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Mr Nobuyoshi SAk へJIRI
TheAsahi shirlrlbunCompany

Dear MrSAKAJIR ー,

ーwrite to set the record straight regarding the Legislative Council(LegCo)
election of the Hong Kong SpeciaI Administrative Region(HKSAR),which was
held successfully on l9 Decembera 代erthe imProvementtotheelectoral system
in March thisyear.

ln recent years,theradical andvio1entelementsattempted to hりack the
po1iticalprocess in Hong Kong,seriouslydisruptthevitalworkofourlegislature,
advocate independence and sow chaos in society.The improvement to the

electoral system ensuresthatmembers ofthe LegCo lovethecountW and Hong

Kong, and act in the interests of the count~'s development and theーong‐term

prosperity and stability of Hong Kong. lt has strengthenedrather than
undermining the principleof"onecountry,Twosystems “in Hong Kong asclearly

stipu1ated in the Basic Law.

ln the LegCo e1ection held on l9 December,a tota1of153 candidates
contended for 9o seats,making itthefirsttimewithout uncontestedseats in the
election. The elected legislators come from di什erentbackgrounds and from

across the politica1 spectrum,demonstrating thebroad representation and

political inclusiveness of the improved electora ー system.They have been

returned by the E1ection Committee constituency,functional constituencies and

geographical constituencies through direct elections. By balancing theoverall
interests of Hong Kong,theinterestsofdi 作erentsectorsanddistricts,the election

ensures balanced panicipation.The open,fair,and healthycompetition among

candidates also reflected the fairness and competitiveness ofthe newelectoral

system ・

0n 20 December, the State Council lnformation 0斤icepub1ished the white
paper on "Hong Kong: Democratic Progress Underthe Framework of one

CountW,TwoSystems'',which givesadetailed and systematichistorical account

of Hong Kong's democraticdevelopment.Thewhite paperpointsout that there
was no democracywhatsoever in Hong Kong under British colonial ruーe;while on

the contraW, the Centra1 Government has been suppo 〔ing democratic

development in the HKSAR in accordance with the relevantprovisions of the
Basic Lawsince Hong Kong's returntothe Motherland.

As mentioned in the white paper,there is no "one sizefits all“ in the

development of democracy,nor asingle superior modeL

inalienable pan of the Peop1e's Republic ofChina, and
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developmentoftheHKSARmustconformtotheconstitutionalorderasenshrined
in the Constitution of the People's Republic of China and theBasic Law and
adhere to the principle of"one Country,Two Systemsl whiletaking account of
the actual situation ofHong Kong.ln fact,the Basic Lawhas stipulated the key
elements ofthe HKSAR'sdemocraticsystem,its principles andthewayforward,

as we1l as the ultimate goal of "dual universal su什rage"fortheChief EXeCutive

and the Legislative CounciL

P1ease refertothe link(http:〃en.people.cn/n3/2021/1220/c90000 ‐9935103.htm-)for

funherdetails ofthewhite paper.

The HKSAR Government is confident that thesmooth formation of the
seventh ‐term LegCo can effectively enhance thegovernance e什iciency of the

HKSARand open a newchapteron good administrationand governance. Hong

Kong willcontinue to be a free and open city underpinned bythe rule oflaw.

Yours sincerely,

＼

(Thomas Wu)
PrincipaI Representative(Acting)

Hong Kong Economic and Trade 0什ice(Tokyo)



<参考和訳 >

今年 3月に改善された選挙制度に基づいて、12月 19 日に成功裏に実施
された香港特別行政区立法会選挙について事実関係をご説明すべく、本書状を
お送りします。

近年、過激かつ暴力的な分子が、香港の政治プロセスの乗っ取りや議会
の重要業務の妨害を試み、独立を主張して社会に混乱の種を蒔こうとしました。
選挙制度の改善は、立法会議員が国と香港を愛し、国の発展ならびに香港の長
期的な繁栄と安定のために行動することを確実にするものであり、香港の「-
国二制度」の原則を損なうどころか、むしろ基本法で明確に定められている通
りの形でこの原則をより強化しました。

12月 19 日に実施された立法会選挙は、計 153人の候補者が 90議席を
争い、無投票当選のない初めての選挙となりました。当選した議員たちは経歴
も政治的立場もさまざまで、これは改善された選挙制度が幅広い層を代表し、
多様な政治的意見を受け入れる制度であることの証です。彼らは選挙委員会選
挙区、職能選挙区、そして直接選挙によって地域選挙区から選出されました。
今回の選挙では、香港全体の利益と各部門や地区の利益の釣り合いを考慮する
ことでバランスの取れた参加が確保され、候補者同士の自由で公正、健全な競
争も新しい選挙制度の公正さと競争性を反映するものとなりました。

中国国務院報道弁公室は 12月 20 日、香港の民主発展の歩みを詳細かつ
系統的に解説した 「『一国二制度』下での香港の民主発展」に関する白書を発
表 しました。白書は、イギリス統治下の香港に民主主義は一切存在しなかった
一方で、香港の祖国復帰以来、中央政府は基本法の関連条項に従って、香港特
別行政区における民主主義の発展を支えてきたと指摘しています。

この白書で述べられている通 り、民主主義の発展において“万能"
なモデルや唯一の優れた様式はありません。香港特別行政区は中華人民共和国
の不可分の一部であり、香港特別行政区の民主発展は香港の実情を踏まえつつ、
中華人民共和国憲法と基本法に記された憲制秩序に従い、「一国二制度」の原
則を遵守したものでなければなりません。実際、基本法は香港特別行政区の民
主制度の重要な要素、その原則や今後の道筋とともに、行政長官と立法会の両
方を普通選挙で選出するという最終目標を定めています。白書の詳細はこちら
の リンク (http://en.people.cn/n3/2021/1220/c90000 ‐9935103.html) からご覧
いただけます。

香港特別行政区政府は、第 7期立法会の円滑な発足が香港特別行政区の
統治効率を効果的に高め、良い行政と統治の新たな一章を開くと確信していま
す。香港はこれからも、法の支配に支えられた自由で開かれた都市であり続け
ます。

香港経済貿易代表部
首席代表代行 胡距華 (トーマス ・ウ-)


