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国家安全維持法と香港ドルペッグ 

 

2020 年 6 月 30 日、香港における国家安全維持法が公布・施行された。5 月

に開催された全国人民代表大会（全人代）で導入を決定。法案は 6 月 18〜20 日

の常務委員会に提出され、通常 2 カ月に 1 度のペースで開催していた常務委員

会を 2 週間で 2 度招集するなど異例の対応で審議を進め、導入決定からわずか 1

カ月での施行となった。これにより、香港の民主化運動の行方や外資系企業の

動向、米中対立の激化など、今後さまざまな影響があるだろう。 

 

今回は、国家安全維持法導入により一部で広がった、お取引先の関心も高い

「ある懸念」を考察したい。それは「香港ドルの価値が無くなるのではないか」

という懸念である。一時は市中の両替店から米ドルが消えたとの報道もあるほ

ど混乱が広がったという。一体なぜそのような懸念が発生したのだろうか。経

緯はこうだ。①国家安全維持法の導入によりそれを懸念する外資系企業の香港

撤退や香港住人が他国へ移住していく。②それに伴い保有している香港ドル建

の資産を売却し外国通貨へ交換する。③移住する人は 終的に政府当局（香港

金融管理局）を相手に香港ドルを売り外貨と交換する。よって 終的には「政

府当局の保有する外貨が急速に減少していく」という懸念だ。 

 

 ここで香港ドルの為替政策について触れておきたい。広く知られているとこ

ろだが、香港ドルは 1 米ドル当たり 7.75〜7.85 香港ドルに固定する「ドルペッ

グ」制が実施されている。そしてこの固定相場を維持するために、香港ドルの

発行量（マネタリーベース）と同等の米ドルを政府当局が保有する。これをカ

レンシーボード制という。政府当局は 1 米ドルの交換レートを上述のレンジに

定めて為替変動を抑えている。具体的に言うと、仮に 1 米ドル＝7.85 香港ドル

付近で取引されているとき（香港ドル売り・米ドル買い圧力が高まっていると

き）に、1 米ドル＝7.86 香港ドルで米ドルを購入する取引は成立しない。なぜ

なら政府当局は、1 米ドル＝7.85 香港ドルで売却することを保証しているから

だ。逆もまた同様で、この政策により香港ドル相場は 7.75〜7.85 に固定できて

いるのである。そして政府当局が香港ドルを購入するための原資となっている

のが、米ドルの外貨準備である。 
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 話を戻すと、外資系企業の香港撤退や香港住人の他国への移民ラッシュで香

港ドルから他通貨に大量に交換されてしまうと政府当局のもつ外貨準備が急激

に減少し、 後の買い手である政府当局が買い支えできなくなり、ドルペッグ

の維持困難＝香港ドルの価値がなくなるとの懸念が広がった。ただし理論上は

市中に出回っている香港ドル総額（マネタリーベース）相当の米ドルを政府当

局が持っていれば、為替相場が 7.85 を超えることはない。実際に政府当局は香

港ドルの市中発行額の 2 倍近くの外貨準備を保有しており、ドルペッグ制はか

なり強固なものと考えられる。しかしながらドルペッグ制が崩壊するシナリオ

も存在する。それは米国が米ドルとの交換を停止した場合だ。具体的には、中

国の主要銀行を米ドルの決済対象から外すことで、銀行は米ドルと交換できず

間接的に香港ドルのコント

ロールが効かなくなると、香

港ドルと米ドルのペッグ制

が崩壊するというものだ。し

かし、そうなった場合、世界

経済に与える影響が甚大で、

かつ米国自身にも経済面で

重大な影響がおよぶ可能性

があることから、実施される

可能性は極めて低いといわ

れている。                       【香港ドルの為替政策は盤石との見方が強い】 

 

 

香港が国際金融センターとして繁栄してきた背景には、税制面などのメリッ

トの他に、このような為替政策がベースにあったからといっても過言ではない。

国家安全維持法の施行により米中の対立が激化するなど、混乱は避けられない

状況ではあるが、強固な為替政策の下、香港ドルは安定し中国企業の香港回帰

などで経済基盤は安定推移する可能性もある。しかし、かつてのように世界中

の企業が継続して香港で事業を行うのか、または中国企業ばかりが香港で事業

を行うようになるのか、今後の動向を注視していきたい。 

今回の国家安全維持法が、香港経済にとって歴史上の大きな転換点になるか

もしれない。 

 

（香港支店 木下） 
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新型コロナ後の中国自動車市場の動向 

 

中国の新車販売台数は、2017 年をピークに 2018 年には 28 年振りに前年割れ、

2019 年も更に落ち込み、2 年連続前年割れとなった。加えて湖北省武漢市で

初に感染が確認された新型コロナウイルスの感染拡大により、中国の自動車産

業の集積地である武漢市が 1 月 23 日に封鎖されるなど、今年に入り更に大きな

悪影響が出ている。外出自粛や移動制限などで、2 月は も落ち込みが大きく、

前年同月比▲79.1％の大幅減少となった。しかし、3 月に入ると武漢市で自動車

工場が稼働再開し減少幅は同▲43.3％まで縮小。4 月には 2018 年 6 月以来 22

カ月振りに前年同月比増加に転じ、その後 3カ月連続で前年同月実績を上回り、

4～6 月の累計では前年同期比＋10.0％の増加となった。特に 5・6 月は 2 カ月

連続で前年同月比 2 桁の伸びとなっており明らかな回復基調にある。一方で上

海の地下鉄乗客数は、約 7 割の回復に留まっており、感染リスクが低いマイカ

ーシフトが追い風になっていると考えられる。 

 

【中国自動車販売台数推移】 
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【出所：中国汽車工業協会、単位：万台】 

 

次に電気自動車（EV）など新エネルギー車（NEV）の動向について触れてみ

たい。2019 年の新車販売における NEV 販売比率は約 5％。政府は 2019 年 12

月に「2025 年に NEV 販売比率目標を従来の 20％から 25％へ引上げる」とい

う方針を発表した。その一方で 2019年 6月以降は政府の補助金減額によりNEV

の販売ペースは鈍化傾向にあった。当初、補助金は 2020 年に終了予定であった

が、新型コロナウイルスによる深刻な販売低迷を受け、政府は 4 月に新たな補

助金政策を発表し、2022 年まで延長されることになった。2019 年には上海で

EV 大手の米国テスラの生産工場が稼動しており、中国系と外資系の激しい競

争が予想される。 
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【新エネルギー車    日系（写真左） 中国系（写真右）】 

 

このように競争激化する中国市場において、日系自動車の販売は好調に推移

している。特に 2019 年は中国全体での販売台数が前年比▲8.2％減少する中、

日系自動車の販売台数は前年比＋4.3％増加。数字が表すように、近年、中国市

場における日系自動車の存在感は確実に高まっている。 

 

【2020 年中国での日系自動車メーカー販売台数・シェア】 

1～3月 前年同期比 4～6月 前年同期比 1～6月累計 前年同期比

トヨタ 270,900 -22.1% 482,100 14.2% 753,000 -2.2%

ホンダ 221,592 -33.8% 390,023 -4.9% 611,615 -17.9%

日産 206,551 -39.9% 389,791 4.0% 596,342 -17.0%

日系3社累計 699,043 -31.9% 1,261,914 4.6% 1,960,957 -12.2%

日系3社シェア 19.1% 3.0% 19.3% -1.0% 19.2% 1.1%

全体 3,667,000 -42.4% 6,544,000 10.0% 10,211,000 -17.1%

日本全体 1,371,726 -10.2% 836,049 -31.8% 2,207,775 -19.8%

※参考：日本自動車販売台数

 【出所：各社発表、単位；台数】 

 

自動車販売動向が表す通り、新型コロナの影響で低迷する世界経済において、

中国は他国に先行して回復の兆しがある。しかし今年前半の販売落込みに加え、

第二波などによる消費減退となれば、2020 年通期の新車販売台数は 2,000 万台

前後まで落ち込む可能性も否めない。一方で日系自動車メーカーは、そのブラ

ンド力により着実にシェアを伸ばしており、武漢市などに進出する日系自動車

メーカーは、7 月時点でほぼフル稼働であることからすると、今年も一定水準の

販売台数は見込まれる。一方で、中国自動車市場は、輸出が生産台数の 5％にも

満たない典型的な内需型であり、NEV 政策が強力に推し進められた際に、日系

自動車メーカーがどのように順応していくかのかが、コロナ後の一つの課題と

なるであろう。 

 

（上海駐在員事務所 北村） 
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タイの観光産業向け景気刺激政策 

 

タイは 20 年以上も前から「Amazing Thailand」をキャッチフレーズにして

観光産業を活性化させてきた観光大国である。観光産業に占める国内総生産

（GDP）は 18～19％であり、2019 年の外国人旅行者数は前年比＋4.2％の約

3,980 万人、観光収入は１兆 9,334 億バーツ（約 6 兆 7,700 億円）となっており、

タイ経済に与える影響は大きい。現在、新型コロナウイルス感染拡大により観

光産業を中心にタイ経済は大きく落ち込んでいる。世界銀行が 1 月に発表した

2020 年の GDP 成長率は前年比＋2.7％であったが、6 月には同▲5.0％と 7.7 ポ

イントの下方修正を発表した。 

タイは新型コロナウイルス感染拡大の抑え込みに成功している国の一つで、7

月 1 日には、学校など教育施設の再開、公共交通機関の乗車人数規制解除、商

業施設・宿泊施設の通常営業再開など、マスク着用・ソーシャルディスタンス

を維持する中で人々の日常生活は平常時に戻りつつある。現在の状況が続けば 3

度延長された緊急事態宣言も 7 月 31 日には解除される見込みである。 

そうした中、外国人入国規制などの影響により大打撃を受けた観光産業の回

復を目指すべく、タイ政府は 224 億バーツ（約 784 億円）の予算を投じて、7

月 1 日～10 月 31 日までの期間で 2 つのプロジェクトを発表した。 

 
【ラオ・ティアオ・ドゥアイ・カンの PR 画像】 

 

1 つ目は「ラオ・ティアオ・ドゥアイ・カン（私たちと一緒に旅行に行こう）」。

国内旅行にかかる費用の一部（①宿泊費：1 泊 1 室料金の 40％、上限 3,000 バ

ーツ、5 泊もしくは 5 室分まで。②交通費：航空券費用の 40％、上限 1,000 バ

ーツ。③食事費・施設利用料：1 泊 1 室につき 600 バーツ、5 泊もしくは 5 室分

まで）を政府が補助をする。利用対象者は政府系金融機関のクルンタイ銀行で

の銀行口座が必要かつタイ国民に限定されるため、外国人駐在員は利用できな

いが、サービスを提供する事業者登録に関しては、ホテルや飲食店を運営する

日系企業の登録は可能である。バンコクに店舗を構える飲食店やホテルにおい

ては地方からバンコクへの旅行者が対象となるが、旅行者は補助を受けられる

メリットが大きいため、同制度を活用することは事業者にとってもメリットが
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ある。利用者は 200 万人を見込んでおり、7 月 15 日から利用者登録が開始され

た。 

2 つ目は「カム・ラン・チャイ（応援します）」。これは医療従事者や医療ボラ

ンティアを対象に、1 人当たり 2,000 バーツを政府が補助するパッケージツアー

を旅行会社が提供するもの。こちらは 7 月 30 日から利用者登録が開始される。 

これらの政策とは別に独自のプロモーションを実施している観光地もある。

タイで人気のあるビーチリゾートのサムイ島の観光協会やタイ政府観光庁など

が 7 月 3 日～5 日、タイのロックダウン後初となる国内旅行プロモーション「サ

ムイアンロックセール」をバンコクのセントラルワールド内で実施。同プロモ

ーションではサムイ島発着の航空券が 大 70％の特別割引となり、ホテル、マ

リンツアーなども特別価格で提供され、誰でも利用することができる。 

 

 新型コロナウイルス感染拡大を抑制できたタイとしては、まずは国内旅行に

よる消費刺激策を実施し、景気回復を図るとともに、次のステージとして外国

人観光客の受け入れを許可する「トラベルバブル制度」についても検討中だ。

新型コロナウイルス感染拡大を抑制出来ている国・地域と相互に移動を認める

もので、観光目的の外国人旅行者の受け入れを 3 段階で行う方針である。 

当初計画では 8 月に第 1 段階を開始予定であったが、対象国候補地の日本、

韓国、中国などで新規感染者が増加傾向であることから、当面の間は新規感染

者の推移を確認し、9 月以降の運用開始を検討している。第 1 段階ではチェンマ

イ、サムイ島、クラビ、プーケット、パタヤの主要 5 カ所を対象に、14 日間の

隔離措置無しで、1 日当たり 1,000 人を上限にタイへの入国を許可する。第 1

段階において新型コロナウイルス感染者が拡大しなければ、各県の PCR 検査能

力に応じて、入国可能な外国人数と対象観光地を拡大する。 

 2019 年の訪日タイ人は約 132 万人、訪タイ日本人は約 180 万人とともに過去

高の人数であり、観光産業が日本、

タイ両国の経済に与える影響は大き

い。観光産業が活性化すれば、雇用の

改善も見込め、消費者マインドが高ま

ることで個人消費の回復が見込める。

個人消費が回復すれば、自動車販売数

の増加などにも繋がる。タイに駐在し

ている外国人として1日も早くタイ経

済が回復することを願う。 

 

（バンコク駐在員事務所 田中） 

 

【リゾート地クラビは観光客の誘致に積極的】
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ニューノーマル（新常態） 
 

新しい日常「with コロナ」 

 新型コロナウイルスの感染拡大で、世界中の人々が新しい働き方や生活様式

への適応を求められています。「with コロナ」でのワークスタイルやライフス

タイルは「ニューノーマル（新常態）」と表現され、日本で話題となっています。 

 中国でも、新型コロナウイルスの感染が長期化することを前提に、新しい働

き方や生活様式が提唱され、マスクの着用、手洗いの敢行、買い物のデリバリ

ー利用、テレワークやオンライン会議が一気に普及をしました。 

 中国では IT 化、デジタル化が急速に進展をし、都市部から農村部まで、すで

に電子決済によるキャッシュレス社会となっています。電子決済の普及により、

AI やビッグデータ分野の技術革新を加速させ、IT と AI 技術に基礎を置く社会

インフラが中国に定着しました。中国での消費財小売総額に占めるネット消費

の比率は、2014 年の 10.4％から 2019 年には 25.8％、さらに新型コロナウイル

スの感染以降の 2020 年第 1 四半期は、28.2％まで拡大しています。生鮮食品も

1 時間以内に配送され、また多くのレストランはフードデリバリーのサービスが

整っています。10 年前には国民の誰もが想像すらできなかった利便性の高い社

会が実現されました。 

 

中国の「新常態」 

 中国では「新常態」という表現は、2014 年に習近平国家主席が掲げた経済の

安定成長を目指す政策運営方針として定着しています。下図は 20 年間の中国経

済の推移です。 

＜中国 20 年間の経済成長率の推移＞ 

 
【出所：IMF-FS】 

 

一人当たりの名目 GDP は、2000 年は 1,000 ドル程度でしたが、年々堅調に

拡大をし、2008 年にモータリゼーションが始まると 3,000 ドルに達しました。

新常態 
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そして 2019 年には 10,000 ドルの大台を突破し、先進国のステージに立ったと

言えます。一方で経済成長率は、2008 年のリーマンショックを境に低下してお

り、その成長が鈍化していることがわかります。このような状況下、規模拡大

重視から質やバランス重視の経済政策に転換するべく、掲げられた基本方針が

「新常態」です。2014 年 8 月にこの方針が公表され、IT と AI 技術を活用した

社会インフラの整備もさらに推進されました。なお同年 9 月には中国 大の EC

サイトと決済プラットフォームを運営するアリババグループが、ニューヨーク

証券取引所に上場をしました。新型コロナウイルスの対策として、中国全土で

厳しい外出規制を徹底できたのは、このような長年にわたる社会インフラの整

備が大きかったと考えられます。 

  

【各企業のエントランスで実施された PCR 検査】 

 

不透明な「after コロナ」 

 中国は「新常態」政策により新型コロナウイルスの感染拡大は終息させるこ

とができましたが、第二波の懸念が残っています。筆者が生れ育った北京地域

では、6 月中旬に約 300 人規模の感染が発生しました。市民に普及している健

康コードのアプリなどを通じ、迅速な感染経路の追跡と 1,000 万人を超える大

規模な PCR 検査を実施したことで、感染拡大を抑制することができました。 

しかし改めて過去の生活様式には戻れないことを実感しました。今回も感染

の中心地となったのは食品卸売市場でした。中国人は挨拶で「吃飯了嗎？（も

うご飯食べた？）」と言います。中国は広大な国土を多民族で奪い合ってきた歴

史があります。争いの渦中では、生きていく食糧を確保することが困難な庶民

も多くいました。食事したのかを確認することは、相手が無事であること、健

康であることを確認する気遣いの意図が含まれています。日本人が挨拶で「い

い天気ですね」と言いますが、天災の多い日本では、相手の無事を確認する気

遣いが背景にあるのかもしれません。現在、北京市での挨拶は「核酸検査了？

（PCR 検査受けた？）」になってしまいました。中国人の消費マインドが回復す

るには相当な年月を要すると思います。 
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 また米中貿易摩擦の激化は、両国経済だけでなく世界経済の先行きを一段と

厳しいものにしています。中国経済の「after コロナ」は、内外で不透明な要素

が多く、先が見えない状況にあります。 

 

海南省自由貿易港 

 6 月 1 日、中国国務院は「海南省

自由貿易港建設全体方案」を発表し

ました。この方案では、海南島に設

立を予定している自由貿易港の建

設計画やロードマップが明らかに

易・投資の自由化と円滑化を進め、初歩的な体制を構築し、2035 年までにさら

なる開放政策を展開し、高水準の自由貿易港の実現を目指します。海南島は、

温暖な気候と豊かな自然環境よりビーチリゾート地として発展し「中国のハワ

イ」と呼ばれています。この島を、物流のハブとするだけでなく、快適な住環

境と自由なビジネス環境を整え外国人材と外国企業を誘致して、国際都市にす

ることを計画しています。 

同方案を受け、

なりました。海南省自由貿易港ロー

ドマップでは、2025 年までに貿

6 月 13 日に海南省で第一期プロジェクト合同調印式が開催さ

れ

中関係の深化にむけて

【中国南端に位置する海南島】 

、貿易・航空・新エネルギー・医療・金融等の分野のプロジェクト 35 件（う

ち 8 件は外資系プロジェクト）の契約が締結されました。コロナ後の中国経済

の「ニューノーマル（新常態）」は、独自の貿易・投資の自由化を確立すること

だと考えます。既にスタートを切った国際都市建設計画の進展をぜひ注目して

ください。 

 

日  

榜している中国にとって日中関係は極めて重要です。

（市場国際部 徐光磊） 

 貿易・投資の自由化を標

日本にとっても人口 14 億の中国市場は重要です。幸いにも日中関係は、2018

年に両国首脳の相互訪問が実現し、2019 年に日中ハイレベル経済対話が開催さ

れるなど、良好な関係が継続されています。当行は香港支店と上海駐在員事務

所があります。各支店と市場国際部がこの 2 拠点と連携しながらお取引先の中

国ビジネスをサポートしてきました。「ニューノーマル（新常態）」時代におい

ても、微力ですが新しい役割を担い、日中関係の深化に寄与できることを願っ

ています。 

 

 


