博士論文要旨

香港における少子化
-永住者、｢越境家族｣、｢越境出産」をめぐる課題と展望立命館大学大学院国際関係研究科
国際関係学専攻博士課程後期課程
フリガナ

リョウ

氏名

リョウ

シ

ナンシー

LEUNG Ling Sze Nancy

本論は社会人口学の観点から香港の少子化を取り上げ、住民の出生力、移民及び出生地
主義による「越境出産」が少子化問題に与える影響を議論した。本論の出発点となる問題
意識は、合計特殊出生率(TFR)の算定対象によって TFR の値が影響を受けることにある。そ
の対象とは、ある年次においての 15-49 歳の女性人口及びその年次に生まれた新生児数で
ある。
グローバル化の時代においては、一国・地域の人口が、単純に自国の国民のみで構成さ
れるとは限らない。つまり、一時滞在労働者、永住権を持つ在留外国人、永住志向の外国
人労働者などの多様な背景を持つ人々も含んでいる。その為、どこまでの人を、出生力の
算定に加えるかが TFR の値に大きな影響を与えると考えられる。香港の TFR に影響を及ぼ
すグループは香港人(永住者)のほか、「越境家族」(家族の呼び寄せ移民)も含めている。
本論は家族の呼び寄せ移民が香港の出生力の回復に役立っているのみならず、人口高齢化
を遅延させることにも効果的であることを明らかにした。しかしながら、呼び寄せ移民は
学歴、労働力などのスクリーニングにより受入れる者ではないため、呼び寄せ移民は労働
力を補充する効果を期待できない。
さらに、本論は香港で現れた出生地主義による「越境出産」は香港の少子化問題に新た
な衝撃を与えたと述べた。「越境出産」は香港に居住権を持つ人口を増やしたが、香港の
TFR または年少人口を増加させていない。つまり、これらの子どもは中国本土で生活しなが
ら、香港の永住者として香港の義務教育、公的医療など公共サービスを受けるという事情
がある。この事情は少子化がもたらす廃校問題など一部の問題を解決したが、香港政府に
財政的負担を与え、様々な制度を混乱させている。本論はこの事情を取り上げ、「越境出
産」は TFR の増減と無関係であるが、少子化問題と結び付いていることを議論した。
本論の末尾での少子化対策に関しては、男女平等及び仕事と育児の両立が出生力回復の
鍵であることを指摘した。男女平等は肝要なことだが、社会面のみならず、家庭面での平
等も重要であると提案した。また、「越境出産」から生まれた子どもを香港に引き付ける
必要がある一方、「越境出産」に対する理解がまだ乏しいため、「越境出産」向けの移民

政策の導入は慎重な研究が必要であると論じた。最後に、何れにせよ、香港政府の少子化
に対するスタンスは少子化問題の改善には最も重要であると指摘した。
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This dissertation examined how permanent residents, family unification migrants and babies born
by birth tourism shaped the situation of low fertility in Hong Kong and discussed policy options.
This dissertation started from the question of who should be counted in the calculation of total
fertility rate (TFR). In most case, the components of TFR include female population ages 15-49 and
new born babies of the nationals’ population in a given year. In this global world, permanent
residency allows a person to reside permanently within a certain country of which he or she does not
hold a citizenship. Consequently, who is included in the calculation will significantly alter the value
of TFR. After examining the fertility of local permanent residents couples and family unification
migrants, this research found that the TFR of local permanent residents couples were lower than
0.90 while the TFR of family unification migrants were higher than 2.10. As a result, migrants from
family unification not only help to improve the fertility rate, but also they were effective to slow
down the speed of population ageing. Besides, this research also observed the influence of babies
born by birth tourists from mainland China to Hong Kong’s fertility. This research concludes that
while babies born by birth tourists from mainland China do not affect the value of TFR or the
population, they do influence the demand of public service which usually planned by the fertility of
youth population. Thus, birth tourists are considered to have indirect influence to Hong Kong’s low
fertility situation. For policy response while gender equality and work-family balance are considered
to be the key to restore fertility, government attitude change towards low fertility and policy making
is necessary for the case of Hong Kong.

