
国家安全法の政治的な面でのネガティブな話題しか

日本のニュースで取り上げられない昨今

香港より現状報告
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1. 香港の事業環境
1-1. 香港の事業環境に対する評価
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「有望ではない（良くない）」が、2020年より激減した。 2019年以来「有望ではない（良くない）」が増加していたが、
2021年には「有望（良い）」が再び増加した。



1. 香港の事業環境
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改善との回答が激増。
2020年頭からの新型コロナウイルス（COVID-19) の世界的流行が大きく影響を与えていた混乱期から抜け出たか。

1-2. 2021年度の業績見通し



1. 香港の事業環境
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1-3. 中国とのビジネス関係の有無 1-4. 香港事業所の業務で中国本土取引の
占める比率

全業種で「中国本土半分以上取引のある」企業は微減で
51％。



1. 香港の事業環境
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1-5. 回答企業の本社が営む業種別構成

2020年との比較では、非製造業は2％減少、製造業は2％増加。



2. 香港のコロナ感染数とワクチン接種
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2-1. 地域感染は50日連続ゼロ。輸入症例（以下）があるのみ。 (2021年12月7日現在)

オミクロン株は、輸入症例で3例。市中に入らず。 12月、中国本土とのボーダー再開が期待されている。 出展：香港政府のサイトより



2．香港のコロナ感染数とワクチン接種
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2-2. ワクチン接種 (2021年12月8日現在)

接種率： 70-79歳は、46％台、80歳以上は19％台と極端に低い。



3. 香港を見る要素
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3-1. 香港に対する外国機関の評価

出展: ICAC廉政公署



3. 香港を見る要素
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3-2. 2021年10月の小売売上高12％増、９カ月連続プラス (出典：NNAアジア、12月2日)

・政府報道官談：10月の小売売上高は、経済回復と政府が配布した電子消費券によって順調に増加したと総括。

特に電気製品や耐久消費財の販売が好調。今後は、新型コロナウイルスの域内感染状況が落ち着いたままで
あれば、短期的には小売売上高は安定して推移するとの見通し。
・1～10月の小売売上高は前年同期比8.5％増の2,888億8,900万HKドル。



3. 香港を見る要素
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3-3. 8～10月の失業率4.3％、8期連続で低下 (出典：NNAアジア、11月18日)

・8～10月の失業率（速報値、季節調整済み）は4.3％。前期（７～９月）を0.2ポイント下回り、８期連続の低下。

・労働・福祉局の羅致光局長談： 「経済の回復につれ、労働市場も改善が続いている」。今後の見通しは、
「労働市場は改善が続くが、状況は経済の回復ペースで決まる」。



3. 香港を見る要素
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香港政府統計処：

・好調なモノ（財貨）の輸出に先行き不透明感がある一方、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた民間消費は
回復の足取りが安定しつつある。ＧＤＰを構成する主要指標は、前四半期に続き全ての項目がプラス。
第４四半期（10～12月）については、世界経済の減速に伴いモノの輸出が一段と鈍ると予測。一方で地場経済は
雇用と所得が改善し、消費券効果も消費関連の業種を後押しするとの分析を示した。

3-4. 7～9月のＧＤＰは5.4％増 (出典：NNAアジア、11月2日)



3. 香港を見る要素
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3-5. 香港ドル

当所主催2021年12月7日「為替動向セミナー」資料より抜粋

外貨準備はマネタリーベース※の2倍近くを保有。堅牢なカレンシーボード制（米ドルペッグ制）を維持。
※マネタリーベース=紙幣+流通硬貨+アグリゲートバランス（決済性預金）+為替基金証券



3. 香港を見る要素
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3-6. 大湾区の動き（一端）： 香港北部＋深圳
• 唯一の科学技術イノベーションを主題としたプラットフォーム

当所主催2021年11月19日「華南ビジネスのこれまでの歩みと今後の展望2021セミナー」資料より抜粋

1.35km2

河套A区
皇崗口岸

福田口岸

深港科技イノベーション特別合作区中心区

0.87km2

1.67km2

深港国際科技園

国際生物製薬産業園

★ 深港オープン
イノベーションセンター

2020年7月着工、
2023年下半期に竣工予定

★

深港総合サービスセンター

着工済、2024年竣工予定

★

国資国企産業
イノベーションセンター

既存建物改造(2021年6月完成予定

★

建設、企業入居済
（詳細は次ページを参照）

建設、企業入居済
（詳細は次ページを参照）

香港深センイノベーション・
テクノロジーパーク
（港深創科園）

★
第1期6棟(2024年竣工予定)

主要産業：医療科学技術、
ビッグデータ、AI知能、ロボット、
新素材、微電子、Fin-tech
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3-7： 大湾区のユニコーン企業 計44社

当所主催2021年11月19日「華南ビジネスのこれまでの歩みと今後の展望2021セミナー」資料より抜粋

出所：Great Wall Consulting『中国ユニコーンレポート2020』

珠海 ⊙

◎ 深セン20社江門⊙
中山
⊙

⊙ 東莞1社

広州12社
◎

⊙
仏山

恵州

⊙

肇慶⊙

◎

香港11社

◎
マカオ
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3-8. (1)反外国制裁法とは

当所主催2021年12月2日「第3回GBAに関する法務セミナー」資料より抜粋

制定日/公布日/施行日 2021年6月10日に制定・公布・施行(中国の法律)

趣旨 外国の中国・中国企業に対する差別的な措置に対する「相応の対抗措置」

特徴 政治的文言、広い対抗措置

香港への適用 現時点ではなし



3. 香港を見る要素
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3-8. (2)反外国制裁法の香港への適用について [1] [2]

当所主催2021年12月2日「第3回GBAに関する法務セミナー」資料より抜粋

⚫2021年8月10日、キャリーラム行政長官は「香港で関連立法を行うべき」と表明

⚫2021年8月20日、全人代常務委は「反外国制裁法」の香港への導入について採決を見送った

⚫常務委で可決されるとの見方もあったが、導入には香港ビジネス界から懸念する声が出ていた

⚫2021年10月初旬、キャリーラム行政長官は、反外国制裁法の香港適用につき、「中央は予定表を定めていない」
「いかなる予定表も受け取っておらず、全人代常務委でいつ議論されるかという情報もない」と述べた

⚫香港で施行された場合には金融機関などが米中の板挟みになるリスクが指摘されているが、陳情団(中国本土系
銀行も含まれる)が中国本土の経済・金融担当の劉副首相に対し反外国制裁法を香港に適用した場合の影響を
説明したことが奏功したものとみられる

➡反外国制裁法の香港適用が棚上げされた
[1] The Daily NNA香港＆華南版【Hong Kong & South China Edition】 第 06441号(2021年10月6日)
[2] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM20AF30Q1A820C2000000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM20AF30Q1A820C2000000/


3. 香港を見る要素
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3-9. (3) 反外国制裁法の概要

当所主催2021年12月2日「第3回GBAに関する法務セミナー」資料より抜粋

適用場面

➢ 中国に対し抑制・抑圧行為をした場合、②中国国民及び組織に対して差別的措置を
行った場合、③中国の内政に干渉した場合(3条)

➢ 外国の国家、組織又は個人の行為が中国の主権・安全・発展の利益を害し、反制裁措
置が必要な場合(15条)

適用対象
➢ 国務院の関連部門が反制裁リストへの掲載を決定(4条)
➢ 反制裁リストに入れられた関係者[3]にも反制裁措置可能(5条)

反制裁措置

➢ ①ビザの不発行・入国禁止・ビザ取消・国外追放
➢ ②中国国内資産の差押・押収・凍結
➢ ③中国個人・組織に対する取引及び活動の禁止・制限
➢ ④その他(6条)

反制裁措置の決定 ➢ 最終決定(7条)→人民法院への訴訟提起不可

組織・個人の義務等

➢ 反制裁措置の義務付け：違反した場合には、活動の制限・禁止(11条)、法的責任を追
及する(14条)

➢ 外国国家の制裁の実行・協力の禁止：違反した場合には、差し止め、損害賠償請求を
提起することができる(12条)

[3]配偶者及び直系親族、組織の高級管理職若しくは実質支配者、個人が高級管理職に就いている組織、個人と組織が実質的に支配若しくは設立や運営に関与している組織
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4-1. 10月17日朝日新聞朝刊4ページ

中国ビジネス 玄関口は今も香港
国安法の影響は限定的 経済は堅調

市民と警察が激突した反政府デモやコロナ禍、そして
香港国家安全維持法（国安法）… 暗いニュースが続いた
香港だが、実は経済は堅調さを保っている。政治や社会の
仕組みは変わり、 自由や民主主義は大きく損なわれた。
それでも「中国ビジネスのゲートウェー」としての機能を
他の都市では取って代われないことが背景にある。 （香港・広州支局 奥寺淳支局長）

記事抜粋

ドンキは、19年7月、九龍に1号店を出し、既に8店舗まで拡大、直近1年では計300億円を売り上げた。

「違法なことさえしなけば、国安法は心配しなくて大丈。普通のビジネスは、取締の対象ではない」
エドワード・ヤウ商務及経済発展局長談
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5-1. 一国二制度は
5-2. 香港内の動きは
5-3. 日本企業の動向は


