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大湾区情報    No. 45 

グレーターベイエリア情報 発行：2022 年 10 月 11 日 
 

【今号のトピックス】 
 

以下のリンクをクリックすると各記事のトップに移動します。 
 

【深圳：市場参入ネガティブリスト以外の外資規制を禁止】 

【大湾区の A 株企業の革新力：上半期の研究開発投資総額が 1,000 億人民元を突破、「主

役」は？】 

 

【深圳：市場参入ネガティブリスト以外の外資規制を禁止】 

 

  
 

外資のホットスポットである深圳は、大湾区と深圳デモンストレーション先行

区という 2 つの「区」を背景に、近年「外資の安定化」のために新たな施策を打

ち出しています。このたび、深圳市は再び「深圳経済特区外商投資条例」（以

下、「条例」）を導入し、外国投資家と外商投資企業に「安心」を与え、経済発

展のための外資推進を強化するために、特区立法という形で制度保証と設計を行

っています。 
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 深圳は、中国が公表した外資参入のネガティブリスト以外の外資参入の制限・

禁止措置の策定を禁止するとし、本条例は 2022 年 11 月 1 日から施行されま

す。 

 

海外からの累積投資額が 3,000 億米ドルを突破 

 

 外商投資企業は、持続可能な経済発展の促進、対外貿易の拡大、産業構造の最

適化、雇用の増加、市場主体の育成、市場メカニズムの改善において、独自の役

割を担っています。改革開放の最前線である深圳は、外資導入の推進と外資サー

ビスの充実において、先駆的な優位性を持っています。1981 年に外資企業の営

業許可証が初めて発行されて以来、深圳には 10 万社以上の外商投資企業が設立

され、契約ベースで 3,000 億米ドル以上の外資を導入し、中国国内でも上位に位

置しています。 

 

近年、深圳は世界各地でのコロナ禍及び直接投資の低迷という二重のプレッシ

ャーの中で、変わらず外資を誘致し続けています。深圳市商務局によると、

2021 年に深圳で設立された外資系企業は 6,000 社近く、前年比 30％以上の伸び

を示し、外資の実際の利用額は 100 億米ドルを超え、前年比 20％以上の伸びと

過去最高を記録しました。 

 

2022 年上半期、深圳の実行ベース外資導入額は前年同期比約 11％増の約 58

億米ドルで、その中では、スイスの ABB グループの電動モビリティ中国本部、

シーメンス（深圳）磁共振有限公司（Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd.）

博士研究員イノベーション・実践基地、フィリップス深圳イノベーションセンタ

ーなど、多くのフォーチュン 500 企業やプロジェクトが次々と深圳に進出して

います。 

 

深圳市商務局は、深圳における外資吸収の特徴は、第一に、サービス業の占め

る割合が高く、成長が速いことであると述べています。深圳のサービス業に使用

される外資の実質的な割合は 2021 年には 90％に達し、成長率は 2016 年の
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16.5％から 21.7％になりました。第二に、投資元が幅広く、2016 年から 2021 年

までに世界 150 以上の国と地域の企業が深圳にて投資していることです。そし

て第三には、重点地域の支援が明らかであることです。 前海は深圳の外資吸収

のスポットであり、投資誘致における大きな役割を果たしており、近年、前海の

外資利用実績は全体の 50％以上を占めています。 

 

このように目覚ましい成果を上げたものの、調査研究によると、中国や海外の

先進都市と比較すると、深圳の外商投資企業の行政サービスに対する満足感は、

まだまだ改善・強化が必要であることが分かりました。 

 

 特に、2020 年 1 月 1 日の「中華人民共和国外商投資法」及びその施行規則の

施行に伴い、中国は外資の管理を規制し、外資の合法的権益を保護するためのよ

り高い要求を打ち出しており、深圳市は香港・マカオに近い立地や外資開発の実

情を踏まえ、上記法律をさらに磨き上げる必要があるとしています。 

 

このため、「条例」は外商投資参入と経営のライフサイクルを背景とし、外商

投資企業への配慮に着眼し、関連法律と行政法規規定を細分化し、深圳市の外商

投資の実践の成果を固定化すると共に、外資の投資を促進し、外資投資の合法権

益を保護し、外商投資管理などの方面において一連の制度整備を行います。 

 

深圳は、中国で初めての外資投資促進のための公共サービスシステムを開拓

し、外資企業の権益を保護するためのワークステーションを構築したと報告され

ています。現在「市レベル＋区レベル＋園レベル」の「2＋2＋10」サービスネ

ットワークを構築、「深圳市外資系投資促進サービス情報プラットフォーム」を

最適化、改善し「インターネット＋ワークステーション」のオンラインとオフラ

インでの統合発展モデルを推進しています。本年の実際の外資の活用は 100 億

米ドルと予想されています。 

 

ネガティブリスト以外の分野においては国内外の投資家が平等に参入 
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外資企業の自由な参入、より利便化した投資活動、より公平な市場競争を促進

するため、「条例」は全国の外資参入制度をより細分化して、国が公表した外資

参入ネガティブリスト以外の外資参入に対する制限的・禁止的な措置の策定を禁

止し（前海蛇口自由貿易区においては国が公表した自由貿易区のネガティブリス

トを適用）、ネガティブリスト以外の分野への外資参入は内外投資一律の原則に

基づいて管理されます。外資参入のネガティブリスト以外の分野では、国内企業

と同じ条件で参入が可能であり、国が発行する市場参入ネガティブリストに記載

の参入許可事項は、海外投資家により申請を行い、関連部門は法令に基づいて参

入を認めるかどうかを判断することになります。 

 

海外投資家は、国の「外商投資奨励産業目録」と深圳市重点開発分野、及び先

進製造業、新興産業、ハイテク、省エネ、環境保護などの重点開発分野に対する

投資について奨励・指導を受けることができます。また、海外投資家が経済特区

に多国籍企業の地域本部や各種機能機関の設置をすることが奨励され、アジア太

平洋地区本部、グローバル本部への格上げを支援されます。 

 

同時に、深圳市商務部は、大型外資系投資プロジェクトに対する健全なサービ

ス体制を構築し、台帳管理および全プロセスの追跡サービスを実施する予定で

す。プロジェクトリストに含まれるプロジェクトについては、参入、計画、土地

利用、環境保護、エネルギー利用、建設、外国為替などの事項を調整し、グリー

ンチャネルを確立し推進します。 

 

地域・部門を超えた迅速かつ協力的な知的財産権保護 

 

海外投資家の深圳への投資意欲をさらに高めるため、「条例」は、外資系投資

促進サービス情報プラットフォームを通じて、海外投資家と外商投資企業に情報

提供とプロジェクトマッチングサービスを提供するだけでなく、公共サービスの

提供、外商投資企業のクロスボーダー融資と資金決済処理も促進させる予定で

す。 
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 例えば、法定権限内で雇用、経済発展、技術革新の促進に大きく貢献する外資

系プロジェクトには、手数料免除、土地確保、公共サービス提供の面で投資促進

政策が適用され、金融、税制、財政、土地利用の面で優遇措置が法律に基づき実

施されます。 

 

コロナ予防と制御の要件を考慮し、海外投資家または外商投資企業が事業活動

に関連する事項については、特別な事情により担当者が現地で手続きに出席でき

なかったり、資料原本を提供できない場合、関連部門や機関はオンライン手続き

などの代替手段や公証・認証された書類の受け入れにより、利便性を提供するこ

とが可能となっています。 

 

また、「条例」は外商投資企業の権益保護を強化し、知的財産権に関しては、

知的財産権を迅速かつ協調的に保護するための地域・部門横断的メカニズムおよ

び知的財産権行政執行の保護システムを構築し、市・区裁判所は知的財産権に関

わる海外投資者および外商投資企業の財産・証拠・行為の保全申請を法律に基づ

いて迅速に受理・審査し、知的財産権を故意に侵害した重大なケースには法律に

基づいて懲罰賠償が適用されるものとします。 

 

国際的な職業資格認定リスト制度の確立を模索 

 

また、「条例」は、海外投資家が研究開発イノベーションセンター、外資系研

究開発本部、オープン・イノベーション・プラットフォームを設立すること、多

国籍企業が他の企業、高等教育機関、科学研究機関と共同研究開発機関を設立す

ることを奨励し、海外の世界的著名企業、高等教育機関、科学研究機関が深圳市

に支店、支部を設置し関連優遇政策を受け、主要科学技術成果の現場での転換を

促進するよう支援します。 

 

深圳市科学研究施設・測定機器オープンサービスプラットフォームの統一管理

下にある大型科学研究測定機器施設と主要科学技術インフラも、外資系企業に対

等に開放・共有することが可能です。 
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また「条例」は、公共の安全や人々の生命・健康に直接関係せず、リスクをコ

ントロールできる分野では、国際職業資格の認定制度を検討し、証明書が必要な

一部の職業については、中国国外の公認国際職業団体から対応する職業資格また

は証明書を取得した国際人材は、その能力レベルが関連主管部門によって認定ま

たは登録された後に、実務活動に従事することが許可されると定めています。 

 

また、税関は通関チェーン全体の業務プロセスを最適化し、国際貿易のワンス

トップサービスの建設を深めていき、通関効率を向上させます。また、信用育成

サービスを提供することにより、条件を満たす外資系企業が認定事業者になるた

めの申請を導き、対応する通関手続きの円滑化を支援します。 
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【大湾区の A 株企業の革新力：上半期の研究開発投資総額が 1,000 億人民元を

突破、「主役」は？】  

 

 
  

科学技術部のデータによると、2021 年、大湾区の珠江デルタ地区 9 都市の研

究開発費は 3,600 億人民元を超え、研究開発投資強度は 3.7％と推定されていま

す。大湾区は、イノベーションハブとして、すでに有効な優位性と強力なイノベ

ーション潜在力の両方を備えています。 

 

質の高い経済発展と産業構造の最適化・グレードアップの中核となる力とし

て、大湾区の A 株企業の革新力は、大湾区の革新的発展を牽引し、更なる飛躍

を遂げることでしょう。 

 

「21 データニュースラボ」によると、8 月 31 日現在、大湾区の珠江デルタ経

済圏 9 都市の A 株上場企業は 727 社で、そのうち 2022 年上半期に研究開発投資

を発表した企業は 689 社、投資総額は 1,000 億人民元を超えました。 
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研究開発投資は 5 年間で 1.6 倍に増加 

半期報告書によると、大湾区の A 株上場企業の売上規模は、前年比 10％増の

4 兆 3,100 億人民元となり、4 兆人民元の大台を突破しました。研究開発投資の

強度をみると、上半期の研究開発費の売上高比率は 2.62％で、前年同期に比べ 

0.18 %の微増となりました。 

 

好調な業績実力が研究開発投資の強固な基盤となっており、研究開発投資総額

の継続的な成長を後押ししています。過去 5 年間に発表された半期報告書による

と、大湾区の A 株上場企業の研究開発投資金額は、442 億人民元から 1,132 億人

民元と 5 年間で 1.6 倍に増加しています。 

 

過去 5 年間の平均を見ると、研究開発投資額も 0.92億人民元から 1.56億人民

元へと増加し、平均で 70％近くも増加しており上昇傾向を示しています。 

 

特許件数 5 年間で 60％増 

 

 広東省科学技術庁によると、近年、広東省の A 株上場企業の 80％以上がハイ

テク企業であり、科学技術活動への投資や発明特許の取得数など、広東省のハイ

テク企業の 7 つの中核指標は中国国内で 1 位を維持しています。 

 

科学技術成果の変換を促進することは、大湾区におけるイノベーション・エコ

ロジー・チェーン全体の構築の重要な一部分であります。今年上半期、大湾区の

A 株上場企業が取得した特許件数は 35 万 3,800 件で、前年同期比 5％増となり、

増加傾向が続いています。 

 

過去 5 年間のデータを見ると、広東省、香港、マカオの A 株上場企業の総特

許数と平均特許数は着実に増加しており、総特許数は 22 万件から 35 万件と

60％近く増加し、平均特許数は 346 件から 534 件と 54％以上増加しました。 
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電子業界のイノベーションをリード 

 

データによると、2021 年、広東省の一定規模以上電子情報製造業の売上高は

4 兆 5,600 億人民元で、全国の 32.3％を占め、31 年連続全国 1 位となりました。

長年にわたる電子情報産業クラスタの質の高い発展を通じて、大湾区では、多く

の革新的な電子企業が誕生しています。 

 

申銀万国（申銀万国証券株式有限公司）のティア 1 産業分類によると、大湾

区の A 株上場企業は主に電子産業に集中しており、144 社と全体の 20％を占め

ています。研究開発投資の割合でも電子産業はトップで、その 144 社も研究開

発投資に関するデータを発表しており、総投資額は 314 億人民元で、研究開発

投資全体の 30％近くを占めています。 

 

地域イノベーションの新活力は引き続き向上 

 

珠江デルタの 9 都市の中で、深圳の A 株上場企業数は 389 社と最も多く、

「ホーム」である深圳証券取引所の優位性が存分に発揮されています。データに

よると、深圳の 363 社の A 株企業が今年上半期に研究開発投資について公表し

ており、大湾区の上場企業の中でイノベーションの「主役」となっており、大湾

区全体の 57％を占め、合計 645 億人民元、前年比 15％増となりました。 

 

上半期の大湾区の A 株企業の研究開発投資額上位 10 社のうち、深圳企業は再

上位 2 社を含め計 6 社を占めています。第一位は、上半期に 101 億人民元以上

を研究開発に投資し、売上高の 17％を占めた ZTE（中興通訊）、第二位は、上半

期に研究開発に 65 億人民元近くを投資し、純利益が 200％以上増加した BYD

（比亜迪）となっています。イノベーションを高めることで、これらの大規模な

研究開発プレーヤーは、激しい競争の中で業界のベンチマークとなる企業に成長

し、深圳が中国における科学技術イノベーションのトップクラスになるのに貢献

しました。 
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「21 データニュースラボ」によると、広州の A 株上場企業数は深圳に次いで

2 位で、申銀万国のティア 1 産業のうち 25 の主要産業から合計 140 社が上場

し、幅広い産業をカバーしており、広州が比較的整った産業体系と強い基盤を持

っていることが分かります。 

 

広州では、133 社が上半期の研究開発投資が公表されており、総額は 144 億

3,100 万人民元となり、前年同期比 22％増となりました。研究開発投資額が最も

大きかったのは広州汽車集団で、前年比 9％増の 27 億人民元で大湾区の A 株企

業の研究開発投資額 TOP10 に入りました。 

 

イノベーション研究開発という点では、他の珠江デルタ都市の A 株上場企業

も投資を増やしています。上半期の研究開発投資額上位 10 社のうち、仏山市の

美的グループ、恵州市の TCL科技、珠海市の格力電器がそれぞれ 59 億人民元、

53 億人民元、31 億人民元を投資しています。この 3 社はいずれも家電業界の企

業で、革新と研究開発において強いバックグラウンドを持っています。上半期の

売上高は大湾区の A 株上場企業の中で最も高く、美的グループは 1,837 億元、

TCL 科技と格力電器は 800 億人民元を超える売上高を達成しました。 

 

大湾区の A 株上場企業の間では、研究開発投資と科学技術革新に依存し、コ

ア競争力と収益性を高め、城壁の堀を広げていくことがコンセンサスになってい

るようです。 

 

 

 

 

 
【参考資料】 

 

・深圳：市場参入ネガティブリスト以外の外資規制を禁止 
 

・大湾区の A 株企業の革新力：上半期の研究開発投資総額が 1,000 億人民元を突破、「主役」は？ 
 
 

https://www.aoba.com.hk/
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1020700.html
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1020700.html
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1020191.html
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1020191.html
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青葉【WeChat 公式】のフォローをご希望の方は、 

右記の QR コードから登録をよろしくお願いいたします。 

（WeChat アプリにて、QR コードをスキャンしてください。） 

大湾区ニュースレター特集ページへのリンク 

また「大湾区情報」だけでなく、中国、香港のニュースや最新制度

情報も WeChat の公式アカウントに掲載しています。 
 

最新動画：【大湾区発展計画の最新動向と成功事例】（全 8 回） 

第 1 回 広東省の経済概況 YouTube WeChat 

第 2 回 大湾区の規模とイノベーション YouTube WeChat 

第 3 回 国際科学技術イノベーション施設の整

備状況と課題 

YouTube WeChat 

第 4 回 イノベーション環境の整備化と現代化

産業の構築 

YouTube WeChat 

第 5 回 大湾区における成功事例とユニコーン

企業の概況 

YouTube WeChat 

第 6 回 大湾区の主な投資家 YouTube WeChat 

第 7 回 上場環境の整備と状況 YouTube WeChat 

最終回 大湾区の最新政策とビジネスチャンス YouTube WeChat 

============================================================== 

最新ニュースページで過去に発行したニュースレター、及び香港・

中国本土最新ニュースをご覧になれます。 
 

 
   

 
 
 

 

ホームページと共に、SNS でも随時情報を発信してまいります

ので、是非ともフォロー、いいね！をお願いいたします。 
  

 

質問等お問合せ先 

   

青葉監査法人・青葉ビジネスコンサルティング・青葉法律事務所  

 担当: 新井 茂 <s.arai@aoba.com.hk>  

=============================================================== 

 
    

 

 

https://www.aoba.com.hk/
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247487359&idx=1&sn=0ef9e7fe1ec43bbdc73bbd1657901d52&chksm=eca4493edbd3c02833e5eb12c8fef9208f8f654cd4539b022a5d28fc81980463abc1c7876de7&token=1993798605&lang=zh_CN#rd
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247487359&idx=1&sn=0ef9e7fe1ec43bbdc73bbd1657901d52&chksm=eca4493edbd3c02833e5eb12c8fef9208f8f654cd4539b022a5d28fc81980463abc1c7876de7&token=1993798605&lang=zh_CN#rd
https://www.youtube.com/watch?v=S1l92yYm_7Q&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485497&idx=1&sn=c09126819adf9284be23ea84bebc2697&chksm=eca44e78dbd3c76e98897a17316e113c81331ae121975d43a46923b3768b86a259df88df4c6f#rd
https://www.youtube.com/watch?v=T-5YZC_EjJM&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=2
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485514&idx=1&sn=2c85f8f70dad39bef17a17f2ba76bbc4&chksm=eca44e0bdbd3c71d7349dd142d6368e3b1c8ac48b0997b4e1f6f536006eb24c9dfc79a89901b#rd
https://www.youtube.com/watch?v=VANunudWfQQ&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=3
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485528&idx=1&sn=9d3058b0d2a5904ca4a6a3bc1509f5bb&chksm=eca44e19dbd3c70fc138af8e8b2ffbc6e8fad225d45ac25cf38973fcd49fb94422a7a852c960#rd
https://www.youtube.com/watch?v=JAjJ1NxDoes&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=4
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485566&idx=1&sn=a245157cca7762f7f4aa52498ffbd88f&chksm=eca44e3fdbd3c7296cf64b055514be3ba34f6398dcd48eaa5f6cd1af392689f535bcbef95612#rd
https://www.youtube.com/watch?v=nDEfTNctYY0&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=5
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485852&idx=1&sn=6032d737907bdaf30388e2c6ddc831f0&chksm=eca44fdddbd3c6cb3cd19a242ee532987af720f6f943d38fabd1f5e639804597f273754e8cbb#rd
https://www.youtube.com/watch?v=5243FuGRSf0&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=6
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485881&idx=1&sn=a0b586a96379fdbab792872cfc321517&chksm=eca44ff8dbd3c6eefe4a0e4a031f3b59bb020ac6d8808b1e68894b7f0d55973e353b88ec496c#rd
https://www.youtube.com/watch?v=VGda2szbQWo&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=7
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247485948&idx=1&sn=8a0c61d21627181d6f6c258d6d178362&chksm=eca44fbddbd3c6ab46e9d8c04034e7c59a60abe6542704312061541ff0dfab488efc020e9905#rd
https://www.youtube.com/watch?v=c7Rx91dyb5I&list=PLiC1IytGHPUhErvIcCJpT60JZPLNrnYo-&index=8
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247486008&idx=1&sn=b0e83faa44b07329a762b293bed32774&chksm=eca44c79dbd3c56ff8417a39193c4abb0e486354077467d936beef96976d62a23a0544a56b8a#rd
http://www.aoba.com.hk/news/
mailto:s.arai@aoba.com.hk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072093246447
https://twitter.com/aoba_business
https://www.youtube.com/channel/UCSDW4pR9riDWuup3PQt39BQ/featured

