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2019 年香港経済の回顧 

 
 2019 年の香港は、3 月の「逃亡犯罪人条例改正案（香港と中国本土で犯罪人

受渡が可能になるよう改正）」に端を発したデモ活動により、政治的にも経済的

にも激動の 1 年となった。経済面においては、長期化する「米中貿易摩擦」も

絡み合い、財政収支は 16 年ぶりの赤字、GDP は▲1.3％が見込まれるという。

通年の GDP がマイナスとなれば、リーマンショック後の 2009 年以来である。 
デモ活動によるマイナスの影響は、小売、飲食、観光業で特に深刻である。

小売業界では、このままデモが続けば上半期中に 6,000 人以上が解雇され、飲

食業界は旧正月明け（1 月下旬）にも 1,000 店舗が閉鎖に追い込まれるとの指摘

もある。2019 年 11 月号の「ASIA&WORLD」で 8 月の来港旅客者数について

触れているが、11 月の数値は更に厳しいものとなった。中国本土からの観光客

で業界が潤っていたことを考えると、何とも皮肉としか言いようがない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 香港政府観光局は「旅客者数減に伴う関係業界への影響が完全に顕在化した

わけではない」との見解を述べており、今後の動向は予断を許さない。 
 失業率も 2020 年は 4％まで上昇するとの見方が広がっている。これも 4％台

となれば 2010 年の下期以来の低水準である。ジョブホッピングの激しい香港で

はあるが、このような状況では保守的にならざるを得ず、人材市場も動きの鈍

い状況が続いている。 
 当地で行われた日系企業に対するデモ活動の影響調査によると、金融と物流

で懸念傾向が目立つ結果となった。金融では「国際的な金融都市としての位置

付けの低下」、「金融ハブとしての機能低下」といった意見が、物流では「香港

を敬遠した物流ルートの構築が必要」といった声が上がり、デモ活動が長引く

ようであれば、日系企業のビジネス展開にも影響が出てきそうだ。 
 デモ活動の影響が不安視される一方で、製造業においては、デモ活動よりも、

長期化する「米中貿易摩擦」の影響が気掛かりだ。特に中国本土に進出する企

国・地域 11月（延べ人数） 増減率 1～11月（延べ人数） 増減率

中国本土 1,927,649 ▲ 58.4 41,376,453 ▲ 9.9
日本 52,467 ▲ 59.2 1,027,803 ▲ 11.5
台湾 78,484 ▲ 48.2 1,455,965 ▲ 16.7
韓国 35,402 ▲ 72.5 1,009,153 ▲ 21.4

アメリカ 114,631 ▲ 40.9 1,033,343 ▲ 12.9
その他 437,494 ▲ 42.5 6,818,426 ▲ 6.1

合計 2,646,127 ▲ 55.9 52,721,143 ▲ 10.0

主要国・地域からの旅客者数

※増減率は前年同月比 出所：香港政府観光局

2018年11月 2019年11月 増減

11月 95% 66% ▲ 29
1～11月 91% 81% ▲ 10

ホテル客室稼働率

出所：香港政府観光局
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業にとっては、人件費の高騰や困難な人材確保、厳しい環境規制に加え、米中

貿易摩擦がボディーブローのように効き始めている印象であり、注視していき

たい。 
 逆風が吹き荒れる香港経済であるが、大手監査法人の集計によると、香港取

引所の 2019 年の新規株式公開（IPO）による資金調達額は 2018 年に続き 2 年

連続で首位となる見通しであり、世界有数の国際金融センターとしてのプライ

ドを見せた格好だ。これに大きく貢献したのが中国電子商取引最大手の「アリ

ババ」と世界最大のビール会社である AB インベブのアジア太平洋部門「バド

ワイザーAPAC」。特にアリババは、全体の 3 分の 1 の規模となる 880 億香港ド

ル（約 115 億米ドル、約 1 兆 2,500 億円）を調達した。これは香港取引所の歴

史の中でも、保険大手の AIA グループ（2010 年上場）、中国工商銀行（2006 年

上場）に次ぐ、史上 3 番目の規模である。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           バドワイザーAPAC 上場当日の香港取引所 

 
 11 月の区議会選挙で民主派が大勝したことに加え、大量の逮捕者が出たこと

により、デモ活動も一時に比べると落ち着いた感はあるが、クリスマスや正月

等、イベント毎にデモが呼びかけられ、収束の見えない状況が続いている。 
デモ活動と米中貿易摩擦に加え、中東情勢の緊張および中国武漢における原

因不明の肺炎の発生など、年初から厳しい状況を迎えている 2020 年の香港経済

であるが、世界有数の国際金融都市としての底力に期待したい。 
 

（香港支店 荻野） 
 

 
 

1 香港取引所 372億米ドル

2 ナスダック（米国） 275億米ドル
3 ニューヨーク証券取引所 271億米ドル
4 サウジアラビア証券取引所 266億米ドル
5 上海証券取引所 253億米ドル

2019年の取引所別調達額推計

出所：KPMG
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タイにおけるキャッシュレス決済の現状 

 

 イギリスのスタンダードチャータード銀行が 2019 年に発表した ASEAN6 カ

国（タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール）

における電子決済に関する調査結果によると、タイではインターネットで買い

物をした人の現金決済の比率が 48.49％（シンガポールは 9.93％と最も低く、

ベトナムは 90.17％と最も高い）と高く、まだまだ現金決済が多い国であること

を認識させられる。タイは現金利用率が日本同様に高い国であり、サイバーセ

キュリティへの懸念から信頼できる安全な決済サービスが普及していないこと

や小規模の小売店が多く、設備面の整備などが進んでいないことがその要因と

なっている。タイでは 15 歳以上の銀行口座保有率が 81.59％と他の ASEAN 諸

国（シンガポールは 97.93％と最も高く、ベトナムは 30.8％と最も低い）に比

べて高いものの、クレジットカード保有率は 9.8％しかない。 
そのタイにおいて、2 年程前からキャッシュレス決済が拡大しつつある。2016

年 1 月にタイ政府から出されたキャッシュレス化の普及拡大に向けた施策によ

り、タイ主要銀行やクレジットカード大手 VISA などは、2017 年から統一規格

の QR コードを使った電子決済のサービスを開始した。商品代金や料金の支払

時に表示される QR コードをスマートフォンにかざすだけでクレジットカード

や銀行口座から自動引き落しされるシステムで利便性が高い。また、タイ中央

銀行が主導となり、2017 年に導入した送金サービス PromptPay は銀行に登録

すれば、身分証明書番号や携帯電話を入力するだけで電子決済をすることが可

能となっている。主に個人の送金サービスや法人による納税や給料振込などに

も利用ができ、従来の銀行での送金と比べて手数料も低く設定されおり、現時

点では普及拡大の為、個人利用の場合、5,000 バーツまでの送金手数料は無料と

なっている。 
モバイル決済に関する代表的なプレーヤーは LINE Pay のタイ版となる

Rabbit LINE Pay（国内の電子決済用スマートカード「Rabbit」を提供する BSS 
Hoilding と LINE が資本提携）、TrueMoney Wallet（タイの大手携帯キャリア

の True が提供するアプリ）、Alipay などがある。最も利用者が多い電子マネー

は、2012 年 5 月 1 日に発行を

開始したチャージ式の IC乗車

券（JR の ICOKA と同タイプ）

Rabbit Card であり、バンコ

ク BTS、BRT の乗車カードと

して利用するだけでなく、コ

ンビニエンスストアやマクド

ナルドなど、特定の店舗でも

利用することが出来る。また

ポイントを集めることで特定

の商品やバウチャーと交換す
【Rabbit LINE Pay の PR 画像】 
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ることや、飲食店や映画館で利用できるクーポンを発行することも出来る。

Rabbit Card は銀行口座を保有していなくても利用が出来、駅の窓口、ショッピ

ングセンターに設置されている大手通信キャリア AIS の端末機や提携している

店舗のレジでもチャージすることが出来る利便さが好まれている。 

 

。 

タイ国内では「標準 QR コード」と呼ばれる統一した規格を使うため、小売店、 

飲食店などのサービス提供側は 1つの QRコードを表示するだけで各金融機関の

消費者に対応することが出来るため、システムを導入する店舗も拡大している。

また、市民の交通手段で欠かせない存在でもあるバイクタクシーにおいても QR

コードによる決済が試験導入されており、今後はタクシーなどにも拡大される

方針である。まだまだ現金決済比率が高い状況であるものの、キャッシュレス

化が少しずつ普及し始めていることを日常生活の中で感じている。 

今後キャッシュレ

ス決済が本格的に普

及することで私たち

の身近なところでも

変化してくるだろう。

キャッシュレス化が

進んでいるイギリス

では、子供のお小遣

いを専用カードにス

マートフォンの操作

によりデジタルで入

                      【出所：Euromonitor】
金し、日常の消費金

額や、何処のお店で何

を買ったかの確認や、あるいは親が好ましくないと考える店舗での買い物が出

来ないように利用制限するなど、親が管理できるお小遣いカードが普及してい

る。今後、日本やタイのようにキャッシュレスが普及し始めている国において

も同様の使い方をする家庭も出てくるであろう。一般企業に勤務している人に

おいてもキャッシュレス化により、給料の受け取り方法が変わってくる可能性

もある。例えば勤務状況のデジタル管理により、仕事をした日の当日に給料を

キャッシュレスで即日受け取ったり、1ヶ月に一度の給料日を待たずして、働い

た日数分の給料を受け取ったりすることが出来る可能性もある

中進国・新興国でキャッシュレス化が普及すれば、代金回収面のリスクは軽

減され、日系企業（特に消費財取扱企業など）にとってみれば、未開拓地域で

の販路拡大が見込める。海外において日系企業が単独でキャッシュレス化のプ

レーヤーとなることは極めて難しいため、各地域のプレーヤーと連携し、本質

的には捉えにくい現地の消費者のニーズに対してキャッシュレス決済における

購買データの分析を行うことで、現地ニーズに合った商品の開発、販売が可能

となってくる。キャッシュレス化が本格的に普及する前に取り組むことが重要

であり、新たなビジネスチャンスに向けて現地プレーヤーとの連携を検討され

ては如何だろうか。            （バンコク駐在員事務所 田中） 
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