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Dear N1r.Suetsugu,

There has been extensive media coverage about thenational security

legislation to be enacted in Hong Kong.VVe write to st欲 e theposition ofthe

Hong Kong SPeciaI AdministrativeRegion(HKSAR)Goven11nent and clari

anymisunderstandingormistakenassumLptionsontheissue.

over the past year,the Hong Kong community hasbeen traumatised by

social umrests and thごeats often ÷orism. Violence by rioters using explosives,

petrol bombs, 6rearms and weapons haveposedten 十oristthごeatstoHongKong.

Shops and public 魚 cilitieswere vandalised and innocent citizenswereattacked.

Some radical protesters are even adVocating "Hong Kong independence “ and

“selfdetermination"which have blmantly challenged our "onecountry, two

systems".Nocountrywouldorcouldtunnablindeyetotheescalatingviolence

andradicalismthathavejeopardisedpublicsa 危 tyForayear.

Hong Kong is aninalienable part ofthe people▼sRepublicofChina(PR ‐C)

whichhas arightanddutytoprotectnationa1securityandsovereignty,asevery

country does ・ The provisions of the lnternationaI Covenants on Civil and

PoliticaI RLights alsostipulate◆thatinternationalcovenantsonrights and 丘eedoms

cannot undennine national security. The decision by the rationaI People's

Congress to e罰ablish and improve the legal 丘amework and en貴)rcement

mechanisms 貴)rtherllくSAロミーistoplugtheexistinglegalloophole paコ直icularlyin

viewoftheriotsandviolencehappeninginHongKongwhichposeamajorthreat

to national security. Such decision was made in GLII1accordance with the

Constitution ofthe PRC andtheBasicLawoftherll くSAL1ス.



Theo 朝 ectiveofthenationallawistoPreventactsofsecession, subve 式ing

stme power and organising and canying out ten÷or・st activities,as well as

activities inter角 ringwithrll くSAR's a篤airsbyForeignoreXter11al 貴)rces. These

are core n紙ional securitymattersofanystate.Thelegislationwillonlytarget an

extremely small minority ofillegal and criminal acts and activities,while the li免

and Property, basic rights and 丘eedomsoftheoverwhelmingmajorityoflaw ‐

abiding clt・zens will beprotected.

Sa長'guarding national security is essential to building a stable and sa元

society.The enactmentofnational securitylegislationwillnotchange the high

degreeofautonomye 均 oyedbytheHKSAR ‐ora ぼecttheindependent judiciaI

Power,includingthatof 賃naladiudication,exercised by the Judicia in Hong

Kong.Citizenswillcontinuetoe 可 oythe 丘eedomofspeech,ofthePress, of

assembly,ofdemonstration,ofprocession,as well as 丘ee 日ow ofin あ moation,

capital and people in accordance with the law.The おqndamental strengths that

underpin HongKong ▼ssuccessasaninternationalcity,includingthen ・leoflaw,

an independentjudicia ,acleancivilsewice, 丘eeandopensociety and level

playing 6eld willremainintact.

urs slncerely,
　

し/′{」 ,

hir ey Yung)
PrincipaIHongKongEcono icandTradeRepresentative



<参考和訳>

香港で施行される国家安全法に関し、多くの報道がなされています。この件につい
て香港特別行政区政府の立場を述べるとともに、誤解あるいは間違った憶測がある場
合には説明をすべく、本書状をお送りいたします。

この 1年間、香港社会は社会不安とテロの脅威に傷つけられてきました。爆発物、

火炎瓶、銃器やその他の武器を使用する暴徒による暴力は、香港をテロの脅威にさら
してきました。商店や公共施設は破壊され、罪のない市民が攻撃されました。一部の
過激な抗議者は「香港独立」や 「自決」さえも主張していますが、これは香港の「-

国二制度」へのあからさまな挑戦です。1年もの間、拡大する暴力と急進主義が公共
の安全を脅かし続けるのを、見て見ぬふりをする国など世界のどこにもないでしょう。

香港は中華人民共和国の不可分の一部であり、中華人民共和国はすべての国と同じ
く、国家の安全と主権を守る権利と義務を有しています。市民的及び政治的権利に関
する国際規約の条項にも、権利と自由に関する国際規約は国家安全を損なうものであ
ってはならないと定められています。全国人民代表大会が香港特別行政区に関して法
的枠組みと執行メカニズムを確立、改善することを決定したのは、香港で起こってい
る暴動と暴力が国家安全に大きな脅威を及ぼしていることを特に考慮し、今ある法の
抜け穴をふさぐためです。こうした決定は、中華人民共和国憲法および香港特別行政
区基本法に完全に従って下されました。

国家安全法の目的は、国家分裂、国家権力の転覆、テロ活動を組織し実行する行為、
また外国および外部勢力が香港特別行政区の問題に干渉する活動を防ぐことであり、
これらはどこの国にとっても国家安全にかかわる核心的な事柄です。同法が対象とす
るのはごく少数の違法な犯罪行為・活動に過ぎず、圧倒的多数の法律を順守する市民
の生命、財産、基本的権利と自由は守られます。

国家の安全を守ることは、安全で安定した社会を築くのに不可欠です。国家安全法
の制定によって、香港特別行政区が享受する高度な自治が変わることはありませんし、
香港の司法が行使する終審権を含む独立した司法権への影響もありません。市民は引
き続き法に基づいて言論 ・報道・集会・デモ・行進の自由、また情報 ・資本・人の自

由な流れを享受します。法の支配、独立した司法、清廉な行政府、自由で開かれた社

会、公平な競争の場など、国際都市としての香港の成功を支える基本的な強みが損な
われることはありません。
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