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2022 年 7 月 1 日、習近平国家主席は香港の中国返還 25 周年記念式典と、李家超（John Lee）行政長官の就任式に

出席した。習氏が中国本土外を訪れたのは約 2年半ぶりで、式典への出席の他、香港サイエンスパークや人民解放軍

の駐香港部隊を視察した。式典での習氏の演説は、「一国二制度」が満たすべき「4 つの必須」と、習氏から香港新政

権への要求とも言える「4 つの希望」で構成されている。本稿では、演説の主な内容を紹介するとともに、その真意を読

み解いてみたい。 

１． 香港の中国返還 25 周年記念式典での習近平国家主席の演説内容（抜粋） 

習近平国家主席は、「一国二制度は検証を繰り返しながら実践され、国家や香港・マカオの基本的利益に適合し、14

億人以上の祖国や香港・マカオの住民からも支持され、そして国際社会からも普遍的な賛同を得られている」とし、「こ

のような優れた制度を変更する理由は無く、長い間守られなければならない」と述べた。習氏は返還20周年の式典で、

「中央政府は一国二制度政策の実施において徹底して堅持して形を変えないように遵守する」と述べたが、今回の式

典でも改めてこの点を強調した。 

「一国二制度」が実現するべき 4 つの「必須」では、独立した司法権や、コモンロー制度の維持にわざわざ触れているこ

とが目を引く。 

  4 つの必須 概要 

① 「一国二制度」を全

面的に徹底すること 

 国家主権、安全保障、発展の利益を守ることは「一国二制度」の最重要原則であり、こ

の前提の下で香港とマカオは高度な自治を享受する。 

 一国は最も重要な前提で、一国という原則が守られてこそ二制度の利点が発揮される 

② 中央政府の全体的

な統治権と、特別行

政区の高度な自治

の保障を遵守 

 香港特別行政区の高度な自治は中央政府による全面的な統治権が前提である 

 中央政府は特別行政区の法律に基づく高度な自治権を十分に尊重し保護する 

 行政・立法・司法機関はそれぞれ基本法や関連法に従う。行政と立法機関は相互に監

督し、司法機関は独立して司法権を行使する 

③ 愛国者による香港

の統治 
 愛国者による統治が香港の長期的な繁栄と安定をもたらす 

④ 香港独自の地位や

優位性の維持 

 中央政府は香港が中国のゲートウェイとして、世界と繋がっていることを独自の優位性

と認識しており、香港の国際金融、空運、貿易センターとしての地位を強固にする 

 自由なビジネス環境と、コモンロー制度を維持する 

 国際的な繋がりを拡大して展開する 
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そして香港が現在、「混沌から統治」、「統治と繁栄」の新たな段階にあるとし、今後 5 年間は香港が新たな境地を開拓

し、新たな飛躍を遂げるための重要な時期となると述べた。中央政府と香港のあらゆる分野の人々は、新しい香港政

府に大きな期待を寄せているとして、習氏からは「4 つの希望」に加えて若者への配慮が求められた。 

  4 つの希望 概要 

① ガバナンス水準の

向上 

 ガバナンスシステムの改善、能力及び効率の強化 

 愛国心と香港への愛情を持ち、卓越した統治能力を持つ優秀な才能を広く惹きつける 

 政府に対して管理を強化し、政府が責任をもって最後までやり遂げるような環境を醸成 

② 発展のためのエネ

ルギーを絶え間なく

増強すること 

 香港が「第十四次五カ年計画」や広東・香港・マカオの GBA の建設、「一帯一路」等の

国家戦略に沿って取り組む 

 香港が世界各地とより広く緊密な交流を行い、企業家を香港に呼び寄せる 

③ 民生問題の解決 
 香港の人々の目下の最大の関心はより良い生活を実現することであるから、住宅・教

育・介護問題を解決、企業家を支援 

④ 調和と安定の維持  香港は全ての居住者にとって共通の家であり、調和の取れた家族が常に繁栄する 

 

２． 習近平国家主席の演説を読み解く 

習氏は演説で、香港の金融センター機能を維持して発展を続けることについて多くのメッセージを発した。香港の高度

な自治は中央政府による全面的な統治権が前提であるとしながらも、特別行政区の行政・立法・司法機関はそれぞれ

基本法や関連法に従って高度な自治権を行使することを確認した。さらに、司法機関は独立して司法権を行使すると述

べたことに加え、コモンローを保持すべきとした。これらは、「一国二制度」のもとで香港のビジネス環境や国際金融セン

ター機能を維持していくことを明確にし、諸外国企業や投資家を安心させる事を意図したものと考えられる。 

また、香港の国際的な繋がりの拡大についても言及があった。中国のゲートウェイであり、貿易センターでもある香港

独自の優位性を維持するためには、コロナ規制の緩和は喫緊の課題だ。演説での具体的な言及はなかったものの、李

家超行政長官は欧米との往来正常化を図るべく、新型コロナウイルスの水際対策として実施している強制検疫（隔離）

期間の短縮に向けた戦略を策定中と伝えられており、そうした政策転換に実質的なお墨付きを与えたとも言えそうだ。

習氏のメッセージは香港のみならず海外からも注目されていることに配慮したものと考えられる。なお、中国本土の隔

離期間は 14 日から 7 日間へ短縮されており、中国本土でもゼロコロナ政策からの方針転換の兆しが見えつつある。 

一方、今回の演説では、今後の香港の安全保障や社会統治、本土との連携に関連する政策は、中央政府の意向が反

映されることも改めて示したと言える。習氏が述べた「4 つの希望」とは、つまるところ中央政府から香港政府への要求

に他ならない。李氏は習近平国家主席のスピーチを受けて、習氏の視察は香港にとって「混沌から統治」そして「統治と

繁栄」へ切り替わる重要な節目であったと述べ、新政権は「一国二制度」の貫徹と「4 つの希望」に焦点を当てるとした。 

３． まとめ 

今回の演説を端的にまとめるとすれば、国際金融センターや国際ビジネスハブとしての優位性を守る観点から一国二

制度の長期維持と香港政府の自治権を明確にする一方、安全保障や社会統治、本土との一体政策などの観点では政

策への中央の関与を明確にした、ということになろう。民生政策に対する中央の関与強化には賛否があろうが、国際金

融センター・国際ビジネスハブ機能を維持することを念頭に内外に強いメッセージを発したことはポジティブに捉えること

ができよう。 
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習氏がこの度の視察で訪れた先は、人民解放軍の駐香港部隊と香港サイエンスパークのみだ。香港サイエンスパーク

へは香港返還 20 周年の際にも訪問しており、「4 つの希望」でも述べられた「第十四次五カ年計画」や広東・香港・マカ

オの GBA の建設の進捗を気に掛けての視察であろう。香港と広東（とりわけ深セン）における規制・体制の相互接続を

引き続き目指し、両地域の協働関係を一層緊密にしたい意向が伺える。 

香港が中国に返還されて 25 年が経過した今日、中央政府による統制色は強まっているが、国際金融ハブとしての香

港の役割に対する中央政府の期待の高さが改めて示されたこと、そしてそのメッセージは香港のみならず海外にも向

けられていたことは、外国企業や投資家にとっては安心材料になろう。中国本土で厳しい資本規制が続く一方、香港の

制度は海外に開かれており、米ドルに連動する香港ドルの利便性等、香港の優位性は保たれたままだ。「統治と繁栄」

へと新たなフェーズに切り変わった香港を新政権や中央政府がどのように導いていくのか、その動向に着目したい。 

以上 

   

                                        

 発行日 タイトル 

2022 年第 6 号 2022/6/15 イノベーション海南省の建設実施方案 

2022 年第 5 号 2022/4/11 広東省自貿区における貿易投資促進の利便化措置の発表 

2022 年第 4 号 2022/3/2 2022-23 年度香港財政予算案 

当室が発行した過去のニュースフォーカスについて、以下のリンクよりご参照： 

（日本語） https://www.bk.mufg.jp/report/chi200402/Archive_JP.pdf 

（英語） https://www.bk.mufg.jp/report/chi200402/Archive_ENG.pdf 
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