河南省、鄭州市の概況
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（１）基本データ
◆河南省について

省都

鄭州（ていしゅう）市

面積

16.7 万㎢

人口

10,906 万人（常住人口は 9,605 万人）

地級行政区

17 個（副省級市なし）

書記

王国生（おう・こくしょう） ＊略歴は後述

省長

尹弘（いん・こう） ＊略歴は後述

＜気候＞
省内のここ 10 年の平均気温は 12.7～16.2 度である。東部に平野が広がり、西部に
山岳地帯が広がる。四季がはっきりしており、雨季と気温が上昇する時期が重なっていること
もあり、自然災害が多いのが特徴である。
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＜歴史＞
河南省は、中国の起源ともいわれる夏や殷にゆかりのある地として知られている。また、そ
の後の王朝でも中国の文化を象徴するような建造物なども多く、まさに歴史のまちと言える。
また、かつては中国全域を９つの州（九州）に分け、そのうちの「豫州（よしゅう）」という
州が、現在の河南省にあった。この九州は雅称（上品な呼び方）であることから、現在ナ
ンバープレートなどで見かける河南省の略称は「豫」となっている。

＜行政区＞
河南省には 17 つの地級行政区がある。副省級市はなし。
市名称

よみ

一言メモ

1

鄭州市

ていしゅう-し

殷王朝の都がおかれた。現在は省都。

2

安陽市

あんよう-し

殷墟がある。甲骨文字が大量に出土。

3

鶴壁市

かくへき-し

古代の君主が趣味で鶴を飼っていたことに由来。

4

焦作市

しょうさく-し

太極拳発祥の地と言われている。

5

開封市

かいほう-し

北宋の都がおかれた。（後半は杭州に遷都）

6

漯河市

らが-し

市内の賈湖遺址から世界最古の楽器が出土

7

洛陽市

らくよう-し

龍門石窟がある。

8

南陽市

なんよう-し

綿織物・絹織物の生産で有名。

9

平頂山市

へいちょうざん-し

10

濮陽市

ぼくよう-し

11

三門峡市

さんもんきょう-し

三門峡ダムがある。

12

商丘市

しょうきゅう-し

南宋の初代皇帝が即位した場所。

13

新郷市

しんごう-し

料理文化博物館がある。

14

信陽市

しんよう-し

信陽毛尖（しんようもうせん）というお茶が有名

15

許昌市

きょしょう-し

河南省の最も真ん中に位置する。

16

周口市

しゅうこう-し

北洋軍閥・袁世凱の生まれ故郷

17

駐馬店市

魯山大仏がある。
最も右上、境目を超えると山東省。

ちゅうばてん-し その昔、宿が多かったことからこの名前になった。
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（２）経済概況1
2018 年、河南省の域内総生産（GRP）は４兆 8056 億元（前年比＋7.6%）、
一人当たりの GRP は 50,152 元（前年比＋7.2%）である。
項目

河南省 ※カッコ内は前年比
4 兆 8,056 億元（＋7.6%）

域内総生産
（GRP）

第 1 次産業：4,289 億元（＋3.3%）
第 2 次産業：22,035 億元（＋7.2%）
第 3 次産業：21,732 億元（＋9.2%）

１人当たり GRP

50,152 ドル（＋7.2%）
31,844 元（＋7.8%）

平均可処分所得

都市住民：20,989 元（＋8.1%）
農村住民：13,831 元（＋8.7%）

実質外資利用額

179 億ドル（＋3.9%）
5,513 億元（＋5.3%）

輸出入総額

輸出総額：3,579 億元（＋12.8%）
輸入総額：1,934 億元（-6.2%）

貨物取扱量

8,934 億トンキロ2（＋9.5%）

旅客輸送量

11 億人キロ（-3.3%）

◆交通インフラ
鉄道：5,460km にわたる鉄道があり、そのうち高速鉄道は 1,308km ある。高速鉄道は、
京広線（北京⇔広州）と隴海（ろうかい）線（江蘇省連雲港市⇔甘粛省蘭
州市）が通っている。なお、新鄭州駅が 2020 年に開通予定。
道路：高速道路が 6,600km 通っている。
空港：鄭州新国際空港、洛陽北郊空港、南陽姜営空港がある。鄭州新国際空港は、
日本（成田、静岡、大阪）、ソウル、バンコクなどを結んでいる。

1

河南省人民政府の公式サイトと統計公報をもとに作成。ただし、2019 年の数字が更新さ

れておらず、最も新しい 2018 年のものを記載する。
2

物流用語。トンキロとは、貨物の輸送量を表す単位のことで、貨物の重量（トン数）に

それぞれの貨物の輸送距離（キロメートル）を乗じて算出する。
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◆日系企業の進出状況
2015 年時点で 41 社3の日系企業が進出しており、自動車産業の進出が目立つ。


日産自動車：東風汽車との合弁会社「鄭州日産汽車有限公司」を設立。



日立物流：河南新鑫日立物流有限公司、鄭州新和華科貿有限公司との合弁
会社「河南新鑫日立物流有限公司」を設立。



日立化成：100％子会社「日立化成工業（鄭州）汽車配件有限公司」を設立
し、日産自動車の新型「エクストレイル」向けバックドアの生産などを行っている。



日本発条：100％子会社「鄭州日発汽車零部件有限公司」を設立。自動車用
のシートを生産している。

◆河南省に本社がある中国の有名企業
＜双匯（そうかい）集団＞
大手食肉会社で、農業生産化における国家の重点リーディングカンパニーである。日本
の日本ハム・グループとも、河南省での養鶏事業で協力している4。下の写真は双匯集団の
製品だが、駐在経験のある方なら、一度は見たことがあるのではないだろうか。

＜宇通集団＞
バスや商用車などの自動車産業をコア事業とし、そのほか不動産、金融、投資などを幅
広く手掛ける企業である。2019 年には、5G スマート路線バスで、レベル 45の自動運転バ
ス「小宇」を開発し、試運転をスタートさせた。下の写真は「小宇」。

双匯集団のソーセージ

宇通集団の「小宇」

3

JETRO 武漢事務所が作成した資料から引用

4

この事業は、在日本中国大使館の HP でも紹介されている。
（http://www.china-

embassy.or.jp/jpn/jmhzs/t648821.htm）
5

自動車技術会（JSAE）によれば、レベル４は、
「運転自動化システムが全ての動的運転

タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において持続的に実行。作動継続が
困難な場合、利用者が介入の要求に応答することは期待されない」という程度。
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（３）その他情報
１．日本の友好都市・姉妹都市
日本の都市

河南省の都市

締結年月日

1

岩手県北上市

三門峡市

1985.05.25

2

宮城県大崎市

鄭州市金水区

1994.07.19

3

山形県南陽市

南陽市

1988.10.06

4

福島県須賀川市

洛陽市

1983.08.01

5

埼玉県さいたま市

鄭州市

1981.10.12

6

埼玉県戸田市

開封市

1984.08.21

7

埼玉県草加市

安陽市

1998.11.01

8

埼玉県新座市

済源市

2002.05.16

９

長野県下諏訪町

開封市

2002.04.22

10

長野県

河南省

1986.11.19

11

長野県津市

鄭州市恵済区

1991.05.14

12

大阪府柏原市

新郷市

1990.09.26

13

奈良県橿原（かしはら）市

洛陽市

2006.02.11

14

岡山県岡山市

洛陽市

1981.04.06

15

岡山県新見市

信陽市獅河区

1992.04.16

16

熊本県小国（おぐに）町

登封市

1983.03.03

２．河南省の名所（写真はインターネットから引用）
嵩山少林寺（すうざん・しょうりんじ）
少林武術の中心地として知られる。2017 年に
は、映画でおなじみの「少林サッカー」スクールを
開校する計画が発表された。また、日本の少林
寺拳法は、宗道臣（そう・どうしん）という元軍
人がここで学んだ後に日本で創始したものである。
2010 年に世界遺産に登録された。
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二里頭遺跡（にりとう・いせき）
新石器時代末期から青銅器時代にかけての遺
跡で、幻の王朝「夏」、殷の時代のものなど、
様々な説がある。この遺跡からは、青銅器、陶
器、玉器、緑松石（トルコ石）器などが出土し、
早期に文化が成熟していたことが分かる。

三門峡（さんもんきょう）ダム
旧ソ連の技術を導入し、黄河をせき止めて
1960 年に完成した巨大ダム。しかし、上流から
土砂が流れてくること計算に入れておらず、あえな
く改築。その後、発電量も下方修正された。

殷墟（いんきょ）
発見のきっかけは、漢方薬に使用された骨片にあ
る古文字だった。19 初頭から発掘が始まり、多く
の墳墓や副葬品が発見され、殷の時代の都であ
ると確認された。2006 年に政界遺産に登録。

魯山大仏（ろざんだいぶつ）
仏像の足元の台も合わせると、200m を超える
高さを誇る大日如来。完成は 2008 年と比較的
新しく、台座部分は内部にエスカレーターが設置
され、像の足元部分まで上ることができる。

龍門石窟（りゅうもん・せっくつ）
中国３大石窟のひとつ。北魏の孝文帝が洛陽に
遷都した 494 年に作られはじめ、その後およそ
400 年かけて１km にわたって洞窟、石像、彫
刻版などがある。2000 年に世界遺産に登録。
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雲台山（うんだいさん）
太行山脈の山で、天然の渓谷は、人気の観光
スポットになっている。渓谷の美しさはさることなが
ら、山には約 25 億年前の地層がむき出しにな
っている。世界ジオパーク6にも指定されている。

6

ユネスコが、地層、岩石、地形、火山、断層など、地質学的な遺産を保護し、研究に活

用するとともに、自然と人間とのかかわりを理解する場所として整備し、科学教育や防災
教育の場とするほか、新たな観光資源として地域の振興に生かすことを目的とした事業。
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（５）河南省指導者の主な略歴
書記：王 国生（おう・こくしょう）
生年月日

： 1956 年 5 月（63 歳）

出身地

： 山東省聊城市

最終学歴

： 山東大学

民族

： 漢族

期間

役職

1985.05 – 1997.12

山東省聊城県で副書記などの役職を歴任

1997.12 – 1998.06

山東省労働庁副庁長、党組副書記

1998.06 – 2000.01

山東省貿易庁副庁長、党組副書記、財貿弁公室主任

2000.01 – 2010.12

江蘇省で党委副書記、組織部長、連雲港市書記などを歴任

2010.12 – 2016.06

湖北省
で党委副書記、省長などを歴任

2016.06 – 2018.03

青海省党委書記、省人大常務委員会主任

2018.03 – 2019.01

河南省委書記、省人大常務委員会主任候補、党組書記

2019.01 – 現在

河南省委書記、省人大常務委員会主任

省長：尹弘（いん・こう）
生年月日： 1963 年 6 月（56 歳）
出身地

： 浙江省湖州

最終学歴： 上海工業大学
民族

： 漢族

期間

役職

1994.12 – 1996.06

上海市計画委員会弁公室副主任

1996.06 – 2008.02

上海市閘北（こうほく）区区長、長寧区副区長などを歴任

2008.02 – 2012.05

上海市政府副秘書長

2012.05 – 2019.11

上海市委副書記、秘書長、常務委員などを歴任

2019.11 – 2019.12

河南省委副書記、省政府党組書記、副省長、代理省長

2020.01 – 現在

河南省委副書記、省長、党組書記
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（６）鄭州市指導者の主な略歴
書記：徐立毅（じょ・りつき）
生年月日 ： 1964 年８月（55 歳）
出身地

： 浙江省紹興市

最終学歴 ： 浙江大学
民族

： 漢族

期間

役職

1992.03 – 2001.12

浙江省余姚（よよう）市で副市長などを歴任

2001.12 – 2002.09

浙江省寧波市水利局局長、党委書記

2002.09 – 2006.11

浙江省寧波市鄞州（ぎんしゅう）区委副書記、代理区長

2006.11 – 2011.11

浙江省杭州市江干区委書記、区人大常務委員会主任

2011.11 – 2012.02

杭州市余杭（よこう）区委書記

2012.02 – 2015.04

杭州市常務委員、副市長

2015.04 – 2017.02

浙江省温州市委書記、代理市長などを歴任

2017.02 – 2019.06

杭州市委副書記、党組書記、市長などを歴任

2019.06 – 現在

河南省委員会常務委員、鄭州市委書記

市長：周先旺（しゅう・せんおう）市長
生年月日

： 1967 年８月（52 歳）

出身地

： 河南省平頂山市

最終学歴

： 大学院修士課程

民族

： 漢族

期間

役職

1991.09 – 2006.02

河南省平頂山市で新華区副書記、区長などを歴任

2006.02 – 2008.10

河南省舞鋼市副書記、市長

2008.10 – 2014.02

河南省水利庁副庁長、新疆ウイグル自治区支援業務など

2014.02 – 2018.09

河南省安陽市で委副書記、市長、党組書記などを歴任

2018.09 – 2020.03

河南省鄭州市委副書記、市長、党組書記

2020.03 – 現在

河南省人民政府副省長、鄭州市委副書記、市長、党組書記
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