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大湾区情報    No. 47 

グレーターベイエリア情報 発行：2022 年 11 月 8 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。 
 

【香港進出企業を誘致 イノベーションとテクノロジー産業発展推進のための 300 億香港ド

ル共同投資ファンドを設立】 

【「2022 年広東省企業トップ 500 社」発表 総収入は 17 兆人民元を突破】 

【恵州市の高品質な発展を支えるイノベーション】 
 

 

【香港進出企業を誘致 イノベーションとテクノロジー産業発展推進のための 

300 億香港ドル共同投資ファンドを設立】 

 

 
 

財務長官のポール・チャン氏（以下、「財務長官」）はブログで、今回の「施

政報告」でイノベーションとテクノロジーの発展、重点企業や人材の誘致などに
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関する多くの新しい政策が紹介されたと述べ、香港への進出企業を誘致する以外

にも、香港現地の産業発展や雇用の可能性を促進するために未来基金（フューチ

ャーファンド）から 300 億香港ドルの「共同投資ファンド」が設立され、香港

投資管理有限公司により管理されると述べました。 

 

発展理念は「積極的政府」、「効率的市場」に移行 

 

財務長官は、先週、行政長官が今期最初の施政報告を発表し、全体の発展理念

がかつての「積極的不干渉主義」「大きな市場、小さな政府」から、「積極的政

府」と「効率的市場」のより良い組み合わせへと明確かつ確実に移行しており、

これは香港にとって必然の選択であると述べました。 

 

財務長官はグローバル展開の不確実性やリスクが高まる中で、企業は投資を縮

小する傾向にあると考えています。 現在の環境では、市場の力だけに頼ると、

産業界は投資不足の状態に陥る可能性があり、「成長の勢いを増し、発展を加速

し、経済の新しい成長点を見出す」という方向性に向いていないこととなりま

す。 従って、政府が介入し、発展を促進する必要があると考えられています。 

 

また、香港経済が近隣地域の発展に追いつくためには、金融サービスをより良

く、より強くすることが必要であり、産業としてのイノベーションとテクノロジ

ーの発展、伝統産業におけるイノベーションとテクノロジーの幅広い応用など、

イノベーションとテクノロジーをより重視し、経済全体のアップグレードと変革

を促進させる必要があると考えています。 

 

フューチャーファンド 300 億香港ドルの「共同投資ファンド」を設立へ 

 

財務長官はまた、ライフサイエンス・ヘルスケア、人工知能・データ科学、金

融テクノロジー、先端製造業、新エネルギー・新素材などの分野で、将来性の高

い代表的な重点企業を世界中から呼び込むために、政府は近々「重点企業誘致オ

フィス」を設置すると述べました。同オフィスの全体業務戦略について助言する

ために、関連業界とコミュニティのリーダーから構成される諮問委員会が設立さ
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れる予定です。また、香港特別行政区政府の海外および中国本土における経済貿

易オフィスの機能を拡大し、専門の「ビジネス・人材誘致ユニット」の設置も予

定されています。 

 

財務長官は、香港にとって戦略的価値のある産業のリーダーや重点企業を香港

に誘致したいと述べ、フューチャーファンドに 300 億香港ドルを確保し「共同

投資ファンド」を設立し、様々な企業に香港で拠点を構えてもらう一方で、企業

や個々のプロジェクトが香港ローカルの産業や雇用を促進し、香港全体により多

くの利益をもたらすことができる可能性に応じて共同投資への参与を検討するこ

とが香港全体により多くの利益をもたらすことができるだろうと述べています。 

 

また、「施政報告」で発表された、香港投資管理有限公司が「共同投資ファン

ド」（300 億香港ドル）の管理を担当することにも言及しています。過去数年内

に立ち上げた「香港成長ポートフォリオ」（220 億香港ドル）、「大湾区投資フ

ァンド」（50 億香港ドル）、「戦略的イノベーション・テクノロジーファン

ド」（50 億香港ドル）も同社の下で管理される予定です。 

 

香港投資管理有限公司の使命は、投資機会を探り、対象産業の発展を戦略的に

推進し、長期的に香港の競争力と経済活力を強化し、同時に投資リターンを得る

ことです。当社の取締役会には、関連業界のリーダー、専門家、政府関係者が参

加する予定です。 
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【「2022年広東省企業トップ 500社」発表 総収入は 17兆人民元を突破】 

 

 
  

 10 月 12 日午前、広東省企業連合会及び広東省企業家協会は、広州で「2022

年広東省企業トップ 500 社ランキング」及び「2022 年広東省企業トップ 500 社

発展レポート」を発表しました。 

 

 ランキングによると、2022 年広東省企業トップ 500 社の総収入は 17 兆 100 億

人民元に達しました。そのうち、営業収益が 1,000 億人民元以上の企業は 34 社

で、34 社の営業収益合計は 10 兆 2,400 億人民元となり、2022 年広東省企業トッ

プ 500 社の営業収益全体の 60％を占めました。 

 

 産業の分布より、「製造業の広東省」としての基盤が見えてきます。 ランキン

グ中、製造業企業は前年度より 23 社増加し、53％を占めました。ランクインし

た 265 社の製造業企業の営業収入は 7 兆 1,300 億人民元で、営業収入全体の

42％を占めています。また、製造業企業の収益性は大幅に向上し、純利益の総額

は 4,663 億 6,000 万人民元に達しました。 

 

 地域別では、珠江デルタ地域を中心とした企業が主にランクインしています。

このうち、深圳市の企業数は 213 社、広州市は 147 社で、珠江デルタの他の都

市は計 106 社に達しました。 
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【恵州市の高品質な発展を支えるイノベーション】 

 

 
 

近年、恵州市はイノベーション主導の発展戦略を継続的に実施し、科学技術イ

ノベーションシステムの構築を加速させ、基礎科学、研究成果の実用化、ハイテ

ク企業の育成に力を注ぎ、恵州産業の発展とグレードアップを進めています。 

 

昨年時点で、恵州には 2,091 社のハイテク企業と 1,862 社の技術系中小企業が

存在しています。この過去最高の数字の背景には、恵州市の科学技術企業クラス

タが継続的に成長していることがあります。今年 1〜8 月、恵州市の先進的製造

業の付加価値は 11.2％増で、市の一定規模以上工業付加価値の 66.6％を占め、

ハイテク製造業の付加価値は 8.2％増と、市の一定規模以上工業付加価値の

38.9％を占めました。 

 

大型科学設備と東江研究室で人材結集 

 

近年、恵州市は基礎科学の分野で 2 つ大型科学装置の建設を精力的に推進し

ています。また、恵州市の科学研究基盤を強化し、恵州市のイノベーション発展

の原動力と「貯水池」を形成するため、先進エネルギー科学広東省技術研究室
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（以下「東江研究室」）のような産業応用を目的とした科学研究機関の建設を加

速しています。 

 

CiADS（China Initiative Accelerator Driven System）と HIAF（Heavy Ion Research 

Facility at Lanzhou） という二大科学装置の建設が着々と進んでいます。紹介によ

ると、これら 2 つの装置の建設は着実に進んでおり、投資額は 68 億人民元と推

定され、国内外から約 1,500 人の科学者が恵州に集まり科学研究に従事し、エネ

ルギーなどの分野で多くの独自の科学研究成果を生み出すことになると予想され

ます。 

 

一方、東江研究室の建設も進んでいます。恵州市にコア実験室を建設し本部も

併設、仏山、陽江、雲浮、汕尾に分室を設置する予定です。二大科学装置と恵州

で優勢の石油化学工業を頼りに、先進的な原子力エネルギーと化石エネルギーに

焦点を当て、エネルギー分野の主要な科学的問題を解決することに力を注いでい

ます。 

 

二大科学装置と東江研究室の人材チームに対し、恵州市は優遇策を講じていま

す。恵州市は中国科学院恵州の二大科学装置と東江研究室のハイエンド科学研究

人材の導入を支援するために、科学研究資金一括投入制度の実施を模索し、定員

制の管理チャネルを開放し、人材の住宅購入の優遇政策を実施することによりハ

イエンド人材の仕事や起業の悩みを取り除いていく、と市科学技術局の黄輝局長

は、紹介しています。 

 

企業の研究開発投資を誘導する「オープン競争メカニズム」プロジェクト 

 

大型科学装置や研究プラットフォームの構築はイノベーションの原動力となり

ますが、この力を、より多くの産学研究協力を通じて、企業生産のための応用技

術に転換することが必要です。 

 

したがって、市科学技術局は、昨年より科学技術研究 "オープン競争メカニズ

ム"プロジェクト（以下、「公募型重要プロジェクト」）のうち主要分野の 2 つ
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のラウンドのプロジェクト申請を開始しました。このスキームでは恵州市の主要

産業分野の企業（技術を求める側）の解決が難しい大きなニーズを重点に、リス

トを一般公開し、有能者（技術提供側）から解決策提案の応募者を募り、審査を

通った優れたプロジェクトには資金援助が行われました。昨年、恵州市は最初の

8 つの公募型重要プロジェクトを発表、最終的に 11 の提案が選ばれ、1 億 8 千

万人民元の企業の研究開発への投資を呼び込みました。 

 

 公募型重要プロジェクトは、産学研究連携の新しい有効な手段を提供するもの

であり、産業界からも好評を得ています。今年の計画では、広東省の 20 の戦略

的産業クラスターと恵州の「2＋1」重点産業発展方向に属する 11 の適格プロジ

ェクトを募集しており、多くのプロジェクトが研究開発に最大 3,000 万人民元を

投資しています。 

 

近年、恵州市は科学技術の成果を移転・転換するためのメカニズムやモデルを

積極的に模索しています。例えば「恵州市科学技術局の科学技術成果の転換と実

用化の奨励に関する暫定措置」を導入し、科学技術資源の効率的な配分と総合的

な統合を促進しています。9 月末現在、恵州市は今年 388 件の認定技術契約を登

録し、技術契約の売上高は 10 億 3,000 万人民元に達しています。同時に、イン

キュベーション・育成システムの構築も加速され、仲愷ハイテク区、大亜湾区、

恵城区にそれぞれ電子情報、精密化学、インターネットを特徴とする 3 大インキ

ュベーションチェーンを形成し、合計 1,783 社の企業がインキュベートされまし

た。 

 

2025 年までにハイテク企業 5,000 社の目標 

 

近年、恵州市は「恵州市ハイテク企業高品質発展実施計画」、「恵州市ハイテ

ク企業育成発展行動計画」など、ハイテク企業の育成を促進する政策を相次いで

導入しています。また、市長を第一招集者とし、市の各部・県（区）の主要担当

者をメンバーとする合同会議システムを構築し、恵州市の科学技術系企業の量と

質を高水準で推進しています。 
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2021 年、恵州市のハイテク企業の数は 2,091 社に達し、過去 5 年間の恵州市

のハイテク企業の数の年平均成長率は 36.7％に達し、省の平均成長率より 8.4 ポ

イント高くなっています。2022 年、恵州市のハイテク企業認定を申請した企業

は 1,406 社ありました。計画によると、2025 年までに恵州市のハイテク企業の

目標を 5,000 社にするとしています。 

 

ハイエンド人材誘致・育成プログラムを実施 

優秀な若手科学技術人材の恵州でのイノベーションと起業を支援 

 

近頃、恵州市は記者会見を開き、最近導入の「恵州 3.0 人材政策」、すなわち

「新時代の人材強都市の建設を加速する意見」を紹介し、「恵州市ハイレベル人

材の特定、評価、推薦のための措置（試行実施）」を導入しました。 

 

市科学技術局の黄輝局長は、イノベーションプラットフォームとそのキャリア

の建設を強化し、人材の活力を活性化する制度メカニズムを改善し、人材を刺激

し支援する政策システムを最適化することにより、恵州は科学技術とイノベーシ

ョンの人材を強力に誘致していくと紹介しました。2025 年までに、100 人の新

しい科学技術リーダー人材、50 のイノベーションと起業チームを誘致し、育成

するのが目標です。 
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【参考資料】 

 

・香港進出企業を誘致 イノベーションとテクノロジー産業発展推進のための 300 億香港ドル共同投

資ファンドを設立   (HKET 2022 年 10 月 23 日) 
 

・「2022 年広東省企業トップ 500 社」発表 総収入は 17 兆人民元を突破 
 

・恵州市の高品質な発展を支えるイノベーション 
 

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://inews.hket.com/article/3381631/%E3%80%90%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%B6%93%E6%BF%9F%E3%80%91%E9%99%B3%E8%8C%82%E6%B3%A2%EF%BC%9A%E6%92%A5300%E5%84%84%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%80%80%E5%90%B8%E5%BC%95%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%90%BD%E6%88%B6%E5%B8%B6%E5%8B%95%E5%89%B5%E7%A7%91%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95
https://inews.hket.com/article/3381631/%E3%80%90%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%B6%93%E6%BF%9F%E3%80%91%E9%99%B3%E8%8C%82%E6%B3%A2%EF%BC%9A%E6%92%A5300%E5%84%84%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%80%80%E5%90%B8%E5%BC%95%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%90%BD%E6%88%B6%E5%B8%B6%E5%8B%95%E5%89%B5%E7%A7%91%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1024545.html
https://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_1026269.html
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5ODQ4ODYyMg==&mid=2247487409&idx=1&sn=360e7b4ed86edf04fa42871555d45ba0&chksm=eca449f0dbd3c0e6a3b3d08a0a20754be985813ba898a0e0d6f6de87d8789e85fd39ea46c976&token=264102572&lang=zh_CN#rd
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