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Mr NobuyoshiSAKAJIR1,
TheAsahi shimbunCompany

Dear Mr SAKAJIR1,

lwritetoexpress ourstrong disagreementtotheclaimsthatthe recentarrest under the
NationaI Security Law at a media organisation is an act to suppress freedom ofspeech in

Hong Kong.

Endangering national security is a very serious crime to any places around the world.
The case in question concerns a suspected conspiracy invoーvingtheuseofjournalistic work
as a toolto colーudewith aforeign count~orexterna1elementsto imposesanction orengage
in hostile activitiesagainst the HKSAR and the Mainland China.This is notwithin the scope
of normaljournalisticwork.Thesuspectshavebeenarrestedonstrongevidencethatthey are

conspiring to endanger national security.

Hong Kong prides itselfon itsrule ofーaw. Anyarrestsmadeare based on evidence and
strictlyin accordancewith re-evantlaws.Any personwho is prosecuted hastheright to a fair
triaーby our independent courts.The burden is on the prosecution to prove thatthe accused
committed a crime beyond reasonable doubt before there can be a conviction.

The NationaI Security Law uphoーdstherightsandfreedomsofHong Kongpeople,aswell
as the high degree of autonomy ofthe HKSAR by clearlystipulatingthat the HKSAR shall
protecttherightsandfreedomsenjoyedbyresidentsundertheBasicLawandtheprovisions
of international covenants as applied to Hong Kong in accordance with the law.Freedom of
speech,of the press and of publication are among the rights andfreedoms expーicitly
highlighted inAnicーe4ofthe NationaI Security Lawas being protected inaccordance with the
law in Hong Kong. Normaljournalisticworkcontinuestotake placefreely and laWfully in

Hong Kong.

The enactment of NationaI Security Law last year is necessary to plugthe loophole in
national security in Hong Kong and restore sociaーorder. Hong Kong has nowrestored
stabilitywhileloca ーandoverseascitizensandbusinessesinHongKongcontinuetoenjoytheir
rights and freedoms. Hon9 Kong remains a free and open cityunderpinned by the rule of
law.

Yours sincerely,

(Joyce Ho)
PrincipaI Representative

Hong Kong Economic and Trade 0行ice(下okyo)



<参考和訳 >

本書状は、国家安全維持法の下で行われた報道機関における最近の逮捕が、香港

の言論の自由を抑圧する行為だとする主張について、強い反対の意を表明するもので

す 。

国家の安全を脅かすことは、世界中どこでも非常に重い罪です。当該の件は、報

道活動を手段として利用し、外国あるいは外部要素と結託して香港特別行政区と中国

本土に対し制裁を課す、あるいは敵対行為を行うための共謀の疑いにかかわるもので

す 。

香港は法の支配を誇りにしています。いかなる逮捕も証拠に基づき、関連する法

律に厳密に従って行われたものです。起訴された人は誰でも、香港の独立した裁判所

で公正な裁判を受ける権利を有します。被告人が合理的な疑いを超えて有罪であるこ

とを証明する責任は検察当局にあり、この証明がなされて初めて有罪判決が可能にな

ります。

国家安全維持法は、基本法と香港に適用されている国際規約の規定の下で香港住

民が享受している権利と自由を、香港特別行政区が法に従って守るものとすると明確

に定めることにより、香港の人々の権利と自由、そして香港特別行政区の高度な自治

を擁護しています。言論・報道 ・出版の自由は、国家安全維持法第 4条で香港の法に

則って保護されると明確に強調されている権利と自由に含まれています。香港におい

て、通常の報道の仕事は引き続き自由かつ適法に行われています。

昨年の国家安全維持法の制定は、香港における国家安全上の抜け穴をふさぎ、社

会の秩序を回復するために必要不可欠でした。現在、香港は安定を取り戻し、香港の

地元民や外国人、また企業は従来通りその権利と自由を享受しています。香港は、法

の支配に支えられた自由で開放的な都市であり続けています。

香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部
首席代表 何珪珊 (ジョイス・ホ-)


