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はじめに 

「雨傘運動」前後の香港：歴史をめぐる論争が絶えない 

・中国による「一国二制度」の再定義 

・民主派よりの者による中国史・香港史の新しい見方の提起 

→香港をめぐる「歴史の争奪」を追う 

 

1.香港を生んだ歴史の展開 

(1)歴史の産物としての「一国二制度」 

・三条約（南京条約、北京条約、新界租借条約） 

・第二次大戦後：分断（1950～）と格差の拡大（大陸の混乱←→香港の経済発展） 

・1984.12.19「中英共同声明」：97.7.1返還を決定←→「一国二制度」で資本主義を維持 

→1984年（中英共同声明）・90年（香港基本法）までの歴史を前提にした制度の配置 

 

(2)返還後：「一国二制度」の前提の変化 

・香港の変化：経済的地位の低下、価値観の変化（経済重視の転換） 

・中国の変化：資本主義の浸透、経済成長→政治・軍事的大国化 

・中港関係の変化：経済面での中国依存の進展、中港矛盾 

→「転がる香港（中国）」を「五十年不変」で「凍結」したことの問題が発生 

 

2.中国から見た香港史 

(1)「古い」香港史： 「鄧小平理論」？ 

・ナショナリズムへの訴え：「第二の李鴻章にならない」 

・経済面での香港の優越の認定（「一国二制度」は香港経済が進んでいるから） 

→近現代史を通じた「一国二制度」の正当化、現代史以外では中港コンセンサス 

 

(2)「新しい」香港史：強世功『中國香港』 

・「一国二制度」の起源を清代の統治に見る（「一国二制度」は辺境だから） 

・チベットと香港の異同：イデオロギー絶対主義の終焉 

→「天朝主義」：近現代史の「超克」を目指す？ 
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3.香港の異論：新しい中国史／香港史 

「中港矛盾」→「本土派」台頭→「公定」の史観に挑戦 

・陳雲『香港城邦論』ほか：香港はすでに独立した都市国家 

・香港大学生会『香港民族論』：香港は大陸とは異なる民族 

・方志恒編『香港革新論』：雨傘運動」後の自治を模索、立論のために歴史を新しく解釈 

 

(1)「周縁性」 

・「海洋民族」としての歴史（新界中心の否定：農村は今の香港に引き継がれていない） 

・ネットワークの重視：「華南文化圏」論（香港の後背地は中国大陸だけではない） 

→「北方」・「大陸」からの離脱 

 

(2)「脱中国」 

・中国は新しい宗主国（王道ではない） 

・人種民族主義の否定 

・愛国心の否定（省港スト） 

・都市国家論 

→「中国国民」性の否定 

 

(3)「西洋性」vs「中華性」 

・科挙ではなく西洋式学問 

・香港は正統華夏文化の保存基地、香港が正統で中共は蛮夷 

→分裂する香港観 

 

(4)香港の「優越性」＝大陸の「劣悪性」 

・「世界標準」の「核心の価値」（進んだ価値観の信奉、世界の潮流との一致） 

・大陸の堕落（権貴資本主義、土地改革） 

・中国の将来への悲観（強権政権の崩壊） 

・香港（1841）の体制は、中華民国（1912）や中華人民共和国（1949）より古い 

→中国と香港の差異・断絶・対立を、現代史（文革＋天安門事件）だけに限定しない 

 

おわりに 

・「一国二制度」：香港のアイデンティティ（香港とは何か？）は曖昧 

現在の香港の位置づけのために、歴史観の争奪が激しい 

・中国が目指す香港の「チベット化」←→香港自身は「台湾化」 

・香港政治＝「時間の政治学」（Borrowed Time, Borrowed Place） 

2047年に向けての「歴史の争奪」は続く 
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【資料編】 

資料 1 香港市民が最も関心を持つ問題 

Hong Kong is currently facing various problems. What kind of problems are you most concerned with? 

 

出所：Public Opinion Programme, the University of Hong Kong 

（https://www.hkupop.hku.hk/english/popexpress/mostcon/mconq88/poll/datatables.html、2015年 10月 18日閲覧） 

 

資料 2 香港市民の中央政府への信任度 

 

出所：Public Opinion Programme, the University of Hong Kong 

（https://www.hkupop.hku.hk/english/popexpress/trust/trustchigov/poll/datatables.html、2015年 10月 18日閲覧） 

  

2014.6 
政治 21.8% 
経済 18.3% 

2003.6 
政治 5.0% 
経済 71.5% 

2015.9 
信任 35.5% 
不信任 44.1% 

2007.10 
信任 59.0% 
不信任 12.9% 
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資料 3 鄧小平「李鴻章にならない」 

 

1982.9.24 サッチャー英首相との会談での談話 

（中共中央文献編輯委員会編『鄧小平文選』第三巻、人民出版社、1993年、p.12） 

 

資料 4 鄧小平が語る「五十年不変」の理由 

 

1984.12.19 サッチャー英首相との会談での談話 

（趙睿・張明瑜主編『中國領導人談香港』、明報出版社、1997年、p.513） 

 

 

1988.6.3 「90年代の中国と世界」国際会議での談話 

（『中國領導人談香港』p.521） 
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資料 5 「一国二制度」の起源はチベット政策に 

 

（強世功『中國香港：文化與政治的視野』、牛津大學出版社、2008年、pp.112-113） 

 

資料 6 チベットと香港の異同 

 

（『中國香港』pp.124-125）  
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資料 7 陳冠中：中國天朝主義與香港 

中國天朝主義（簡稱天朝主義或國朝主義）是我提出的一個標識，是對現下某一種政治意

識形態的概稱。現在很有一些以華文寫作的學者認為：一、中國不是現代（西方）意義的民

族國家或帝國；二、當代中國黨國體制是強世功下文說的「傳統中國政治遺產」的繼承者；

三、大清帝國是傳統中國天朝式政治視野的極致表現，也是今後中國政治想像的模版。我將

這樣一套話語稱為中國天朝主義。 

（『蘋果日報』、2011年 1月 30日 http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/apple/art/20110130/14922760） 

 

資料 8 海洋民族としての香港 

 

王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」（二〇一三年度香港大學學生會学苑編『香港民族論』、香港大學學生會、2014年、p.34） 

 

 

（徐承恩「城邦述事：香港本土意識史」『香港民族論』pp.128-129） 
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資料 9 香港にとっての南洋の重要性 

 

鄺健銘「華南文化圈──重建被遺忘的區域腹地」 

（方志恒編『香港革新論：革新保港，民主自治，永續自治。為香港前途而戰』、漫遊者文化事業、2015年、pp.205-206） 

 

資料 10 「新宗主国」批判 

 

（王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」『香港民族論』p.41） 

浜下武志『香港－アジアのネットワー

ク都市』、ちくま新書、1996年、p.123 
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資料 11 人種民族主義 vs 公民民族主義 

 

（王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」『香港民族論』pp.17-18） 

 

 

（李啟迪「香港是否應有民族自決的權力？」『香港民族論』p.66） 
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資料 12 「省港スト」の解釈 

 

（劉蜀永主編『簡明香港史（新版）』三聯書店、2009年、p.153） 

 

 

（王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」『香港民族論』p.35） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  資料 13 都市国家論 

（陳雲『香港城邦論』、天窗出版社、2011年、p.56） 
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資料 14 香港の「中国性」の否定 

 

（徐承恩「城邦述事：香港本土意識史」『香港民族論』p.132） 

 

 

（徐承恩「城邦述事：香港本土意識史」『香港民族論』p.134） 

 

 

 

 

 

 

資料 15 華夏正統論 

（陳雲『城邦主権論』、次文化堂、2015年、 

pp.56-57） 
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資料 16 香港の「核心の価値」 

 

（方志恆「革新保港 民主自治 

永續自治──香港前途宣言」 

『香港革新論』p.XIV） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料 17 大陸の堕落 

蘇賡哲「本土思潮的幾點釋疑」 

（『香港民族論』pp.169-171） 
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資料 18 中国崩壊論 

 

（王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」『香港民族論』p.19） 

 

 

資料 19 香港の歴史の長さ 

 

（王俊杰「本土意識是港人抗爭的唯一出路」『香港民族論』p.40） 

 

 


