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People’s
Republic o f  

China

山東省（中華人民共和国）

中華人民共和国

山東省

済南市
泰山

曲阜
青島市

世界の地域から
玉皇頂

山東省は中国東部の黄河の下流に位置しており、北を河北省
と、南を河南省、安徽省、江蘇省と接しており、面積は15万
6,700km2、人口は2008年時点で9,470万人（全国第２位）
となっています。地形はほぼ平坦であり、黄河が山東省の西部
を貫き北部で渤海に流入しています。
省都は山東半島の付け根に位置し、古くから交通の要所とし

て栄えてきた済南市であり、省内の政治、文化の中心としての
機能を果たしています。景観の美しさで知られている済南市で
は、「 突泉」「千仏山」「大明湖」が観光地として有名であり、
済南の三大名勝ともいわれています。
山東省は孔子や孟子、諸葛孔明などの歴史上の人物を多く輩

出していることから、それに関連した数多くの名所・旧跡を擁し
ており、中国の歴史を存分に堪能することができます。孔子の
生まれ故郷である曲阜や中国「五岳」のひとつである泰山など
の世界遺産は、山東省が誇る名所旧跡のひとつとなっています。
また、山東省の経済の中心都市でもある青島市は、多くの日
系企業が進出しており、日本人にとって最も馴染み深い都市で
あるといえます。

泰山
山東省の中部に位置する泰山は、中国ではもちろん、
世界でも名高い名山であり、世界自然文化遺産にも
登録されています。湖南省の南岳衡山、河南省の中
岳嵩山、陝西省の西岳華山、山西省の北岳恒山とと
もに中国「五岳」のひとつに数えられており、この
五岳の中でも最も重要な山として位置づけられてい
ます。 山頂の玉皇頂（写真小）は標高1,545mの地
点に位置しており、複数の神が信仰されている泰山
において、最も位が高い玉皇大帝が祀られています。  

写真提供：山東省外事弁公室、青島市外事弁公室等



28　自治体国際化フォーラム　Feb．2011

中国を代表する木造建築物「大成殿」

「孔府」の大門

「大成殿」の前にある龍が彫られた柱 

孔子の墓 

孔廟 
孔子の故郷でもある曲阜は、山東省の西南に
位置しており、「孔廟」「孔府」「孔林」など
孔子ゆかりの史跡が数多く点在しています。 
「孔廟」は孔子が亡くなった翌年（紀元前
478年）に孔子を祀るために建てられた霊廟
であり、儒教の総本山として厚く信奉されて
います。明清時代に増築・補修された結果、
宮殿のような壮大な建築群となり、北京の紫
禁城、泰山の岱廟と並ぶ中国三大宮廷建築
のひとつと呼ばれています。  

孔府 
孔子の直系子孫とその家族
が住んだ邸宅です。創建後
何度も拡張されたため、現
在は16万ｍ2の敷地内に463
もの部屋が存在しています。

孔林 
孔子とその一族の専用墓地であり、世界最大の家族墓地でもあります。
老木の広がる墓域には10万を超える孔子の子孫たちの墓碑が散在して
います。 
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千仏山の中腹にある唐代の大寺「興国寺」 

千仏山 
山全体がひとつの自然公園を形成しており、仏教の聖地ともいわれています。山の各地の岩に仏像が彫られ、千仏山の名で呼ばれるようになりました。 

突泉 
山東省の省都である済南市にあり、「泉のま
ち（泉城）」としても知られている同市の中心
に位置しています。済南72泉の筆頭に挙げら
れる泉であり、乾隆帝が執筆したといわれる
「天下第一泉」の額が飾られています。 

大明湖 
中国では珍しく市街地の中にある天然
湖です。多くの柳に囲まれて楼閣や亭
台が散在してその風景はまるで水墨画
のようであり、古来より詩文の舞台と
なっています。 
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青島市は山東半島の東に位置する都市で、三
方を海に囲まれており、海岸線の総延長距離は
700km以上にもなります。1984年に青島市が特
別経済技術開発区に指定されて以来、日本や韓国
の大型企業が進出し、近代建設が急ピッチで進展
しました。 1903年に青島で製造が始まった青島
ビール（写真上）は中国で最も古いビールのひと
つであり、世界的にも知られています。 

青島市

ヨーロッパ風の街並みが美しい青島市

青島ビール

済魯ソフトウェアパーク 
1995年11月に設立され、2001年７月に「国家ソフトウェア産業基地」に認定されました。特に、アニメやゲーム、通信、
半導体などのソフトウェア産業を中心に集積を進めており、パナソニックやＮＥＣ、日立などの日系企業も進出しています。 

山東省博物館 
中華人民共和国成立後初めてとなる大型
総合博物館として整備されており、2010
年５月に新しく建て替えらました。館内に
所蔵されている文物は20数万点にも達し
ており、その中には、陶磁器や青銅器、甲
骨文など、特色を備えた所蔵を有していま
す。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270074006500730074005f0069006800610072006100270020306b57fa3065304f005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [938.268 688.819]
>> setpagedevice


