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首相官邸での会談冒頭、安倍晋三総理大臣（写真・右）と握手する林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官

林鄭月娥行政長官が訪日、安倍首相を表敬訪問
4 月上旬、半年間に 2 度目の訪日。高齢化社会への対応など、香港と日本の協力関係強化に期待
香港特別行政区の林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官は、
4 月 7 日から 9 日にかけて日本を訪れ、9 日に安倍晋三内閣
総理大臣を表敬訪問しました。
林鄭長官は、半年の間に 2 度の実りある日本への公式訪問
を可能にした日本政府の手厚い協力に感謝を述べました。
香港と日本は貿易、経済、人的交流において緊密な関係に
あることを、林鄭長官は指摘。2016 年以来、毎年香港で行
われている「日本秋祭 in 香港」は市民に大変好評で、毎回何

十万人もの人々が参加していると説明しました。
さらに林鄭長官は、香港と日本が共に直面する高齢化社会
の課題に対応すべく、特に介護サービスの分野において協力関
係を一層強化することができるだろうと述べています。林鄭長
官と安倍首相はまた、食品の安全性等の諸問題についても意
見を交わしました。
林鄭長官の訪日に関する記事は 2、3 ページにも掲載してい
ます。
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広東・香港・澳門大湾区シンポジウムを東京で開催
林鄭月娥行政長官が基調講演。香港を活用して大湾区に生まれるチャンスをつかむよう呼びかけ

シンポジウムは程永華駐日中国大使による開会の辞で幕を開け、
林鄭長官、広東省の馬興瑞省長、マカオ特別行政区政府の陳海帆
政務法務長官がそれぞれ基調講演を行いました。続いて、広東香
港澳門大湾区企業家連盟の蔡冠深（ジョナサン・チョイ）主席、日
本貿易振興機構（ジェトロ）の佐々木伸彦理事長、そして主賓とし
て出席した関芳弘経済産業副大臣より挨拶がありました。
基調講演で林鄭長官は、香港にはその国際的地位と研究能力
の点で多くの強みがあると述べています。香港は、国際金融・物
流・貿易センター、世界的なイノベーションとテクノロジーのハブ、
またアジア太平洋地域における国際的な法務・紛争解決サービス
シンポジウムで基調講演をする林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官

4 月 9 日、東京で開かれた「広東・香港・澳門大湾区シンポ
ジウム」で林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官は、この壮大な
構想から生まれるユニークなビジネスチャンスをつかむよう日本
企業に呼びかけました。

の中心地としての多岐にわたる自らの役割を発揮して、大湾区の
発展に貢献すると語りました。香港、マカオと広東省の 9 都市は、
互いに補完し合いながら大湾区で調整の取れた経済発展を促し、
世界一流のベイエリアを築いていきます。
林鄭長官はまた、大湾区は香港と日本の緊密な関係をさらに
進める新たなエンジンになるだろうと述べました。商品貿易に関

香港、広東省、マカオ（澳門）政府が共同で開催したこのシン

して、日本は香港にとって第 4 位の貿易相手であり、香港は日本

ポジウムには、さまざまな分野の幹部やリーダー約 1,100 人が出

にとって第 8 位の貿易相手となっています。現在、約 1,400 社の

席。主会場が満員になり、サテライト会場が設けられるほどの盛

日本企業が香港で営業しており、そのうち 47% が地域統括本部

況ぶりでした。

または地域支社です。また、昨年は香港から 220 万人が日本を
訪れ、日本からは 129 万人が香
港を訪れています。こうした強
い絆を踏まえ、香港のプラット
フォームを活用して大湾区の商
機をとらえるよう、林鄭長官は
日本企業に呼びかけました。

（写真・左 3 人目から）程永華駐日中国大使、
広東省の馬興瑞省長、林鄭長官、マカオ政府
の陳海帆政務法務長官、関芳弘経済産業副大
臣、およびその他の来賓と講演者

香港 ― 大湾区に広がるチャンスをつかむゲートウェイ
広東・香港・マカオ大湾区（以下、
「大湾区」
）は、東京湾
を擁する東京首都圏と同様に近隣のダイナミックな都市の強

金融分野で大湾区の 11 都市の強みを活かすことで、大きな

みを結集し、より緊密な統合と政策調整を通じて集合的に

ビジネスチャンスがもたらされます。

経済成長を推進しようとする一大構想です。
広東省の主要 9 都市と香港・マカオ特別行政区を含む大
湾区の面積は約 56,100 平方キロに及び、総人口は 7,100
万人を超えています。GDP は約 1 兆 6,000 億米ドルに上り、
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オーストラリアの経済規模に匹敵。製造、テクノロジー、観光、

HONG KONG LINER

大湾区における香港の役割
香港は大湾区で重要な役割を担っていますが、それは同時に、
世界的なビジネス・金融センターとして、またイノベーションと

行政長官訪日
そのほかのハイライト
林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官
は訪日中の 4 月 8 日、河野太郎外務大
臣主催の昼食会に出席しました。滞在中
は日本貿易振興機構（ジェトロ）の佐々
木伸彦理事長とも会談。また、イノベー
ション・科学技術（I&T）関連企業、大
学、研究機関等の代表者らと会うととも
に、高齢者介護施設や医療機関を視察
し、各分野における I&T の開発と応用に
ついて学びました。

林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官は、河野太郎外務大臣（写真・右）と昼食を取りながら会談

日本貿易振興機構（ジェトロ）の佐々木伸彦理事長（写真・左）と握手

東京大学を訪問し、同大学の支援を受ける若手起業家の説明を聞く林鄭長官

SOMPO ケア社の介護サービス付き高齢者ホーム「ラヴィーレ羽田」を見学

国立がん研究センターを視察に訪問

テクノロジー（ I＆T）や専門サービスのハブとしての香港の地位を強化するものです。
中国政府は、香港が一国二制度の利点を活用して大湾区の発展を支えることを全
面的に支持しており、2 月に発表された「広東・香港・マカオ大湾区発展計画綱要」
には、高度かつ高付加価値の金融、商業、貿易、物流、専門サービスの発展とともに、
国際金融、運輸、海運、貿易、航空、仲裁のハブとしての地位を強化する香港の取り
組みを支援すると記されています。
同綱要はまた、香港がその I ＆T 能力を強化し、企業の立ち上げと成長を支える豊
かな土壌を提供する取り組みを後押ししています。

HONG KONG LINER
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陳茂波財政長官、2019～20年度政府予算案を発表
競争力強化を目指し、経済の発展と多元化を推進。優先事項である I&T の発展に 1,000 億香港ドル
陳茂波（ポール・チャン）財政長官は 2 月 27 日に発表した

に 1,000 億香港ドル超の予算を計上していると陳長官は指摘。

2019 ～ 20 年度政府予算案において、香港の競争力を一層強

「I&T の発展は、香港に莫大な経済的利益をもたらすだろう。

化し世界経済の変化がもたらす諸課題を克服すべく、経済発

その中で生み出される知的財産の商業化は付随する経済活動

展を促すとともに経済の多元化を図る幅広い施策を明らかにし

を促進し、質の高い雇用機会の創出や新技術の採用による暮

ました。

らしの快適性向上につながることが期待される」と述べました。

香港にとって技術革新と科学技術（イノベーションとテクノ
ロジー：I&T）の発展は優先事項であり、今期政府は同分野
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I&T、金融サービス業、クリエイティブ産業を含む各分野に
関する予算案の概要は、下記の通りです。

林鄭月娥行政長官、香港でJSTの代表団と面会
昨年の訪日時、科学技術振興機構（JST）との会合等で I&T 分野における日本の先進性に深い印象

林鄭月娥（キャリー・ラム）行
政長官は 3 月 18 日、科学技術振
興機構（JST）の後藤吉正理事が
率いる代表団と、行政長官の公
邸であるガバメントハウスで面会
しました。
林鄭長官は代表団の香港訪問
を歓迎し、昨年 10 月末の訪日以
来、再び 後 藤 理事と会うことが
できてうれしく思うと述べました。
また、昨年の 5 日間にわたる訪日
中には、イノベーションと科学技術
（I&T）の分野における日本の発
展ぶりと際立った業績に強い印象
科学技術振興機構の後藤吉正理事（写真・前列右から 3 人目）率いる代表団と面会した林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官（前列中央）

を受けたと話しました。

香港大学と東北大学が学術交流協定を締結
AI・ロボット工学研究で連携。製造業や巨大都市を大きく変える新技術の開発に向け共同研究
3 月 16 日、香港大学は東北大学と、一般学術交流お
よび変革的人工知能（AI）
・ロボット工学技術の研究に関
する協力協定に調印しました。
香港大学と東北大学の協力は、両大学の一流の研究者
を集め、変革的な AI・ロボット工学技術 (TransART) の
分野で最先端の研究と応用開発を集中的に行う戦略的協
力です。今回締結された協定の内容には、AI およびロボッ
ト工学の応用を通じて製造業や巨大都市を大きく変える
プロジェクトを先導するための TransART をテーマとした
研究センターの設立も含まれています。
調印式に出席した楊偉雄（ニコラス・ヤン）技術革新・科学技術長官（写真・後列中
央）
。協定書には、香港大学の張翔学長（前列左）と東北大学の大野英男総長（前列
右）が署名

香港に 25 年連続で「世界一自由な経済」の評価
ヘリテージ財団が毎年発表する経済自由度指数。経済の強靭性、法や規制の枠組み等に高評価
米シンクタンクのヘリテージ財団が発表した 2019 年「経済

ヘリテージ財団は、香港の経済的レジリエンス、質の高い法

自由度指数」で、香港は 25 年連続して世界で最も自由な経

制度、汚職に対する厳しさ、政府の透明性の高さ、効率的な

済と評価されました。香港の総合スコアは 90.2 点で、今回も

規制枠組み、世界貿易に対する開放性を引き続き高く評価して

調査対象の国・地域の中で唯一 90 点以上を獲得しました。

います。
HONG KONG LINER
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大阪アジアン映画祭で香港映画特集を開催

香港のエネルギーを伝える 6 作品。
「HONG KONG NIGHT」上映作品の『みじめな人』は観客賞を受賞
3 月 8 日から 17 日まで開催された第 14 回大阪アジア
ン映画祭で、日本の映画ファンに映画を通して香港の活気
を感じてもらおうと、今年も香港映画特集企画「Special
Focus on Hong Kong」が実施されました。香港経済貿
易代表部の協力の下、同企画が開催されるのは今年で 8
回目です。
香港特集の目玉として「HONG KONG NIGHT」が 3
月 14 日に開催され、集まった約 300 人がオリヴァー・チャ
ン監督の『みじめな人』を鑑賞しました。
上映前の挨拶で香港経済貿易代表部の翁佩雯（シェー
リー・ヨン）首席代表は、
『みじめな人』は香港政府の
「ファー
スト・フィーチャー・フィルム・イニシアティブ」の対象に
選ばれたプロジェクトであることに言及。この取り組みは、

香港映画関係者や映画祭の代表者とともに「HONG KONG NIGHT」に出席した翁佩雯（シェー
リー・ヨン）首席代表（写真・左から 7人目）

初めての商業長編映画の製作に資金面での支援を提供し、
新しい才能の発掘と育成を目指すものだと説明しました。

東京での春節レセプションで亥年の新年を祝賀
各界から約 450 人が出席。翁佩雯首席代表は、多くの面での香港と日本のつながりの強さを指摘

春 節レ セ プ ション で 乾 杯する翁 佩 雯（ シェーリー・ヨン）首 席 代 表 ( 写 真・左 か
ら 3 人 目 )、 柴 山 昌 彦 文 部 科 学 大 臣（ 左 から 2 人 目）
、日本 香 港 友 好 議 員 連 盟 の
三原朝彦副会長（右から 3 人目）とその他のゲスト

レセプションには国会議員も多数出席

香港経済貿易代表部は 2 月 14 日、香港貿易発展局と共同

本への旅行者数は 220 万人を超えた。香港で事業を営む日本

で「香港春節レセプション」を都内で開催。亥年の新年を約

企業の数は約1,400 社に上り、
これは海外企業のうち最も多い」

450 人の招待客とともに祝いました。

と述べました。

日本の政財界や学術界、報道機関などさまざまな分野から

さらに翁 首席代 表

の招待客を前に日本語で挨拶をした翁佩雯（シェーリー・ヨン）

は、今 年が日本 香港

首席代表は、香港と日本が多くの面で緊密な関係を結んでい

観 光 年であることに

ることを指摘。
「日本は香港の貿易相手国・地域として世界 4

触 れ、ぜ ひこの 機 会

位であり、香港は日本にとって第 8 位の貿易相手となっている。

に香港を訪れてほしい

旅行者の数では互いに 4 位を占めており、昨年、香港から日

と呼びかけました。
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会場を盛り上げたライオンダンス
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「アベニュー・オブ・スターズ」がリニューアルオープン
尖沙咀（チムサーチョイ）のハーバーフロントに今年 1 月、
「アベニュー・オブ・スターズ」
がリニューアルオープンしました。ブルース・リーをはじめ香港の名だたるスターたちの手
形や銅像が展示されており、手形近くの QR コードをスキャンすればそのスターの経歴や
映像を見ることもできます。

「香港杯」英語プログラムの学生大使が香港研修
香港の多面的な魅力を体験。香港中文大学のプログラムで、現地学生との交流も

本市を見学。午後は立法会議事
堂ガイドツアーに参加した後、イ
ンベスト香港で香港に進出した
日本企業の話を聞き、昨年オー
プンした歴史文化遺産とアート
の中心地「大館」を訪れました。
3 日目は「一味違う香港」を
テーマに、
スターフェリー、
トラム、
ミッドレベルエスカレーターを乗
り継いでハリウッドロードを散策
し、文武廟を訪ねました。その
後、コーズウェイベイで「打小人」
ハリウッドロード近くにあるウォールアートの前で

立法会議事堂を見学

1 月に開催された「香港杯 全日本大学 学生大使英語プログ
ラム 2018-19」の最終審査会で選ばれた学生大使 4 名のうち

の風習を見学してからアバディー
ンに移動。台風シェルターとなっ

ている入江でサンパンという小舟に乗るなどして、地元の文化
に触れました。

3 名が、3 月 19 日からの約 2 週間、研修のため香港に滞在し

4 日目からは香港中文大学に移動し、
「香港の経済トピック

ました。最初の 3 日間は香港を知るツアー、残りの期間は香港

ス」
、
「中国のマーケティング」などの授業を聴講するとともに、

中文大学のプログラムに参加して香港についての理解を深めま

バディの学生と一緒にセントラルにある歴史的建造物を巡るツ

した。

アーにも参加しました。

到着翌日、一行は香港貿易発展局のレクチャーを受けた上
で、同局が主催するマーケティング関連の展示会と国際映画見

今回の研修での体験も踏まえ、学生大使は SNS 等を活用し
て日本の若者に香港の魅力をアピールしていきます。
HONG KONG LINER
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MICE（国際会議・展示会）イベントカレンダー
日付

イベント名

2019 年 7 月 ~9 月
主催者

ホームページ / 連絡先

7/5~7

50+ エキスポ（旧称：退職者・シニアフェア）/ シニア・エキスポ・
アジア
Vertical Expo Services Co., Ltd.
50+ Expo (former Retiree and Senior Fair) I/O Senior Expo
Asia

http://www.50plusexpo.com.hk

7/8~11

RISE 2019

Connected Intelligence Ltd

https://riseconf.com

7/8~11

香港ファッションウィーク春 / 夏
HKTDC Hong Kong Fashion Week for Spring / Summer

香港貿易発展局
HKTDC

http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekssen/HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-forSpring-Summer.html

8/15~17

香港インターナショナル・ティー・フェア（香港国際茶展）
Hong Kong International Tea Fair

香港貿易発展局
HKTDC

http://www.hktdc.com/fair/hkteafair-en/
Hong-Kong-International-Tea-Fair.html

8/15~19

フード・エキスポ
HKTDC Food Expo

香港貿易発展局
HKTDC

http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpoen/HKTDC-Food-Expo.html?404;http://
hkfoodexpo.hktdc.com:80/index.htm

8/27~29

アジア・アダルト・エキスポ
Asia Adult Expo

Vertical Expo Services Co., Ltd.

http://www.asiaadultexpo.com

8/28~30

ナチュラル＆オーガニック・プロダクツ・アジア
Natural & Organic Products Asia

Diversified Communications Hong Kong,
https://naturalproducts.com.hk/event
LLC

9/3~5

レストラン＆バー香港
Restaurant & Bar Hong Kong

Diversified Events Hong Kong

https://www.restaurantandbarhk.com/rbhk

9/3~5

シーフード・エキスポ・アジア
Seafood Expo Asia

Diversified Business Communications

https://www.seafoodexpo.com/asia

9/3~7

香港ウォッチ＆クロック・フェア
HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair

香港貿易発展局
HKTDC

http://www.hktdc.com/fair/hkwatchfair-en/
HKTDC-Hong-Kong-Watch-and-Clock-Fair.html

Global Produce Events GmbH

http://www.asiafruitlogistica.com/en/

香港貿易発展局
HKTDC

http://www.centrestage.com.hk

９月香港ジュエリー＆ジェムフェア
9/16~20 （会場：アジアワールド・エキスポ）
September Hong Kong Jewellery & Gem Fair

UBM Asia Ltd

http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

９月香港ジュエリー＆ジェムフェア
9/18~22 （会場：香港コンベンション＆エキシビションセンター）
September Hong Kong Jewellery & Gem Fair

UBM Asia Ltd

http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

9/4~6

9/4~7

アジア・フルーツロジスティカ
（アジア国際果実・野菜マーケティング展）
ASIA FRUIT LOGISTICA
センターステージ
CENTRESTAGE

9/16~19

アジア・ファッション・ジュエリー＆アクセサリー・フェア（９月）
UBM Asia Ltd
Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair – September

http://exhibitions.asiafja.com/9fj/

9/25~27

LAMP Asia 2019

https://www.lampasia19.com

GAMA International

香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部（香港経済貿易代表部）
〒 102-0075 東京都千代田区三番町 30 番 1 号 香港経済貿易代表部ビル
Tel : 03-3556-8980 Fax : 03-3556-8970（代表部）
Tel : 03-3556-8961 Fax : 03-3556-8960（投資推進室）
E-mail：tokyo̲enquiry@hketotyo.gov.hk
www.facebook.com/hketo.tokyo/
www.instagram.com/hketo.tokyo/
www.twitter.com/hketotokyo

香港経済貿易代表部の
ホームページです！

香港特別行政区政府
ポータルサイト

www.gov.hk

政府広報局提供の
無料ニュースサービス

www.news.gov.hk

ブランド香港
Facebookページ

www.facebook.com/brandhk.isd

k

o.gov.h

ketoty
www.h

