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国際的なイノベーションとテクノロジーのハブ 

 

イノベーションとテクノロジー（I&T）のエコシステムが活況な香港には、政府の強力な支援

もあり、企業が繁栄できる可能性が広がっています。 

 

香港のイノベーションとテクノロジー（I&T）業界は近年、かつてないほどの飛躍を遂げてい

ます。I&T の発展をリードする香港政府は、2017 年以降 1,500億香港ドル以上の予算を投入

し、中国の第 14次 5ヶ年計画に沿って包括的な I&T 政策を打ち出してきました。ライフサイ

エンスとヘルステック、AI、ロボティクス、先進製造など複数の産業分野でイノベーション

を後押ししています。 

 

香港は、北部都会区発展戦略など最近発表された構想により、広東・香港・マカオ大湾区 

だけでなく、国際的にも I&T企業同士をつなぐ活気あるプラットフォームとして成長を 

続けていきます。こうした好環境によって官民連携も活性化し、エコシステムの関係者は 

スピードとスケールのあるイノベーションにグローバルな視点で取り組んでいます。 

 

 

 

Capture Business Opportunities in Hong Kong’s Thriving 

Innovation and Technology Ecosystem 

 

香港の I&T の現状を詳しく分析するため、インベスト香港は 

このほど「Capture Business Opportunities in Hong Kong's 

Thriving Innovation and Technology Ecosystem」（香港で 

商機を掴む：活気あふれるイノベーションとテクノロジーの 

エコシステム）と題するレポートを発行しました。本レポート

は、香港の I&Tエコシステムを包括的に分析しています。 

大湾区における香港の戦略的役割に加え、国の発展から生まれ

る多大な機会を活用し、香港が I&T の国際的ハブになる大きな

可能性について詳述しています。  

 

さらに、香港の I&Tにおけるマイルストーン、業界関係者による知見や展望も採り上げて

います。香港の主な I&T分野であるライフヘルスサイエンスとヘルステック、AIと 

ロボティクス、スマートシティや情報通信技術における進展と商機を取り上げています。 
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Microelectronics in Hong Kong: Innovate in a World-class 

Research Hub and Accelerate through the GBA Gateway 

 

インベスト香港が公表したもう 1つのレポート、

「Microelectronics in Hong Kong: Innovate in a World-

class Research Hub and Accelerate through the GBA 

Gateway」（香港のマイクロエレクトロニクス：国際水準の 

研究拠点でイノベーションし、大湾区というゲートウェイから

ビジネスを加速）は、マイクロエレクトロニクスに対する世界

の需要がかつてないほどの勢いで成長し続けている中で、 

マイクロエレクトロニクスの研究開発の推進に香港が果たす 

重要な役割を検証しています。本レポートでは、香港の 

マイクロエレクトロニクス事情を徹底分析し、研究開発と商業化のための香港の充実した

リソースを紹介しています。世界トップクラスの研究者、業界関係者、スタートアップや

投資家のネットワークと、香港政府の全面的な支援により、活気あるイノベーション 

エコシステムが香港には構築されています。  

 

また、香港は大湾区の製造能力と巨大な顧客基盤を活用できる唯一のゲートウェイである

として、マイクロエレクトロニクスのバリューチェーンにおける企業にとっての商機に 

ついてまとめています。 

 

 

 

レポートを今すぐダウンロード: 

 

 

 

 

香港でのI&Tビジネスの立ち上げに関する詳細は、こちらをご参照ください： 
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国際イベント・スケジュール  
 

 

1月 13日 香港 

Into the Web3 Future 

半日の本イベントは、Web3分野の見識をお持ちの方々による基調講演、パネルディスカッション、座

談会など盛り沢山で、同分野のベテラン実務家が参加し、特に次世代に向けて起業過程とキャリア

パスのヒントと経験を共有します。 

場所： Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay 

主催： MaGESpire  

 eventbrite.hk/e/magespire-presents-into-the-web3-future-tickets-482180042487 
 
 

2月 17日  香港 

“Our Food Our Future” Sustainability UnConference  

本イベントは、香港の食品業界で急務となっているサステナビリティについて探求します。システム思

考とデザイン思考のアプローチを活用し、Food Made Good Hong Kong*がどのように食べ物を育て、

消費し、行動を変えて新たなモデルを生み出しているかに注目します。 

 
*外食産業のサステナビリティを高めることをミッションとして 2010 年に英国で創設された非営利団体サステイ

ナブル・レストラン協会（SRA）が飲食店の食材調達や運営のサステナビリティを格付けするプログラム 

 

場所：Concentric, 2/F, Landmark Chater House, 8 Connaught Road, Central 

主催：Food Made Good Hong Kong 

 foodmadegood.hk/food-made-good-hk-unconference-2023/ 

 
 

3月 22日 ～ 25日  香港 

Art Central 

本展示会では、世界中の著名アーティストに加え、アジアで最も革新的なギャラリーから次世代の才

能を紹介します。Art Centralは、現代アートと実験の境界を押し広げる国際的なプラットフォームとし

て確立し、経験豊富なコレクターや新しいバイヤーにとって発見のある場とされています。 

場所： Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

主催： Art Central 

 artcentralhongkong.com 
 
 

3月 23日 ～ 25日  香港 

Art Basel Hong Kong 

本展示会は、アジアを中心とする世界の優れたアート作品を紹介するプレミアギャラリーを特集しま

す。アジア太平洋地域の多様性を俯瞰し、近現代の作品を通じてグローバルな芸術的視点を発信し

ます。2023年の開催では、32の国と地域から 171のギャラリーが参加する予定です。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

主催： MCH Group Asia Ltd 

 artbasel.com/hong-kong 
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3月 29日 ～ 30日  香港 

World of Web3 (WOW) Summit  

本サミットは、世界各地から業界リーダー、政府関係者、企業を集め、Web3、非代替性トークン

（NFT）やメタバースの導入を紹介するとともに、エコシステムプロジェクトを推進し、人材を育成する

上での香港の強みをアピールすることをねらいとしています。 

場所：AsiaWorld-Expo 

主催：UVECON 

 wowsummit.net/hong-kong-mar-2023/ 

 

 

最新イベント情報は、investhk.gov.hk をご覧ください。 
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特集： 

 

中国共産党第20回全国代表大会への報告要旨 

 

10月中旬に中国共産党第20回全国代表大会が開催され、2022年10月16日に習近平総書記が報

告を行い、2022年10月23日に中国共産党中央政治局常務委員が記者団に報告しました。 

 

第20回党大会への報告は、過去5年間の成果を振り返るとともに、今後5年間の国家政策を概

説しました。広東・香港・マカオ大湾区（大湾区）や経済発展について述べた部分のうち、

国際ビジネスに関連する内容を以下に紹介します。 

 

「一国二制度」の堅持と向上 

 「一国二制度」は、祖国への復帰後の香港とマカオの持続的な繁栄と安定を保つ最良

の制度的取り決めのため、長期的に堅持されなければならない 

 

 香港とマカオにおける法に基づく統治に引き続き尽力し、これら2つの特別行政区の

憲制秩序を守る 

 

 香港とマカオの資本主義制度と生活様式を長期的に保つ 

 

 香港とマカオの経済発展、民生改善をはかり、経済・社会の発展における根深い諸問

題が解決するよう後押しする 

 

 両地域の強みと特徴を十分に発揮させ、国際金融、貿易、海運、航空、イノベーショ

ンと科学技術、文化・観光などの分野で、国際的地位の向上を目指す 

 

 香港とマカオのより緊密な協力を深化させる。今後も大湾区を発展させ、香港とマカ

オが中国全体の発展に融合し、国家の復興に一層大きな役割を果たせるよう支援する 

 
出典：新華社 
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新たな発展の形の構築を加速し、質の高い発展を推進 

 

ハイレベルの対外開放を推進 

 中国巨大市場の優位性を活かし、国内大循環によって世界のリソースを集め、国内・

国際の二つの市場、二つの資源の相乗効果を高め、貿易・投資協力の質とレベルを高

める 

 

 規則、規制、管理、基準等の制度型開放を着実に進める。中国の質の高い貿易国への

転換を加速させるため、モノの輸出入（財貿易）を高度化し、サービスの貿易の仕組

みを刷新するとともにデジタル貿易を促進する 

 

 外資参入ネガティブリストを適度に縮小し、法律に従って外資の権益を保護し、市場

化、法治化、国際化した世界水準のビジネス環境を整備する「一帯一路」構想の質の

高い発展を推進する 

 

 地域開放計画を向上させ、開放における東部沿岸地域の主導的役割を強化し、中部、

西部、東北部を広く開放していく 

 

 人民元の国際化を着実に進め、国際分業・協力体制に深く参与し、多様で安定した国

際経済の構図と経済貿易関係を維持する 

 

ハイレベルの社会主義市場経済体制の構築 

 内需拡大戦略の実行と供給側における構造改革の深化を有機的に結び付け、国内経済

の活力と信頼性を高めながら、より高いレベルでグローバル経済と関わり、より現代

化された経済の構築を加速させる 

 

 全要素生産性の向上に注力し、産業とサプライチェーンの強靭化と安全性向上に力を

入れ、都市と農村の調和発展、調和のとれた地域開発の推進に努め、中国経済の効果

的な質的向上と合理的な量的拡大を図る 

 

 中国の社会主義の基本的経済制度を維持し、改善しなければならない。公共部門をし

っかりと強化、発展させ、非公共部門の発展をしっかりと奨励、支援、リードしなけ

ればならない 

 

 民間企業の経営環境を整備し、その財産権と企業家の権益を法律に基づいて保護し、

民間経済の発展を促す。中国の特色ある現代企業制度を向上させ、企業家精神を奨励

し、中国企業が世界一流の企業になるための支援を迅速に行う。零細企業、中小企業

の発展を支援する 

 

 行政の簡素化と権限委譲、規制の改善、サービスの最適化に向けた改革を強化する。

全国統一市場を整備し、生産要素の市場配分実現のための改革を推進し、高度な市場
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体系を整備する。財産権保護や市場参入、公正な競争、社会的信用など、市場経済を

支える基礎的制度を整備し、ビジネス環境を改善する 

 

 金融体制の改革を推進し、中央銀行制度を現代化し、現代的な金融規制を強化・充実

させる。金融安定の保障体制を強化し、あらゆる金融活動を法律に基づき監督し、制

度的リスクを生じさせない。資本市場の機能を向上させ、直接金融の割合を高める。

独占と不正な競争に対する取り締まりを強化する 

 

産業システムの現代化  

 経済発展を追求する上で、実体経済を重視する。新しいタイプの工業化を進め、製

造、品質、宇宙開発、交通、インターネット、デジタル開発における中国の強みを増

す取組みを迅速に行っていく 

 

 戦略的新興産業の融合・クラスター発展を推進し、次世代情報技術、人工知能、バイ

オテクノロジー、新エネルギー、新素材、ハイエンド設備、グリーン環境保護など一

連の新成長エンジンを構築する 

 

 効率的で良質なサービス業の新体系を構築し、現代サービス業と先進製造業や現代農

業との融合をさらに推進する 

 

 デジタル経済の発展を加速し、実体経済との高度融合を進め、国際競争力のあるデジ

タル産業クラスターを構築する。インフラの配置・構造・機能・システムインテグレ

ーションを最適化し、現代的なインフラシステムを構築する 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

 

 



波多野裕介氏は、これまで、第36回香港
電影金像奨で 12部門にノミネートされ、
最優秀オリジナル映画作曲賞を受賞した 

『Soul Mate』をはじめ、多くの映画音楽を
手がけてきました。音楽の背後にある同
氏の物語は、彼が作曲を手がけた映画作
品と同じくらい人を惹きつけます。10歳
までアメリカで育ち、日本に戻 った後、
15歳でマレーシア、その 2年後にはシン
ガポールへ移り住みました。高校卒業後
は 18歳でオーストラリアに渡り、そこで
後の妻となる香港出身の女性と出会いま
した。彼女を追 って香港に来てみると、
街も彼女のことも大好きになりました。

誰にでも平等な競争の場
「来た当初は無職でした。とにかくやって

みなればと思いました。香港に来て１ヶ
月で仕事が見つかり、2011年からは音楽
家を本業としています」波多野氏は、自身
の成功は運と香港が与えてくれたチャン
スのおかげだと言います。「私は音楽家で
すが、作曲家でもあります。そして日本
人であり外国人でもあります。香港に来
た当時、これは珍しかったんです。だか
ら運良くたくさんのチャンスに恵まれ、
多くの監督、プロデューサーや俳優と出
会えました」。波多野氏は、香港の映画産
業の成功に加え、政府が芸術、特に映画
や音楽産業に対して積極的に助成金を支

や雰囲気によりリラックスして準備に取
り掛かることが出来ます。今後は、両地域
の文化交流に貢献したいと考えています。 

香港でキャリアをスタートさせたばかり
の才能ある若い人たちへアドバイスを求
めると、あらゆるチャンスをものにする
ことだと波多野氏は語ります。若い人に
とって、特に経験を積むという意味で質
より量が大切であり、一方では慣れ親し
んだ心地よい環境を飛び出すことも同じ
く大切だと同氏は確信しています。香港
でのキャリアを考えている人たちに向け
て波多野氏は、「No と言わず、まずは 
やってみよう！」と伝えています。

給していることも自身の成功に大きく 
貢献したと言います。 

波多野氏は、もし日本にいたらこれほど
早くキャリアアップできなかったかもし
れないと振り返ります。「香港に来ていな
ければ、全く別のキャリアを歩んでいた
に違いありません。日本の文化は、年功
序列で自分の番を待ちます。一方香港で
は、実力があればすぐにでもチャンスを
つかめます」

また、香港と世界のつながり、広州など
の大湾区都市への近さもあって、チャン
スは香港の先へと広がり、アーティスト
にとってプロジェクトやパフォーマンス
の機会や場が豊富にあると波多野氏は考
えます。

まるで香港生まれのように 
暮らしを楽しむ
波多野氏は、映画や音楽で活躍する一方、 
香港の活気に満ちた生活も楽しんでいま
す。香港に来て 11年、香港式大衆食堂、
茶餐廳（チャーチャンティン）文化にもす
っかり慣れ、最近は広東風チャーシュー
と卵のせご飯がお気に入りです。また、
大美督（タイメイトク）の海の絶景や緑の
山 々など自然の景色も楽しんでいます。
現在、香港と日本で様 々なプロジェクト
に取り組んでいますが、地元の名物料理

世界中を旅したある音楽家が愛を追いかけて香港へと向かい、街がも
たらすあらゆるチャンスをつかみ、努力と粘り強さで香港電影金像奨

（香港映画賞）を受賞するまでになりました

香港で愛と音楽と喝采 
を求めて 

Neo Music Production 共同創設者、
作曲家、クリエイティブディレクター

波多野裕介氏

『ホンコン』の『コン』は港を表しますが、単に
モノを輸出入するだけの港ではありません。

私が『香港』という港を表現するならば、 
『香港』は芸術作品や文化も送り出し、迎え入

れる港です。香港の音楽は、シンガポールや
マレーシア、中国本土等を含むアジア全体の

中で大きな存在感を持 っていると思います

 波多野裕介氏は、2011年に香港
のホテルでピアニストとして 
キャリアをスタートし、現在、
作曲家、編曲家、演奏者として
高い評価を得ています

 2017年、波多野氏は映画『Better 
Tomorrow』『Soul Mate』『Mad 
World』で第36回香港電影金像奨
にノミネートされ、『Soul Mate』
で最優秀オリジナル映画作曲賞
を受賞しました
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動画をご覧ください

事例紹介

liveworkhongkong.gov.hk

https://youtu.be/blTMNyA1E_o
https://www.liveworkhongkong.gov.hk/

