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香港返還交渉におけるイギリスの対中外交の変容
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―
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香港は「自由」で「民主的」な社会と言えるだろうか。米国「フリーダム・ハ
ウス」の「世界の自由度」調査では、世界の195の国と地域における自由度を「政
治的権利」と「市民的自由」に分類して、それぞれ 7 段階評価を行っている。
「政
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治的権利」とは、選挙手続きや政治的多様性など参政権に関する内容で、「市民
的自由」は表現と宗教の自由、集会・結社の自由や法の支配、個人の自律と権利
といった内容を指す。例えば2017年時の調査結果では、アメリカや日本、イギリ
スはどちらも最高評価の 1 点である一方で、北朝鮮は「政治的権利」「市民的自
由」いずれも最低評価の 7 点、中国はそれぞれ、 7 点と 6 点、ロシアはいずれも
6 点となっている。香港はというと、「政治的権利」は 5 点であるが、
「市民的自
由」は 2 点となっており、参政権など「民主的」な権利は制限されているものの、
「自由」は一定以上存在するようである1）。しかし、1997年に香港が中国に返還
されて以来、香港では普通選挙の実現や更なる自由を求める大規模なデモ活動が
頻発して止まない。
香港大学の民意調査によると、中国への返還実現以降、香港における「言論の
自由」「報道の自由」「出版の自由」は着実に制限されつつある2）。2003年には、
香港のミニ憲法である香港基本法23条に定められ、政府転覆に繫がる恐れのある
活動を禁ずる「国家安全条例」の制定が強行された3）。返還実現以来の経済不況
も相俟って、同年 7 月 1 日の返還 6 周年には、香港市民の憤慨は頂点に達し50万
人規模に及ぶ大規模デモが敢行され、当時の行政長官であった董建華の退陣を迫
り、早期の普通選挙実現を要求した。このデモを契機として、香港政府内部から
も「国家安全条例」に対する異論や不満が噴出し同条例は廃案となり、2017年現
在にいたるまで制定されないままとなっている。
こうした香港市民の不満の原因を当時の高い失業率などの経済的要因と考えた
中央政府は、新たな香港支援の経済政策として「中港融合」を打ち出し、大陸へ
の無関税輸出や香港への個人旅行の解禁などが実現する。これによって、香港経
済は V 字回復を遂げ、中央政府への信頼が一定程度取り戻された一方で、中国
本土から押し寄せる人々は香港市民の生活を圧迫し、大陸に対する反感に繫がっ
た。さらに、同時に中央政府は加熱する香港民主派の動きに対する圧力も強化し、
それが学生団体をはじめとする香港市民の反発をより強めた。2012年に香港政府
が北京政府の求めに応じて、「愛国教育」を謳い「国民教育科」の必修化を図っ
た際には、学生団体「学民思潮」はこの動きを「洗脳教育」と痛烈に批判し、12
万人に及ぶ規模のデモ、いわゆる「反国民教育運動」を行った4）。
中国への返還が実現した当時約束されていたはずの「高度の自治」を香港は享
受できておらず、度重なるデモを通じて「真の普通選挙」を求めてきた。香港市
民は学生ら若者を中心に、香港独自のアイデンティティを強め5）、大陸からの独
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立を追求して2014年には「雨傘運動」として大規模な反政府デモを展開し、さら
に中央政府との対立を深めつつある。しかしながら、同時に肥大化する中国への
経済的依存が進むにつれ、中央政府の意向に従わざるをえないという香港が抱え
る根本的なジレンマがある。
上記のように香港市民が自由や民主的な選挙を訴えてデモを繰り返し行う根底
には、1979年から段階的に行われた英中による返還交渉とその帰結が大きく影響
している。返還交渉開始以前までのイギリス植民地下にあった香港では、イギリ
スから派遣された香港総督が行政・立法において大権を持ち、香港の資本主義経
済を支えるために法の支配が徹底されていた。ただ他方では、香港現地住民の政
治参加の権利は殆ど保障されておらず、決して民主的とはいえない政治環境で
あった。しかし返還の時期が近づき、中国との交渉の過程において、イギリスは
他の植民地を独立させてきたのと同様に、香港が西洋式の自由民主主義的な政治
体制をもつ地域になるよう画策し始めることとなる。
1979年において返還交渉が開始した当初のイギリスは、実際に香港返還が実現
した1997年以降もイギリスの行政権が存続することを狙っていた。また香港住民
も経済活動のしやすさと共産党支配への恐怖心から、イギリスによる統治を望ん
でいた。しかし、香港における中国の主権への強硬姿勢からその試みは頓挫せざ
るを得なかった。そこで、イギリスは交渉の過程で中国の方針にある程度妥協し
ながら、香港におけるミニ憲法として1984年の共同声明や1990年に制定すること
で合意された香港基本法、または秘密合意において、西洋的な民主制度を規定す
るような条文を形作ることに腐心する。しかし、1989年の天安門事件以後、イギ
リスはこれまで合意した以上の急進的な民主化を中国に要求していく。とりわけ、
1992年から保守党幹事長でもあったクリス・パッテン（Chris Patten）が香港総督
として赴任して以降、英中関係は香港の民主化をめぐって激しく対立しあうこと
になる。
このように、現代香港の政治体制の決定過程において、イギリスによる積極的
な関与は直接的かつ重要な役割を果たしていたといえる。本稿では、イギリスが
対中交渉において香港の将来に関しどのような政治的決断を下してきたのか、ま
たなぜイギリスの香港政策が変容したのかを探ることによって、現代香港が抱え
る問題の起源を考察する。
ここで先行研究について検討したい。香港返還交渉について、管見の限り最も
幅広く扱っているのは中園和仁の研究であろう。彼の中心的な著作では、広汎に
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植民地香港の抱えた問題や返還後の香港、英中交渉の検討が重ねられており、本
論文でも大いに参考にした6）。しかし、英中双方の視点を踏まえて議論されてい
るが、イギリス外交にとって香港がどのような存在であったかという側面につい
ては必ずしも明らかにされていない。また、返還交渉時に香港で記者として活動
していたロバート・コットレル（Robert Cottrell） とマーク・ロベルティ（Mark
Roberti）の香港返還交渉を扱った著作がある。コットレルの著作 では、イギリ
7）

ス外交に焦点が当てられ、交渉の前半期である1984年の英中共同声明調印以前を
対象として交渉の推移が詳細に描かれているが、それ以降についての記述は含ま
れていない。他方、ロベルティについては、返還交渉から返還前の1990年代前半
までの期間における英中外交の推移を扱っている8）。ただ、イギリスによる交渉
を総括するというより、交渉前半期の成果である英中共同声明が曖昧で不明確な
内容であったとの主張を展開する批判書としての色彩が強い。
また、香港返還交渉と返還までの過渡期について多くの英中関係者が回顧録と
して交渉の詳細を記述しているため、本論文において大いに参照したい。その代
表的なものとして、交渉当時、駐中国大使として香港返還交渉を中心的に扱い、
その後もサッチャー（Margaret Thatcher）首相の外交顧問として香港問題を担当
したパーシー・クラドック（Percy Cradock）の回顧録9）がある。本書は、中国を
多年にわたり観察してきたイギリス外交官の回顧録として多くの示唆に富む。し
かし、天安門事件以降それまで中国に対する宥和的な秘密外交がクラドックを主
導にして行われたという批判に対して、弁明を行っている側面も否めない。また、
1992年以降「最後の総督」として赴任し、その急進的な民主化案により深刻な英
中対立を招くこととなるクリス・パッテンの回顧録も参考文献として扱う10）。他
方で、英中交渉にあたり新華社通信香港支社長として香港における中国側代表者
であった許家屯の回顧録を併せて参照したい11）。さらに、香港返還の過渡期であ
る1988年に中国外相となり、その後の英中外交に関与した銭其琛の回顧録も、英
中交渉後期の参考資料とする12）。これら中国側交渉担当者の声を裏付ける資料は
一部に中国側の主観的見方も含まれていることにも留意しつつ、英中交渉の過程
で、イギリス側の外交姿勢が中国の交渉担当者によってどのように受け止められ
ていたのかを知る上で重要な資料といえる。
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Ⅱ

返還交渉前史

1

香港という「特殊な地位」

現在、世界有数の金融センターやアジアにおける物流の中心地として知られる
香港の始まりは、18世紀においてイギリス東インド会社を通じて組織的に行われ
た英中貿易にあった。当時、香港は「不毛の岩山」と揶揄されながら、天然の良
港を備え、かつ中国珠江流域や華南沿岸を制する地理的利点から、イギリスに
よって中国進出の拠点として目された13）。大英帝国の盛りにあったイギリスの植
民地政策の一環として、1842年には南京条約を締結することで香港島の正式な割
譲が決定される。次いで、1856年に起きたアロー号事件に端を発する北京協約に
より九龍半島を割譲させ、1897年には香港の92パーセントを占める新界の99年の
半永久租借が決定し、これらの諸地域から成る植民地香港が形成された。
第二次世界大戦終結後、中国国内において国共内戦が再び勃発し、最終的に毛
沢東率いる共産党政府は、蔣介石の国民党政府を台湾へと追いやり、中国大陸の
ほぼ全土を支配するにいたった。その後の中国共産党は、大戦によって疲弊した
イギリスから武力により香港を奪還することが可能であったにもかかわらず、戦
略的配慮から、香港におけるイギリス統治の継続という現状を黙認することを決
定した14）。このような中国の基本方針は「八字方針（長期打算、充分利用）」とい
う言葉に集約される。香港返還交渉時、香港における中国側代表として活動した
元新華社通信香港支社長である許家屯によれば、当時の中国共産党首脳は、西側
諸国による禁輸・封鎖措置などがもたらした厳しい状況を考慮し、戦略的観点か
ら香港のイギリス統治を継続させたとしている15）。香港は中国にとって、対外的
な唯一の窓口や外貨獲得のための拠点として機能し、西側の封じ込めを打破する
役割を担ったのである。
かくして、冷戦下において、香港におけるイギリス統治は継続することとなっ
たが、イギリスにとって香港は、自決権を行使できない或いは独立させることが
できない植民地として想定せざるを得なくなったといえる。すなわち、イギリス
政府自身、中国から暗黙のうちに統治を許されている立場であるが故に、民主化
を推進することができない状況にあった。民主主義はなかったものの、イギリス
の香港政庁は、香港をアジアにおける貿易・物流の窓口として最大限活用するた
め、香港経済界を代表する人物らを香港総督の諮問機関として位置づけられた立

50

政治学研究58号（2018）

法評議会・行政評議会に議員として招き、彼らとのコミュニケーションを重視し
た。この点において、香港は非民主主義的なイギリスの植民地官僚体制と現地の
中国系住民が最低限に統合された社会であったといえる。そして、レッセフェー
ルや積極的非介入主義を香港において実践し、自由かつ公平な経済活動や投資環
境を整備するため法の支配を貫徹した。このように、香港市民は、経済活動に必
要な限度において言論・出版の自由や集会・結社の自由は保障されていても、政
治参加の自由は抑圧された「権威主義的な」政府の下にあった。しかし、香港が
自由競争下において持続的な経済成長を実現し、住民全体の生活水準が継続的に
向上していくことによって、イギリス香港政庁の正統性は保たれたのである16）。
以上のような香港の特殊な地位とその歴史的背景を踏まえ、実際の返還交渉が
どのように推移していったのかを次節以降で検討したい。

2

返還問題の浮上

香港返還は、結果として1997年に実現したわけであるが、その最たる理由は先
に述べた香港島・九龍半島の後背地として香港地域の大部分を占める新界地域の
租借期限の終了が、条約締結の九九年後（中国語では「九九」の発音は「久久」と
同じで、後者は永遠を意味する）と定められていたことに起因する 。これにより、
17）

香港全体の92パーセントを占める地域の返還期限が1997年 6 月30日と決し、おの
ずから香港全体においても返還のタイミングと規定されたのである。従来、中国
の公式的な立場は、香港の割譲を決めた条約は不平等条約であり、香港は一貫し
て中国の領土であるとするものであったが、香港回収の時期については、「機が
熟した時」とのみ表明していた。返還交渉が開始するおよそ10年前の1971年の時
点では、周恩来は東南アジア担当高等弁務官であるマルコム・マクドナルド
（Malcom MacDonald）に対して、新界の租借期限以前に香港を回収する考えのな

いこと、また香港と九龍島は新界地域なくして生き残れないとの発言をしており、
中国側が1997年を返還のための決定的な年と捉えていたことがわかる18）。また、
中国が国連復帰を果たした1972年には「非植民地化に関する国連特別委員会」に
おいて、黄華国連大使は香港・マカオを中国の主権に関わる国内問題として他の
植民地とは区別する見解を提示し、植民地リストから外すよう要求した19）。これ
に対し、イギリスは特に異議を唱えることなく、香港政庁のスポークスマンが簡
単にコメントを発表するにとどめた。
このように、中国によるアプローチから、イギリス政府において香港返還に関
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する問題は1970年代から徐々に議論され始め、1979年のマレイ・マクルホース
（Murray Maclehose）総督の訪中が、英中が直接返還問題に関して意見を交わす最

初の場となる。まず、上記のような一連の中国首脳の発言を受けて1972年にヒー
ス（Edward Heath）政権は最終的に香港が中国側に返還されることを判断するが、
同時に返還前にイギリスに向け大量の難民が香港から押し寄せてくるのではない
かと心配し始めるようになる20）。香港の全人口は500万人程度で、当時のイギリ
スの人口の約 1 割であった上、彼らの半分ほどの250万人の中国系住民はすでに
イギリスのパスポートを所有しており、彼らの流入がイギリス社会に混乱を招く
ことは容易に予想された21）。さらに、租借の期限が迫ってくると、香港の役人や
ビジネスマン、国外の投資家たちも返還の問題について懸念を抱くようになって
きていた。実際的な問題として、当時香港における個人向けの土地貸出しは通常
15年を期限として行われていたため、遅くとも1983年までに香港の将来について
はっきりとした道筋が示されなければ、将来についての見通しが立たず、香港で
の土地取引や経済活動に対する信頼が急速に失われる可能性があった。そして、
鄧小平が共産党における指導的地位を確立し、1978年に改革開放路線を提唱した
後、同年12月に李強対外貿易相が香港を訪れ、1970年代に香港の経済成長期を築
きあげたマクルホース総督を返礼として北京へ招待した。現役の香港総督が公式
に北京を訪問することは戦後初めての出来事であり、英中双方ともにこの機会を
利用して香港の将来について問題提起することを望んだのであった22）。

3

イギリスによる秘密交渉の内幕

香港市民にとって、イギリスによる政治的安定が提供された上で、政治に左右
されることなく経済活動に専念できる環境から恩恵を受けていたため、1997年の
新界租借期限を超えてイギリスが統治を継続するための方策が議論されていた。
1978年に、香港立法評議会の任命議員であった羅徳丞は、ハドンケーブ（Philip
Haddon-Cave） 財務長官に対し、手紙の中で、ある提案を行った。これは、中国

が受け入れそうもない租借の延長を直接申し出るのではなく、新界の個別的な土
地賃貸借の延長について中国系企業をはじめとする企業に対し認める必要を中国
に説明し、これを中国側に黙認させることによって、1997年を超えてイギリスの
統治を継続させるというものであった23）。この提案は、マクルホース総督やオー
ウェン（David Owen）外相他、キャラハン（James Callaghan）首相からも承認され、
1979年のマクルホース総督が北京を訪問するに際して、試みられることとなる。
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しかし、駐中国大使を務め、その後もサッチャー首相の外交顧問として香港問題
に深く関わっていくことになるパーシー・クラドックによれば、マクルホースの
北京訪問では通常の会談とは順序が逆で、トップである鄧小平と初めに会談する
こととなった。このため、中国政府の下位のレベルから提案を打診しようとする
イギリスの思惑は外れ、新界における個別の土地賃貸借問題という極めて技術的
な問題をいきなり鄧小平に話さねばならなかった24）。加えて、意外にも鄧小平か
ら香港問題について切り出し、香港の返還時期については曖昧にした上で、返還
後も香港の投資環境を含む「特別な地位」は変わらないため「投資家は安心して
よい」という旨の発言を会談の中で繰り返した25）。結果的に、マクルホース総督
が行った賃貸借契約についての提案は、かえって鄧小平に警戒心を抱かせ拒絶さ
れるにいたる。会談後、クラドックが中国外務省西欧担当であった宋之光に念を
押してイギリス側の考えを説明する書簡を送ったが中国の姿勢は変わらず、イギ
リスによる香港返還に向けた最初の試みは失敗に終わる26）。
イギリスの行政権を黙認させる「間接的アプローチ」が失敗した後に、1982年
9 月に予定されていたマーガレット・サッチャー首相の訪中において香港に関し
どのような交渉を行う必要があるかについて、イギリス側では一定程度意見が集
約しつつあった。1982年 1 月、王璽尚書（Lord Privy Seal） を務めていたハンフ
リー・アトキンス（Humphrey Atkins）はサッチャー訪中の下準備として訪中し、
中国側の意図を探る任を負っていた27）。中国の考えは、主権は中国が保持するが、
いかなる財産も没収せず、香港の自由港・貿易金融センターとしての地位は残さ
れるというものであった28）。これを受け、サッチャー訪中における英中交渉の主
眼として、中国に対し香港経済の信頼の基礎にイギリスの統治権があることを
「教育」し、主権と行政権の分離を中国に認めさせることをイギリス側は構想す
る29）。また、返還交渉にあたりイギリスが有していた交渉カードとして、ジェフ
リー・ハウ（Geoffrey Howe）外相は、香港のうち、新界（92パーセント）を除く香港
島と九龍半島については国際法上問題なくイギリスの主権が及んでいること、ま
た、イギリスによる統治が香港の繁栄にとって不可欠であることを挙げている30）。
そして、ハウ外相はイギリスの統治を中国が認め妥協する限りにおいて、イギリ
スも香港島及び九龍半島における中国の主権について妥協する用意があるとして
説得する考えを有しており、サッチャー首相自身もそうした妥協案に対する支持
を与えている31）。しかし、サッチャー首相をはじめイギリス外務省全体は、英中
交渉が始まる直前まで、香港と同じく主権問題を争ってイギリス・アルゼンチン
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間で起きたフォークランド紛争に忙殺されたため、これ以上の交渉に向けた準備
は蔑ろにされることとなる32）。事実、1982年の交渉直前期において、英中の間で
実務的な連絡協議が積み重ねられるも、中国側が香港政策について饒舌に自身の
立場を説明する一方で、サッチャー首相が事前説明をほぼ受けることができな
かったイギリスは終始沈黙せざるをえなかった33）。

4

香港・台湾と「一国家二制度」

前節では、返還交渉前にイギリス政府がどのような交渉姿勢をとろうとしてき
たかを検討してきた。本稿の主眼はイギリスの対中交渉にある一方、実際の交渉
は中国側のペースに沿って行われた部分が大きいため、中国の基本的な交渉姿勢
について本節で簡潔に触れておく。
元フィナンシャルタイムズ香港特派員のロバート・コットレルによれば、中国
の最高指導者として君臨した鄧小平にとって、香港とは 2 つの野望の結節点に違
いなかった。第一には、中国が近代史を通じて欧米や日本といった列強諸国から
蚕食された領土についての贖罪を実現することであり、香港返還の実現と国家の
再統一は中華民族の悲願として重大な意義を有していた。第二に、1978年12月に
開催された中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議において、鄧小平が経
済改革を大胆に打ち出し、彼が掲げた「改革解放」の実現において、世界有数の
貿易金融センターである香港経済が重要な役割を果たすということである34）。
しかし、以上のような重要性を有しながら、香港の問題は、台湾という中国に
とってより切迫した脅威と比較すれば常に優先度を下げることとなってきた。台
湾では国民党政府よる支配が確立しており、かつ冷戦期の前半を通じてアメリカ
という強力な賛同者を擁していたため、共産党政府とは中国支配の政治的正統性
をめぐって真っ向から対立する存在であった。かくして、共産党政府にとって台
湾を再統一することが常に戦略的に最重要項目として考慮されてきた35）。1972年
のニクソン訪中以来、ソ連との対立の過程でアメリカが国民党政府よりも中国共
産党政府を重視し、とりわけ1978年米中国交正常化が実現した以降は、共産党政
府はこれを再統一の絶好の機会とみなすようになる。翌年の年明けには、金門・
馬祖への砲撃を停止し、「台湾同胞に告げる書」の中で新しい台湾政策の原則を
発表する。これが再統一後も台湾が望む限りにおいて、国民党政府による台湾統
治継続、政治経済システムの現状維持を認める、いわゆる「一国家二制度」であ
る36）。
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しかし、共産党のこのような台湾問題を最重視する姿勢は、台湾による「一国
家二制度」の明確な拒絶と、その後1980年にアメリカにおいて反共主義のレーガ
ン（Ronald Reagan）大統領が誕生し、親台湾政策を打ち出すことによって台湾統
一への期待は遠のき、香港にその優先度を譲ることとなる37）。鄧小平をはじめ中
国首脳は、いまや実現の望みの薄い台湾統一よりも、「一国家二制度」の適用対
象として実現性の高い香港を利用して台湾の先例としようと考えたのである。た
だし、「一国家二制度」の香港への適用について、鄧小平は1979年のマクルホー
ス総督との会談にあって、香港における資本主義経済システムを保障しているた
め、この画期的な新制度はまさしく形成期にあったといえる38）。その後、1982年
1 月にアトキンスが訪中し、趙紫陽との会談において中国側は再度、香港におけ
る資本主義制度の維持を保証する。鄧小平が全人代においてこの構想を正式に公
開するのは英中交渉開始直前の1982年 6 月15日となるが、この新制度こそ香港を
めぐる中国の対イギリス交渉の大原則として機能していくこととなる。

Ⅲ

正式な返還交渉の開始

1

サッチャー・鄧小平会談

1982年 9 月22日、サッチャー首相はアジア諸国歴訪の一環として、香港の帰趨
を決するために北京へと降り立った。前章にて触れたように、サッチャー首相は
交渉開始の直前までイギリス・アルゼンチン間で勃発したフォークランド紛争に
かかりきりになっており、同紛争における栄光ある勝利の余勢を駆って、同じく
主権の問題をめぐる香港について十分な準備をすることなしに勇躍、北京の地を
踏んだ。ただ、北京にてサッチャーが対峙しなくてはならなかったのは、アルゼ
ンチンとは異なり、したたかな外交力と国内における絶対的権力を持つ鄧小平に
より率いられた大国・中国であった。加えて、中国はいざとなれば香港の経済的
繁栄を損なってでも武力による香港回収を決意しており、過去に列強により強奪
された植民地を取り戻すという国際的な正当性も備えていた39）。しかし、サッ
チャーはあくまでフォークランド紛争のときのように非妥協的かつ戦闘的な方法
で北京と対峙しようとしていた。クラドックによれば、香港の 8 パーセントにあ
たる香港島・九龍半島には国際法上何の問題もなくイギリスの主権が及んでいる
ことから、彼女には当初、そもそも香港を返還しなくてはならない理由すら理解
できないでいたという40）。外相として返還交渉にあたったジェフリー・ハウもま
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た、サッチャーが主権問題において感情的にフォークランドの出来事と対比させ
てしまうことは疑いなく不可避であったと述懐する41）。
しかし、 9 月23日に行われた趙紫陽首相との会談では、このような心配にもか
かわらずサッチャーはイギリスの基本的立場をはっきりと力説した。「香港の繁
栄は信任に依存しており、香港の統治に急激な変化がもたらされるか、発表され
るだけでも資本の大規模な逃避が確実に起こるであろう。自由と繁栄はイギリス
の統治に依存している。もしも英中両政府が、香港の将来の統治に関する取り決
めで合意することができ、これらの取り決めがうまく機能して香港の人々に信頼
感を与えることができ、そしてそれがイギリス議会の満足のいくようなものであ
42）
れば、われわれは主権問題についても考えるであろう」
。サッチャー自身は、

開かれた香港の資本主義経済に中国の対外政策が多くを負っていることからこの
議論の説得性に自信を持っていたが、中国側の主権に対する姿勢は強硬で一切譲
歩する気はなかった。趙紫陽は「中国は、1997年に香港の主権を回収するでしょ
う。経済的繁栄は、主権の問題からみて二の次の問題です。ふたつのうち、どち
らかを選べといわれといわれれば、中国は間違いなく主権を第一に選ぶでしょう。
中国にとってもっとも重要な問題は主権の回復だからです」と述べた43）。ただ、
中国のこうした反応は、イギリス側も把握していなかったわけではなく、サッ
チャーとの会談前に趙紫陽はあらかじめ中国側の見解を半ば公式見解として人民
大会堂で待ち構えていた記者団に堂々と表明されていたものであった。このよう
な一方的な見解の表明は、香港をめぐる英中交渉に限らず、自分たちの意図を効
果的に公衆に浸透させようとするときに中国が使う常套手段であり、イギリスは
今後の交渉過程でも度々直面することとなる44）。翌日、鄧小平との会談において
も、同様の主張を繰り返したが、鄧もこれを一切聴きいれず「その気になれば中
国はその日のうちに香港に入り、占領することもできる」とさえ発言している45）。
しかし、サッチャーはひるまずに法律的見地から南京条約と北京条約により正式
に割譲された地域についてはイギリスの主権が正当に及ぶ旨主張し続け、こうし
た発言は鄧小平の怒りに火をつけることとなった。こうした中国の反応を見れば、
法の支配が伝統的に薄い中国に対しイギリスが法律的に論戦を挑んだとしても、
中国が過去に強引に結ばされた不平等条約の有効性を強調されたところで納得が
得られるはずがないのは明らかといえた46）。
さらに、中国からの帰路に立ち寄った上海・香港の記者会見では、香港島と九
龍半島の永久割譲を決めた 2 つの条約は現在でも国際上有効であり、イギリス政
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府はこれに基づき行動する権利があると発表する。さらに「一つの条約を無視し
た国が別の条約を守る保証がどこにあるのか」と先だっての中国による一方的な
見解表明に対抗して、中国を挑発する発言を行った。だが、中国の一方的主張に
反発したサッチャー首相の強硬姿勢は交渉を中断させ、翌年 3 月まで膠着状態が
続くことになった47）。

2

対中政策をめぐるイギリス外務省と香港政庁の軋轢

1982年10月から翌年 2 月上旬まで、姚広と駐中国大使クラドックとの間で香港
問題をめぐり 5 回にわたる水面下での交渉が持たれた。イギリス側は香港の繁栄
と安定を共通の目標とすることを主張したのに対し、中国は主権の行使を交渉の
前提とすると主張し、サッチャーの北京訪問時と変わらず、議論は平行線を辿っ
ていた。この間においても、中国側は秘密裏であるはずの交渉内容を度々メディ
アにリークし、議論の主導権を握ろうとした。たとえば中国は同年11月には、返
還後の香港は香港人自身により運営されるという「港人治港」の概念を公にする。
中国は、このスローガンを用いることによって、香港が植民地から解放され、実
質的な独立を勝ち取ることを中国政府が容認する印象を国際社会に強力にアピー
ルした48）。
さらに、中国は1982年 6 月23日香港マカオ工作会議において党中央が批准した
香港問題に関する12項目を発表した。これが、後に英中共同声明において中国の
立場の原型となる。この会議においては、主権問題は議論せずに1997年以降にど
のような統治を行うのか話し合うこと、またイギリスの交渉引き延ばしを避ける
ため、1984年 9 月を交渉の期限とする決定がなされる。中国政府が香港問題にお
いて、イギリスを蔑ろにして重要な決定を推し進める一方で、イギリスではロン
ドンの外務省中国専門家と香港の植民地行政官との間に意見の分岐が存在してい
た49）。ハウ外相やクラドック駐中国大使を中心とする外務省中国専門家らは中国
との対立を恐れ、中国側の主張の範囲内で合意を見出そうとしたが、香港の鐘士
元行政評議会議員やユード（Edward Youde）総督、ハドンケーブ行政長官はイギ
リスの継続統治のためなら中国との交渉決裂も辞さない考えだった。サッチャー
は、交渉の初期段階でイギリスの統治権まで譲歩するというハウ外相と外務省の
考えに対して否定的であった50）。
何とか行き詰まりを打開しようと1983年 3 月の段階で、サッチャー首相が趙紫
陽に対して、外交顧問であったクラドックの説得に従って個人的な書簡を送った。
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これによって、交渉の第二ラウンドが同年 7 月から20回以上にわたり開始される
こととなる。交渉にあたりイギリスが、北京、ロンドンそして香港の三者による
協議であるべきとする「三脚椅子論」を持ち出した際には、中国は強く反発し激
しい非難を浴びせた。中国側はあくまで、この交渉は英中の二国間交渉であり、
中国のみが香港同胞の意見を代表し、イギリスに代弁される筋合はない、という
立場であった51）。また、イギリス側は依然としてイギリスの行政権が香港の経済
的繁栄にとって不可欠であることを中国に説き続けた。しかし中国側にとって、
このような提案は「すなわちもう一つの不平等条約を認める」ことに等しく、第
3 回会談が終わるころには、当初交渉の進捗を示すため発表されていた「有益か
つ建設的」という陳腐な声明さえなくなり、交渉は再度決裂寸前となる。この段
階にいたっても、ハウ外相が認めるように、イギリス内部つまり香港とロンドン
の外務省との意見対立は収まる気配がなかった52）。
そして、第 5 回の交渉が始まる前には、クラドックは外務省やユード総督を説
得し、交渉決裂に持ち込み中国の自由に香港の将来を決するよりは、決定的な対
立を回避し、中国側の提案について香港の安定と繁栄を実現可能か検証していく
解決策を提示して回った。この段階にいたって、サッチャー自身も交渉決裂を避
けるためには中国に対して統治権について譲らねばならぬと考えるようになって
いた53）。イギリスの戦略の焦点は、主権と統治権を中国に譲る代わりに、香港の
枠組みと生活様式を法律的に細かく裏付けることへとシフトしていた54）。

3

共同声明調印へ

イギリス側は、統治権問題の譲歩がやむをえないという決定を、香港における
住民の混乱を抑えるため暫く公表せずにいた。しかし、ついに1984年 4 月、ハウ
外相の立法評議会における発言により、香港住民は中国への返還が決定的となっ
たことを知ることとなる。ただ、ハウは、同時に中国政府が「高度の自治」を約
束したことを強調し、「イギリス統治の最後に、香港は代議制の路線に沿ってま
すます発展する」と語った55）。イギリスが香港に民主主義を一定程度導入する旨
語ったのは初めてのことであり、その背景にはこれまでの交渉において香港市民
の声が蔑ろにされ、英中合意に彼らの声を容れることの重要性が次第に認識され
たからと言える56）。これを受け、同時期に中国は「英中合同連絡委員会」を香港
に設置し、イギリスが撤退前に何らかの問題を引き起こすことを防ぐための監視
機関の設立を画策した。一方のイギリスは、当機関が香港政庁を差し置いて「第
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二の政府」として振舞うことを危惧し、影響力を最小限にとどめるための努力を
積み重ねた。結果として、イギリス側は英中合同連絡グループという、単なる連
絡機関としての色彩に改めることに成功する57）。さらに、香港の鐘士元や譚惠珠
ら任命議員はこの機関を逆手にとり返還後の中国による香港運営を監視する機関
として利用するようハウ外相を説得した。
1984年 7 月のハウ外相訪中時点において、すでに鄧小平自らが設定した1984年
9 月という期限がイギリスの対中交渉にとって有利に働くようになっていた58）。
このため、 7 月には周南との交渉の席で、英中合同連絡グループが返還後2000年
まで継続されること、さらに 9 月のハウ外相と呉学謙外相との交渉では、重要な
文言として「1997年以降の香港の立法機関は占拠を通じて組織され、行政は立法
に対して責任を負う」という提案が共同声明に盛り込まれることとなる。さらに、
仮調印前の交渉では、西欧式の民主的な政府の条文を挿入したい意図から、イギ
リスは「アカウンタブル」の用語を合意文書に挿入することに成功している59）。
無論、これらの条項は、のちにパッテン総督が香港民主化の拡大の根拠として援
用する基礎となる重要な文言と言える。そして、英中間の香港返還に関する合意
文書は、1984年 9 月26日に仮調印され、英国議会、中国全人代常務委の承認を受
けた後、同年12月19日に正式調印された。共同声明の冒頭において、両政府の立
場は次のように明記されている60）。
「新界」を含む。以下香港と称する）
1 ．中華人民共和国は香港地区（香港、九龍、

の祖国復帰が全中国人民の共通の願いであり、中華人民共和国が1997年 7
月から香港に対し主権の行使を回復することを決定したことを声明する。
2 ．連合王国政府は、連合王国政府が1997年 7 月 1 日に、香港を中華人民共
和国に返還することを声明する。
また、その骨子は、
1 ．1997年 7 月 1 日をもって中国は香港の主権を回復し、憲法に基づいて特
別行政府とする。返還後50年間は現行の資本主義経済、社会体制を維持す
る。
2 ．返還後、外交と防衛を除き、高度の自治権を認める。特別行政区政府は
香港住民で構成、行政長官は選挙もしくは協議で選び、中央政府が任命す
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る。
3 ．1997年以後「中国香港」の名称で世界各国との経済・文化関係を維持発
展させる。国際金融センターとして市場を開放、資金の出入りを自由化す
る。
4 ．共同声明の発効から2000年まで合同連絡小委員会を設置、共同声明の実
施について協議、政権の円滑な引継ぎを討議する。中国の主権回復までは
イギリスが香港の繁栄と安定に責任を持ち、中国がこれに協力する。
というものであった61）。ただ、英中の当局者は、共同声明自体を発表することに
成功したものの、主権の問題をはじめとして、双方の主張を両論併記するという
形式に帰結せざるを得なかった。その中身の解釈や香港の政治体制をめぐって、
返還までの13年間にわたって、英中の応酬は続くこととなるのである。

Ⅳ

英中の短い蜜月

1

香港基本法の制定へ向けて

香港をめぐる英中共同声明の内容は国際社会から好意的な反応をもって歓迎さ
れた。当時の国連事務総長デクエヤルは、「現代の国際関係において、効果的か
つ穏やかな外交の成果を示した傑出した見本のひとつ」と両国の外交努力を賞賛
した62）。しかし、英中共同声明において、合意された内容には、文言の解釈やそ
れに伴う香港の政治体制をめぐる重大な議論が立ちはだかっていた。返還交渉に
あたって鄧小平により新華社通信香港支社長に任命され、「赤い香港総督」と呼
ばれた許可屯が述べるように、共同声明調印後から返還までの道のりにおいて最
も重要とされた作業は、「香港特別行政区基本法」の制定であった63）。これは、
共同声明において、返還後香港の政治経済体制を示すいわばミニ憲法として、中
国側が専らその起草から制定まで専権的に行うことで合意されたものであった。
鄧小平は、基本法制定にむけた原則を起草委員会に伝達していたが、その内容を
1987年 4 月12日に起草委員会の委員に向けた演説にて初めて公表した。その大要
として、「 1 条文は細かすぎず、原則を示すべきこと、 2 政治制度の西洋化や三
権分立への反対、 3 急進的な普通選挙導入への反対、 4 中央政府の不介入と共産
党政府転覆の拠点となることを禁ずること」が示された64）。以上のような原則に
従って、香港人の起草委員会や諮問委員会への参加を求めながら、中国側は1985
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年 7 月 1 日に「香港基本法」起草委員会の第 1 回全体会議を北京に召集する。中
国の専権事項とされながら、イギリス政府も中国が共同声明の内容を忠実に遵守
するかどうか監視する必要があった。また他方で、中国政府にとっても返還まで
行政管理権を握るイギリスの協力が不可欠という認識が共有されていた。そのた
め、両国外務省の声明による見解の表明や英中合同連絡グループなど外交ルート
からイギリスも基本法制定に積極的に関与していくこととなる65）。
起草の過程で英中間での最大の対立点となったのは、香港における議会制度の
導入をめぐる問題であった。共同声明では、香港の政治経済体制の「現状」が50
年間不変であることが定められたが、英中で「現状」をめぐっての解釈が対立し
ていた。イギリス側には、「現状」を1997年の返還時点と定義し、それまでの13
年間において香港の政治体制をより民主的なものにするという意図があった。そ
れに対して、中国は可能な限り1984年以前の現状維持を志向し、議会制導入と
いった体制の変革には一貫して反対の立場を採った66）。香港における民主化導入
をめぐっては、1984年12月の正式調印とほぼ同時期に、イギリスは「香港白書」
を発表し、この中で明確に議会制度改革の目標を掲げ「より直接的に香港人に対
して責任を負い、また、確固として香港に根付いた代議制を中央部門に徐々に確
立しなければならない」と述べている。実際に、これまで全ての議員が総督の任
命により選ばれていた立法評議会議員について、1985年に間接選挙枠を15名とし、
1997年までに直接選挙導入の見通しを提示している67）。また、このようなイギリ
スによる急進的な代議制導入の発表は、民主化は経済発展を阻害するとの見方が
支配的な上流階級の香港人に若干の不安を抱かせ、他方で返還後の中国支配に不
安を抱く香港市民にとって歓迎されるものであった。
このように、イギリス政府の戦略は、これまで統治権の放棄など度重なる譲歩
の結果として、香港においても民主化を急ピッチで進めることにより香港におけ
るイギリスの既得権を保持することへと変化していたことは明白であった。そし
て、中国側にとってこの動きは香港の「現状」の権力構造を根本的に変化させる
ものとして受け入れがたく、イギリス側との交渉に乗り出すことになる。中国は
結果的に、
「普通選挙」実施については、一歩一歩前に進めるという鄧小平の原
則に従って、イギリス側と協調していくこととなる68）。この時期に、香港の政治
体制は英中共同声明と基本法に従って決定されるという「収斂」の概念が登場す
る。つまり、普通選挙導入に向けた段階的な取り組みを中国政府が承認する代わ
りに、イギリスは普通選挙のペースをコントロールするという考えの下、中国政
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府の妥協的な干渉が行われた69）。当時の香港総督であったウィルソン（David
Wilson）は、中国との秘密取引の結果として、1988年 2 月の白書で、基本法に直

接選挙実施の規定を盛り込むことと引き換えに、1988年直接選挙導入の決定を延
期することを発表した。以上の民主化をめぐる問題では、双方が妥協することに
よって、返還までの香港における社会不安を減らし、主権の円滑な移行を実現し
ようと努めた結果であった。しかし、こうしたイギリスの宥和的な姿勢は、香港
における直接選挙実施への意見調査の改ざんと共に行われたため、ウィルソン総
督は中国の圧力に容易に屈したとして、とりわけ天安門事件後に非難されること
となる70）。

2

六・四天安門事件と基本法の成立

1984年から1988年までの中国の国内政治は、改革派と保守派の対立による緊迫
的な雰囲気に包まれていた。1978年の改革開放による市場経済路線の導入と、国
内における政治的締め付けは、中国内に根源的な矛盾を生じさせ、政治的な不満
の噴出が度重なっていた。1987年の正月には方励史に率いられた全国的な学生運
動が西洋的な政治制度や人権問題を訴え、1989年の際には開明的な政治指導者と
目されていた胡陽邦の突然の死とともに、民主化を求める勢いは決定的なものと
なる71）。中央指導部へ向けた激しい怒りや自由化を求める学生らに対し、多数の
学生や市民の死を伴った人民解放軍による武力鎮圧が図られたことは周知の事実
である。
この事件により、とりわけ深刻な影響を受けたのは香港市民であった。香港で
も連日にわたり大規模な街頭デモが行われ、多額の義捐金が北京に野営する学生
のもとへ送られた72）。香港の立法・行政評議会もすみやかな民主化を全面的に支
持する動議を可決し、いまや香港では中国に対する恐怖や不信が渦巻き、民主化
こそ香港を守る唯一の砦であると信じられるようになっていた73）。イギリス政府
は中国に対し強硬な制裁措置をとった。サッチャー首相による非難声明が英中共
同声明履行を求める声明とともに出され、予定されていた英中合同連絡グループ
をはじめ英中間のすべての外交的接触が中止された74）。この事件を直接的なきっ
かけに、イギリスでは、香港に対し「英中共同声明」に合意された「高度の自治」
に基づく繁栄と安定を実現するためには、民主的な制度を1997年以前に定着させ
ることによって、将来中国の圧力に対抗する予防手段を与える必要があると考え
られるようになった75）。
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しかし、イギリスが中国との協議なくして一方的な民主化を断行しても、返還
後にすべて取り消される可能性があった。そのため、中国との交渉を行うことに
より、中国が1990年 4 月に公布する予定だった基本法に、これまで以上に踏み込
んだイギリスの民主化案を反映させる必要があった76）。このような必要から、
サッチャー首相の書簡を携え、クラドックが1989年12月 4 日に秘密裏に訪中し、
立法機関の直接選挙議席数拡大を中国に受け入れさせるための交渉を開始した77）。
そこで、クラドックは1991年の立法評議会選挙では全60議席のうち直接選挙枠を
10議席から20議席に増やし、1995年の立法評議会選挙では24議席に拡大する提案
を行ったが、中国は直接選挙の議席拡大に関してまったく譲ろうとしなかった78）。
しかし、ウィルソン総督は、クラドックに続き訪中し説得を重ねた。さらに、ハー
ド（Douglas Hurd）外相と銭其琛外相との書簡のやりとりでは中国は次第に柔軟
な姿勢を示した。最終的に1991年の立法評議会選挙では18議席、1995年の選挙で
は20議席を直接選挙で選び、返還後の1999年に24議席、2003年に全議席の半数で
ある30議席を直接選挙で選出することが、基本法において合意された79）。さらに、
主権のスムーズな移行のために、1995年の立法評議会議員（任期 4 年）が、1997
年の返還を超えてそのまま特別行政区における第一期立法評議会議員となる「直
通列車」方式も基本法に明記された80）。

Ⅴ

新たな英中対立の様相

1

政治家クリス・パッテンと選挙制度改革

1991年に実施された初の直接選挙では、「香港民主同盟」を中心とする民主派
勢力が全60議席中直接選挙の対象となった18議席のうち12議席を占める圧倒的な
勝利を収めた81）。このような民主派の圧勝を受けて、天安門事件以降のイギリス
政府は香港を含めた国際社会・イギリス国内社会の両面から香港の民主化拡大を
加速していくよう圧力にさらされていた82）。1987年の時点で、サッチャー首相は
早期の直接選挙を訴える香港の訪問団の会見を拒否したが、当時はイギリスの関
心は「主権のスムーズな移行」にあり、民主化を認めすぎることで香港の社会秩
序を混乱させてはならないと考えていた。しかし、この頃にはイギリスの関心は
いかにして香港住民の意思を政治に反映させるかという点へと移っていた83）。
そのような中、1992年 7 月 7 日、メージャー（John Major） 首相から史上初め
て政治的な任命を受け総督就任を果たした「最後の帝国主義者」クリス・パッテ
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ンが香港に到着する。彼は後に急進的な民主化案によって中国側交渉担当官をし
て「千古の罪人」といわしめるまで英中関係を決定的に対立させることになる。
パッテンが提起した1995年の立法評議会選挙の大規模な改革案は中国側が共同声
明破棄を示唆するほどの激しい対立を生じさせる。パッテンの民主化案は、1995
年の立法評議会選挙に関して曖昧なまま残されたグレーゾーンであったものの、
選挙年齢の21歳から18歳への引き下げや、団体投票により選出の職能代表選挙に
おいて間接選挙を通して労働者270万人に新たに選挙権を付与するものであっ
た84）。1995年の立法評議会選挙は、先述の「直通列車」方式に示したとおり、返
還後1999年までの議員を選出するものであり、中国もこの民主化案に過敏に反応
せざるをえなかった。
改革案発表後の1992年10月12日、北京を訪問したパッテン総督は、香港・マカ
オ弁公室主任である魯平により徹底的に糾弾され、選挙改革案を破棄するよう要
求される。魯平は、会談終了後の記者会見において破門宣告さながらに、三大違
反（共同声明、基本法、1989年の書簡による「秘密合意」への違反）を取り下げるま
では、一切の交渉をしないと主張した85）。また、中国はパッテンの民主化案が実
行されれば、1997年の時点で立法評議会を廃止し、香港に新たな権力の中心とし
て別の議会をつくるという脅迫も行われた86）。その後も執拗にパッテンに対して
圧力を加え、一時は共同声明の破棄をも宣言しかけた中国であったが、 4 月に
なってようやく交渉開始に向けて動きが見え始めた。しかし、交渉を開始するた
めの協議にあたっても、パッテンは対決的な姿勢を崩さず民主化を加速させたい
イギリス側の原則を貫いた。パッテンが拒絶した中国による交渉の条件とは、中
国の外務次官・姜恩柱が提示した秘密交渉であり、また香港側の代表者をイギリ
ス交渉団とともに参加させてはならないという、これまでのイギリスの外務省中
国専門家が妥協してきたものであった87）。
しかし、このような条件を呑まずに開始された交渉において、中国は意図的に
交渉を引き延ばし、実質的な動きは何一つ見せることはなかった88）。1995年選出
の議員が返還後も役職にとどまるかという「直通列車」方式をめぐって議論は紛
糾し、17回に及ぶ会談の末、交渉は決裂した89）。パッテンが選挙改革案を立法評
議会に審議させると中国を挑発する一方で、中国は1997年以降の政治制度を検討
する予備工作委員会を前倒しで北京に設置し、将来の政治制度は中国側が決める
ことを誇示してみせ、パッテンを牽制した。しかし、翌年 3 月には、選挙制度改
革案が立法評議会に上程され、審議の後賛成32、反対24で原案通り可決された90）。
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このように、パッテンの急進的な民主化をめぐって英中が鋭く対立したことで、
返還後香港の民主化は危機に立たされることになる。

2

返還の実現へ

パッテンの改革案に基づいて行われた1995年の立法評議会議員選挙では、中国
の支援の下大規模な動員を行った親中派に対して、民主派は圧倒的な勝利を収め
た。中国は、パッテンの選挙改革案を非難し、選挙戦では香港市民の投票意欲を
削ぐために、たとえ選挙で議員を選んだとしても1997年には「直通列車」から降
ろされるということを喧伝する間接的な脅しを行った。低い投票率によって、や
はり香港市民は民主化など望んでいないのだということを誇示しようとしたので
ある。このような脅しの影響もあってか、直接選挙区における実際の投票率は
1991年選挙の39.1パーセントから35.8パーセントに下落している。ただ、パッテ
ンの改革案により、有権者数は増加しているために投票者数は、75万人から92万
人に増加した91）。この民主派の圧勝を受け、同年10月には中国の予備工作委員会
は立法評議会の解体とその穴埋めを行う「臨時立法会」設立を正式に提案する。
このような民主化をめぐっての対立は続きながらも、返還が迫るにつれて英中
関係は山積する実務的な問題を協議する必要から修復へと向かっていった。1995
年 5 月にはヘーゼルタイン（Michael Heseltine）通商担当大臣が訪中し、両国の貿
易・経済関係の拡大で合意すると、これまで解決が先延ばしにされてきた香港の
終審裁判所設置問題でも合意することになる。香港では、イギリス統治下におい
てロンドンの枢密院司法委員会が終審裁判所の役割を担ってきていたが、返還後
は新たに香港に設置されることが英中で合意されていた。 3 年以上にわたり、設
置の時期をめぐって英中が対立していたが、結局法の支配の貫徹が香港経済の繁
栄に不可欠と考えたイギリス側が譲歩することによって合意が成立した。また、
これまでパッテン総督が存在すら認めてこなかった予備工作委員会からの提案を
受け入れたこともイギリス側の大幅な譲歩とみなされた92）。また、その後の10月
にロンドンにおける英中外相会談ではリフキンド（Malcom Rifkind）外相と銭其
琛外相の間で、「主権のスムーズな移行」のために協力しあう旨の合意がなされ
る。ロンドンにおける会談にあっても、翌年 1 月のリフキンド外相の返礼の訪中
においてもイギリスは、立法評議会は 4 年の任期を全うすべきとの要求を行なう
が、いずれも中国は解散の決定をすでに終わった問題であり、この立場が変わる
ことはないとして厳格に拒絶している93）。香港の民主化とパッテンによる選挙改
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革の是非は、返還後にその真価が問われることになった。

Ⅵ

結

論

ここまで、香港をめぐるイギリスの対中外交を考察して、際立った転換点とし
て天安門事件を境にしたイギリスによる英中共同声明の再評価と、それに伴い返
還までの間にイギリス統治下において香港の民主主義を確立するために中国に対
して圧力を強化したことが挙げられよう。この事件の勃発によって、これまで民
主化に懐疑的だった香港の上流階級の人々も含めた香港全体に、中国に対する恐
怖と不信が渦巻くようになる。危機感を強めた香港民主派勢力や冷戦が終結した
ばかりの国際社会からイギリス政府に向けた民主化への圧力も一層強化された。
そして、これまでの英中交渉で蔑ろにされてきた香港に対し同情する世論がイギ
リス国内を覆った。共同声明が調印された当時、その成果を賞賛し歓喜した者た
ちも、これまでの弱腰な英中交渉を非難し、見直さねばならないと考えるように
なった。これ以降のイギリスの対中外交は、香港における直接選挙議席の早期拡
大を狙って、中国に対し非妥協的な姿勢を強めていく。
交渉前段階から返還の実現までの期間で注目されるのは、イギリス側にみられ
る対中政策をめぐる深刻な意見の対立であろう。共同声明にいたるまでの交渉で
は、外務省中国専門家であるクラドックを筆頭に、アトキンスやハウ外相は、中
国に対して現実主義的な手法で、ときに香港住民を置き去りにするような秘密交
渉や妥協をしつつ、イギリスにとって必要な合意を達成しようとした。一方で、
香港において、ユード総督やハドンケーブ行政長官、鐘士元ら行政評議会議員が
香港市民の声を代表して、イギリスの統治権存続を要求し、中国に対して強硬的
な態度を採ることを求めた。結局、第二次世界大戦以降植民地帝国の解体や経済
的な困窮から衰退の途を辿ったイギリスには、中国の武力を誇示した強硬姿勢か
ら安全保障面や物理的側面において香港を守り抜く術はなく、香港が植民地であ
る以上はいずれ手放さなければならないということは必然と考えられた。また、
植民地解放という中国の国際的な立場の正当性や鄧小平のしたたかな外交戦術に
より、英中交渉にあってイギリスが常に劣位に立たされ、結果として譲歩に次ぐ
譲歩を強いられることとなった。しかし、そのような状況下にあってもなお、忍
耐強く中国との合意にこぎ着け、香港の将来の政治制度をめぐって中国から必要
な妥協を得たことは注目に値する。
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共同声明の合意以降は、主に宥和的なウィルソン総督とクラドックの主導の下、
中国と良好かつ協調的な関係を築くことによって、民主化の推進という植民地香
港においてイギリスが行いえなかった改革を進めようと試みた。その試みはある
種の密約ではありながら中国との合意を達成し、成功したかにみえた。しかし、
予想を裏切る結果となった天安門事件の勃発により、イギリス外交は、これまで
の対中政策や英中共同声明ほか基本法を含む全面的な合意の見直しを迫られるこ
ととなる。天安門事件によって、国際社会の中国に対する楽観は一変し、香港市
民もまた急速な民主化を志向するようになり、イギリス国内も人権を軽視する中
国への非難に包まれるようになる。すると、最後の香港総督として、こうした世
論の声に呼応するようにイギリスを代表する保守政治家クリス・パッテンは、香
港民主化を強引かつ独善的な手法で進めようとする。パッテンは、国際社会・イ
ギリス・香港それぞれの世論の声を代表しているとの確信の下、これまでの対中
融和的な外交姿勢を「はっきりと間違いと分かる前提に基づいていた」として痛
烈に非難している94）。ただ、パッテンにはこれまでの政治家としての経験の中で、
外交経験はなく、まして中国の政治や中国の人々について殆ど何の知識も持ち合
わせていなかったのである95）。パッテンの手法は、常に対立的方法により理念に
基づく善悪を判断しようとする姿勢であり、これまでイギリス自身が築いてきた
合意や秘密交渉の成果を無視することで中国を怒らせ、中国側に妥協の余地を残
させない外交といえた。
クラドックら中国専門家は英中の力関係の現実を認識し、中国の要求をのんで
香港住民を蔑ろにするような秘密交渉に臨んだ。一方で、自己の理念に基づいて
外交をも判断しようとするパッテンは自らの原則から外れてそのような妥協をす
る必要を理解しようとしなかった。同じように、交渉の前段階では中国側のトッ
プである鄧小平も強硬的で自己の立場を崩さない原則外交を好んだが、その背景
には香港問題に関する英中の力関係に関する考慮があったといえる。事実、香港
をめぐる英中の力関係では、安全保障面でも中国の香港への影響力は明らかに大
きく、鄧小平はいざとなればイギリスなど無視して武力により香港を回収するこ
とができた。その上、政治面においても返還後に中国が香港の政治制度を掌握す
ることは疑いようがなく、全ては中国次第であった。このように、香港をめぐる
イギリス外交は常に二分され、現在もなお評価は定まっていない。ただ、パッテ
ンの香港政策をめぐっては、たとえパッテンがイギリス政界の重鎮として政界を
通じて影響力を発揮できたとしても、英中関係の悪化を理解する上でパッテンの
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個人的要因を強調しすぎることは必ずしも適切とはいえない96）。確かに言えるこ
とは、パッテンが登場した背景に天安門事件を境にして大幅に変更されたイギリ
スの対中政策があったことである。そして、イギリス外務省中国専門家を含めた
イギリス国内のみならず香港や国際社会全体が、中国の国内政治を楽観視するこ
とを止め、天安門事件以前のイギリスによる対中政策が誤りと考えられるように
なったことである。
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