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谷垣真理子
（東京大学 大学院総合文化研究科）

香港島石澳村 ２００６年太平清醮 三村巡遊

地域から「世界」を見ると？
香港から見た世界



自己紹介

 大分県生まれ

 大分県立大分舞鶴高等学校卒業

 東京大学文科三類入学

 東京大学教養学部教養学科アジア分科卒業

 同大学院総合文化研究科 地域文化研究専攻
進学、修士（学術）、博士（学術）

 現代香港論、香港ネットワーク、香港・マカ
オと華南地域との一体化



今日の講義の目標

 「香港」という地域の概要をざっと知ってい
ただく

 ふたつの例から「香港」という地域がどの
ように見えるのか、感じてもらう



香港

 香港の面積：1104平方キロ

→東京都の半分

淡路島の1個半に相当

 人口：726万人（2014年央）

→横浜市（日本で人口最多の市）の

2倍弱

人口の大部分は中国系



香港の位置

香港

＊
地図出典 http://www.freemap.jp/item/asia/kouiki2.html



Image by Diliff, from Wikimedia Commons (2015/05/07)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hong_Kong_Skyl

ine_Restitch_-_Dec_2007.jpg
CC BY 3.0





1.香港の基礎知識

 英領植民地としての過去、現在は中華人民共和
国香港特別行政区

 自由港、低税率

 自由放任／積極的不介入主義

 言語：公用語は中国語と英語

書きことばと話しことば

広東語：我是日本人。／我係日本人。



「香港」の歩み

(1)中華帝国の一部

李鄭屋の後漢時代の遺跡

唐宋代：海上交通の要衝

海のシルクロード：外洋船が通過

広東省の一部

イギリス割譲時は広東省新安県の
一部



(2)英領植民地の誕生

三条約の形成

南京条約(1842)：香港島

北京条約(1860)：九龍半島の先端部

新界租借条約(1898)

九龍半島の基底部、99年間の租借

日本統治下の香港：

蒋介石支援ルート

ブラッククリスマス、軍票



(3)イギリス統治下の香港(戦後)

 中華人民共和国の成立

 移民の大量流入、その後の定住

→香港生まれの香港育ちの戦後世代

 冷戦構造の波及→中継貿易港から加工
貿易港へ

 香港大の社会統合：広東語、英語教育

 香港返還問題の浮上（1970年代末）



(4)中国回帰、中国との再統合

 1982年からの中英交渉

 1984年の中英共同声明：「一国二制度」

「主権回収」

「特区設立」：特別行政区

「港人治港」：高度の自治

「制度不変」「繁栄保持」

← 中国内地との経済関係の深まり

中国の「人治」を警戒／海外への移民急増



(5)返還後の香港特別行政区

 香港ドルは返還後も流通（人民元は外
貨）

 法律はコモンロー

 外交と国防は中央政府が担当（人民解
放軍は香港駐留）

 行政長官は選挙で選出

 行政会議（内閣に相当）と立法会（国
会に相当）



私は誰でしょう？

李小龍

成龍



ブルース・リー（李小龍：
Bruce Lee／李振藩)

 俳優、武道家（截拳道
の創設者）

 1940年サンフランシス
コ生まれ、香港で育ち、
米国ワシントン大学で
学ぶ

 1970年「唐山大兄」で
香港再デビュー、1973
年「燃えよドラゴン」
が世界的ヒット、1973
年に永眠、米国シアト
ルに埋葬

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を

削除しました。

ブルース・リーの写真



ジャッキー・チェン（成龍：Jackie 
Chan/陳港生・房仕龍）

 1954年香港生まれ

 俳優・監督・製作・歌
手

 中国戯劇学院で京劇俳
優として修行、七小福
の一員。1979年「酔
拳」でブレイク、その
後、「プロジェクトA」
「ポリスストーリー」
などで香港映画を牽引

 カンフー映画にコミカ
ルな要素を盛り込む

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を

削除しました。

ジャッキー・チェンの写真



「香港人」とは？

 香港生まれ？ 香港育ち？

 中国系？

 「香港永住権」

→香港生まれの中国公民（≒中国籍者）

→香港に連続して7年以上居住する中国公
民

→香港永住権所有者の子女で香港以外
で生まれた中国公民



２．外に広がる香港

 人口は７００万人

 ハブとして周辺地域に影響力

 歴史的に、中国世界と外部世界をつなぐ

 第二次世界大戦後～1980年代

中台の仲介者

国交関係のない国へ、中国製品を輸出



カナダへの移民
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Aucklandのモンス
ターハウス（上は通
常のカナダの家）

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

カナダの一般的な住宅の写真

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

カナダに住む香港移民が好む
住宅（モンスターハウス）の写真



著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

カナダにある、香港のスーパーマーケットの写真
• 大統華T&T Supermarket

• Grand Value Asian Supermarket 

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

香港発行の日刊新聞
『明報（Ming Pao Daily News)』の写真



著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました。

• 中国語表記のみの看板の写真
• 飲茶レストランの写真

Richmond, Vancouver



疾病も移動

• 鳥インフルエンザ

1997年：H5N1型、ニワトリから人に感染

（18人感染、うち幼児6人死亡）。

1999年：H9N2型が人へ感染

2015年はＨ７Ｎ９型が3例発生



2003年 SARS
「重症急性呼吸器症候群」

• 2003年3月から5月まで香港を席巻

• 死者296人、感染者は1755人

• 3月下旬、病院内部から市街地へと感染が
拡大、香港への人の往来が制限（4月2日
にWHOが香港に渡航延期勧告）

• 感染地域指定6月23日に解除

•



人の移動と疾病の拡散
（～2003年7月11日）

• 中国大陸→香港→航空網で拡散

• 中国：感染 ５３２７人 死亡 348人

• 台湾：感染 307人 死亡 47人

• カナダ：感染 250人 死亡 38人

• シンガポール：感染206人、死亡 32人

• アメリカ：感染71人、死亡 0人

• ベトナム：感染 63人、死亡 5人



香港発のあるディアスポラ華人
家族

第1世代：関元昌（1823－1912）

倫敦伝道会、歯科医、妻・黎氏(1840-
1902)は教師・通訳・看護士

第2世代：10男５女

2004年の家譜作成の段階で1069人

1949年前後に多くが北米に移住

2003年より3年ごとにリユニオン



３．内に向かう香港

 中央政府との関係

 雨傘革命：

 「真の普通選挙」実施を要求

 2014年9月28日から12月15日まで学生に
よる市街地占拠

←オキュパイ・セントラル（中環）

住民推薦／香港政策白書



雨傘革命の背景
2014年8月31日の全人代決議

 2017年行政長官選挙では普通選挙を実
施

 従来は推薦委員会（1200名：商工界、専
門職、社会サービス、政界）から1/8の支
持獲得

→推薦委員会から過半数の支持を必要

中央政府に批判的な候補者は

立候補できず？



雨傘革命の背景
香港社会の変化

 (2) 「中港衝突」：

 自由行(2003～)、2009年の複次ビザ

 表面的には買い物客のマナーの悪さ
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図１ 香港への訪問者数（1998年-2012年）

中国からの 訪問者数（人）

台湾からの 訪問者数（人）

出典：『香港統計月刊』2001年12月号、
2004年12月号、2007年12月号、2010年12
月号、2013年5月号より筆者作成。



雨傘革命の背景

 より構造的な問題：内地の人々とのさまざ
まな競争

 内地学生、優秀人材の受け入れプログラ
ム（2006-:2724名）

 分離家族の香港への割当入境

：1日150名の入境枠、2013年は5万5000名
、居住権証明書プログラムで19万9400名（
1997－2013）が入境）



香港と周辺都市との関係



連動する中国世界の周辺部

 台湾

ひまわり革命、両岸サービス貿易協定

 マカオ：刑事免罪の高官優遇法案

←生活防衛のための民主

中国内地：急速な経済発展、憲法のもとで
権利擁護を！



香港経験の定着：

 1989年天安門事件追悼集会

 七一デモ

 各種選挙

立法会選挙

区議会選挙

行政長官選挙



天安門事件追悼集会参加人数
（『明報』2014年6月5日）

明報資料室のデータを元に作成
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7月1日デモ参加人数（『明報』
2014年7月2日）

明報資料室のデータを元に作成

民間人権陣線 警察発表
香港大学

民意研究プロジェクト
香港大学
葉兆輝

2014 51

9.20
（ヴィクトリアパーク

から出発）
9.86

（ピーク時）

15.4～17.2 12.2

2013 43 6.6 9.2～10.3 10.3

2012 40 6.3 9～10 7～9

2011 21.8 5.4 5.9～6.7 6～7

2010 5.2 2 2.2～2.6 1.8～2.2

2009 7.6 2.8 3.2～3.7 2.87

2008 4.7 1.55 1.6～1.9 1.5

2007 6.8 2 3.0～3.4 2.8～3.4

2006 5.8 2.8 3.3～3.9 2.64

2005 2.1 1.7 2～2.4 1.8

2004 53 20 18～20.7 16.5

2003 50 35 42.9～50.2 35

（単位：万人）















図１

を元に作成。



上記データを元に作成。



香港的特色のある民主

・雨傘世代から見た民主化：

→1997年返還以来の「高度の自治を享受」

2047年に迎える「一国二制度」の終わり

次の世代に何を残すか？

・中央政府の対香港政策

→はたして一枚岩か？

「香港独立」？



ご清聴ありがとうございました！
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