014 年に認定され

た試行段階の区域である。景徳鎮ハイテク産業開発区管理委員会が管轄し、同開発

区に位置されている。ちなみに、景徳鎮ハイテク産業開発区は 2010 年 12 月に省

レベルのハイテク産業開発区から国家級のハイテク産業開発区に昇格された。 

 

図表 4-2-1 景徳鎮市の一角 

 

出所：（C）Choh 

 

２．概要 

 

・景徳鎮には 1969 年より、年度の総生産高は 100 億元を超えるあの「中航工業昌

河飛機工業（集团）」が設立されている。同企業グループは中国におけるヘリコプ

ターの重要な研究開発及び製造基地である。 
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・景德鎮には中国唯一のヘリコプター研究所が設立されており、ヘリコプターの

全体設計やシステムイングレーションのキー技術を持つ。これらは景徳鎮ヘリコ

プター製造イノベーション型産業クラスターが誕生された背景でもある。 

・2013 年以来、景德鎮ハイテク産業開発区からヘリコプター産業クラスターの建

設準備に従事するスタッフは、「中国航空規画建設発展有限公司」という専門家の

指導の下で、「景德鎮航空科技城」（景德鎮航空サイエンスの都）になるよう、真剣

に航空産業発展規画を策定した。 

・上記と同時に、スタッフは国家新型工業化産業モデル基地の申請に成功し、景德

鎮が中国唯一の国家級ヘリコプター産業のモデル基地になった。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・江西省政府等の戦略的決断として、景德鎮ヘリコプター産業クラスターは、景德

鎮ハイテク産業開発区にて、①研究開発イノベーション、②組立製造、③通航産業

という 3 つの主要機能区を設けることにした。 

・同産業クラスターでは、中航工業昌河飛機工業（集団）と関係する企業は 40 社

以上であり、ヘリコプターの機械的または電気的部品などを製造している。2013

年 12 月現在、景德鎮ヘリコプター製造産業が実現した営業収入は 330 億元で、前

年同期に比べて 20％の増加となり、景徳鎮市における規模以上の工業企業の総営

業収入の 31.6％を占めている。同産業クラターが実現した工業増加値は 85 億元で

あり、その利益額は 11 億元になる。 

・ヘリコプターと直接関係する企業としての「景航铸造」、「景鑫锻造」、「江西中景

集団」などでは、合計で 1000 人以上の高級技術者を採用している。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターでは、1 つの国家級研究開発機構、4 つの省レベル以上の技術

センター、2 つの国家級国際科学技術協力基地、理化検測センター、生産力促進セ

ンター等 5 つの科学技術マッチングサービス機構が設けられている。総体的デザ

イン、構造強度、翼設計、航空電気制御、飛行制御、伝動、環境コントロール、情

報技術など、40 余りの専門分野と 16 のシステム設計用の実験研究室が設けられて

いる。 

 



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜本編 

59 
 

図表 4-2-2 ヘリコプター組立工場の一角 

 

出所：（C）景徳鎮ハイテク産業開発区 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、国際的先頭に立っているヘリコプター企業とも連携する

ことによって、ヘリコプターの一部デジタル化技術を掌握した。これは国際協力を

通じて技術イノベーション能力を向上する狙いがある。 

・同産業クラスターは、3D 設計用の CATIA ステーション、コンピューターによる

强度計算やシミュレーション、内部共有の製品データベース管理プラットフォー

ム、各精密加工測定設備として 4300 台以上という技術手段や、デジタル制御加工

設備として 120 台以上を有する。 

・同産業クラスターは国際的な経験を学ぶことも含めて、その技術センターは

2014 年 12 月現在、外国専門家 10 名を招聘している。その中で、7 名はアメリカ

から、3 名はイタリアから招聘されているが、いずれも国際一流のヘリコプター企

業からのベテランの専門家である。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、2015 年まで、景德鎮ヘリコプター装備産業の発展目標と

して、中国ヘリコプター装備領域における景德鎮の戦略的地位が固められ、ヘリコ
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プターの基地規模がさらに拡張され、ヘリコプターの製造能力が必要とされる関

連するニーズへの対応ができ、ヘリコプター装備産業規模は 300 億元になること

を目標としている。 

・同産業クラスターは、ヘリコプターの完成品の組み立てを核心とし、多様な型番

のシリーズ的な展開やプラットフォームを重視し、ヘリコプターの研究開発、生

産、通用航空及び国際協力等がさらに健全化された産業体系を構築し、2020 年ま

で、総生産高は 800 億元以上を目指している。 

・景德鎮ハイテク産業開発区、ひいては景德鎮市政府は、ヘリコプター産業クラス

ターの建設を通じて、航空産業が景德鎮の経済発展の牽引効果を十分に発揮しな

がら、航空産業と他の伝統的な産業や優位性のある産業と結合させ、景德鎮特色の

ある航空産業を形成する。ヘリコプター運営をもって一般航空産業チェーンを発

展し、伝統的な観光産業や新興産業としての創意産業などを牽引し、産業規模の拡

大や産業構造の 適化を追求する。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

景徳鎮市は中国江西省の東北部に位置する市であり、古来より陶磁器の生産地

として有名で、「国家歴史文化名城」に指定されている。景徳鎮市において磁器を作

る歴史が悠久であり、素地がすぐれて、国内外に大きな影響を与えるから、「磁都」と

も称される。その中で、青花、玲瓏、粉彩、色釉などは景徳鎮市の四大伝統名磁と呼

ばれる。実際、陶磁器以外に茶も古来より重要な産品であったが、近年は工業も発

達してきている。同市に位置する景徳鎮ハイテク産業開発区は、2010 年に江西省ハ

イテク産業開発区から国家ハイテク産業開発区に昇格された。同開発区は、航空や

自動車を主とする機械装備製造業、有色金属や材料陶瓷などを主とする新材料産

業、家電及び周辺機器を主とする家電産業を重点に取組み、装備製造業や新材料

産業を形成し、家電、新エネ、バイオ医薬という 3 大産業を重点に強化していくとして

いる。同開発区は「中国十大最良投資環境パーク」、「江西省重点工業パーク」、「先

進工業パーク」等の称号を与えられており、2015 年に工業生産高は 1000 億元を超

え、財政収入は 50 億元を超えるよう目標にした。なお、景徳鎮は、1982 年に北京や

西安など 24 都市と共に「国家歴史文化名城」）に指定され、中国の文化遺産保護

対象都市となり、中国景徳鎮国際陶瓷博覧会は業界内において高評価されている。 
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第３節 鄭州智能装置機器  

 

１．序言 

 

 鄭州知能装置機器産業クラスターは 2013 年に認定された育成段階の区域であ

る。鄭州ハイテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区に位置されてい

る。ちなみに、鄭州ハイテク産業開発区は 1988 年に認定された国家級のハイテク

産業開発区である。 

 

図表 4-3-1 鄭州知能装置機器産業クラスターの一角 

 

出所：（C）中国タイマツセンター 

 

２．概要 

 

・鄭州ハイテク産業開発区は、長年の取組みによって、基礎的なインフラは整備さ

れ、主導産業は発達し続けて、よくイノベーションが見えて来る「現代新城区」（現

代的な新都市）になってきた。2013 年 12 月現在、開発区に駐在されている各類の

企業は 3000 社余り、販売收入が 1 億元を超えるのは 85 社、認定されたハイテク
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企業は 176 社、鄭州市レベル以上の各研究機構は 355 社である。 

・鄭州知能装置機器産業クラスターは、計器器具企業の誘致や育成に強力に進め

た成果によって、産業集積の優位性が現れた。2013 年 12 月現在、計器器具産業の

基礎研究や技術教育サービス、センサーやネット端末計器器具、気体観測検測設

備、石炭鉱山安全生産検測計器器具、電力計器、医療計器、知能計器、機械電気一

体化装置、環境保護観測検測計器器具の研究生産及び輸出入等の体系が形成され

ており、その中で、気体センサーや石炭鉱山安全生産検測計器器具などは中国にお

いて技術水準の先頭に立っている。 

・同産業クラスターは、計器器具の特有な技術性、融合性及び適用性を発揮し、産

業の特色が鮮明に可視化できるように、関連する取組を続けている。国家の戦略と

地方の目標を、マーケット主導と政府による推進を、技術イノベーションと産業の

発展を融合する原則に従って、予定の目標に向かう。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、「河南漢威電子」、「正星科技」、「河

南日立信電子」、「鄭州光力科技发展」、「河南新天科技」、「河南思達高科技」、「鄭州

万特電気」、「河南省計量科学研究院」、「鄭州大学電気工程学院」、「鄭州大学物理工

程学院」、「解放军信息工程大学」等、100 余りの主力企業や研究機構を主とする計

器器具産業が形成されている。 

・同産業クラスターでは、従業員数は 5042 人であり、その中で、準大学卒以上の

科学技術人員数は 3427 人であり、従業員数全体の 80.2％を占めている。 

・同産業クラスターは、2012 年度に実現した総生産高は 106.2 億元であり、2013

年度に実現した総生産高は 145 億元であり、納税額は 28.2 億元で、実現した直接

または間接な輸出による外貨獲得は 17850 万米ドルである。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、鄭州ハイテク産業開発区が推し進めている知能計器器具

産業の発展方向にも沿って、とくにセンサー部品、気体検測応用、空気検測応用及

び環境保護検測応用を主とした産業の枠組みを構築し、鄭州ハイテク産業開発区

が中国において気体、環境検測等の計器器具領域での技術や規模的な競争力の向

上に資している。 
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・同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、合計で主導産業に属している企業は 95

社であり、その中で、ハイテク企業は 34 社である。また、同産業クラスターにお

いて、省レベル以上の研究機構は 55 社で、2013 年に授権された特許は 105 件であ

り、その中で発明特許は 54 件である。 

・同産業クラスターは、リーダー企業を育成することによって、産業チェーンの中

流や下流を牽引していくようにし、計器器具産業の技術水準やイノベーション能

力、そして経済効果の持続的な向上を狙う。 

 

図表 4-3-2 同産業クラターにある生産ラインの一角 

 

出所：（C）鄭州ハイテク産業開発区 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、鄭州国家知能計器器具ハイテク産業化基地の建設をきっ

かけとして、多様な産学研連携に取り組み続けている。 

・鄭州国家知能計器器具ハイテク産業化基地は申請してから 2010 年に正式に承認

され、その後、2012 年に再度の審査にも合格し、河南省初の国家級計器器具産業

化基地である。 

・鄭州ハイテク産業開発区にての計器器具産業の発展は早く、主要製品は気体検

測設備、石炭安全生産監視、電力、医療機器、環境保護監視等においては比較的な

優位性を有し、関係者との連携に繋がる。 
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６．目標 

 

・同産業クラスターは、2015 年末まで、同産業クラスター内の知能計器器具企業

は 150 社を超え、販売収入は 200 億元を超えることと、同産業クラスター内の製

品の輸出によって 5 億米ドルを獲得することを目標としている。 

・上記した内容とは文脈的にも違うが、鄭州ハイテク産業開発区は近年、知能装置

機器産業クラスターのほか、知能端末（知能携帯）産業クラスターの形成にも注力

している。具体的には、第一に、国内外の著名な企業や研究機構との交流や協力を

強化し、同開発区重点パークを背景に産業チェーンに沿った招商活動を行う。第二

に、企業群やその実力の強化であり、企業による市場開拓を支援する。第三に、知

能端末（知能携帯）企業による新技術の活用を誘導し、知能端末（知能携帯）企業

が専門的なインキュベータなどの設立や、多様なプラットフォームの構築、企業自

身のイノベーション能力の向上を奨励する。第四に研究開発や経営管理に明るい

高級人材を誘致し、複合型人材の育成に注力する。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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、国務院から当初許可された開発面積は 89.46 平方キロである。同開

発区は、河南省において最も規模が大きく、環境とサービスに優れ、成長速度の速

い開発区でもあり、主として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を形成してい

る。10 年近く前までは 39％以上の成長を見せている。開発区のインフラ施設（水、電

気、エネルギー、通信等）は完備されており、外国からの投資として、シンガポール、ド

イツ、スイス、スペイン、香港、台湾の他、日本も進出している。2009 年 3 月に、中国

科学技術部の承認を得て、広州、天津、蘇州のハイテク産業開発区と同時に、中国

第１回「国家イノベーション型サイエンスパーク」建設のリストに入選され、2010 年、国

家標準化委員会によって「国家ハイテク産業開発区標準化モデルパーク」と認定さ

れたあと、2011 年 2 月には、河南省政府から「2010 年度河南省十強産業集積区」と

表彰され、河南省においては影響力の大きい開発区の一つになった。 
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第４節 武漢国家地球空間情報及び応用サービス  

 

１．序言 

 

 武漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情報及び応用サービスイノベーショ

ン型産業クラスターは、2013 年に認定された試行段階の区域である。武漢東湖ハ

イテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区に位置されている。ちなみ

に、武漢東湖ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級のハイテク産業開

発区である。 

 

図表 4-4-1 国家地球空間情報武漢産業化基地 

 

出所：（C）武漢東湖ハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・武漢といえば、以前から「中国一」といえるものの一つは GIS（地理情報システ

ム）関連であるが、この地理情報という概念自体が空間情報へとシフトして来たの
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は近年であるとはいえない。今日の経済社会において、地球空間情報及び応用サー

ビスはますます求められている中、中国「国家地球空間情報武漢産業化基地」が設

けられていることからも、同産業における武漢の強みが推測できる。 

・地球空間情報及び応用サービス産業は中国における戦略的新興産業の一つであ

る。武漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情報及び応用サービスイノベーシ

ョン型産業クラスターは、具体的に、リモートセンシング衛星等のシステム開発や

運営するキャリアを指す基盤部分、チップやアンテナ、GIS ソフトなどを内容とす

る基礎的部品部分、位置サービスや地理情報システムなどを扱うプラットフォー

ム端末部分、及び業界向けや一般向けの応用サービス部分より構成される。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、前述した基盤部分は別として、基礎

的部品部分に従事する企業は 156 社、プラットフォーム端末部分に従事する企業

は 137 社、応用サービス部分に従事する企業は 376 社が集積されている。 

・基盤部分に従事する企業は、リモートセンシング、GPS、通信等の衛星システム

に関わる企業や、「中国移動」、「中国電信」、「中国聯通」等といった電信の運営キ

ャリアである。 

・基礎的部品部分に従事する企業は、例えば「適普軟件」、「華正空間」、「泰通衛

星」、「凌久信息」が代表的企業である。 

・プラットフォーム端末の部分に従事する企業は、例えば「武大吉奥」、「依迅電

子」、「烽火衆智」、「珞珈德毅」、「航天遠景」、「光庭科技」、「地大坤迪」が代表的企

業である。 

・応用サービス部分に従事する企業は、例えば「立得空间」、「卓越科技」、「無線飛

ぶ翔」、「中科通達」、「智城科技」、「海達数雲」、「武漢車智聯」、「北闘旭普」は代表

的企業である。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターの企業総収入は約 450 億元で、前年同期に

比べて約 28％の増加となった。同産業クラスターは武漢東湖ハイテク産業開発区

の新たな成長の源になり、武漢東湖ハイテク産業開発区が新興産業の育成に関す

る制度、メカニズム、イノベーション要素の集積、イノベーション体系の構築、ビ

ジネスモデルのイノベーションなどにおいて探索する「排頭兵」（先頭に位置する

兵士）と「試験田」（テストするステージ）である。 
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４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターに位置する研究機構として、2 つの国家重点実験室、7 つの国

家工学研究センター、20 の省レベルの重点試験室、工学（技術）研究センターと

10 余りの関連学院のほか、リモートセンシングと空間情報など、新型工業技術研

究院も挙げられる。 

・イノベーションを通じて得た技術成果として、2013 年 12 月現在、同産業クラス

ターは、発明特許 126 件を授権されており、関連企業が国家科学技術進歩一等奖

は 1 件、国家科学技術進歩二等奖は 16 件が与えられ、全国より早く GeoGlobe、

MapGIS、PANDA などといった自主的な知財を有する大型空間情報システムソフトウ

ェアの開発や、DPGrid 全デジタル撮影測量システム等のデータ処理プラットフォ

ームの開発に成功した。 

・また、中国初のレーザー動態測量システムを誕生させ、衛星 GPS システム精密

定位データ処理システム、知能道路路面検測システム、実景 3D 移動測量システム

等、中国内において先進的な諸製品の開発に成功した。 

・同産業クラスターは、情報サービス、技術評価、技術移転、知財取引、技術コン

サルティング、投資または融資サーヒス等の公共技術サービスを構築し、武漢大学

サイエンスパークを専門的なインキュベータとし、地球空間情報産業基地などを

加速器とする企業育成体系も構築した。 

 

図表 4-4-2 同産業クラスターとタイとの国際協力 

 
出所：（C）武漢東湖ハイテク産業開発区 
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・同産業クラスターは、「国家級示範生産力促進中心」は 1 箇所、国家級大学サイ

エンスパークとインキュベータは 7 箇所、国家級技術移転モデル機構は 5 箇所の

ほか、関連する産業技術イノベーション戦略連盟は 6 箇所を設けている。その中

で、空間情報知能サービス産業連盟は国家級の試行連盟として、同産業クラスター

の技術イノベーションの中で牽引する役割を果たしている。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、一貫して「政府、産業、大学、研究機関及びユーザの連携

メカニズム」を提唱し、タイとの国際連携も行っている。 

 

６．目標 

 

・2013 年 12 月、同産業クラスターが実現した企業総収入は 450 億元であるが、技

術やビジネスモデルイノベーションなどを強化し、イノベーション型中小企業を

集積し、2016 年まで、1000 億元という規模を目標に取り組み続けている。 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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。現在は前述した中関村サイエンスパーク

や上海張江ハイテク産業開発区と同様に、「国家自主創新示範区」（国家級の自主

的なイノベーションを創出するモデル区）として認定されている。同開発区は具体的

に、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、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。早く進出している日系企業は例えば、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、住友電工、マ

スタ製作所、本田技研工業（中国）が挙げられる。 
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第５節 長沙電力知能制御と設備 

 

１．序言 

 

 長沙電力知能制御と設備産業クラスターは 2013 年に認定された育成段階の区域

である。長沙ハイテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区に位置され

ている。ちなみに、長沙ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級のハイ

テク産業開発区である。 

 

図表 4-5-1 長沙ハイテク産業開発区管理委員会ビルの一角 

 

出所：（C）Choh 

 

２．概要 

 

・電力知能制御と設備は、電力流、情報流、業務流といった 3 つを有機的な融合す

ることに必要なキー技術と設備であり、安全性、経済性、集合性を要する電力ネッ

トワーク構築の核心となるものである。 
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・長沙電力知能制御と設備産業クラスターは、電力、情報、業務という 3 つの流れ

を有機的に融合し、安全に実現する電力知能制御と設備に取り組む産業クラスタ

ーである。 

・同産業クラスターは、健全な科学技術イノベーション体系やサービス体系を構

築し、自主的なイノベーション能力の強く、ブランドの認知度も高く、製品競争力

も比較的に強いコア企業を集積しており、産業クラスターの協同効果は明確であ

り、将来性が大きいと期待されている。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターでは、例えば、「威勝集団」、「遠大科技集団」、「華自科技」、「紫

光測控」、「湘能楚天」、「金杯電工」、「長纜電工」、「科力遠」、「紅太陽光電」等の大

手企業が駐在されており、知能制御を核心とし、中小電力ステーション制御システ

ム及び設備、送電制御及び送電電纜、配電制御、電力使用計算、エネルギー管理な

ど、優良製品を提供している。 

・2012 年、同産業クラスターが実現した総生産高は 400 億元で、前年同期に比べ

26％を増加し、納税額は 123 億元で、前年同期に比べて 30％以上を増加した。前

述した大手企業も含めて、駐在企業は 600 社余りで、売上げ 1 億元を超える企業

が 39 社である。 

・同産業クラスターに駐在されている企業数は、長株潭都市群の同類産業の企業

数の 3 分の 2 であり、湖南省の半分以上である。また、同産業クラスターの総生

産高は、長株潭都市群の同類企業の総生産高の 72％であり、湖南省の 61％を占め

ている。 

・自主的に開発した製品の一つ「完全無人值班水電站」（デジタル化電力テーショ

ン）は中国初のものとして広く好評されている。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、湖南大学、中南勘測設計院、中国電

力 48 所等 50 余りの研究機関が駐在されており、国家電能質量変換と制御工学技

術研究センター、知能化総合効率管理技術研究センター等、6 つの国家級工学技術

研究センターと重点実験室、省レベルや部レベルの工学技術研究センターは 15 箇

所も設けられている。 
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図表 4-5-2 電力産業の知能化 

 

出所：（C）長沙ハイテク産業開発区 

 

・同産業クラスターが担当した国家タイマツ計画や、863 計画等国家級開発プロジ

ェクトは 21 件で、授権された発明特許は 500 件余りである。 

・同産業クラスターは、主宰か参画した国家標準は 9 件であり、業界標準は 23 件

である。2013 年、同産業クラスターの研究開発投入は総販売収入の 5％で、「産学

研政用」（産業、大学、研究機関、ユーザ）の相互交流は活発であり、リーダー企

業は中国アカデミックメンバー・ステーションやポストドクター・ステーションを

設置し、移転された技術成果は 1600 件余り、新産品の生産高は総生産高の 20％以

上を占めている。 

・同産業クラスターは、各類のインキュベータなどとして 20 数箇所を整備し、そ

の中で、国家級のインキュベータは 6 箇所であり、その面積は 200 万余り平方メ

ートルである。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、中国アカデミックメンバーやポストドクターという個人
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とも、専門サービス企業や金融企業とも多様な協力関係を構築している。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、イノベーションを通じて、知能中小水田設備、安全型知能

配電設備、効率性知能電力使用管理設備及び分布式エネルギー蓄積節能設備とい

う 4 つの領域を重点的に推進している。 

・2015 年までには総生産高が 500 億元を超えるように取組み、影響力のある現代

的な産業集積ができ、イノベーションのモデル基地や地域経済成長のエンジン、国

際競争の主力になることを目標としている。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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

第 1 回目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。1997 年に

は国家科学技術委員会（現在の「科学技術部」）の承認を得て、①岳麓山サイエンス

パーク、②星沙工業サイエンスパーク、③隆平農業サイエンスパーク、④遠大サイエ

ンスパークと市役所エリアという 4 つのサブパークからなる構成になった。在園してい

るハイテク企業は 800 社を超え、その内の外資企業はおよそ 200 社を超えている。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。同開発区は、電子情報・

先進製造・新材料・バイオ医薬等のバックボーン産業が構築される他、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

地等も構築されるという。2015 年までは電子情報、新材料、工学機械及び先進的製

造、バイオ医薬、新エネ省エネ及び環境保護を内容としたサブパークを構築中である。 
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第５章 西部地域におけるイノベーション型産業クラスター事例 

 

 本章では、西部地域におけるイノベーション型産業クラスターの事例として、成

都デジタルニューメディア、楊凌モデル区バイオ、海西塩湖化工特色循環経済、ウ

ルムチ電子新材料を取り上げて紹介する。 
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第１節 楊凌モデル区バイオ  

 

１．序言 

 

 楊凌モデル区バイオ産業クラスターは 2011 年 11 月に認定された育成段階の区

域である。楊凌農業ハイテク産業モデル区管理委員会が管轄しており、同開発区に

位置されている。ちなみに、楊凌農業ハイテク産業モデル区は、1997 年に認定さ

れた国家級のハイテク産業開発区であり、中国における国家ハイテク産業開発区

の中で唯一農業に重きを置いた国家級のハイテク産業開発区でもある。 

 

図表 5-1-1 楊凌農業ハイテク産業モデル区一角 

 

出所：（C）楊凌モデル区 

 

２．概要 

 

・楊凌はもともと中華農耕文明の発祥地である。4000 前に遡るが、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。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領域を形成してきている。 

・いわば「バイオ産業」は 21 世紀の新興産業であり成長産業である、とも言われ

るが、中国国務院が策定し公表した「戦略的な新興産業の育成と発展の加速化につ
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いて」に沿っていうと、中国におけるバイオ産業はとくにバイオ医薬とバイオ農業

に重点を置くと理解される。 

・楊凌は秦岭山域に近く、周辺区域での草薬漢方薬の資源が豊富で、各種の薬物原

料になる品種は全国の 1/3 以上を占める。産量が 50 万キロや、100 万キロ以上の

原料は 70 種余りに上る。また、楊凌は中国西北ひいては西部の農業科学技術セン

ターであり、中国農業の発展における役割が非常に大きい。 

・バイオテクノロジーの広い応用前景、巨大な潜在的マーケット、日進月歩な技術

の進歩はさまざまなチャンスをもたらしている。このような背景の中で、楊凌モデ

ル区バイオ産業クラスターが誕生されたと考えられる。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・2011 年 12 月現在、楊凌地域のバイオ関連企業 300 社近く、中国におけるバイオ

生産の密集している地域の一つである。とくにバイオ医薬、バイオ農業、バイオ製

造、バイオ環境保護などに取り組む企業や研究機関が多い。 

・楊凌農業ハイテク産業モデル区は、企業における技術改良やイノベーション、構

造調整への支援を強化し、バイオ医薬、グリーン食品、農機装備製造を主とした産

業クラスターの発展は明白である。国内外から、多くの企業が同産業クラスターに

入ってくる結果、楊凌バイオに関する産業チェーンの上流が中流や下流を牽引し

ていくような状態になりつつある。 

・楊凌におけるバイオ医薬産業はゼロからのスタートであるが、2014 年 10 月現

在、集積して来た医薬企業の総勢は同省 2 位となった。同産業クラスターに駐在

されているバイオ医薬企業は 16 社であるが、その中で、11 社は GMP 認証に通過し

た。「緑方疫苗」、「郝其軍製薬」、「麦迪森製薬」、「赛德生物」、「亨通光華」等とい

った企業は自ら知財を有し、主導製品は比較的に競争力を持つ医薬ハイテク企業

であり、バイオ製薬や売屋育種を主とするバイオ医薬産業を形成してきた。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターのイノベーション創出や発展の主な実施者は西北農林科技大

学である、と言われている。 

・同大学の前身は 1934 年に設立された国立西北農林専門学校等であったが、1999

年 9 月に国務院の承認を得て、元西北農業大学、西北林学院、中国科学院水利部水
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土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省農業科学院、陕西省林业科学院

及び陕西省中国科学院西北植物研究所等、といった 7 つの教育研究機関から西北

農林科技大学になって、現在は中国国家「985 工程」と「211 工程」に指定される

重点大学の一つである。 

 

５．国内外との連携 

 

・楊凌ハイテク産業開発区は同バイオ産業クラスタークラスターの発展を加速す

るために、同イノベーション創業パークは「南京鼎業投資集団」、西安ハイテク産

業開発区、上海張江ハイテク創業サービスセンター、清華サイエンスパーク等と緊

密に連携し、交流や相談を重ねて、ともに楊凌バイオ産業基地の発展に取り組むよ

う共通認識が得られた。とくに、同イノベーション創業パークと「南京鼎業投資集

団」とはある具体的な合意までに至ったのである。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、さまざまなイノベーションを通じて、特にバイオ農業やバ

イオ製薬の産業領域では中国の 先端へと、目標としている。 

 

図表 5-1-2 中国歴史上初の「農官」後稷氏（現農業大臣相当）の彫像 

 

出所：（C）楊凌農業ハイテク産業開発モデル区 



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜本編 

77 
 

・毎年 11 月に中国陝西省の楊凌で開催される中国 大の農林水牧国際博覧会「中

国楊凌農業ハイテク成果博覧会」は、中国科学技術省や農業省、商務省をはじめと

する 16 以上の中央省庁が主催し、農業分野の中国 大の国際博覧会として世界各

地から注目されているが、中国各地はもとよりカナダ、イスラエル、オランダ、日

本など 20 近くの国と地域の 1000 余りの企業等からの出展や参加があり、開催期

間を通しての熱気は、まさに『中国の農業オリンピック』と称されるにふさわしい

賑わいである。 

・また、同農林水牧国際博覧会と合わせて、国際協力・食の安全・政策など多彩な

テーマで展開する「国際農業サミット」、世界をリードする農業専門家や農業関係

の科学技術者で創られる「国際農業科学技術フォーラム」、「アジア太平洋農業関連

製品国際フォーラム」、「中国、カナダ及びイスラエル農業科学技術イノベーション

協力週間」など多彩なイベントが開催される。特に太陽エネルギーや再生エネルギ

ーなどの「新エネルギー」に着目した特別展示も時に設けられ、中国における時代

のニーズを強く感じさせる。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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、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 4 つの特色のある産業を形成してき

た。現在、中国農業部をはじめ 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。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、これは中

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る博覧会である。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された。 
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第２節 成都デジタルニューメディア  

 

１．序言 

 

 成都デジタルニューメディアイノベーション型産業クラスターは 2014 年に認定

された試行段階の区域である。成都ハイテク産業開発区管理委員会が管轄し、同開

発区に位置されている。ちなみに、成都ハイテク産業開発区は 1991 年に認定され

た国家級のハイテク産業開発区である。 

 

図表 5-2-1 モバイル・ネットワーク企業が集積する天府ソフトウェアパーク 

 

出所：（C）成都ハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・四川省、成都市、成都ハイテク産業開発区は以前から産業クラスターの建設を重

視している。四川省政府は「成都ハイテク産業開発区を世界一流のサイエンスパー

クへ」と、成都市政府は「成都市モバイル・ネットワーク産業の発展規画」を策定
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し、成都ハイテク産業開発区はモバイル・ネットワーク産業を戦略的新興産業とし

て発展させるために、「モバイル・ネットワーク産業発展を推進する意見」などを

策定し公表した。 

・このような中で、成都デジタルニューメディアイノベーション型産業クラスタ

ーは主として、移動通信研究開発、知能端末研究開発と製造、移動応用サービス及

びモバイル決済と電子商取引という 4 つからなる。 

・同産業クラスターは、中国本土生まれの企業の発展が早く、国内外の関連企業が

駐在して来ることに対し、サービス体系が健全化になると同時に、製品のブランド

も向上している。成都は、北京、長江デルタ、珠江デルタと並立する中国 4 大モバ

イル・ネットワーク産業の重点地域になったと評される。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・同産業クラスターは 2013 年 12 月現在、505 社を集めている。その中で、移動通

信研究開発企業は 50 社余り（「華為」、「中興」、モトローラ等）、知能端末研究開発

と製造企業は 30 社に近く（「鸿富錦」、「聯発芯」、「展訊」等）、移動決済及び電子

商取引企業は 50 社余り（「中聯信通」、「聚美優品」、「天志大行」等）、移動応用サ

ービス企業は 370 社余り（「天象互動」、「墨龍科技」、「数字天空」、「尼毕鲁」、「楽

動信息」、「品果科技」等）である。 

・これらの企業は携帯ゲーム、デジタル出版、デジタル教育、辞書ソフト等の多様

な領域に及んでおり、2013 年の総収入は 1200 億元で、開発区総収入の 25％を占

め、従業員数は 14.86 万人である。 

・2014 年 12 月まで、同産業クラスターは、誘致してきたモバイル・ネットワーク

企業（プロジェクト）は 52 件、直接プロジェクト投資は 4 億元で、モバイル・ネ

ットワーク創業ビルや天府軟件園創業場所に増加したモバイル・ネットワーク企

業及びチームは 175 社になる。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターは、業界資源の 適化やイノベーションサービスの体系化を

実現するために、次世代モバイル通信産業技術イノベーション連盟などを主導的

に創設した。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターに授権された特許数は 1944 件である。 
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図表 5-2-2 同産業クラスターにある企業の一風景 

 

出所：（C）成都ハイテク産業開発区 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、モバイル・ネットワーク専門化委員会を創設し、モバイ

ル・ネットワーク協会、クラウドコンピューティング連盟などの業界組織を主導的

に設立し、その中で、多様な連携関係に取り組む。 

・同産業クラスターは、「百度」、「腾讯」及び「中国移動」といった大手運営キャ

リアの誘致に成功し、重点的に「天府軟件園」や「天府新谷」等のベクトルステー

ジを建設し、創業、インキュベータ、専門的パークなどというイノベーション生態

系を構築しようと取り組んだ。 

・同産業クラスターは、「晨興創投」や「Forgame 移動游戏発展基金」などと連携

し、外部の投資資本を誘致し、その中で、モバイルゲーム領域での操業投資案件は

50 件地区なり、投資金額は 5 億元以上となっている。 

・同産業クラスターは、中国国内のほか、シンガポールやヨーロッパとの国際的連

携も進行している。 

・同産業クラスターは、全面的な対外協力という基本的な考え方の下で、国際化の

ステップを加速化している。同産業クラスターとシンガポールが連携して、「新川
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創新科技園（シンガポール四川省イノベーションサイエンスパーク）」を成都ハイ

テク産業開発区の南区にて建設し、しかもこれはモバイル・ネットワーク産業の核

心的集積地である、という双方が合意した。 

・同産業クラスターは、中国科学技術及びタイマツセンターの支援のもとで、「中

国～欧盟投資貿易科技合作洽談会」（中国とヨーロッパ投資貿易科学技術協力商談

会）、「中欧创新集群对接会」（中国ヨーロッパ産業クラスターマッチング会議）な

ど、ヨーロッパの複数国の産業クラスターと、関連投資か関連プロジェクトについ

ての協力が合意に至った。 

 

６．目標 

 

 2016 年まで、ビジネスモデルイノベーションの先発区、ハイレベル人材の集積

区、業界応用モデル区になり、次世代移動通信の研究開発サービスと移動ソフトや

応用サービスを形成し、制作環境が良く、イノベーション動力が強く、産業特性が

明るく、ブランド効果が著しくなる西部の都になるよう、目標している。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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。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た。同開発区は、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い、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。 
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第３節 海西塩湖化工特色循環経済  

 

１．序言 

 

 海西塩湖化工特色循環経済産業クラスターは 2014 年に認定された試行段階の区

域である。海西州柴達木循環経済試験区管理委員会が管轄しており、同試験区に位

置される。同産業クラスターは、西部地区において唯一入選された非国家ハイテク

産業開発区内の産業クラスターである。 

 

図表 5-3-1 同産業クラスターのスタート会議 

 

出所：（C）青海科学技術庁 

 

２．概要 

 

 2011 年 11 月、海西塩湖化工特色循環経済産業クラスターは中国科学技術部の承

認を得て、第 1 回イノベーション型産業クラスターの認定リスト（育成）に入選さ

れた。その後、2014 年には第 2 回認定リスト（試行）に昇格された。前述したよ

うに、同産業クラスターは、西部地区において唯一入選された非国家ハイテク産業
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開発区内のところであり、中国科学技術部が青海やチベット地域への重要な支援

策の一つとして行っている。このような支援策によって、海西塩湖化工特色循環経

済の発展は加速されたと評価されている。 

・海西州柴達木循環経済試験区は、2005 年 10 月、中国政府が初めて選定した 13

の循環経済試験区の中の一つであり、2006 年 5 月、海西州柴達木循環経済試験区

指導チームが「青海省柴達木循環経済試験区実施方案」を作成し、国家発展と改革

委員会が組織した審議会に通過し、「一区四園」（一区とは青海省柴達木循環経済試

験区であり、四園とは格爾木、德令哈、乌藍、大柴工業園）の基本的考え方が固ま

り、戦略的な新興産業の育成や発展に繋がる事業が始まった。 

・2009 年 3 月 12 日、国家発展と改革委員会は北京にて「青海省柴達木循環経済試

験区全体規画」（以下「全体規画」と略称）検証会議を開催し、2010 年 3 月、全体

規画が承認され、同試験区の事業は国家戦略に昇格された。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・2012 年 12 月現在、育成し認定されたハイテク企業は 4 社、育成し認定された技

術型企業は 6 社であり、同産業クラスターの総生産高は 508 億元である。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは 498 社が集積され、その中で、規模以

上の企業は 42 社、実現した総生産高は 426.7 億元で、主要産業の增加值は 106.9

億元になると報じられる。このほか、授権された特許は 30 件であり、同産業クラ

スターは当初計画した方向へと進めている。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターは、前述した海西州柴達木循環経済試験区

の「一区四園」という基本的構想に沿って、格爾木、德令哈、乌藍、大柴工業園区

というそれぞれの鮮明な特色を打ち出すとともに、合理的な分業となる産業分布

を形成しつつある。 

・同産業クラスターに駐在されている企業の事例としては、「塩湖集団」、「聯大化

工」、「青海文通塩橋化肥」、「森盛鉱業」、「青海塩湖工業集団」、「青海中塩崑崙集

団」、「青海西部镁業」、「青海柴達木傑青科技」、「青海成大集団」、「青海華誠実業」

などが挙げられる。 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターに位置される「海西国家塩湖特色材料ハイ

テク技術産業化基地」は漸進的に規模になり、累計的に 498 社も集積し、2013 年

に実現した総生産高は 784.2 億元である。 
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図表 5-3-2 海西州柴達木循環経済試験区一角 

 
出所：（C）海西州柴達木循環経済試験区 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスターでは、2 つの国家工学技術研究センター、2 つの国家技術イノ

ベーション連盟、7 つの省レベルの工学技術センター、4 つの省レベルの重点実験

室、2 つの省レベルの企業インキュベータ、3 つの国家イノベーション型企業（そ

の中で、イノベーション型企業は 2 社、イノベーション型企業（試行）は 1 社) 、

7 つのハイテク企業、3 つの省レベルの農業サイエンスモデル区、11 の省レベルの

技術型企業が集積されて、同産業クラスターにおける多様なイノベーションの主

力かステージになっている。 

・同産業クラスターは、中国科学技術部の支援のもと、同部から立案された同産業

クラスター関連プロジェクトは 21 件、獲得した資金は 2056 万元であり、青海省

科学技術厅から立案された同産業クラスター関連プロジェクトは 45 件、獲得した

資金は 658208 万元である。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターは、周辺に存在する経済技術開発区などともよい関係にある。 

・とくに、同産業クラスターは、企業内部だけではなく、企業と企業の間、産業パ

ークと産業パークの間の相互補完関係に着目した多様な連携にも注力し、海西州

柴達木循環経済試験区と西寧（国家）経済技術開発区との相互協力にも多層的に取

組んでいる。 
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６．目標 

 

・同産業クラスターは、自らの優位性を再構築するためにも、技術開発を一層強化

し、技術導入や技術消化を推進し、リチウム資源の総合的利用や産業化レベルの向

上を図り、生産コストを削減し、市場競争力を向上させる。積極的に塩湖特色新興

材料産業を育成し、塩湖資源の開発と総合的利用の優位性を維持し、塩湖特色新材

料産業基地を拡大し、グレードアップを図る。 

・同産業クラスターは、2015 年まで、ハイテク企業は 2013 年の 3％から 20％へ

と、技術型企業は 2013 年の 5％から 50％へと、国家級の技術研究開発センターは

3 箇所以上へと、省レベルの技術研究開発センターは 8 箇所以上へと確実に増加し

ていき、多様な公共的な技術サービスのプラットフォームを構築することを目標

にしている。 

 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

海西モンゴル族チベット族自治州（原語「海西蒙古族藏族自治州」という）は青海

省の西部に位置される、モンゴル族およびチベット族を自治の主体民族とする自治

州の一つであり、自治州面積は青海省の 45%を占める。同自治州は、自然地理的に

は中国四大盆地のひとつであるツァイダム盆地に所在し、北はアルチン山脈、 祁連

山脈、南はバヤンカラ山脈に囲まれている。州内の平均海抜は 3,000 メートル前後、

年平均気温は摂氏マイナス 5.6 度からマイナス 5.2 度で寒冷な大陸性高原気候であ

る。州東部は農牧地帯、州西部は鉱工業地区となっているが、大部分は人煙稀な地

域である。2013 年、同自治州の生産高は 609.7 億元、前年同期に比べて 10.7％増

加した。その中で、第一次産業は 22.1 億元で 20.4％が増加、第二次産業は 490.4

億元で 11％増加、第三次産業は 97.2 億元で 7.6％増加となった。それぞれの GDP

への貢献率は 5.6％、82.7％、11.7％である。2013 年、同自治州が実施した科学技

術プロジェクトは 107 件であり、そのうち、国家級は 6 件、省級は 36 件、州級は 65

件である。投入された経費は 6549 万元であり、そのうち、国家から 705 万元、省から 

4644 万元、州から 1200 万元である。获得された省級科学技術成果は 20 件で、州

級科学技術成果は 12 件である。 
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第４節 ウルムチ電子新材料 

 

１．序言 

 

 ウルムチ電子新材料産業クラスターは 2011 年 11 月に認定された育成段階の区

域である。ウルムチハイテク産業開発区管理委員会が管轄しており、同開発区（新

市区）北区工業パーク等に位置される。ちなみに、ウルムチハイテク産業開発区は

1992 年に認定された国家級のハイテク産業開発区である。 

 

図表 5-4-1 ウルムチ新市区における電子新材料生産の一角 

 

出所：（C）ウルムチハイテク産業開発区 

 

２．概要 

 

・同産業クラスターは、新疆に存在する豊富な石炭電力資源や鉱山資源をベース

にしながら、とくに①光電子新材料産業と②部品新材料産業を発展することをミ

ッションとし、新疆自治区における新材料の戦略的な新興産業の核心的な存在に

なろうと積極的に取組み続けている。 
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・2013 年 12 月現在、光電子新材料産業は「特変電工新疆新能源」と「新特能源」

をリーダー企業とし、主に太陽光発電システムに必要な各種の新材料に取組み、西

部 大の太陽光発電新材料産業になるよう、全国で も競争力のある光電子材料

の生産基地になりつつある。 

・同じく、部品新材料産業は「衆和股份有限公司」をリーダー企業とし、主にアル

ミニウム基合金電子材料と LED 生産用のサファイアの結晶などの研究開発や生産

に従事し、中国科学技術部と商務部が授与した「国家科技興貿創新基地」（国家級

の科学技術による貿易振興のイノベーション基地）の主力である。 

 

３．企業の構成や主な成果 

 

・2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは、代表的な企業としては 8 社、産業チ

ェーン的にいう関連企業は 35 社が駐在されている。その中で、ハイテク企業は 21

社、国家級企業技術センターは 1 箇所、国家地方聯合実験室は 2 箇所がある。2013

年 12 月現在、ハイテク産業開発区における電子新材料産業の総生産高は 95 億元

であり、特許出願数は 1000 件を突破している。 

・ウルムチハイテク産業開発区は、新疆自治区に存在する 90％以上の光電子新材

料や太陽光発電装備に関わる高難度対応の生産能力と 100％のアルミニウム基合

金という電子部品新材料の生産能力を有する。 

 

４．イノベーション関連への取組み 

 

・同産業クラスター内の企業は、「国家特許試行企業」、「国家タイマツ計画重点ハ

イテク企業」、「国家イノベーション型企業（試行）」、及び「国家優秀循環経済試行

企業」など、多様な名誉が与えられており、技術イノベーションやビジネスモデル

のイノベーションに取組んでいる。 

・2013 年 12 月現在、1 つの国家重点実験室、2 つの部レベルの国家重点実験室研

修基地、1 つの国家工学技術研究センター、3 つの国家企業技術センター、10 の自

治区レベルの重点実験室、5 つの自治区レベルの工学技術研究センターと 15 の自

治区レベルの企業技術センターが設立されており、アカデミックメンバーサービ

スセンターは 2 箇所、ポストドクター・ステーションは 4 箇所、企業に設けられ

るポストドクター・ステーションは 5 箇所がある。 

・同開発区が設けているインキュベータ用の面積は 83000 平方メートル前後であ
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り、累計的に育成した企業は 700 社近く、育成中の企業は 400 社近くである。そ

の中で、同産業クラスター内に駐在されているコア企業はそのいずれも独立した

研究開発機構を設立し、これには 2 つのポストドクター・ステーション、1 つの国

家工学技術センター、4 つの自治区レベルの工学技術センター、4 つのウルムチ市

レベルの企業技術センターが含まれる。 

 

５．国内外との連携 

 

・同産業クラスターに駐在されている企業の一部製品についてであるが、国内市

場の同類製品における占有率は 72％か 60％以上となっており、日本、ヨーロッパ

及び東南アジアなどへも販売し、航天や家電などの分野にも応用されている。 

・同産業クラスターと多様な形の連携関係にある企業や大学などは 100 社／校に

近く存在する。 

・2014 年 12 月現在、「南航」、「緑地」、「万科」、「居然之家」、「中包集団新疆煤炭

電子交易中心」、「中国铁塔新疆総部」、「乌鲁木斉航空公司」などという、それぞれ

の中でのウルムチハイテク産業開発区の重点産業領域と合致する 18のプロジェク

トを誘致し、実務的な連携を図った。その中で、10 億元を投資した大型プロジェ

クトは 14 件、外資企業は 5 件、誘致した資本総額は 600 億元を突破した。 

 

６．目標 

 

・同産業クラスターは、中国における先進的なイノベーション型を目指すウルム

チハイテク産業開発区の先行アクションの一つとして、電子新材料産業を新疆自

治区における戦略的な新興産業になる先導役を目指している。ウルムチハイテク

産業開発区が主として取り組もうとしている 6 大産業領域とは、①新エネ、②新

材料、③現代的装備製造、④石炭石油化工、⑤バイオ医薬、⑥現代サービスといっ

たものである。 

・まずは中国西北地域においてリーダー的な光電子新材料産業基地と新疆電子部

品材料の資源活用モデル区になり、次にそこから拡大して、ウルムチハイテク産業

開発区を重要な新エネモデルと関連技術の普及推進基地になり、 後には世界的

な信頼性のある電子新材料の提供基地になるとの目標である。 
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図表 5-4-2 ウルムチハイテク産業開発区の一角 

 

出所：（C）Choh 

 

ミニ情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 

 

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となる

ものである。同開発区は、ウルムチ市と開発区が共同で建設するが市が主とし、業務

的には新疆ウイグル自治区科学技術庁に所轄され、重大な業務活動は中国科学技

術部タイマツハイテク産業開発センターに所轄される、という方針で運営される。具体

的には、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ている。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。2006 年 8 月に、同開発区は 200 万元を投じて、中央アジア市場の発

展を目指した、情報交流プラットフォームとなるウェブサイト「中国ハイテク開発区中央

アジア連盟網」を開設し、2013 年 5 月に、同開発区は「ウルムチ都市規画 2009-2020

年」に沿って、「2 つのブロック構想」という新たな整備計画を打ち出している。 
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第６章 中国におけるイノベーション型産業クラスターの考察 

 

 本章では、中国におけるイノベーション型産業クラスターと国家ハイテク産業

開発区や国家特色産業基地との関係にも視点に置きつつ、同産業クラスターの特

徴や、現在直面している課題について考察する。 

 

第１節 イノベーション型産業クラスターの特徴  

 

 本節では、まずは産業クラスターに関する一般的論述やダイヤモンド理論とい

うフレームワークについて確認し、次に中国におけるイノベーション型産業クラ

スターの主な特徴について述べる。 

 

第１項 産業クラスターに関する基本的なフレームワーク 

 

 わが国において、藤田氏は「産業クラスター研究の動向と課題」を題とする論考

で、次のように述べている11。 

産業クラスターといえば、Porter 氏以降、広く知られるようになったといわれ

る。また、経済産業省が 2001 年から推進してきた「産業クラスター計画」および

同じく 2001 年から文部科学省が実施してきた「知的クラスター創成事業」によっ

て、産業クラスターの概念は官界や、産業界などの実務家の関心を惹きつけてお

り、この概念は一般的に認知されるようになったといえる。 

 もっとも、産業クラスター計画および知的クラスター創成事業の経済的成果に

関しては、厳密な検証は行われておらず、また政権交代によって、産業クラスター

計画や、知的クラスター創成事業ともに、活動が低調になっている観がある。しか

し、いま述べたような政治的な問題はあるものの、産業クラスターの概念自体は実

務的には興味深くかつ意義深いものである。とくに、新規事業創造の方法のひとつ

として、産業クラスターは大きな意義を持つ。 

                                                  
11 藤田誠「産業クラスター研究の動向と課題」早稲田商学第 429 号、2011 年 9 月。 
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 ところで、Porter 氏は 1998 年に、産業クラスター概念を「ある特定の分野に属

し、相互に関連した、企業と機関からなる地理的に近接した集団」と定義している。

氏の定義ではいわゆる「同業他社」だけでなく、製品・サービス生産のプロセスに

関与する供給業者・関連企業、金融機関、研究機関、大学なども、クラスターを構

成する主体とみなしている。また、Porter 氏は、なぜ産業クラスターなのかにつ

いて述べた理由の一つは、下図で示すダイヤモンドフレームワーク（「ダイヤモン

ド理論」や「ダイヤモンドモデル」とも称される）の提唱である。 

 

図表 6-1-1 Porter 氏が提唱するダイヤモンドフレーム 

 
出所：ハーバード大学 MBA 課程の学生 

M.E.ポーター『競争戦略論Ⅱ』（ダイヤモンド社、1999）83 頁 
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 すなわち、Porter 氏は、前述した定義から、「企業が競争を通じ達成する生産性

が一国の競争力を規定する」とし、国のビジネス環境を決定する要因として「要素

条件」（人、資本など）、「需要条件」（製品やサービスに対する需要の特質）、「支援

産業」（供給業者や関連業者など）、「競合関係」（企業間の競争状態）の 4 つを「ダ

イヤモンドモデル」として提示している。国の競争力と同様に地域の競争力を捉

え、「ダイヤモンドモデル」にある 4 要素の充実を図り、地域産業クラスターの強

化が重要である、と提唱している。 

 

第２項 中国イノベーション型産業クラスターの主な特徴 

 

 第一に、中国におけるイノベーション型産業クラスターの誕生は、中国における

国家ハイテク産業開発区をはじめとする、多様な産業パークの新たな成長への転

換や戦略的な新興産業の育成に直結するよう目指すところである。 

日本などとは違い、市場経済体制における競争的関係がほとんど存在しない計

画経済体制の期間が長かった中国では、1984 年の初め、「改革開放」という国策が

提唱された。深セン、珠海、厦門など指定された「経済特区」などは、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って、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、消費財部門が中国の工業化を牽引した。 

しかしその結果、従来、国営企業が中心となって進めてきたエネルギー、運輸及

び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。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

成果の創出や活用のために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はどのように進めるべきか、これらに対応するため、1988

年に中国「タイマツ計画」が公表され、それを具現化したものの一つとして、1991

年から各地にて国家ハイテク産業開発区の建設が始まった。 

これが中国における産業クラスターの原型の一つともいえるが、その後、20 年

近くも他に見ない高成長が続いて、2009 年の時点では、56 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。 

一方、如何にして国家ハイテク産業開発区の二次創業や新たな戦略的転換を実

現していくのか、如何にして国家ハイテク産業開発区を戦略的な新興産業の育成
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に直結させる核心的なベクトルになるのか、如何にして国家ハイテク産業のさま

ざまな領域で国際的にも競争力を持つ優位性のある特色産業になるのか。20 数年

が経ったところで、大きく問われることになった。そこで、中国における国家ハイ

テク産業開発区を新たな成長への転換や戦略的な新興産業の育成に直結するよう

と決められたのが、中国におけるイノベーション型産業クラスターの特徴である。 

 

 第二に、中国におけるイノベーション型産業クラスターの核心はイノベーショ

ンに対する追求であり、多様なイノベーションを通じて、既存産業の持続的なグレ

ードアップという産業クラスターの発展を求めることである。 

 とくに 2011 年現在まで、中国における産業クラスターは多様な課題に直面して

いる。広東省や浙江省といった沿海地域でも、湖南省や四川省といった中部地域や

南部地域でも、また、分野的にいえば、新材料や新エネなどといったハイテク産業

でも、家電や繊維服装などといった伝統的な産業でも、技術的含みが低く、革新的

な知的財産の不足などによって、企業や産業クラスターは低コスト競争や自然資

源の消耗に余儀なくされ、産業チェーンの下流に止まってしまっている。このよう

な位置づけであるから、事業を取り巻く産業的環境などの変化に応対する余力が

余りなく、自ら主導していく競争力を有しない。 

 一部の産業クラスターは、自身の技術やブランドを持たず、低コストや市場開拓

に取組み尽くした後、産業発展の天井にぶつかってしまって、新たな方式で産業の

グレードアップや発展が求められることになっている。 

そこで、中国におけるイノベーション型産業クラスターの推進は、一定の公共的

な政策を実施し、科学技術サービス体系を構築し改善し、相当の公共的なサービス

を提供し、産業クラスターのかような難局からの脱却を支援し、低コスト牽引モデ

ルからイノベーション牽引モデルへとの転換を実現することである。そこでいう

「イノベーション」とは、技術だけではなく、制度、メカニズム、人材、組織のネ

ットワーク、ビジネスモデル、企業文化などを広く指しており、このような考え方

に基づき、イノベーションの創出または誘発に繋がる諸要素の観点から、「イノベ

ーション型産業クラスター（試行）の評価指標体系」が策定されたのである。 

 

 第三に、中国におけるイノベーション型産業クラスターの目標は、「イノベーシ

ョン型産業クラスターの試行に関する認定管理弁法」でも定められているように、

特定地域の産業的優位性を活かした、各地域の持続的発展である。 

同認定管理弁法では、認定条件の①に、産業クラスターの建設と発展規画は、科
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学性、将来性及び実施可能性を有すべきである。規画で記される主導産業の市場は

大きく、主導産業の細分化された領域において国内的に先頭に立つという地位を

有する、と定められて、④には、産業クラスターの産業チェーンと関連する研究開

発、デザイン、創業インキュベータ、技術取引、投資融資と知的財産などのサービ

ス機構、及び大学や研究機構、教育訓練機構を有し、これらの機能は産業クラスタ

ーの戦略的な発展のニーズと合致する。主導産業は戦略的な新興産業のある領域

ではトップでなければならない、と定められている。 

 このように、各地域の産業クラスターは、「互いに結びついた企業と機関からな

るシステム」であり、「全体としての価値が各部分の総和よりも大きくなる」もの

である。このような地域産業クラスターは、社会・経済が高度情報化・知識社会を

迎える中で、地域における産学連携やイノベーションの推進基盤として有効とい

えるから、各地域の持続的発展を左右するファクターとして期待される。 

例えば、保定新エネと知能電力網装備イノベーション型産業クラターは、保定国

家ハイテク産業開発区に位置されるが、同開発区は 2000 年以来、新エネと知能電

力網産業を特色として、中国電力網の躍進的な発展を追求し、30％以上の成長率を

保ってきた。2012 年現在、太陽光発電装備、風力発電装備、蓄電と電力自動化装

備など 6 大の産業領域を形成し、駐在されている企業数は 200 社余りとなり、「英

利公司」、「国電聯合動力」など多数のコア企業も含まれ、特色を持つ産業集積の優

位性を形成した。2010 年、保定新エネと知能電網産業クラスターが実現した総収

入は 537 億元で、前年同期に比べ 37％増となり、納税額は 50.86 億元で、前年同

期に比べ 71.3％増となり、輸出による外貨獲得は 28.3 億米ドルであり、前年同期

に比べて 68.7％増となった。11 年間の発展を通じて、同新エネと送送配電企業は

強力なエンジンとなり、同開発区全体の收入の 60％前後を占め、まさしく同開発

区の主導産業になったのである。 

 

第２節 イノベーション型産業クラスターの課題 

 

 本節では、まずは産業クラスターを取り巻く政策的目標などの志向について述

べて、次に中国におけるイノベーション型産業クラスターの主な課題について述

べる。 

 

第１項 産業クラスターを取り巻く政策的目標などの志向 
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2014 年 11 月 15 日、中国タイマツセンターのトップである張志宏氏は「全国産

業クラスター（育成）関係者座談会」で次のように述べられた。すなわち、イノベ

ーション型産業クラスターの創成は、中国政府のマクロ戦略とハイテク産業開発

区の発展ニーズに合致し、産業構造の調整と経済発展パターンの転換を促進する

有効なツールであり、伝統的な産業のグレードアップや新興産業の育成を加速化

する有効な方法である。今後、第 1 に、イノベーション能力を向上させながら、蓄

積して来た資本、文化、経験等を整合し、産業競争力の向上と地域産業のイノベー

ションを牽引する。第 2 に、産業クラスターの建設をめぐっては、イノベーション

のベクトル、研究開発のプラットフォーム、高級人材と金融などの側面から科学技

術サービスの体系を改善する。第 3 に、対外的開放を拡大し、先進諸国の産業クラ

スターの建設モデルを検討し、市場と産業連盟などの社会的パワーを活かす。第 4

に、政策、制度、文化と基礎的条件など、更に産業環境の全般を改善し、イノベー

ション生態系を生成させ、今日の国家ハイテク産業開発区の戦略的レベルアップ

や新たな成長モデルの探索、新たな模範の確立を目指す。 

 

図表 6-2-1 全国産業クラスター（育成）関係者座談会 in 北京 

 

出所：（C）中国タイマツセンター（2014 年 11 月 15 日） 
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第２項 中国イノベーション型産業クラスターの主な課題 

 

第一に、イノベーション型産業クラスター（育成）はもとより、イノベーション

型産業クラスター（試行）も、産業チェーン的にいうと上流、中流、及び下流とい

うように形成されてきてはあるが、有効に「全体としての価値が各部分の総和より

も大きくなる」という全体 適をもたらし、規模的効果、牽引的効果及び生態的効

果をもたらすかについては、技術イノベーションだけではなく、ビジネスモデルの

イノベーションなども重要であり、如何に実現していけるかが課題の一つになる

といえよう。 

第二に、外資企業の動きがどのようになるかによって影響はどこまで発生する

かの予測及び対応である。近年まで、中国各地のハイテク産業開発区に進出してい

る国内企業のほかに、海外からの多国籍企業も少なくない。中国におけるハイテク

産業の高成長には、外資企業による貢献の部分は決して小さくない。中国経済はい

ままでのような高成長から中成長という「新常態」になってきている中で、外資企

業の動き次第、イノベーション型産業クラスターの活発な展開に影響するのでは

なかろうか、と推察される。 

第三に、国際的な競争力のある産業クラスターへと目指しているところが少な

くないが、実現への道のりは簡単ではないようである。一部の起点の高い産業クラ

スターも存在するが、中国における戦略的な新興産業のある領域において、国内一

流という自負を持っていることに止まっているところも見られる。第一に述べた

点にも関係するが、競争的優位性をもつようになるのは一朝一夕に成就できるこ

とではなく、知的財産、ネットワーク及びビジネス生態系の熟成は一定の期日を要

するだろう。 

 

 



 

 

 

 

 

資 料 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

97 
 

 

 

 

 

添付資料１．国家イノベーション型産業クラスター（リスト＆個票） ・・・・・・・・・・  98 

 

添付資料２．国家ハイテク産業開発区（リスト）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176 

 

添付資料３．国家特色産業基地（リスト）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

98 
 

 

 

 

 

 

添付資料１．国家イノベーション型産業クラスター（リスト＆個票） 

 

・ 個票の記述としては、まず、該当イノベーション型産業クラスター（以下「産業クラ

スター」と呼ぶ。）の一覧表（リスト）を地域別に整理した上で、次に、産業クラスタ

ーの一覧表に沿って、その番号順に産業クラスターごとの関連情報を示す。 

 

・ 関連情報とは、産業クラスターごとの個別情報として、その名称、所在地域、概要、代

表的な企業例や成果、イノベーション関連の取組み、国内外の連携、目指される目標と

いった項目を挙げている。これらの内容は、本報告書の作成に際しての関連情報の中で

得られたものであり、個票によってはその記述に差がある。 

 

・ 個票に記述している企業名等の場合、基本的に「」にして原語のままで記している。こ

れは、企業名等の組織名は固有名詞であり、日本語に訳すべきではないことと、原語の

ままのほうが何かの時に確認しやすい、という考え方によるものである。 

 

・ 各産業クラスターについて記している関連情報は、基本的に 2014 年 12 月現在のものの

一部であり、その後、各産業クラスターの事情により何かの変更等が生じる可能性も存

在する、とのことをご了承頂きたい。詳細な最新動向等に関しては、各産業クラスター

の関連情報を確認して頂くようお願いしたい。 
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国家イノベーション型産業クラスター（リスト） 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定段階 

1 

北京 

北京中関村モバイル・ネットワークイノベーシ

ョン型産業クラスター 
試行  

2 豊台軌道交通産業クラスター  育成 

3 
亦荘デジタルテレビとデジタルコンテンツ産

業クラスター 
 育成 

4 

天津 

北辰先端装備製造業産業クラスター  育成 

5 
天津ハイテク産業開発区新エネ産業クラスタ

ー 
 育成 

6 

河北 

保定新エネと知能電力網装備イノベーション

型産業クラスター 
試行  

7 
石家荘薬用補助剤イノベーション型産業クラ

スター 
試行  

8 
邯郸現代装備製造イノベーション型産業クラ

スター 
試行  

9 
山西 

太原ステンレス産業クラスター  育成 

10 榆次油圧産業クラスター  育成 

11 内モンゴル 
包頭レアアースハイテク産業開発区レアアー

ス新材料産業クラター 
 育成 

12 

遼寧 

本渓製薬イノベーション型産業クラスター 試行  

13 
遼寧レーザーイノベーション型産業クラスタ

ー 
試行  

14 大連情報技術及びサービス産業クラスター  育成 

15 青島デジタル家電産業クラスター  育成 

16 

吉林 

通化医薬イノベーション型産業クラスター 試行  

17 
長春ハイテク産業開発区自動車電子イノベー

ション型産業クラター 
試行  

18 

黒龍江 

チチハル重型デジタル制御旋盤産業クラスタ

ー 
 育成 

19 
大慶ハイテク産業開発区先端石化産業クラス

ター 
 育成 

20 

上海 

上海ファイン・ケミカル産業クラスター  育成 

21 張江バイオ医薬産業クラスター  育成 

22 
上海新エネ自動車及びキー部品産業クラスタ

ー 
 育成 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定段階 

23 

江蘇 

無錫ハイテク産業開発区知能センサシステ

ム・イノベーション型産業クラスター 
試行  

24 
江陰特殊鋼新材料産業イノベーション型クラ

スター 
試行  

25 昆山小核酸イノベーション型産業クラスター 試行  

26 
蘇州ハイテク産業開発区医療器械イノベーシ

ョン型産業クラスター 
試行  

27 
江寧知能電力網イノベーション型産業クラス

ター 
試行 

 

28 蘇州工業パークナノ新材料産業クラスター  育成 

29 常州ハイテク産業開発区太陽光発電産業ｸﾗｽﾀｰ  育成 

30 

浙江 

温州レーザーと光電イノベーション型産業ク

ラスター 
試行 

 

31 
杭州デジタル安全防犯イノベーション型産業

クラスター 
試行 

 

32 

安徽 

合肥情報技術をベースとした公共安全イノベ

ーション型産業クラスター 
試行 

 

33 
蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型

産業クラスター 
試行 

 

34 蚌埠新型高分子材料産業クラスター  育成 

35 

福建 

泉州マイクロ波通信イノベーション型産業ク

ラスター 
試行 

 

36 闽東中小電機産業クラスター  育成 

37 厦門海洋と生命科学産業クラスター  育成 

38 

江西 

景徳鎮ヘリコプター製造イノベーション型産

業クラスター 
試行 

 

39 
南昌ハイテク産業開発区バイオ医薬産業クラ

スター 
 

育成 

40 

山東 

濰坊半導体発光イノベーション型産業クラス

ター 
試行 

 

41 
済南知能電力輸送配給イノベーション型産業

クラスター 
試行 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定段階 

42 

山東 

煙台海洋生物と医薬イノベーション型産業ク

ラスター 
試行 

 

43 
済寧高効率伝動と知能ブルドーザー機械イノ

ベーション型産業クラスター 
試行 

 

44 

河南 

鄭州知能装置機器産業クラスター  育成 

45 南陽爆発防止装備製造産業クラスター  育成 

46 
洛陽ハイテク産業開発区ベアリング産業クラ

スター 
 育成 

47 

湖北 

武漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情

報及び応用サービスイノベーション型産業ク

ラスター 

試行  

48 
十堰商用車及び部品イノベーション型産業ク

ラスター 
試行  

49 襄陽新エネ自動車産業クラスター  育成 

50 

湖南 

株洲軌道交通装備製造イノベーション型産業

クラスター 
試行  

51 
湘潭先進的鉱山装備製造イノベーション型産

業クラスター 
試行  

52 長沙電力知能制御と設備産業クラスター  育成 

53 

広東 

深センハイテク産業開発区次世代インターネ

ットイノベーション型産業クラスター 
試行  

54 
恵州クラウドコンピューティング知能端末イ

ノベーション型産業クラスター 
試行  

55 
中山健康サイエンスイノベーション型産業ク

ラスター 
試行  

56 広州個人医療とバイオ医薬産業クラター  育成 

57 珠海知能配電網装備産業クラスター  育成 

58 

広西 

南寧亜熱帯バイオ資源開発利用産業クラスタ

ー 
 育成 

59 
柳州ハイテク産業開発区自動車及び部品産業

クラスター 
 育成 

－ 海南 － － － 

60 重慶 
重慶ハイテク産業開発区電子情報産業クラス

ター 
 育成 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定段階 

61 

四川 

成都デジタルニューメディアイノベーション

型産業クラスター 
試行  

62 
綿陽自動車エンジン及びキー部品産業クラス

ター 
 育成 

63 貴州 
貴陽国家ハイテク産業開発区新材料産業クラ

スター 
 育成 

64 雲南 昆明市バイオ医薬産業クラスター  育成 

－ チベット － － － 

65 

陝西 

西安ハイテク産業開発区軍民融合通信産業ク

ラスター 
 育成 

66 楊凌モデル区バイオ産業クラスター  育成 

67 
宝鶏ハイテク産業開発区チタン産業クラスタ

ー 
 育成 

68 甘粛 
蘭州ハイテク産業開発区省エネ環境保護産業

クラスター 
 育成 

69 

青海 

海西塩湖化工特色循環経済イノベーション型

産業クラスター 
試行  

70 
青藏高原特色生物資源と中藏薬産業クラスタ

ー 
 育成 

－ 寧夏 － － － 

71 新疆 ウルムチ電子新材料産業クラスター  育成 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの各年度の資料を基に技術経営創研が整理 
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国家イノベーション型産業クラスター（個票） 
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No.1 

名称 
北京中関村モバイル・ネットワークイノベーション型産業クラスター

中国語 北京中関村移動互聯網創新型産業集群 

主管組織 中関村科技園区海淀園管理委員会 

所在地域 北京中関村ソフトウェアパーク 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 北京市海淀区東北旺西路 8号中関村軟件園 1号楼 

概 要 

北京中関村モバイル・ネットワークイノベーション型産業クラスターは、北京中関村

ソフトウェアパークをモデル基地として取り組んでおり、第 1 回目に認定されたところ

である。2013 年現在、同パークの総生産高は 1213 億元で、2012 年の 1096 億元に比べて

10.7％の増加となった。また、企業の規模的分布から見ると、大手企業の生産高は同パ

ーク全体の総生産高の 96.4％を占めているが、中規模企業の成長も加速されている。 

構成や成果 

2013 年現在、同パーク内の企業総数は 277 社である。その中で、大手企業は 34 社、小

型企業は全体の 43.3％を占めている。また、外資企業は 33 社である。この中では、上場

企業（支社を含む）は 30 社、営業収入が 1 億元を超える企業は 38 社、ハイテク企業は

80 社である。なお、10 社にはポストドクター・ステーションが設けられており、中国ソ

フトウェア業界ランキング 100 社の中で、7社の本部が同パークに駐在している。 

イノベーション 

2013 年、同パーク内企業の研究開発費の投入は 115 億元であり、これは企業自身の力

を主とするものである。特許出願は 11974 件で、授権された特許は 5039 件で、授権され

た国際特許は 249 件である。商標出願は 1358 件で、登録された商標は 1019 件で、登録

された国際商標は 166 件である。ソフトウェア著作権は 2972 件である。知財関連の資金

投入は 23 億元で、收入は 31 億元になる。2013 年 12 月現在、獲得した国家級科学技術進

歩賞は 36 件になり、2013 年に同パーク内における技術成果の利活用は 228 件になる。 

国内外の連携 

2013 年、同パーク内の企業による輸出業務の規模は 71 億元であり、海外に設けられた

支社等は 196 社となる。同パーク内の外資企業は主として北米、ヨーロッパ、東南アジ

ア、南アフリカ、東アジア等から来た企業で、外国籍社員数は 2812 人である。 

目 標 

中国有数の、国際的に影響力を持つ産業クラスターの確立を目指している。 

備 考 

2013 年 9 月、習近平等中国共産党中央委員会政治局常務委員一同が「中関村」を視察

し、「百度」、「聯想」、「小米」といった代表的な企業トップとの意見交換が行われた。 
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No.2 

名称 
豊台軌道交通産業クラスター 

中国語 豊台軌道交通産業集群 

主管組織 中関村科技園区豊台園管理委員会 

所在地域 中関村科技園区豊台園 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 北京豊台科技園外環西路 8号 

概 要 

北京市豊台区は北京における軌道交通の要地であると同時に、軌道交通産業の発祥地

及び集積地でもある。豊台軌道交通産業は、2009 年に国家軌道交通ハイテク産業化基地

と認定され、2010 年に北京国家軌道交通産業技術イノベーション戦略連盟が設立される

とともに、国家新型工業化産業のモデル基地と認定され、2011 年に国内初の軌道交通産

業基金「基石基金」が設立され、2013 年に北京市対外貿易グレードアップモデル基地と

認定される同時に、第 1 回目イノベーション型産業クラスターリスト（育成）に入選された。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、「中国中鉄」（世界 500强ランキング 86 位）、「中国鉄路通信信

号」、「中国北車集団」、「京津城際」、「中鉄電気化局集団」、「北京全路通信信号研究設計

院」、「南車二七車両」、「北京二七軌道交通装備」、「北京地鉄車両装備」、「北京鼎漢技術」

等、116 社の軌道交通の重点企業が集積されており、2013 年の総収入は 1000 億元である。

その中で、上場企業は 8社で、国家ハイテク企業は 38 社であるが、軌道交通の研究開発、

工程、情報、製造、検定修理などの等といった産業チェーンを形成し、中国における軌

道交通産業の振興に大きな貢献をしてきた。 

イノベーション 

同産業クラスターは、１つの国家工学研究センター中心、4つの北京市工学技術研究セ

ンター、10 の北京市企業技術センター、2つのポストドクター・ステーション、2つの中

国アカデミックメンバー・ステーションを設けて、イノベーションの体系化に積極的に

取組んでいる。 

国内外の連携 

北京二七軌道交通装備有限责任公司は世界最高速の高鐵救急車を研究開発した。 

目 標 

同産業クラスターは、国内外においてよく知られる軌道交通技術イノベーション発祥

地及び先端的な産業集積地になり、国内の軌道交通産業の発展に直結するイノベーショ

ンセンターになることを目標としている。 

備 考 

2013 年、同産業クラスターの総収入は 3295.6 億元である。 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

107 
 

No.3 

名称 
亦荘デジタルテレビとデジタルコンテンツ産業クラスター 

中国語 亦荘数字電視和数字内容産業集群 

主管組織 北京経済技術開発区管理委員会 

所在地域 北京経済技術開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 北京経済技術開発区栄華中路 15 号 

概 要 

亦荘デジタルテレビとデジタルコンテンツ産業クラスターは、2009 年 8 月 31 日に設立

された北京デジタルテレビ産業パークをベースにしたところであり、同産業パークは北

京経済技術開発区にある。同産業クラスターは、北京市において唯一の産業クラスター

であり、パークの面積は 6.2 平方キロである。 

構成や成果 

2010 年 12 月、25 社が駐在し、進行しているプロジェクトは 15 個である。例えばフラ

ットパネル産業チェーンに関しては、業界大手である「京東方」は関連企業の 16 社と協

定を調印し、投資総額は 500 億元近くなる。駐在している代表的な企業例は、「京東方視

詢」、「東北広電」、「康寧」などが挙げられる。 

イノベーション 

京東方を核心とする同産業クラスターは北京亦庄において推進されている 8 大産業クラ

スターの一つである。具体的に言えば、上流は京東方 8.5 液晶面板を基本とする「平板表

示産業基地」、中間は「冠捷」を主体とる「整机製造産業基地」、下流はデジタルコンテン

ツの制作、デジタルテレビのコンテンツ拡散を端末とする「デジタルテレビイノベーショ

ン基地」により構成され、完全なデジタルテレビ全産業チェーンになる。ある意味でいう

と、同産業クラスターはとくに、プロセスイノベーションなどに注力している。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、国内外に可能なアライアンスを強化している。 

目 標 

北京デジタルテレビ産業パークは北京市が建設する「世界都市」の発展目標を巡って、

産業クラスター化を堅持し、資源集約化を主旨とし、国際化的な管理とサービスを手段

とし、グリーンな運営をコンセプトとして、デジタルテレビ産業パークの建設を推進し、

イノベーション能力を突出し、高いレベルの産業クラスターになるようと目指している。

備 考 

北京経済技術開発区は「亦庄開発区」とも言われる。1991 年に創設準備し、1992 年に

建設開始とともに対外招商もスタートになった。1994 年 8 月 25 日に国務院によって「国

家級の経済開発区として認定された。 
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No.4 

名称 
北辰先端装備製造業産業クラスター 

中国語 北辰先端装備製造業産業集群 

主管組織 天津北辰サイエンスパーク管理委員会 

所在地域 天津北辰サイエンスパーク 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 天津北辰科技園区高新大道 76 号 

概 要 

天津北辰先端装備製造業産業クラスターは、中国科学技術部が 2013 年にその建設を承

認し、主体的取り組んでいるのは天津北辰サイエンスパークである。同パークは天津濱

海ハイテク産業開発区の周辺地域に位置し、いわば「中国京津塘ハイテク産業帯」の重

要な部分であり、天津濱海新区に流入する資金や資本プロジェクトの積載地域である。

北辰サイエンスパークは天津濱海ハイテク産業開発区の重要な部分であり、各経済的指

標も連年全国パークランキングの上位にランクされている。 

構成や成果 

同産業クラスターは、発電及び配電設備関連企業 65 社、新型建材コンクリート設備関

連企業 24 社、印刷包装設備関連企業数社、動力輸送設備及びコア部品関連企業 37 社、

知能的装備関連企業 20 社を集積している。2013 年 12 月現在、同産業クラスターの総生

産高は天津市機械製造業界全体の 40％以上を占め、2013 年度実現した総収入は 6955362

万元で、輸出による外貨獲得は 132172 万米ドルで、納付した税金は 254971 万元である。

イノベーション 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは、ハイテク企業は 42 社で、その中で重点ハ

イテク企業は 3社である。また、4つの国家級企業技術センター、1つの国家級工学セン

ター、5つのポストドクター・ステーション、2つの中国アカデミックメンバー・ステー

ション、34 の天津市企業技術センターと工学センター、1つの国家級重点実験室、3つの

天津市重点実験室が存在する。これらはイノベーションの主体となっている。 

国内外の連携 

2013 年、動力輸送装備業界 500 强企業リストに入られるシーメンスは初めてドイツ本

土以外で研究開発センター「ワールド動力輸送研究開発センター」を設立したが、それ

は同産業クラスターに位置しており、2014 年より同センターの使用が開始されている。

目 標 

とくに、知能的装備産業は同産業開発区内の国家級研究機関や重点実験室の長所を活

かし、協働によるイノベーションの創出を通じて関連製品の産業化を目指している。 

備 考 

天津濱海ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1991 年認定）。 
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No.5 

名称 
天津ハイテク産業開発区新エネ産業クラスター 

中国語 天津高新技術産業開発区新能源産業集群 

主管組織 天津濱海高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 天津濱海高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 天津濱海高新技術産業開発区 

概 要 

天津ハイテク産業開発区新エネ産業クラスターは、天津市が有する優位性や特色を強みにし

ながら、天津濱海ハイテク産業開発区が新エネ産業における重大な成果、とりわけ動力電

池及び関連技術という分野において、技術開発や製品創出だけではなく、知名ブランド

も育てられて、一定規模の産業クラスターの形成に取組んでいる。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、動力電池及び関連技術に取り組む企業は 140 社で、年総収入は 350

億元である。その中で年収入が 10 億元を超える企業は 15 社、技術型傑出中小企業は 25

社である。中国著名ブランド「力神電池」「貝特瑞」「巴莫科技」「天津金牛」は国内また

は世界的に知名企業の事例であり、「高霊能源蓄能産業基地」、「冠力锂電池隔膜」、「中科

泰能镍炭超級電容器」、「天傳能源検測設備」等の企業も同産業クラスターに入って、動

力電池関連の研究開発、製造及び販売などの産業チェーンができた。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、とくに動力電池及び関連技術を支えるイノベーション能力が

著しく強化された。具体的な成果として、2013 年に特許出願数は 669 件で、同年に授権

された特許数は 194 件で、累計的に有する特許数は 376 件であり、天津市において先頭

に立つのである。また、技術者人材に関しては、準大学卒以上の学歴を持つ人員は 15010

人で、同産業クラスター全体の 60％以上である。その中で、博士は 160 人で、海外留学

帰国者 58 人である。第三に、国家級標準化と業界標準化に関しては、「天津英利新能源」

は 2013 年に 4つの国家標準の策定に参加した。第四に、関連企業のほとんどは外資に関

係ない国内企業であり、新エネ企業 3 社をはじめ、多くの企業には地域ブランド製品や

中国知名商標など多様な名誉が与えられている。 

国内外の連携 

2013 年、輸出による外貨の獲得は 10 億米ドルであり、納税額は 8億元である。 

目 標 

同産業クラスターにおいて、国際的に競争力かつ影響力の持つ企業の創出を目指す。 

備 考 

国家級工学技術研究センターや国家級重点実験室など、複数設けられている。 
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No.6 

名称 
保定新エネと智能電力網装備イノベーション型産業クラスター 

中国語 保定新能源和智能電力網装備創新型産業集群 

主管組織 保定高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 保定高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 保定市創業路 118 号 

概 要 

保定新エネと知能電力網装備イノベーション型産業クラスターは、太陽光発電や風力

発電をコアとし、送電や変電、節電、蓄電、電力自動化を基礎とする新エネと知能電網

装備企業群と産業群であり、太陽光発電、風力発電、新型蓄電、効率化節電、知能送電

変電及び電力自動化といった 6 つの分野からなる体系である。イノベーションに資する

公共サービスの体系化や技術イノベーションの成果は多彩である。 

構成や成果 

同産業クラターでは、「英利」、「天威集団」、「国電聯合動力」等、リーダー格の企業が

牽引し、技術型中小企業が集積されてきて、2013 年 12 月現在、300 社近くになった。ま

た、風力発電関連企業は 23 社になった。同産業クラスターは、2013 年に実現した営業収

入は 890 億元であり、前年同期に比べ 18.9％も増加となっている。近年の実績でいうと

持続的な安定成長を保っている。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、6つの国家級重点実験室、7つの国家級企業技術センター、12

の河北省レベルの技術センター、25 のハイテク産業開発区企業技術センターが設けられ

ている。また、同産業クラスターは、取得した国家及び業界の標準 200 件余りで、授権

された特許数は累計的に 5000 件に達し、その中で、国際的または国内的先端的なレベル

に達した成果も少なくない。なお、同産業クラスターは、ポストドクター・ステーショ

ンも複数設立しおり、同ハイテク産業開発区の製造センターという実態から研究開発セ

ンター、技術センター、検測センターへとシフトするよう、取り組み続けている。 

国内外の連携 

国際的な産業クラスター連携への考え方、実績や日本への要望の有無など。 

目 標 

同産業クラスターは、2013 年以後の 3年から 5年内に、販売収入は 1700 億元を目標と

し、国際的に影響力の持つ産業クラスター、国内において最も権威性を持つ新エネ設備

製造業技術イノベーションセンターなどになるよう、取り組み続けている。 

備 考 

日本三菱も同産業クラスターに進出している。 
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No.7 

名称 
石家荘薬用補助剤イノベーション型産業クラスター 

中国語 石家荘薬用補料創新型産業集群 

主管組織 石家荘高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 石家荘高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 石家荘市長江大道 89 号 

概 要 

石家荘は全国第 1 回国家バイオ産業基地として認定されたところであり、世界的にも

重要なビタミンや抗生薬原料、調合剤の生産基地、また中国最大の医薬工業基地と現代

漢方薬の生産基地の一つである。さらに、国家イノベーション薬物インキュベータ、国

家第 1回医薬新型工業化産業モデル基地、国家医薬輸出基地とも認定されている。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは、生産企業は 93 社で、研究開発企業は 21 社

で、小売り販売企業は 61 社が集まっている。「華薬集団」「石薬集団」「以岭薬業」「石家

庄四薬」「神威薬業」等の大手企業をはじめ、「藏诺生物」「博海生物工程開発」「禾柏生

物技術」等ハイテク企業をコアとして、多数の技術型中小企業と共同して発展する同産

業クラスターは、研究開発の普及から生産製造、そして卸し販売までという産業チェー

ンが形成されてきた。とくにコア企業の製造能力と製造レベルは国内において先頭に立

つと言える。その中で、「華薬集団」「石薬集団」「以岭薬業」「石家庄四薬」「神威薬業」

という 5社は中国医薬 100 強企業リストに入選された。 

イノベーション 

2 つの国家重点実験室、4 つの国家級企業技術センター、1 つの国家工学研究センター

が設けられている他、中国薬物技術イノベーション及び産業化戦略連盟等も結成された。

国内外の連携 

2013 年現在、留学帰国者は 340 人である。 

目 標 

2016 年まで、同産業クラスターは、中国所属業界において最も影響力を持つ産業クラ

スターになることをコア目標とし、薬剤ニーズの下で必要な開発を進めることを戦略と

し、産業、技術、イノベーション、環境、立地、市場といった 6 つの長所を活かし、技

術型中小企業の実力を養成し、多様な技術サービスを改善し、公共的なサービス・プラ

ットフォームを構築し、全国一流、国際的に知名な先端的薬剤等の研究開発及び生産の

モデル基地になることを目指す、としている。 

備 考 

2009 年、河北省政府は「河北省（石家庄）高端医薬産業園を建設する」战略を公表。
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No.8 

名称 
邯郸現代装備製造イノベーション型産業クラスター 

中国語 邯郸現代装備製造創新型産業集群 

主管組織 邯郸市科学技術局 

所在地域 邯郸市 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 邯郸市光明北大街 72 号 

概 要 

邯郸現代装備製造イノベーション型産業クラスターは、安徽省が重点的に推進しようとす

る同省 3 つの産業クラスターの中の一つであり、2013 年に国家イノベーション型産業ク

ラスター（育成）に認定され、2015 年に国家イノベーション型産業クラター（試行）に

昇格された。同産業クラスターは高分子無毒プラスチック材料、高分子環境保護材料、

高分子增强材料、高分子潤滑材料、高分子腐敗防止材料、高分子燃焼阻止材料等といっ

た 9大シリーズの製品をコアとする産業構成を形成する内容である。 

構成や成果 

同産業クラスターは主として蚌埠国家ハイテク産業開発区と沫河口工業パークの中に

あり、2013 年 12 月現在、関連企業は 136 社で、その中で、ハイテク企業は 50 社で、国

家タイマツ計画重点ハイテク企業は 7社である。例えば、「中粮生化」「豊原集団」「八一

化工」「天潤化工」「玻璃工業設計研究院」「中恒新材料」等、中国における同業界で影響

力を持つコア企業も駐在している。 

イノベーション 

同産業クラターでは、科学技術イノベーションの体系化が比較的に改善されており、

2013 年 12 月現在、省級以上のイノベーションプラットフォームは 79 箇所が構築されて

いる。その中で、ポストドクター・ステーションは 4 箇所、中国アカデミックメンバー・

ステーションは 1 箇所、国家級重点実験室は 2 箇所、国家級工学（技術）研究センター

は 4 箇所、国家級企業技術センターは 2 箇所が設けられている。このような研究開発の

プラットフォームが存在していることもあってハイレベルの人材を集められた。 

国内外の連携 

国際的には、アップルを含む国際的な知名企業などとの提携協力を展開している。 

目 標 

新型高分子材料産業は中国第 12回 5ヶ年計画期間に安徽省が重点的に支援する戦略的

新興産業である。同産業クラスターは、国内において大きな影響力を持ち、国際的にも

一定の地位を得るイノベーション型産業クラターの確立を目指している。 

備 考 

同産業クラスターは、清華大学や天津大学などとも提携協力を進行している。 
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No.9 

名称 
太原ステレンス産業クラスター 

中国語 太原ステンレス産業集群 

主管組織 太原不锈鋼産業園区管理委員会 

所在地域 太原不锈鋼産業園区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 太原不锈鋼産業園区 

概 要 

太原ステレンス産業クラスターは、太原ステンレス産業パークとして 2003 年に建設が開始

され、2004 年にオープンされ、2006 年に国家発展改革委員会によって批准されて省級開

発区として設立された。同産業クラスターは山西省第 1 回認定した中小企业創業基地の

一つであり、2010 年に国家新型工業化産業モデル基地としても認定され、2013 年に国家

発展改革委員会によって「国家循環型経済試行パーク」と指定され、2013 年に中国科学

技術部によってイノベーション型産業クラター（育成）として認定された。 

構成や成果 

同産業クラスターは太原ステンレス産業パークと「太原鋼鉄（集团）」パークをカバー

し、計画面積は 38 平方キロになる。2013 年、同産業クラスターの生産量は 310.61 万ト

ンで、全国生産量の 19.7％を占めており、4 年連続世界一である。まさに世界最大のス

テンレス生産基地と言える。2014 年 3 月現在、同産業クラスターはステンレス生産だけ

ではなく、研究開発や付加価値創出企業の 150 社余りを結集し、その中でステンレス産

業パークには 56 社が駐在している。その中で、コア企業は 15 社であり、重点ハイテク

企業は 4 社であり、上場企業は 2 社である。不完全な統計によると、2013 年に実現した

総収入は 1500 億元で、総生産高は 700 億元である。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、国家級工学技術センターや国家重点実験室、国家認定実験室

及び国家級検測センターなどが設立されるとともに、ハイテク創業サービスセンターの

ほか、国家技術インキュベータ機構などが設けられるとともに、金融サービス機構など

と連携しながら、中国科学院、清華大学、鋼鉄総院、太原科学技術大学、中北大学、太

原理工大学などの大学や研究機関と産学研戦略連盟が形成されている。 

国内外の連携 

同産業クラスターにおける連携の一部は上述した通りである。 

目 標 

同産業クラスターは太原ステンレス産業パークの発展を支えるよう取り組んでいる。 

備 考 

太鋼集团や山西鼎栄冷弯型鋼有限公司などは重点ハイテク企業である。 
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No.10 

名称 
榆次油圧機械産業クラスター 

中国語 榆次液压産業集群 

主管組織 山西榆次工業園区管理委員会 

所在地域 山西榆次工業園区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 山西榆次 108 国道寇村段 

概 要 

榆次油圧機械産業クラスターは、山西榆次工業パークに位置され、同工業パークは「一核

両区」と言っているが、「一核」とは科学技術イノベーション核心区（研究開発、産品検

測、成果創出、電子情報、金融や博覧会等の高級サービス）を指し、「両区」とは太重榆

液高級油圧産品自主化産業モデル区と、榆次民营油圧クラスターモデル区を指す。 

構成や成果 

山西榆次工業パークの 5平方キロの中で、215 社の民営油圧機械関連企業が集積されて

いる。専門家は、このような産業密度は山西省内では珍しいというだけではなく、全国

でも珍しい、とコメントしている。2009 年から 2011 年、榆次油圧機械業界の総生産高と

販売高は全国トップであり、直接か间接に解決した就職人員数は 4 万人余りである。関

連製品は米国、ドイツ、フランス、イタリアなど 10 余りの国と地区へ輸出している。 

イノベーション 

2010 年、授権された特許は 150 件余りで、50 以上の産品あるいは技術は、国や省レベ

ルなどの科学技術進歩奨と優良産品奨が与えられている。 

国内外の連携 

同産業クラスターに駐在している「榆次海洋液压」は上海交通大学とある研究開発プ

ラットフォームに関する技術開発契約に調印し、「斯普瑞机械制造」は中北大学、太原理

工大学と科学技術協力協定書に調印した。榆次海洋液压はそのようにして、自社を大学

の研究開発成果の転化基地や新産品試験基地になるように取り組む。 

目 標 

同産業クラスターは、国内最大で高性能、全シリーズの油圧産品製造基地になるよう

と取組み、第 12 回五ヶ年計画期間の最後に、榆次油圧産業パークは実現する総生産高は

200 億元、その中で、油圧産業が実現する総生産高は 100 億元と目標している。 

備 考 

2012 年 6 月現在、中国において 500 億元の油圧産業は 5 万億元の装備製造業を牽引し

ている。しかし、中国における油圧産業は全体的にいうと強くないのが事実で、国際的

な先端的水準に比べていうと 15 年ほど遅れていると言われる。また、70％の高級油圧産

品は輸入に頼らざるを得ない。 
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No.11 

名称 
包頭レアアースハイテク産業開発区レアアース新材料産業クラスター 

中国語 包頭稀土高新技術産業開発区稀土新材料産業集群 

主管組織 包頭稀土高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 包頭稀土高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 包頭稀土高新区腾飛大街濱河大厦 

概 要 

包頭レアアースハイテク産業開発区レアアース新材料産業クラスターは、内モンゴル

政府が重点的に取り組む 10 大産業クラスターの一つであり、主として包頭レアアースハ

イテク産業開発区に集積してある。 

構成や成果 

同産業クラスターは、国家級、自治区レベル、包頭市レベルのブランド産品数はそれ

ぞれ包頭市全体のブランド製品の 40％、36％、43％である。その中で、レアアース業界

は 1つの中国検査免除産品、1つの中国著名商標、22 の内モンゴルブランド産品、1つの

卓越実績基地、28 の包頭ブランド産品を持っている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、包頭レアアース研究院と各大手企業をコアにし、国家、自治区

レベル及び包頭市レベルの各レアアース企業工学技術研究センターは 18 箇所、中国初の

レアアースで命名したレアアース産業技術イノベーション戦略連盟を創設し、 第 11 回 5

ヶ年計画期間中は、レアアース研究開発及び応用関連の特許出願は 54 件、授権された特

許は 41 件てある。包頭レアアース研究院は中国科学技術部によって「レアアース国際協

力基地」と「中国モンゴル技術移転センター」と認定された。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、産学研連携を推進し、レアアースを対象にした自主的なイノベ

ーション能力は大いに向上させ、同産業クラスターの発展を支えている。 

目 標 

 同産業クラスターは、中国全国のレアアース産業の研究開発、生産、及び輸出の主要

基地になり、新たな成長産業の柱になると目指している。 

備 考 

包頭レアアースハイテク産業開発区は 1992 年に認定された国家級のハイテク産業開発

区であり、唯一のレアアースを対象にしたハイテク産業開発区である。また、内モンゴ

ル政府が重点的に取り組む 10 大産業クラスターは、上記したレアアース産業以外、石炭、

電力、化工、冶金、機械装備、農製品加工、建材と新材料、バイオ製薬、発掘機械とい

った産業である。 
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No.12 

名称 
本渓製薬イノベーション型産業クラスター 

中国語 本渓製薬創新型産業集群 

主管組織 本渓高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 本渓高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 遼寧省本渓高新技術産業開発区 

概 要 

2008 年初め、遼寧省政府は「全省挙げて本溪の医薬産業の発展を支援しよう」とする

重大战略を決定し、その後の数年間、本溪製薬産業は歴史的な発展を実現し、産業クラ

スター的な発展を迎えた。同産業クラスターは、国家重大新薬創出プラットフォーム、

国家創薬インキュベータ基地、国家タイマツ計画本溪漢方薬科学技術産業基地、国家遼

寧（本溪）バイオ医薬科学技術産業基地と認定され、2012 年 8 月に、国務院の承認を得

て、本溪ハイテク産業開発区は省レベルから国家レベルに昇格され、2013 年 6 月に、本

渓製薬イノベーション型産業クラスターが誕生された。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、「華潤三九」「天津天士力」等医薬百強企業及び上場企業を含

むバイオ医薬企業の 96 社が集積され、13 社は国家級ハイテク企業と認定されている。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、49 の研究機構、1 つの国家級工学技術研究センターが設けら

れている。同産業クラスターのコア的な存在である「中国薬都イノベーションパーク」

は世界最大の基因研究機構である深圳華大基因研究院や、ドイツと瀋陽薬科大学聯合実

験室も含むハイレベルの研究機構と孵化中の企業は 46 社で、研究中の品種は 263 個で、

重点的に 20 個の重大イノベーション品種の研究開発を推進している。その中、国家一類

重点品種は 14 個で、授権された国内外の特許は 139 件で、本溪に立脚しながら、遼寧ひ

いては東三省に対し、バイオ医薬企業の研究開発、臨床試験、分析検測等の公共的サー

ビスを提供している。 

国内外の連携 

同産業クラスターはドイツの bayer 社などとの提携関係を構築している。 

目 標 

同産業クラスターは、バイオと医薬の融合を図り、バイオ医薬産業の集積や振興を目

指し、伝統的な工業地域の経済発展モデルの転換を実現していこうとしている。 

備 考 

2009 年、中国薬都イノベーションパークは中国科学技術部によって国家級ハイテクサ

ービスセンターと認定された。 
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No.13 

名称 
遼寧レーザーイノベーション型産業クラスター 

中国語 遼寧激光創新型産業集群 

主管組織 鞍山高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 遼寧激光科技産業園 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 鞍山市鉄東区科技路 7号 

概 要 

遼寧レーザーイノベーション型産業クラスターは遼寧レーザーサイエンスパークをベースにし

たところである。2011 年 11 月に、遼寧省政府は戦略的な新興産業の発展を推進し、伝統産

業のシフトやグレードアップを加速させるために、鞍山ハイテク産業開発区にてレーザ

ー産業を発展させるという重大な戦略的な決断を下し、遼寧レーザーサイエンスパークの建

設が始まった。2年近くの建設を経て、2013 年 7 月に、同パークは中国科学技術部によっ

て国家タイマツ特色産業基地と認定され、瀋陽経済区総合改革実験区及び瀋陽経済区複

数都市連帯産業パークと指定された。 

構成や成果 

同産業クラスターの計画面積は 36.77 平方キロであり、2012 年 5 月に、4.2 平方キロ

から建設がスタートされた。2013 年 12 月現在、同産業クラスターには全部で 165 社が駐

在し、レーザー機器部品、レーザー装備、レーザー通信、レーザー医療、知能端末など

に従事されている。その中で、ハイテク企業は 9 社で、各種の技術開発や検測センター

は 20 社余り、研究開発者は 400 人余り、2013 年に実現した販売収入は 23.5 億元である。

イノベーション 

同産業クラスターは、「栄信股份」や「亜世股份」などのコア企業のビジネスモデルを

転換し、内部最適から市場向けに多様なサービスを提供するように勧めている。 

国内外の連携 

同産業クラスターはとくに国内における多様な産学研連携に取組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、重点的にレーザー通信、レーザー加工、レーザー医療、光機械

電気の一体化という 4大産業に取組み、レーザー材料（金属、非金属ナノ 3D 複製材料等）、

レーザー部品（チップ、レーザー機等）、レーザー加工設備からレーザー応用までの全産

業サプライチェーンを形成する。2017 年にレーザー技術の商品化、産業化が大幅に実現

し、駐在企業は 300 社を超えて、レーザー及び応用製品の販売収入は 500 億元から 600

億元になることを目標としている。 

備 考 

同産業クラスターはハルピン工業大学など多数の大学と連携している。 
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No.14 

名称 
大連情報技術及びサービス産業クラスター 

中国語 大連信息技術及服務産業集群 

主管組織 大連高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 大連高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 大連高新技術産業開発区 

概 要 

大連情報技術及びサービス産業クラスターは大連ハイテク産業開発区に位置され、遼

寧省における産業クラスターの中では最も実力のある産業クラスターであると評価され

ている。2012 年現在で、同産業クラスターの総販売高は 1000 億元を突破した。 

構成や成果 

同産業クラスターは、船舶ソフト(「貝斯特電子」、「陸海科技」、「海大航科」等)、自

動車ナビゲータソフト(「楼蘭科技」、「啓明海通」等)、海洋知能牧場(「大连華信」)等

といった用途別の企業がそれぞれの製品を迅速に市場へと動き、ソフトウェアと情報技

術サービスは組み込みソフトやシステム集積化に変化し、ソリューションをもって問題

の解決に当たるという方向で前進している。 

イノベーション 

同産業クラスターは、政策、人材及び環境という諸側面において、多様なイノベーシ

ョンの創出に注力し、目標の達成に繋げるようと取り組む。 

国内外の連携 

同産業クラスターでは、ネット産業の持続的な発展を背景にさまざまな連携に取組み

続けて一層の効果を図る。博涛多媒体「移動式球幕飛行映画館」は中国科学技術部 2013

年重点科学技術プロジェクトに入選され、中国国内の著名なゲーム会社「人人游戏」は

日本大手携帯運営会社 DENA と同時に同産業クラスターに駐在となり、携帯ゲームやネッ

トゲームの多元的な発展を通じて、動画やゲーム産業の上期收入が 42.8 億元で、前年同

期に比べて 48.5%が増加となった。 

目 標 

同産業クラスターは、世界一流のイノベーション型特色パークと世界一流のソフトウ

ェアやサービスアウトソーシング基地になることを目標としている。 

備 考 

大連ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級ハイテク産業開発区であり、同

開発区に設けられているソフトウェアパークも国家級である。しかも、大連国家級ソフ

トウェアパークは同類のパークの中でも、国際色が濃く、最も実力を有するところであ

ると評価されている。 
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No.15 

名称 
青島デジタル家電産業クラスター 

中国語 青島数字家電産業集群 

主管組織 青島ハイテク産業開発区管理委員会 

所在地域 青島ハイテク産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 青島ハイテク産業開発区 

概 要 

青島デジタル家電産業クラスターは青島ハイテク産業開発区に位置されるところであり、青島

市政府の支援のもと、強力な存在になってきている。 

構成や成果 

同産業クラスターは、とくに「海爾」、「海信」、「澳柯玛」という 3 大家電王子の牽引

のもとで、相当な規模になってきた。「海爾」グループは 721 社、「海信」グループは新

たな領域に進入するたびに研究所や技術センターを設立すること、「澳柯玛」グループは

自ら産業プラットフォームを構築し、100 社余りの関連企業を集積した。「海爾」、「海信」、

「澳柯玛」のそれぞれの展開には独特なものがあり、同産業クラスターの形成、成長及

び持続的な発展に大きな貢献をした。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2011 年 11 月に開催された中国イノベーション型産業クラスター

の会議で以下のことを述べられた。すなわち、重点的に 5 つの産業化基地、11 の公共型

研究開発プラットフォームを構築し、9 つのキー技术突破プロジェクトを実施し、14 の

研究開発チームを誘致し、さらにイノベーション関連の各資源や生産要素を集積し最適

化し、戦略的新興産業の育成を加速化し、イノベーション型産業クラスターの形成と発

展を促進するとしている。 

国内外の連携 

家電産業はもともと国際的特性が強いということもあり、同産業クラスターは一貫し

て国内外の協力と競争を繰り広げている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年までに、デジタル家電領域の特許出願は 2000 件以上とし、

参画する国内外の標準は 50 件以上とし、総生産高は 1000 億元以上とし、市場における

占拠率が高く、国際的に評価されるイノベーション型産業クラスターになることを目標

としている。「海尔」、「海信」、「澳柯玛」は技術の追跡者ではなく、イノベーションを通

じて技術の牽引者になるよう、新たな取り組みを続けている。 

備 考 

中国においても、家電産業の競争は一段と激しくなってきている。 
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No.16 

名称 
通化医薬イノベーション型産業クラスター 

中国語 通化医薬創新型産業集群 

主管組織 通化医薬高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 通化医薬高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 通化市経開環路 1566 号 

概 要 

通化医薬イノベーション型産業クラスターは、通化医薬ハイテク産業開発区が地域の

資源的優位性及び医薬産業の基礎的な長所を十分に活用し、重点的に支援し発展させる

産業クラスターであり、現在は通化市の柱産業になりつつある。通化市は中国長白山地

区に位置するが、長白山地区には自然資源、とりわけ漢方薬材資源が豊富であり、中国

における「3 大天然薬庫（薬の倉庫）」の一つとも称される。通化市における「医薬城」

（医薬の都）発展戦略の策定は 1995 年に遡ることになる。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、一定規模以上の医薬企業の 94 社が駐在さ

れ、2013 年の総生産高が 1 億元以上の企業は 60 社である。その中で、「修正」、「東宝」、

「万通」、「金馬」、「茂祥」等 11 社の企業はグループ企業という形態まで成長し、通化市

医药産業におけるコア企業になっている。通化市医薬工業総生産高は 765.9 億元で、吉

林省医薬業界全体の 55.1%を占める。実現した利潤は 55.7 億元で、吉林省医薬業界全体

の 52.3%を占めている。医薬業総生産高の増加値は 200.4 億元で、全市 GDP に占める割合

は 20%であり、吉林省医薬業の増加値の 50.4%を占めている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、イノベーションを支える環境や人材を重視し、吉林省レベルの

医薬企業技術センターは 11 箇所、技術企業インキュベータは 4箇所（省レベルの 1箇所

も）を有し、孵化中の企業は 100 社である。また、15 の各公共技術サービス・プラット

フォームを構築し、吉林省初の中国アカデミックメンバー・ステーションを設けた。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、中国医学科学院薬用植物研究所などを誘致し、連携を図った。 

目 標 

同産業クラスターは、長白山の薬用資源の開発利用を主とし、現代漢方薬とバイオ製

薬を両輪にし、技術イノベーションやマーケティングを通じて、2015 年に同産業クラス

ターの総生産高を 1000 億元になることを目標としている。 

備考 

集安市、通化県及び輝南県は吉林省「長白山人参」原産地保護県と指定されている。 
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No.17 

名称 
長春自動車電子イノベーション型産業クラスター 

中国語 長春汽車電子創新型産業集群 

主管組織 長春高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 長春高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 長春市硅谷大街 3333 号 

概 要 

長春自動車電子イノベーション型産業クラスターは、吉林省における自動車産業イノベーシ

ョンモデル区、コア集積区として、優位性や特色が明確であり、吉林省、ひいては全国

の自動車業界においても重要な一席を占めている。同産業クラスターは、持続的な発展

を支える技術プラットフォームと公共サービス・プラットフォームを構築し、投資や融

資の環境を改善し、合理的な人材構成を検討し、海外からの誘致を強化し、コア企業の

育成や成長に注力している。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、集積してきた企業は 110 社、総生産高は 391.8 億元であり、自動車

電子制御と車載電子関連を事業内容とする企業は 94社で、総生産高は 231.1 億元である。

その中で、上場企業は 3社で、生産高が 1億元を超える企業は 20 社で、一定規模以上の

企業は 63 社で、ハイテク企業は 23 社である。また、産業チェーン的に分類すると、電

子制御企業は 53 社、車載企業は 35 社、自動車半導体チップ及び部品企業は 6社である。

生産している自動車電子製品は 13 類型 200 種余りである。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、国家級インキュベータは 7箇所、面積は 70 万平方メートルに

なり、国家級重点実験室は 4 箇所、吉林省レベル重点実験室は 3 箇所、国家級工学技術

研究センターは 1 箇所、吉林省レベルの工学技術研究センターは 4 箇所、国家級技術移

転機構は 2箇所、国家級企業技術センターは 2箇所、吉林省レベル技術センターは 14 箇

所、同レベル科学技術イノベーションセンターは 6 箇所が設けられている。これらは同

産業クラスターのイノベーションを支える重要なリソースになっている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは複数の研究機関や吉林大学などと多様な連携を行っている。 

目 標 

同産業クラスターは、東北地域の経済発展を牽引し、技術イノベーションをもって地

域における伝統的な自動車産業の構造改革を実現していくことを目標としている。 

備 考 

2013 年に授権された特許数は 301 件である。 
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No.18 

名称 
チチハル重型デジタル制御旋盤産業クラスター 

中国語 奇奇哈爾重型数控機床産業集群 

主管組織 齐齐哈爾高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 齐齐哈爾高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 育成 

連絡住所 齐齐哈爾南苑開発区内 

概 要 

チチハル市は中国における伝統的な装備工業の重要基地であり、中国で実施される「東

北振興」政策の重点都市でもある。チチハル重型デジタル制御旋盤産業クラスターは、チチ

ハル市の経済的な柱だけではなく、中国の経済や国防の発展に大きく貢献してきたし、中国に

おいては、国家重型デジタル制御旋盤基地として、非常に重要な地位に置かれている。 

構成や成果 

同産業クラスターに駐在している企業は 82 社であるが、その中で、生産高が 100 億元

を超えるのは 1社、10 億元を超える企業は 3社、1億元を超える企業は 10 社、一定規模

以上の企業は 28 社である。以前周恩来氏に「国宝」や「共和国長男」と褒められる「中

国一重」、「掌上明珠」、「北满特鋼」のほか、「斉重数控」、「斉二機床集団」、「中国鉄路貨

車」、「斉軌道交通装備」もその中に含まれる。国家級ハイテク企業は 20 社であり、その

中で、タイマツ計画重点ハイテク企業は 3 社である。2013 年、同産業クラスターが実現

した総生産高は 259 億元で、工業増加値は 67.6 億元で、納税額は 14.85 億であり、2009

年に比べてそれぞれ 11.6％、17.5％及び 12.5％を増加した。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、チチハル技術企業インキュベータセンター、チチハル創業セ

ンター、チチハルハイテク産業開発区が建設した 6 万平方メートルのチチハル創業ビル

ディン、チチハル生産力促進センター、国家級技術センター、重大装備材料研究開発セ

ンター、工学センターが設けられており、企業に対し孵化、研究開発、人才育成、融资、

研修及び情報等の全方位的なサービスが提供される。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、「政産学研金介（政府、産業、大学、研究機関、金融機関、仲介

組織）」を含めて産学研連携を通じて、完全なる科学技術イノベーションの体系化にも取

り組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年まで、生産高は 400 億元を突破するように設定している。

備 考 

2008 年 6 月に、双日はチチハル市克山農場と共同運営する会社を設立した。 
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No.19 

名称 
大慶ハイテク産業開発区先端石化産業クラスター 

中国語 大慶高新区先端石化産業集群 

主管組織 大慶高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 大慶高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 黒龍江省大慶高新技術産業開発区 

概 要 

大慶ハイテク産業開発区先端石化産業クラスターは、大慶ハイテク産業開発区にある宏偉、

興化、林源という 3 つの化工パークをベースにし、現地の石油や天然ガスという資源的優

位性を活かしながら、石油化学の加工や新材料、ファイン・ケミカル及び特定用途の化学

製品を発展させる特定のエリアである。2013 年 12 月現在、「大慶中蓝石化」等、20社余り

のリーダー格企業を育成し、公共向けイノベーションサービスの体系化を図った。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、3000 社が駐在されている。例えば、「大慶

石化」、「大慶練化」、「大慶宏偉慶化石油化工」、「大慶中蓝石化」、「大慶錫達石油化工」、

「大慶久隆ファイン・ケミカル」等、「大慶華科」などが挙げられるが、「大慶中蓝石化」

や「大慶華科」など 5 社は黒龍江省百強企業に入ったし、その中で上場企業は 3 社で、

国家級ハイテク企業は 90 社に上る。また 2013 年、同産業クラスターが実現した総生産

高は 655 億元で、増加値は 542 億元で、大慶地方工業の 50%に接近した。 

イノベーション 

同産業クラスターは、3 つの大学を誘致すると同時に、13 の研究機関、18 の技術イノ

ベーションプラットフォーム、18 の黒龍江省レベルの企業技術センターなどを集めてい

る。100 社余りの企業が一定規模の研究開発センターを建設し、イノベーションの体系化

を図り、企業による自主的なイノベーション能力が向上している。2013 年までの 3年間、

授権された特許数は 1000 件を超えており、複数の成果は国際または国内で先端的なレベ

ルに至っている。実施した技術イノベーションは 345 件、150 件余りは産業化した。 

国内外の連携 

同産業クラスターは産学研連携を積極的に進めている。 

目 標 

同産業クラスターは、5 年間をかけて総生産高は 1000 億元を超える先端石化産業基地

になるように、目標にしている。 

備 考 

2013 年現在、大慶ハイテク産業開発区は国家ハイテク産業開発区の総合力評価の中で

24 位にランキングした。 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

124 
 

No.20 

名称 
上海ファイン・ケミカル産業クラスター 

中国語 上海精細化工産業集群 

主管組織 金山区人民政府 

所在地域 上海市金山区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 上海市金山区金山大道 2000 号 

概 要 

上海ファイン・ケミカル産業クラスターは上海市金山区政府が取り組む 8 つの産業ク

ラスターの一つであり、重点的に建設区域は「上海精细化工産業園」（上海ファイン・ケミカ

ル産業パーク）である。 

構成や成果 

上海ファイン・ケミカル産業パークは主として、ユーザのカバー率が高く、付加価値も

高く、潜在的な発展性が高いファイン・ケミカル産業に集中し、各誘発剤、食品添加剤、

電子化学品、造紙化学品、バイオ化工などに取り組む。まだ規模が形成されていないが、

潜在的な市場が広いというファイン・ケミカル産品の生産に特化している。同産業クラスタ

ーは、2013 年 1月から 9月までの 9か月で実現した総生産高は 875249.6 万元である。 

イノベーション 

同産業クラスターは、伝統的な産業のシフトやグレードアップを狙って、多様な機会

を通じてイノベーション資源を集中し、技術イノベーション力の強化に直結させている。

国内外の連携 

同産業クラスターは、「華誼集团上海化工环保監測站」と「上海火炬創新創業園」等の

プラットフォーム空間を広げ、産学研連携を推進するとともに、上海ファイン・ケミカ

ル産業園は「上海石化」、「上海化学工業区」との協力を強化し、石油の製錬から高付加

価値の生産という下流の産品までともに注力し、区域一体化の発展を強化している。 

目 標 

上海市金山区政府はとくに「紫荆花」、「東邦」、「立邦」、「普利特」などの企業の発展

を支援し、重点的に新型ファイン・ケミカル産品や、新型バイオ化工産品及び機能性高

分子材料という分野を発展させる。2015 年まで、ファイン・ケミカル産業クラスターの

規模は 200 億元と目標している。 

備 考 

金山区は上海市南西部、杭州湾北岸に位置し、東は奉賢区、西は浙江省平湖市及び嘉

善県、北は松江区及び青浦区に接している。金山区には上海市クラスの工業園区として

金山工業園区が設けられているが、2011 年 9 月 28 日に金山工業園区内に上海地区唯一

の特定国向けの開発区である「上海日本中小企業産業園区」が設立された。 
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No.21 

名称 
張江バイオ医薬産業クラスター 

中国語 張江生物医薬産業集群 

主管組織 張江高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 張江高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 育成 

連絡住所 上海市張江高新技術産業開発区 

概 要 

張江バイオ医薬産産業クラスターは上海市、中国国家級のハイテク産業開発区に位置されて

いる自主的なイノベーション型産業の先進的な代表である。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、以前国家バイオ産業基地として認定された時代から、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 社のうち 5 社が当

産業基地にて研究開発センターを設けている。また、2008 年の段階でも国内外から集積

してきたバイオ医薬企業は 328 社に上る。 

イノベーション 

同産業クラスターにおけるノベーションの展開は国家バイオ産業基地として認定され

たからスタートし、マネジメントのパターン、インキュベータの創設、人材や資金と技

術の集積、専門性のあるサービス・プラットフォームの構築、上海市という地方経済と

の協働という 5つの側面から展開している。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、復旦大学医学院（薬学院を含む）、同済大学医学院、上海交通大

学医学院、医薬工業研究院、華東理工大学薬学院、上海理工大学医療器械学院、上海第

二军医大学、中国科学院上海生命科学研究院などと多様な協力関係にある。また、同産

業クラスターに駐在している国際的にも知名な多国籍企業の研究開発部門との漸進的な

交流などにも試み続けている。 

目 標 

同産業クラスターは、上海市政府からの重要な支持を得て、多様なイノベーション資

源を集めてきたことを活かしながら、中国一流の生命科学とバイオ技術に光を当てた産

業クラスターになることを目指している。 

備 考 

張江バイオ医薬産業のベースになる上海張江国家バイオ産業基地では、現代的なバイ

オ医薬産業の振興のために、「中国一」を目指したさまざまなイノベーションが今日まで

展開され続ている。 
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No.22 

名称 
上海新エネ自動車及びキー部品産業クラスター 

中国語 上海新能源汽車及関鍵零部件産業集群 

主管組織 張江高新技術産業開発区嘉定園管理委員会 

所在地域 上海市嘉定区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 上海市嘉定区博楽南路 111 号 

概 要 

上海新エネ自動車及びキー部品産業クラスターは上海新エネ自動車及びキー部品産業

基地の一部をベースにしているところである。上海市政府の支持と推進の下で、同産業

基地は 2009 年 7 月に承認され成立され、先進的な製造産業を掴むと同時に、上海新エネ

自動車領域のハイテク産業化をきっかけに、新エネ自動車及びキー部品産業基地の建設

を加速し、ハイテク産業プロジェクトを誘致することを目標とし、新エネ自動車及びキー

部品産業クラスターを発展させ、新エネ自動車及びキー部品企業の誕生を促進する。 

構成や成果 

同産業クラスターで代表的な関連企業としては、「航天電源」、「德朗能」、「瑞華三玖」、

「貫裕電池」、「上汽」、「上海華普」、「上海雷博電池电容動力系统」、「中科深江電動総成

系统」、「上燃動力電控系统」などが挙げられる。 

イノベーション 

2010 年末、上海市は累計的に实施したハイテク産業化プロジェクトは 69 件である。完

成車に関し、上海新エネ自動車は累計的に 15 の新車が推薦目録に入選され、その中で、

世界博覧会向け電動乗用車や混合動力乗用車など、製造技術の水準は国内では先頭に立

ち、ガソリンの 20％も節約できるという省エネの意味では国際的にも先進的である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、産学研連携を通じてイノベーション力を強化している。 

目 標 

同産業クラスターは、第 1段階として、2平方キロを開発し、新エネ自動車及びキー部

品の常用な生産基地を形成し、第 2段階として、4平方キロを拡大し、中国全国において

重要な新エネ自動車及びキー部品の産業クラスターになり、第 3段階として、9.5 平方キ

ロまでを整合し、一定の国際的な影響力を有する現代化産業と都市が融合された重鎮に

なることを目指している。 

備 考 

2011 年 1 月、中国政府は上海を電動自動車の国際モデル都市と、嘉定区を電動自動車

の国際モデル区と指定した。「上海国際汽車城」（上海国際自動車の城）はモデル区の中

の先行部分として、新エネ自動車及びキー部品産業化の推進にとって重大な意義がある。
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No.23 

名称 
無錫ハイテク産業開発区知能センサシステム・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型産業ｸﾗｽﾀｰ 

中国語 無錫高新区智能傳感系統創新型産業集群 

主管組織 無錫高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 無錫高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 無錫市太科園和風路 28 号 

概 要 

無錫ハイテク産業開発区知能センサシステム産業は知能センサネットワークシステムの構

築のために行う開発、製造、情報サービスという新興産業である。無錫ハイテク産業開発区

の知能センサシステム・イノベーション型産業クラスターは、知能識別、知能伝送、クラウドコン

ピューティング、知能制御設備製造といった 4 つのカテゴリーからなる。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、知能識別に従事する関連企業は 125 社、知能伝送に従事する関連企

業は 95 社、クラウドコンピューティングに従事する関連企業は 46 社、知能制御設備製

造に従事する関連企業は 65 社である。例えば、「美新半導体」、「敦南科技」、「艾立德」、

「識凌科技」、「捷普」、「绿点」、「菲尼萨通訊」、「衆志合達」、「曙光雲計算」、「天脈聚源」、

「尚沃医療」、「隆盛科技」、「天安智聯」が挙げられる。同年、同産業クラスターが実現

した総販売収入は 502 億元であり、前年同期に比べて 43％の増加になった。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、12 の知能センサシステム領域の公共向けサ

ービスプラットフォームを構築し、センサネットワーク感知技術及び産業、RFID、感知

医療など 13 の産業技術連盟を発足した。開発したキー技術は 47 件、公表した国際標準

は 2 件、国際標準案は 3 件、業界標準は 1 件、主催し制定した国際標準は 5 件、2013 年

に授権された特許数は 945 件であり、その中で発明特許は 355 件である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、「中国移動」、「中国聯通」、「中国電信」、「国家電網」、「国家広電

網」の研究機構を集めて、新たな研究開発プラットフォームを創設し、上海交通大学、

清華大学、北京郵電大学、東南大学などと共同で 10 の産業研究院を設立した。 

目 標 

同産業クラスターは、2016 年までに実現しようとする目標は、販売收入は 1000 億元以

上、集積する規模以上の企業は 1500 社以上、收入が 10 億元企業は 20 社以上、国際的に

一流の知能センサシステム産業クラスターになることである。 

備 考 

無錫ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1992 年認定）。 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

128 
 

No.24 

名称 
江陰特殊鋼新材料イノベーション型産業クラスター 

中国語 江陰特鋼新材料創新型産業集群 

主管組織 江陰高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 江陰高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 江蘇省江陰高新技術産業開発区 

概 要 

江陰特殊鋼新材料イノベーション型産業クラスターは江陰ハイテク産業開発区に位置さ

れ、特殊鋼原材料、高級製品、及び応用という産業チェーンを形成した。 

構成や成果 

同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、集積している企業の合計は 93 社であり、そ

の中で、上場企業は 3 社、販売收入が 100 億元を超える企業は 3 社、販売收入が 1 億元

を超える企業は 46 社、ハイテク企業は 33 社、国家タイマツ計画重点ハイテク企業は 3

社である。2013 年に実現した総生産高は 810 億元で、前年同期に比べて 12.7％の増加と

なり、企業規模からみると、大手企業の総生産高は企業全体の 84.4％を占めている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2013 年に投入した研究開発費は 20 億元であり、累計的に授権さ

れた特許数は 2538 件である。また制定した国際標準は 5 件、国内標準は 37 件、業界標

準は 58 件になる。取り組んだ重大なプロジェクトというと、2013 年に進行中の各研究プ

ロジェクトは 51 件であり、その中で、特殊鋼冶錬技術は 14 件、特殊鋼高級製品は 31 件、

特殊鋼産業関連技術は 6件であり、研究開発の数量もレベルも国内の先頭に立つ。 

国内外の連携 

同産業クラスターの企業である「興澄特鋼」は台湾華新麗華グループと連携し、ステ

ンレス深度加工技術の全面協力を行い、8億米ドルを投資したステンレス深度加工基地は

建設中である。また、2013 年 10 月に、同社はまた北ヨーロッパの特殊鋼研究開発生産の

世界著名企業である SSAB と連携し、高强度の耐磨鋼板の技術協力を行い、合資規模は 15

億米ドルをもって、特殊鋼板の深度加工について共同で取り組むとしている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年まで、特殊鋼の販売収入が 1000 億元以上になること、江

陰ハイテク産業開発区の成長に直結する起爆剤になること、江陰ハイテク産業開発区を世界

一流の特殊鋼産業センターになることを目標としている。 

備 考 

江陰ハイテク産業開発区は 2011 年 6月に省レベルのハイテク産業開発区から国家級の

ハイテク産業開発区に昇格された。 
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No.25 

名称 
昆山核酸イノベーション型産業クラスター 

中国語 昆山小核酸創新型産業集群 

主管組織 昆山高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 昆山高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 江蘇省昆山高新技術産業開発区 

概 要 

昆山核酸イノベーション型産業クラスターは、昆山市政府がイノベーションの考え方をもと

に、旧来産業のグレードアップを推進し、地方経済社会を発展させるための重要事業で

ある。2008 年、昆山市は国際初の核酸製薬をテーマとするバイオサイエンスパーク、す

なわち「昆山小核酸産業基地」を設立し、バイオ医薬産業の特性を踏まえて、前後で 2.5

億元を投入して「公益性と非営利」の核酸応用研究とインキュベータ「昆山市工業技術

研究院小核酸生物技術研究所」を設立し、バイオ医薬公共向け研究開発サービスと工学

プラットフォームを構築し、核酸技術の深度研究を推進しはじめた。 

構成や成果 

同産業クラスターは、中国内の 80％近くの核酸関連企業を集積し、主に核酸技術、原

料、品種、技術サービス、診断、公共サービス、安全評価、臨床研究企業である。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2010 年、江蘇省科学技術庁の支持の下で「江蘇省小核酸産業技

術イノベーション連盟」を設立するとともに、「江蘇省小核酸大規模合成工学技術研究セ

ンター」を設けた。同産業クラスターは国際初国内初ということから、トップ専門家や

技術者を集められて、イノベーションの主力を確保した。2013 年 12 月、国内トップ専門

家は 9 人、江蘇省イノベーションチームは 2 つ、江蘇省特別人材 9 人を招き、担当した

863 計画プロジェクトは 10 件、国家重大科学技術プロジェクトも若干である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、優秀な人材の確保になるよう多様な連携を模索している。 

目 標 

同産業クラスターは、戦略的な新興産業を発展する「国家戦略」と旧来産業のシフト

やグレードアップという「昆山戦略」を融合する形で進めていき、技術的優位性を持ち、

核酸産業のシリコンバレーになるように、近い将来、100 億元か 1000 億元の販売収入を

得られるようなことを目標としている。 

備 考 

昆山ハイテク産業開発区は 2011 年 6月に省レベルのハイテク産業開発区から国家級の

ハイテク産業開発区に昇格された。 
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No.26 

名称 
蘇州ハイテク産業開発区医療器械イノベーション型産業クラスター 

中国語 蘇州高新区医療器械創新型産業集群 

主管組織 蘇州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 蘇州高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 江蘇省蘇州高新技術産業開発区 

概 要 

蘇州ハイテク産業開発区の機械、電子、情報、医薬等の領域の技術と産業集積の優位

性及び医療器械領域の技術や応用さらに産業の基礎をもとに、蘇州ハイテク産業開発区

は 2009 年に「産業振興発展規画」を策定し、そこで、医療器械産業を「第一の戦略的な

新興産業」として育成しようとし、同開発区に位置され、江蘇省政府が唯一重点的に支

持する医療器械イノベーション型産業クラスターの発展に取組んでいる。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、150 近くの医療器械関連企業が集まっており、具体的には例え

ば、「卡瓦齿科」、「赛默飛世爾」、「丹纳赫」等の国際的知名企業、「富士胶片」、「鱼跃医

療」、「中生北控」等のコア企業、「凯迪泰医学科技」、「瑞派寧科技」等のイノベーション

型企業があげられる。これらは主として、医用光学、医学映像、臨床看護、体外診断等

の領域で取り組んでいる。なお、医学映像関連企業は「瑞派寧」、「中加医療」、「富士胶

片」、「美倫影像」等の企業が挙げられることができ、体外診断関連の企業は「博源医療」、

「玮琪生物」、「万木春」等が挙げられる。 

イノベーション 

同産業クラスターは、中国科学院において唯一の専門的な研究機構である中国科学院

蘇州生物医学工程技术研究所を誘致し、産業技術イノベーション連盟を創設した。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、毎年、バイオ医学（蘇州）国際学術会議、中国国際医療器械イ

ノベーション協力商談会（CMP）などといった国際的な医療器械産業の先端学術会議等を

主催し、国内外の多様な連携に繋がるきっかけつくりにも取り組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年まで、医療器械関連企業は 200 社以上、省レベルや市レ

ベルの研究機構は 20社以上、国家級工学技術研究センターか国家級重点実験室は 1箇所、

総生産高は 50 億元以上になること、2020 年までは総生産高は 300 億元以上になることを

目標としている。 

備 考 

蘇州ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1992 年認定）。 
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No.27 

名称 
江寧知能電力網イノベーション型産業クラスター 

中国語 江寧智能電力網創新型産業集群 

主管組織 南京市江寧区科学技術局 

所在地域 南京市江寧区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 江蘇省南京市江寧区 

概 要 

江寧知能電力網イノベーション型産業クラスターは南京市江寧区科学技術局に管轄される。 

構成や成果 

同産業クラスターは、「国网電科院」、「南瑞継保」、「国電南自」、「中電電気」、「環宇集

団」、「新聯電子」、「光一科技」、シーメンス電力等、知能電力網関連の研究機構や知名企

業の 287 社を集積しており、その中で、上場企業は 8 社、規模以上の企業は 132 社、年

收入が 1億元を超える企業は 62 社である。2013 年に知能電力網生産高は 508 億元で、前

年同期に比べ 18％を増加した。これは江寧区の総生産高の 17.4％を占める意味となり、

同区における最も重要な新興産業の柱産業になった。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、80％の規模以上の企業は研究開発部門を設置し、国家級研究

開発プラットフォームは 5箇所、省レベル以上の企業研究開発機構は 16 社、ポストドク

ター・ステーションは 8 箇所が設けられている。中国内初の知能電力網研究産業基地、

すなわち「国家電網知能電網科研産業基地」は建設済みであり、主として電力システム

の自動化、交流直流高電圧技術、水利水電工学検測制御、通信と情報工学、知能一次設

備と電力電子技術の研究、開発及び応用に取り組んでいる。 

国内外の連携 

同産業クラスターの国网電科院、東南大学、南京供電公司、華能金陵電厂、国電南自、

大全集団等 16 社が共同で「南京知能電網産業技術イノベーション戦略連盟」を設立し、

獲得した重大プロジェクトは 8件、資金は 9000 万元余りである。産学研連携に資するマ

ッチングは 20 回以上、南京理工大学、華北電力大学等の 300 名以上の専門家や学者が同

産業クラスターにて交流し、調印した協力協定は 31 件、金额は 1億元余りである。 

目 標 

同産業クラスターは、近い将来の総販売収入は 1000 億元以上を目標としている。 

備 考 

江寧区は南京市の中南部に位置し、中国における重要な科学技術教育地区とイノベー

ション基地である。江寧区は東西南という三つ面から南京城をめぐり、航空、港、鉄道

及び国道の交通を交差しており、南京市の对外通行への重要中枢といえる。 
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No.28 

名称 
蘇州工業パークナノ新材料産業クラスター 

中国語 蘇州工業園区新材料産業集群 

主管組織 蘇州工業園区管理委員会 

所在地域 蘇州工業園区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 江蘇省蘇州工業園区 

概 要 

蘇州ナノ新材料産業クラスターは蘇州工業パークに位置されるクラスターである。 

構成や成果 

2014 年現在、同産業クラスターは中国内におて最も規模の大きい、また最も競争力の

あるナノ技術の研究開発と産業化基地になっている。 

イノベーション 

2011 年 10 月現在、同パークはナノ技術の研究開発及び産業化人材の 5500 名以上を勧

誘し、各関連領域での高級人材は 2700 名以上になっている。その中で、中国アカデミッ

クメンバーは 6 名、「千人計画」に該当する人材は 15 名、ナノ科学技術のリーダー格人

材は 28 名である。と同時に、ナノ産業チェーンの持続的な発展を図るため、同パークは

積極的にナノ人材の養成や蓄積の体系化にも取組んでいる。下で述べる「ナノ技術産業

支援政策」では、34 の細則で 5 つの部分、すなわち、イノベーションの促進、産業化の

促進、人才誘致と養成、科技金融サービス、産学研と国際化についてである。 

国内外の連携 

2011 年 10 現在、独墅湖科教イノベーション新区は中国科学院、中国科学技術大学、蘇

州大学等のナノ科学技術研究機構と、また米国の大学やシンガポールの国立大学など海

外の知名大学とも相互協力協定を調印している。 

目 標 

2011 年 10 月 27 日、「2011 中国国際ナノ技術産業発展フォーラム並びにナノ技術製品

展覧会」が蘇州国際博覧会センターにて開幕された。開幕式上、蘇州市はナノ技術産業

を対象に特別に策定した「ナノ技術産業支援政策」を公表した。2016 年までに 100 億元

を投入し、250 万平方メートルのナノ技術イノベーションと産業化基地を整備し、もって

500 億元以上の関連投資を牽引し、総生産高は 200 億元以上規模になるナノ技術産業クラ

スターを形成し、関連産業の総生産高を牽引して 1000 億元までいくと目標している。 

備 考 

蘇州工業パークは中国とシンガポール両国政府間の合作プロジェクトであり、中国唯

一の国際的な政府間協力開発区でもあるので、両国政府の重視と支持を得て、沢山の「唯

一的」な特殊政策を授けられている。 
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No.29 

名称 
常州ハイテク産業開発区太陽光発電産業クラスター 

中国語 常州高新区光伏産業集群 

主管組織 常州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 常州高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 江蘇省常州高新技術産業開発区 

概 要 

太陽光発電産業は常州市において最も成長の可能性を有する戦略的新興産業の一つで

あると同時に、常州市政府が建設する「蘇南現代化建設モデル区」と「蘇南自主的イノ

ベーションモデル区」として重点的に推し進めようとする 10 大産業チェーンの一つでも

ある。同産業クラスターは常州ハイテク産業開発区に 2008 年 4 月にオープンされた「常

州太陽光発電産業パーク」をベースに展開している。 

構成や成果 

2015 年 1 月現在、同産業クラスターは、「天合光能」をリーダー企業として、太陽光発

電関連のコア企業は 10 社である。モデル区としての建設が始まってから、同産業クラス

ターが実現した工業販売額は 400 億元近く、納税額は 40 億元近く、2014 年同期に比べて

それぞれ 46％と 40％の増加となった。と同時に、省レベルのブランドは 1個、省レベル

の著名商標は 3 個、常州市レベルのブランドは 2 個、知名商標は 4 個になり、主宰また

は参画した各レベルの標準は 30 件であり、その中で、国際標準は 2件である。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2013 年に、R&D の投入は 13.6 億元に登り、同産業開発区全体の

営業収入の 6.8％である。なお、同年新規に授権された発明特許は 79 件である。 

国内外の連携 

例えば、2011 年 7 月 26 日と 27 日、常州市副市長が常州党政代表団を南京理工大学や

南京工業大学、南京郵電大学と南京航空航天大学に訪問し、産学研マッチングを実行し

た。同産業クラスターの幹部も参加される中、代表団は 4 つの大学の専門家や教授と交

流し、大学の博物館や国家重点実験室を視察した結果、とくに南京航空航天大学の関連

成果に関心をもち、更なる商談を経て、相互協力の意図書が交わされた。 

目 標 

同産業クラスターは、規模、技術、及び国際化的な優位性を有する「天合光能」をエ

ンジンとして、関連企業を牽引して 1000 億元産業を目指している。 

備 考 

常州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。2015

年 2 月、同産業クラスターは「江蘇省優良製品生産モデル区」と認定された。 
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No.30 

名称 
温州レーザーと光電イノベーション型産業クラスター 

中国語 温州激光与光電創新型産業集群 

主管組織 温州市科学技術局 

所在地域 温州市 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡方法 浙江省温州市科学技術局 

概 要 

温州レーザーと光電イノベーション型産業クラスターは、主として、レーザー、光電エネルギ

ー、半導体照明、光通信といった 4 つの分野に注力している。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、温州市にあるレーザーと光電企業は 115 社、その中で、ハイテク企

業は 45 社である。代表的な企業は、「温州泛波激光」、「温州博纳激光」、「浙江温医雷赛

医用激光科技」、「奔腾激光（温州）」、「浙江嘉泰激光科技」、「瑞安市博业激光応用」、「浙

江奥斯朗照明電器」、「超達阀门」、「浙江瑞莱士機械」が挙げられる。 

イノベーション 

同産業クラスターにおける研究機構は、「浙江工貿職業技術学院」姚建铨氏（中国アカ

デミックメンバー）ワークステーション、温州市レーザー製造技術と装備重点実験室、

国家レーザー加工センター温州センター、華中科技大学温州先進製造研究院などが挙げ

られ、中国科学院、浙江大学、北京航天航空大学、ハルピン工業大学等、中国における

光電研究領域の実力ある研究機関や有名大学が温州に誘致された。 

国内外の連携 

同産業クラスターでは、国家級大学サイエンスパーク、国家級ハイテク創業サービス

センター（技術型企業のインキュベータ）、国際レーザーと光電技術企業インキュベータ、

温州科技城、温州経済技術開発区技術育成創業センター、レーザーと光電産業加速器等

といったプラットフォームが構築され、「インキュベータ→加速器→産業基地」という産

学研連携による産業化の実現である。 

目 標 

国内一流で国際的に影響力を持ち、年の総販売収入は 1000 億元以上を目指している。

備 考 

温州市は中国浙江省東南沿海に位置する地級市であり、商才に長けた温州人は「中国

のユダヤ人」と称されることがある。早くから市場経済、私営企業が発達し、1980 年代

には中国改革開放政策のモデルとなったこともある。経済技術開発区に指定され、軽工

業が発達し、輸出が盛んである。市内には温州商貿城、瑞安商城などの大型マーケット

が設置され、世界各地からのバイヤーを集める。 
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No.31 

名称 
杭州デジタル安全防犯イノベーション型産業クラスター 

中国語 杭州数字安全防衛創新型産業集群 

主管組織 杭州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 杭州高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 浙江省杭州高新技術産業開発区 

概 要 

安全防犯産業は現代社会の安全ニーズに応じて生まれた産業であり、主としては映像

監視、出入口コントロールと管理、不法侵入警報、安全検査等の細分化された多様なサ

ービスを含む。現在、映像監視は同市場における占拠率が最も高いとみられる。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターに駐在している関連企業は 544 社であり、その中

で、ハイテク企業は 98 社、従業員数は 6.5 万人である。同年、同産業クラスターの販売

総収入は 507 億元で、純利益は 111 億元で、納税額は 47 億元である。 

イノベーション 

 今日、デジタル安全防犯産業を支えるコア技術とは、音声映像情報処理技術、ネット

ワーク制御と伝送技術、音声映像圧縮技術、集積回路応用技術、情報蓄積取り出し技術、

ビックデータ処理技術、赤外線画像合成技術、バイオ識別技術といった 8 つの領域であ

るが、同産業クラスターはいずれの領域にも取組みを続け、成果を得たところも多彩に

ある。同産業クラスターでは、技術企業インキュベータは 10 箇所、そこにある企業は 407

社、152 社には研究開発部門を設置しており、多様な産業技術イノベーション連盟は 5箇

所、企業の R&D 投入は販売収入の 11.2％、授権された特許は 3725 件で、主宰または参画

した標準の策定は 66 件で、その中で、国際標準は 12 件である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、前述した多様な産業技術イノベーション連盟を通じて、横断的

な産学研連携を強力に推し進めている。 

目 標 

同産業クラスターは、研究開発と生産と多様なサービスを一体化した安全防犯産業の

体系化に取組み続けて、国際的に競争力を持ち、業界を牽引していくデジタル安全防犯

産業クラスターになるよう、目指している。 

備 考 

杭州ハイテク産業開発区は以前から認定された国家級のハイテク産業開発区である

が、2011 年の杭州市の市内総生産は 7012 億元であり、中国の都市では第 8位である。華

東では上海市、蘇州市に次ぐ第 3位。 
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No.32 

名称 
合肥情報技術をベースとした公共安全イノベーション型産業クラスター 

中国語 合肥基於信息技術的公共安全創新型産業集群 

主管組織 合肥高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 合肥高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 安徽省合肥高新技術産業開発区 

概 要 

2009 年 9 月、合肥市政府が「合肥公共安全産業発展規画（2009-2017 年）」を策定し発

表した。合肥情報技術をベースとした公共安全イノベーション型産業クラスターは、合

肥ハイテク産業開発区が注力している事業の一つである。 

構成や成果 

2012 年、合肥ハイテク産業開発区公共安全産業の総生産高は 183 億元、これは合肥市

戦略的新興産業の総生産高の 13.62％であり、関連企業は 160 社余りで、従業員は 2.7 万

人であり、1 億元以上売り上げの企業は 32 社、その中で、上場企業は 5 社である。たと

えば、反テロ企業としての「四創電子」や「中電集団」など 38 社、火災安全企業として

の「科大立安」、情報安全企業の「科大詢飛」や「量子通信」、鉱山安全企業としての「工

大高科」、交通安全企業としての「三聯交通」などが挙げられる。このようにして、現代

公共安全産業体系がほぼ形成されるようになった。 

イノベーション 

同産業クラスターは、公共安全産業に関連するポストドクター・ステーションは 10 箇

所があり、重点実験室は 3 箇所がある。その中で、火災科学国家重点実験室、石炭関連

国家工学研究センターという公共安全学技術研究開発プラットフォームは一定の優位性

を有する。合計建築面積が 9.6 万平方メートルの合肥公共安全産業基地は建設済みで、

全面的に活用されることになった。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、パークプラットフォーム、科学技術研究開発プラットフォーム

及び研究成果転化プラットフォームを通じて、産学研連携に取組みを続けている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年まで、総生産高は 500 億元とし、10 億元売り上げの企業

数社を育成する。2020 年まで、総生産高は 1000 億元に実現し、100 億元売り上げ企業数

社を育成する。国内的に先頭に立ち、国際的に知名な情報技術公共安全産業基地になる

ことを目標としている。 

備 考 

 合肥ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1991 年認定）。 
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No.33 

名称 
蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型産業クラスター 

中国語 蕪湖新能源汽車創新型産業集群 

主管組織 蕪湖高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 蕪湖高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 安徽省蕪湖高新技術産業開発区 

概 要 

蕪湖省エネと新エネ自動車イノベーション型産業クラスターは、新エネ自動車の核心

となる電池、電機、変速機から展開し、電機制御システム、乗用車や商用車及び上流資

源（レアアース等）までに及んでおり、主として省エネ自動車、天然気自動車、純電動

自動車及び電機、電機制御、電池を重点的に発展する方向にしている。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、関連企業は 380 社以上が集まっており、そ

の中で、ハイテク企業は 120 社である。また、その中で、規模以上の工業企業数は 287

社、実現した総生産高は 875 億元、前年同期に比べて 8.8％を増加した。実現した販売収

入は 756 億元、前年同期に比べて 9.1％を増加した。同産業クラスターは、上流の原材料

と部品、中流の乗用車や商用車、電機及び電源管理、下流の充電設備及び各アフターサ

ービスといった 3つの部分からなる。代表的企業は、例えば、「達尼特材料科技(蕪湖)」、

「蕪湖市容川机電科技」、「安徽省恒宇粉末冶金」、「蕪湖市金貿流体科技」、「奇瑞新能源

汽车技術」、「奇瑞商用车（安徽）」、「蕪湖爱瑞特環保科技」、「蕪湖傑諾瑞汽車電器系統」、

「安徽旗翔新能源」、「蕪湖市交通投资」、「安徽省蕪湖儀器儀表研究」が挙げられる。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、省レベル以上の研究開発機構は 56 社、省レベル以上の技術サ

ービス機構は 32 社が駐在されている。R&D に従事する人員は 10796 人である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、現段階では国内を中心とした多様な連携に取り組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、近い将来、年販売収入は 1000 億元以上、省エネと新エネ自動車

製品の現地調達率は 70%以上、コア技術指標は国際的な先端レベルに達し、全国の省エネ

と新エネ自動車の技術センターとなる同時に、自らのブランドや自主的な知的財産権を有

するイノベーション型産業クラスターになることが目標である。 

備 考 

蕪湖ハイテク産業開発区は 2010 年 9月に省レベルのハイテク産業開発区から国家級のハイ

テク産業開発区に昇格された。 
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No.34 

名称 
蚌埠新型高分子材料産業クラスター 

中国語 蚌埠新型高分子材料産業集群 

主管組織 蚌埠高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 蚌埠高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 安徽省蚌埠高新技術産業開発区 

概 要 

蚌埠新型高分子材料産業クラスターは蚌埠ハイテク産業開発区に位置され、安徽省における

重要な産業クラスターの一つである。 

構成や成果 

2013 年 9 月現在、蚌埠市における新型高分子材料関連企業は 132 社であるが、その中

で、ハイテク企業は 46 社、国家重点ハイテク企業は 7社、国家イノベーション型企業は

1 社である。規模以上の企業が実現した販売收入は 197 億元、輸出による外貨の獲得は

1.81 億米ドル以上になった。代表的な企業としては、「中粮(安徽)生化」、「豊原集団」、

「八一化工」、「佳先功能助剤」等といった業界では一定の影響力を持つハイテク企業が

挙げられる。同産業クラスターは蚌埠市の重点であり柱的な産業になりつつある。 

イノベーション 

2013 年 9 月現在、長年の取組みによって、蚌埠市新型高分子材料産業は一定の規模に

なり、豊原バイオアカデミックメンバー・ステーション、天潤化工ドクター・ステーシ

ョン、国家発酵技術工学研究センター、省レベルの機能性高分子工学研究センター等と

いった省レベル以上の研究開発プラットフォーム 46 箇所が形成され、トウモロコシや石

炭繊維などの領域では国際的に先進的なレベルに至っている研究成果や産業化成果が得

られており、直近 3年に授権された発明特許は 130 件以上になる。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、一貫して産学研連携を重視し、多様な形で模索し続けている。 

目 標 

同産業クラスターは、蚌埠市ひいては安徽省の新たな成長力になることが目標である。

備 考 

蚌埠ハイテク産業開発区は 2010 年 11 月に省レベルから国家級のハイテク産業開発区

に昇格された。また、蚌埠市は安徽省に位置する地級市であり、淮川右岸に位置する上

海中心部から 500km 圏内の都市である。市内には、北京と上海を結ぶ鉄道が通り、省の

水陸交通の中心拠点として発展を続けている。昭和 59 年(1984 年)に蚌埠市長を迎えて、

大阪府摂津市で摂津市友好都市の調印式が行われた。両市間の交流は、代表団の相互訪

問のほか、近年は教育、文化、スポーツなど民間主体の交流が広がっている。 
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No.35 

名称 
泉州マイクロ波通信イノベーション型産業クラスター 

中国語 泉州微波通信産業集群 

主管組織 泉州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 泉州高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 福建省泉州高新技術産業開発区 

概 要 

マイクロ通信は現代無線電通信の先駆けとして、通信領域においては重大な役割を果

たしており、一国の現代化程度及び総合的な国力の高低を評価する重要な要素となって

いる。泉州市は中国で有名な「マイクロ城」として知られるが、これは 1970 年代のマイ

クロ産業に起因し、当時、国営泉州半導体部品という企業として、研究開発・生産した

製品はその後、数回も宇宙通信事業に活かされ、中央政府に表彰されたからである。 

構成や成果 

同産業クラスターは、連盟、6つのサブ連盟、130 の会員企業がともに取組み中である。

イノベーション 

2013 年 8 月現在でも、泉州市生産のトランシーバーは世界の 80％市場を占拠している

が、時代の流れを考えて、2010 年、泉州市科学技術部門の指導と推進の下で、「泰克通信」、

「雷克微波」、「澤仕通科技」など 27 社のマイクロ通信コア企業は、10 の知名な大学や研

究機構と連携し、共同で「泉州デジタルマイクロ波通信産業技術イノベーション連盟」

を設立した。その後、実質的な協力を実現るために、福建省初、ひいては全国業界初の

株式会社化した「聯合微波（泉州）有限公司」を設立した。2009 年から 2012 年まで、同

産業クラスターはその 126 の重大な技術プロジェクトを国家及び省レベルの重大科学技

術特別プロジェクトとして採用された。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、国内外 30 余りの大学や研究機構、例えば、「泰山北斗」、精華大

学、北京大学、西安交通大学、郵電部科研所、信息産業部 54 所などと連携し、特定のテ

ーマについて共同開発に取り組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、マイクロ波技術研究院や半導体研究院などを一層連携し、全国

的な産業クラスターになるよう、2018 年までに同産業クラスターの総生産高は 500 億元

になることを目標としている。 

備 考 

泉州ハイテク産業開発区は 2010 年 11 月に福建省レベルのハイテク産業開発区から国

家級のハイテク産業開発区に昇格された。 
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No.36 

名称 
闽東中小電機産業クラスター 

中国語 闽東中小電機産業集群 

主管組織 寧德市人民政府 

所在地域 寧德市 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 福建省寧德市 

概 要 

闽東電機産業クラスターの発展は 1958 年に開業された闽東電機社に由来し、いままで

57 年の歴史がある。とくに 2004 年には、闽東電機産業クラスターは福建省政府が高度に

重視し、同省において重点に育成し支援する 5大産業クラスターの一つになった。 

構成や成果 

同産業クラスターは、「福安電機」を主体とする闽東中小電機産業であり、寧德市経済

発展の第一柱産業であると同時に、福建省の重点産業でもある。1958 年に闽東第 1 台電

機が福安にて誕生されてから、2012 年 8 月現在、全市は各電機及び関連企業は 800 社余

り、従業員数は 5 万余り、業界全体の総生産高は 400 億元を超えており、その産業の集

中度、市場競争力、品種カバー率、製品出荷量と年販売額は、全国の同類地域の中では

トップであり、「全国百佳産業クラスター」にも入選されている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、福建省電機業界技術開発基地、寧德福安電機工学研究院及び 6

箇所の研究開発センター、福建省電機産品検測センター等を設立し、企業向けに技術開

発、技術特攻、技術トレーニング等のサービスを提供する。2011 年以来、同市科学技術

局は省科学技術厅、省イノベーション資金のセンターの強力な支援の下で、闽東中小電

機産業クラスター公共技術イノベーションサービスプラットフォームを設立した。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、中国科学院電工所、広州電器研究所、清華大学、上海交通大学

などの大学や研究機構と長期的な技術協力関係を構築している。 

目 標 

同産業クラスターは、寧德市、ひいては福建省における経済発展の中での新たな成長

の源泉になるよう目指して取組み中である。 

備 考 

2011 年、寧德市は電機電器、食品、電力、船舶製造修理、建材、自動車バイク部品、

バイオ医薬、化工、冶金、皮やプラスチック、新エネ、新材料等といった 12 の重点産業

が形成された工業体系である。その中で、電機電器産業の規模以上の企業が実現した総

生産高は目標の 150 億元を超えて、187.13 億元になった。 
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No.37 

名称 
厦門海洋と生命科学産業クラスター 

中国語 厦門海洋与生命科学産業集群 

主管組織 厦門高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 厦門高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 厦門高新技術産業開発区 

概 要 

厦門海洋と生命科学産業クラスターは厦門ハイテク産業区に位置され、福建省や臺灣

沿海にある豐富な海洋資源をベースに、自身の優位性を活かしながらも海洋と生命科學

を融合して進めようと考えている。これによって、他の地域の産業クラスターとの同質

化を避け、廈門の地域的なイノベーション特徴を可視化しようとしている。 

構成や成果 

同産業クラスターは、2011 年 12 月現在、「北大之路」、「金達威」、「蓝湾科技」、「特宝

生物」、「麦克奥迪」等が集まっており、これらは自らの特許技術やブランドを有する代

表的な企業であり、海洋と生命科学産業界のリーダー企業としては、持っている一部の

コア技術は国内において独占状態にあり、また複数の製品は海外の独占状態を破った。 

イノベーション 

同産業クラスターは、とくにイノベーションモデルの取組みに注力している。 

国内外の連携 

2012 年 3 月 17 日、厦門ハイテク産業開発区「台湾医健会」と戦略的な連携協定を調印

し、これは、投資、技術移転、産業マッチング、製品とサービス、市場開発、専門化ト

レーニングなどに関し緊密に連携し、共に海洋と生命科学という産業領域で協力しあい、

相互補完的に進めようという内容である。それまで、台湾経済部生物技術と医薬工業発

展推進チームも同様に重視し、2012 年現在まですでに 10 数回もマッチングイベントが開

催され、多様な成果が得られている。 

目 標 

同産業クラスターは、厦門ハイテク産業開発区によって大変重視されるとともに、厦

門における新たな経済成長の柱の一つになるよう、また、中国全国においてもよいモデ

ルになるよう、多面的に取り組むと同時に、台湾に近いということから、台湾から大陸

への産業移転の中で重要な役割を果たし、2016 年までに、関連産業の総生産高は 1000 億

元になることを目標としている。 

備 考 

厦門ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級ハイテク産業開発区であり、全

国での 4つの「タイマツ」と名が付く国家級のハイテク産業開発区の一つでもある。 
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No.38 

名称 
景徳鎮ヘリコプター製造イノベーション型産業クラスター 

中国語 景徳鎮直昇機製造創新型産業集群 

主管組織 景徳鎮高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 景徳鎮高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 江西省景徳鎮高新技術産業開発区 

概 要 

景徳鎮には 1969 年より、年度の総生産高は 100 億元を超えるあの「中航工業昌河飛機

工業（集团）」が設立されている。同グループ企業は中国におけるヘリコプターの重要な

研究開発及び製造基地であり、これは景徳鎮ヘリコプター製造イノベーション型産業クラスター

が誕生された背景でもある。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、中航工業昌河飛機工業（集団）と関係する企業は 40 社以上で

あり、ヘリコプターの機械的または電気的部品などを製造している。2013 年 12 月現在、

景德鎮ヘリコプター製造産業が実現した営業収入は 330 億元で、前年同期に比べて 20％

の増加となり、景徳鎮市における規模以上の工業企業の総営業収入の 31.6％を占め、実

現した工業増加値は 85 億元で、利益は 11 億元になる。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、1つの国家級研究開発機構、4つの省レベル以上の技術センタ

ー、2つの国家級国際科学技術協力基地、理化検測センター、生産力促進センター等 5つ

の科学技術マッチングサービス機構が設けられている。総体的デザイン、構造強度、翼

設計、航空電気制御、飛行制御、伝動、環境コントロール、情報技術など、40 余りの専

門分野と 16 のシステム設計実験研究室が設けられている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、国際的先頭に立っているヘリコプター企業とも連携することに

よって、ヘリコプターの一部デジタル化技術を掌握した。 

目 標 

同産業クラスターは、ヘリコプターの完成品の組み立てを核心とし、多様な型番のシ

リーズ的な展開やプラットフォームを重視し、ヘリコプターの研究開発、生産、通用航

空及び国際協力等がさらに健全化された産業体系を構築し、2020 年まで、総生産高は 800

億元以上を目指している。 

備 考 

景徳鎮ハイテク産業開発区は 2010 年 12 月に省レベルのハイテク産業開発区から国家

級のハイテク産業開発区に昇格された。 
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No.39 

名称 
南昌ハイテク産業開発区バイオ医薬産業クラスター 

中国語 南昌高新区生物医薬産業集群 

主管組織 南昌ハイテク産業開発区管理委員会 

所在地域 南昌ハイテク産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 江西省南昌ハイテク産業開発区 

概 要 

2010 年 9 月、中国科学技術部は江西省政府と共同で、南昌ハイテク産業開発区に「南

昌国家医薬国際イノベーションパーク」を創設し、南昌ハイテク産業開発区は天津濱海

新区の後に 2 番目に承認された国家級の医薬国際イノベーションパークになる。また南

昌ハイテク産業開発区が建設した「江西医薬港」は鄱陽湖生態経済区内バイオ医薬領域

で研究機構が集中し、イノベーション能力が強く、新薬創出効果が明確である。これら

は南昌ハイテク産業開発区バイオ医薬産業クラスターの誕生背景にもなる。 

構成や成果 

同産業クラスターは、2012 年 8 月現在、160 社のバイオ医薬企業が駐在しており、そ

の中では、工業企業は 113 社、マーケティングや販売企業は 22 社、研究開発プラットフ

ォーム及び研究機構は 25 社である。2011 年現在、南昌ハイテク産業開発区バイオ医薬産

業の営業収入は 175.9 億元、前年同期に比べ 45.5％増加し、同開発区全体の 15.8％を占

める。とくに、江西省医薬産業の代表する「江中製薬」、「済民可信」、「民生薬業」、「匯

仁薬業」4社の生産高合計はバイオ医薬産業の営業収入全体の 36%を占める。 

イノベーション 

同産業クラスターは、2011 年 12 月現在、関連企業に授権された特許は 382 件、とくに

中間製薬の研究開発においては中国で大きな影響力を持つ。2012 年 8 月現在、南昌ハイ

テク産業開発区では「漢方薬固体調合剤製造技術国家工学研究センター」をはじめ、省

レベルの工学技術研究センター、省レベルの重点実験室、ポストドクター・ステーショ

ンなどといった研究開発プラットフォームがが形成され、研究開発から産業化までの体

系化やそれを支える技術的基盤が整備された。 

国内外の連携 

同産業クラスターは国際的学術交流プラットフォームの構築にも注力している。 

目 標 

同産業クラスターは、中国に投資している 37 社知名な多国籍企業や海外のハイレベル

の人材を誘致し、1000 億元産業になるよう、取り組みを続けている。 

備 考 

南昌ハイテク産業開発区は国家級のハイテク産業開発区である（1991 年認定）。 

  



中国におけるイノベーション型産業クラスターの現状と動向｜資料篇 

144 
 

No.40 

名称 
濰坊半導体発光イノベーション型産業クラスター 

中国語 濰坊半導体発光創新型産業集群 

主管組織 濰坊高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 濰坊高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 山東省濰坊高新技術産業開発区 

概 要 

濰坊半導体発光イノベーション型産業クラスターは濰坊ハイテク産業開発区に位置さ

れ、イノベーション及び創業サービス体系が完備され、確実的かつ持続的な成長が強く

期待されている産業クラスターである。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、上流に位置される企業は 12 社、その中で

ハイテク企業は 3 社であり、中流に位置される企業は 54 社、その中でハイテク企業は 9

社であり、下流に位置される企業は 98 社、その中でハイテク企業は 14 社である。代表

的な企業は、「浪潮華光光電」、「中微光電」、「歌爾光電」、「三晶照明」、「緑能彩屏」、「明

鋭光電」、「欣立得光電」、「貞明光電」が挙げられる。同産業クラスターの総生産高は 227

億元であり、前年同期に比べ 84％も増加した。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、第 1 回国家イノベーション人材養成モデル基地と認定される

と同時に、2つの国家級工学実験室、14 の省レベルの企業研究開発センター、4つの省レ

ベルの工学実験室、2つのポストドクター・ステーション、4つの中国アカデミックメン

バー・ステーションが設けられた。主宰または参画した国家標準の策定は 16 件である。

国内外の連携 

同産業クラスターは、60 余りの知名大学や研究機構と効果的な産学研連携を展開し、3

つの光電産業技術イノベーション戦略連盟を創設し、20 箇所の海外研究開発機構を設立

し、国家半導体照明工学ハイテク産業化基地の建設も承認された。 

目 標 

同産業クラスターは、2016 年まで、とくに LED 照明、光通信、LED 発電、LED テレビ、

OLED 及び LD 応用という 6つの領域で、2013 年 12 月現在、新規に 500 億元以上を投入し、

技術型中小企業 230 社以上を集積また育成し、100 の重点プロジェクトを新規設定し、総

生産高は 1000 億元を突破し、同産業クラスターを世界において中高級の LED 照明応用製

品生産基地と国際標準策定者になることを目標としている。 

備 考 

 濰坊ハイテク産業開発区は国家級のハイテク産業開発区である（1992 年認定）。 
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No.41 

名称 
済南知能電力輸送配給イノベーション型産業クラスター 

中国語 済南智能電力輸送配給創新型産業集群 

主管組織 済南高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 済南高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 山東省済南高新技術産業開発区 

概 要 

済南知能電力輸送配給イノベーション型産業クラスターは、済南ハイテク産業開発区

の一角に位置される産業クラスターである。 

構成や成果 

同産業クラスターは、「電力軟件装備産業技術イノベーション戦略連盟」を基盤に、「山

大華天科技」や「華北電力大学」などといった中国において一定の影響力を持つ企業や

大学を誘致した。2012 年末、知能マイクロ電網装備産業クラスターの企業は 120 社余り、

その中で、規模以上の企業は 26 社、1 億元の生産高を有する企業は 16 社である。2012

年知能マイクロ電網装備産業が実現した販売収入は 187 億元であり、その中で、ハイテ

ク製品の收入は 92 億元とされ、ハイテク製品收入は企業総収入の 63％を占めている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、企業を主体とする技術イノベーション体系を構築し、オリジナ

ルなイノベーション、集積的イノベーション、導入し消化、吸収後更なるイノベーショ

ンへとの取組みを通じて、第 12 回 5 ヵ年計画期間中では、総販売収入は 400 億元、産業

クラスタターでの駐在企業数は 120 社以上、従業員数 3万人、との実現に取り組む。 

国内外の連携 

同産業クラスターは積極的に技術協力を行っている。累計的にいうと、海外から導入

した技術は 21 件、国外技術協力企業は 9社、締結した国際契約は 47 件である。 

目 標 

同産業クラスターは、キーとなる技術や先端的製品の自主開発を目標としている。 

備 考 

済南ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級ハイテク産業開発区であり、具

体的には、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といった 8 つも以前から設置している。同産業開

発区は、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てきている。 
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No.42 

名称 
煙台海洋生物と医薬イノベーション型産業クラスター 

中国語 煙台海洋生物与医薬創新型産業集群 

主管組織 煙台高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 煙台高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 山東省煙台高新技術産業開発区 

概 要 

煙台市において煙台海洋生物と医薬産業の発展は著しい。海洋生物育種や海洋生物の加

工から、海洋生物を活かしたバイオ医薬材料の開発、バイオ医薬の生産と販売など、グ

リーン生態の産業チーンになっている煙台海洋生物と医薬産業は、煙台ハイテク産業の中の

特色産業になっている。 

構成や成果 

同産業クラスターは、2013 年 12 月現在、総収入は 80 億元であり、34 社がハイテク企

業として認定され、9 社の海洋生物と医薬企業が合併や再編を実現し、8 社が上場し、2

社が上場の手続き中である。また、融資された資金は 4 億米ドル余りで、上場の比率は

煙台市各業界の中で上位になる。 

イノベーション 

同産業クラスターはイノベーションによる競争力を強化し続けている。「国家イノベー

ション薬物インキュベータ基地」、「国家総合的新薬研究開発技術プラットフォーム」と

して認定されたことをベースに、「国家戦略的新興産業医薬知的財産クラスター（試行）」

としても指定され、「国家海藻とナマコ工学技術研究センター」、「国家天然薬物と新調合

剤企業総合的プラットフォーム」等といった国家級のイノベーションプラットフォーム

が構築された。2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは、海洋生物と医薬類の研究開発

機構と CRO 機構は 20 社余り、国家企業重点実験室は 1箇所、国家工学技術研究センター

は 2箇所、国家級企業技術センターは 2箇所、ポストダクター・ステーションは 1箇所、

中国アカデミックメンバー・ステーションは 2 箇所が設けられており、海洋生物と医薬

領域のハイテク人材は 3000 人余りを集まった。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、北京、上海、アモイ、国際医薬サイエンス産業パークなどを通

じて、国内外の大学や研究機構と多様な連携を行っている。 

目 標 

同産業クラスターは、煙台市ひいては山東省のバイオ医薬産業を牽引する目標である。

備 考 

 煙台ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1990 年認定）。 
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No.43 

名称 
済寧高効率伝動と知能ブルドーザー機械イノベーション型産業クラスター 

中国語 済寧高効率伝動与智能铲運機械創新型産業集群 

主管組織 済寧高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 済寧高新技術産業開発区 

認定時期 2014 認定段階 試行 

連絡住所 山東省済寧高新技術産業開発区 

概 要 

済寧市は中国 6 大工学機械産業基地の一つであり、山東省政府が重点的に建设する地

域工業の中心都市である。済寧高効率伝動と知能ブルドーザー機械イノベーション型産業クラ

スターは、済寧市に存在する 90％以上の大手や中小ブルドーザー機械及び関連企業を集積

し、ハイテク産業の総生産高は済寧市の半分を占めている。同産業クラスターは山東地

方の経済発展において牽引や模範的存在という重要な役割を果たしている。 

構成や成果 

同産業クラスターはブルドーザー機械のコア製造企業の 130 社余り、関連企業の 300 社

余りを集積し、その中で、ハイテク企業は 87 社が存在する。コア企業として例えば、「山

推工程機械」、「山重建機」、「中国重汽商用車」、「山推重工機械」、「小松山推工程機械」、

「山東泰豊液压」、「伊頓液压系统」、「力科液压」、「精鋭液压」、「新高郷液压」、「小松履

带」、「山推欧亚陀」、「松基工程」、「山推勝方」、「大川重工」、「松岳機械」、が挙げられる。

イノベーション 

済寧ハイテク産業開発区はプラットフォーム、人材及び資本、ビジネスモデルなどの

イノベーション要素の融合を通じて、15 の業界公開公共技術プラットフォーム、企業重

点実験室、工学技術センター、企業技術センターなど、設立したイノベーション機構は

126 社まで発展し、「山推股份」等の 8 社が呼びかけまたは参画した省レベルの技術イノ

ベーション連盟の設立を進めた。また、国家知識産権局は 2013 年に、同産業クラスター

を戦略的新興産業知的財産クラスター（試行）として認定した。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、技術イノベーション連盟等を通して多様な連携を推進している。

目 標 

同産業クラスターは、中国における先端的なブルドーザー機械の伝動システムのキー技

術の制約を突破し、自主的なイノベーションと産業クラスターの融合を通じて、伝動シ

ステムの研究及び情報化技術の応用を推進し、世界最大のブルドーザー機械の研究開発基

地と生産基地になることを目標としている。 

備 考 

済寧ハイテク産業開発区は 2010 年に省級から国家級のハイテク産業開発区に昇格。 
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No.44 

名称 
鄭州知能装置機器産業クラスター 

中国語 鄭州智能装置機器産業集群 

主管組織 鄭州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 鄭州高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 河南省鄭州高新技術産業開発区 

概 要 

鄭州知能装置機器産業クラスターは、計器器具企業の誘致や育成に強力に進めた成果

によって、産業集積の優位性が現れた。2013 年 12 月現在、計器器具産業の基礎研究や技

術教育サービス、センサーやネット端末計器器具、気体観測検測設備、石炭鉱山安全生

産検測計器器具、電力計器、医療計器、機械電気一体化装置、知能計器、環境保護観測

検測計器器具の研究生産及び輸出入等の体系が形成されており、その中で、気体センサ

ーや石炭鉱山安全生産検測計器器具などは中国において技術水準の先頭に立っている。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、「河南漢威電子」、「正星科技」、「河南日立

信電子」、「鄭州光力科技发展」、「河南新天科技」、「河南思達高科技」、「鄭州万特電気」、

「河南省計量科学研究院」、「鄭州大学電気工程学院」、「鄭州大学物理工程学院」、「解放

军信息工程大学」等、100 余りの主力企業や研究機構を主とする計器器具産業が形成され

ており、従業員数は 5042 人であり、その中で、準大学卒以上の科学技術人員数 3427 人

であり、従業員数全体の 80.2％を占めている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、鄭州ハイテク産業開発区が推し進めている知能計器器具産業の

発展方向にも沿って、とくにセンサー部品、気体検測応用、空気検測応用、環境保護検

測応用を主とした産業の枠組みを構築し、鄭州ハイテク産業開発区が中国において気体、

環境検測等の計器器具領域での技術や規模的な競争力の向上に資している。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、鄭州国家知能計器器具ハイテク産業化基地の建設をきっかけと

して、多様な産学研連携に取り組み続けている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年末まで、同産業クラスター内の知能計器器具企業は 150

社を超え、販売収入は 200 億元を超えることと、同産業クラスター内の製品の輸出によ

って 5億米ドルを獲得することを目標としている。 

備 考 

鄭州ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業区である（1988 年認定）。 
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No.45 

名称 
南陽爆発防止装備製造産業クラスター 

中国語 南陽防爆装備製造産業集群 

主管組織 南陽市人民政府 

所在地域 南陽市 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 河南省南陽市 

概 要 

南陽爆発防止装備製造産業クラスターは、中国最大の爆発防止電気科学研究と生産基地

であり、国家爆発防止電気設備検査検測及び試験基地であり、中国における爆発危険環

境安全領域唯一の国家級検査検測機構である。南陽国家爆発防止電気産品品質監督検査

センターも同産業クラスターに所在し、人才、技術及び市場的優位性を有する。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、爆発防止装備製造の関連企業 80 社余りが集まっており、その

中で、コア企業は 7 社、国家タイマツ計画重点ハイテク企業は 3 社、一般ハイテク企業

は 7社である。例えば、「南防集団」、「二機集団」、「重機公司」、「特機公司」、「新普公司」

及び「微特公司」、ハイテクサービス企業である「防爆研究所」等が挙げられる。「南防

集团」は中国最大の爆発防止電機の研究開発、生産、輸出基地であり、防爆研究所は中

国における爆発危険環境爆発防止安全領域において唯一の研究兼検査機構である。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、国家級工学実験室、国家級企業技術センター、各専門の研究

機構は 33 社が存在し、有する中国工程院メンバー、該当領域の研究リーダー等は 38 人、

近年、担当した国家 863 計画、省レベルの重点科学技術プロジェクトなどは 200 件余り、

主催か参画した国際標準や国家標準、業界標準の策定は 229 件に登り、授権された特許

数は 1000 件であるほか、国家級創業サービスセンターも設立されている。 

国内外の連携 

同産業クラスターに立地される防爆研究所は、米国の UL や FM、ドイツの PTB、ノーウ

ェイの NEMKO や DNV、オランダの KEMA、イギリスの BASEEFA や SIRA、ロシアの CCVE、日

本の TIIS 等と対等な科学技術協力関係を構築している。同研究所から得る技術実験報告

書は、中国国内市場への進入時に有用だけではなく、国際市場への進入にも有効な通行

証的な役割が果たされている。 

目 標 

 同産業クラスターは、2018 年までに、販売収入は 200 億元になるとの目標である。 

備 考 

南陽市は河南省が直轄する市であり、鉱山資源も豊富と言われている。 
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No.46 

名称 
洛陽ハイテク産業開発区ベアリング産業クラスター 

中国語 洛陽高新区軸承産業集群 

主管組織 洛陽高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 洛陽高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 河南省洛陽高新技術産業開発区 

概 要 

洛陽市は中国における 3 大ベアリング産業基地の一つであり、高性能、先端ベアリング

の研究開発と製造イノベーション基地とエンジンである。ここで誕生されたベアリングは

いまなお中国では最も大きく、重く、精度の高いもの、という最高記録になっている。 

構成や成果 

洛陽市では、2010 年現在、300 社余りのベアリング中小企業が存在するが、その中の

240 社余りが洛陽ハイテク産業開発区に駐在しており、ベアリング産業クラスターと国内

外において最も体系化されたベアリング産業チェーンが形成されつつある。その中で、

多くは技術型中小企業であり、ハイテク企業は 15 社、規模以上企業は 52 社である。主

要製品は中国国内同類製品の最高水準を代表し、ベアリング検測設備は国内の先端に立

ち、国際的にも先進的水準にあることを代表し、加工設備は国内的に先進的水準にある。

イノベーション 

同産業クラスターは製品の研究開発、技術と人材の面において独特な優位性を有する。

近年、同産業クラスターの企業が実行した国家基盤計画や 863 計画プロジェクト 10 件余

り、獲得した重大な科学技術成果は 800 件余り、特許は 900 件余り、国家発明奖、科学

技術進歩奨及び省レベルの各賞は 30 件余り、毎年出願した特許は 300 件余り、開発した

新製品は 200 種余りである。また、新製品の中国市場における占拠率は 33％であり、先

端製品市場における占拠率は 30％である。 

国内外の連携 

同産業クラスターでは、「中国軸承供応網」（B to B 第三者支払機能付き）などのプラ

ットフォームが構築されており、多様な連携が支援されている。 

目 標 

同産業クラスターに関する「基礎施設整備計画(2011-2020 年)」は作成されており、イ

ノベーション型企業に対しては最高のサービスを提供し、第 12 回 5 ヵ年計画期の期末ま

で、関連企業は 400 社以上になることを目標としている。 

備 考 

洛陽市は中国の河南省西部「黄河」中流の南岸と支流、「洛河」の北岸に位置する都市

である。しばしば中国王朝の首都となり、「西安」と並ぶ中国 6大古都の一つである。 
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No.47 

名称 

武漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情報及び応用サービスイノ

ベーション型産業クラスター 

中国語 武漢東湖高新区国家地球空間情報及応用服務産業集群 

主管組織 武漢東湖高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 武漢東湖高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 湖北省武漢東湖高新技術産業開発区 

概 要 

地球空間情報及び応用サービス産業は中国における戦略的新興産業の一つである。武

漢東湖ハイテク産業開発区国家地球空間情報及び応用サービスイノベーション型産業ク

ラスターは、具体的には、リモートセンシング衛星等のシステム開発や運営するキャリ

アを指す基盤部分、チップやアンテナ、GIS ソフトなどを内容とする基礎的部品部分、位

置サービスや地理情報システムなどを扱うプラットフォーム端末部分、及び業界向けや

一般向けの応用サービス部分より構成される。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、前述した基盤部分は別として、基礎的部品

部分に従事する企業は 156 社、プラットフォーム端末部分に従事する企業は 137 社、応

用サービス部分に従事する企業は 376 社である。例えば、「適普軟件」、「華正空間」、「泰

通衛星」、「凌久信息」、「武大吉奥」、「依迅電子」、「烽火衆智」、「珞珈德毅」、「航天遠景」、

「光庭科技」、「地大坤迪」、「立得空间」、「卓越科技」、「無線飞翔」、「中科通達」、「智城

科技」、「海達数雲」、「武漢車智聯」、「北闘旭普」は代表的企業である。 

イノベーション 

同産業クラスターに位置する研究機構として、2つの国家重点実験室、7つの国家工学

研究センター、20 の省レベルの重点試験室、工学（技術）研究センターと 10 余りの関連

学院のほか、リモートセンシングと空間情報など、新型工業技術研究院も挙げられる。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、一貫して「政産学研用連携」（政府、産業、大学、研究機関及び

ユーザの連携）メカニズムを構築し、多様な連携を進めている。 

目 標 

2013 年 12 月、同産業クラスターが実現した企業の総収入は 450 億元であるが、技術イ

ノベーションやビジネスモデルイノベーションなどを強化し、イノベーション型中小企

業を集積し、2016 年まで、1000 億元という規模を目標に取り組み続けている。 

備 考 

武漢東湖ハイテク産業開発区は国家級ハイテク開発区である（1991 年認定）。 
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No.48 

名称 
十堰商用車及び部品イノベーション型産業クラスター 

中国語 十堰商用車及部品産業集群 

主管組織 十堰高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 十堰高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 湖北省十堰高新技術産業開発区 

概 要 

十堰商用車及び部品イノベーション型産業クラスターは、中国「商用車の都」と称さ

れる湖北省十堰市に位置されており、同産業クラスターは湖北省ひいては中国における

重要な自動車工業基地である。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターで駐在されている自動車及び各種自動車重要部品

関連の企業は 523 社であり、その中で、規模以上の企業は 145 社、80 余りの車種を生産

することが可能である。同産業クラスターでは、「東風商用車」、「東風汽車有限」、「東風

汽车零部件集団」、「東風実業」等をはじめとする大手企業が集積されており、「湖北十堰

先锋模具」、「湖北天運汽车電器系统」、「東風（十堰）特汽客車」等をコアとするハイテ

ク企業も駐在されている（国家ハイテク企業は 120 社）。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、国家タイマツ計画十堰自動車重要部品の公共用技術サービ

ス・プラットフォームと、中国（十堰）商用車部品の公共用技術情報サービス・プラッ

トフォームが構築されているほか、1つの国家級インキュベータ、1つの国家級生産力促

進センター、3つの金融機構、4つの担保機構と貸出企業、国家級技術センターは 1箇所、

試験検測プラットフォームは 3 箇所が設立されており、誘致した人材は 158 人である。

2013 年 12 月現在、授権された特許は 1200 件になるが、その中で、発明特許は 110 件で、

登記した技術成果は 125 件である。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、産学研連携プラットフォームを構築し、2013 年 12 月まで、82

の産学研連携の関連プロジェクトを進めている。と同時に、毎年新規として 25 のプロジ

ェクトを登場させようとしている。 

目 標 

同産業クラスターは、国内一流で国際知名な商用車部品産業イノベーションセンター

の一つとして確立されることを目標としている。 

備 考 

十堰ハイテク産業開発区は湖北省が認定した省レベルのハイテク産業開発区である。 
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No.49 

名称 
襄陽新エネ自動車産業クラスター 

中国語 襄陽新能源汽車産業集群 

主管組織 襄陽高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 襄陽高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 湖北省襄陽高新技術産業開発区 

概 要 

襄陽市は「湖北汽車走廊（武漢－襄陽－十堰）」の中段にあって、湖北省副センター都

市であり、「東風」の重要な軽商用車、中高グレードの乘用車及び新エネ自動車の生産基

地である。同時に、国家自動車動力と部品製造基地、国家新興工業（新エネ自動車）モ

デル基地、及び全国省エネと新エネ自動車モデル普及試行都市でもある。同産業クラスタ

ーは、襄陽ハイテク産業開発区に位置され、完成車製造を牽引とし、電池、電機、制御シ

ステム等のコア技術の産業チェーンを形成した。電動自動車、混合動力自動車、及び動

力電池、電動機、制御システムという 3大コア部品の産業構造を形成している。 

構成や成果 

2011 年、襄陽ハイテク産業開発区が実現した自動車総生産高は 1108 億元であり、前年

同期に比べ 22.3％を増加した。代表的企業としては、「風神襄陽」、「東風」、「神龍汽車」、

「襄陽宇清」、「湖北国通青山新能源高科技」、「江蘇新日電動車」などが挙げられる。 

イノベーション 

同産業クラスターは、襄陽市を国内外でも知られる「汽車名城（知名な自動車の城）」

になるよう、技術のみならずビジネスモデルのイノベーションにも注力している。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、前記構成で述べたように、湖北や江蘇など、襄陽市以外の代表

的な関連企業を積極的に誘致し、共同で目標に向かっている。 

目 標 

2014 年 9 月 26 日、襄陽市は「襄陽の新エネ自動車産業発展の実施を加速する意見」を

発表した。同産業クラスターは、中国全国の重要な新エネ自動車研究開発製造基地にな

ることを目指し、よって同市の自動車産業のモデルチェンジやグレードアップに直結さ

せると同時に、2020 年までに、10 万両完成車の生産能力を形成し、産業化レベルが高く、

技術が先進的で、関連施設が健全で、アフターサービスがよい、新エネ自動車産業の発

展体系を確立することを目標としている。 

備 考 

襄陽ハイテク産業開発区は 1992 年 11 月に認定された国家級ハイテク産業開発区であ

り、具体的にハイテク産業パークと自動車工業パークから構成される。 
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No.50 

名称 
株洲軌道交通装備製造イノベーション型産業クラスター 

中国語 株洲軌道交通装備製造創新型産業集群 

主管組織 株洲市人民政府 

所在地域 株洲市 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 湖南省株洲市 

概 要 

株洲市は中国南方における最大の鉄道交通中枢であり、中国最大の軌道交通装備の研

究開発と製造基地でもある。中国初の電気機関車を製造し、「中国電気機関車の揺籃」と

も称される。株洲軌道交通装備製造は湖南省政府が重点的に支援する 5つの 1000 億元産

業クラスターの一つであり、2012 年に国家ハイテク産業化基地と認定され、2013 年に国

家イノベーション型産業クラスター（試行）と認定された。 

構成や成果 

同産業クラスター内の企業は主として株洲市石峰区田心サイエンスパーク内に集積し

ており、軌道交通装備製造企業は 200 社余りで、その中でのコア企業は 10 社近く、ハイ

テク企業は 52 社、重点ハイテク企業は 8 社である。代表的企業として、「南車株洲電力

機車」、「南車株洲電力機車研究所」、「南車株洲電機」、「株洲時代新材料科技」、「中鉄建

重工」、「株洲聯誠集団」が挙げられる。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、世界最大の電気機関車組立工場、現代的な製造センター、強

力牽引電機製造センター、牽引及び電力変圧器製造センター、高精度デジタル制御加工

センターなどが設立されていると同時に、変流技術国家工学研究センター等という 3 つ

の国家級工学（技術）研究センター、4つの国家級企業技術センター、1つの国家級産業

技術イノベーション戦略連盟、10 余りの省レベルの工学（技術）研究センター、企業重

点実験室と企業技術センター、5つの大手企業には研究開発部門やポストドクター・ステ

ーションも設けられている。さらに、中国軌道交通特許情報センターは「南車株洲電力

机車研究所」に設けられている。 

国内外の連携 

同産業クラスター内の企業は上海交通大学、中南大学など多数の研究機構と緊密な協

力関係を構築しており、シーメンスを始め国際的な知名企業とも連携を続いている。 

目 標 

2017 年まで、同産業クラスターの総生産高が 1400 億元以上を目標の一つとしている。

備 考 

軌道交通装備製造産業は株洲市ひいては湖南省の最も重要な産業の一つである。 
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No.51 

名称 
湘潭先進的鉱山装備製造イノベーション型産業クラスター 

中国語 湘潭先進的鉱山装備製造創新型産業集群 

主管組織 湘潭高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 湘潭高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 湖南省湘潭高新技術産業開発区 

概 要 

湘潭先進的鉱山装備製造イノベーション型産業クラスターは、湘潭ハイテク産業開発区に

立地され、イノベーション型産業クラスター（試行）と承認されてからは、中国科学技

術部は每年 3000 万から 5000 万元的资金支持、湖南省科学技術厅は每年 1000 万から 2000

万元の資金支持を行うことになっている。これは同地域における伝統産業のグレードア

ップに直結する重要な事業である。 

構成や成果 

2011 年、同産業クラスターの総生産高は 127 億元で、2012 年、国家イノベーション型

産業クラスター関連政策の影響を受けて、一層発展されて、総生産高は 200 億元以上に

なり、前年同期に比べて 30％以上増加し、湘潭工業経済の核心的成長力を表している。

イノベーション 

湘潭市は、中国全国初の「科学技術指導員制度」を実施し、技術者が企業に行くこと

を勧める。また、同市は先進鉱山装備産業の技術取引大会を主催し、大学や研究機関の

研究者や技術者が研究成果を持参して企業と対面交流し、26 件の成果が取引された。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、50 社の鉱山装備コア企業、大学、研究機関が共同で「湘潭市先

進鉱山装備製造産業技術イノベーション戦略連盟」を結成させ、共同で重要な産業技術

や共通技術の研究開発に取組み、国家と湖南省の重大な研究課題に取り組んでいる。 

目 標 

同産業クラスターは、2017 年まで、総生産高は 800 億元を超えて、売上げ 100 億元企

業は 1 社から 2 社、売上げ 50 億企業は 3 社から 4 社、特許出願は 1000 件（その中で発

明特許は 200 件以上）になることを目標とし、国内規模最大、世界一流の鉱山装備産業

集積区、イノベーション能力突出の技術イノベーションセンター、健全化された産業化

サービス基地と戦略的新興産業の成長力になることも目標としている。 

備 考 

 湖南省政府は、湘潭の鉱山装備製造産業を、工学機械産業、軌道交通産業及び自動車

産業以後の第 4 産業として位置づけて推し進めている。なお、湘潭ハイテク産業開発区

は以前より認定されている国家ハイテク産業開発区のである。 
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No.52 

名称 
長沙電力知能制御と設備産業クラスター 

中国語 長沙電力智能制御与設備産業集群 

主管組織 長沙高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 長沙高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 湖南省長沙高新技術産業開発区 

概 要 

長沙電力知能制御と設備産業クラスターは、電力、情報、業務という 3つの流れを有機的

に融合し実現する電力知能制御と設備に取り組む産業クラスターである。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、「威勝集団」、「遠大科技集団」、「華自科技」、「紫光測控」、「湘

能楚天」、「金杯電工」、「長纜電工」、「科力遠」、「紅太陽光電」等の大手企業が駐在され

ており、知能制御を核心とし、中小電力ステーション制御システム及び設備、送電制御

及び送電電纜、配電制御、電力使用計算、エネルギー管理など、優良製品を提供してい

る。2012 年、同産業クラスターが実現した総生産高は 400 億元で、前年同期に比べ 26％

を増加し、納税額は 123 億元で、前年同期に比べて 30％以上を増加した。前述した大手

企業も含めて、駐在企業は 600 社余りで、売上げ 1億元を超える企業が 39 社である。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、湖南大学、中南勘測設計院、中電 48 所等 50 余り研究機関が

駐在されており、国家電能質量変換与制御工学技術研究センター、知能化総合効率管理

技術研究センター等、6つの国家級工学技術研究センターと重点実験室、省レベルや部レ

ベルの工学技術研究センターは 15箇所も設けられている。担当した国家タイマツ計画や、

863 計画等国家級開発プロジェクトは 21 件で、授権された発明特許は 500 件余りである。

国内外の連携 

同産業クラスターは、中国アカデミックメンバーやポストドクターという個人とも、

専門サービス企業や金融企業とも多様な協力関係を構築している。 

目 標 

同産業クラスターは、イノベーションを通じて、知能中小水田設備、安全型知能配電

設備、効率性知能電力使用管理設備及び分布式エネルギー蓄積節能設備という 4 つの領

域を重点的に推進し、2015 年までには総生産高が 500 億元を超えるように取組み、影響

力のある現代的な産業集積ができ、イノベーションのモデル基地や地域経済成長のエン

ジン、国際競争の主力になることを目標としている。 

備 考 

長沙ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1991 認定）。 
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No.53 

名称 
深センハイテク産業開発区次世代イノベーション型産業クラスター 

中国語 深圳高新区下一代互聯網創新型産業集群 

主管組織 深圳高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 深圳高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 広東省深圳高新技術産業開発区 

概 要 

深センハイテク産業開発区次世代イノベーション型産業クラスターは、その産業規模

が中国の上位に立っている。次世代インターネット産業は電子情報産業の新興産業の一

つとして、マーケットが大きく、資源の節約にもなる特徴から、インターネットやモバ

イル・ネットワークを代表とする産業は、深センハイテク産業開発区、ひいては深セン

市の経済成長や産業構造の調整、グレードアップに直結する重要な一手になる。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、関連企業の 1023 社が入居されており、そ

の中で、ハイテク企業は 264 社、従業員数 12.48 万人である。主として「物聯網」、「高

端軟件」、「三網融合」、電子商取引及びクラウドコンピューティングなどの産業に従事さ

れている。また、「中興」、「国民技術」、「金蝶」、「腾訊」、「易思博」、「卓望」、「同洲電子」、

「九州電子」、「創維」、「力合数字電視」、「天威視訊」、「深圳電信」、「深圳移動」、「深圳

聯通」、「迅雷」、「順豊物流」が代表的企業である。 

イノベーション 

同産業クラスタターでは、2013 年 12 月現在、インターネット産業に勤めている人員は

124882 人で、同開発区全体の 29.76％を占めている。その中で、研究開発者は 49257 人

で、同開発区全体の 42.23％を占めている。準大学以上の人員は 97719 人で、同開発区全

体の 34.45％を占めている。特許出願数は 3855 件で、その中で発明特許出願数は 2784 件

で、授権された特許数は 1398 件で、その中で発明特許は 527 件である。なお、606 社の

科学技術経費の支出が販売額 10％以上になっている。 

国内外の連携 

同産業クラスターでは、国家工学実験室は 3 箇所、国家工学技術研究センターは 2 箇

所、国家級企業技術センターは 5箇所、国家級工学センターは 4 箇所、ポストドクター・

ステーションは 24 箇所、重点実験室は 65 箇所が設立されている。 

目 標 

同産業クラスターの成果が深セン市に拡大し、次世代インターネットモデル都市へ。 

備 考 

深セン市は中国初のクラウドコンピューティング産業協会を設立した。 
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No.54 

名称 
恵州ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ知能端末イノベーション型産業クラスター 

中国語 恵州雲計算智能端末創新型産業集群 

主管組織 惠州仲恺高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 惠州仲恺高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 試行 

連絡住所 広東省惠州仲恺高新技術産業開発区 

概 要 

恵州雲計算知能端末イノベーション型産業クラスターは、知能携帯、タブレット、車

載知能設備とクラウドテレビを代表とする知能端末産業と、組み込みソフト、知能端末

操作システム及びコンテンツ提供などを代表とするクラウドコンピューティング応用産

業を融合するところであり、5 大専門産業パーク、すなわち TCL 液晶、LED、新エネ、移

動ネットワーク、「慧雲生態創意」産業パークの最適化を図り、クラウドコンピューティ

ング知能端末産業の上流工程へと、産業シフトやグレードアップに取組んでいる。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、TCL、「德赛」、「華陽」という 3大企業グル

ープのほか、「三星」、「科鋭」、「元晖」、「龍旗」、「鼎智」、「長城」等、国内外の大手や中

小企業は 341 社が駐在されている。その中で、ハイテク企業は 70 社で、上流の基本設計、

中間のシステム設計やコア部品の組み合わせ、下流の端末製品の製造までの産業チェー

ンが形成されている。2013 年、総生産高は 2047.80 億元で、これは全開発区総生産高の

80.1％を占めており、前年同期に比べて 32.4％を増加し、同産業クラスターは仲恺ハイ

テク産業開発区の発展を牽引するエンジンになっている。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、企業研究開発部門の設立、大学と企業の連携による聯合実験

室の設立によって多様な研究資源が共有化され、2013 年 12 月現在、国家デジタル家庭工

学技術研究センター等、多様な技術開発プラットフォームは 50 箇所を超える。と同時に

クラウドコンピューティング応用、車ネットワーク連盟など複数の産業連盟を創設し、

2013 年に企業が研究開発に投入した資金の総額は 24 億元を超え、GDP の 4.6％を占めた。

国内外の連携 

同産業クラスターは、国内を主体にしながらも、米国のボストンやシリコンバレー、

ドイツにも海外インキュベータを設けて、国際的な起業支援を実行している。 

目 標 

同産業クラスターは、2016 年までに販売収入が 3000 億元を超えるとの目標である。 

備 考 

惠州仲恺高新技術産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1992 年認定）。 
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No.55 

名称 
中山健康サイエンスイノベーション型産業クラスター 

中国語 中山健康科学創新型産業集群 

主管組織 中山高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 中山高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 広東省中山高新技術産業開発区 

概 要 

中山健康サイエンスイノベーション型産業クラスターは中山国家健康科学技術産業基地を

ベースにしたところである。同産業基地は中国科学技術部、広東省政府と中山市政府が

共同で創設し、中国初の国家級の国際認証された GLP、GCP、GMP 及び GSP 標準に従って

建設し、イノベーション創薬、漢方薬、保健品、健康食品、医療器械、医薬包装材料の

研究開発、臨床応用、製造と販売を一体化した総合的な健康産業パークである。 

構成や成果 

同産業クラスターには、2012 年 12 月現在、160 社が駐在し、世界 500 强企業や世界 5

大肽類薬物企業、世界最大の草本とビタミン製造の米国 NBTY 社及び「康方生物」、「美国

安士」のほか、「中智医薬集団」、「三才医薬集団」、「大参林医薬集団」、「星昊薬業集団」、

「匯和製薬」、「欧亜包装」、「美捷時包材」、「九州通医薬物流」、「百霊生物」、「海済生物」、

「珐玛斯科技」等も含まれる。2010 年の総生産高は前年同期の 155 億元から 177 億元に

増加し、17％の増加となった。2011 年に初めて 200 億元を超えて、2012 年に 242 億元に

増加し、25％増加となった。 

イノベーション 

同産業クラスターは、医薬企業創業インキュベーション・プラットフォーム、現代漢

方薬と天然産物対照品研究、華南新薬創成センター、中間固体調合剤研究開発プラット

フォーム、新薬研究開発アウトソーシングプラットフォーム、新薬と医療器械臨床研究

と研修センターを含む研究開発サービスフラットフォームのほか、食品化粧品安全評価

センター、健康医薬総合検測などの検査検測プラットフォーム、金融サービスや資本運

営サービス、仲介機構の管理を含む資本運営サービス・プラットフォームを形成した。 

国内外の連携 

2012 年 12 月現在、実際に利用した外資は 4771 万米ドルである。 

目 標 

同産業クラスターは、国際最大の健康サイエンス産業クラスターを目指している。 

備 考 

中山ハイテク産業開発区は 1990 年に認定された国家級ハイテク産業開発区であり、中

国全国で 4つの「タイマツ」と名の付く国家級ハイテク産業開発区の一つでもある。 
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No.56 

名称 
広州個人医療とバイオ医薬産業クラスター 

中国語 広州個人医療与生物医薬産業集群 

主管組織 広州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 広州高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 広東省広州高新技術産業開発区 

概 要 

広州個人医療とバイオ医薬産業クラスターは、広州ハイテク産業開発区を基地として諸事業

に取り組んでいる。 

構成や成果 

2013年 12月現在、同産業開発区に駐在しているバイオ医薬企業は530社を超えており、

実現した営業収入は 756.4 億元で、前年度同期に比べて約 27％を増加した。企業規模か

らみると、バイオ医薬企業は中小企業が主であるが、成長速度が速く、25 社が高成長企

業と認定された。また、年販売額が 4億元以上の大手企業は 8社、上場した医薬企業は 3

社、大手企業の生産高は開発区総生産高の 78％以上を占めている。製品分類からみると、

個人化医療診断、バイオ製薬、漢方薬現代化等の諸領域では国内の先頭に立っており、

個人医療バイオ産業は 2015 年までに 1000 億レベルの規模を目指している。 

イノベーション 

同開発区は企業の研究開発イノベーションを強力に推進し、資金の投入を大幅に増加

させた。2013 年 12 月現在の全開発区企業の R&D 支出は 115 億元であるが、その中で、全

開発区のバイオ医薬企業の R&D 支出は 17.49 億元である。2013 年 12 月現在、同開発区は

6つのバイオ医薬産業国家級の研究センターを設けており、バイオ医薬産業の高成長のエ

ンジンになることを期待している。 

国内外の連携 

同開発区、とりわけ同産業クラスターにおいても産学研連携を強化している。 

目 標 

同産業クラスターは、広州に立脚しながら全国に向けて展開しようと目指しており、

イノベーションを原動力とし、先端的な諸要素を集積し、産業の発展に必要な基礎的な

インフラを改善し、一層必要な資金を投入し、公共的な技術とサービスのプラットフォ

ームを構築し、イノベーションや創業を促進する。持続的なイノベーション力を有する

企業群を誘致し、突破性のある技術イノベーション成果を創出し、自主的なイノベーシ

ョン成果の産業化を通じて、経済発展モデルのシフトを推進する、と目指している。 

備 考 

広州ハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1991 年認定）。 
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No.57 

名称 
珠海知能配電網装備産業クラスター 

中国語 珠海智能配電網装備産業集群 

主管組織 珠海高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 珠海高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 広東省珠海高新技術産業開発区 

概 要 

珠海知能配電網装備産業クラスターは、珠海ハイテク産業開発区に位置される産業クラ

スターの一つであり、同産業開発区は 10 億元の産業発展特別基金を設立し、珠海知能配

電網産業の発展を推し進めている。 

構成や成果 

2014 年 10 月現在、珠海ハイテク産業開発区では 130 社余りが集積されており、一定の

産業基盤ができている。とくに電力保護、自動化監視、電網安全制御などの領域では比

較的に競争力を有する。長年の取組みによって、同開発区では、「許継電器」、「銀通新能

源」、「泰坦科技」、「興業新能源科技」、「長園電力技術」、「万力達電気」、「藍吉爾儀表」

と「南自電気(珠海)」といった知名な企業が集まっており、基本的な産業チェーンを形

成し、産業特性が可視化されるような知能配電網装備産業クラスターになってきている。

イノベーション 

同産業クラスターはとくに技術や創出プロセスイノベーションに取組み続けている。 

国内外の連携 

珠海ハイテク産業開発区は 2 億元の財政支援資金を設けて、国内外の知能電網業界の

イノベーション創業団体を誘致し、プロジェクト開始資金、持续支援資金、貸出や補助

金等を含む一連の政策的サービスを提供している。また、同産業開発区は南方電網、国

家電網等の業界管理部門とも戦略的協力を進め、大容量儲能試験センターと海上風力電

力検測センター等の公共技術サービス・プラットフォームを構築し、知能電網産業クラ

スターの集約や集積に注力している。 

目 標 

同産業クラスターは、技術開発、生産製造、応用見本、知財ライセンス、標準制定、

研修などといった多様な形態を一つに集合し、国内一流の知能電網先進製造業とサービ

ス業基地になることを目標としている。 

備 考 

珠海ハイテク産業開発区は 1992 年に認定された国家級ハイテク産業開発区である。同

産業開発区は、ソフトウェアと集積回路、知能電網、移動ネット、医療器械医という 4

つの産業クラスターを形成してきている。 
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No.58 

名称 
南寧亜熱帯バイオ資源開発利用産業クラスター 

中国語 南寧亚热带生物資源開発利用産業集群 

主管組織 南寧高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 南寧高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 広西自治区南寧高新技術産業開発区 

概 要 

南寧亜熱帯バイオ資源開発利用産業クラスターは、南寧ハイテク産業開発区の戦略的

な発展計画の重要な構成部分である。 

構成や成果 

2014 年 12 月現在、南寧ハイテク産業開発区に駐在している規模以上の亜熱带バイオ資

源利用企業は 47 社である。これを含む南寧ハイテク産業開発区に駐在しているハイテク

企業総数は 103 社であり、南寧市全体の 63.2％を占め、広西イノベーション型企業（試

行）は 16 社、南寧市全体の 61.53％を占めている。 

イノベーション 

2014 年 12 月現在、1 つの公共バイオ技術中間試験プラットフォーム、1 つの国際認定

のバイオ実験室が設立されており、支援して設立した袁隆平院士ワークステーション等、

9 つの中国アカデミックメンバー・ステーションになる。2014 年に新規増設された国家

級技術インキュベータは 1 箇所、市レベルの企業技術センターは 1 箇所、南寧市全体の

35.19％を占める。市レベルの工学技術研究センターは 13 箇所、南寧市全体の 44.83％を、

自治区レベルの企業技術センターは 33 箇所、南寧市全体の 51.56％を、自治区レベルの

工学技术研究センターは 24 箇所、南寧市全体の 42.86％を占めている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、とくに広西大学バイオ技術センター、広西科学院国家重点技術

工学センターと連携し、亜熱帯バイオ資源開発利用を基盤とする現代的な漢方薬、バイ

オ製品及び資源加工、バイオ技術等の特色産業基地の発展に取組み、イノベーション型

パークの建設に注力している。 

目 標 

2014 年 1 月、同産業クラスターを含む南寧ハイテク産業開発区は、3 つのステップで

取り組もうという戦略が策定し、公表した。すなわち、2014 年まで、総生産高は 800 億

元以上、2015 年まで、総生産高は 1000 億元以上、2020 年まで、総生産高は 2000 億元を

超えるように、目標としている。 

備 考 

南寧ハイテク産業開発区は 1992 年に認定された国家級ハイテク産業開発区である。 
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No.59 

名称 
柳州ハイテク産業開発区自動車及び部品産業クラスター 

中国語 柳州高新区汽車及部品産業集群 

主管組織 柳州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 柳州高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 広西自治区柳州高新技術産業開発区 

概 要 

柳州自動車及び部品産業クラスターは柳州ハイテク産業開発区に位置されている。 

構成や成果 

2011 年、柳州ハイテク産業開発区の総收入は 1200 億元を超えて、新規増加したハイテ

ク企業は 25 社、ハイテク企業数の累計は 119 社になり、広西自治区初のハイテク企業が

100 社を超えたパークになった。国家級の技術企業インキュベータは中国科学技術の再確

認に通過し、自動車電子関連の基礎的な実験室と模擬工場建設が修了しむ使用開始にな

った。通年誘致し支援・養成した企業は 81 社、新規増加したインキュベーション・プロ

ジェクトは 50 件、インキュベータから卒業した企業は 10 社である。 

イノベーション 

同産業クラスターは、産業構造の調整を主として、全面的に自動車の車種を開発し、

製品の構造を調整し、産業のグレードアップを促進し、自動車及び部品産業を強化して

いる。と同時に、産業チェーンを拡張し、産業上流の企業と下流の企業との協働などを

誘導し、産業技術能力のアップを重視し、多様な公共サービス類のプラットフォームを

構想し、産業クラスターの発展に注力している。自動車電子関連には 900 万元余り、自

動車動力システム関連には 1200 万元を投資している。「上汽通用五菱」と「上海交大」

が共同で開発した「複雑薄板産品組立のデジタル化設計と装備技術」は中国国家科学技

術賞二等奨が与えられ、44 の自動車及び部品の関連項目は国内先進の水準にある。 

国内外の連携 

同産業クラスターは国内外の連携を惜しまず多様な結束を図っている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年までに、自動車及び部品産業規模を一層拡大し、実力を

さらに向上し、販売収入は 2500 億元、実現する工業増加値は 700 億元、完成車の生産量

は 180 万両以上、その中で、多機能乘用車等の生産量は 40 万両以上が目標である。 

備 考 

柳州ハイテク産業開発区は 1992 年に広西自治区政府によって認定された省レベルのハ

イテク産業開発区であり、中心園区と官塘創業という二つの部分からなるが、2012 年 12

月に国家級ハイテク産業開発区に昇格された。 
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No.60 

名称 
重慶ハイテク産業開発区電子情報産業クラスター 

中国語 重慶高新区電子信息産業集群 

主管組織 重慶高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 重慶高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 重慶市重慶高新技術産業開発区 

概 要 

重慶ハイテク産業開発区電子情報産業クラスターは、重慶ハイテク産業開発区が注力

している 3つの産業クラスターの中の一つである。具体的には、「金凤電子情報産業基地」

を核心とし、「二郎ハイテク創業サービスセンター」と「石橋舗長江上游 IT デジタルセ

ンター」で支える空間的な分布された電子情報産業クラスターである。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2012 年 10 月現在、「台晶電子」、「超衆」、「台達」、「慶利達」

等 50 社あまりのノートパソコン関連企業が駐在されている。金凤電子情報産業基地は中

国内陸で最大の保税区である「重慶西永総合保税区」と繋がり、「惠普」、「富士康」、「英

業達」等の企業の近くにある。2012 年にノートパソコン関連企業の駐在を 70 社以上と確

保したあと、2015 年までに、金凤電子情報産業パークは新たに電子情報の有力企業 5 社

と、知能端末設備製品 50 を誘致しようとしている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、研究開発、製造、販売、サービスという四位一体の電子情報産

業の発展を目指し、とくにそのモデルイノベーションに注力している。 

国内外の連携 

同産業クラスターは駐在している大手企業を通じて多様な産学連携を推進している。 

目 標 

同産業クラスターは、業界に代表的な大手「華硕中国第二運営本社」が同クラスター

に駐在することをきっかけに、「金凤電子情報産業パーク」の開発、「石橋舗 IT デジタル

港グレードアップ」建设プロジェクトを加速し、生産、研究開発、販売、アフターサー

ビスを一体化した電子産業チェーンの確立を目指している。2015 年までに、同産業クラ

スターの総生産高は 400 億元を目標としている。 

備 考 

重慶ハイテク産業開発区は以前より認定された国家級ハイテク産業開発区であり、こ

こで記載している重慶ハイテク産業開発区電子情報産業クラスター以外取り組んでいる

他の 2つは、装備製造産業クラスターと、バイオ医薬産業クラスターである。後者は 2014

年 12 月現在まだ国家級として認定されていない。 
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No.61 

名称 
成都デジタルニューメディアイノベーション型産業クラスター 

中国語 成都数字新媒体創新型産業集群 

主管組織 成都高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 成都高新技術産業開発区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 四川省成都高新技術産業開発区 

概 要 

四川省、成都市、成都ハイテク産業開発区は産業クラスターの建設を重視している。

四川省政府は「成都ハイテク産業開発区を世界一流のサイエンスパークへ」と、成都市

政府は「成都市モバイル・ネットワーク産業の発展規画」を策定し、成都ハイテク産業

開発区はモバイル・ネットワーク産業を戦略的新興産業として発展させるために、「モバ

イル・ネットワーク産業発展を推進する意見」等を公表した。このような中で、成都デ

ジタルニューメディアイノベーション型産業クラスターは主として、移動通信研究開発、知能

端末研究開発と製造、移動応用サービス、移動決済と電子商取引という 4つからなる。 

構成や成果 

同産業クラスターは 2013 年 12 月現在、505 社を集めている。その中で、移動通信研究

開発企業は 50 社余り（「華為」「中興」、モトローラ等）、知能端末研究開発と製造企業は

30 社に近く（「鸿富錦」「联発芯」「展訊」等）、移動決済及び電子商取引企業は 50 社余り

（「中聯信通」「聚美优品」「天志大行」等）、移動応用サービス企業は 370 社余り（「天象

互動」「墨龍科技」「数字天空」「尼毕鲁」「楽動信息」「品果科技」等）である。携帯ゲー

ム、デジタル出版、デジタル教育、辞書ソフト等の多様な領域に及んでおり、2013 年の

総収入は 1200 億元で、開発区総収入の 25％を占め、従業員数は 14.86 万人である。 

イノベーション 

同産業クラスターは、業界資源の最適化やイノベーションサービスの体系化を実現す

るために、次世代移動通信産業技術イノベーション連盟などを主導的に創設した。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、シンガポールやヨーロッパとの国際的連携も進行している。 

目 標 

2016 年まで、ビジネスモデルイノベーションの先発区、ハイレベル人材の集積区、業

界応用モデル区になり、次世代移動通信の研究開発サービスと移動ソフトや応用サービ

スを形成し、制作環境が良く、イノベーション動力が強く、産業特性が明るく、ブラン

ド効果が著しくなる西部の都になるよう、目標している。 

備 考 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターに授権された特許数は 1944 件になる。 
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No.62 

名称 
綿陽自動車エンジン及びキー部品産業クラスター 

中国語 綿陽汽車発動機及関鍵零部件産業集群 

主管組織 綿陽高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 綿陽高新技術産業開発区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 綿陽高新技術産業開発区 

概 要 

綿陽自動車エンジン及びキー部品産業クラスターは、綿陽ハイテク産業開発区に位置さ

れる産業クラスターである。もともと綿陽ハイテク産業開発区は電子情報、自動車及び

部品、新材料という 3 大産業を柱産業とする産業構造であるが、同産業クラスターはそ

の中の自動車及び部品産業をベースに特化した形である。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2012 年 6 月、「華晨汽車南方基地」、「中国重汽绵陽卡車項目基

地」、「川汽新能源汽車基地」などが駐在され、完成車生産の「三力股份」、「好聖」、「大

衆」、「奥迪」も駐在され、部品生産の「万欣汽配」、「陽晨汽配」、「川銀動力」も駐在さ

れている。2011 年現在、綿陽自動車及び部品産業の総生産高は 90.96 億元となり、前年

同期に比べて 27.06％を増加した。完成車の生産と販売は 7.3 万両になり、エンジンの生

産と販売は 23 万台になり、完成車と部品という両産業の並行的な前進を実現した。 

イノベーション 

2012 年 6 月、綿陽市では、国家級の企業技術センターは 1 箇所、省レベルの企業技術

センターは 1 箇所が設けられている。綿陽自動車及び部品産業の発展に関する全体計画

によれば、2015 年までに、綿陽市は新たに国家級企業技術センターの 1 箇所、省レベル

の企業技術センターの 3 から 5 箇所を設ける。電動車の研究開発も大きな前進を実現し

た中で、自動車及び部品企業は 90％以上が国際標準を採用、設計、製造する。 

国内外の連携 

同産業クラスターに限らないが、同産業開発区は 2014 年 2 月現在、累計的に国内外の

企業 1000 社余りを誘致し、多様な資金 500 億元を獲得した。米国、日本、ポーランド、

ドイツ、タイ、香港、台湾等、複数の国または地域からの投資で、30 社余りの独資また

は合資の企業が同産業開発区にて設立されている。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年までに、自動車完成車及び部品の総生産高は 300 億元以

上、2020 年までは 1000 億元以上になるよう、目標としている。 

備 考 

綿陽ハイテク産業開発区は 1992 年に認定された国家級ハイテク産業開発区である。 
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No.63 

名称 
貴陽国家ハイテク産業開発区新材料産業クラスター 

中国語 貴陽国家高新区新材料産業集群 

主管組織 貴陽高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 貴陽高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 貴州自治区貴陽高新技術産業開発区 

概 要 

貴陽国家ハイテク産業開発区新材料産業クラスターは、貴陽国家ハイテク産業開発区

内の「金陽産業サイエンスパーク」をベースにした産業クラスターであり、同産業開発

区が重点的に取り組む重要な戦略的新興産業の一つである。2012 年 10 月現在、リチウム

イオン動力電池材料、LED 光電産業材料、高性能軽質合金材料及び聚合物膜材料を核心と

する新材料産業クラスターが形成されてきている。 

構成や成果 

同産業クラスターは、2011 年に実現した総生産高は 102.2 億元で、前年同期に比べて

27.5％の増加である。同産業クラスターに駐在されている代表的企業である「貴州振華

新材料有限公司」は中国内第一、世界で前三位の的リチウムイオン電池正極材料の研究

開発、生産及び販売企業である。2012 年 1 月から 8 月まで、同社が実現した総生産高は

4.9 億元で、前年同期に比べ 44.6％を増加した。同期に、同社は貴陽ハイテク産業開発

区の沙文園に年産 7500 トンのリチウムイオン電池正極材料生産ラインを建設し、その中

で 2億元を投資した 3000 トンの生産ラインは既に使用が開始された。 

イノベーション 

同産業クラスターにおける技術イノベーションの水準は同業界では先頭にある。 

国内外の連携 

同産業クラスターは多様な資源の全体最適を目指して多様な試みを展開中である。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年までに、年生産高は 1億元を超える企業は 50 社以上を集

積し、規模以上企業の総生産高は 300 億元から 500 億元へと実現し、現地からのイノベ

ーション能力の強い新材料新エネ産業基地になることを目標としている。 

備 考 

貴陽ハイテク産業開発区は 1992 年に認定された貴州省内唯一の国家級ハイテク産業開

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。 
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No.64 

名称 
昆明市バイオ医薬産業クラスター 

中国語 昆明市生物医薬産業集群 

主管組織 昆明市人民政府 

所在地域 昆明バイオ産業基地 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 雲南省昆明バイオ産業基地 

概 要 

「昆明市工業産業分布規画綱要（2008-2020）」では、バイオ製薬産業は現有のバイオ

及び医薬研究開発、生産、販売と漢方薬などの植栽的優位性を活かしながら、業界最適

を推進し、天然薬物を主とするバイオ医薬を大いに発展させ、昆明を全国一流の天然薬

物原料の加工や取引センターになるよう取り組むとされている。このような背景の中で、

昆明市バイオ医薬産業クラスターは昆明国家バイオ産業基地をベースに誕生した。 

構成や成果 

2011 年、昆明市のバイオ産業の総生産高は 760.62 億元であり、前年同期に比べ 15.6％

の増加で、工業増加値は 303.19 億元である。2012 年、昆明市が重点的に実施した工業プ

ロジェクトは 35 件であるが、その中で、バイオ産業のプロジェクトは 25％を占めている。

2014 年 8 月現在、同産業クラスターでは、雲南省全省の 80％の規模以上のバイオ製薬企

業が集まっており、世界的に知られるドイツの「拜耳薬業」やイスラエルの「貝克諾頓

薬業」のほか、「華大基因」、「雲南白药」、「昆明製薬」、「沃森生物」、「龍津薬業」、「医学

生物所」、「植物薬業」、「生物製薬」など 200 社近くの国内知名企業である。 

イノベーション 

同産業クラスターは産学研連携を通じて多様なイノベーションを行っている。 

国内外の連携 

昆明国家バイオ産業基地は中国科学院昆明分院、中国医学科学院医学生物学研究所、

昆明植物研究所、動物研究所、雲南省薬物研究所、昆明理工大学、昆明医学院、雲南農

業大学等の大学や研究機構と連携し、公共実験センター、実験動物センター、バイオ医

薬中間試験生産センター、バイオ安全保護実験室を設立した。 

目 標 

同産業クラスターは、とくに天然薬物、バイオ製品、化学原料薬及び調合剤、健康産

品という 4 つのカテゴリーに取組んでいるが、2015 年までに、バイオ産業の総生産高は

2010 年の数字を倍に増加となるよう、1400 億元となることを目標としている。この数字

は雲南省全体のバイオ産業の総生産高の 1/4 前後になる。 

備 考 

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。 
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No.65 

名称 
西安ハイテク産業開発区軍民融合通信産業クラスター 

中国語 西安高新区軍民融合通信産業集群 

主管組織 西安高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 西安高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 陝西省西安高新技術産業開発区 

概 要 

西安ハイテク産業開発区は今後の発展のために、戦略的な新興産業に積極的に取組ん

でおり、その一つが軍民融合通信産業クラスターである。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、同開発区に各具から民へ、民から軍へとする企業は 126 社、60 社

余りは军民両用技術の研究開発と製造に従事し、30 社余りは軍用標準や国家標準の生産

が可能という能力証明を有し、その中で、1社は中国企業初の「一類武器装備科学研究生

産許可証」を得た企業である。2013 年の企業販売収入は 5億元を超えている。 

イノベーション 

同産業クラスターは、軍用技術と地方産業のマッチングを推進するために、西安ハイ

テク産業開発区が国家軍民融合通信イノベーション型産業クラスターの建設をきっかけ

に、「軍民融合産業促進オフィス」を設置し、軍民融合産業パークの建設を企画し、「軍

民融合産業基地＋軍民技術取引プラットフォーム」を通じて、軍用工業研究開発を秘密

化し、技術市場を十分に開放するという新型軍民融合モデルを形成し、軍民融合の実質

的な進展を得られるように、色々な試みを続けている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、米国の「漢勝」、「派克」、「霍尼韦爾」、「斯倫貝謝」等という国

際的知名な企業を誘致し、多様な国際連携にも積極的に取組んでいる。 

目 標 

2015 年、西安ハイテク産業開発区は軍民融合通信や太陽光発電等の領域で、国家級の

イノベーション型産業クラスターの建設を通じて、戦略新興産業の総営業収入は 7000 億

元とし、産業の比率は従来の 30％から 50％以上になるよう、目標としている。 

備 考 

西安ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級のハイテク産業開発区の一つで

あり、中国各地における国家ハイテク産業開発区の中ではランキング 10 位に入るほど実

績の多い開発区であり、中国が決めた世界一流サイエンスパークの取り組む 6 パークの

一つでもある。同開発区は、ここで記載している軍民融合通信産業クラスター以外、知

能端末産業クラスターへの取組みも強化している。 
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No.66 

名称 
楊凌モデル区バイオ産業クラスタークラスター 

中国語 楊凌示範区生物産業集群 

主管組織 楊凌高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 楊凌高新技術産業開発区 

認定時期 2011 年 認定段階 育成 

連絡住所 陝西省楊凌高新技術産業開発区 

概 要 

楊凌モデル区バイオ産業クラスターは、中国における国家ハイテク産業開発区の中で唯

一農業に重きを置いた楊凌国家農業ハイテク産業開発モデル区に位置される。 

構成や成果 

2011 年 12 月現在、楊凌地域のバイオ関連企業 300 社近く、中国におけるバイオ生産の

密集している地域の一つである。とくにバイオ医薬、バイオ農業、バイオ製造、バイオ

環境保護などに取り組む企業や研究機関が多い。 

イノベーション 

同産業クラスターのイノベーション創出や発展の主な実施者は西北農林科技大学であ

る、と言われている。同大学の前身は 1934 年に設立された国立西北農林専門学校等であ

ったが、1999 年 9 月に国務院の承認を得て、元西北農業大学、西北林学院、中国科学院

水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省農業科学院、陕西省林业科

学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等、7つの教育研究機関から西北農林科技大学に

なって、現在は中国国家「985 工程」と「211 工程」に指定される重点大学である。 

国内外の連携 

楊凌ハイテク産業開発区は同バイオ産業クラスタークラスターの発展を加速するため

に、同イノベーション創業パークは「南京鼎業投資集団」、西安ハイテク産業開発区、上

海張江ハイテク創業サービスセンター、清華サイエンスパーク等と緊密に連携し、交流

や相談を重ねて、ともに楊凌バイオ産業基地の発展に取り組むよう合意を得られた。 

目 標 

同産業クラスターは特にバイオ農業やバイオ製薬を中国の最先端へと目標している。 

備 考 

楊凌はもともと中華農耕文明の発祥地である。4000 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 100 余り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 月に国務院が設立を決定した。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ている。 
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No.67 

名称 
宝鶏ハイテク産業開発区チタン産業クラスター 

中国語 宝鶏高新区チタン産業 

主管組織 宝鶏高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 宝鶏高新技術産業開発区 

認定時期 2011 年 認定段階 育成 

連絡住所 陝西省宝鶏市高新大道 69 号 

概 要 

宝鶏市は中国最大のチタン及びチタン合金の生産基地であり、2011 年に宝鶏ハイテク

産業開発区チタン産業クラスターが第 1 回認定リスト（育成）に入選された。同産業クラ

スターが有するチタン生産量は中国総量の 85％を占め、おおよそ世界チタン総量の 22％

を占める。製品は広く航天、航空、航海等の多様な領域に利用されている。2011 年に省

チタン及び稀有金属材料産業連盟及び技術イノベーション戦略連盟が創設されて、同産

業クラスターには中国唯一のチタン専門のインキュベータが設けられている。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、2013 年 12 月現在、チタン及び稀有金属材料の研究、生産、加

工、貿易、流通の企業は 400 社余りが集積されている。2013 年、同産業クラスターの総

生産高は 320.9 億元で、営業收入は 308 億元で、輸出は 1.06 億米ドルである。同産業ク

ラスターにおいては、チタン鉱の選定、加工、回收から応用までの研究、開発、生産等

一連の産業チェーンが形成されており、「宝钛集団」は中国における最大のチタン材料の

加工企業であり、その製品は長年、ボーイングやエアバスに対して提供している。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、チタンに関連する国家級技術センター、実験室及び基地が設

置されている。また、国家工学技術センターは 2 箇所、ポストドクター・ステーション

は 4箇所、チタン領域のハイテク企業は 27 社が駐在されている。2013 年 12 月現在まで、

同産業クラスターが担当した国家の重大技術プロジェクト、科学技術重要計画プロジェ

クト及び 863 計画等、国及び省レベルの関連プロジェクトは 100 件を超えている。 

国内外の連携 

同産業クラスターのコア企業である「宝钛集団」は、西北有色金属研究院や西北工業

大学などと多様な連携を進めているし、海外からハイレベルの人材も多数招いた。 

目 標 

同産業クラスターは、中国において一流の研究開発機構、一流の生産環境、一流の生

産企業のモデル基地になるよう、目指している。 

備 考 

宝鶏高新技術産業開発区は国家級ハイテク産業開発区（1992 年認定）。 
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No.68 

名称 
蘭州ハイテク産業開発区省エネ環境保護産業クラスター 

中国語 蘭州高新区省能源環境保護産業集群 

主管組織 蘭州高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 蘭州高新技術産業開発区七里河園区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 青海省蘭州高新技術産業開発区 

概 要 

蘭州ハイテク産業開発区省エネ環境保護産業クラスターは、蘭州ハイテク産業開発区

の一角をベースにした重要な産業クラスターの一つである。2012 年 11 月 16 日、蘭州市

政府は「全市における産業パークの快速発展に関する意見」を公表し、省エネ環境保護

産業を含むハイテク産業のグレードアップや産業クラスターの育成などに対し、新たな

産業体系になるように、より一層推し進めようとした。同産業クラスターは、同産業開

発区のサブパークの一つである「七里河園区」をベースに取り組むとした。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、「蘭州節能環保工程」や「甘粛一德節能環保」など、省エネ環

境保護関連の企業は増加されており、その中で、ハイテク企業も多数含まれる。 

イノベーション 

同産業クラスターは、駐在している企業と大学や研究機構と共同で、工学実験室、企

業技術センター、技術研究開発センター、技術型インキュベータの設立を薦めている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、国際的な連携はまだ活発に行ってはいないが、国内的には関連

の大学や研究機構などと多様な連携関係を模索しつつ展開している。 

目 標 

前述したように、2012 年 11 月 16 日、蘭州市政府は「全市における産業パークの快速

発展に関する意見」を公表し、省エネ環境保護産業を含むハイテク産業のグレードアッ

プや産業クラスターの育成などに対し、同市において新たな産業体系になるよう、多元

的かつ戦略的な新興産業を形成するように、という目標を立てている。同産業クラスタ

ーに限ることではないが、2015 年までに、同開発区の総生産高は 916 億元以上、前年同

期に比べ、25％の増加になることも目標とされている。 

備 考 

 蘭州ハイテク産業開発区は 1991 年に認定された国家級ハイテク産業開発区であり、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立されている。 
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No.69 

名称 
海西塩湖化工特色循環経済イノベーション型産業クラスター 

中国語 海西塩湖化工特色循環経済創新型産業集群 

主管組織 海西州柴達木循環経済試験区管理委員会 

所在地域 海西州柴達木循環経済試験区 

認定時期 2014 年 認定段階 試行 

連絡住所 青海省海西州柴達木循環経済試験区 

概 要 

2011 年 11 月、海西塩湖化工特色循環経済産業クラスターが中国科学技術部の承認を得

て、第 1回認定リスト（育成）に入選された。その後、2014 年には第 2回認定リスト（試

行）に昇格された。同産業クラスターは、西部地区において唯一入選された非国家ハイ

テク産業開発区内のところであり、中国科学技術部が青海やチベット地域への重要な支

援策の一つとして行っている。このような支援策によって、海西塩湖化工特色循環経済

の発展は加速されたと評価されている。 

構成や成果 

2013 年 12 月現在、同産業クラスターでは 498 社が集積され、その中で、規模以上の企

業は 42 社、実現した総生産高は 426.7 億元で、主要産業の增加值は 106.9 億元になると

報じられる。このほか、授権された特許は 30 件であり、同産業クラスターは当初計画し

た方向へと進めている。 

イノベーション 

同産業クラスターでは、2つの国家工学技術研究センター、2つの国家技術イノベーシ

ョン連盟、7 つの省レベルの工学技術センター、4 つの省レベルの重点実験室、2 つの省

レベルの企業インキュベータ、3つの国家イノベーション型企業（その中で、イノベーシ

ョン型企業は 2社、イノベーション型企業（試行）は 1社) 、7 つのハイテク企業、3つ

の省レベルの農業サイエンスモデル区、11 の省レベルの技術型企業が集積されて、同産

業クラスターにおける多様なイノベーションの主力かステージになっている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、周辺に存在する経済技術開発区などともよい関係にある。 

目 標 

同産業クラスターは、2015 年まで、ハイテク企業は 2013 年の 3％から 20％へと、技術

型企業は 2013 年の 5％から 50％へと、国家級の技術研究開発センターは 3箇所以上へと、

省レベルの技術研究開発センターは 8 箇所以上へと確実に増加し、多様な公共的技術サ

ービス・プラットフォームを構築することを目標にしている。 

備 考 

同産業クラスターの母体は「海西州柴達木循環経済試験区」である。 
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No.70 

名称 
青藏高原特色生物資源と中藏薬産業クラスター 

中国語 青藏高原特色生物資源及中藏薬産業集群 

主管組織 青海生物科技産業園区管理委員会 

所在地域 青海生物科技産業園区 

認定時期 2013 年 認定段階 育成 

連絡住所 青海省生物科技産業園区 

概 要 

青藏高原特色生物資源と中藏薬産業クラスターは、「青海生物科技産業園」（青海バイオ

科学技術産業パーク、以下「青海バイオ産業パーク」と略称）をベースに展開している。

構成や成果 

青海バイオ産業パークは、青藏高原の独特な動植物資源をベースにし、中国科学院西

北高原生物研究所チベット薬センターを技術的プラットフォームとし、製品の自主的な

開発や、技術性の高い付加価値の創出に取り組む。2014 年 10 月現在、「中藏薬」（漢方薬

やチベット薬）の総生産高は 178 億元になった。 

イノベーション 

同産業クラスターも含めて、西寧経済技術開発区は、とくにバイオと新医薬技術、新

材料技術、新エネと省エネ技術及びハイテク技術による伝統的な産業の改造などの領域

において、限りなくイノベーションを作り出そうと、積極的に推し進めている。 

国内外の連携 

同産業クラスターは、関連する産学研の各面と深く連携できるよう模索が続いている。

目 標 

2014 年 6月、「青藏高原特色生物資源与中藏薬産業集群座談会」（青藏高原特色バイオ資

源と漢方薬やチベット薬産業クラスター座談会）では、西寧経済技術開発区バイオ科学技

術産業パークの責任者が次の通りに述べる。「長年の努力や蓄積によって、同地域において、

漢方薬やチベット薬またバイオ産業は全国各地の他のバイオ医薬産業に比べて、産業の特

性や影響力、また競争力や技術イノベーション能力でも一定の優位性を有する。しかし、

資金や技術、もしくは人材の制約によって、漢方薬やチベット薬の産業発展が早くはない。

これらの問題を確実に対応し、真の産業クラスターになることを目指す」と。 

備 考 

青海生物科技産業園は 2002 年 4月に青海省政府の承認を得て設立し、具体的には西寧経

済技術開発区（国家級）の指導の下で独立に運営し、同省経済貿易委員会が管轄する。同

産業園の創立は、省レベルの経済発展戦略を具現化し、産業構造の調整を加速化し、青藏

高原に存在する独特な動植物資源を活かし、新産業を振興し、特色をもつ経済を育成し、

良好な投資環境とサービス環境を形成し、外商投資を加速させる重要な措置である。 
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No.71 

名称 
ウルムチ電子新材料産業クラスター 

中国語 烏魯木斉電子新材料産業集群 

主管組織 烏魯木斉高新技術産業開発区管理委員会 

所在地域 烏魯木斉高新技術産業開発区 

認定時期 2012 年 認定段階 育成 

連絡住所 新疆自治区烏魯木斉高新技術産業開発区 

概 要 

 ウルムチ電子新材料産業クラスターは、新疆に存在する豊富な石炭電力資源や鉱山資

源をベースにしながら、とくに光電子新材料産業と部品新材料産業を発展することをミ

ッションとし、新疆における新材料の戦略的な新興産業の核心的な存在になろうとして

いる。光電子新材料産業は「特変電工新疆新能源」と「新特能源」を代表的企業とし、

主に太陽光発電システムに必要な各種の新材料に取組み、西部最大の太陽光発電新材料

産業になるよう、全国で最も競争力のある光電子材料の生産基地になりつつある。 

構成や成果 

同産業クラスターでは、代表的な企業は 8社、関連企業は 35 社が駐在されている。そ

の中で、ハイテク企業は 21 社、国家級企業技術センターは 1箇所、国家地方聯合実験室

は 2箇所がある。2013 年 12 月現在、ハイテク産業開発区における電子新材料産業の総生

産高は 95 億元であり、特許出願数は 1000 件を突破している。 

イノベーション 

同産業クラスター内の企業は、「国家特許試行企業」、「国家タイマツ計画重点ハイテク

企業」、「国家イノベーション型企業（試行）」、「国家優秀循環経済試行企業」等、多様な

名誉が与えられており、技術やビジネスモデルのイノベーションに取組んでいる。 

国内外の連携 

同企業の一部製品の国内市场占有率は 72％か 60％以上となっており、日本、ヨーロッ

パ及び東南アジアなどへも販売し、航天や家電などにも応用されている。 

目 標 

同産業クラスターは、中国における先進的なイノベーション型を目指すウルムチハイ

テク産業開発区の先行アクションの一つとして、電子新材料産業を新疆における戦略的

な新興産業になる先導役を目指している。まずは中国西北地域においてリーダー的な光

電子新材料産業基地と新疆電子部品材料の資源活用モデル区になり、次にそこから拡大

して、ウルムチハイテク産業開発区を重要な新エネモデルと関連技術の普及推進基地に

なり、最後には世界的な信頼性のある電子新材料の提供基地になるとの目標である。 

備 考 

ウルムチハイテク産業開発区は国家級ハイテク産業開発区である（1992 年認定）。 
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添付資料２．国家ハイテク産業開発区（リスト）  

 

国家ハイテク産業開発区は、いわゆる「国家経済技術開発区」とは異なり、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

クパークの中で最も重要かつ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活かし、科学技術の研究成果を最大限に生産力に転換するために

設立された。同開発区は、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おり、タイマツ計画が実施されてからの数十年間、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ていた。 

2006 年 1 月に開催された「全国科学技術大会」1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」とい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

テク産業制覇の最前線」という内容である。この位置づけによって、国家ハイテク産業開

発区の新たな方向性が明確化され、中国におけるハイテク産業の育成や集積という段階か

ら、新たに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。 

さらに科学技術部は、2011 年から、国務院の国家ハイテク産業開発区の発展に関する基

本的考え方を具現化するために、同開発区を、①世界一流の開発区の実現、②イノベーシ

ョン型開発区と、③特色を持つ開発区の構想・推進という 3 つの類型から展開するように

なり、2014 年 12 月現在、国家ハイテク産業開発区は 6 年前の 56 ヵ所から 114 ヵ所になっ

た。 

  

                                                  
1 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。 
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国家ハイテク産業開発区（2014 年 12 月現在） 

No 所在地域 名称 所在都市 

1 北京  中関村国家自主イノベーションモデルパーク  北京市 

2 天津  天津濱海ハイテク産業開発区  天津市 

3 

河北 

 石家荘ハイテク産業開発区  石家庄市 

4  保定ハイテク産業開発区  保定市 

5  唐山ハイテク産業開発区  唐山市 

6  燕郊ハイテク産業開発区  燕郊市 

7  承徳ハイテク産業開発区  承徳市 

8 山西  太原ハイテク産業開発区  太原市 

9 

内モンゴル 

 包頭稀土ハイテク産業開発区  包頭市 

10  呼和浩特金山ハイテク産業開発区  呼和浩特市 

11 

遼寧 

 瀋陽ハイテク産業園区  瀋陽市 

12  大連ハイテク産業開発区  大連市 

13  鞍山ハイテク産業開発区  鞍山市 

14  営口ハイテク産業開発区  営口市 

15  遼陽ハイテク産業開発区  遼陽市 

16  本溪ハイテク産業開発区  本溪市 

17  阜新ハイテク産業開発区  阜新市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

18 

吉林 

 長春ハイテク産業開発区  長春市 

19  吉林ハイテク産業開発区  吉林市 

20  延吉ハイテク産業開発区  延吉市 

21  長春浄月ハイテク産業開発区  長春市 

22  通化医薬ハイテク産業開発区  通化市 

23 

黒龍江 

 ハルピンハイテク産業開発区  ハルピン市 

24 大慶ハイテク産業開発区  大慶市 

25 チチハルハイテク産業開発区  チチハル市 

26 

上海 

 上海張江ハイテク産業開発区  上海市 

27  上海紫竹ハイテク産業開発区  上海市 

28 

江蘇 

 南京ハイテク産業開発区  南京市 

29  蘇州ハイテク産業開発区  蘇州市 

30  無錫ハイテク産業開発区  無錫市 

31  常州ハイテク産業開発区  常州市 

32 泰州医薬ハイテク産業開発区  泰州市 

33 昆山ハイテク産業開発区  昆山市 

34 江陰ハイテク産業開発区  江陰市 

35 徐州ハイテク産業開発区  徐州市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

36 

江蘇 

常州武進ハイテク産業開発区  常州市 

37 蘇州工業パーク  蘇州市 

38 南通ハイテク産業開発区  南通市 

39 

浙江 

 杭州ハイテク産業開発区  杭州市 

40 寧波ハイテク産業開発区  寧波市 

41  紹興ハイテク産業開発区  紹興市 

42 温州ハイテク産業開発区  温州市 

43 衢州ハイテク産業開発区  衢州市 

44 

安徽 

合肥ハイテク産業開発区  合肥市 

45 蚌埠ハイテク産業開発区  蚌埠市 

46 芜湖ハイテク産業開発区  芜湖市 

47 馬鞍山慈湖ハイテク産業開発区  馬鞍山市 

48 

福建 

 福州ハイテク産業開発区  福州市 

49  厦門タイマツハイテク産業開発区  廈門市 

50  泉州ハイテク産業開発区  泉州市 

51  莆田ハイテク産業開発区  莆田市 

52  漳州ハイテク産業開発区  漳州市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

53 

江西 

 南昌ハイテク産業開発区  南昌市 

54  新余ハイテク産業開発区  新余市 

55  景徳鎮ハイテク産業開発区  景徳鎮市 

56  鷹潭ハイテク産業開発区  鷹潭市 

57 

山東 

 済南ハイテク産業開発区  済南市 

58  威海タイマツハイテク産業開発区  威海市 

59  青島ハイテク工業園区  青島市 

60  濰坊ハイテク産業開発区  濰坊市 

61  湽博ハイテク産業開発区  湽博市 

62  済寧ハイテク産業開発区  済寧市 

62  煙台ハイテク産業開発区  煙台市 

64  臨沂ハイテク産業開発区  臨沂市 

65  泰安ハイテク産業開発区  泰安市 

66 

河南 

 鄭州ハイテク産業開発区  鄭州市 

67  洛陽ハイテク産業開発区  洛陽市 

68  安陽ハイテク産業開発区  安陽市 

69  南陽ハイテク産業開発区  南陽市 

70  新郷ハイテク産業開発区  新郷市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

71 

湖北 

 武漢東湖ハイテク産業開発区  武漢市 

72  襄樊ハイテク産業開発区  襄樊市 

73  宜昌ハイテク産業開発区  宜昌市 

74  孝感ハイテク産業開発区  孝感市 

75  荆門ハイテク産業開発区  荆門市 

76 

湖南 

 長沙ハイテク産業開発区  長沙市 

77  株洲ハイテク産業開発区  株洲市 

78 湘潭ハイテク産業開発区  湘潭市 

79 益陽ハイテク産業開発区  益陽市 

80 衡陽ハイテク産業開発区  衡陽市 

81 

広東 

 広州ハイテク産業開発区  広州市 

82  深センハイテク産業開発区  深セン市 

83  中山タイマツハイテク産業開発区  中山市 

84  佛山ハイテク産業開発区  佛山市 

85  恵州仲恺ハイテク産業開発区  恵州市 

86  珠海ハイテク産業開発区  珠海市 

87  東莞松山湖ハイテク産業開発区  東莞市 

88  肇慶ハイテク産業開発区  肇慶市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

89 広東  江門ハイテク産業開発区  江門市 

90 

広西 

 桂林ハイテク産業開発区  桂林市 

91  南寧ハイテク産業開発区  南寧市 

92  柳州ハイテク産業開発区  柳州市 

93 海南  海口ハイテク産業開発区  海口市 

94 重慶  重慶ハイテク産業開発区  重慶市 

95 

四川 

 成都ハイテク産業開発区  成都市 

96  綿陽ハイテク産業開発区  綿陽市 

97  自貢ハイテク産業開発区  自貢市 

98  楽山ハイテク産業開発区  楽山市 

99 貴州  貴陽ハイテク産業開発区  貴陽市 

100 

雲南 

 昆明ハイテク産業開発区  昆明市 

101  玉渓ハイテク産業開発区  玉渓市 

102 

陝西 

 西安ハイテク産業開発区  西安市 

103  宝鶏ハイテク産業開発区  宝鶏市 

104  楊凌農業ハイテク産業モデル区  楊凌市 

105  渭南ハイテク産業開発区  渭南市 

106  榆林ハイテク産業開発区  榆林市 
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No 所在地域 名称 所在都市 

107 陝西  咸陽ハイテク産業開発区  咸陽市 

108 

甘粛 

 蘭州ハイテク産業開発区  蘭州市 

109  白銀ハイテク産業開発区  白銀市 

110 

寧夏 

 銀川ハイテク産業開発区  銀川市 

111  石嘴山ハイテク産業開発区  石嘴山市 

112 

新疆 

 ウルムチハイテク産業開発区  ウルムチ市 

113  吉昌ハイテク産業開発区  吉昌市 

114  新疆生産建設兵団石河子ハイテク産業開発区 石河子市 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの各年度の資料を基に技術経営創研が整理 
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添付資料３．国家特色産業基地（リスト）  

 

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。中国では同基地を「国家タイマツ計画○○○○産業基地」と称する場合もある。 

国家特色産業基地は、1995 年に設立されてから 20 年が経ち、2008 年 6 月時点で全国各

地において172カ所が認定されたが、2014年12月現在では340ヵ所以上が認定されている。

タイマツ計画国家特色産業基地という制度は、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

地は今後もなお増えるだろうと予測される。 
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国家特色産業基地（2014 年 12 月現在） 

Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

1 
北京 

北京大興新メディア産業基地 2005.12 

2 北京大興省エネ環境保護特色産業基地 2009.02 

1 

天津 

天津現代紡繊特色産業基地 2009.01 

2 東麗省エネ装備特色産業基地 2011.06 

3 西青情報安全特色産業基地 2011.06 

4 天津中北自動車特色産業基地 2012.12 

5 天津京濱石油装備特色産業基地 2012.12 

6 天津武清新材料特色産業基地 2012.12 

7 武清自動車部品特色産業基地 2012.12 

1 

河北 

唐山陶瓷材料産業基地 2004.09 

2 唐山溶接産業基地 2006.11 

3 唐山ロボット特色産業基地 2011.12 

4 邯郸新材料産業基地 2006.03 

5 寧晋太陽能シリコン材料産業基地 2006.11 

6 保定新能源と能源設備産業基地 2003.05 

7 安国現代漢方薬産業基地 2007.03 

8 張家口新エネ装備特色産業基地 2011.12 

9 承德電子機器表示装置産業基地 2006.11 

10 廊坊情報産業基地 2006.03 

11 大城保温建材特色産業基地 2010.07 

12 衡水工程ゴム特色産業基地 2009.12 

1 

山西 

太原経済技術開発区石炭装備特色産業基地 2010.09 

2 迎澤高級包装装備及び材料特色産業基地 2012.12 

3 太原ネオジム鉄硼材料特色産業基地 2012.12 

4 大同医薬特色産業基地 2012.12 

5 永済電機特色産業基地 2012.12 

6 臨猗運輸配套装備特色産業基地 2013.12 

7 原平石炭機械セット装備特色産業基地 2013.12 

1 内モンゴル 呼和浩特医薬産業基地 2002.05 

1 

遼寧 

大連双Ｄ港生物医薬産業基地 2005.09 

2 本溪漢方薬科学技術産業基地 2006.11 

3 錦州シリコン材料及太陽能電池産業基地 2007.08 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

4 

遼寧 

鞍山柔性输配電及び冶金自動化装備産業基地 2008.05 

5 鞍山レーザー科学技術特色産業基地 2013.07 

6 錦州自動車部品特色産業基地 2013.07 

7 营口自動車補修検測設備特色産業基地 2013.07 

8 阜新油圧装備特色産業基地 2011.06 

9 盘锦石油装備製造特色産業基地 2009.09 

10 遼寧熱交換設備特色産業基地 2011.09 

11 鉄岭石油装備特色産業基地 2012.09 

12 開原起重机械製造特色産業基地 2013.12 

13 朝陽新エネ電機特色産業基地 2010.09 

14 遼寧（万家）デジタル技術特色産業基地 2011.06 

1 

吉林 

通化生物医薬産業基地 2001.01 

2 吉林電力電子産業基地 2005.12 

3 敦化中薬産業基地 2005.12 

4 通化県中薬産業基地（長白山薬谷） 2005.12 

5 梅河口現代漢方薬特色産業基地 2013.12 

1 

黒龍江 

牡丹江特種材料産業基地 2002.12 

2 ハルピン抗生素産業基地 2004.01 

3 ハルピン発電設備産業基地 2007.08 

4 大慶市宏偉石化産業基地 2007.08 

5 大慶新型複合材料及び製品産業基地 2007.08 

6 大慶石油石化装備製造特色産業基地 2009.01 

7 ハルピン自動車製造特色産業基地 2009.01 

8 チチハル重型機械装備特色産業基地 2009.01 

9 ハルピン新メディア特色産業基地 2009.07 

1 

上海 

上海南匯医療器械産業基地 2005.09 

2 上海張堰新材料深加工産業基地 2006.04 

3 上海奉賢輸配電産業基地 2007.08 

4 上海安亭自動車部品産業基地 2007.08 

5 上海青浦新材料産業基地 2007.08 

6 同済研究開発設計サービス特色産業基地 2009.01 

7 上海枫泾新エネ特色産業基地 2009.09 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

1 

江蘇 

海門新材料産業基地 1995.01 

2 昆山傳感器産業基地 2000.01 

3 連雲港新医薬産業基地 2001.01 

4 呉中医薬産業基地 2001.01 

5 鎮江光電子と通信部品産業基地 2002.01 

6 姜堰自動車キー部品産業基地 2002.01 

7 揚中電力電器産業基地 2002.01 

8 呉江光電纜産業基地 2002.01 

9 江蘇沿江対俄合作ハイテク産業基地 2002.01 

10 宜興非金属材料産業基地 2002.12 

11 錫山新材料産業基地 2002.05 

12 南通化工新材料産業基地 2002.06 

13 丹陽新材料産業基地 2002.09 

14 常州軌道交通車両及び部件産業基地 2003.01 

15 昆山鋳型産業基地 2003.01 

16 常州市新北区“三薬”科学技術産業基地 2003.01 

17 常熟高分子材料産業基地 2003.01 

18 武進特種材料産業基地 2003.01 

19 江寧知能電力ネット産業基地 2004.01 

20 邗江デジタル制御金属板材加工設備産業基地 2004.01 

21 東海シリコン材料産業基地 2004.01 

22 惠山特種冶金新材料産業基地 2004.01 

23 鎮江沿江グリーン化工産業基地 2004.01 

24 南京市浦口生物医薬産業基地 2004.07 

25 通州電子部品及び材料産業基地 2004.09 

26 靖江微特電機及び制御産業基地 2004.09 

27 金壇ファイン・ケミカル品産業基地 2004.09 

28 太倉特種機能新材料産業基地 2004.09 

29 常熟電気機械産業基地 2005.06 

30 南京ファイン・ケミカル産業基地 2005.06 

31 泰州医薬産業基地 2005.08 

32 泰興ファイン・ケミカル品産業基地 2005.08 

33 興化特種合金材料及び製品産業基地 2005.08 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

34 

江蘇 

張家港ファイン・ケミカル産業基地 2005.08 

35 啓東生物医薬産業基地 2005.09 

36 江陰高性能合金材料及び製品産業基地 2005.09 

37 蘇州自動車部品産業基地 2005.11 

38 徐州工程機械産業基地 2006.03 

39 無錫新区自動車電子及び部品産業基地 2006.11 

40 塩城紡織機械産業基地 2006.11 

41 揚州自動車及び部品産業基地 2006.11 

42 海安エレベータ設備産業基地 2007.08 

43 常州輸変電設備産業基地 2007.08 

44 無錫軽鋳型多機能電動車産業基地 2007.08 

45 宜興電線電纜産業基地 2007.08 

46 昆山集積回路板特色産業基地 2008.12 

47 塩城環境保護装備特色産業基地 2008.12 

48 江寧再生エネ特色産業基地 2009.01 

49 昆山再生エネ特色産業基地 2009.01 

50 徐州経済開発区新エネ特色産業基地 2009.03 

51 金湖石油機械特色産業基地 2009.09 

52 江陰風力発電装備特色産業基地 2009.10 

53 恵山風力発電コア部品特色産業基地 2009.10 

54 海安建材機械装備特色産業基地 2009.10 

55 常州湖唐新型色繊素材特色産業基地 2009.12 

56 揚州グリーン新エネ特色産業基地 2009.12 

57 南京雨花現代通信ソフトウェア特色産業基地 2010.07 

58 建湖石油装備特色産業基地 2010.07 

59 揚州知能電力ネット特色産業基地 2010.07 

60 鎮江特殊船舶及び海洋工学装備特色産業基地 2010.07 

61 宜興環境保護装備製造及びｻｰﾋﾞｽ特色産業基地 2011.01 

62 無錫濱湖有効な省エネ装備特色産業基地 2011.01 

63 塩城グリーンエネ特色産業基地 2011.01 

64 塩城自動車部品及び装備特色産業基地 2011.06 

65 昆山高級装備製造産業基地 2011.08 

66 江陰物聯網特色産業基地 2011.12 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

67 

江蘇 

蘇州ハイテク産業開発区医療機器特色産業基地 2011.12 

68 張家港理電特色産業基地 2011.12 

69 啓東省エネ環境保護装備等特色産業基地 2011.12 

70 江都建材機械装備特色産業基地 2011.12 

71 泰州太陽光発電と新エネ蓄積特色産業基地 2011.12 

72 泰州新技術船舶特色産業基地 2011.12 

73 南京建邺モバイル・ネットワーク特色産業基地 2012.09 

74 江蘇昆山ロボット特色産業基地 2012.09 

75 蘇州工業園区生物医薬特色産業基地 2012.12 

76 蘇州汾湖超高速省エネエレベータ特色産業基地 2012.12 

77 海安段圧装備特色産業基地 2012.12 

78 如皋輸変電装備特色産業基地 2012.12 

79 響水塩化学工業特色産業基地 2012.12 

80 濱海高分子新材料特色産業基地 2012.12 

81 邗江硫資源利用装備特色産業基地 2012.12 

82 高郵特種電纜特色産業基地 2012.12 

83 常熟生物医薬特色産業基地 2013.12 

84 張家港省エネ環境保護装備特色産業基地 2013.12 

85 阜寧環境保護滤料特色産業基地 2013.12 

86 濱海新医薬特色産業基地 2013.12 

87 東台特種金属材料及び製品特色産業基地 2013.12 

88 大豊金属材料処理装備特色産業基地 2013.12 

89 鎮江高性能材料特色産業基地 2013.12 

90 江寧生物医薬特色産業基地 2012.12 

91 徐州産業開発区安全技術と装備特色産業基地 2013.12 

92 常熟自動車部品特色産業基地 2013.12 

93 昆山（張浦）精密機械特色産業基地 2013.12 

94 呉江（盛澤）新興縫織繊維等特色産業基地 2013.12 

95 連雲港装備製造特色産業基地 2013.12 

96 淮安塩化工特色産業基地 2013.12 

97 宿迁薄膜材料特色産業基地 2013.12 

98 張家港精密機械及び部品特色産業基地 2014.05 

99 塩城インターネット特色産業基地 2014.05 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

1 

浙江 

富陽光通信産業基地 2002.01 

2 楽清知能電器産業基地 2002.01 

3 寧波電子情報産業基地 2002.01 

4 新昌医薬産業基地 2002.01 

5 諸暨環境保護装備産業基地 2002.01 

6 黄岩塑料鋳型産業基地 2003.01 

7 紹興紡織産業基地 2003.07 

8 海寧軟磁材料産業基地 2003.07 

9 蘭溪天然薬物産業基地 2004.01 

10 桐郷新型繊维産業基地 2004.01 

11 嘉興電子情報産業基地 2004.09 

12 平湖光機電特色産業基地 2004.09 

13 上虞ファイン・ケミカル産業基地 2004.09 

14 萧山高性能機電基礎件産業基地 2004.12 

15 北倉注塑機産業基地 2005.06 

16 永嘉特種泵阀産業基地 2005.06 

17 海寧紡織新材料産業基地 2005.06 

18 長興無機非金属新材料産業基地 2005.09 

19 嘉善新型電子部品産業基地 2005.12 

20 東陽磁性材料産業基地 2005.12 

21 臨安電線電纜産業基地 2005.12 

22 寧波鄞州新型金属材料産業基地 2006.04 

23 南浔特種電磁線産業基地 2008.04 

24 浙江衢州氟硅新材料産業基地 2008.05 

25 台州市椒江缝制設備設計と製造産業基地 2008.05 

26 徳清県生物医薬特色産業基地 2008.08 

27 嘉興自動車部品特色産業基地 2009.01 

28 紹興紡織装備特色産業基地 2009.01 

29 寧波江北先進通用設備製造特色産業基地 2009.01 

30 寧波慈溪知能家電特色産業基地 2009.01 

31 寧波鄞州自動車部品特色産業基地 2009.01 

32 寧波高新区グリーンエネと照明特色産業基地 2009.01 

33 衢州空气動力機械特色産業基地 2009.10 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

34 

浙江 

寧波余姚塑料鋳型特色産業基地 2009.10 

35 浙江仙居甾体薬物特色産業基地 2010.02 

36 安吉竹精付加価値加工特色産業基地 2010.07 

37 龍湾阀門特色産業基地基地 2011.06 

38 秀州新エネ特色産業基地 2011.06 

39 呉興特種金属管道特色産業基地 2011.12 

40 徳清グリーン複合新型建材特色産業基地 2013.07 

41 蘭溪差别化繊維及び縫織特色産業基地 2013.07 

42 南浔知能エレベータ特色産業基地 2013.12 

1 

安徽 

銅陵電子材料産業基地 1999.01 

2 無為特種電纜産業基地 2006.11 

3 蕪湖省エネ環境保護自動車等特色産業基地 2009.01 

4 安慶自動車部品ハイテク特色産業基地 2009.01 

5 亳州漢方薬特色産業基地 2009.01 

6 滁州家電設計と製造特色産業基地 2009.12 

7 合肥公共安全情報技術特色産業基地 2011.01 

8 蚌埠ファイン・ケミカル特色産業基地 2011.01 

9 博望剪折旋盤及び刃鋳型特色産業基地 2012.12 

10 黄山軟包装新材料特色産業基地 2012.12 

11 寧国橡塑密封件特色産業基地 2012.12 

1 

福建 

闽東南電子と情報産業基地 1997.01 

2 泉州マイクロ波通信産業基地 2004.09 

3 莆田液晶显示産業基地 2005.06 

4 厦門視聴通訊産業基地 2005.06 

5 厦門タングステン材料産業基地 2005.06 

6 徳化陶瓷産業基地 2005.12 

7 厦門電力電機産業基地 2008.05 

8 泉州電子情報特色産業基地 2008.12 

9 建瓯笋竹科学技術科技特色産業基地 2010.09 

10 厦門海沧区バイオと新医薬特色産業基地 2011.12 

11 福建福安中小電機特色産業基地 2012.09 

12 福鼎化油器特色産業基地 2013.12 

1 
江西 

九江星火有機シリコン材料産業基地 2004.01 

2 景德鎮陶瓷新材料及び製品産業基地 2008.05 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

1 

山東 

済寧生物技術産業基地 2002.01 

2 済南先進機電と装備制造産業基地 2003.01 

3 禹城生物技術産業基地 2003.01 

4 青島新材料産業基地 2003.11 

5 済寧工程機械産業基地 2004.01 

6 鲁北海洋科学技術産業基地 2004.01 

7 済南生物工程与新医薬産業基地 2004.07 

8 済南山大路電子情報産業基地 2005.07 

9 淄博生物医薬産業基地 2005.07 

10 済寧紡織新材料産業基地 2006.01 

11 泰安輸变電器材産業基地 2006.01 

12 泰安非金属新材料産業基地 2006.11 

13 招遠電子情報材料産業基地 2006.11 

14 臨沭複合肥料産業基地 2007.03 

15 淄博博山泵類産業基地 2007.12 

16 煙台自動車部品産業基地 2007.12 

17 淄博先進陶瓷産業基地 2007.12 

18 章丘有機高分子材料産業基地 2007.12 

19 済南太陽エネルギー特色産業基地 2009.01 

20 明水重型自動車先進製造特色産業基地 2009.01 

21 広饶塩化工特色産業基地 2009.01 

22 東营石油装備特色産業基地 2009.01 

23 沂水機能性生物糖特色産業基地 2009.01 

24 徳州新エネ特色産業基地 2009.01 

25 淄博機能性ガラス特色産業基地 2009.09 

26 潍坊動力機械特色産業基地 2009.12 

27 威海産業開発区弁公自動化設備特色産業基地 2009.12 

28 潍坊音響機器部品特色産業基地 2010.07 

29 済寧光電特色産業基地 2010.07 

30 広饶子午胎特色産業基地 2011.01 

31 臨朐磁電装備特色産業基地 2011.01 

32 潍坊光電特色産業基地 2011.01 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

33 

山東 

明水先進機械製造特色産業基地 2011.12 

34 煙台海洋生物と医薬特色産業基地 2011.12 

35 寿光卤水綜合利用特色産業基地 2011.12 

36 単県太陽光発電光熱特色産業基地 2011.12 

37 済南新材料特色産業基地 2012.09 

38 山東諸城自動車及び部品特色産業基地 2012.09 

39 潍坊生物医薬特色産業基地 2012.12 

40 莱蕪粉末冶金特色産業基地 2012.12 

41 高唐非木繊維浆紙及び製品特色産業基地 2012.12 

42 菏澤生物医薬特色産業基地 2014.05 

43 沂南電動車及び部品特色産業基地 2014.05 

44 滕州中小デジタル制御旋盤特色産業基地 2014.05 

45 潍坊濱海海洋化工特色産業基地 2014.05 

46 済陽昇降作業装備特色産業基地 2014.05 

1 

河南 

濮陽生物化工産業基地 1997.01 

2 河南超硬材料産業基地 2002.12 

3 済源鉱用機電産業基地 2002.12 

4 長垣起重機械産業基地 2002.12 

5 鄭州精密合金産業基地 2002.12 

6 焦作自動車部品特色産業基地 2009.10 

7 新郷生物医薬特色産業基地 2010.02 

8 開封空分設備特色産業基地 2010.07 

9 南陽爆破防止装備製造特色産業基地 2013.12 

10 民権制冷設備特色産業基地 2013.12 

1 

湖北 

葛店生物技術と新医薬産業基地 2001.01 

2 谷城省エネと環境保護産業基地 2002.02 

3 武漢新材料産業基地 2002.11 

4 十堰自動車キー部品産業基地 2003.01 

5 武漢自動車電子産業基地 2004.01 

6 襄樊自動車動力と部品産業基地 2004.01 

7 応城ファイン・ケミカル新材料産業基地 2004.01 

8 武漢青山環保産業基地 2005.12 

9 襄樊節能電機与控制設備産業基地 2006.01 
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Ｎｏ 所在地域 名  称 認定時期 

10 

湖北 

武漢江夏装備製造特色産業基地 2009.12 

11 湖北安陸食糧機械特色産業基地 2009.12 

12 武漢陽逻鋼構造特色産業基地 2011.01 

1 

湖南 

湖南傳感技術産業地 2000.01 

2 瀏陽生物医薬産業基地 2002.01 

3 益陽先進制造技術産業基地 2004.03 

4 湘潭機電一体化産業基地 2005.07 

5 衡陽輸変電装備産業基地 2005.11 

6 株洲硬質合金産業基地 2007.12 

7 岳陽特色産業基地 2012.12 

1 

広東 

湛江海洋産業基地 2002.01 

2 佛山精密製造産業基地 2003.01 

3 佛山自動化機械及び設備産業基地 2003.01 

4 佛山新材料産業基地 2003.04 

5 江門新材料産業基地 2004.01 

6 佛山電子電器産業基地 2004.05 

7 順徳家用電器産業基地 2004.09 

8 江門纺織化繊産業基地 2004.09 

9 中山（臨海）装備製造産業基地 2004.12 

10 汕頭光機電産業基地 2005.06 

11 広州花都自動車及び部品産業基地 2005.09 

12 汕頭金平軽工機械装備制造産業基地 2005.09 

13 恵州デジタル視聴産業基地 2006.01 

14 中山小蘭金属製品産業基地 2006.04 

15 汕頭澄海知能玩具創意設計と製造産業基地 2006.11 

16 肇慶金属新材料産業基地 2006.11 

17 中山市古鎮照明器材設計と製造産業基地 2007.08 

18 惠州仲恺激光頭産業基地 2007.08 

19 東莞市長安鋳型産業基地 2007.08 

20 汕頭市龍湖輸配電設備産業基地 2007.08 

21 東莞市虎門服装設計と製造産業基地 2007.08 

22 広州高新区環境保護新材料産業基地 2008.04 

23 茂名石化産業基地 2008.05 
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24 

広東 

陽江五金刀具産業基地 2008.05 

25 中山日用電器特色産業基地 2009.06 

26 中山ファイン・ケミカル特色産業基地 2009.12 

27 中山エレベータ特色産業基地 2010.07 

28 江門半導体照明特色産業基地 2011.01 

29 恵州 LED 特色産業基地 2012.12 

1 
重慶 

重慶九龍軽合金特色産業基地 2008.12 

2 重慶渝北自動車バイク製造等特色産業基地 2011.01 

1 四川 成都電子情報産業基地 2002.01 

1 貴州 遵義航天軍轉民（装備製造）産業基地 2007.12 

1 

陝西 

西安高新区生物医薬産業基地 2007.12 

2 宝鶏チタン産業基地 2008.05 

3 宝鶏石油発掘装備製造特色産業基地 2009.09 

4 宝鶏重型自動車及び部品特色産業基地 2009.10 

5 西安航空特色産業基地 2010.02 

6 咸陽高級ゴム特色産業基地 2014.05 

1 甘粛 白銀有色金属新材料及び製品産業基地 2008.04 

1 
寧夏 

石嘴山稀有金属材料及び製品産業基地 2008.04 

2 霊武羊绒産業基地 2008.04 

1 
新疆 

ウルムチ米東石油化工等特色産業基地 2009.01 

2 ケラマイ石油石化特色産業基地 2009.01 

出典：中国タイマツハイテク産業開発センターの各年度の資料を基に技術経営創研が整理 
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