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中国本土 香港 マカオ

大湾区(GBA)は、各都市がもつ優位性の相乗効果を生み出すことでその発展を最大化し、全ての都市に利益をもたらす
ことを目指しています。香港は、その独自の利点を活かして、大湾区(GBA)の他の都市を補完する機能を担うことで、グ
ローバルなゲートウェイとして、大湾区(GBA)市場に参入する外国企業の進出を容易にします。

香港の環境の概要（法律面から）

➢ 香港は大規模な中国市場に進出する外国企業が法的な側面でプレゼンスを確立するうえで最適な場所

➢ 中国本土および香港の両政府は、GBA開発における経済・法制度の統合をさらに強化するために緊密に協力

大湾区(GBA)構想における、香港のとりわけ重要な役割は、「国際金融センターとしてのその地位を高めることと、大湾区(GBA)

における国際的な法律・紛争解決サービスセンターとしての地位を確立すること」です。

大湾区(GBA)発展計画綱要／中国の第14次5ヵ年計画

3つの異なる法制度:
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外国投資家が大湾区(GBA)および中国本土の他の地域へビジネス
を拡大する際の香港の強み

中国の特別行政区というユニークな
ステータスと大湾区(GBA)の中で
最も国際的な都市

• 資本と情報が自由に行き交う、ビジネス
に適した環境

• 整備されたインフラと金融システム
• 法律、税務、コンサルティングなどの高い

評価を受ける専門家のコミュニティーの
存在

外国投資家にとって望ましい規制環境

• 放送などの限られた分野を除き、基本的に
外資による投資に対する制限がない

• 基本的に、外資による100％出資が認めら
れている

• 外貨管理規制がなく、香港ドルは自由に交
換可能

成熟した法制度
• 「一国二制度」の下でのコモン・ロー体系の法制度
• 法の支配による優れた伝統
• 国際的に認められた実務慣行
• 安定した商業活動の基盤
• クロスボーダーの紛争に豊富な経験を持つ香港の

裁判官
• 中国本土において香港の判決の相互執行が可能

アジア太平洋地域における主要な
紛争解決センター

• 国際的な実務慣行に合致し、世界的に
高く評価されている香港の法律サービス

• 仲裁に最適な場所：香港国際仲裁セ
ンター（HKIAC）は最も望ましい仲裁
機関の第3位にランクインされているととも
に、香港は最も望ましい仲裁地の第3位
にランクイン

• 仲裁判断の執行に関する優れた実績
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香港・中国本土間の法律面の交流・協力強化に向けた
重要な取組み

香港・中国本土間の仲裁判断の相互執行に関する取り決め
• 相互執行に関する取り決めの拡大により、以下のことが可能：

(i)  中国本土および香港での仲裁判断の同時執行
(ii)  中国本土のすべての仲裁判断の香港での執行
(iii) 裁判所が執行申請を受理する前後における暫定措置申請の権限付与

• クロスボーダー取引における執行成功と当事者保護強化の促進

大湾区国際仲裁プラットフォーム
• 2017年のCEPA（中国本土と香港の経済貿易緊密化協定）により、クロスボーダーの投

資に関する紛争の仲裁メカニズムが導入され、中国本土の投資家による香港の仲裁サービ
スの利用、および、香港の投資家による中国本土の指定仲裁機関および仲裁人の指名が
可能になった

• 大湾区国際仲裁プラットフォーム設立の提案により、本取組みがさらに加速

香港・中国本土間の企業の倒産手続に関する相互承認と協力
• クロスボーダーの倒産手続および再建手続の執行範囲の拡大
• 上海、アモイ、深圳などの特定のパイロット地域において、一定の条件の下で香港における倒

産手続が中国本土の裁判所で認められる（その逆も同様）
• 香港の管財人は、中国本土の裁判所に暫定措置を申請することが可能

香港法を準拠法として選択する権利の拡大
• 2020年後半より実施された試行措置により、深圳市前海に登記されている、100％香港企業

が出資する企業は、民事・商業契約の準拠法として香港法を選択することに合意することが可
能（中国本土以外の要素がない案件であっても選択可能）

• 中国本土および香港の両政府は、(i)香港法を選択する権利を深圳および大湾区(GBA)全体
に拡大すること、および、(ii)完全に中国本土に関連する事項であっても、民事・商業契約の紛
争解決メカニズムとして香港の仲裁を選択する権利を拡大することを検討中
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• オーストラリア・ニューサウスウェールズ州（2004年）、香港（2009

年）、イングランドとウェールズ（2012年）、ニュージーランド（2018

年）の弁護士資格を保有

• また、新制度によって新たに認められた、香港弁護士が大湾区(GBA)

の中国本土9都市で法律業務を行う資格を保有

• ケイマン諸島や英領ヴァージン諸島の法律を扱う著名なオフショア法律
事務所での4年以上の経験

• 企業およびビジネス取引に関する17年以上の経験

• 日本語対応可能なメンバーを配置

講師の紹介
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Thank You
ご清聴ありがとうございました

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 

circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide 

accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate 

as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should 

act on such information without appropriate professional advice after a thorough 

examination of the particular situation.
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