


• １ 目 的

• 昨年、コンテナ取扱量でついに世界第２位となった上海の港湾施設の現状を視察するとともに、２０１０年に迫った

• 上海万国博覧会の会場を訪問し、北京オリンピック・上海万国博覧会と続く中国の躍進の象徴を探る。

• ２ 場 所 中華人民共和国 上海市

•
• ３ 期 間 自 ５月 １９日（月） 至 ５月 ２１日（水）

•
• ４ 調査事項（概要）

• 上海万国博覧会場では、イベントを契機とした大規模再開発による上海の都市デザインの将来像を探る。

• 現在の上海港の主力である外高橋港と、これから主力となる大深度バースを備えた洋山港の一大プロジェクトから

• は港湾管理や運営の手法を学び、今後の横浜港のさらなる国際競争力の強化策を研究する。

• また、中小企業主体の横浜から上海への進出企業からヒアリングを行うとともに、４０代半ばで働き盛りの大企業

• の現地駐在員からもナマの声を聞き、横浜からの中小企業の実情と比較検証する。

• ５ 参加者

• 横浜市会議員 渋谷 健 酒井 誠 関 勝則 山下 正人 渡辺 忠則 黒川 勝

• 現地合流

• 横浜市企業経営支援財団 上海事務所所長 杉山 景一 所長代理 張健 副所長 高山現人 黄 覇雄

• ６ 視察先対応者

• 上海万博事務局 王主管

• 上海市港口管理局 許局長 田助理 洋山港区管理室 王副主任 徐科長

• 上海浦東国際コンテナターミナル有限公司 郁副社長

• エプソン株式会社 上海支店 中田松弘 日立製作所 上海支店 榎本圭太

• 商船三井株式会社 藤間副所長 シンシア・リン

• 稲葉建材有限公司 王社長 岩本副社長

• 株式会社エフケイジャパン 伊藤孝雄社長



5/19  09:50  成田空港発
11:55 上海空港着 リニアモーターカーにて市内に移動
15:00  上海万博会場視察

上海万博事務局 王主管
19:00  大企業の現地駐在員とのヒアリング

エプソン株式会社 中田松弘氏 日立株式会社 榎本啓太氏

5/20    09:00  上海市港口管理局 表敬訪問

上海市港口管理局 許局長
10:30  外高橋コンテナターミナル視察

上海浦東国際コンテナターミナル会社 郁全副社長
12:00  港湾関係日本企業からのヒアリング

商船三井ロジスティックス 藤間清氏 シンシア・リン氏
15:00  洋山港コンテナターミナル視察

洋山港区管理室 王副主任 徐科長
19:00 横浜からの日本進出企業からのヒアリング

エフケイジャパン 伊藤社長

5/21 10:00  横浜市内からの上海進出企業の現地工場視察

稲葉建材有限公司 王社長 岩本副社長
17:15  上海空港発
20:55 成田空港着



１.上海万博会場予定地にて

ジオラマ・開催概要などの展示会場～事務局屋上より視察～会議室にてミーティング

上海万博事務局 王主管

発言および質疑応答の要旨
上海万博。２０１０年５月１日から１０月３１日。７０００万人の来場者を予定。１日平均４０万人。ピークで６０万人。
テーマ 「ベターシティ・ベターライフ」（より良い都市、より良い生活）
上海の造船所・工場跡地および住宅地域を整理して全５２８ｈａの土地の３２８ｈａを会場として開催。
長さは３．５キロ、全部観るのには一週間はかかる。入場料は１５０元程度の予定。２３００円ぐらい。
立ち退きには２年半を要し、住民は郊外へ転居した。１８００世帯・２７２社が立ち退き。
現在１７０の国と３２の国際機関が参加を決定。香港・マカオ・台湾もそれぞれ出展する予定。
アジアは全４５か国中４３カ国が参加。クウェートと東チィモール以外はすべて参加。
日本の自治体は大阪市と大阪府が十億円をかけてパビリオン出展する予定。
アクセスは６本の地下鉄、トンネル２本、船、２つの空港も再整備中。
地下鉄は１時間に１０万人さばける。
入場者のアクセスは鉄道５割、バス・自動車３．５割、船１割、その他０．５割と予測している。
入場予測は上海市民２割、揚子江デルタ地域３割、その他の中国国内４．５割、海外０．５割。
海外は日本と韓国が最大のターゲット。
終了後は中国館をはじめ４つの建物を残してあとは取り壊しの予定。そしてその後は再開発地区となる。
建設費用は１８０億元。資金は上海市が７１．５億元、ＥＸＰＯ債券が８０億元、その他出資・融資が２８．５億元。
運営費は１０６．８億元。営業収入９６.１億元（入場料６６億元）、その他１０.７億元（中国政府が保証）

ボランティアには頼るつもりはない。ボランティアという考え方がまだ浸透していない様子。
愛知万博１２１カ国・４国際機関・２２０４万人。大阪万博７７カ国・４国際機関・６４２１万人。



２.大企業の現地駐在員とのヒアリング

上海市内の四川料理レストランにて

エプソン株式会社 中田松弘氏 日立株式会社 榎本啓太氏（二人とも４２歳。）

中田氏は５年間の香港勤務を経て、上海は３年目。

家族４人で上海の日本人が多い住宅街に在住。

日本人小学校と日本人幼稚園に通う子供は香港で出産。授業料は全額会社負担。

榎本氏は単身赴任で２年半。

上海の中心部の高層マンションに住み、家賃は月額３５万円。セキュリティを考えるとやむを得ない出費だとのこと。

発言および質疑応答の要旨

ふたりとも恵まれた生活はしているが、欧米企業の駐在員は更によい生活をしている。

仕事は上海事務所でほぼ中国全土を網羅していて、ほとんど出張している。

自動車の運転は固く禁じられていて、タクシーか、運転手つきの社用車を使う。

現地採用の中国人スタッフにとって日本企業は憧れだが、定着率はそれほど良くはない。

日本人として海外勤務していると日本政府の無策ぶりには腹が立つ。

特に日銀総裁人事の件はまさに政争の具で、中国人にも欧米人にも呆れられた。

日本の若手政治家のみなさんには海外の日本人が誇りを持てるような政治をして欲しい。



３.上海市港口管理局 表敬訪問

上海市港口管理局貴賓室にて

上海市港口管理局 許培星局長

発言および質疑応答の要旨

ようこそ上海へ。四川省の大地震に対する日本のいち早い援助には感謝している。

横浜には何度も行っている。ベイブリッジの景観の素晴らしさが印象に残っている。

赤レンガ倉庫や開港記念会館など歴史的な建造物を大切にしているのが素晴らしい。

大桟橋やみなとみらいなど先進的な取り組みにも感心する。

2010年の上海万博に向けて、上海も大型国際客船ターミナルを建設中である。

物流センターの設備や物流の運営システムは横浜のほうが進んでいると思うし学ぶ点が多い。

いつも新しい刺激を横浜を訪問するたびにもらい、勉強させられる。

自分はあと１年で引退だが、自民党の若い政治家のみなさんには期待している。

いろいろ見てもらって提案や意見があればどしどしして欲しい。



４.外高橋コンテナターミナル視察

上海浦東国際コンテナターミナル会社（ＳＰＩＣＴ） 会議室～屋上～オペレーションルーム

郁全副社長

発言および質疑応答の要旨

上海港全体では２００７年のコンテナ取扱量は２６１５万ＴＥＵで世界２位になった。

外高橋は５つのコンテナバースが稼働中。年内に６つ目が稼働。

洋山は２期工事が終わり、次は３期目。両方合わせて３０００万ＴＥＵまでは対応可能。

ＳＰＩＣＴは港湾のコンテナ貨物をオペレーションし管理する会社。従業員は８００人。

コンテナはすべてコンピュータで２４時間管理。

出資は上海の港湾管理会社ＳＩＰＧが４０％。中国海運最大手のＣＯＳＣＯが３０％。香港のターミナル運営会社が３０％。

日本は関東・関西をカバー。商船三井と日本郵船と連携。港湾警備に力を入れていて、安全な荷役・入出港を重視。

港湾の土地は国家が所有。５０年間の使用権を得ている。港湾設備の建設・整備は自社で行う。

同様の会社が８社あり、すべてＳＩＰＧの傘下にあるが、香港やシンガポールのターミナル会社も出資してくれている。

港口管理局は２００３年の組織改革で、行政の手続き・指導・管理のみが仕事となる。

人件費は高騰しているが、電算化で効率とスピードをアップさせて競争力は維持している。

上海港は、揚子江水路を有効に使って内陸物流のハブ港になっている。外高橋で３１％。洋山で５０％が水路物流。

船は、渋滞はないし、ＣＯ２の排出も少ない、トラックより安い。

オペレーションは完全コンピュータ管理。

荷捌きから、コンテナトラックへの積載までたった二人のオペレーターがコンピュータルームからすべて機械で操作する。



５.洋山港コンテナターミナル視察

洋山港展望施設～事務所内の展示施設ジオラマ前にて説明

洋山港区管理室 王副主任 徐科長

発言および質疑応答の要旨

東海大橋32.5キロ、片側３車線、双方向6車線。観光車両は有料・コンテナトレーラーは無料。

現在、洋山港には４６のガントリークレーン、1500のトラックシャーシ、無数のトランスファークレーン。

2007年はフェーズ1と2で６００万TEU以上の取り扱いを達成。

将来は５６００メートルの直線上に６つのバースが完成すれば洋山だけで１５００万TEUが捌けるようになる。

欧州航路(地中海航路を除く)と南米航路は洋山港を利用。

東海大橋の付け根には一大物流拠点を計画している。

橋を挟んだ物流拠点の反対側には６０万人が生活する臨港新城という新都心を開発している。

もともと住んでいた島民は大洋山と浙江省内と上海市内に３分の１ずつ移住した。

６.港湾関係日本企業からのヒアリング

東海大橋のたもとのパーキング内レストランにて

商船三井ロジスティックス 藤間清氏 シンシア・リン氏

発言および質疑応答の要旨

上海港は、民営化をきっかけに外国資本も入りどんどん開発が進んでいる。

日本の港湾も大きな港に選択と集中を進めていかなければ差を埋めることはムリだろう。

安全で確実といった点では日本の港は日本の会社にとってはメリットはある。

日本の港湾はアジアのハブ港になるのは難しいだろう。



７. 横浜からの日本進出企業からのヒアリング

エフケイジャパン 伊藤社長

発言および質疑応答の要旨

コンピュータソフトの会社は中国進出のメリットはまだまだある。

中国の知識階級(大卒でコンピュータが扱える人材)は日本企業で働きたいという需要はある。

単純な入力や電算業務を中国でアウトソーシングして電子メールでやり取りすればローコストで仕事は出来る。

横浜市は、上海での存在感をもっと高めて欲しい。上海との最初の友好港湾・姉妹都市として、上海万博に出展して欲しかった。

８.横浜市内からの上海進出企業の現地工場視察

稲葉建材有限公司 王社長(社長として１年半) 岩本副社長

発言および質疑応答の要旨

工場の立地場所は上海市松江区新橋鎮、日本企業も多い内陸の工業団地。２６４４㎡。

土地と建物は７０年の定期借地権で石炭財閥のオーナーが所有してイナバは賃貸で入居。家賃は１００万円/月。

現地スタッフは工場で３５名。事務職で１０名。日本人は岩本さん一人。

製品は集合住宅向け自転車駐輪機が８割。それだけでは生産時期が偏るので車庫の屋根やカーテンボックスなども作り始めた。

材料費は毎年３－４０％高騰。人件費も上昇。従業員は２年契約。基本給１３０００元、残業込みで２０００元程度。

進出当初は外国企業に対する優遇措置があったが、現在は利益の２５％が税金で取られる。

人材は、毎週土曜日に上海の体育館で求職案内をしていて８万人が来るのでそこで面接・採用する。

従業員は平均２５歳。１－２年で転職してしまう。部門長以外の溶接工などの社員の離職率は高い。

現在製品の９割を稲葉エクステリアの本社に出しているが、日本向けの輸出は採算が合わなくなってきている。

中国国内需要を増やしたいが、営業活動も難しいのでネット販売。現在は１０％は中国国内で販売している。

岩本さんは単身赴任してきて４年目。ほとんど会社と自宅の往復で日本人社会とのつながりもあまりない。

法律的なトラブルや上海の商習慣的な問題は顧問弁護士に相談する。(企業経営支援財団でも対応する。)

駐輪機は長谷工のマンションのシェアは８割。横浜市が駅前に作る駐輪場などにもぜひ納入したい。



上海視察の所感

１２年ぶりに訪問した上海は大きく様変わりしていた。街を歩く人々の熱気、都市としての活力、自信に満ちて働く官僚や港湾関係
のトップリーダーたち。北京オリンピックや上海万博を経て名実ともに世界の先進国の仲間入りをするのは間違いないものと思われ
る。しかし、躍進する裏で昔から住む人たちは強制的に立ち退かされ、農村部から流入してくる人々は家賃負担にも耐えられない低
賃金にあえぎ、格差社会は日本の比ではない。

日本からの企業進出も大企業に関してはおおむね好調といえるが、横浜から進出した多くの中小企業は岐路に立たされている。
大きな初期投資をかけて進出したが、人件費や材料費・税金の高騰による中国でのコストアップと日本での値下げ圧力のはざまで
製造業を中心に多くの中小企業が撤退を検討しつつあるのが現状のようである。日本から進出した企業が日本への製品輸出から
中国国内での需要にターゲットを転換することは生き残りの一つの策ではあるが簡単なことではない。

一方でコンピュータソフトなどの業務は比較的単純な入力業務を中国で行い、輸送コストもかからないので中国進出には中小企業
でもメリットはあると思われる。市民の中で日本語が出来ることは、就職の大きな武器となっており、今後の中国進出は業種や会社
の規模によって差があるもののメリットとデメリットをきちんと見分けて決断すればまだまだビジネスチャンスはあるのだと思う。

港湾設備は横浜との比較においては規模も開発のスピードも圧倒的な差がある。広大な土地と集中してインフラ整備に投入できる
環境、土地の確保や開発計画が一瞬で完結できる政治体制は脅威である。ターミナルオペレーションの会社も香港やシンガポール
を始め世界の資本を積極的に導入し、そのノウハウもどん欲に吸収しており、世界で首位に立つシンガポールを凌駕するのも時間
の問題だろう。

私たちはあらゆる面において、この中国の圧倒的なスケールとスピードと戦略・政策に対応していかなければならない。しかし税制
をはじめとする朝令暮改的な制度の変化、権力が集中し腐敗しやすい政治体制、人件費や材料費の高騰など、不安定要素がある
のも事実である。幸いにして四川省の大地震における、日本の災害援助が中国の国民の間では高く評価されており、この機会を大
きなチャンスととらえ、お互いに敬意を持って認めあえる関係を構築してそれぞれにメリットの出せる関係を創出すべきである。

横浜は上海にとっては日中の国交が正常化してから初めて友好港湾・姉妹都市となった都市であり、日本で最大の中華街は今も
活気に満ちている。大阪が参加する上海万博に横浜が参加しないのはとても残念ではあるが、今後も友好関係をしっかりと保ちな
がら、経済的な結びつきも深めていくべき都市としてはアジアで最優先すべき都市のひとつだと思う。



リニアモーターカー（浮磁）は時速４３０キロ超で
上海市内へわずか１５分。

空港から上海市内へ

四川省の大地震で
国旗はどこも半旗です。

今日から３日間は
喪に服されます。



金茂８８タワーからの眺め。
中空の下はホテルのロビー

林立する超高層マンション群はみなとみらいの比ではない。

左は金茂８８タワー
右は森ビルタワーさらに高い

金茂８８タワーからの眺め。
午後２時２８分四川地震

追悼のため全国民が黙祷。



巨大マスコット上海万博関連企業がずらりと入居したビル。

万国博覧会機構からの
証明書

胡錦濤国家主席&温家宝首相。
工場跡地から出てきた

租界時代のイギリスの石畳



このあたりに日本館が
建設されます。

上海万博会場視察



王さんからプロジェクターで
説明をぃただきました。

上海万博会場視察



四川省の大地震の
追悼集会。

エプソン中田さん
日立の榎本さん



上海市港口管理局
許局長訪問



外高橋港
上海浦東国際コンテナターミナル会社視察。

８つあるターミナル会社の中で
一番小さい会社だが

取扱量は横浜港の８割。



上海浦東国際コンテナターミナルの集中管理センター
二人のオペレーターですべての荷役を管理。



全長３２キロの東海大橋から
洋山新港へ



洋山港管理センター



稲葉建材有限公司
(横浜市金沢区から上海に進出)



稲葉建材有限公司
(横浜市金沢区から上海に進出)



上海市内の風景



上海市内の風景



上海市内の風景



上海市内の風景


