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Abstract  
In this report, a local hearing survey in 2019 and documents obtained locally on the "world's 
largest smart city construction plan in China (Xiong'an)" that the Xi Jinping administration of 
China is currently working on with national luck. The purpose is to report the current status of 
this plan based on the materials. 
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1.はじめに 
本報告では、現在中国習近平政権が国運を掛け

て勢力的に取り組む「世界最大規模・中国(雄安

新区)のスマートシティ建設計画」について、2019

年度の現地アリング調査及び、現地で入手した文

献および資料に基づく本計画の現状報告を目的

とする。 

 

2.世界最大規模・中国(雄安新区)のスマートシ 

ティ建設計画の現状報告 

2-1.雄安新区の概要 
雄安新区は、河北省の中央部、北京、天津及び、

後背地に位置する河北省の管轄下にある全国的

な新区である。雄安新区には、雄県、容城県、安

新県の 3つの県とその周辺地域が含まれる。初期

開発地域の面積は約 100平方キロメートル、中期

開発地域の面積は約 200平方キロメートルである。 

図 1雄安新区の位置と開発のイメージ 

 
出所:untitled (hitachihyoron.com)35ページ

より引用(1) 

図 1は雄安新区の位置と開発のイメージである。 

最終管理区域の面積は、約 2000 平方キロメート

ルとの計画である。 

2017年現在での、雄安新区の人口は約 104万 7

千人であり、2021 年には約 129万人と、4 年あま

りで約 28％人口が増加している。計画人口は 200

～250 万人である。この広大かつ人口の多い地域

における経済規模は、約 3,200億円(雄県：101.14

億元、容城県：40.01 億元、安新県：59.4 億元)

だと算出されている(2016 年時点、1 元＝16 円で

換算した)。(2)  

2-2.スマートシティ開発の概要 
 スマートシティについて、一定の定義を設ける

ことは難しい。なぜなら、スマートシティ開発を

計画する事業者にそれら計画内容が一任されて

いるケースがほとんどであるため、内容に一定の

基準が定まらないという理由からである。 

 時代の変化に伴い変遷するスマートシティで

あり、第一世代では、スマートコミュニティと呼

ばれることも多く、エコとスマートなエネルギー

をテーマに、そのために必要な ICT技術を活用し

ていた。第二世代では、自治体の統合データプラ

ネットフォームの上に、電子政府、エネルギー、

セキュリティ等のアプリケーションを展開し、更

にアプリケーション間のデータ連携も行ってい

た。現在、話題になるスマートシティとして該当

するのは第三世代である。ＧＡＦＡやアリババの

ようなデジタル・ネイティブ企業も取り組んでい

る。またＡＩ及びビックデータを活用し、接続さ

れた全システムの統合・連携制御を目指してい

る。 

https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2020/05/pdf/gir.pdf
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今回のレポート内では、現状を鑑み、また総務

省、シンクタンクのレポートなどの資料を参考に

したうえで、「都市内に張り巡らせたセンサーを

通じて、環境データ、設備稼働データ・消費者属

性・行動データ等の様々なデータを収集・統合し

て AＩで分析し、更に必要な場合にはアクチュエ

ーター等を通じて、設備・機器などを沿革制御す

ることで、都市インフラ・施設・運営業務の最適

化、企業や生活者の利便性・快適性向上をめざす

ものをスマートシティと指す」とする。以下の図

２はスマートシティを図式化したものである。 

 

図 2スマートシティを図式化したイメージ 

 
出所：NRI「スマートシティ報告書」より引用(3) 

 
 スマートシティ開発の内容定義は難しいもの

の、その性格からスマートシティは大きくブラウ

ンフィールド型とグリーンフィールド型に分類

できる。ブラウンフィールド型は既存市街地のス

マート化を進めるものであり、日本国内で進めら

れているスマートシティ開発の大半はこちらで

ある。一方でグリーンフィールド型は未開発また

は低開発地域で新規に都市開発を行い、そこにス

マート技術を導入するものである。今回取り上げ

る中国雄安新区におけるスマートシティ開発は、

グリーンフィールド型に当たる。 

 スマートシティ開発、とりわけ今回のグリーン

フィールド型が注目される理由として、人々は生

活から社会全般まで、持続可能性を担保すること

が求められるようになっている背景がある。これ

らの開発が単に経済だけでなく環境および社会

の側面においても開発地域ないしその周辺地域

に多大な影響を与えるため、計画から開発過程に

至るまで持続可能性を視野に入れた態度が必要

になる。 

2-3.雄安新区におけるスマートシティ開発 

2-3-1.開発の目的 
以上のような地域特性をもつ雄安新区は、中国

の主要な経済圏である京津冀(北京市・天津市・

河北省)地域の共同発展と、北京の非首都機能(一

般製造業とハイエンド製造業の生産部門、首都の

資源・環境に合わない農業、栽培業、飼育業など、

サービス業の中の地域的卸市場と物流基地、ロー

エンド生活サービス業)を他の地域に分散・移転

させることを目的に、河北省雄県、容城、安新３

県と周辺の一部地域を新区として開発されてい

る。これが雄安新区におけるスマートシティ開発

である。(4) 

この地域を中心として、2019 年 10 月に雄安新

区スマートシティとデジタルシティの理念を融

合しながら、計画段階から大規模建設段階に正式

に移行した。その後、三つの創造理念に基づいて

イノベーションインテリジェント新インフラ投

資施策により、5G、AI(人口知能)、データセンタ

ーなどの新型インフラを強化し、都市建設のスマ

ート化によって、健康、安全、住みやすさなどの

QoL（Quality of Life）も重視されている。 

雄安新区の開発計画にあたる「河北雄安新区計

画綱要」では、2035年までに人間と自然が共生す

るハイレベルなスマートシティを建設すること

が目標に掲げられ、後述の 7分野における開発方

針が記されている。分野ごとの方針は様々である

が、全体を見ていくと、環境保護・環境負荷の低

減、良質な住居・就業環境の実現、ハイエンド・

ハイテク産業の発展が目指されていることが読

み取れる。 

 ７つの分野について、三菱ＵＦＪリサ―チ＆コ

ンサルティングのレポートを参考に、一部抜粋す

る。 

【７分野にわたる開発方針】 

1「空間配置」：「一主、五輔、多節点」の考え

に基づき、配置計画を実行する（一主：先行的に

開発するエリア(起歩区)、五輔：先行的に開発す

るエリアの外周に位置する雄県、容城、安新県、

寨里、暫崗という５つのエリア/多節点：大規模

な不動産開発を禁じる町村 

2「生態環境」:白洋淀の生態系を回復させるほか、

国家公園や大規模な人工造林を建設し、美しい生

態県境を創出する 

3「産業配置」:都心部は北京から移転してきた企

業の事業部門や大学等のハイテク産業を集積さ

せ、郊外には軍需、農業、生態環境等を特色とし

た産業の集積を図ることで、都市部と郊外部が共

同発展するための産業構造を形成する 

4「公共サービス」:公共サービスのレベルを向上

させ、最新の教育やハイレベルな医療・社会保障
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等を提供する 

居住空間の配置を最適化し、住宅制度を革新する 
5「交通ネットワーク」：スマート交通システム

を導入するほか、公共交通機関の利用率やシェア

型のスマートモビリティを導入し、交通による環

境負荷の低減を図る 

6「グリーンスマートシティ」：スマートインフ

ラの建設を強化し、データ管理システムを構築す

る 

クリーンな熱配給システムやスポンジしてくの

構築により環境にやさしいインフラを設備する 

7「都市安全」：緊急防災システムの構築や建築

物の耐震能力の強化、洪水防止システムの構築を

促進し、防災レベルを向上させる 

 以上、７つの分野において、方針を明確に提示

している。(5) 

 

図 3雄安新区の空間構造(一主、五輔、多節点) 

 
出所：河北雄安新区計画綱要(6) 

 

2-3-2.雄安新区開発の特長 
様々な方針がとられる開発だが、特長として言

えるのは、メガリージョンの問題解決を念頭に置

いている点で、雄安新区の開発は特徴づけられる。 

途上国においては、都市化の発展に伴って数多く

のメガシティが誕生した。しかし、都市のキャパ

シティを上回る人口の流入が環境汚染、交通渋滞、

スラム化や治安の悪化等のいわゆる「大都市問

題」引き起こしている。これは多くの研究で指摘

されており、「住み続けられるまちづくりを」と

いう SDGｓの目標の実現に向けて、途上国におけ

る大都市問題への対応は不可欠であるとされて

いる。 

 雄安新区の開発は、スマートシティ開発を通じ

て地域を活性化するだけでなく、様々な大都市問

題を解決するというモデル的な試みであると言

える。 

2-3-3.雄安新区における７つの重大ミッショ

ン 

日本におけるシンクタンクとして有力な、三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティングによるレポート

を参照し、雄安新区における開発で重視されてお

り、また達成目標として設定されているものを 7

つに分け整理する。 

【７つの重大ミッション】 

①環境にやさしい新たなスマートシティを建設

し、世界トップクラスのスマートシティを築き上

げる 

②美しい生態環境をつくり、水と都市が融合した

エコシティを建設する 

③ハイエンド・ハイテク産業の発展によるイノベ

ーションを積極的に受け入れ、新たな原動力を育

む 

④質の高い公共サービス・公共サービス・公共施

設を提供し、都市管理の新しいモデルをつくる 

⑤便利で効率的な交通ネットワークを構築する

とともに、環境に配慮した交通体系をつくる 

⑥制度改革を推進し、資源配分において市場が決

定的な役割を果たせるよう、その活力を引き出す 

⑦外部と協働するための拠点とプラットフォー

ムを構築する 

以上、7 つのミッションのもと、開発計画を立

ている。以下の段落で、その各方針に沿った建設

計画と現状および課題点を整理する。 

2-4.各方針の現状と課題 
2018年4月発表のマスタープランの冒頭に、「北

京の非首都機能の過密緩和をカギとして、京津冀

協同発展を推進し、雄安新区を高いスタート地点

から規画し、ハイレベルで建設を行っていく」と

いう習総書記の共産党第 19回全国代表大会での

発言を記載しているが、北京の非首都機能の移転

をどのような形で、どのような速度で進めていく

かも今後の注目点となる。 

2019年時点の現地ヒアリング(河北雄安新区開

発委員会 副会長 李氏)を総合すると、非首都

機能移転については、現在は初期段階にあり、ど

の機能をどのタイミングで移転するという定ま

った計画のようなものはまだないと考えられる。

ただし、前述の指導意見において、国有企業の本

社や支社、科学技術研究機関やイノベーションプ

ラットフォーム、大学、病院などの北京市から雄

安新区への移転が改めて強調されており、その具

体的な構想は今後明らかになっていくものと考

えられる。しかし、支店、分院、分校のように、

北京市に拠点を維持しつつ雄安新区にも新たに

拠点を設けるケースはまだ想像しやすいが、全体

移転となると、被雇用者らの生活や利益とも密接
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にかかわることから、短期間に行うことの難易度

は高いと思われる。 

現在、進展が目立つのは、北京市が教育、医療

分野で、資金負担や人材派遣などを行いながら、

援助の形で学校などを設立するケースである。北

京市教育委員会によると、2018年 3月 1 日に北京

市の援助教育プロジェクトとして、北京市朝陽区

実験小学雄安校区、北京市第八十中学雄安校区、

北京市六一乳児院雄安院区、北京市海淀区中関村

第三小学雄安校区の運用を開始した。雄安新区管

理委員会の担当者に聞いたところでは、雄安新区

でさらに 3つの学校（雄安北京史家小学、雄安北

京四中、北海幼稚園）と 1つの病院（雄安北京宣

武医院）の建設を 2019年から開始するとのこと

である。(7) 

関係各機関・企業の誘致において、教育、医療

分野のインフラ整備が重要なことから、急速に整

備を進めているものと考えられる。  

以下具体的に方針と現状および課題を整理し

ていく。 

まず緑色生態（グリーンエコ）が豊かな自然環

境の創出・保全の具体的な取り組みにおいては、

水と緑に囲まれた自然を感じられるまちをつく

ろうと定め、生態系に配慮した緑化や自然公園の

活用により、生物多様性保全の取り組みを進める。

幸福宜居（幸福で住みやすい）の社会的状況や構

造を評価すると、人々の幸福感を具体的に評価す

る尺度として「健康」「文化」「仕事」「生活」

「教育」などの面から判断する。全面的に自然の

恵みと技術力を融合し新都市づくりを工夫して

いる。図４は開発した状況と元の状況についての

比較写真である。 

公共サービスについては、大きな変化が生まれ

ようとしている。重点ミッションの中でも挙げら

れたように、公共サービスのメカニズムをイノベ

ーションすることで、民生の保障レベルを上げる

ことが計画されている。元来、中国は戸籍によっ

て社会保障が管理されている。きっかけになり、

雇用機会が圧倒的に変化することが想定できる。  

雄安新区の公共サービス分野における重要な

第三者シンクタンクとして、研究所は、国家保健

衛生委員会保健開発研究センター、中国労働社会

保障科学院、文化観光省中国観光研究所(文化観

光省データセンター)、中国国立博物館、中国ス

ポーツスタジアム協会、中国都市計画デザイン研

究所、北京清華トンヘン計画設計研究所、中国建

築科学院、 中国メディア大学雄安新区開発研究

所など、公共サービス分野の 21の著名な機関が

自発的に設立した非営利の社会組織である。 

教育、健康、文化観光、スポーツ、社会保障、

コミュニティ開発、データガバナンス、信用都市、

金融、計画・建設の 10の研究センターは、人々

のより良い生活ニーズの高まりを満たすための

基本的な出発点と出発点として主張し、国内外の

公共サービス分野の学術、産業、社会のすべての

側面から質の高い資源を結集し、学際的、都市間

の共同イノベーション研究を継続し、世界の視点、

国際基準、中国の特性、高い位置を探索するため

に、雄安新区を促進する。(8) 

IT技術の面では、ブロックデータプラットフォ

ームは、ビッグデータと人工知能技術に基づくオ

ープンなスマートシティ・ビッグデータプラット

フォームである。これは、雄安新区の都市ビッグ 

データリソースセンターの中で、グローバルデー 

ターが、区のデータを収集・管理している。 

特に、ブロックデータプラットフォームは、新

区のデータ集約と管理することで、データサービ

スセンター、AIエンパワーメントセンターも充実

している。都市コンピューティングとスマートシ 

 

図 4雄安新区の写真 

 
出所: 人民雄安新区ホームページより引用(9) 

 
ティオペレーティングシステムの構築における

その利点を最大限に活用し、時空間ビッグデータ

処理、人工知能アルゴリズム、デジタルゲートウ

ェイなどのコアテクノロジーに貢献している。 

また、ブロックチェーンで新しい地区が完全な

マルチモーダル都市データをリアルタイムで収

集、統合、および適用して、デジタルツインシテ

ィのデータベースを作成することを支援する。将

来のデジタル経済の発展に向けて調整されてお

り、物理的な都市とともに成長するデジタル都市

を構築している。 

雄安新区は、「1つのセンター、4 つのプラッ

トフォーム」、つまり、雄安スーパーコンピュー

ティングクラウドセンターと都市情報モデル

（CIM）プラットフォームのスマートシティ、イ

ンフラストラクチャシステムを構築するために



                 日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 32 号 
 

91 
 

あらゆる努力を払ってきたと理解されている。ビ

デオネットワークプラットフォーム、およびモノ

のインターネットプラットフォーム、ブロックデ

ータプラットフォーム、ブロックデータプラット

フォームを例をとして 3 つの主要な機能がある。 

まずは政府データの統合を実現し、ソーシャル

データや市場データとの効果的なコミュニケー

ションの形成を目的としている。そして、情報プ

ラットフォームのデータレイヤーとして機能す

ることである。すべてに切り込むこと新しい地域

データ融合に基づく管理システムを構築する。ま

た、資本化を確実にするための統一されたデータ

標準とデータリソースカタログを決定すること

である。(10) 

インフラ整備の面についても、無人ホテル、無

人スーパー、映画館なども積極的に進展し、2020

年 7月 13日に雄安駅は打ちっ放しコンクリート

工事をほぼ完了し、屋根部分の雨よけのひさしと

高架層鉄骨構造の工事を秩序よく進めている。 

また、スマートインフラと言われるような部分

に関しては着実に準備が進んでいる。「雄安市民

服務中心(以下市民サービスセンター)」が着工早

期段階で完成したものとして挙げられる。市民サ

ービスセンター内には、自動運転バスなどが走行

する自動運転のテストコース、顔認証で部屋に入

室可能なホテル「THE COLI HOTEL」などがあり、

エコスマートシティーの実現のため、各企業が最

新のイノベーション技術を示している状況にあ

り、日系企業担当者を含めて多くの人が視察に訪

れている。また、市民サービスセンター内には、

中国銀行、中国農業銀行、中国工商銀行などの銀

行や、中国移動、中国電信などの通信会社、アリ

ババ、テンセント、バイドゥなどの IT企業など

が既に入居している。 

こうした具体的な進捗成果や建造物が増えて

いく中、現実的な問題点というのも散見される。

その一つとして、地区開発に関して立ち退きが発

生していることと、それに対する保障である。雄

安新区の都心部に設定された地区では、2019年 5

月以降、対象と期間を 3回に分けて住民の立ち退

き・移転事業が進められており、2020年末までに

約 7.75 万人が立ち退いた。容東エリアにおける

第一期約 2万戸の立ち退き者向け住宅は 2021年 6

月末から順次引き渡しが行われる予定である。（11） 

ESG の観点からこうした非自発的住民移転を評

価する際、立ち退き対象者への補償は重要な論点

となる。例えば、世界銀行のセーフガード政策で

は、非自発的住民移転を伴うプロジェクトの実施

主体者に対し、立ち退き対象者が以前の生活水準

や収入機会等を改善または回復できるよう、土地

や金銭による損失補償や移転先でのコミュニテ

ィ再建につながる支援を行うことを求めている。

雄安新区の開発は重大な国家プロジェクトとし

て国内外に広くアピールされるものであること

から、立ち退き対象者への補償は避けて通れない。

雄安新区における立ち退き対象者に対する主な

支援は、住宅・土地等の収用に対する補償と社会

保障等の充実の 2つに大別される。 

まず、住宅・土地等の収用に対しては、土地、

家屋、事業用物件等の対象別に単位面積または立

ち退き人数当たりに設定された単価に基づき補

償が支払われる。また、都心部の開発と並行して

移転先の代替住宅も整備されており、立ち退き対

象者は代替住宅に移転するか、代替住宅には移転

せずに追加的な補償金を受け取るかを選ぶこと

ができる。これらの金銭的補償や現物支給によっ

て、立ち退き対象者の損失補償と移転先の確保が

講じられている。  

立ち退き対象者への社会保障等についてみる

と、まず、年金加入に係る補助の交付や保険・医

療制度の整備などの基本的な保障の充実が図ら

れている。中国では、日本と異なり、地域ごとに

戸籍に応じた社会保障が整備されている。経済水

準が比較的高い者に比べ、農民や社会的弱者層に

対する社会保障の普及の遅れが課題とされてい

る。雄安新区における立ち退き・移転事業では、

立ち退き対象者の戸籍を農村戸籍から都市戸籍

に変更することに加えて、年金保険の補助等を行

うことで、最低限のセーフティーネットを整備す

る狙いがあると思料される。これにより立ち退き

対象者の生活の安定化につながる可能性がある。 

これに加えて、立ち退き対象者向けの高度な職

業訓練の提供や就職イベントの開催、並びに教

育・育児に関する支援・補助の提供が計画されて

いる点は特筆すべきである。雄安新区の都心部に

位置付けられている地域では、ITや金融等のハイ

エンド・ハイテク産業の移転・集積やイノベーシ

ョンの創出が目指されており、産業構造は大きく

変化していくことが予想される。 

雄安新区では、新たな産業に携わる人々を誘致

するのはもちろんのこと、それらを支える建設業

や製造業等の雇用も拡大させており、立ち退き対

象者やその子どもの希望や能力に応じて職業訓

練や技術に関する専門教育の機会を提供するこ

とで、就業機会の拡大を支援している。合わせて、

創業指導や小口資金貸付など立ち退き対象者向

けの起業支援も行っている。 

さらに、自力での就職先の確保が難しい立ち退

き対象者に対し、雄安新区は対象者のスキルと希

望を踏まえて最低賃金水準の仕事を提供するこ

ととしている。つまり、雄安新区では、立ち退き・

移転事業によって従来の農地を失った立ち退き

対象者やその子どもが、新たな産業構造の中で収 

入機会を再構築できるよう様々な支援がなされ
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ているのである。 

スマートシティの目玉ともいえる、集中管理シ

ステムは都市の運用・維持管理、課題解決に対し

て有用である一方で、様々な課題やリスクも存在

する。 

システム構築段階においては、インターフェー

スがかかる課題の 1つである。都市のあらゆる情

報を一元集約・管理するには、共通のインターフ

ェースを定めることが必要となるが、建物や設備

等、中国国内製品では機能が不十分な場合などに、

国際シェア及び実績の高い海外企業製品を使用

することとなる。この際、当然のことながら各製

品は企業ごとのインターフェースを有している

ため、相互接続や製品のアップデートの課題が生

じ、新区仕様のインターフェースとするよう各企

業の協力を求めなくてはならない。 

また、システム運用・維持管理段階においては、

計画・開発、運用、維持管理と、これまで類を見

ないほど膨大かつ複雑な都市情報の処理が必要

となるため、超高度なコンピューティングシステ

ムの導入に加え、超高度な情報処理モデル及びサ

イバーセキュリティシステムの開発が不可欠と

なる。  

雄安新区ではエッジコンピューティングを活

用した分散型のプラットフォームを導入してい

るものの、2022年に運用開始を目指す雄安都市コ

ンピューティングセンターで情報の複雑な集中

処理を行うため、オーバーフロー等が生じた場合、

あるいはサイバー攻撃を受けた場合に都市機能

が全停止するリスクを排除できない。 

さらに、こうしたデータの収集・利用の範囲や

プライバシーへの配慮、使用者の権限や義務等に

関する規定が必ずしも十分に開示されていない

こともあり、運用上の不透明性に関する懸念も課

題として挙げられる。 

今後、雄安都市コンピューティングセンターの

運用においては、情報集約・管理システムの開発

に加えて、情報利用で生じるリスクをどのように

低減させるかがポイントとなるだろう。前述のよ

うな課題を解決し、超高度なデジタル都市化が実

現すれば世界でも類を見ないスマートシティが

誕生することになる。 

2-5.産業クラスター政策としての都市開発 

2-5-1.策としての雄安新区開発 OR 産業クラス

ター政策 
 産業クラスター分野の研究として有名かつ有

力なのが、マイケル・ポーターの「国の競争優位」

がある。この著作の中からいくつか考えを引用し、

本節を記していく。まず、産業クラスターは、新

事業が次々と生み出されるような事業環境を整

備することによって、競争優位性をもつ産業が核

となって広域的な産業集積が進む状態である。ま

た、かくパフォーマーがネットワークを形成し、

イノベーションの創出が期待され、これより国の

競争力向上を図るという性格がある。このような

産業クラスターを強める条件として、明快に説明

されているのが、「ダイヤモンドモデル」である。

ダイヤモンドモデルの構成要素は以下の四つで

ある。 

 

①企業の戦略、構造およびライバル間競争：企業

の設立、組織、管理方法を支配する国内条件およ

び国内のライバル間競争の性質 

②関連・支援産業：国の中に、国際競争力をもつ

供給産業と関連産業がするかしないか 

③要件条件：ある任意の産業で競争するのに必要

な熟練労働またはインフラストラクチャーとい

った生産要素における国の地位 

④需要条件：製品またはサービスに対する本国市

場の需要と性質(12) 

 「ダイヤモンド」は相互強化システムである、

とポーターは述べている。一つの決定要因の効果

というのは、他の要因の状態に付随して動く。だ

からといって 1つか２つの決定要因による競争優

位が成り立たないわけでは無い。しかし、天然資

源に依存する産業や高度なスキルを持たない産

業は成立可能であるが、一方でこの優位というの

は長く続かない。 

クラスター化が起こる要因として、「相互強化

作用」がある。競争力のある産業があると、別の

競争力のある産業の創造を助ける。こういった相

互作用が、競争優位を伸ばすのに重要となる。 

2-5-2.ダイヤモンドモデルとの違い 
 特定の産業が国内外で競争力を高めるという

のがダイヤモンドモデルであれば、スマートシテ

ィにはより多くの産業が集い、非首都機能が移転

する目的があることから、単純にポーターがいう

モデルとは区別できることになるだろう。また、

スマートシティ開発には、「地球環境・社会との

調和をゴールとし、低炭素、省エネルギー、水・

大気への低環境負荷、高リサイクルを実現する基

盤インフラの上に、衣食職住が近接した都市を作

り、鉄道、バス、自動車などのモビリティによる

環境負荷を極小化した街を意味する(デロイト制

作レポートより引用)。」(13)こうした観点が重視

されるのがそもそも、経済成長や競争優位だけを

意識したものではなく、ダイヤモンドモデルの文

脈で語り始めることと区別できると思える。 

 国策としての雄安新区のスマートシティ開発

には、持続的な開発が求められる。スマートシテ

ィ開発において懸念されるのが、技術の陳腐化で

あったり、決定要因の垂直方向のバランスの乱れ

の発生だったりが挙げられる。特に、国策である

今回の雄安新区を例にとっても、産業側つまり参
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入企業からすればマネタイズというのは、経済活

動を目的とする特性上、最重要項目である。一方、

国は自国の競争優位性は高めたいと思いつつも、

マネタイズというのが一番の目的ではないとい

うのが、国策としての開発において念頭に置いて

おくべきことである。 

 ポーターもこの点については『国の競争優位』

のなかで指摘している。産業クラスターの強化要

素として語られるダイヤモンドモデルの中に、政

府が含まれておらず、あくまでその他の要素と表

記されているのは何故だろうか。ポーターは、「政

府の本当の役割は、4つの決定要因に影響を与え

るということにある。…(中略)…私の理論は、市

場圧力とそのために起こるイノベーションによ

って、要素コストは克服できることを強調してお

り、通貨価値を低く抑えると競争優位のグレード

アップを遅らせ、企業を価格に敏感な、持続性の

弱い市場セグメントへ目を向けさせることにな

る。その結果は長期的にみると競争優位の喪失で

ある。政府が、企業に対して向上と触れ-ドアッ

プ圧力を排除するように、「手を貸す」ことは、

生産性に反することになる。」と政府の役割を説

明している。 

その前には、政府が具体的にどういった影響を

与えるかを説明しており、ポジティブなものもあ

るが、資本市場の帰省、租税政策、反トラスト法

などによって企業の戦略、構造及びライバル間の

競争に大いに影響を与えるし、これらは決してポ

ジティブなものとは言えないだろう。 

以上の理由から、ポーターは政府の影響という

のをダイヤモンドの外に置くというモデルを提

唱している。これより、本節の命題である、「ダ

イヤモンドモデルとの違い」を考える際に、単純

ではあるが考えられる一つの答えとして、「政府

の介入の在り方」が挙げられる。立案や承認に関

して、大きな影響力をもち、計画を主導するかた

ちで開発が進められている雄安新区は、産業クラ

スター政策の例としては当てはまるが、単純にそ

の強化条件としてのダイヤモンドモデルを当て

はめて考えるには、注意が必要になるだろう。 

2-5-3.雄安新区(中国)の競争優位について 
 雄安新区の競争優位を考える際に、まず目を引

くのは、その広大な土地である。これはモデルに

はめていえば要因条件に当たる。これだけの規模

のスマートシティが、計画のような機能を発揮で

きる都市として成り立つのであれば、それは世界

に対して大きな影響力をもつであろう。そして、

人口計画などもそれに伴い十分な容量を持つこ

とになる。 

しかし、2021年 10月 27日人民雄安網出典の新

聞記事によると、現時点で深刻な人手・人材不足

が雄安新区内で起こっており、それを報告する文

書が出されたのは、ここ数日のことである。現地

メディアによると、2021年雄安新区緊急人材目録

発表会と第 3回雄安新区人材知的交流会の発足式

が 10月 27日に開催された。そこで発表された内

容として、『2021年雄安新区緊急人材不足カタロ

グ』(以下「カタログ」)が公表された。 (14) 

このカタログは、河北省人民社会局と雄安新区

管理委員会が共同で策定した、雄安新区の建設・

開発を支援する人民社会省の主要人材プロジェ

クトであり、2021年の雄安新区の 364世帯、1697

人の雇用、11,000人の人材不足に関する情報をま

とめ、公表した。 

発表のポジションから、雄安新区のサービス、

教育、健康、建設、ソフトウェア、情報技術、臨

床医学、土木工学、コンピュータサイエンス、技

術、経済金融、その他の専門人材の需要が高く、

本学と専門教育の基礎人材が主な導入対象とな

っている。」とある。着工から 4年がたった今で

も、こういった人材に関する問題が出てくるとい

うのは、いささか不安な点であり、計画の不透明

性を上げる要因となるだろう。 

優位性について、何度も確認しているように、

雄安新区の開発というのは国策としての性格が

強い。それならば、これは優位性に繋がりうる。

世界的レベルの書いてや供給企業、関連産業が国

の中にあれば、産業の競争優位をグレードアップ

する自己強化の恩恵を受ける発端となる。政府の

政策は、クラスターの育成と強化に重要な役割を

果たしている。その中でももっとも役立つ方法と

して、大学の付属研究所や、データ・バンク、専

用のインフラなどの専門的な要素を想像する投

資をすることである。これはまさに政府規模の力

をもってして成せる投資であり、クラスターにと

ってもポジティブな影響となることは自明だ。 

雄安の例をとっても、非首都機能の移転として、

積極的に教育機関の郊外化も進められている。こ

うした機能が、適切な「空間配置」によって適当

に機能することができる。こうした理想をしっか

りと成果がでるようにマネジメントすることが

求められ、それが成功した場合は、称賛を受ける

ような、モデルとなるようなスマートシティの要

素になれよう。 

 

3.おわりに 
今後の課題は、適宜現地調査及び文献調査を行

い、建設計画の動向を考察していく。また、日本

のスマートシティ形成モデルとの比較検討や中

国のスマートシティ形成に向けた評価指標の作

成に向けた検討を行っていく。 

 その際、共創をテーマとする戦略論としては、

服部勝人(2006)ホスピタリティ・マネジメント論、

Prahalad.C.K,Krishnan.M.S.(2009)イノベーシ
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ョンの基本原則等がある。これらの共通する概念

は、企業がケイパビリティを高める戦略として外

部企業との共創（創造・連携・補完）により企業

価値を向上させるという点である。  

服部勝人(2006)は、ホスピタリティ・マネジメ

ント論において、その位置づけを個人対個人、及

び個人対企業と同様に、企業対企業の共創関係に

ついても「多くの異質な要素が複雑に関係する中

で、多元的相関関係を築き相互作用・相互補完・

相互連携しあうことで、最適な環境を創出し、創

造的共進化するための原理（多元的共創原理）」

と定義し、「対等となるに相応しい共創関係」と

指摘する。(15)        

Prahalad.C.K,Krishnan.M.S.(2009)は、イノベ

ーションの基本原則の中で「グローバル資源の活

用と個客経験との共創」を業務プロセスにおいて

実現させパッケージ化させることが重要と指摘

する。(16)この「個客経験との共創」とは、企業（業

者と個客）がゼロな状態からケイパビリティを創

造することを意味しており、グローバル資源の活

用とは、外部企業の持つ資源・ケイパビリティを

グローバル市場から補完してくる共創戦略をし

ている。 

以上のような共創的な関係が、中国のスマート

シティ形成においてどのような形態で存在する

のかを検証していく。 

 

注 

(1)日立評論 2020 Vol．102 No．5 

(2)人民出版社本書編集組：河北雄安新区規划綱

要読本人民出版社（2018.9） 

(3) NRI「スマートシティ報告書-事業機会として

の海外スマートシティ-」(2019.5) 

(4)中共中央，国務院：中共中央・国務院が河北

雄安新区の全面的な深化に向けた改革と開放拡

大を支持することに関する指導意見人民出版社

(2019.1） 

(5)三菱ＵＦＪリサ―チ＆コンサルティング「Ｅ

ＳＧの観点からみる中国の雄安新区開発途上国

におけるグリーンフィールド型スマートシティ

開発への示唆」(2021.8) 

(6)河北省，中央機関部委京津冀協同発展専門委

員会:河北雄安新区先行開発区コントロール性詳

細計画／河北雄安新区先行開発区コントロール

性詳細計画(2020.1） 

(7)人民雄安網「雄安新区未来都市公共サービス

研究所を設立」(2021.8) 

(8)中国政府ホームページ（www.gov.com） 

(9)中国雄安ホームページ（xiongan.gov.cn） 

(10)雄安緑研智庫有限公司：雄安新区緑色発展報

告（2017-2019）－新生都市の緑色之心、Xiong’

an New Area Green Development Report（2017-2019

）- A Green Beginning of the New City，中国

城市出版社（2020.3） 

(11)中国新聞網 梳理天下新聞（chinanews.com） 

(12)Ｍ．Ｅ．ポーター『国の競争優位』(上下)、

土岐坤・中辻萬治・小野寺武夫・戸成富美子(訳)

、ダイヤモンド社、(1992) 

(13)デロイトトーマツ「日本経済再生に向けた「

スマートシティ技術集積型エアポートシティ」創

造の必要性-スマートシティ技術の後進国化を防

ぐ処方箋-」(2013.1) 

(14)中国新聞網 梳理天下新聞（chinanews.com）

デロイトトーマツ「日本経済再生に向けた「スマ

ートシティ技術集積型エアポートシティ」創造の

必要性-スマートシティ技術の後進国化を防ぐ処

方箋-」(2013.1) 

(15)服部勝人(2006)『ホスピタリティ・マネジメ

ント学原論』丸善 pp.113-114 

(16)C.K.Prahalad and M.S.Krishnan；The New Age 

of Innovation(2008)有賀裕子訳『イノベーショ

ンの新時代』日本経済新聞社,2009,pp.７-49 

http://www.gov.com/

