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香港経済の回顧（2021 年） 

 

 2019 年 12 月に中国で新型コロナウイルスの感染症例が確認され 2 年が経過

した。この分断された世界がいつまで続くのだろうか。香港政府は、本土と歩

調を合わせたゼロコロナ政策を実施しており、海外との往来を厳しく制限して

いる。早い段階で域内感染の抑制に成功し、香港社会は日常生活の活気を取り

戻した。2021 年の GDP 成長率は 6.4％の見込みである。ゼロコロナは本土との

往来再開を目的としており、大湾区構想など今後の香港の経済成長政策は中港

融合を柱としている。 

 香港の GDP は、返還交渉が始まった 1980 年代は中国の 10％以上を占め、ピ

ーク時の 1993 年には 20％を超えていた。しかし香港の中国経済への依存は、

返還とほぼ同時期から始まった。返還翌日の 1997 年 7 月 2 日、タイバーツが変

動相場制に移行し、アジア通貨危機の引き金が引かれた。香港ドルもタイバー

ツと同様に米ドルとのペッグ制をとっていたため、ヘッジファンドからの空売

り攻勢を受けた。香港金融当局はドルペッグ制の維持と通貨防衛には成功した

が、金利が暴騰した。それが株価と不動産価格の大暴落を招き、1998 年 GDP

成長率はマイナス 5.9％に陥った。さらに経済が回復できない中で、追い打ちを

かけたのが 2003 年の新型肺炎 SARS の流行である。香港は死者 300 名の被害

を出し、経済は大打撃を受けた。この状況に対し中国政府は、香港政府の要望

を受け経済融合政策を一気に進めた。大陸から香港への個人旅行の一部解禁や

大陸での香港製品の関税撤廃など矢継ぎ早に経済支援策を繰り出した。その効

果により香港経済は底を打ち、2004 年は GDP 成長率が 8.7％と V 字回復をす

る。以降、中国政府は香港へ様々な支援を行うことになった。香港にとって 2004

年は歴史の転換点となり、ここから経済成長と中国本土との一体化が同時に進

行する。 

 

香港 名目 GDP推移（1996年～2021年） 
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一方で中港融合は、香港市民の生活に様々な副作用を及ぼし、それが年々拡

大している。特に深刻なのが、不動産価格の高騰である。狭く山が多い土地に

700 万人を超える人口が居住する上に、大陸から投機資金が流入し、20 年間で

オフィス価格は 5 倍以上になった。不動産価格の高騰は、家賃だけでなく外食

や小売の価格に転嫁され、インフレが市民の生活を圧迫している。不動産を持

つ者と持たざる者で格差が拡大し、社会の分断をもたらした。家賃の暴騰に耐

えられず撤退した商店のあとに大陸観光客向けの貴金属店や高級ブランド店が

入るといった現象が相次いだ。地元市民向けの商店が駆逐され変容する街の姿

に多くの香港市民は自己喪失の危機感を抱いた。それが大陸と香港の市民間の

感情的対立を生み、民主化デモの背景になったと考えられている。香港市民の

自己喪失という矛盾を抱えた経済政策である。 

2021 年も後年振り返ったときに歴史の転換点と呼ばれる可能性がある。2019

年 3 月より継続して行われた民主化デモは、新型コロナウイルス感染拡大防止

のための行動制限により、図らずも活動が沈静化した。そして抑制成功による

景気回復と香港国家安全維持法の施行や選挙制度の変更による中国本土との一

体化が同時進行した。 

十二支と九星を掛け合わせた古代中国の吉凶を占う信仰では、2022 年は「五

黄（ごおう）の寅」と呼ばれる 36 年に一度の最も運勢の良い年回りになる。前

回の 1986 年は日本がバブル景気の真っただ中にあった。日経平均株価が円高・

低金利・原油安を背景に好調に推移し、前年末比 42.6％の上昇でその年を終え

た。一方、香港でも国際金融センターとして成長期にあり、GDP 成長率は 11.1％

と経済が拡大した。2022 年の香港は中国経済に減速懸念がある中で、中国のゲ

ートウェイとしての役割が一層強化される。日本を含む他国との門戸を閉ざし

た状態が続く 2022 年香港市場の動向を注目したい。 

 

   

【空港及び隔離施設での厳しい入境管理。外国企業からは厳しすぎるという不満も上がっている】 

 

（香港支店 河村） 
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中国のカーボンニュートラルへの取り組み 

 

2021 年 10 月 31 日～11 月 13 日、国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議

（COP26）が英国グラスゴーで開催された。中国は、世界最大の二酸化炭素

（CO2）排出国であり、地球温暖化対策における国際協調の枠組の中で、その

動向には全世界から注目が集まっている。産業革命前からの気温上昇幅 1.5℃目

標を目指すためには、2050 年までに世界の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする

ことが必要となるが、中国のカーボンニュートラルへの取り組みとしては、2020

年 9 月が大きな節目となった。当時、国連総会の演説の場で、中国の習近平国

家主席は、「中国は二酸化炭素排出について 2030 年までにカーボンピークアウ

ト（減少に転換）し、2060 年までのカーボンニュートラル実現を目指して努力

する」と宣言している。 

【主要各国・地域のカーボンニュートラル表明状況】 

 中国 日本 アメリカ イギリス EU 

2020 年 
  2021 年 1 月 

パリ協定復帰決定 

  

 

2030 年 

 

2030 年までに

CO2 排出量を 

減少に転換 

2013 年度比で

46％減、更に

50％に挑戦 

2005 年比で 

50～52％減 

1990 年比で 

68％減 

1990 年比で 

55％減 

2040 年 
  

 

   

 

2050 年 

 

 カーボン 

ニュートラル 

（法定化） 

カーボン 

ニュートラル 

（大統領公約） 

カーボン 

ニュートラル 

（法定化） 

カーボン 

ニュートラル 

（長期戦略） 

 

2060 年 

 

カーボン 

ニュートラル 

（国連演説） 

    

（出所：経済産業省） 

上記表記載の主要各国・地域は、2050 年をカーボンニュートラル実現の目標

としているのに対し、中国は 10 年遅れの 2060 年となっている。しかし、中国

では目標年の「3060 目標」と呼ぶことが既に一般化しており、カーボンニュー

トラルへの取り組みの一つとして、現在、以下【双控（ダブルコントロール）

政策】の通り、具体的な目標値に沿った政策運営が遂行されている。 

【双控政策】 

 項目 2025 年目標（2020 年比） 

1 GDP 単位当たりのエネルギー消費量 ▲13.5％ 

2 GDP 単位当たりの二酸化炭素排出量 ▲18.0％ 

（出所：中国国家発展改革委員会…14 次 5 カ年計画（2021～2025 年）） 
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【双控政策】の遂行状況を表す事例として、2021 年 9 月頃から中国全国各地

の工場を中心に、大規模な電力制限が課された。一時的な石炭不足と、石炭価

格の高騰が背景にあるものの、【双控政策】の目標達成状況も大きな要因であっ

た。中国では発電エネルギー源の約 6 割が石炭を主燃料とする火力発電に依存

している中、目標通りに削減が進まなかった都市や地域では、目標を達成すべ

く電力制限に至っており、当局としての目標管理の厳しさを如実に表している。 

そして、カーボンニュートラルへの取り組みの原則は、以下の通り表明され

ている。 

① 全国統一での推進 ② 節約を優先 ③ 政府と市場の両輪駆動 

④ 国内外の連携円滑化 ⑤ リスクの防止 

③の点では、政府のみならず、市場の企業におけるカーボンニュートラルへの

取り組みに対する計画策定を後押ししており、最近では 2021 年 12 月 17 日、

中国の電子商取引（EC）大手のアリババが、「アリババ・カーボンニュートラ

ル行動報告」を発表し、実現への期限や取り組みを明記している。電動輸送の

優先やグリーン包装の戦略的調達、従業員による自社バスの利用推奨なども含

め、排出量の種類によっては、2030 年までのカーボンニュートラル実現を目指

している。 

また、各企業がカーボンニュートラルに積極的に取り組むことで、ビジネス

機会と挑戦がもたらされ、産業全般でイノベーションの起爆剤となる可能性も

ある。上海のマクドナルドの店舗では、廃プラ材を利用したグリーンチャージ

バイクと呼ばれるスマホ無線充電のために自転車を漕ぐという、環境に配慮し

つつ、遊び心がある取り組みも実践されている。そして、上海のコンビニ等で

の買い物時には、従来のポリ袋と異なり、日本のエコバッグに近い不織布レジ

袋も導入されている。加えて、中国では日本よりも厳しい環境規制がある中、

日本の環境関連企業にとっては、より一層魅力ある巨大市場となる可能性があ

る。カーボンニュートラルを切り口の一つに、日中並びに世界全体で連携が進

むことを期待したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

（上海駐在員事務所 北村） 

 

 

【マクドナルド（上海）のグリーンチャージバイク】 【上海のコンビニ等の不織布レジ袋】 
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バンコク駐在員事務所 開設 10周年 

 

 当行は、2012 年 2 月に近畿地銀で初めてタイ・バンコクに駐在員事務所を開

設し、香港支店、上海事務所に次いで 3 カ所目の海外拠点としてお取引先の海

外進出をサポートしてまいりました。おかげさまで、当行バンコク駐在員事務

所も 2022 年 2 月で開設 10 周年を迎えます。この間に当行お取引先の海外進出

も進み、現在 300 社を超えるお取引先がタイに進出され、ASEAN 地域全体で

は 800 社を超えています。タイへ進出する日系企業数は、2020 年で 5,856 社と

2014 年調査時から比較し、プラス 1,289 社と大きく増加しています。また、進

出業種は主要業種である製造業だけでなく、卸売・小売業やサービス業など非

製造業の進出増加が顕著になり、日系企業の進出動向の多様化が進んでいます。 

社数 構成比 社数 構成比 社数 増加率

14 0.3% 16 0.3% 2 14.3%

136 3.0% 152 2.6% 16 11.8%

2,147 47.0% 2,344 40.0% 197 9.2%

148 3.2% 209 3.6% 61 41.2%

1,082 23.7% 1,486 25.4% 404 37.3%

80 1.8% 91 1.6% 11 13.8%

64 1.4% 188 3.2% 124 193.8%

749 16.4% 1,228 21.0% 479 64.0%

15 0.3% 33 0.6% 18 120.0%

123 2.7% 22 0.4% -101 -82.1%

2,261 49.5% 3,257 55.6% 996 44.1%

9 0.2% 87 1.5% 78 866.7%

4,567 100.0% 5,856 100.0% 1,289 28.2%合計

農業、林業、漁業、鉱業

建設業

製造業

表1．業種別、タイ日系企業数（出所：ジェトロ・バンコク事務所公表値より作成）

電気、ガス、熱供給、水道

学術研究、専門・技術

小計

2014年調査 2020年調査

非製造業

分類不能の産業

増減率（2014年→2020年）

情報通信業

卸売・小売

金融業・保険業

不動産・リース業

サービス業

 

 日系企業のタイへの進出は製造業を中心に進んできましたが、その多くはタ

イ国内や周辺諸国の日系企業との商取引をメインとする事業が主流でした。し

かし、近年では現地マーケットの成熟が進み、販売機能の強化や現地マーケッ

トをターゲットにした卸売・小売業やサービス業の進出が増加し、ローカル企

業との取引・協業や

М&A ニーズなどの増

加がみられるように

なってきました。

2020 年はコロナ禍の

影響により減少しま

したが、タイにおける

日系企業の М&A ニ

ーズは底堅く推移し

ています。 
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こうした市場や環境の変化に対応すべく、銀行業界も前例にとらわれること

のない大胆な改革や変革によるサービスの高度化を目指し、当行バンコク駐在

員事務所は、2022 年 1 日 4 日、現在入居している Bhiraj Tower at EmQuartier

の 30 階から 19 階へ移転し、中国銀行（本店・岡山市、頭取・加藤貞則）のバ

ンコク駐在員事務所と共同化をいたしました。 

 当行と中国銀行は、2015 年 10 月に発足した TSUBASA アライアンス（※）

に参加しており、トップライン増強やコスト削減に向けて取り組んでいます。

その連携の取り組みは日本国内だけにとどまらず、海外においてもアライアン

ス加盟行の海外拠点同士が連携し、現地で商談会やセミナーを共催するなど、

海外ビジネスに関する多様かつ高度なソリューションの提供に努めています。

中国銀行と事務所を共同化することで、TSUBASA アライアンスによる国際連

携をさらに深め、お取引先の海外支援を充実させるとともに、さらなる情報発

信等の強化などを目指しています。 

 

東南アジア諸国の中心に位置するタイをはじめ、ASEAN 市場の規模と成長性

は魅力が高く、引き続き日系企業の進出が見込まれる一方で、日系企業以外の

外資企業も進出ニーズが旺盛であり、競争が激しいグローバル市場のなかにお

いては、常にスピード感を持った多角的な成長戦略が重要となってきます。海

外ビジネスに関する企業ニーズは、現地化や M＆A など、今後ますます高度化

や多様化が進んでいくと考えられます。こうしたお取引先の高度かつ多様なニ

ーズにしっかりとお応えすべく、事務所共同化により TSUBASA アライアンス

連携の取り組みを一層高度化させるとともに、これまで以上に海外ソリューシ

ョンの充実を図ってまいります。 

バンコク駐在員事務所は

当行、中国銀行ともに派遣

行員 1 名、タイ人スタッフ 1

名の小所帯の組織で運営し

ております。中国銀行との

事務所共同化を機に、知見

やノウハウを共有し、お取

引先の課題解決をサポート

できる体制を強化してまい

りますので、今後ともご支

援を賜りますようお願い申

し上げます。 

【共同事務所看板】 

  （バンコク駐在員事務所 山田） 


