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内憂外患の香港経済 

 

香港に住む人の 4 分の 1 に当たる 200 万人（主催者発表）が参加した大規模

デモから 10 月でおよそ 4 ヶ月が経とうとしている。当初「逃亡犯条例」改正に

反対するデモとして始まった活動はいつしか反政府デモへとその性質を変え、

参加者は五大要求（①改正案の完全撤回、②デモの「暴動」認定の取消、③警

察の暴力に関する独立調査委員会の設置、④拘束したデモ参加者の釈放、⑤キ

ャリーラム行政長官の辞任と普通選挙の実現）が認められるまで抗議を続ける

としている。9 月 4 日にようやく行政長官が正式に①改正案の撤回を表明したも

のの、すでに抗議活動の主目的が警察・政府への抗議に移っており、事態を収

めるに至らなかった。抗議に対する警察の過度な取り締まり行為が新たな抗議

の対象となるなど「負のスパイラル」に陥り、活動は日に日にエスカレートし

ている印象だ。 

 そしてこうしたデモ隊と警察の衝突による影響が数字となって明らかとなっ

てきた。香港政府観光局（HKTB）が発表した最新のデータによると、8 月に香

港を訪れた旅行客数は前年同月比で 39.1％減少の 359 万 571 人（延べ人数）と

なり、特に中国本土からの旅行客数は同 42.3％減少となるなど大きな影響が出

ている。日本でも外務省が渡航危険情報をレベル 1（全 4 段階。数字が大きいほ

ど危険度が高い）に引き上げるなど、各国が香港への渡航に注意を呼びかけて

いるほか、主要な公共交通機関である MTR（地下鉄）の駅などで破壊行為が行

われたこともあり、観光客だけでなくビジネス客も減少している。 

主要地域からの旅行客数 単位：人

主要国・地域 2018年8月 2019年8月 増減率（％）

北米 127,171 96,672 ▲24.0

欧州、アフリカ、中東 169,438 141,460 ▲16.5

オセアニア 49,865 38,282 ▲23.2

北アジア 232,153 161,286 ▲30.5

東南アジア 224,262 156,671 ▲30.1

台湾 167,791 107,702 ▲35.8

中国本土 4,825,547 2,782,897 ▲42.3

総数 5,895,951 3,590,571 ▲39.1   

（出所：香港政府観光局）   （破壊された MTR の券売機など） 

同時に小売業界への影響も深刻だ。香港政府統計処が発表した 8 月の小売売

上高（速報値ベース）は前年同月比 23％減の 293 億 5,900 万 HKD となり、単

月の落ち込み幅としてはアジア通貨危機や SARS 時を上回り過去最大の大きさ

となった。外部からの消費減少だけでなく、市民がデモを避け外出を控えたこ

とも影響しているだろう。 

 また、内需だけでなく外需も冴えない。香港政府統計処が発表した 8 月の輸

出額は米中貿易摩擦による世界経済減速が響き、前年同期比 6.3％減の 3,527 億

2,700 万 HK ドルとなり、前年同月比マイナスは 10 ヶ月連続となった。先進国

の多くは景気下押し圧力が強く世界経済は不透明感が増しており、外需が牽引
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することも難しい状況だ。こうした状況を受け、香港政府の陳茂波財政官は 2019

年第3四半期のGDP成長率がマイナス圏に陥る可能性に言及するなど香港経済

に対する不透明感が広がっている。 

 

  

（出所：香港政府統計処） 

 

 欧州系の大手格付会社フィッチは 9 月 6 日、長期化する反政府デモによる影

響を考慮して、香港の長期債務格付を AA+から AA に 1 段階引き下げた。また

米国の大手格付会社ムーディーズも 9 月 16 日に格付け見通しを「安定的」から

「ネガティブ」に引き下げ、反政府デモの影響が今後深刻化した場合に格下げ

する意向を示した。香港の場合、1 ノッチ格下げされたとしても AA 格にとどま

ることから、格下げによる過度な資本流出の懸念は少ないだろう。しかし影響

が深刻化し更なる格下げにつながれば、国際金融都市としての地位は低下し長

期的に企業の投資意欲が減退することは十分考えられる。 

 1997 年に英国から中国に返還され今年で 22 年。資本主義や言論の自由など

「高度な自治」を保証する一国二制度は、あと 28 年間は約束されているはずだ

が、今回の一件は遅かれ早かれ香港が中国化していくことを改めて意識させる

出来事となった。しかしながら、「経済的恩恵」という面で見た場合、中国政府

は外資企業がビジネスを行う環境としては成熟した香港の諸制度を維持しよう

とする可能性はあるのではないだろうか。そういった可能性も含め、我々外資

企業は大局的な見地からさまざまなケーススタディを実施し、今後の事業戦略

を検討していかなければならない。 

 

（香港支店 木下） 
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店舗型越境 EC 

 

中国人観光客による爆買いが一服した一方で、中国国内では越境 EC が加速

度的に進んでいる。中国の越境 EC の取引市場は、2018 年の 136 兆円から、2019

年には 162 兆円に伸びる見込みで、2020 年には 180 兆円以上になると予想され

ている。中国経済の成長が鈍化する中で、越境 EC の取引市場は、高い成長率

を誇っている。中国では、電子決済が広く普及していることが、越境 EC 成長

の後押しとなっている。 

また中国政府は、日本を含む海外での中国人の消費を国内に取込むために、越

境 EC の拡大に注力している。越境 EC は、輸入時の関税等が不要となる税優遇

を打ち出している。例えば、中国で人気がある日本製化粧品の場合、通常は 20％

以上の税率が上乗せされるが、越境ECでは軽減後の増値税率 9.1％のみである。 

 

【通常の貿易と越境 EC の相違点】 

 通常の貿易 越境 EC 

販売方法 店頭・ネット※いずれも可 ネット（原則） 

税率 

（例：日本製化粧品） 

20.5％以上 

（関税化粧品平均 7.5％＋増値税 13％） 

9.1％ 

（関税不要・増値税 13％×70％＝9.1％） 

支払方法 現金・電子決済※いずれも可 電子決済に限定 

購入金額制限 

（1 人あたり） 
無し 

1 日約 75,000 円（日本円相当） 

1 年約 390,000 円（    〃    ） 

 

中国・大連では、越境 EC の中でも新たな形態として、店舗型・越境 EC がス

タートしている。越境 EC は、その名の通りネット上での展示及び販売しか原

則認められていないが、大連の店舗型越境 EC では、事前に当局から店舗運営

の認可を受けている。そのため、その場に商品が展示されており、商品現物を

見て、購入することが可能となっている。レジで商品を購入すると、レジ横の

画面に通関手続きの状況が表示され、完了すると商品を持ち帰ることができる。

2019 年 9 月 28 日に正式開業と日が浅く、まだ認知度は低いが、越境 EC の減

税を受けた商品を、現物を確認して購入することができ、今後利用者の拡大が

見込まれる。 

  

【店舗型・越境 EC の店内】                    【画面で通関手続き状況を表示】 
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そして、店舗型越境 EC の最大の特徴は、B to C だけではなく、B to B にも

対応していることである。一般的な越境 EC の場合、B to C で完結するが、店

舗型越境 EC は、提携する中国の大手有力ネット販売業者が、バイヤーとして

来場する常設の商品ショールームの位置付けもある。越境 EC には、直送モデ

ルと保税区モデルの 2 種類の方法があるが、店舗型越境 EC は、保税区モデル

である。店舗は大連保税区内にあり、店舗兼保税区倉庫で消費者やバイヤーが

商品を見て、越境 EC の決済システムで購入するスキームだ。 

 

 

大連の店舗型越境 EC への出品は、1 商品が約 3 万円（期間 6 ヶ月）で可能だ。

費用の中には、中国語による商品説明や当初の輸入手続きも含まれており、出

展企業のコストや事務負担は限定される。大連は、日系企業が多く、日本への

関心が高い親日の都市であり、日本製品に対する信頼感は高い。越境 EC 自体

が、通関などの貿易手続きが通常の貿易に比べて簡素化されているが、その中

でも、店舗型・越境 EC はメリットが大きく、中国市場開拓のテストマーケテ

ィングとして活用できる。 

 

（上海駐在員事務所 北村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直送モデル 

EC サイトでの商品注文後、注文毎に都度海外から中国へ 

EMS などの国際宅配便を利用し、消費者へ商品配送。 

 

保税区モデル 

海外から事前に商品を中国へ輸入し、指定された保税区倉庫 

で商品保管。EC サイトでの商品注文後、注文毎に通関手続き

し、中国内の保税区倉庫から、中国内の消費者へ商品配送。 
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高齢化社会

高齢社会

超高齢社会 総人口に占める65歳以上の割合が21％超～

総人口に占める65歳以上の割合が7％超～14％以下

総人口に占める65歳以上の割合が14％超～21％以下

タイにおける介護ビジネス 

 

 タイは既に高齢化社会（総人口の 7％が 65 歳以上）に入っている。国連によ

れば、タイは 2022 年に高齢社会（同 14％）に入り、高齢化から高齢社会まで

の年数は 20 年と、日本の 24 年よりも早いペースであり、2030 年には新興国と

して初めて超高齢社会になると予測されている。 

 

 

 

 

 

タイは日本のように社会保障制度や年金制度、介護サービスが十分に備わっ

ているとは言えず、公的な介護保険制度も無い。一般的に家族が自宅で介護す

る文化があり、家族の一員を介護施設に預けることに「親不孝」という価値観

が残っており、タイ国家統計局によると介護提供者は配偶者とその子供が 80％

以上を占める。特に地方では孫や親戚を含む家族だけでなく、身近な近隣住民

が面倒を見てくれることもあり、地域住民が支え合って生活している。しかし

ながら親元を離れ都市部に住み、経済的余裕はあるが、多忙な共働き夫婦の意

識は少しずつ変化しつつある。核家族化と少子高齢化により要介護老人を介護

できる家族が減り、平均世帯人数が減少し、独居・配偶者との二人暮らしの高

齢者が増加している為、要介護老人に対する生活面の充実さを不安視している

のである。家族介護感が強いタイにおいても、日本同様に高齢者増加に伴い高

齢者介護ビジネスは成長していくことが予想される。 

タイ企業においても介護ビジネスを新たなビジネスチャンスと捉え、大手病

院、デベロッパーなどがバンコク近郊やチェンマイ・プーケットなど（外国人

高齢者が多い地域）での投資を積極的に展開もしくは検討している。 

【出所：国連】
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タイで 40 年以上に渡って病院とヘ

ルスケア部門で経験を積み重ねて

きたトンブリ・ヘルスケア・グルー

プは介護施設の新規プロジェクト

としてジン・ウェルビーイング・カ

ウンティを 2017 年に立ち上げ、バ

ンコク都に隣接するパトゥムタニ

県に国内最大規模となる中・高所得

者向けのサービス付高齢者住宅を

2019 年 7 月に完成させた。その規

模は土地 140 ライ（約 224,000 ㎡）

の敷地に、7 階建て低層住宅が 5 棟

（1 ユニット：スタジオタイプ 43～46 ㎡、1 ベッドルーム 63～66 ㎡。全 4,964

戸）、ヘルスケア専用病院を 1 棟という規模である。隣地には総合病院の建設も

予定している。 

入居者は 450 万バーツ（約 1,575 万円～約 2,170 万円）の入居権利金の他に

毎月 9 万～10.5 万バーツ（約 31.5 万円～約 36.7 万円）のホームヘルスサービ

ス料を支払うシステムとなっている。同社の営業担当の話では当初想定よりも

順調に契約者が増加し、既に 50％以上が契約済となっており、タイ人の富裕層

や外国人が契約しているそうだ。 

日系企業も既に介護施設をタイで開設している。日本の介護大手㈱リエイ（本

社：千葉県浦安市）は 2016 年に全 20 室の入居型介護施設を開設。日本の介護

業界による本格的な施設は同社が初めての事例である。翌 2017 年には㈱ウェル

シスパートナーズ（本社：宮城県）が介護施設を開設するなど日系企業の進出

が近年増加している。定年後にタイでロングステイをする外国人が急増してい

ることから、タイにおける介護ビジネスはタイ人高齢者だけではなく、外国人

高齢者もターゲットとなる。日系企業のタイにおける介護ビジネスのチャンス

は十分にある。                      

（バンコク駐在員事務所 田中） 

 

 

ジン・ウェイビーイングの介護施設 


