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                                    2017年 4月 28日 

 

国務院、７つの新自貿区の全体計画・上海自貿区の新計画を発表 
 

 

国務院は 2017年 3月、遼寧・浙江・河南・湖北・重慶・四川・陝西に新設された 7つの自由貿易試験

区のそれぞれの全体計画を発表しました。これにより中国全土で本格稼働する自貿区は合計 11 ヵ所

となり、更なる改革開放・制度刷新を先導していくことが期待されます。 

 

また国務院は 2017年 3月、2013年に初めて設立された中国（上海）自由貿易試験区についても、更な

る改革開放の深化に向けた発展目標を発表しました。 

 
（公表された規定一覧） 

≪中国(遼寧）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]15号） 

≪中国(浙江）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]16号） 

≪中国(河南）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]17号） 

≪中国(湖北）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]18号） 

≪中国(重慶）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]19号） 

≪中国(四川）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]20号） 

≪中国(陝西）自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]21号） 

≪中国(上海）自由貿易試験区改革開放の全面的深化方案印刷・公布に関する通知≫（国発[2017]23 号） 

 

 

 

（11 ヶ所の自貿区の分布） 
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１. 7つの新自貿区の全体計画の概要 

7つの新自貿区は 2016年 8月末に共産党中央委員会・国務院により設立が決定されていましたが、実

際の運営に関する計画は未発表の状態が続いていました。今般、各自貿区の全体計画が発表されたこ

とにより、正式に稼働することとなります。 

 

新たな 7つの自貿区建設は、既存自貿区の成功経験を全国へ普及させ、全国範囲での改革開放のリス

ク実験を実施することや、「一帯一路」の国家戦略をより推進していくことを目的としています。 

 

既存の 4自貿区が全て沿海地区に設立されたことに対して、新自貿区は主に中西部地区・東北地区に

位置していることが特徴であり、各自貿区の地理的特徴に基づき、広範な分野・範囲で特色のある試

行を行うとしています。 

 

＜東北・沿海地区の自貿区の概要＞ 

遼寧自貿区（119.89k㎡） 浙江自貿区（119.95k㎡） 

【全体方針】 

 東北旧工業基地発展の全体的競争力及び対外開放レベ

ルを向上させる新たなエンジンとする 

 

【大連エリア】（59.96k㎡） 

 航湾航路物流・金融商業貿易・先進設備製造・ハイテ

ク・循環型経済・水上運輸サービス等の産業を重点的

に発展 

 東北アジア国際水上運輸センター・国際物流センター

の建設プロセスを推進し、東北アジアに向けた開放提

携戦略の重要拠点を形成 

 

【瀋陽エリア】（29.97k㎡） 

 設備製造・自動車及び部品・航空設備等の先進製造業

及び金融・科学技術・物流等の現在サービス業を重点

的に発展 

 国家新型工業化モデル都市・東北地区科学技術刷新セ

ンターの発展レベルを向上させ、国際競争力を有する

先進設備製造業基地を建設 

 

【営口エリア】（29.96k㎡） 

 商業貿易物流・クロスボーダー電子商取引・金融等の

現代サービス業及び次世代 IT・ハイエンド設備製造等

の戦略的新興産業を重点的に発展 

 国際海上-鉄道一貫輸送ルートの重要ターミナルを構

築 

【全体方針】 

 石油製品などのコモディティのグローバル配置能力を

向上 

 石油製品などのコモディティの投資利便化・貿易自由

化を推進 

 東部地区の重要な海上開放門戸モデル区・国際コモデ

ィティ貿易自由化先導区及び国際的な影響力を有する

資源配置基地を構築 

 

【舟山離島エリア】（78.98k㎡） 

 魚山島：国際的に一流なグリーン石油化学基地を重点

的に建設 

 鼠浪湖島・黄澤山島・双子山島・衢山島・小衢山島・

馬跡山島：石油製品等のコモディティの保管・中継・

貿易産業を重点的に発展 

 海洋錨地：保税燃料油供給サービスを重点的に発展 

 

【舟山島北部エリア】（15.62k㎡） 

 石油商品等のコモディティ貿易・保税燃料油の供給・

石油及び石油化学産業の付帯設備の保税物流・倉庫保

管・製造等の産業を重点的に発展 

 

【舟山島南部エリア】（25.35k㎡） 

 コモディティ取引・航空機製造・部品の物流・研究開

発設計及び関連付帯産業を重点的に発展 

 舟山航空産業園を建設し、水産品貿易・海洋観光・海

洋利用・現代ビジネス・金融サービス・水上運輸・情

報コンサルティング・ハイテク等の産業発展に注力 
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＜中部地区の自貿区の概要＞ 

湖北自貿区（119.96k㎡） 河南自貿区（119.77k㎡） 

【全体方針】 

 産業移転引受モデル区、戦略的新興産業、ハイテク産

業集積区を構築 

 中部の台頭、長江経済ベルトの発展の推進を加速 

 

【武漢エリア】（70.00k㎡） 

 次世代 IT・生命及び健康・スマート製造等の戦略的新

興産業及び国際商業貿易・金融サービス・現代物流・

検査測定・研究開発及び設計・情報サービス・専門サ

ービス等の現代サービス業を重点的に発展 

 

【襄陽エリア】（21.99k㎡） 

 ハイエンド設備製造・新エネルギー自動車・ビッグデ

ータ・クラウドコンピューティング・商業貿易物流・

検査計測等の産業を重点的に発展 

 

【宜昌エリア】（27.97k㎡） 

 先進製造・バイオ医薬・電子情報・新素材等のハイテ

ク産業及び研究開発設計・本部経済・電子商取引等の

現代サービス業を重点的に発展 

【全体方針】 

 「一帯一路」の建設に奉仕する現代総合交通ターミナ

ルを構築 

 

 

【鄭州エリア】（73.17k㎡） 

 スマートデバイス・ハイエンド設備及び自動車製造・

バイオ医薬等の先進製造業及び現代物流・国際商業貿

易・クロスボーダー電子商取引・現代金融サービス・

アウトソーシング・クリエイティブデザイン・ビジネ

スコンベンション・アニメ/漫画/ゲーム等の現代サー

ビス業を重点的に発展 

 交通物流の融合的発展・投資貿易の利便化促進の方面

において体制・メカニズム刷新を推進し、複合一貫輸

送国際物流センターを構築し、「一帯一路」の建設に奉

仕する現代総合交通ターミナルの役割を発揮 

 

【開封エリア】（19.94k㎡） 

 サービスアウトソーシング・医療ツーリズム・クリエ

イティブデザイン・カルチャーメディア・カルチャー

金融・芸術品取引・現代物流等のサービス業を重点的

に発展 

 設備製造・農業副産品加工の国際提携・貿易能力を向

上させ、国際文化貿易・人文観光連係プラットフォー

ムを構築し、サービス貿易刷新発展区・文化クリエイ

ティブ産業の対外開放先行区を構築し、国際文化観光

の融合的発展を促進 

 

【洛陽エリア】（26.66k㎡） 

 設備製造・ロボット・新資材等のハイエンド製造業及

び研究開発設計・電子商取引・サービスアウトソーシ

ング・国際文化観光・文化クリエイティブ・文化貿易・

文化展示等の現代サービス業を重点的に発展 

 設備製造業のモデルチェンジ・アップグレード能力及

び国際生産能力連係能力を向上させ、国際スマート製

造提携モデル区を構築し、中国歴史文明伝承刷新区の

建設を推進 
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＜西部地区の自貿区の概要＞ 

陕西自貿区（119.95k㎡） 四川自貿区（119.99k㎡） 重慶自貿区（119.98k㎡） 

【全体方針】 

 西部大開発における西安の戦略的

地位の更なる確立 

 陝西省を全国全方位の対外開放の

前線として構築 

 

 

【中心エリア】（87.76k㎡） 

 戦略的新興産業・ハイテク産業を

重点的に発展させ、ハイエンド製

造・航空物流・貿易金融等の産業

発展に注力 

 サービス貿易促進体系の構築を推

進し、科学技術・教育・文化・観

光・健康医療等の人文交流の深

度・範囲を拡張し、「一帯一路」に

目を向けたハイエンド産業の重要

拠点・人文交流の重要拠点を構築 

 

【西安国際港務区エリア】（26.43k㎡） 

 国際貿易・現代物流・金融サービ

ス・観光/コンベンション・電子商

取引等の産業を重点的に発展 

 「一帯一路」国際内陸中継ターミ

ナル港・開放型金融産業刷新の重

要拠点及びヨーロッパアジア貿

易・人文交流提携の新たなプラッ

トフォームを構築 

 

【楊凌モデル区エリア】（5.76k㎡） 

 農業科学技術の刷新・モデル普及

を重点として、農業分野における

国際提携・交流の全面的拡大を通

じて、「一帯一路」現代農業国際提

携センターを構築 

【全体方針】 

 西部大開発の強力な実施。「一帯一

路」と長江経済ベルトへの積極的

な参加 

 総合交通ターミナル・総合交通運

輸体系の建設などの重要インフラ

建設を推進 

 

【成都天府新区エリア】（90.32k㎡） 

 現代サービス業・ハイエンド製造

業・ハイテク技術・臨空経済・港

湾サービス等を重点的に発展 

 国家の重要な現代ハイエンド産業

集積区・刷新駆動型発展指導区・

開放型金融産業刷の重要拠点・商

業貿易物流センター及び国際的航

空ターミナルを建設し、西部地区

の中心都市開放の重要拠点を構築 

 

【成都青白江鉄道港エリア】（9.68k

㎡） 

 国際商品集配/中継輸送・仕分/展

示・保税物流倉庫保管・国際貨物

代理・完成車輸入・特色のある金

融等の港湾サービス業及び情報サ

ービス・科学技術サービス・展示

会サービス等の現代サービス業を

重点的に発展 

 内陸地区とシルクロード経済ベル

トが連係した西部指向の国際貿易

ルートの重要な支点を構築 

 

【川南臨港エリア】（19.99k㎡） 

 水上運輸物流・港湾貿易・教育/医

療等の現代サービス業、及び設備

製造・現代医薬・食品飲料等の先

進製造・特色的な優位産業を重点

的に発展 

 重要区域総合交通ターミナル・成

渝都市群（重慶市・四川省の一部

を含む）の南部へ向けた開放・滇

黔（雲南省・貴州省）への輻射を

行う重要拠点を構築 

【全体方針】 

 西部大開発の重要戦略拠点の役

割、「一帯一路」と長江経済ベル

トの相互連係作用を発揮 

 内陸における国際物流ターミナ

ル及び港湾重要拠点を構築 

 

 

【両江エリア】（66.29k㎡） 

 ハイエンド産業・ハイエンド要素

集積区の構築に注力し、ハイエン

ド設備・電子コア部品・クラウド

コンピューティング・バイオ医薬

等の新興産業及び本部貿易・サー

ビス貿易・電子商取引・展示取

引・倉庫保管/仕分・専門サービ

ス・ファイナンスリース・研究開

発設計等の現代サービス業を重

点的に発展 

 金融業の開放・刷新を推進し、刷

新駆動型発展戦略の実施を加速

し、物流・技術・資本・人材等の

要素・資源の集積・輻射能力を強

化 

 

【西永エリア】（22.81k㎡） 

 加工貿易モデルチェンジ・アップ

グレードモデル区の構築に注力 

 電子情報・スマート設備等の製造

業及び保税物流中継仕分等の生

産性サービス業を重点的に発展

させ、加工貿易発展モデルを合理

化 

 

【果園港エリア】（30.88k㎡） 

 複合一貫輸送物流中継運輸セン

ターの構築に注力し、国際中継・

集配仕分等のサービス業を重点

的に発展させ、先進製造業の刷新

発展を模索 
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２. 上海自貿区の改革計画の深化 

中国初の自貿区である上海自貿区は、今般、第 3 弾となる改革計画を公布しました。今回の計画は、

2013年 9月の全体計画、2015年 4月の第 2弾の改革計画を更に深化させたものです。 

 

本方案は、「上海自貿区は過去 3 年間大きな進展を遂げ、全体として期待した目標に達している」と

総括した上で、国際的に最高水準の自由貿易区と照らし合わせ、その他の自貿区の建設・発展の模範

となり、中国の改革開放深化に向けて更に経験を蓄積していくことを目標としています。 

 

＜主要任務及び措置＞ 

 

改革の情報 

システム化の強化 

 更に開放的且つ透明な市場参入管理モデルの構築 

 商事登記制度改革の全面的深化 

 「証照分離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離し）」の全面的実現 

 国際的且つ先進的水準の国際貿易「ワンストップ窓口」の構築 

 安全・高効率・利便的な税関総合監督管理における新モデルの構築 

 検査検疫リスク分類監督管理総合評定メカニズムの構築 

 国際競争力を有する刷新産業への監督管理モデルの構築 

 刷新要素の市場配置メカニズムの合理化 

 知的財産権保護・運用体系の健全化 

国際通用規則との 

相互連係の強化 

 投資参入の更なる緩和 

 貿易利便化新規則の実施 

 クロスボーダーサービス貿易管理モデルの刷新 

 金融開放・刷新の更なる深化 

 自由貿易港区の設立 

政府機能の転換 

 行政簡素化・権限委譲を重点とした行政管理体制の健全化 

 期中事後監督管理体制・メカニズムの深化・刷新 

 情報相互連係共有の政府サービス体系の合理化 

提携発展モデルの 

刷新 

 高基準・利便的措置による経済貿易連係の促進 

 「一帯一路」金融サービス機能の強化 

 国際競争力を有するオフショア税制手配の模索 

 系統的な改革経験・モデル形成の加速 

 

 

 

 

 

以上 
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ご照会先 
本  店：上海市浦東新区世紀大道 100号 上海環球金融中心 11階/電話：86-(21)-3860-9000・FAX：86-(21)-3860-9999  

上海浦西出張所：上海市長寧区興義路 8号 上海万都中心 12階 1、12、13号/電話：86-(21)-2219-8000・FAX：86-(21)-2219-8199 

上海自貿試験区出張所：上海市中国（上海）自由貿易試験区馬吉路 88号 7、8棟 1階/電話：86-(21)-2067-0200・FAX：86-(21)-2067-0399 

瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室/電話：86-(24)- 3128-7000・FAX：86-(24)-3128-7781 

北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室/電話：86-(10)-5920-4500・FAX：86-(10)-5915-1080 

天津支店：天津市和平区南京路 189号 津匯広場２座 12階 /電話：86-(22)-2330-6677・FAX：86-(22)-2319-2111 

天津濱海出張所：天津市天津経済技術開発区広場東路 20号 濱海金融街東区 E2B8層/電話：86-(22)-6622-6677・FAX：86-(22)-6628-1333 

蘇州支店：蘇州市高新区獅山路 28号 蘇州高新国際商務広場 12階/電話：86-(512)- 6606-6500・FAX：86-(512)-6606-8500 

蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西 2号 国際大厦 16楼/電話：86-(512)-6288-5018・FAX：86-(512)-6288-5028 

常熟出張所：常熟市東南開発区東南大道 333号 科創大厦 8楼/電話：86-(512)-5235-5553・FAX：86-(512)-5235-5552 

昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路 399号 台協国際商務広場 2001-2005室/電話：86-(512)-3687-0588・FAX：86-(512)-6606-8500 

杭州支店：杭州市下城区延安路 385号 杭州嘉里中心 2幢 5階/電話：86-(571)-2889-1111・FAX：86-(571)-2889-6699 

広州支店：広州市天河区華夏路 8号 国際金融広場 12階/電話：86-(20)3819-1888・FAX：86-(20)3810-2028 

深圳支店：深圳市福田区中心四路1号  嘉里建設広場二座23層/電話：86-(755)-2383-0980・FAX：86-(755)-2383-0707 

重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江国際1棟第34階02号/電話：86-(23)-8812-5300・FAX：86-(23)-8812-5301 

大連支店：大連市西崗区中山路147号  森茂大厦4楼-A室 /電話：86-(411)-3905-8500・FAX番号 ：86-(411)-3905-8599 

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行

及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者

の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律･会計･税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万

一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。 


