
GREEN  DEVELOPMENT  LEAGUE  OF  NATIONAL  

ECONOMIC  &  TECHNOLOGICAL  DEVELOPMENT  ZONES

国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 绿 色 发 展 联 盟

2021

国家級経済技術開発区グリーン発展連盟



01 国家級経済技術開発区のグリーン成長



北京市 1个
天津市 6个
河北省 7个

西部地区

中部地区

东部地区

共50个

共67个

共113个

（共230个）

其中：京津冀地区

2021

1-1 国家級経済技術開発区の基本状況

◆国家級経済技術開発区
が、0.32％の土地で全国
のGDPの11％を貢献した。

◆育成期の国家級経済技
術開発区が167個。



国家級経済技術開発区総合評価（TOP30）2020年度

順位 開発区名

1 蘇州工業園区

2 広州開発区

3 天津経済技術開発区

4 北京経済技術開発区

5 昆山経済技術開発区

6 江寧経済技術開発区

7 青島経済技術開発区

8 煙台経済技術開発区

9 南京経済技術開発区

10 杭州経済技術開発区

順位 開発区名

21 寧波経済技術開発区

22 上海金橋経済技術開発区

23 哈尔滨経済技術開発区

24 徐州経済技術開発区

25 長春経済技術開発区

26 鄭州経済技術開発区

27 北辰経済技術開発区

28 連雲港経済技術開発区

29 南通経済技術開発区

30 鎮江経済技術開発区

順位 開発区名

11 合肥経済技術開発区

12 広州南沙経済技術開発区

13 芜湖経済技術開発区

14 武漢経済技術開発区

15 西安経済技術開発区

16 上海漕河泾新興技術開発区

17 長沙経済技術開発区

18 成都経済技術開発区

19 瀋陽経済技術開発区

20 大連経済技術開発区

来源：商務部外資司

1-1 国家級経済技術開発区の基本状況



国際（中日）協力園区の現状と産業状況

序号 省份 園区名 主導産業

発展改革委員会が推進した中日間の地方発展連携モデル区（2020年6月）

1 山東 中日（青島）地方発展連携モデル区
材料科学、能源技術、生物工程、情報通信などの基礎産
業に集中

2 四川 中日（成都）地方発展連携モデル区 文化創意産業に集中

3 遼寧 中日（大連）地方発展連携モデル区 ハイエンド装備製造業と新材料産業に集中

4 江蘇 中日（蘇州）地方発展連携モデル区
先進製造業、ハイテク研究開発産業とハイエンドサービ
ス業などを集中

5 上海 中日（上海）地方発展連携モデル区 水素エネルギー産業を集中

6 天津 中日（天津）地方健康産業発展連携モデル区 医薬、医療、健康療養分野での科技研究と応用を集中

日中国際協力園区一覧（不完全統計）



国際（中日）協力園区の現状と産業状況

日中国際協力園区一覧（不完全統計）
他の中日間の産業園区

7 天津 天津子牙経済技術開発区 廃旧機電分解産業、廃棄家電解体産業、廃車分解と省エネ環境保護、新エネル
ギー産業

8 江蘇 日本（丹陽）自動車部品産業園 自動車部品、建築機械部品及び軽量化新材料の開発

9 浙江 中日平湖産業協力園区 自動車部品、建築機械部品及び軽量化新材料開発知能装備製造業（自動車産業
を含む）、バイオ技術（食品）産業、デジタル経済産業など

10 北京 北京大興中日国際協力園区 自由貿易試験区、北京サービス業拡大開放総合モデル、中関村国家自主革新モ
デル区と国家級経済技術開発区の政策優遇を持っているハイエンド産業園区

11 河北 中日唐山曹妃甸生態工業園 省エネ、環境保護、低炭素、循環経済、災害防止などの技術、製品、設備、
サービス、応用を特色産業として、低炭素ハイテク産業を推進する

12 河北 沧州中日韓産業園 ハイエンド製造、新エネルギー、IT、人工知能、現代サービス、生態環境保護

13 安徽 安徽中日（長豊双鳳）国際合作先進製造産
業園

ハイエンド装備製造、食品及び農業副産物の深加工

14 遼寧 瀋陽万科中日産業園 スマート製造、新エネルギー自動車、バイオ医薬
15 江蘇 常熟中日革新協力産業園 水素エネルギー自動車産業高地
16 山東 煙台中日現代産業園 高品質ハイエンド産業の研究開発、自動車部品、新エネルギー自動車、電子情

報と新興産業の開発

17 湖北 武漢中日産業園 スマート製造とハイエンドサービス
18 湖北 孝感日商産業園 新エネルギー自動車及び部品、ロボット、光電子、職業教育訓練

19 重慶 中日（重慶両江）産業園 新薬開発、ハイエンド医療機器製造
20 陝西 中日（陝西）産業園 国際航空の要衝を建設する



国際（中日）協力園区の現状と産業状況

中国は日本最大の貿易パートナーとして、2018年対中
貿易額は日本の外国貿易総額の21.3％を占めている。
日本は、中国の第四貿易パートナーであり、第二の貿
易対象国として、2018年対日貿易額は中国の外国貿易
総額の7.1％を占めている。

ハイエンド整備

製造, 30%

自動車産業, 
25%

新エネルギー, 
25%

環境, 15%

生物医药, 15%

新材料, 25%

区域の優位性と良好な経済貿易協力基礎のおかげで、中
国と日本は、東部の沿海地区（江蘇省、浙江省、山東省
など）と東北地区（遼寧省）で電子、新エネルギー、新
材料、自動車部品などの産業団地を作り、三菱重工、本
田、シャープなどの代表的な日系企業を誘致した。



1-2 国家級経済技術開発区のグリーン成長のマイルストーン



02 連盟の設立背景と役割について



連盟について About the Green League
• 指導単位 Guiding Department:

中国商務部外国投資管理司Department of Foreign Investment
Administration of MOFCOM

• 理事单位 Council Members:
36箇所の国家級経済技術開発区 36 NETDZs in China

• 历届主席单位 Chairman of the League:
第一届（2016）：天津经济技术开发区管理委员会 Tianjin TEDA
第二届（2017）：上海金桥经济技术开发区管理委员会 Shanghai Jinqiao ETDZ
第三届（2018）：广州开发区管理委员会 Guangzhou ETDZ
第四届（2019）：苏州工业园区管理委员会 Suzhou Industrial Park
第五届（2020）：北京经济技术开发区管理委员会 Beijing E-Town

国家級経済技術開発区グリーン発展連盟は商務部外国投資管理司の指導により、天津経済技

術開発区など36箇所のグリーン発展や国際協力において先進的な国家級経済技術開発区が2016

年に共同で成立されました。 常設事務局はTEDAエコセンターであり、現在総メンバーは68箇

所で、北京、天津、上海、山東省、浙江省、江蘇省、安徽省、四川省、湖北省などの商務庁の

応援により、中国の開発区にグリーン発展と国際協力に関するサービスを提供している。

2-1 連盟の設立背景



兰州经济技术开发区
张掖经济技术开发区

3

天津经济技术开发区
天津子牙经济技术开发区
天津西青经济技术开发区

2

南昌经济技术开发区
井冈山经济技术开发区

4

1

2

2

1

4

9

4

8

1

2

11

1
2

1

长沙经济技术开发区
浏阳经济技术开发区

昆明经济技术开发区
大理经济技术开发区

广州开发区

北京经济技术开发区

沈阳经济技术开发区
大连经济技术开发区

长春经济技术开发区
吉林经济技术开发区

钦州港经济技术开发区

乌鲁木齐经济技术开发区

西宁经济技术开发区

成都经济技术开发区
广安经济技术开发区

遵义经济技术开发区

长寿经济技术开发区

秦皇岛经济技术开发区
廊坊经济技术开发区
石家庄经济技术开发区

武汉经济技术开发区

合肥经济技术开发区
淮南经济技术开发区
桐城经济技术开发区
六安经济技术开发区
滁州经济技术开发区

杭州经济技术开发区
宁波经济技术开发区
杭州湾上虞经济技术开发区
绍兴柯桥经济技术开发区

烟台经济技术开发区
东营经济技术开发区
日照经济技术开发区
潍坊滨海经济技术开发区
临沂经济技术开发区
招远经济技术开发区
中德青岛生态园
胶州经济技术开发区

苏州工业园区
南京经济技术开发区
扬州经济技术开发区
镇江经济技术开发区
南通经济技术开发区
如皋经济技术开发区
相城经济技术开发区
昆山经济技术开发区
江宁经济技术开发区
海安经济技术开发区
中奥苏通生态园
吴江经济技术开发区

上海金桥经济技术开发区
上海闵行经济技术开发区
上海漕河泾经济技术开发区
上海化学工业经济技术开发区

洛阳经济技术开发区
濮阳经济技术开发区

历届主席单位 理事单位 会员单位

1

1

2
2

3

国家级经开区绿色发展联盟成员单位分布

截止2021年5月，共68个成员单位；

1

汉中经济技术开发区

2-2 連盟のメンバー

1

山西转型综合改革示范区



0 1 .
国家級経済技術開発区グリーン発展連盟

(南昌)事務所
2019年5月

0 2 .
国家級経済技術開発区グリーン発展連盟

(広州) 事務所
2020年10月

0 3 .
国家級経済技術開発区グリーン発展連盟

(鄭州) 事務所
2021年6月

2-3 連盟事務局



資格



グリーン金融の専門委員会

徐洪峰 中央财经大学绿色金融国际研究院助理院长

沈一扬 亚洲开发银行与联合国开发计划署绿色金融高级顾问、绿道资本独立董事

陈蓉 世界银行集团国际金融公司（IFC）驻华代表处高级项目官员

果梦琦 中银国际证券债券战略客户部总监

刘景允 联合赤道环境评价有限公司绿色金融事业部总经理

殷 红 中国工商银行现代金融研究院副院长

柴麒敏
生态环境部国家气候战略中心战略规划部主任，清华大学现代管理研究中心兼职研究员，对外经贸

大学绿色金融与可持续发展研究中心副主任

専門委員会

钱 易 中国工程院 院士、清华大学环境学院 教授

段 宁 中国工程院 院士、清洁生产专家

江 亿 中国工程院 院士、清华大学建筑学院 教授

赵家荣 中国循环经济协会 名誉会长

2-4 連盟の専門委員会



2-5 連盟の役割
01 グリーン発展情報サービスプラットフォーム

02 グリーン運営体制研究
プラットフォーム

03 グリーン創新国際協力
プラットフォーム

04 グリーン産業投資融資サービス
プラットフォーム

05 グリーン技術創新推進プラットフォーム



事務局は、現在まで南昌経済技術開発区、北京経済技術開発区、天津濱海新区、天津港保税区などの開発区

に環境データー、廃棄物電子マニフェストシステム、EMSなどのデーター管理サービスを提供しました。

天津市滨海新区能耗在线监测平台 天津港保税区循环化改造信息平台 北京经开区智慧无废信息管理平台

国家級経済技術開発区グリーンデーター管理システム1

2－5－1 データー管理と情報サービス



2－5－1 データー管理と情報サービス

2021年1月29日
「カーボンニュートラルに伴うグリーン投資分野で産業
園区の国際協力」について、
オンライン研修会を行いました。
一回目は1000人以上を誘いました。

オンライン交流会：カーボンニュートラルとグリーン投資

We－Chat：
“绿色园区”



2－5－2 グリーン発展運営体制の研究

1

《開発区国際協力園
区の建設ガイド》

《国家級経済技術開発
区グリーン発展報告》

広州開発区グリーン
金融研究報告

《ゼロ廃棄物園区の
建設ガイド》

⚫ その他の研究課題：

WWF、UNIDOとともに『工業園区グリーン管理創新ガイドブック』と『水管理創新に準ずる中国工業園区の産業

共生事例集』及び《工業園区国際ガイド》など

低炭素モデル園区
の建設課題
（検討中）

協力単位：国家発
展改革委員会の能
源研究所



2－5－3 国際協力プラットフォーム

1 国際関係について

アメリカ、カナダ、EU、ドイツ、フランス、フィンランド、スイス、スウェーデン、日本、シンガ

ポールなど17か国の大使館、商会、省エネ環境に関する投資機構や研究機構などと協力関係を持ってい

る。



⚫ 国際協力園区の建設状況をまとめる

⚫ 国際経済貿易の形勢変化を分析する

⚫ 国際協力園区（建設中、成立した）の間の交流、勉強のプ

ラットフォームを立てる

⚫ 国際組織（大使館、商会協会など）と産業マッチングをする

2－5－3 国際協力プラットフォーム

国際協力園区の連合会議

過去の連合会議：

2016 青島（中徳）生態園；

2017 中法成都生態園；

2018 中意寧波生態園；

2019 中奥苏通生態園。

2



2－5－3 国際協力プラットフォーム

3 海外グリーン技術と産業園区とのビジネスマッチング活動

2017年に日中経済協会と共同で天津経済技術開発区で中日間環

境・省エネ総合フォーラムの産業マッチング活動を行いました。

2017-2019年：
⚫ 天津経済技術開発区
⚫ 長沙経済技術開発区
⚫ 合肥経済技術開発区
⚫ 成都経済技術開発区
⚫ 镇江経済技術開発区
⚫ ……

累計による環境効果：

679799トン 廃ガス

13000トン 標準石炭

40万トン CO2



日本側との協力経緯（2017－2020）
Basis for Cooperation between the League and Japanese Organizations

2017年12月、天津経済技術開発区が日中経済協会と第十一
回日中省エネ環境フォーラムで「共同で中日間の環境技術交
流と移転フォーラムを構築する」といったMOUを結びまし
た。

2014年中日省エネ環境総合フォーラムで日中経済協会と協力
MOUを結び（日本側には生田章一専務が出席）

2017年8月、日中経済協会杉田専務理事一行が事務局を
訪問

2020年12月、JETRO北京事務所の金京浩総監が2020年度
国際協力園区連合会議でスピーチを発表した。



日本側との協力経緯（連携事業）

NO 協力側 事業内容 実施期間

1 茨城県
日本経済産業省のプロジェクト

（循環経済物質流調査）
2010-2012

2 豊田通商
天津経済技術開発区管理委員会と再生

水実証試験事業
2012

3 東芝、瑞穂
天津経済技術開発区管理委員会とス

マートグリッド連携事業
2012

4 京セラ 太陽光発電のビジネスマッチング会議 2015、2017

5 大金
空調省エネ技術のビジネスマッチング

会議
2016、2018

6 丸紅
蒸気省エネ技術のビジネスマッチング

会議
2018

7 高砂 太陽光発電とほかの省エネ 2021

8 日中経済協会
中日間（天津）環境技術移転及び交流

プラットフォーム
2018-今



• 中国証券投資基金業協会と中国輸出入銀行とともに、グリーン

金融マッチング交流会をやりました。

• 2021年4月、JETROと日中日間金融マッチング交流会をやりま

した。

• 今まで、全国41箇所の国家級経済技術開発区、40社以上の省

エネ環境企業と48箇所のファンドが以上の交流会に参加して、

そのうち四つのプロジェクトがファンドに選定され、一つが投資

金を獲得した。

1 省エネ環境プロジェクトを募集して、銀行

や金融機構とマッチングする

2－5－4 グリーン金融サービス



2－5－4 グリーン金融サービス

⚫ 省エネ・環境保護PJ(株式型+債券型)を募集し、2018年から2020年まで累計

200項目以上のグリーンPJを収集した

⚫ 輸出入銀行、華夏銀行、興業銀行、基金会社などの金融機関にマッチング

⚫ グリーン金融を切り口として開発区の企業融資難問題を解決する

1
省エネ・環境プロジェクトを募集して、グリーン技術融資

ニーズをまとめる



1 第一回のGIC（2020）

テーマ：新エネルギーとゼロエミッションの未来

主催者：

国家級経済技術開発区グリーン発展連盟事務局

北京経済技術開発区管理委員会

累計で第一回の大会は新エネルギーと廃棄物削減の

技術100項以上を募集して、最終的に18項が決勝戦

に入った。

大会の支持単位：
⚫ 北京経済技術開発区

⚫ 天津経済技術開発区

⚫ 昆山経済技術開発区

⚫ 蘇州工業園区

⚫ 南京経済技術開発区

⚫ 镇江経済技術開発区

⚫ 江宁経済技術開発区

大会の協力単位：
⚫ 中国循環経済協会

⚫ 中国環境保護産業協会

⚫ 中国環境科学研究院ク

リーン生産及び循環経

済研究センター

⚫ 中国能源研究会能效と

投資評価専門委員会

⚫ 中国環境投資連盟

⚫ 世界自然基金会

⚫ 合肥経済技術開発区

⚫ 青岛国際経済協力区

(中徳生態園)

⚫ 広州開発区

2－5－5 グリーン技術創新



第二回GIC（2021年8月から起動）

テーマ―： 「グリーン新エネルギー、ゼロカーボン新原

動力」

主催者：江寧経済技術開発区管理委員会、広州経済技術開

発区管理委員会、国家級経済技術開発区グリーン発展連盟

スケジュール：2021年8月-2021年11月

スポンサー：光大环境、中关村科技租赁股份有限公司

協賛側：

清華大学エネルギーモデルチェンジ及び社会発展研究セン

ター、中国能源協会能効及び投資評価専門委員会、三住信

咨询（北京）有限公司、広州開発区新能源産業協会、広州

市水素エネルギー協会、南方電網産業投資グループなど

（協力者が更に増える見込み）

項目の募集範囲:

新エネルギー
ソーラー、風力発電、水素エネルギー、バ
イオマスなど新エネルギー高効率利用の技
術や設備など関連の産業チェーン

能源高効率利用 新エネルギー貯蔵技術、省エネ技術

エネルギー管理
エネルギーのスマート管理、データーセン
ター、エネルギー取引などインターネット
技術や設備

工業と建築脱炭素
組み立て式建築の商業モデル創新、新型建
築材料、環境設備など

生活用品の脱炭素
植物性蛋白製品、バイオプラスチック、生
物化学繊維及びほかの脱炭素の新材料

https://www.greendev.org.cn/html/1//Greenr/GICgaiyao/index.html

2－5－５ グリーン技術創新



ご清聴ありがとうございました


