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新型コロナウイルスの制圧に奮闘する上海

 5月10日末現在、（海外から（入国した方）の感染者）

累計感染者数: 320名

累計退院者数: 295名

現在感染者数: 25名（内、重症と危篤状態が各1名）

累計死亡者数: 0名

 5月10日末現在（本土の感染者）

累計感染者数: 339名

累計退院者数: 332名

累計死亡者数: 7名

３月２日以降、本土の確定感染者数は０名

人口2400万の国際大都市・上海がなぜ本土の感染者数を
僅か339人に抑えることができたのか？

⼀、上海市政府及び関係部門の意思決定と実施⾏動の「素早さ」
（上海の感染リスク予測及び対応策、流⾏性伝染病調査員へのトレーニング、定点病院の指定など）

⼆、病院など医療機関の対応の「速さ」
（全上海に110の発熱外来診察を設け、公共衛⽣臨床センターを定点病院に指定など）

三、いち早く、最高の警戒レベル「レベル-1」を決定・公布
（①新型コロナを⼄類伝染病に指定、甲類伝染病と管理、②重点地域から来た⼈への14日間隔離措置、③上海に入る全ての交
通拠点（道路、駅、空港等）にて全⾯的衛⽣検疫（検温、⾏動履歴など個⼈情報の登録、④各種類のイベント停⽌、映画館、
博物館及びカラオケ、遊楽施設等の閉鎖、団体旅⾏も停⽌、個⼈旅⾏にもキャンセルを呼びかけ）など

四、上海市⺠が最大限に動員され、全⼒で新型コロナ対抗に協⼒し、ボランティア活動にも献身
（マスク着用、外出自粛、「三密」を徹底的に避けるなど）
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人口2400万の国際大都市・上海がなぜ本土の感染者数を
僅か339人に抑えることができたのか？

12/27 武漢市に原因不明の肺炎が診断

12/31 上記情報が上海に届く

12/31 上海CDCが即時に情報収集、レポートを纏め、市政府に報
告（ 「武漢の集団感染による原因不明の肺炎事件及び 我が市で
の発⽣リスクと防疫活動への提案」 ）

2020年1/3 約80人の市ランクの流⾏性伝染病調査員を対象に「原
因不明の肺炎に関するトレーニング」を挙⾏

研修を受けた調査員を直ちに各区の病院の発熱外来へ派遣、必死に武漢から
の発熱者の洗い出しに努める
（上海CDCとは、(Shanghai Municipal Center For Disease Control &
Prevention)

新型コロナウイルスが、武漢から上海に持ち込まれるまでの所要時間は4時間弱か？
（武漢上海間の直接距離は760キロ、高鉄で最速なら3時間58分間）

12/31
上海市公共衛⽣臨床センター（伝染病の専門病院）の専門
家が上海市⺠に原因不明の肺炎に要注意と呼びかける
1/3
同臨床センターが医師、看護師、総務及び守衛など全員に
原因不明肺炎患者の受け⼊れ⼿順のトレーニングを実施
1月6日―7日
上海市衛⽣健康委員会が全市関係病院の医療従事者に対し、
新しいウイルスを狙撃する事についてのトレーニングを挙
⾏
1月10日
同臨床センターが、新型コロナ肺炎の定点病院に指定され、
全ての医療施設が臨戦状態に⼊った

人口2400万の国際大都市・上海がなぜ本土の感染者数を
僅か339人に抑えることができたのか？
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上海で診断された最初の新型コロナウイルス肺炎患者への対応
（陳と言う50代の⼥性、1月12日に武漢から高鉄で上海にいる娘の家
へ春節の団欒に向かった）
1月15日
21:00頃 発熱、強いだるさで、交通大学付属同仁病院へ受診
22:30頃 CT及び⾎液検査でウイルス肺炎と診断、隔離病室へ、
22:30頃 付き添いの娘夫婦も濃厚接触者としてすぐ隔離され
23:00頃 病院から区の疾患予防コントロールセンターに報告

1月16日
08:00頃 病院内の専門家にによる⽴会診察
08:30頃 上海CDCスタッフが患者に感染経路調査
09:00頃 感染経路調査が終了、報告書作成作業
11:00頃 PCR検査結果、弱陽性
14:00頃 上海CDC消毒チームが高鉄虹橋駅を消毒作業
14:00頃 患者が上海で住居したマンションとその団地を消毒作業
15:00頃 患者と接触の疑いのある100⼈余りを洗い出し、隔離へ

上海最初のコロナ肺炎患者を収容した上海交
通大学付属同仁病院

人口2400万の国際大都市・上海がなぜ本土の感染者数を
僅か339人に抑えることができたのか？

マスクを買い求める列で待つ住⺠たち
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マスクを購入する人は上海人が最多
なぜ「上海人が一番死を恐れる」と批判されたのか？

各市の電子商取引フラットホームでのマスク購入量分布
上海: 28.86％
武漢: 15.37％
杭州: 12.90％
北京: 10.87％
深セン: 8.53％
広州: 8.20％
南京: 6.32％
成都: 3.52％
重慶: 2.69％
蘇州: 2.63％

積極的に新型コロナウイルスに対応

⾦光（インドネシア）、正大（タイ）、益海嘉（シンガポール）を代表とする在上海外資系企
業294社より、総額7.1億元の寄付⾦が贈呈され、4.6億元相当の各種防疫物資が寄
贈された。

⽶中貿易全国委員会上海代表処、⽶中貿易協会上海代表処、フランス国際商会上
海代表処を始めとする⽶国、フランス、日本などの上海駐在機構が異なる方式で上海の
コロナウイルス対応に大きな支持と支援を提供した。
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新型コロナへの対応と同時に復⼯復産を推進

1. 上海市政府は「全⼒で新型コロナ肺炎に対応し、企業の安定且つ穏やかな発展を

サポートするための若⼲の政策措置の通知」を公表した。（略称：「上海 28 条」）（2

月 7 日）

2. 対外貿易を安定させる対策（略称:「対外貿易11ヵ条」）を公布

3. 市、区の責任者が多国籍企業地域本部企業740社を訪問、市と区の関係部局の責

任者が外資系企業約4万社（電話訪問を含む）を訪問。マスク等防疫用品を寄贈。

4. 国・地域別「政府・企業合作ラウンドテーブル」を開催（計９回）

新型コロナへの対応と同時に復⼯復産を推進

２月27日、市庁舎の会議室
で、上海市副市⻑主催による
在上海日系企業及び日系投資
促進機構の代表を対象とする
《政府・企業合作ラウンドテ
ーブル》が⾏われました。
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4月9日、多国籍企業地域本部及び研究開発センター
証書の授与式を開催

GDP: 前年⽐6.7％減(7856.62億元）
1.経済運⾏に衝撃; 第三次産業の一部が伸び、有⼒な⽀えとなった

増加：情報転送、ソフト業と情報技術サービス13.1％増; ⾦融業7.3％増; 教育業5.2％
増; 衛生と社会活動業種23.5％増。

減少：卸と小売り19.5％減; 交通運輸,倉庫業と郵便18.5％減; 不動産10.3％減; リース
と商務サービス6.9％減。

2.工業⽣産が下がり、戦略新興産業の下げ幅が⼩さい

増加：次世代情報技術15.3％増; 新エネルギー⾃動⾞5.7％増; スマフォ33.7％増; 炭素
繊維及び複合材料25.5％増; 産業ロボット8.9％増; 集積回路チップ7.5％増。

減少：電子情報産品製造業4.3％減; ⾃動⾞製造30.9％減; 石油及びファインケミカル
12.8％減;高付加価値鉄鋼材製造1.6％減; プラント設備22.8％減; 生物医薬製造7.1％減。

2020年1-3月の上海経済状況
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3.設備投資が緩め、製造業投資増加が早い
増加：製造業投資が12.1％増; ⾃動⾞製造と高付加価値鉄鋼材製造への投資がそれぞ
れ130％増; 生物医薬製造への投資が11.1％増; プラント設備製造への投資が10.4％
増。

減少：不動産開発への投資が8.2％減; 都市インフラ施設への投資が19.5％減。

4.市場消費が減少、⽣活必需品とネット販売が増加
増加:コメ・食用油、食品類が20.4％増; 文化・事務用品類が21.5％増; ネット
ショッピング販売額が4.4％増，全体の小売額の17.7％を占める。

減少：卸と小売り販売額が18％減、宿泊業と飲食サービス業が42.4％減。

2020年1-3月の上海経済状況

15

5.貨物輸出⼊が減少、実⾏ベース外資が増加

輸出入総額が7561.06億元、同期比4.0％減、内、輸出7.3％減、輸入
1.7％減。

実⾏ベース外資が46.69億米ドル、同期比4.5％増。

6.財政収⽀が降下、⾦融市場活性度が上昇

一般公共予算収入が2006.14億元、11.3％減。その内、増値税28.2％減、
企業所得税13.3％減、個人所得税9.7％増。

⾦融市場の取引高が473.87兆元、同期比4％増; 上海証券取引所の取引
額が16.7％増、中国⾦融先物取引所と上海ゴールデン取引所の取引額がそ
れぞれ98.1％と83.5％増加。

2020年1-3月の上海経済状況
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7.就職ポストが減少、住⺠の収⼊は増加維持
就業ポストを新たに12.9万個を提供、昨年同期比6.32万個減少。3月末現在、登録失業者が
17.95万人。

一人当たり可処分所得は19621元、4.9％増。

8.消費価格上昇が安定、工業品出荷価格が降下
住⺠消費価格が昨年同期比3.4％増。食品・酒タバコ類が9.3％、衣類が2.0％、住居類が
1.4％、生活用品とサービス類が0.2％、教育文化と娯楽類が1.6％、医療保険類が2.9％、そ
の他の用品とサービス類が3.7％と、それぞれ増加。

交通と通信類が2.0減。

生産者出荷価格は昨年同期比0.8％減、生者購入価格は同期比横ばい。

2020年1-3月の上海経済状況
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更なる対外開放を⾏い、外資導⼊を加速

2020年３月末現在の上海市の外資導入情況
多国籍企業の地域本部：730社（うち、日本:158社）
研究開発センター：466社（うち、日本:57社）
上海は中国⼤陸で多国籍企業地域本部が最も集中する都市の地位を維持。

2020年３月末現在、世界各国からの外資導入額は2642億米ドル（実⾏ベー
ス）
2020年1-3月
日本の対上海投資：58件、
契約⾦額：10499萬米ドル（前年同期比66.27％減）、
実⾏ベース⾦額：19728万米ドル（前年同期比37.01％減）
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新型コロナに対応と同時に復工復産を推進

資⽣堂が東方美谷（奉賢区・化粧品関連製品の⽣産・開発・展示・販売などに従事する開発区）と
戦略的合作協議を締結、上海市副市⻑らが⽴ち会い（20．03．17）

更なる対外開放を⾏い、外資導⼊を促進
上海市が外商投資促進を強化する新たな措置（24ヵ条）を発表（2020年4月10日）

第二条：
1. 上海⾃由貿易試験区及び臨港新エリアでは
「一項目一議」（プロジェクトごとに検討す
る）方式を採用

2. 通信、科学研究と技術サービス、教育、衛生
などの重点領域での更なる対外開放

3. 上海⾃由貿易試験区において先⾏的に実施さ
れた措置と経験を、まず総合保税区と国家レ
ベルの経済技術開発区にて同様の実⾏と推進
を支持

（担当部署：市商務委員会、市発展改革委員会、市経済情
報化委員会など、各関連区政府、上海⾃由貿易試験区管理
委員会、臨港新エリア管理委員会）
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更なる対外開放を⾏い、外資導⼊を加速
第五条：
オープン・プラットホームによる投資誘致の品質向上を取り計らう。条件の整っている国家レ
ベルの経済技術開発区が海外に「投資誘致センターを開設」するのを奨励し、海外の園区と連
携を取り、高品質なプロジェクトの誘致を加速
（担当部署：市商務委員会、市経済情報化委員会）

第十三条:
1,越境資本による投資の利便化を⽀持。銀⾏サイドにおいて外商による直接的な投資関連業務
の操作を簡素化。一定の条件に合致する企業が資本⾦、外債、海外上場調達資⾦などの資本ア
カウント収入を国内の支出に当てる場合、事前に逐一ファクト証明の材料提供不要をとする。
2,外債登記管理の利便化を推進する。非投資型の外商投資企業については、現⾏の外資参入許
可ネガティブリストに反さず、そのうえ国内にて投資するプロジェクトが真実かつ合法である
前提において、法に沿って資本⾦を元に子会社を新設または国内にて他の企業を吸収合併する
ことを許可する。
（担当部署：人⺠銀⾏上海本部、国家外貨管理局上海市分局、市⾦融⼯作局） 21

更なる対外開放を⾏い、外資導⼊を加速
第十四条:
外国⼈の中国への⼊国許可申請の流れを最適化する。外国⼈が就労するために中国に⼊国す
る際の関連⼿続きの利便性を全⾯的に向上させ、確⽴させる。外国⼈の就労と在留について
「窓口の一本化」を押し広め、「一枚の書類にて申請」や「一つの窓口で受理」、「一つの
サイトにてオンライン処理」、「ワンストップ・サービス」といったことを実現する。外国
⼈が中国に⼊国し就労する許可の審査・承認権限を下級政府部門へ移管するよう促進する。
（担当部署：市科学技術委員会（市外国専門家局）、市公安局出入国管理局）

第十六条：「外商投資法」を全⾯的・徹底的且つ着実に実施する。「外商投資法」及びその
関連法規が実施開始後、それを徹底して厳格かつ全⾯的に施⾏すると共に、外国投資者及び
外商投資企業に対して解説と研修の業務を展開する。

第十七条：政府と企業のコミュニケーションサービス体制を整える。
《政府と企業の協⼒ラウンドテーブル》などの体制を完備し、市や区の関連部門が⼒を一つ
にして、企業が生産経営する中で直⾯する困難や問題の解決に取り組む。
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更なる対外開放を⾏い、外資導⼊を加速
企業の経営環境を絶えず改善
中国国務院が『経営環境最適化条例（中国語：優化営商環境条例）』を公布。（2020年
1月1日施⾏）
上海市が『上海市の国際的に一流の経営環境の建設を全⾯的に深化させる実施プラン（中
国語：上海市全⾯深化国際一流営商環境建設実施方案）』を公布。（2020年2月）
上海の経営環境最適化3.0版は、世界銀⾏による経営環境評価の高い経済体に照準を合わ
せ、企業の⼿続処理における資料、時間、費用を最大限に削減し、企業の事務処理の利便
性向上に注⼒しており、関連の評価には、契約指標の実⾏、企業の設⽴、施工許可の⼿続
等が含まれています。
例えば、企業設⽴については、現在上海では4ステップで9日間を要していますが、改革
目標は、2ステップで2-3日です。そうなれば、基本的にシンガポール、香港と同レベル
になります。
（4月27日―30日の≪華鐘通信≫には、上記「企業の経営環境の改善」に関する詳しい紹介が有り
ます。必要な方はそちらをご参照くださるようお願いいたします。）
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 ご清聴どうも有難うございました。

上海市外国投資促進センター（INVEST SHANGHAI)
 1999年に設⽴、上海市レベルの唯一の専門投資促進機構で、双方

向投資促進の専門的顧問サービスを提供。
 2010年、国連貿易開発会議（UNCTAD)に「最優秀投資促進機構

賞」を授与される。中国122ヶ所の投資促進機構の中で、唯一受賞
した投資促進機構である。

Website：www.investsh.org.cn
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