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< 日本語仮訳 >
* 当文書は参考のための仮訳であり、正文は英語です。

日本経済新聞社

常務取締役 東京本社編集局長
井口 哲也 様

3月 10日付の日本経済新聞朝刊に掲載された記事「香港、民主派を締め付け 著
名人逮捕・番組編成に介入亘こついて、新型コロナウイルスの感染拡大が続 く香港
で、民主派への締め付けが強まっているとの根拠のない主張に対 し、断固として異
議 を申し立てます。
昨年 6月以来、香港では 1,400件 を超 えるデモや行進、集会が開かれてきま した
が、その多 くが重大な暴力の内に終わっています。8カ月間にわた り香港は、自分

とは異なる見方を容認せず、あらゆる意見の相違に暴力的に反応する暴徒たちの
人質 となってきま した。暴徒たちは店や銀行、レス トラン、駅や信号を破壊 し、建

物に放火 し、レンガや火炎瓶、さらには本物の火器で警察官を攻撃 してきました。
他の国や地域の警察と同じく、香港警察は法と秩序を保つとともに、犯罪行為を
行ったという合理的な嫌疑がある場合、その人物を逮捕 し、必要に応 じてさらなる
捜査を行 う義務があります。これ らの職務は法に従って遂行され、政治的な影響を
受けることはありません。抗議者が平和的、理性的で規律正しければ、警察は介入
しません し、その理 由もあ りません。

起訴に関してですが、香港特別行政区政府は香港における法の支配と司法の独
立を守 ることに注力 しています。基本法 63条は、検察の独立性 とい う憲法 の原則

を確立するものです。司法局のすべての刑事訴追の遂行は、一切の干渉を受けませ
ん。起訴・不起訴の決定は、入手可能な証拠と法律の客観的かつ専門的な評価に基
づき、公開されている検察法に従っていなければならず、政治的配慮が入 り込むこ
とは一切 あ りませ ん。

香港の放送要件に関して言えば、香港唯一の公共放送局である香港電台 (RTHK)
の番組を放送することを民間放送局に義務付ける取 り決めは、RTHK が自局のテ
レビチャンネルを運営 していなかった 1990 年に初 めて導入 され ま した。その後、
RTHK は 2014年に 3つのテ レビチャンネルの運営を開始 し、現在 では人 口の 99%
を網羅す るとともに、一部のチャンネルは ウェブサイ トやモバイルアプ リで視聴
が可能です。 2020年 3 月、民間放送局 1社か らの要請 を検討 した後、香港特別行

政区通信事務管理局は、民間放送局への RTHK 番組放送義務付けを継続する正当
な根拠がないことに同意 しま した。

香港特別行政区政府は、新型コロナウイルスとの闘いに全面的に力を注ぎつつ、
香港の核 となる価値であり基本法によって裏打ちされている人権 と自由を、今後

も守 り続 けていきます。

香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部
首席代表
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