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   大連太平湾
    合作創新区



　　大連太平湾合作創新区とは、招商局グループと遼寧省、大連市で中央と地方の協力を

深める、最適化された構造調整のための新しいプラットフォームであり、東北地区の活性化

と国有企業の改革という国家戦略を実行し、新たな発展の局面を構築する主要な手段です。

大連太平湾合作創新区  
Taipingwan Cooperative Innovative Zone



北緯40°01°38°

地理位置 
Location

大連太平湾合作創新区は遼東半島の西
側、大連市瓦房店にあり、北は瀋陽か
ら240キロメートル、南は大連から106
キロメートル、東京から約1600キロメ
ートルの距離にあります。
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計画面積は260平方キロメート
ル、開始面積は80平方キロメ
ートルです。

開発範囲  
Scope of  
Development

太平湾港区

土城郷

永寧鎮



発展の位置付け
Development Objectives

n 太平湾はグリーンで、低炭素、高品質
な発展の先駆的エリア

n 国有資産と国有企業の総合的改革のた
めの特別示範エリア

北東アジアの連携を積極的に推進し、質
の高い日韓企業を導入し、投資の自由化
と貿易円滑化を推進します.
「港湾、産業、都市、金融、イノベーシ
ョン」を統合した中国東北部の新特区、
グリーン・低炭素・高品質な発展の先駆
的エリア、中国東北部の「新蛇口」を構
築します.



大連太平湾合作創新区は、大連に中国、
日本、韓国間の経済貿易協力の示範エリ
アを構築し、日本の特色ある工業団地を
建設し、日本との経済協力を包括的に実
施し、「東北アジアの協力的な経済の飛
び地」を構築します。

発展目標
Development Objectives



       ハイエンド機器製造を核心とした先
進的な製造業と、デジタル経済や統合物
流を核心とした現代サービス産業が相互
発展を促進する産業システムの構築に努
めます。大型設備、ビッグロジスティク
ス、ビッグデータ、ビッグヘルスなどの
新興産業の発展に焦点を当てます。戦略
的柱プロジェクトの導入と「1つの地区
と複数の産業園」の協調的な発展を引き
続き推進します。

産業計画
Industrial Planning



1つの地区に複数の産業園
Multiple Parks within an area



ビッグヘルス、新エネルギー車、インテリジェント製造、新素材、現代農業、文化・創造産業などの日本の特徴的
な産業プロジェクトの導入に焦点を当て、経済交流と日本との協力を深め、太平湾を新時代の日中協力の示範エリ
アとして構築し、経済における大連の開放型の主導的役割をさらに強化します。

対日産業へ方向性を集中
Industrial Development Direction



ビッグヘルス（大健康）産業

ビッグヘルスは、太平湾の4つの主要産業の1つです。
立地的特徴と組み合わせて、全体的な発展案において
「3つの低炭素と3つの健康」（「低炭素産業、健康産
業、低炭素都市、健康都市、低炭素生活、健康生活」）
にしっかりと焦点を絞ります。

東北アジア市場と地元の産業基盤に近い太平湾のロ
ケーションの優位性を生かし、デジタルイノベーシ
ョン技術を重ね合わせて、デジタル医薬品の研究開
発と生産アウトソーシングサービス（D-CXO）の産
業基盤を構築します。

Health Industry



太平湾は、中国招商局集団のリソースを最大限に活用して、
日中協力の大連国際生命科学特別示範エリアを構築し、日
中の医療および製薬協力を切り口とし、日本の神戸と海南
の鳌楽城を積極的に指標として、太平湾に産業クラスター
で医療および製薬産業を形成します。

診療と治療試験、生物医学の研究開発と製造、高品質（ハイ
エンド）医療、リハビリテーションと高齢者医療、デジタル
医療、感染病流行予防と抗ウイルスなどの方面に置いて日本
側と深く協力し、太平湾に世界クラスの医療産業体系を構築
し、国内の南北循環と日中国際循環に溶け込み、東北アジア
の対外開放の新たなフロンティアを構築します。

ビッグヘルス（大健康）産業
Health Industry



ビッグヘルス（大健康）産業

開発計画：
1.日本神戸の医療産業都市を参照し、海南鳌楽城国際医療観光先行区をベンチマークと
して、太平湾に「中日ライフサイエンス示範エリア」を積極的に構築します。
2.日本財団へ大健康産業基金への参加を呼びかけ、特別なビッグヘルス産業投資および
開発サービスプラットフォームを共同で構築し、太平湾ビッグヘルス産業を日本でPR
し、ハイエンドの医療人材および産業を誘致し、国内外の市場へサービスと製品を輸出
します。
3.ビッグヘルスにおける包括的な医療科学研究、文化と教育、医療製造業、およびスマ
ート医療とヘルスケアサービスなどの関連産業に焦点を当て、地域ブランドの構築に焦
点を当て、産業の特徴が突出し、デモンストレーション効果が明らかであり、包括力の
強いビッグヘルス産業クラスターエリアを構築します。

Health Industry



「カーボンピーキングとカーボンニュートラル」という国家戦略を積極的に実
施し、太平湾の「水素湾風港」新エネルギー工業団地の建設を総合的に推進し、
「ゼロカーボン製造、水素港、水素都市」という太平湾の全体的な開発目標を
実現します。

2030年までに、5万人の雇用人口を引き付け、1,000億元の産業価値を持つ、応
用、技術研究開発、成果物変換、全産業チェーン製造、産業と金融の結合を兼
ね揃えた新エネルギー産業生態圏と示範基地が完成する予定です。太平湾の
「国家緑色低炭素高品質発展先行区」の戦略的目標を全面的に実現します。

新エネルギー産業

産業
の高地

高レベルな新エネル
ギー産業クラスター/

技術
の高地

業界の発展を加速させる
最先端のテクノロジー/

応用
の高地

ゼロカーボンエリアと革新的な風
景の多元的な応用示範エリア/

New Energy Industry



海上風力発電と統合エネル
ギー発電所

海上風力発電プロジェクト 水素製造プラントおよび電解槽
プロジェクト

水素燃料補給ステーションプ
ロジェクト

燃料電池産業ワークショ
ップ

イノベーションエキシビ
ションセンター

エコパワー水素製造プラン
トおよび電解槽およびその
他の機器製造

水素商用車の研究開発、製
造、テストのためのスペー
ス

包括的なエネルギーサービ
スステーションと水素燃料
補給ステーション

风風力発電メインエンジン、
鉄骨構造部品、風力ブレー
ド、ファン、タワーおよび
その他の設備製造

燃料電池の研究開発、テス
ト、および応用のためのス
ペース

中小企業やスタートアップ
チームに柔軟なオフィスと
展示スペースを提供

製（製造） 貯（貯蔵）

運（輸送） （補給） 用（使用）

分散型太陽光発電および関
連機器の製造

分散型太陽光発電プロジェクト エネルギー貯蔵プロジェクト

新エネルギー貯蔵技術の応
用とエネルギー貯蔵装置の
製造

貯蔵・輸送機器製造プロジェクト

高圧水素貯蔵装置、タンク
ローリー、その他の貯蔵・
輸送機器の製造

風力発電設備製造プロジェクト

水素商用車スマートファクト
リー

グリーン電力
新エネルギー産業 New Energy Industry



完璧な産業支援システム
Complete Industrial Supporting System

遼寧省は中国東北部で唯一、沿岸と国境の両方にあり、強固な産業基盤とあらゆる種類の産
業システムを備えています。航空、航空宇宙、造船、自動車、CNCレース、IC機器、産業用
ロボット、その他のシステムが完備されています。
大連は中央政府によって個別の国家計画の下にある都市であり、中国東北部で最大のGDP、
最高の開放性、そして最もダイナミックな発展を遂げ、海洋経済が発展した国際都市です。



大連は、中国の都市の中で日本との交流と実りある
協力の成果が最も多様な都市です。これまで、大連
は日本の7つ県、都市と友好都市または友好関係都
市を結びしてきました。日本は大連の最大の貿易相
手国であり、最大の外国投資源となっています。
2021年、大連の対日輸出入は、8.5％増の761.7億
元に達し、大連の対外貿易総額の17.9％を占めま
す。日本は大連に4,800社以上の企業を設立しまし
た。大連は、上海に次ぐ中国で2番目に大きな日系
企業のクラスターです。

日本との緊密な経済関係
Close economic ties with Japan



優れた地理的優位性
Prominent Regional Advantages

p 太平湾は環渤海縁経済圏と東北アジ
ア経済圏の中心に位置し、日本、韓
国、ロシア、モンゴルに隣接してお
り、「一帯一路」の掲げる、遼寧沿
岸経済地帯、中国東北部の古い産業
基盤の活性化などの国家戦略の三重
の重複領域であり、複数の政策にお
ける大きなメリットがあります。

内蒙古

俄罗斯

日本韩国



太平湾はアクセスに恵まれており、
ハルピン－大連間高速鉄道、瀋陽－
海口高速道路が貫き、高速鉄道駅や
総合空港などの基本的な輸送施設が5
港の複合輸送を実現します。

立体的な交通面での優位性
Prominent Regional Advantages

通用机场



優れたポート機能
Prominent Port Function

太平湾には大きな統合ポートがあります。
26バースを長期建設し、年間スループットは8250万トンに設計
されています。
そのうちすでに10のバースが建設され、年間スループットは
3,400万トンに設計されています。コンテナバース2基、多目的
バース5基、バルク穀物バース3基。



優れた生態環境
Good Ecological Environment

17 kmの海岸線、青い空、緑の木々、金色のビーチは、
産業発展のための快適な空間を提供します。陽光小鎮社
区がすでに建設され、定住企業の従業員の寮として利用
できるようになっています。企業本部のオフィス、生活、
居住に快適な環境を提供するために、最初の居住エリア
の建設を積極的に推進しています。



豊富な人材  
Taipingwan Cooperative Innovative Zone

高校教育
大連市には、大連理工大学を含む30の高等教育
機関と79の中等専門学校があり、技術と教育の
才能に優れています。
技術レベル
遼寧省の総合的な科学技術レベルは国内トップ
レベルで、大連市はさらに優れています。
人材の蓄え
国の機器製造拠点として、地域の産業労働者は
質が高く、人件費においては比較的に優位であ
り、企業の運用コストを削減します。

大連理工大学 大連海事大学    東北財経大学       遼寧師範大学    大連医科大学   大連工科大学
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開発モデルの革新
       大連太平湾合作創新区は、中国北東部で開拓された50年にわたる地域限定の包括的開発ビジネスモ

デル、「管理委員会+開発会社」の政府と企業のパートナーシップモデルであり、および「政府と企業

の協力、企業主導」により、地域の開発と建設を実施します。

开发公司

Innovation of development model



   —  招商局は、1872年に設立された、中国の国家産業と商業のパイオニアです。

中国で最も完全で最も長い歴史を持つ会社です。

   —  招商局は、現代中国で最初の商人チームを設立し、中国で最初の銀行と最初の保険会社を開設しまし
た。

   —  招商局は、世界500強企業2社を擁する大規模な総合企業です。            

   —  2021年末までに、招商局の総資産は11.68兆元であり、国有企業の中で第1位です。                   

招商局集団 China Merchants Group



蛇口邮轮母港

招商积余

招商局太平湾

招商局集団 China Merchants Group



招商局集団は、中国の「一帯一路」を掲げる重要な参加者および推進者です。 招商局集団は、世界25の国と地域の50の港で株式を保有ま
たは保有しており、中国沿岸の主要なハブ港に比較的完全な港湾ネットワークグループを確立し、「一帯一路」に沿った国と地域での展
開に成功しています。 2021年には、グループの港湾セグメントは、1億3400万TEUのコンテナスループットと8億8000万トンのばら積み
貨物スループットを完了する予定です。

「一帯一路」の招商局 
China Merchants Group on the One Belt and Road



詳しい情報は
QRコードをスキャン



ありがとうございました
Thanks  
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