
【そのほかの主な出来事】

・返還 20 周年で習近平・国家主席が来港

・中国共産党第 19 回大会で中央の香港全面統治

権を強調

・国歌法を香港にも適用

・占拠行動の学生リーダーに実刑

・政府活動報告に粤港澳大湾区の発展計画が盛り

込まれる

・高速鉄道の「一地両検」案発表

2018年
■中央が科学技術産業振興を支援

　習近平・国家主席は５月、香港が国際科学技術

イノベーション・センターとなることに支持を表

明した。中国科学院と中国工程院の在港院士 24

人が前年６月に習主席に書簡を送り、国家科学技

術研究プロジェクト経費の香港での越境使用や、

科学技術研究員が国家の科学技術計画に深く参入

できるようにすることなどを提言したのを受けて

のものだ。国家科技部と財政部はすでに国家科学

技術研究プロジェクトの経費によって香港の関連

研究プロジェクトを支援する措置を打ち出し、国

際科学技術イノベーション・センターは第 13 次

５カ年計画に盛り込まれた香港の３大国際セン

ターに続く第４の位置付けとなった。

香港は今年の 7 月 1 日、中国への返還から 25 周年を迎える。世界

初の試みである 1 国 2 制度は度々試練にさらされたが、そのメリッ

トを生かして危機を乗り越えることもあった。返還 25 周年記念企

画として波乱の 25 年を簡単に振り返ってみよう。 （編集部）

返還から 25周年       

1997 ～ 2022年を振り返る③  

2013年
■普通選挙問題で公開諮問

　梁振英政権が発足から１周年を迎えたものの、

行政会議メンバーや高官のスキャンダルは相次

ぎ、政策もさまざまな障害に阻まれるなど不安定

な施政が続いた。普通選挙問題では「セントラル

占拠行動」や米英の干渉など不穏な動きが持ち上

がる中で公開諮問が始まった。また中国証券監督

管理委員会は３月、中国本土の証券市場に海外か

らの人民元建て投資を認める人民元適格海外機関

投資家（ＲＱＦＩＩ）の規制緩和を発表。人民元

国際化の進展で香港の優位性低下も懸念され始め

た。スイスのビジネススクールＩＭＤ（国際経営

開発研究所）が５月に発表した「国際競争力報告

書」では、香港の競争力は前年の１位から３位に

後退した。

【そのほかの主な出来事】

・人民元適格海外機関投資家（ＲＱＦＩＩ）の規

制緩和

・香港の国際競争力が低下

・公式貧困ラインを設定

・元ＣＩＡ職員のスノーデン氏が香港潜伏

2014年
■セントラル占拠行動が発生

　行政長官の普通選挙問題をめぐりかねて計画さ

れていた「セントラル占拠行動」が９月 28 日～

12 月 15 日に発生。それに先駆けた７月には『り

んご日報』などを発行する壱伝媒集団（ネクスト

メディア）の黎智英（ジミー・ライ）会長が民主

派の政党や関係者に多額の献金を行っていたこと

が暴露され、５月末にはネオコンとして知られる

米国のポール・ウォルフォウィッツ元国防副長官

と黎氏が香港で密会していたことが暴露されてお

り、占拠行動の背景の一端をのぞかせた。全国人

民代表大会常務委員会の決定について李飛・副秘

書長（基本法委員会主任）が９月１日に来港し、

占拠行動に触れて「違法活動による脅迫に屈すれ

ば違法活動が増えることを考慮した」と説明した。

占拠行動の最中にスタートした上海・香港両証取

の相互乗り入れや、広州と香港を結ぶ高速鉄道の

工事遅延問題も注目された。

【そのほかの主な出来事】

・政治体制改革の枠組み決定

・民主派への献金暴露で黎智英氏と米国の関係明

らかに

・民主派と中央政府が対話

・上海・香港証取の相互乗り入れ開始

・高速鉄道の工事遅延

2015年
■立法会で政治体制改革案否決

　行政長官の普通選挙を実現するための政治体制

改革案が立法会で審議されたことや区議会議員選

挙が行われるなど、前年の「セントラル占拠行動」

の影響が続く政治情勢が注目を浴びた。立法会は６

月 18 日、特区政府が提出した行政長官選出方法改

正に関する議案を否決。主流民意は可決を望んだ

ものの、民主派議員らは急進・過激派勢力に縛ら

れる形で否決権を行使した。地方議会に当たる区

議会議員選挙が 11 月 22 日に投開票された。「セン

トラル占拠行動」の影響を受けて投票率は前回（11

年）より約６ポイント上昇の 47％、約１４７万人

が投票し、ともに過去最高。ただし占拠行動を前

面に出した過激派３党は１人も当選せず、セント

ラル占拠行動発起人らが支援した候補などはいず

れも落選した。一方、４月には並行輸入活動で問

題となっている深圳市の戸籍住民に認められた数

次ビザの制限が発表されたほか、観光・小売業の

低迷が顕著となったことなどに関心が高まった。

【そのほかの主な出来事】

・区議会選、投票率は過去最高

・第 13 次５カ年計画の草案採択

・深圳市民の数次ビザを制限

・ＡＴＶの放映ライセンスはく奪

・創新及科技局を新設

2016年
■独立派・本土派が伸張

　年初の旺角暴動に始まり、立法会議員の補欠選

挙、銅鑼湾書店事件、「香港独立」志向の拡大、立

法会議員選挙とその宣誓問題をめぐる香港基本法

の解釈、17 年の行政長官選挙に向けた選挙委員会

選挙や候補者の登場、梁振英・行政長官の出馬断

念など、政治的に大いに揺れた。９月の立法会議

員選挙では「セントラル占拠行動」によって台頭

した「香港独立」や「民主自決」を唱える本土派

（排他主義勢力）などの候補者からは７人が当選。

だが本土派のうち２人は就任宣誓での問題行為か

ら高等法院（高等裁判所）に議員資格喪失の判決

が下された。２月８日に旺角で発生した暴動では

16 日までに 68 人が逮捕され、うち 41 人が暴動罪、

違法集会罪で起訴された。公立病院に運ばれた負

傷者は警官を中心に１３０人余りに上った。

【そのほかの主な出来事】

・春節の旺角で暴動

・立法会議員選挙で勢力図 40 対 30

・立法会議員が宣誓めぐり資格喪失

・「香港独立」活動が大学から中高校へ波及

・「銅鑼湾書店」関係者失跡

・ＡＴＶが閉局

2017年
■第５期行政長官に林鄭月娥氏

　第５期行政長官選挙の投開票が３月 26 日に行

われ、林鄭月娥・前政務長官が当選した。林鄭氏

を推薦した財界の選挙委員が投票時にどれだけ曽

俊華・前財政長官に流れるかが焦点だったが、林

鄭氏の得票数が予想以上の７７７票となり、親政

府派の２大陣営を団結させた。香港返還から 20

周年を迎えた 7 月 1 日、初の女性行政長官として

就任した。また３月の全国人民代表大会で発表さ

れた李克強・首相の政府活動報告に盛り込まれた

「粤港澳大湾区」がホットなキーワードとなった。

４月には特区政府による粤港澳大湾区視察団が珠

江西岸６市を訪問するなど、「一帯一路」戦略へ

の呼応を焦点に香港経済の活路を探っている。

金鐘で行われたセントラル占拠行動

黎智英氏と米ネオコン総帥との密会暴露

広州―香港間高速鉄道の工事現場

立法会で政治体制改革案を否決させるデモ

活動を広げた「香港独立派」

「銅鑼湾書店」前で行われたデモ

返還 20 周年で習近平・国家主席が来港（政府新聞処） 広州―香港間高速鉄道が開通（政府新聞処）

【そのほかの主な出来事】

・「港澳台居民居住証申領発放弁法」で香港市民ら

に国民待遇

・広州―香港間高速鉄道香港区間が開通

・港珠澳大橋が開通

・独立派「香港民族党」が活動禁止

2019年
■逃亡犯条例の改正反対デモ

　逃亡犯条例の改正をめぐり民主派団体の民間

人権陣線が開催した１回目のデモ行進は３月 31

日で、参加者数は主催者発表で１万２０００人、

警察発表（ピーク時の推計）で５２００人。続

く４月 28 日は主催者発表 13 万人、警察発表

２万２８００人で、２０１４年の「セントラル占

拠行動」収束後では最大のデモとなった。６月９

日は主催者発表１０３万人、警察発表 24 万人。

６月 12 日に立法会で逃亡犯条例の改正審議が再

開するのに合わせた議事堂包囲はデモ隊と警察の

激しい衝突に発展した。

【そのほかの主な出来事】

・区議会議員選挙で民主派が８割

・米国で香港人権・民主法案成立

・デモ隊による一般市民襲撃で死亡事件

・台湾での殺人犯が出所

2020年
■新型コロナ流行で打撃

　香港経済は 2019 年下半期の逃亡犯条例改正を

めぐる騒動に続き、20 年に入って新型コロナウ

イルス感染症（ＣＯＶＩＤ―１９）流行で二重の

打撃に直面した。立法会財務委員会で２月、新型

コロナ流行に対処するため設立する「防疫抗疫基

金」の３００億ドルの予算申請が通過するなど、

生活・経済支援策が矢継ぎ早に打ち出した。一方、

活動禁止となった独立派「香港民族党」

港珠澳大橋が開通（政府新聞処）

逃亡犯条例の改正反対デモ

５月に行われた全国人民代表大会（全人代）会議

で「香港特区が国家の安全を守る法律制度と執行

システムを全人代で確立することに関する決定」

（香港版国家安全法の立法）が通過し、外国勢力

による政権転覆などを防ぐ体制を整えている。

【そのほかの主な出来事】

・香港版国家安全法が施行

・香港版国家安全法を受けて米国が制裁措置

・黎智英・周庭氏ら香港版国家安全法で逮捕

・中央政府が７大香港支援策

2021年
■新制度による初の立法会選挙

　全国人民代表大会（全人代）は３月、「香港特

区選挙制度改善に関する決定」を可決し、改正後

初めての立法会議員選挙が 12 月に行われた。こ

の結果、地区別直接選挙枠の投票率は 30．２％で、

民主派（非親政府派）候補はすべて落選し、議会

の勢力図は親政府派 89 議席、非親政府派１議席

となった。多くの民主派政治家が 2020 年に予定

されていた立法会議員選挙を利用して特区政府の

機能まひを企てたなどで国家政権転覆罪に問われ

ているが、こうした事態を防ぐために全人代は行

政長官と立法会議員の選出方法を改革。立法会議

員の選出方法と採決プロセスを定めた基本法付属

文書の修正した。これにより立法会はこれまでの

70 議席から 90 議席に拡大。選挙委員会から 40

人、職能別団体から 30 人、地区別直接選挙で 20

人を選出することとなった。地区別直接選挙枠

は 35 議席から縮小し、立候補には選挙人１００

香港版国家安全法の可決当日の様子

当選直後の李家超・新行政長官

当選直後の林鄭月娥・行政長官

逃亡犯条例の改正反対デモで掲げられた星条旗

逃亡犯条例の改正反対デモで破壊された店舗

～２００人、選挙委員会の５分野からそれぞれ２

～４人の推薦が必要となるため、従来の民主派に

とってはハードルが高いといわれた。

【そのほかの主な出来事】

・全市民へ電子消費券支給

・『りんご日報』が休刊

・教協や民陣など民主派団体が次々解散

・新界北部の都市開発計画「北部都会区開発戦略」

打ち出す

2022年
■第６期行政長官に李家超氏

　選挙制度の改善後初めての行政長官選挙が５月

に行われ、唯一の候補者となった李家超・前政務

長官が当選した。李氏が獲得した有効な支持票は

１４１６票で、支持率は 99・16％に達し、愛国

陣営の団結が示された。李氏は 1970 年代から警

官を務め、17 年に保安局局長に就任し、19 年の

逃亡犯条例の改正反対デモに対処した。同じく５

月には行政会議が第６期特区政府の機構改革案を

承認。新機構は３司 13 局から３司 15 局に増加し、

副政務長官、副財政長官、副司法長官の３人の副

司長ポストを新設。運輸及房屋局を「運輸及物流

局」と「房屋局」に分離して住宅供給の円滑化を

目指す。

【そのほかの主な出来事】

・新型コロナ流行第５波

・電子消費券で１万ドルを支給

・デジタル化経済委員会を設立

返還から 25周年       

1997 ～ 2022年を振り返る③  

解説　6No.1545 香港ポスト  2022年7月10日7　解説 No.1545香港ポスト  2022年7月10日


