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1. 自己紹介 
	 私は高校卒業まで、地元の大分で過ごした。その後入京ビザを取るように東京大学に入

学し、そのまま東京に定住している。 
	 九州では短波ラジオがなくても中国の放送を聞くことができた。中学生時代に耳にした

「日本の人民の皆さん」という呼びかけに感じた違和感を今も鮮明に覚えている。そして、

ブルース・リー主演の「燃えよドラゴン」。まさに運命の出会いだった。この映画がなけれ

ば東大に進むことも、香港の研究に携わることもなかった。 
	 大学卒業は雇用機会男女均等法施行の少し前、就職先がまったく無かった。せめて卒業

論文には大好きな香港のことを書きたいと資料を探したが見当たらない。インターネット

普及前のことである。教授に相談すると、台湾についてなら資料があるという。別の教授

と話したところ、教授には「キンコンカンコン」としか聞こえない広東語がきれいに聞こ

えるのを一種の才能と評価され、大学院に進み香港研究の道を志すことを決めた。専門は

地域文化研究専攻だが、香港を中心に研究を進めてきたが、最近は華南地域にも目配りし

ている。 
 
2. 香港返還 
	 香港は御存知の通り、中国、東南アジアさらに南アジアまでが飛行機でだいたい 5時間
圏内にあり、まさにアジアのハブの位置にある。かつての英領植民地であり、南京条約、

北京条約、新界租借条約という３つの条約により形作られてきた。 
	 中華人民共和国成立以前に保証されていた自由往来が成立以降かなり制限され、香港は

出稼ぎの場所ではなくなった。さらに冷戦構造の中で対中国向け中継貿易港としての機能

をほとんど失った。狭い土地に 1950年段階で約 240万という人口を抱えた香港は、工業化・
国際化の方向に向かう。近代的な大都市や進んだ英語教育を始めとしたイギリス統治下の

香港のイメージは中華人民共和国成立以降に確立していったと言えるだろう。 
	 そして 1984年の中英共同声明で返還後の方針が決定した。外交と国防を除く自治が認め
られるとした「一国二制度」もここで定められた。「香港の高度な自治」や、香港人が香港

を治める「港人治港」、「50年間は従来の制度を変えない」も同様である。 
	 返還前の過渡期には、中国の人治に対する強い警戒感が蔓延していた。中国の人治への

防御壁として民主化に取り組む一群が生まれ、1992年にはパッテン総督のもとで民主制度



改革案が出された。一方、1984年に中英共同声明が発表され、その後 1989年に天安門事
件が起きると、海外への移民が大量に増えた。特に多かったのがカナダへの移民である。

建ぺい率ギリギリで庭のない大きな家、いわゆる「モンスターハウス」がカナダのリッチ

モンドなどに次々と建築され、まるで香港が出現したようだと言われた。それに伴い、後

で出てくる「明報」という新聞もカナダ版を発行するようになった。 
 
3. 返還後の香港 
	 返還後の香港特別行政区はどうなったかを見てみよう。香港ドルは返還前同様に流通し、

法律は香港法のまま、行政長官は選挙で選ばれる。内閣に相当する行政会議、国会に相当

する立法会議も返還前とそれほど変わらない。そうすると、返還前はイギリスが担ってい

た外交・国防を中央政府が行うようになったくらいで、あまり変わらないように見える。 
	 しかしその一方で、経済面では大きな変化が生まれた。返還翌日の 1997年 7月 2日にア
ジア通貨危機が起きている。その後 1999年に完成した新香港国際空港開港に伴う混乱によ
り物流がかなり打撃を受けた。フライトスケジュールが消え、香港出張時にはスーツケー

スを担いで行かないとベトナムに行く飛行機に乗り遅れてしまう、などと日本でも話題に

なったので記憶に新しい方も多いと思う。さらに 2003年の SARSの大流行により重要産業
である観光が大きな影響を受けた。この結果、香港の経済構造は中国内地頼みを強めてい

く。 
	 また、返還前に香港と中国大陸に分かれて暮らしていた家族が、返還前に子女を中国大

陸から香港に密入境させ、返還と同時に「香港人」である子女に香港居住権を与えるよう

に求め入境事務所に殺到、香港居住権裁判に発展した。ここでいう「香港人」とは、香港

居住権（永住権）を有する人々を指す。返還後の香港の小憲法である基本法は、親が香港

居住権を有する場合には、中国籍の場合、香港以外で生まれた子女にも香港居住権を認め

ている。これは香港と中国内地との関係の増大を予想させ、香港社会の人的構成を変化さ

せ、「香港人」のアイデンティティを揺るがす一因ともなる可能性を持つ。 
 
4. 雨傘革命の経緯 
	 各メディアが報じているが、雨傘革命は香港の選挙改革の議論と密接に関連し、2013年
初頭から開始から早い展開を見せた。2013年 1月に「中環占領」の発案が行われ、その後、
民主派を中心とする「中環占領」グループ・香港特別行政区政府・中国中央政府との間で

普通選挙をめぐって議論が展開された。2014年 6月 22日に「中環占領」グループによる
住民投票が行われ、「住民推薦」方式が国際的基準を満たす普通選挙実施方法として選出さ

れた。これに先立って、6月 10日に国務院が香港政策白書を発表し、8月 31日には全人代
が 2017年行政長官選挙について大枠を決定し発表した。これを不服として、9月 22日に
学生たちが授業ボイコットに突入し、国慶節の時期に予定されていた雨傘革命が予定より

早く、9月 26日に発動されてしまう。それはその後、12月 15日まで学生による市街地占



拠が行われる。 
	 雨傘革命では、傘が印象的に使われていた。雨をよける以外に、学生鎮圧のために使わ

れると言われた胡椒スプレーや催涙弾から目などを守る用途もあった。 
	 私が現地を訪ねたのはほとんど運動が収束していた 12月 3日から 4日である。この時期
は、並んでいるテントに学生は暮らしておらず、平常時は家で食事を取り、シャワーを浴

び、学校にも通い、一日の営みが終わると、集合して気勢を上げることが多かったようだ。

ただ、必ず誰かがいる、ということをアピールするためテントの前には靴が置かれていた。 
	 ゴミの分別は徹底されており、募金箱も一切なかった。外国勢力からおかしな金銭的支

援を受けたと言われないよう配慮したのだろう。その代わりに物資供給ステーションとい

う場所があり、そこで必要物資を掲示し、供給を受ける形になっていた。女性用の公衆ト

イレには保湿クリームや手洗い用品などが置かれ、とてもきれいに管理されていた。 
	 雨傘革命には、香港の政党も参加してはいたが、参加者の大部分は高校生や大学生だっ

た。政党関連のテントは非常に少なく、專上学生聯會という大学自治会の連合組織と国民

教育反対運動を組織した学民思潮の 2つが、テントにメンバーを常駐させていた。 
	 これは、2003年、前述の基本法で国家転覆罪の禁止を定めた 23条の立法化手続きを巡
り、50万人規模のデモが起きた時とは対照的であった。このデモでは民主党をはじめとす
る民主派が非常に活発で、その後、公民党、社会民主連線など民主派が多様化する契機と

もなった。 
	 普通選挙の実施が香港で盛んに議論される理由について、中国の一党独裁に対する香港

の若者の不満が原因だと考えられるかもしれない。しかし、実際は基本法という法律に現

れた大きなビジョンに対して香港と中央政府、あるいは香港内では若い世代とビジネス界

が綱引きをしているという構図が背景にあると思われる。 
	 基本法には、香港の行政長官と立法会の全議員は「最終的には」普通選挙で選出すると

書かれている。「最終的には」というのがポイントで、それがいつかは未定である。現状確

定しているのは、香港の立法会の議員の半分は直接選挙、半分は職業団体別選挙で選出さ

れるところまでである。これをどう実現するかが、香港政治の大きなアジェンダだ。 
	 前述の 23条立法化反対デモの後、香港で普通選挙を全面的に導入してもいいのではない
かという声が強まった。一党独裁の中国共産党が認めるはずのない普通選挙を求めて騒ぐ

香港の人はお人好しだ、という意見は当然あるだろう。しかし、香港の友人や先生筋に話

を聞いたところ、中国返還から 10年たったら普通選挙が全面的に実施されるべきだと訴え
る声が多かったことを申し添えておきたい。 
	 2007年の段階では、2017年の行政長官選挙では普通選挙を導入しても構わないという方
針が全人代から出された。その後は 2017年選挙で普通選挙をいかに実施するかに向け香港
の政治は動いていく。 
	 「中環占領」Occupy Centralは、2017年選挙でよりのぞましい形で普通選挙を導入され
ることを目指して発案された。選挙改革案が国際的な水準に合致しない場合は香港のビジ



ネス街である中環で大規模なデモを行うという、アメリカの Occupy Wall Streetにならっ
たものだ。中環占領の発案と平行し、選挙制度の改革についての議論が進んだ。民主派の

政党や政治団体が大同団結して、本当の普通選挙実施を訴えた「真普選連盟」が 2013年 2
月に成立した。返還前の香港の政務長官、陳方安生が作った「香港 2020」も 2013年 3月
に発足し、いかにして普通選挙が行われるべきかについて、さまざまな案が出された。そ

の後、2013年 12月より、香港特別行政区政府によって諮問作業が始まった。 
	 現行の香港の行政長官選挙では、1,200名から構成される選挙委員会によって、行政長官
が選出される。行政長官選挙の立候補には構成員の八分の一の推薦が求められる。選挙委

員会は、職業団体別にビジネス界、社会、サービス、そして 4番目が政界から構成されて
いる。「政界」には香港の立法会あるいは区議会の議員、新界の原居民（新界租借条約締結

以前から祖先が新界地区に居住、土地権益を持つ）が組織する郷議局、さらに中国大陸の

全人代や政治協商会議の香港代表が含まれ、中央政府よりの立候補者が通りやすい構成で

ある。 
	 しかし、それが普通選挙になると、香港出生者もしくは 7年以上連続して香港に住んで
香港居住権を持つ 18歳以上の住人に選挙権が与えられ、有権者が 500万人規模となる。 
	 2014年 8月 31日、全人代の決定は、選挙委員会の過半数 600名の推薦を行政長官選挙
立候補の要件とし、これまでの行政長官選挙の状況を踏まえて、候補者数を 2、3人に絞る
ことがうたわれた。この決定の背景には、民主派寄りの候補が出て結果のコントロールが

出来ない事態を避けるべく立候補の要件を絞ってしまおうという考えがあったのだろう。

「出口」を広げる以上、「入口」を締めることが求められた。 
	 香港民主派は、これまでの行政長官選挙では構成員八分の一の推薦というハードルはな

んとかクリアできてきた。しかし、過半数の推薦を要件とされるとなると、香港民主派が

候補者を擁立できなくなるであろう。形の上では普通選挙だが、これを本物の普通選挙と

は呼べないというのが雨傘革命に参加した学生たちの主張だった。 
 
5. 雨傘革命の背景 
	 雨傘革命は上記の政治制度改革に関連する問題だけではなく香港社会の変化を反映する

ものだったと思う。近ごろメディアによく取り上げられる現象として「中港衝突」がある。 
	 2003年の SARSの後、香港経済を浮揚させるために打たれた色々な手立てに、自由貿易
化構想があった。SARSの後、香港にビザなし渡航ができる「自由行」が始まり、広東省の
沿海都市から始まって徐々に拡大していった。2009年には深圳市に限って香港への数次渡
航ビザが出されるようになった。 
	 この辺りから「中港衝突」が顕在化したように思う。内地人買い物客のマナーの悪さが

問題になる。例えば、地下鉄の車両で子供におしっこをさせる。ブランド品が並ぶような

地域で座り込んでものを食べる。文化の違いと言えばそれまでだが、それをネットで香港

人が叩く。それを見た内地人が非常に不愉快な思いをする。私は今、大学で広東語を教え



ているが、中国内地出身の学生がその日のネットニュースについて、香港人の過剰な対応

を話題にすることが多くなった。ネットが香港人・内地人の対立を煽っている。 
	 現実の生活では、香港人、特に若者にとって競争が厳しさを増している。日本以上に少

子化社会の香港では、返還後、政府は優秀人材受け入れプログラムを準備し、大学は内地

の学生を積極的に受け入れるようになった。前述の分離家族が一日 150名の割り当て枠を
使って入ってくる。2013年の香港イヤーブックによると、年間 40,000人に上る。そうし
て入ってきた学生は置かれている環境が厳しいので比較的よく勉強する傾向がある。香港

では高校卒業時に統一試験があり、もっとも成績がよかった「状元」は新聞で報道される

が、5人のうち 2人くらいは内地出身者が名前を連ねるというのが近頃の状況である。 
	 「自由行」を始めて以降、不動産価格がとにかく上がったことも見逃せない。1999年の
住居用フラットの数字を 100としたら、2005年や 2006年は 100を切っていた。それが 2010
年になると 150、2011年になると、182まで上がる。2014年は 257、つまり返還時には
3000万で買えた家が、2.5倍の 7500万に跳ね上がっている。 
	 さらに、2014年は香港の新聞を見ても暗い気持ちにさせられるようなニュースが続いた。
返還後、民主派の活動や自由が守られるのかが憂慮されていた。この年、目に見える形で

問題が起きてきた。前述の明報という新聞だが、総編集長が 2014年 1月に突然更迭された
上、2月に襲撃され重症を負い、一時期は生命も危ぶまれる事件があった。民主化する前の
台湾と香港が似てきた印象がある。 
 
6. 周辺地域の状況 
	 日本にとっても中国といかに付き合うかは重要な課題である。しかし、日本よりもはる

かに強い影響下にある香港を始めとする中国周辺地域に、関係のあり方が深刻な課題とし

て認識されたのがまさにこの 2014年だったと思う。 
	 3月には台湾でひまわり革命が起き立法府が占拠された。5月にはマカオで、特別行政区
政府の高官優遇法案の成立に反対して 2万人規模のデモが起きた。 
	 台湾のひまわり革命は両岸サービス貿易協定に反対するものだった。長い目で見れば必

要なことかもしれないが、中小企業が打撃を受けることが問題視された。香港と同様に、

台湾でも若者は中国大陸とどうつきあうかという問題と直面していた。台湾訛りの中国語

が使用されていたメディアである日突然、北京訛りの中国語が流れるようになり、大陸資

本に買収されたことが目に見える形で示された。 
	 マカオでは、不動産の上昇が香港より極端だった。返還後カジノを導入、経済が活性化

され、福祉のバラマキが行われた。それでもデモが起きるのは、もはやそんな手ではダマ

されないくらいに不動産価格の上昇が生活に打撃を与えたことを意味している。マカオは

香港と比べるとずっと人口が少なく、これまでは香港ほど民主化の要求がなかったところ

である。	  
各地域で行われた動きは、表面的には民主化の要求に見えるが、その根本には急速に発



展する中国といかに付き合い、生活を防衛するかということがあるような気がする。 
	 しかし、これは中国の国内においても同じ状況ではないだろうか。急速な経済発展のも

と大規模な開発が行われ、それに異議を申し立てる動きも出ている。雨傘もそうした大き

な流れの中に位置づけられるのではないか。 
 
7. 中央政府の立ち位置と雨傘革命の持つ意味 
	 雨傘革命をめぐる動きについて気になることがある。香港の報道を見ると中国の中央政

府はあたかも一枚岩のように見えるが、本当にそうだろうか。2007年には普通選挙は 2012
年選挙では導入しないが、2017年選挙では導入しても構わないということになっていた。
こう中央政府側から提起しておきながら 2014年になると、香港の人が激怒するような話が
出てくる。全人代の決定の少し前、6月 10日に国務院が香港政策白書を出して、香港の全
面的統治権を中央政府が持つと繰り返す。香港政策が非常に強硬になっていく。 
	 香港のやんちゃぶりに中央政府が呆れ、中央政府一丸となって香港情勢を締めようとし

ているだけであろうか。前々回の早稲田大学の唐亮先生のご講演では中国は内政に関して

は非常に強面だという話があった。外政と内政の狭間にあった香港の立ち位置が、やや内

政の方に近づいてきた、と解釈することもできるだろう。 
	 また、中国の中に路線闘争があり、香港政策に関してはやや強硬派が優勢なのではない

かという気がする。香港政策白書を出したのは香港・マカオ弁公室ではなく国務院の新聞

弁公室だった。しかも白書を書いたのは江沢民派の張徳江だという。習近平が権力掌握過

程で色々な闘争を行っているが、対立する江沢民派が、香港を嫌がらせの材料に使ってい

るように見えるほど、香港政策白書、全人代決定ではあまりにも強硬な方針が示された。 
	 今回の雨傘革命について外国勢力からの介入が警戒され、イギリス下院議員が香港を訪

問しようとした時に在英中国公使が中英共同声明はすでに無効であるという発言をしたと

言う。いかに強硬路線がとられていたのかを、示した事例であろう。 
	 雨傘革命の原因について、必ずしも中国内地対香港とか、中央政府対香港という軸だけ

で言い切れるものではないだろう。返還後 17年を経て香港がだんだんに中国の国内政治に
取り込まれ、香港政治が中国の内政化してきたということも大きな背景にあると思う。 
	 最後に、香港からの移民率がまた増えだしたと言われるが、1997年返還時の状況を再び
見ているような気もする。返還自体は 1997年に終わっているが、将来的には一国二制度の
期限である 2047年という大きな区切りが控える。そのころ、今回の運動に関わった若者た
ちは働き盛りで家族を持つ年齢になっている。雨傘革命は現状に対する不満だけでなく、

香港の将来に対する思いを反映した、香港民主化運動史における重要な事件であった。香

港の学生運動として一時代を画した 1970年代の釣魚台防衛運動、尖閣諸島防衛運動のよう
に、この先、時間を隔てて見た時に、大きな意味が明らかになってくるのではないだろう

か。 
 



〈質疑応答〉 
Ｑ：2047年から先、香港がどういう形になるのが中国にとって一番得か。二制度のままに

して国際的地位を保つか、併合して自分たちの国の一部とするべきか。 
 
Ａ：今の形を続けるという決定は出しにくいだろう。返還問題は中国近代史の重みそのも

のだ。こういう議論は現状を前提とするしかないが、香港と中国との関係それから中

国内地そのものが急速に変わりつつある。かつて、確かに香港は一強だったが、深圳

や広州が発展している。一国二制度は中国語で「一國兩制」。「兩」を「良」として「良

制」になるようにしなくてはならないという議論もある。 
 
Ｑ：日本人の関心は今、経済から環境問題など、その次の幸せに移りつつある。台湾や香

港の若者たちの生の感覚を教えてほしい。 
 
Ａ：香港は、珠江デルタの一番河口、中国の環境の悪化を直接感じる場所にある。環境問

題は身近なものだ。水質問題だけでなく、食の安全についても日本よりもずっと早く

から意識されていた。毒野菜という言葉があるが、収穫前に農薬をかけすぎた野菜は

よく洗わないといけない、悪い野菜炒めに当たると大変なことになる等と時々新聞等

で報道される。 
 
Ｑ：経済とか平和に関する意識は？ 
 
Ａ：香港の今の若い世代は日本の若い世代と同じく戦争を直接的には経験していないが、

老人世代は中華人民共和国成立時に安定を求め香港に逃げてきた人が多く、国を選ぶ

という経験を持つ、独特の平和とか安定を求める DNAを持っている人たちだと思う。 
 
Ｑ：雨傘革命、ひまわり革命というが、革命は起きていない。天安門革命とは言わないが、

このあたりはどういうニュアンスなのか。民主化運動と呼ぶべきではないか。 
 
Ａ：大変な数の人が街に出て、金鐘だけでなく銅鑼湾、それから尖沙咀と旺角でも自発的

に占拠が起きた現象を革命と呼びたいという気持ちではないだろうか。120万人が参加
したという天安門事件の抗議活動は確かに革命とは呼ばれていないが、有事に立ち上

がるという選択肢を香港の人々に示す契機になったのではないか。天安門事件以降、

香港では毎年追悼集会が開かれているが、近頃再び参加人数が増え、前回は 15万人と
か 18万人の参加者があったと言われている。 

 
Ｑ：先ほど雨傘革命も中央政府の焚付けたものじゃないかという話があったが、中央政府



も世論を操作するために色々な手の込んだことをやらないといけないような状態にな

ってきているということか。 
 
Ａ：現中央政府内の権力闘争が香港政策の強硬化という形で出たのではないかと思ってい

る。先程は習近平に対する嫌がらせと表現したが、香港で本式の革命が起きて習近平

が右往左往するのを見たくて強硬路線に走ったという解説記事もあった。2015年 1月
の梁振英行政長官の施政方針演説中では、香港大学の学生自治会の機関紙が香港の独

立を画策したとして名指しで批判されている。しかし、台湾の二・二八事件のように

人が死ぬようなことは香港では起きなかった。催涙弾は使われたが人民解放軍は出動

していない。香港問題が中央政府の各派の議論の一つの材料として使われている可能

性を視野に入れ、今後調べていきたいと思っている。 
 
Ｑ：香港人のイギリスに対する評価と、大陸の人の評価に違いがあるのか、または香港人

はイギリスについてどのように考えているのか教えてほしい。 
 
Ａ：プラスの評価が結構ある。西洋の学問や技術、情報に触れる機会を提供してくれたこ

と、歴史的な建造物は経済発展の中であまり残っていないが、司法制度、それからグ

ローバルスタンダードへのアクセスを残したことを評価する声が多い。しかし、そも

そも植民地である香港が「天国」のようなところだと思ってやってきたわけではなく、

自分の力でどうにか出来る余地がある分、「地獄」よりマシだという意味合いを含む評

価であることも忘れてはいけない。 
 
Ｑ：イギリスは帝国主義ではあったけれども、グローバルスタンダード的な制度を残すこ

とで恩恵をもたらしてくれたと感じていると理解してよいか。 
 
Ａ：香港を国際金融センターとか、あるいは貿易港として維持するために、交通網や良い

港といった物質的なインフラとは別に法律制度という制度的なインフラが必要だった。

恩恵というよりもむしろ、経済的利益を追求した結果、おまけでついてきたメリット

と思われる。 
 
Ｑ：雨傘革命がなぜ起きたかについて、香港の経済が良くなるには民主化が必要だと若者

たちが考えたからという解説記事を読んだことがある。しかしそれは間違いだという

解説もあった。先生のご意見を伺いたい。 
 
Ａ：経済がうまく行っていないということは、大きな背景としてあると思う。ただそれに

加え、香港経済が良くなるためには中国との連携を切ることができないというジレン



マがある。その辺の葛藤が雨傘革命の背景にあるような気がする。経済が良くなるた

めには民主化が必要かについては疑問の声もあるが、問題は、民主化を求める声の高

まりを無視することが適切な対応かどうかという話だと思う。 
 
ある参加者からのコメント 
 
私はインターネット風刺漫画家です。（以下、通訳者の表現）質問者は中国で活躍し、香港

でも公民運動の賞をもらいました。ただ、中国政府から出国拒否され、授賞式には出席で

きませんでした。大陸に私と同じような考え方を持っている若者もいると思いますが、香

港問題と中国大陸の問題は分けられないと思います。中国大陸の問題が解決しなければ、

香港問題は解決できないと思います。ここに一つ、私が知っているエピソードを紹介しま

すが、開示されたイギリスの外交文書によると 60年代にすでにイギリス政府による香港で
民主化を進めようという動きがあったそうです。ただし、当時の周恩来総理は猛反対して

いました。香港は民主化に進んではいけないと。当時、周恩来総理はイギリス政府に対し

て、こう発言しました。つまり、香港を植民地のままにしない、人民解放軍を香港に進軍

させようかと。それくらい、香港の民主化に反対していたそうです。 
	 それに、香港が返還される 1997年の前後、中国共産党政府から大量の親中の共産党派の
人たちを香港に移住させた。その理由は香港の政治勢力を変えるためだったそうです。去

年、香港の雨傘革命の時に、私も関心を持って見てきました。香港の若者たちは、本当の

普通選挙を手に入れたいと言っていますが、中国共産党に対して反対する人はいない、あ

るいは出てこなかった。中国共産党が続く限り、香港普通選挙は実現できないと思ってい

ます。 
	 そして、香港の人たち、若者たちが求めている本当の普通選挙は、大陸にも絶対に必要

だと私は思いますが、習近平さんにとっては非常に怖いことです。心配していることです。

では習近平さんが何をやってきたかといいますと、一つは香港の雨傘革命の本当の状況を

大陸の若者に伝わらないようにしています。中国大陸にいる香港の雨傘革命を支援してい

る若者たちがインターネットでアップロードした、例えば「私は雨傘革命を支援します、

香港の若者は素晴らしい」というような書き込みなどは全部ブロックされたんです。香港

からも見られないようにされています。それなので私は、香港の未来に対してはちょっと

悲観的に思っています。中国大陸で普通選挙ができない限り香港でもありえないでしょう。

ありがとうございます。 
	  
グレゴリー・クラーク氏のコメントおよび質問 
 
私が香港にいたのは 60年代と古い。香港は中国の領土だから仕方がない。私が学生の頃、
大学をちょっと訪問したが、雰囲気があまり良くなかった。私は香港の若者が天安門事件



をまったく歪曲したのが気に入らない。二つの面がある。天安門事件は何だったか。天安

門広場で何が起こったか？何もなかった。まったく何もなかった。私の友達は一晩そこで

待った。全然何もなかった。では香港ではどうだったか。タンクマンの写真を撮ってきて、

それを発表した。あれは次の日、戦車が広場から出た時だ。でっち上げばかりだ。私はあ

まり好きではない。学生の心は尊重しているが、あまり好きではない。宣伝もあるし。中

国の実態を本当にわかっているのかどうか疑問を感じる。 
 
質問があるとすれば、似ている点がある。天安門事件は広場の外だった。一般の市民が軍

隊を攻撃した。それに軍隊が反発して、銃を乱射した。旺角で何が起こったか。やっぱり

学生ではなくて一般の市民だった。雰囲気とか、全体的にかなり違っているのではないか

と思う。そういう意味でちょっと天安門事件に似ているのではないかと思う。 
 
Ｑ：雨傘革命の後、「自由行」に反対するグループがより急進的になっているという報道も

ある。色々な要素をきっちり区分けしながら見ていかなければいけないというのが、

今回の雨傘とかあるいはその後の成り行きを見ていく上でポイントとなると思われる。 
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