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逆風の中、躍進を続ける日本ブランド 

 

香港といえば、逃亡犯条例に対するデモ活動や国家安全維持法の施行、民主

活動家の逮捕などといった不穏な情勢が日本でもよく知られているが、それに

追い打ちをかける形で世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大。香港政府は

さらなる感染拡大抑制のため、ソーシャルディスタンスを確保する各種防疫措

置を講じており、その影響は香港経済に大きな打撃を与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフの通り、香港の小売売上高は 2019 年 1 月を境に減少に転じた。デモ活

動が過激化した昨夏以降は低迷し、一部旧正月等の影響で回復した月もあるが、

新型コロナウイルス発生後はさらに落ち込み、直近 2020年 7月は 2年前の 2018

年 7 月と比較すると約 124 億 HKD（約 1,624 億円）の減少を示している。 

ネガティブなイメージが先行しつつある香港であるが、このような状況下に

おいても日本ブランドは根強い人気を誇っている。 

例えば、日系大手総合小売業である

A 社は 2019 年に香港に初進出。

「MADE IN JAPAN」を前面に押し

出した品揃えと日本と変わらない店

舗作りが日本好きな香港人の間で評

判となりオープン初日から連日行列

が絶えず、進出からわずか 1 年足ら

ずで 3 店舗をオープン。年内にさら

に2店舗の新規出店を予定しており、

香港の店舗は国内外全店舗の中でも

トップレベルの売上高を記録している。    【店舗の外にまで行列が続く日系小売店舗】 

また、日系大手回転寿司チェーンの B 社についても 2019 年に香港進出後、

わずか１年で 4 店舗を出店。当社は香港進出にあたって入念な事前調査を実施

し、外食文化が根付いており、美味しいものには惜しまずお金を使う点に着目。
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日本と同じ本物の味を再現するため、貿易・物流機能が整っており、あらゆる

新鮮な食材が入手可能な香港市場は最適な市場であると判断し進出を決定。結

果として連日店舗の外まで行列が絶えない人気店となり、コロナ禍においても

積極的な店舗展開を進め、5 年で約 30 店舗の出店を見込んでいるようだ。 

上述の通り、このような逆風の中においても香港市場で存在感を高めている日

系企業がある。その成功の背景として最も大きく、そして共通している点が香

港人の日本好きであろう。 

 

グラフからも見て取れるように、2019 年の国/地域別訪日外国人観光客数では

香港は中国、韓国、台湾に次ぎ 4 位の約 229 万人。全人口比では 3 割超の香港

人が 1年間に日本を訪れている計算となる。また特徴的なのが訪日回数である。

香港人の中には日本に旅行に行くことを「我返郷下（故郷に帰る）」と言うこと

もあるほど日本は身近な存在であり、訪日外国人観光客全体と比較するとリピ

ーター率が極めて高く、日本人気の高さがうかがえる。 

またご存じの方も多いだろうが、香港は優位性のある税制面と物流機能を有

した自由貿易港であり、特に日本の農林・水産物輸出先として香港は長年トッ

プであることも以上の背景から頷ける。 

ただし、香港進出時に考えるべきポイントとして、相対的に家賃が高いこと、

労働慣習としてキャリアアップを目的に転職を重ねる文化があること、進出済

みの日系企業も多く、差別化が必要などの課題が挙げられることも事実である。 

それらを踏まえたうえでも、日本好きな人が多い香港は日本ブランドが受け

入れられやすく、日系企業にとっては戦略次第でビジネスチャンスを掴むこと

ができる非常に可能性を秘めた市場と言えるだろう。新型コロナウイルスや国

家安全維持法などの報道によりネガティブなイメージが強くなっている昨今で

はあるが、市場の本質を見たうえで海外ビジネスの切り口、そして起点の市場

として、香港を今一度選択肢に入れてみてはいかがだろうか。 

 

（香港支店 森田） 
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中国の双循環と内需動向 

中国の「双循環」という戦略に、注目が集まっている。2020 年 5 月の中国共

産党政治局常務委員会議で、最初に用いられた言葉だが、その戦略のポイント

は、以下となっている。 

① 中国国内の大循環（内需）を主体に据えながら、内需と外需との双循環が

相互に促進し合い、持続的な経済発展を目指す。 

② 内需拡大を基点とするが、決して封鎖的な国内循環ではなく、開放的な国

内・国際の双循環により成立する。 

③ 中国国内の巨大な市場規模と中国国内需要の潜在力という強みを活かす。 

中国として、新型コロナの予防とコントロールにより、世界の中でもいち早

く経済活動が戻りつつある中、企業と雇用を安定させながら、外需の不振や海

外環境の急変に備える戦略、と見られている。既に中国では、改革・開放政策

の下での輸出主導型から、内需主導型へシフトしてきており、中国国内市場の

拡大により、海外からの中国国内への投資を開放し、輸入拡大の方針だ。その

背景として、米中貿易摩擦の長期化や、新型コロナウイルスの全世界的な感染

拡大により、過度に輸出に依存した経済成長が困難な点も挙げられる。 

 そして、中国国内での大循環（内需）拡大を目指す中、短期的には内需喚起

策として、地方政府による大胆な支援策も出てきている。旅行業界においては、

中国から海外への渡航が制限されている現状、中国国内の旅行需要を取り込む

観点から、以下の日系旅行代理店が企画する日帰り旅行では、杭州を省都とす

る浙江省が全額旅行費用を負担し、旅行参加者は無料で参加可能となっている。 

  
【杭州を省都とする浙江省が費用を負担し、旅行参加者は旅行代金無料の企画パンフレット】 
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このような内需喚起策もあり、10 月 1～8 日の国慶節の大型連休では、中国

国内では約 6 億人、中国の総人口の約 43％が旅行や帰省で動いた。10 月 1 日の

大型連休初日では、中国国内観光客は延べ 9,700 万人で、前年同日比 73.8％ま

で回復し、観光収入は前年同日比 68.9％となった。そして、社会消費品小売総

額は、新型コロナウイルスの感染拡大後、2020 年 8 月に初めて前年同月比増加

に転じており、商業施設の店舗などの小売業でも、人の活気が出てきた印象だ。 

 

 

【セールの買い物客で賑わう上海の商業施設の店舗】    【国慶節期間中、観光客で賑わう上海の観光地・外灘】   

 

一方、内需の消費喚起を目指すものの、相反するように、8 月に習近平国家主

席は、食べ残しなどの食品の無駄をなくすよう国民に指示した。背景として、

中国を取り巻く海外各国との関係性により、海外からの食糧の安定調達に懸念

があり、加えてこの夏の中国内陸部での洪水により、広大な農地が壊滅した影

響もある。飲食店では、「光盘行动」（光は何も無い状態を表し、盘は皿の意味

で、皿の上に何も無い状態＝食べ残しを減らす）というスローガンを表示し、

消費者に適切な量を注文するよう促している。食品ロス削減を目指しているが、

双循環の戦略として、海外環境の急変への備えの一つとも考えられる。 

中国では、いわゆる三密や長距離の移動への警戒感は和らぎつつあるが、外

食・旅行などのサービス消費は、それでもまだ前年並みの水準へは回復してい

ない。しかし、国慶節の大型連休では、旅行などによる人の動きの活発化が鮮

明となった。また、11 月 5～10 日には、習近平国家主席肝煎りの第三回中国国

際輸入博覧会が上海で開催され、海外からの輸入拡大をあらためて全世界にア

ピールする。双循環による中国の内需拡大は、海外渡航と海外での買い物が難

しい現状から、より良い輸入品に対するニーズと密接に関連しており、今後の

動向に注目していきたい。 

 

（上海駐在員事務所 北村） 
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個人情報保護法 2021年 6月全面施行へ 

 

 日本における個人情報保護法（以下、PDPA）は 2003 年 5 月 23 日に成立し、

一部の規定が即日施行、2005 年 4 月 1 日から全面施行されているが、タイにお

いてもようやく法整備がなされ施行される予定である。タイにおける PDPA は

2019 年 5 月 24 日にタイ国王の承認を受け、5 月 28 日に一部施行。一般事業者

における対応が必要な主要条文は、発行から 1 年間の移行期間を設けて 2020 年

5 月 27 日に全面的に施行される予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、一般事業者における PDPA への対策が間に合わないとの声が多

く上がったことを受け、1 年間の延期措置を取り、2021 年 6 月 1 日に全面施行

されることとなった。 

 ASEAN 地域内においては、マレーシア（2013 年）、シンガポール（2014 年

本格施行）、フィリピン（2017 年本格施行）がタイよりも早い段階で PDPA を

既に導入しており、タイにおいてもようやくといったところである。タイで初

めて同法の草案が提出されたのが、輸出や観光産業が堅調で経済が安定してい

た 2006 年。当時のタクシン政権において、同年 1 月に閣議決定されたものの、

9 月に軍事クーデターが発生したことにより、長らく放置されることとなった。

その後、現在のプラユット政権が再度法案の制定に動き出し、2018 年 5 月に個

人情報保護法案を内閣で承認となった。ほぼ同時期に欧州で、EU 一般データ保

護規則（以下、GDPR）が発効され、EU 域内所在者の個人データを取扱う事業

者への規制適用が開始。PDPA は GDPR が発効される時期に閣議決定されてい

た草案を大きく修正し、GDPR の内容に近いものに変更された経緯がある。 

 PDPA の適用対象者は大きく 2 つに分類される。1 つ目は「管理者」とされる

もので、「個人情報の取得、利用、開示について自ら決定する権限を有する自然

人または法人」であり、2 つ目は「処理者」とされるもので、「管理者の指示に

従って、個人情報の取得、利用、開示を行う自然人または法人」である。一般

事業者の大部分は PDPA における管理者に該当するであろう。その管理者に課

せられる義務は主に 8 項目となる（別表参照）。 

PDPA に違反した事業者には、刑事罰としては、100 万バーツ以下の罰金また

は 1 年以下の懲役、またはその両方が科せられる。違反した事業者が企業の場

合は、権限を有する取締役や管理者においても法令違反の処罰の対象となる為、

特に注意が必要である。行政罰としては、500 万バーツ以下の課徴金が科せられ

る。裁判所は課徴金が未払いの場合、財産の差押え、競売を命じることができ

る。このため違反した事業者は、法令違反により第 3 者に損害が生じた場合は

民事責任を負うこととなり、実際の損害金の 2 倍までの懲罰的損害賠償が科せ

られる可能性もある。この懲罰的損害賠償は、日本の個人情報保護法や EU の

GDPR では規定されておらず、タイの特徴的な規定となっている。 
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管理者に課せられる8つの義務 内　容

個人情報取扱い正当化根拠具備
個人情報を取得、利用又は開示する為には、特定の場合を除き、データ主体者より明
確な同意を取得しなければならない。

データ主体者への通知義務履行
個人情報の取得に際しては、目的・情報の種類・保存期間・情報開示先・管理者に関
する情報（連絡先等）・権利を通知しなければならない。

情報の国外移転正当化根拠具備
個人情報の国外移転については、今後成立予定の個人情報保護委員会による告示に従
い、十分な水準の安全管理措置を行われた国に対してのみ認められる。

データ主体の権利行使対応
管理者はデータ主体者からの権利行使（情報の取得・利用・開示に異議を唱える権
利、削除を求める権利、利用制限する権利等）に対応しなければならない。

個人情報取扱い記録簿の作成
管理者は個人情報の取得・利用・開示について、その記録を作成しなければならな
い。

インシデント時の当局報告義務
管理者は、データ侵害等を認識してから72時間以内に当該データ侵害等の概要を個人
情報保護委員会へ報告しなければならない。

処理者との契約締結
個人情報の取得・利用・開示について処理者に委託する場合は、処理者がPDPAに従っ
た対応をするように契約によって拘束しなければならない。

データ保護オフィサー専任
データ主体に対して定期的かつ機械的な行動監視を大規模に行う場合や、主事業でセ
ンシティブ情報の取得・利用・開示を行う場合などはDPOを選任しなければならない。  

タイにおけるスマートフォン普及率は 77.1％、SNS 普及率は 73.0％、

Facebook ユーザーは約 5,300 万人、LINE ユーザーは約 4,500 万人（JETRO

公表値）とされており、現状、ネット上に多くの個人情報が存在している。2016

年 3 月にはタイ入国管理局から、タイ南部に住む外国人の氏名、住所、パスポ

ート番号などの情報が漏れ、SNS 上に公開された事例や、タイ携帯電話最大手

AIS において、従業員が利用者の通話記録や発着信場所等の情報を外部に販売

した事例が発生したことから、他国よりも厳しい罰則となっていると言える。 

2021 年 6 月 1 日から完全施行される予定の PDPA であるが、大部分は既に条

文化されて開示されているものの、より詳細な事項については個人情報保護委

員会が決定することとなっている。しかしながら、実際のところ現時点におい

ては、個人情報保護準備委員会は設立されているものの、現在は個人情報保護

委員会の会員を選定している段階である為、肝心な個人情報保護委員会は立ち

上がっていない。完璧な PDPA 対策を講じることができないものの、一般事業

者においては、まずはデータマッピングにより社内にて取り扱っている個人情

報を棚卸し、どの事業で、どのような個人情報を、誰が取り扱っているかを把

握することから始める必要がある。次に PDPA に記されている内容に対して自

社の規定で対応できているかの検証や、個人情報保護規定の作成などを行う必

要がある。しかしながら最も重要なことは社内教育の徹底である。法整備が成

されていないが故に、個人情報を保護する意識が希薄な従業員に対する教育を

徹底しなければ、構築された社内規定・体制も無意味なものとなる可能性が高

い。PDPA 完全施行へのカウントダウンが始まっており、今出来ることから確

実に対策を講じることが必要である。 

（バンコク駐在員事務所 田中） 


