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国務院、6 ヶ所の新自貿区の全体計画を発表
国務院は 2019 年 8 月 2 付で、≪6 ヶ所の新設自由貿易試験区総体方案の印刷・公布に関する通知≫（国
発[2019]16 号）を公布し、山東・江蘇・広西・河北・雲南・黒龍江の 6 ヶ所の自由貿易試験区を新設し、
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の自貿区は合計 18 ヶ所となります。
（公表された規定一覧）
≪中国(山東)自由貿易試験区総体方案≫
≪中国(江蘇)自由貿易試験区総体方案≫
≪中国(広西)自由貿易試験区総体方案≫
≪中国(河北)自由貿易試験区総体方案≫
≪中国(雲南)自由貿易試験区総体方案≫
≪中国(黒龍江)自由貿易試験区総体方案≫
（18 ヶ所の自貿区の分布）
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新 6 自貿区の全体計画
山東自貿区（119.98km2）

江蘇自貿区（119.97km2）

【全体方針】

【全体方針】

 新旧発展エネルギーの持続的転換・海洋経済の発

 全方位かつハイレベルな対外開放を推進し、「一

展の推進を加速、対外開放の新たな重要拠点を構
築

帯一路」の合流点の構築を加速させ、開放型経済
発展先行区・実体経済の刷新発展および産業モデ
ルチェンジおよびアップグレードモデル区の構
築に注力

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的な
ルールをベンチマークとして、さらに高い国際競
争力を有する制度・刷新的成果を築き、経済発展
の品質・効率・エネルギーの変革を推進し、利便
的な貿易投資・完備された金融サービス・安全か
つ高効率な監督管理・突出した効果の拡散を実現
し、ハイレベル・ハイクオリティな自由貿易地域
を構築
【済南エリア】
（37.99km2）

 人口知能・産業金融・医療/ヘルスリテラシー・
文化産業・IT などの産業を重点的に発展

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ル
ールをベンチマークとして、さらに高い国際競争
力を有する制度・刷新的成果を築き、経済発展の
品質・効率・エネルギー変革を推進し、利便的な
貿易投資・完備された金融サービス・安全かつ高
効率な監督管理・ハイエンド産業の集積・突出し
た効果の拡散を実現し、ハイレベル・ハイクオリ
ティな自由貿易地域を構築
【南京エリア】
（39.55km2）

 国際影響力を持つ自主刷新先導区・現代産業モデ

 開放型経済の新体制総合試行・テストを実施
 全国的に重要な地域経済センター・物流センター
および科学技術刷新センターを構築
【青島エリア】
（52 ㎢、青島前湾保税港区 9.12 ㎢・
青島西海岸総合保税区 2.01 ㎢を含む）

 現代海洋・国際貿易・水上運輸物流・現代金融・
先進製造などの産業を重点的に発展

 北東アジア国際水上運輸ターミナル・東部沿海の
重要刷新センター・海洋経済発展モデル区を構築

ル区および対外開放協力重要プラットフォーム
を構築
【蘇州エリア】（60.15km2、蘇州工業園総合保税区
5.28 ㎢を含む）

 世界一流のハイテク産業園区を構築
 全方位かつ開放の重要拠点・国際的イノベーショ
ンの重要拠点・ハイエンド産業の重要拠点・現代
的統治の重要拠点を構築

 青島の中国沿海重要中心都市の構築に助力

【連雲港エリア】
（20.27 km2、連雲港総合保税区 2.44
㎢を含む）

【煙台エリア】（29.99 km2、煙台保税港区ブロック
2 の 2.26 ㎢を含む）

 ア ジ ア－ ヨ ーロ ッパ の 重要 国 際交 通 ター ミナ

 ハイテク設備製造・新材料・次世代 IT 技術・省
エネ/環境保護・バイオ医薬および生産性サービ
ス業を重点的に発展

 中韓貿易および投資協力先行区・海洋スマート製
造基地・国家科学技術成果および国際技術移転転
化モデル区を構築
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ル・優良要素を集約した開放ゲート・「一帯一路」
沿線国家（地区）交流協力プラットフォームを構
築
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広西自貿区（119.99km2）

河北自貿区（119.97km2）

【全体方針】

【全体方針】

 西南・中西・西北に向かう港湾・ASEAN に向けた

 北京の非首都機能緩和および北京・天津の科学技

国際陸海貿易新ルートの構築に努め、21 世紀海上
シルクロードおよびシルクロードの経済ベルト
の有機的連携の重要ゲートを構築

術成果の転化を積極的に受け入れ、国際商業貿易
物流重要ターミナル・新型工業化基地・グローバ
ル刷新の新たな拠点および開放発展の先行区の
構築に注力

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ル
ールをベンチマークとして、さらに高い国際競争
力を有する制度・刷新的成果を築き、経済発展の
品質・効率・エネルギー変革を推進し、利便的な
貿易投資・完備された金融サービス・安全かつ高
効率な監督管理・突出した効果の拡散・中国‐
ASEAN 開放協力のハイレベル・ハイクオリティな
自由貿易地域を構築

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ル
ールをベンチマークとして、さらに高い国際競争
力を有する制度・刷新的成果を築き、経済発展の
品質・効率・エネルギー変革を推進し、自由かつ
利便的な貿易投資・ハイエンド/ハイテク産業の
集合・金融サービスが開放かつ刷新的・政府管理
が寛容かつ慎重・地域発展が高度かつ協同的なハ
イレベル・ハイクオリティな自由貿易地域を構築

【南寧エリア】(46.8km2、南寧総合保税区 2.37 ㎢を
含む）

【雄安エリア】(33.23km2)

 現代金融・スマート物流・デジタル経済・文化/

 次世代 IT・現代生命科学およびバイオテクノロジ

メディアなどの現代サービス業を重点的に発展

 新興製造産業の発展に注力
 ASEAN に向けた金融開放ゲート核心区および国際
陸海貿易新ルートの重要な結節点を構築
【欽州港エリア】(58.19 km2、欽州保税港区 8.81 ㎢
を含む）

 港湾物流・国際貿易・グリーン化学工業・新エネ

ー・ハイエンド現代サービスなどの産業を重点的
に発展

 ハイエンド・ハイテク産業の開放・発展先導区・
デジタルビジネス発展モデル区・金融刷新先行区
を構築
【正定エリア】(33.29km2、石家荘総合保税区 2.86
㎢を含む）

ルギー車の重要部品・電子情報・バイオ医薬など
の産業を重点的に発展

 臨空産業・バイオ医薬・国際物流・ハイテク設備

 国際陸海貿易新ルートのゲートウェイポートお

 航空産業開放発展集積区・バイオ医薬産業開放刷

よび海上経済集約区を構築

製造などの産業を重点的に発展
新先導区・総合物流ターミナルを構築

【崇左エリア】(15 km2、憑祥総合保税区 1.01 ㎢を
含む）

【曹妃甸エリア】(33.48 km2、曹妃甸総合保税区 4.59
㎢を含む）

 クロスボーダー貿易・クロスボーダー物流・クロ

 国際コモディティ貿易・港湾航空サービス・エネ

スボーダー金融・クロスボーダー観光およびクロ
スボーダー労務協力を重点的に発展

ルギー貯蔵分配・ハイテク設備製造などの産業を
重点的に発展

 クロスボーダー産業協力モデル区を構築し、国際

 北東アジア経済協力先導区・臨港経済刷新モデル

陸海貿易新ルートの陸上ゲートを構築

区を構築
【大興空港エリア】(19.97km2)

 航空物流・航空科学技術・ファイナンスリースな
どの産業を重点的に発展

 国際交流の中心機能配備区・国家航空科学技術刷
新先導区・京津冀協同発展モデル区を構築
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雲南自貿区（119.86km2）

黒龍江自貿区（119.85km2）

【全体方針】

【全体方針】

 「一帯一路」と長江経済ベルトが相互に連携する

 産業構造調整の深化に注力し、ロシアと北東アジ

重要ルートの構築に注力し、南アジア・東南アジ
アに連なる大ルートの重要な結節点を構築し、我
が国の南アジア・東南アジアに向けた輻射センタ
ー・開放最先端の構築を推進

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ル

ア地域の協力セントラルターミナルを構築

 3～5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ルー
ルをベンチマークとして、さらに高い国際競争力を
有する制度・刷新的成果を築き、経済発展の品質・
効率・エネルギー変革を推進し、良質なビジネス環
境・利便的な貿易投資・ハイエンド産業が集積・サ
ービス体系が完備・監督管理が安全かつ高効率なハ
イレベル・ハイクオリティな自由貿易地域を構築

ールをベンチマークとして、さらに高い国際競争
力を有する制度・刷新的成果を築き、経済発展の
品質・効率・エネルギー変革を推進し、利便的な
貿易投資・交通物流アクセスが良好・各要素の流
2
動が自由・刷新的かつ完備された金融サービス・ 【ハルビンエリア】(79.86km )
安全かつ高効率な監督管理・生態環境のクオリテ  次世代 IT・新素材・ハイテク設備・バイオ医薬な
ィが一流・突出した効果の拡散を実現し、ハイレ
どの戦略的新興産業、科学技術・金融・文化/観
ベル・ハイクオリティな自由貿易地域を構築
光などの現代サービス業および寒冷地氷雪経済
を重点的に発展
【昆明エリア】
（76km2、昆明総合保税区 0.58 ㎢を含
 ロシアおよび北東アジアの全面的協力に対する
む）
担当拠点および国内に連動・ヨーロッパおよびア
 航空経済区との連動的発展を強化
ジアに拡散する国家物流ターミナルを構築
 ハイエンド製造・航空物流・デジタル経済・本部  東北の全面かつ全方位的振興の成長拠点および
経済などの産業を重点的に発展
モデル区を構築

 南アジア・東南アジアに向けた相互連携ターミナ
ル・情報物流センターおよび文化教育センターを
構築
【紅河エリア】
（14.12 km2）

 紅河総合保税区・蒙自経済技術開発区との連動的
発展を強化

【黒河エリア】(20km2)

 クロスボーダーエネルギー資源総合加工利用・
「緑色食品（認証済の安心安全・良質かつ健康的
な食品）」・商業貿易物流・観光・ヘルスケア・
国境地域金融などの産業を重点的に発展

 クロスボーダー産業集積区および国境地域都市

 加工および貿易・ワンヘルス（One health）サー
ビス・クロスボーダー観光・クロスボーダー電子
商取引などの産業を重点的に発展

 ASEAN に向けた加工製造基地・商業貿易物流セン
ターおよび中国－ベトナム経済回廊による刷新
的協力モデル区の構築に注力

協力モデル区を構築

 国境地域港湾物流ターミナルおよび中国－ロシ
ア交流協力の重要基地を構築
【綏芬河エリア】(19.99 km2、綏芬河総合保税区 1.8
㎢を含む）

 木材・食糧・クリーンエネルギーなどの輸入加工

【徳宏エリア】
（29.74 km2）

 クロスボーダー電子商取引・クロスボーダー生産
能力の提携・クロスボーダー金融などの産業を重
点的に発展

 国境地域開放先行区・中国－ミャンマー経済回廊
のゲートウェイハブを構築

業およびトレードファイナンス・現代物流などの
サービス業を重点的に発展

 輸出入商品の保管・輸送・加工・集散センターお
よび国際陸路－海上ルートの陸上国境港湾型国
家物流ターミナルを構築

 中 国 －ロ シ ア戦 略的 提 携お よ び北 東 アジ ア開
放・協力の重要プラットフォームを構築

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 TEL：86-(21)-3860-9000
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 TEL：86-(21)-2219-8000
上海自貿試験区出張所： 上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心15階15T21室 TEL：86-(21)-2067-0200
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 TEL：86-(24)-3128-7000
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 TEL：86-(10)-5920-4500
天津支店：天津市和平区南京路189号 津匯広場２座12階 TEL：86-(22)-2330-667
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 TEL：86-(22)-6622-6677
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 TEL：86-(512)-6606-6500
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 TEL：86-(512)-6288-5018
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 TEL：86-(512)-5235-5553
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 TEL：86-(512)-3687-0588
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 TEL：86-(571)-2889-1111
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 TEL：86-(20)3819-1888
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 TEL：86-(755)-2383-0980
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 TEL：86-(23)-8812-5300
大連支店：大連市西崗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 TEL：86-(411)-3905-8500
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