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され，“萎縮”が進んできているとの懸念であ
る。実際に，国際的なジャーナリスト団体であ
る「国境なき記者団」による「報道の自由度ラ
ンキング」では，香港は2002年の18位から，
2017年は73位にまで落ち込んでいる1）。

本稿では，2017年9月中旬に1週間実施し
た現地調査も踏まえ，過去20年間に香港の報
道界で起きたさまざまな事案を通じて「報道の
自由」がどのような影響を受けてきたのかを振
り返るとともに，最近，既存メディアに代わっ
て急速に普及しているネットメディアの現状に触
れ，それが香港の報道の自由にどこまで貢献し
うるかを検討する。なお，本稿での「報道の
自由」は，ニュースメディアの「報道の自由」を
中心に置くが，「言論の自由」「出版の自由」も

──はじめに

イギリスの植民地だった香港が中国に返還
されてから20年が経過した。1997年の返還当
時は，自由放任の市場経済で運営される香港
が，共産党の一党独裁体制下にある中国の管
理下に置かれることで，その経済的な活力が
失われるとの懸念もよく聞かれたが，香港経済
はその後，中国本土との関係を密接化させつ
つ，まずまず順調な成長を遂げてきた。　　

しかし，最近は経済とは別の面での懸念が
香港に広がっている。香港が中国本土とは別
の社会システムを維持するとした「一国二制度」
が揺らぎ始め，特に中国本土にはない香港の
魅力であった「報道の自由」がじわじわと侵食

香港が中国に返還されてから20年が経過したが，この間に香港の「報道の自由」がじわじわと侵食されていると
の懸念が高まっている。本稿では，2017年9月中旬に1週間実施した現地調査も踏まえ，過去20年間に起きた香
港の「報道の自由」に関わる事案の数 を々紹介するとともに，個別のメディアとして香港最大の商業局であるTVBと
公共放送のRTHKの2局を取り上げ，より詳細に見ていく。さらに最近，既存メディアに代わって急速に普及してい
るネットメディアの現状に触れ，それが香港の報道の自由にどこまで貢献しうるかを考察する。

結論的には，テレビや新聞などの既存メディアに関しては，中国政府とその意向を反映した香港政府や経済界に
よる，政治的・経済的な「圧力」の影響が次第に顕在化していて，報道の自由の“萎縮”が進んでいると思われ，
特に商業局のTVBではその傾向が顕著である。公共放送のRTHKに関しては，組合や現場の職員の間にこうし
た風潮に抵抗する意識が強く，圧力を押し戻す事例も少なくなかったが，予算や人事を通じた間接的な「締めつけ」
で次第に「大人しい」状態になりつつあるのも否めない。一方，既存メディアの“萎縮”と反比例するようにネットメ
ディアは続 と々誕生しているが，既存メディアと比べると記者の数など規模の小ささは歴然としており，その影響力
は上がってきたとはいえ，まだ極めて限定的である。こうした中で，香港のネットメディアが「報道の自由」の維持
のためにどこまで貢献できるか，その今後には目が離せない。

香港の「報道の自由」に高まる危機感
～中国返還から20年で進む“萎縮”～

メディア研究部　山田賢一　
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含めて議論する。構成は以下の通りである。

Ⅰ　香港返還後 20 年間の香港メディア概況

Ⅱ　個別メディアの実態
―商業局と公共放送―

Ⅱー 1　TVB
Ⅱー 2　RTHK

Ⅲ　最近のメディア動向
―ネットメディアの台頭―

Ⅳ　まとめ

Ⅰ　香港返還後 20年間の
──────香港メディア概況

香港の報道関係者にこの20年間のメディア
環境を聞くと，大部分の人は「悪化した」と答
える。その内容をまとめると，20年の間にお
おむね3回の「転機」があったという。

中国政府は返還当初，香港返還を台湾統一
のための一里塚として，香港が中国の一部に
なったあとも自由と繁栄を謳歌しているとPRし
ようとした。香港メディアに対する介入は，あっ
ても比較的控えめで，香港市民の反発を無視
してごり押しするようなことはなかった。

例えば1998年3月，北京で開かれた全国政
治協商会議（有識者による中国共産党・政府
への諮問機関）の分科会で，香港選出の委員
として参加していた親中派雑誌『鏡報』の徐

じょ

四
し

民
みん

社長が，政府交付金を財源に運営する公
共放送のRTHKについて，「税金を使って董

とう

建
けん

華
か

長官（当時）と中国政府に反対を唱えて
いる」などと激しく批判したことがあった 2）。こ
の徐氏の発言は，RTHKを中国本土のように
政府の管理下に置こうとする意図が強く表れ
ていたことから，香港で大きな反響を呼んだ。
RTHKは直ちに「公共機関の役割に対する徐

氏の考えは，一般の香港市民と異なる」などと
反論，当時香港特別行政区ナンバー 2だった
陳
ちんほうあんせい

方安生（Anson Chan）政務長官も徐氏の
発言を明確に批判し，親中派はいったん矛を
収める形となった。

こうした中国政府の香港に対する「融和路
線」が変更されるきっかけとなったのが，香港
政府が起草を手がけた「国家安全」条例が言
論の自由を侵害するとして，2003年7月1日に
起きた「50万人デモ」だった。人口約700万の
香港で50万人は大変な規模である。このデモ
に驚愕した中国政府は，香港の諸メディアが，
デモに参加するよう香港市民を“そそのかした”
と見て，その後，香港メディアのコントロール
強化に動いたとされる。

1回目の「転機」は2003年の大規模デモだっ
たが，2回目の転機と見られているのが，2008
年の北京オリンピック前後の時期である。この
頃から中国政府は，香港メディアのオーナーの
大部分を全人代（日本の国会に相当）の代表
や政治協商会議の委員という名誉職的なポス
トに任命して，取り込みの強化を図るとともに，
香港で「国民教育」（中華人民共和国の国民と
しての意識を涵養する教育）を実施して民族主
義を強調するようになっていた。

そして3回目の転機は，習近平が総書記に
就任した2012年以降である。習近平体制で
は，2013年5月に国内の大学に対し，「普遍的
価値」「報道の自由」「公民の権利」「司法の独
立」など7項目について「語ってはならない」と
する禁令を出したのをはじめ，同年8月にはネッ
ト上で多くのファンを抱え「大V」と呼ばれるオ
ピニオンリーダーたちを，「買春」や「違法経営」
などの容疑で次 と々拘束，国営の中国中央テレ
ビ（CCTV）のインタビューで懺悔する映像ま
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で放送させるという念の入れようだった 3）。中
国本土でこれだけの統制強化が進むと，香港
もその影響が大なり小なり及んでこざるを得ず，
主要メディアの「親中化」が一段と進んだと言
われる 4）。

次に，香港の報道の自由に関して，この20
年間に具体的にどのような事案が起きていたか
を振り返りたい。各事案には，主に政治的要
因によるものと，経済的要因によるものがある
が，まず政治的要因と考えられるものから見て
いく。

政治的要因による事案

■ 銅鑼湾書店関係者失踪事件

この20年間のメディアに関する事案で，最
も香港人に衝撃を与えたのは，2015 ～ 16年
にかけて起きた，銅鑼湾書店の関係者の失踪
事件と言えるだろう。これは，中国政府に批
判的な書籍を発行する銅鑼湾書店の幹部5人
が相次いで行方不明になった事件で，このうち
4人はその後，中国当局に拘留された状態で
CCTVや香港フェニックステレビのインタビュー
に登場し，罪を認めて懺悔していた。ところが
幹部の1人である林

りん

栄
えい

基
き

氏が釈放されて香港
に戻ったあとの2016年6月，記者会見し，罪
を認めた供述について「事前に原稿が用意され
ていた。その内容を記憶して話さなくてはなら
ず，間違えたら撮り直しをさせられた」と述べ，
テレビでの“自白”が強制された意に反するも
のだと証言したのである。またこの事件では，
林氏ら3人が中国本土で拘束されたのに対し，
1人はタイで，また実質上の経営者の李

り は

波氏
は香港で失踪したことから，特に李氏のケー
スについては中国の当局者が香港に踏み込ん
で李氏を連行した，「一国二制度」を侵害する

行為ではないかとして，
香港市民を震え上がら
せた 5）。筆者は今回の
香港訪問の際，林氏に
会って話を聞いた。

林氏は，当局が問題
視したのは習近平の以
前の愛人とされる人物
に関する書籍で，その

取り調べが行われた8か月間の拘束期間中，特
に最初の5か月間は1人だけで閉じ込められた
状態で辛かったと述べた。釈放後，リスクを冒
して経緯の公表に踏み切ったことについては，

「ずいぶん考えたが，自分が話さないと多くの
香港人に悪影響を与えて申し訳ない，自分1人
の問題でないと思った」としている。そして香
港に滞在していた李氏が中国当局に捕まったこ
とこそ香港の自治を揺るがす大問題であり6），
2003年に一度棚上げになった国家安全条例が
今後制定されれば，出版の自由はなくなり，自
分も香港に住めなくなると懸念を示した。

■ HKTVの無料テレビ免許申請却下

香港特別行政区政府（以下，香港政府）は
2013年10月，4年来の懸案であった無料テレ
ビ免許の交付問題について，申請のあった3
社のうち，旧City Telecom系のHKTV（Hong 
Kong TV）を除く2 社に免許を交付すると発表
した。香港では従来，TVBとATVが無料の
地上放送サービスを提供してきたが，ATVが
弱体化する中で，事実上TVBが独占的な立場
を確立し，市民からはより多様なサービスを求
める声が出ていた。そうした中，政府の決定
の4年前に3 社が相次いで無料テレビ事業の
免許を申請し，2年前には規制機関が3 社す

林 栄基氏
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べてに免許を交付すべきとの提言をまとめてい
た。ところが政府はその後 2年間，免許交付
の結論を出さず，最終的に，当時最も積極的
にテレビ事業参入の準備を進めていたHKTV
のみを除外する結論を出したのである。発表の
会見で記者たちが重ねてHKTVの落選理由を
尋ねたのに対し，商務・経済発展局の蘇

そ

錦
きんりょう

梁
局長は，「行政会議の会合内容は機密に当た
る」として公表を拒んだ。メディア関係者の間
では，業界の風雲児的な存在のHKTVが参
入すると，競争が活発化し，もともと香港人の
多くが嫌悪感を持っている中国政府への批判
的な報道が増えることを懸念したとの見方が
出た 7）。　

経済的要因による事案

次に，主に経済的要因と見られるものだが，
多くのメディアに共通する項目ごとに紹介して
いく。

■ 中国資本による香港メディアの株式購入

香港のジャーナリスト団体である香港記者
協会は，毎年，報道の自由に関する年次報告
書を発表しているが，2017年版では，香港の
主要メディア26 社のうち8 社について，中国
資本が株式を取得したとして，その影響力拡
大に懸念を示している 8）。この8 社とは，チャ
イナデイリー香港版，大公報，文

ぶんわい

匯報，香港
商報，フェニックステレビ，成報，サウスチャ
イナ・モーニング・ポスト（以下，サウスチャイ
ナ），TVBだが，うち前の5 社はもともと中国
共産党系のメディアである。問題はあとの3 社
で，特に無料地上テレビ局として香港で圧倒
的な存在感があるTVBや，外国人が中国情
報を入手するときに重宝している高級英字紙の

サウスチャイナの株式を中国資本が取得するこ
とは，香港メディアの報道に少なからぬ影響
を与えると見られている。このほか，2017年
にはこの8 社とは別に有料多チャンネルサービ
スのi-Cableも中国資本による投資が明らかに
なるなど，近年こうした動きは加速の一途であ
る。TVBやサウスチャイナは，以前から親中
派財界人がオーナーを務める中，中国報道が
中国寄りになっていると指摘されてきたが，中
国政府はより直接的な香港メディアの支配を目
指しているようである。

■ 広告の出稿と取り消し

香港でのメディアの広告収入は，多くが香港
の金融・不動産企業からもたらされる。こうし
た企業はいずれも中国ビジネスとの関わりが深
いのだが，最近は中国政府の意向を受けたと
見られる広告の出稿，または出稿の取り消し
が行われている。2013年から14年にかけて，
中国政府への忌憚ない批判で知られるりんご
日報に対するHSBC，恒生銀行，東亜銀行な
ど大手銀行による広告が一斉に姿を消した。
これによってりんご日報のページ数は一気に6
ページほど減少した。また無料紙の「am730」
についても，2013年の第4四半期から，中国
銀行，中国建設銀行，中信銀行など中国本土
系銀行からの広告出稿が急減，毎月の広告収
入が最大で120万香港ドル（約1,700万円）減っ
た。

■ 「友好的なメディア」を優遇

先述の銅鑼湾書店事件の際，拘束中の書
店関係者のインタビューを行ったメディアには，
中国本土のCCTVに加えて，香港のフェニッ
クステレビや星島日報が含まれていた。このう
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ちフェニックステレビは中国本土系だが，星島
日報はもともと台湾の国民党に近かったのが，
1998年以降中国寄りにスタンスを変えた新聞
である。中国政府はこうした「友好的なメディ
ア」に特ダネを提供したり，要人の単独会見を
セットしたりすることで，香港のメディア全体を
コントロールしようとしているというのが，香港
のメディア関係者の見立てである。

■ メディア人事への介入

中国政府が香港のメディアオーナーの中国
ビジネスにさまざまな便宜を図る中で，オー
ナーを通じて新聞の編集長を「物わかりの良い」
人物に差し替えたと見られるケースもあった。
2013年5月に信報の陳

ちん

景
けいしょう

祥 編集長が交代し
た事例や，2014年1月に明報の劉

りゅうしんと

進図編集長
が交代した事例がそうで，この後両紙の報道
はやや中国寄りになったと言われている。

インタビュー

次に，こうしたさまざまな事案が起きる中で，
香港のメディア関係者がこの20年間のメディア
環境の変化をどう見ているのか，現地でヒアリ
ングした内容を紹介したい。

劉
りゅう

慧
けいけい

卿
元サウスチャイナ・TVB記者，前民主党党首

「どんどん悪化が進み心配」

劉氏は2016年9月まで立法会の議員で，同
年末まで民主党党首を務めていたため，政治
家としてのイメージが強いが，サウスチャイナや
TVBの記者などとしてメディア界に15年いて，
ジャーナリスト団体である香港記者協会の会
長だったこともある人物だ。

劉氏はこの20年のメディア環境について，

「どんどん悪化が進んでいて心配だ」と述べる。
彼女は特に銅鑼湾書店事件を重大視していて，
2015年5月に中国の張

ちょうとくこう

徳江全人代常務委員長
（日本の国会議長に相当。張氏の中国共産党
内の序列は第3位）が香港を訪れ民主派の議
員を含む関係者と面会した際，張氏に対してた
だ1人この問題を提起し，以下のように述べた
という。

「今は1997年以降で
最も暗黒の時期だ。あ
なたたちが 香 港の内
政に干渉するため，私
たちはとても気分が悪
い。銅鑼湾書店事件に
ついて，多数の香港人
と国際社会は，中国本
土から人が来て李波氏

を捕まえたのは一国二制度に違反していると見
ており，香港人は恐怖を感じている。李波事
件で一国二制度という防火壁が壊された」

ここまで言ったところで，当時の香港立法
会の議長が「次の人」と言って，話が終わった
が，あとで中国政府関係者が香港の民主党関
係者に対し，「おたくの党首が張委員長を罵っ
た」とクレームをつけてきたという。

劉氏は，現在はさまざまなメディアで中国の
影響が拡大し，中国共産党を怒らせるようなこ
とはしなくなってきたと述べる。例えば有料多
チャンネルサービスのi-Cableは，これまで中
国本土の人権活動家の報道を積極的に行って
きたが，赤字が原因で2017年にオーナーが親
中派財界人に代わったため，今後については
楽観できないという。そしてi-Cableのほかに自
らが仕事をしてきたTVBとサウスチャイナの名
前を挙げて，「みな少しずつ変わっていき，少

劉 慧卿氏
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しずつ（希望を失った）人が辞めていく」と述
べ，香港メディアの将来にも悲観的な見方を示
した。

陶
とうけつ

傑 商業電台ラジオ司会者
「中国経済の巨大化が香港メディアに影響」

陶氏は父親が親中派
の新聞「大公報」の副
編集長で母親も同紙の
編集者というメディア人
の家庭に生まれたが，
本人はイギリスに留学し
たあとBBCで9年間勤
めたこともあり，報道の
自由への思いは強い。

2003年以降，ラジオ局の商業電台で週5日間，
『光明頂』という番組の司会者をしている。

陶氏は，過去20年間でテレビや新聞に中国
もしくはその代理人の資金が入ったことを挙げ
るとともに，中国の経済規模が巨大化する過
程で，メディアオーナーがだんだん中国の言う
ことを聞くようになり，それが一線の記者にも
影響を与えていると指摘する。またりんご日報
のように中国政府に批判的なメディアに対して
は，企業が広告を出すとすぐに中国政府の香
港駐在事務所である中聯弁から出稿をやめる
よう求める電話が入り，これが中国政府に批
判的なメディアの経営悪化を招いていると述べ
る。最近は，香港の民生に関わる問題での政
府批判は大丈夫でも，香港の前途についての
議論（中国から独立すべきかどうか等）や，中
国の政治指導層における権力闘争のような“敏
感”なテーマは避けるようになったという。

馬
ば

逢
ほうこく

国 立法会議員
「ネットメディア出現で自由の空間は拡大」

馬氏は記者の経験はないが，もともと映画
業界の関係者で，香港衛星テレビに2年半い

たことがある。2012年
からスポーツ・演芸・
文化・出版界の代表と
して立法会の議員を務
め，「建制派」と呼ば
れる親中派に属する。

馬氏は過去20年間
においてメディアの自由
の空間はさらに広がっ

ていて，以前ほど自由でなくなったとの見方に
は同意しないと話す。そして香港のメディア環
境変化の主な要因は，技術革新によってネット
メディアが生まれたことだと指摘する。これに
よって，デジタルラジオを運営していた商業局
が3つとも経営悪化で免許を返上するなど，既
存メディアの問題は主にネットメディアの発展に
よるものだとの見方を示す。そしてメディア環
境が悪化していない根拠として，ネットメディア
が何の規制も受けずに政府を罵ったり自らのイ
デオロギーを宣伝したりしていることを挙げる。
その一方で，既存メディアにおいて報道の“萎
縮”があるかどうかについて，馬氏は触れな
かった。

Ⅱ　個別メディアの実態
―商業局と公共放送―

次に，香港の個別のメディアについて，この
20年間の動向を詳細に見ていく。対象として
は，香港の商業局で常にリーダー的存在であ
り続けたTVB（Television Broadcasts，電視

馬 逢国氏

陶 傑氏
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廣播）と，組織的には政府の一部門であるが
BBCにならって編集権の独立が規定されてい
る公共放送のRTHK（Radio Television Hong 
Kong，香港電台）を取り上げ，それぞれが抱
える問題点を明らかにしたい。

Ⅱー1　TVB

TVBの報道については，この20年で中国
寄りになったという見方がメディア関係者の間
では共有されており，香港市民の間でも，そ
の内容が中国国営のCCTVと大して変わらな
いとして，「CCTVB」と呼ぶ人も多い。そうし
た評価がなされるに至った主な出来事を振り
返ってみよう。

■ 「雨傘」報道で警察の暴力シーンをカット

香港で雨傘民主化運動 9）が最盛期を迎えて
いた2014年10月14日，7人の警察官が民主派
の公民党党員で社会活動家の曾

そうけん

健 超
ちょう

氏らを，
手錠をかけた状態で公園に引きずり込んで
殴打する事件があった。このとき現場にいた
TVBのクルーは一部始終を撮影，当初はその
まま報じていたが，翌朝，編集幹部が出社し
たあとは関連の映像がカットされ，この措置に
反対した記者数十人が署名活動をしたところ，
主な人物が調査部門に異動させられた。

■ 親中派政党関係者のTVB報道部幹部就任

2015年3月，TVB報道部の編集主任（Man-
aging Editor）に，親中派政党「民建聯」前幹
事長の陸

りくかんとく

漢徳氏が就任した。

■ 銅鑼湾書店事件で“憶測”をトップニュースに

既述の銅鑼湾書店事件に関して，2016年1
月5日，香港の議会である立法会の呉

ご

亮
りょう

星
せい

議
員は，立法会の議場で友人からのショートメー
ルとして，行方不明の李波氏ら5人が相前後
して，小さなボートを使って中国本土に買春に
行ったという情報を読み上げた。呉議員はこ
の情報について「これは憶測だ」とも付け加え
ていたが，TVBは当日夜のトップニュースで呉
氏の発言を伝えたうえ，最後の「これは憶測
だ」という部分をカットしていた。

■ RTHKの風刺番組を規定通り放送せず

TVBは放送条例の規定により，これまで独
自のテレビチャンネルを持たなかったRTHKの
制作するテレビ番組について，ゴールデンタイ
ムの放送枠の一部を提供して放送することに
なっている。2017年6月30日，TVBは午後6

TVBは，1967年に開局し，香港最大の
地上テレビ局として君臨してきた。無料の
地上テレビ局としては，ほかに1973年に
開局したATVがあり2局体制が長く続いた
が，ATVは1990年代から経営が悪化し，
TVBが視聴シェアの大部分を占める事実上
の1強体制であった。アナログ放送では広
東語のTVB Jade（翡翠台）と英語のTVB 
Pearl（明珠台）の2チャンネルだったが，
2007年12月からスタートした地上デジタ
ル放送では，現在，Jade，Pearlに加えJ2

（J2台），TVB News Channel（無線新聞
台），TVB Finance Channel（無線財経台）
の計5チャンネルを擁している。ドラマなど
の娯楽番組に強く，中国本土や台湾など
に向けた域外向けの衛星放送も実施してい
る。TVBのオーナーは，長らく実業家の邵

しょう

逸
い つ

夫
ふ

（Sir Run Run Shaw）氏が務めてき
たが，2011年に香港や台湾の実業家，そ
れにアメリカの投資会社が共同で設立した
Young Lionが株式全体の26％を取得，そ
の後，Young Lionの株式の一部は中国の
メディア投資会社の華人文化産業投資基金

（China Media Capital，CMC）に売却さ
れた。
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時からRTHKの時事風刺番組『頭条新聞』を
放送することになっていたが，放送開始の8分
前になってRTHKに対し，当時香港を訪問中
だった習近平国家主席の講話を紹介する特別
番組を放送するため，『頭条新聞』を別のチャ
ンネルの深夜番組帯に移すと通知，実際は数
分間の特別番組のあとに風水などの番組を流
したため，RTHKの強い反発を招いた。メディ
ア関係者の間では，習近平国家主席を風刺の
対象とし，民主派活動家の故・劉

 りゅうぎょう

暁波
は

氏につ
いても言及していた当日の『頭条新聞』の放送
を，TVBが中国への政治的配慮から取りやめ
たとの見方が出ている。

こうしたTVBの“変質”を間近で見続けた人
物が，2017年に1冊の書籍を出版した。書名は

『二十道陰影下的自由』
（20の影に覆われた自
由）10）で，著者はこれま
でTVBで20年間にわ
たり報道の仕事に携わ
り，現在は香港中文大
学で教鞭をとっている
區
おう

家
か

麟
りん

氏である。
同書は自らの経験に

加え，2014年9月から
2016年5月にか け て，TVBの37人，RTHK
の10人を含む計 69人のテレビ局関係者（記
者，カメラマン，デスク，幹部）に対して行っ
たヒアリングをもとにまとめたものである。區
氏は書籍の中で具体的事案についてどこの会
社のことかは明記していないが，筆者に対し

「TVBだけの問題として紹介したくなかったた
め」として，実際は大部分がTVBの事案であ
ることを認めている。同書の内容の詳細は末
尾の資料を参照されたい。

この區氏の著書は，明報日曜版やネットメ
ディアの立場新聞，端傳媒で紹介されるなど，
一定の反響があった。香港訪問中に區氏と直
接会って話を聞いた。

インタビュー

區家麟 元TVB記者
「TVBオーナーの上に中国政府というオーナー」

區氏によると，TVBの過去20年を振り返っ
てみると，特にこの数年の変化が大きいとい
う。中国報道に関しては，経験豊富な人材が
次 と々会社を辞め，北京や広州に駐在する記者
の多くが1 ～ 2年しか経験のない人物になって
いる。また，TVBのニュース部門は，以前は

「金食い虫」だったのに，デジタル化で増えた
チャンネルで「ニュース重視」から「情報重視」
に切り替えて番組を作り出したところ，利益が
出るようになった。もともとニュース部門にいた
記者がこうした情報番組に異動しているため，
ジャーナリズムを背負う人材がいなくなるのだ
という。そして區氏は，これまでテレビ局の中
では最も頑張ってきたi-Cableが赤字のため親
中派財界人に身売りした中で，新しいオーナー
が「経済情報重視」を表明していることから，
TVBと同じ道をたどることを懸念している。そ
してこうした各メディアのオーナーの上には，中
国政府というさらに強力なオーナーがいるとい
う構図にあると區氏は述べた。

TVBへの取材に関して，会社本体もしくは
現役のジャーナリストへの直接の取材は認めら
れず実現しなかったが，OBに関しては區氏の
ほかにもう1人，TVB出身で現在は商業電台
で高級顧問の仕事をしている陳

ちん

志
し

雲
うん

氏を取材
することができた。

區 家麟氏
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陳志雲 元TVB社長「親中派メディアに変質」

陳氏は，2012年まで 
18年間TVBで仕事を
していたが，自身がい
た頃から変化はあり，
特に現在は「雨傘」報
道で警察の暴力シーン
をカットした事案に見
られるように，報道に
おける自己規制が明確

な形で表れていると述べた。また2015年に親
中派政党の元幹部がTVBのニュース部門幹部
に就任したことについて，「公益・中立性を疑
われるので良くないこと」と批判した。そして
TVBが中国でビジネスを拡大する必要性から
中国政府に遠慮するようになったとして，親中
派メディアという点では，香港人からの評判が
悪くて赤字が累積し，2016 年に閉局を余儀な
くされたATVとあまり変わらない，との評価
を示した。

TVB本社「一貫して編集権独立を堅持」

一方，筆者による面談の要請に応じなかっ
たTVB本社は，「過去20年で香港の報道の
自由が低下しているとの声があるが，TVBは
この点で変化があるか？」との筆者の質問に対
して，書面で以下のように回答してきた。
「香港の報道の自由度がどんどん低下してい

るという見方には同意しない。TVBの報道部
門は一貫して専門性と編集権の独立を堅持し，
記者に対してニュース報道の正確性・公平性・
公正性を確保するよう要求する明確な指導を
行っている」

しかし，2008年11月と2013年1月には，筆
者によるメディア調査のヒアリングに対しTVB

の関連部門の担当者は応じており，今回の面
談に応じなかったのは，これまでに紹介してき
た報道の“変質”が影響している可能性があ
る。

Ⅱー2　RTHK

RTHKの報道がこの20年でどう変わった
かという点について，メディア関係者の間では

「TVBよりはずっとましだが，香港政府の圧力
が強まる中，以前より大人しくなった」という見
方が大勢である。そうした見方が出てくる契機
となった事案をまず紹介していく。

■ RTHKのトップ人事で「内部昇格」を排除

RTHKは組織的には現在も政府の一部門
だが，「編集権の独立」は，上級部門である
商務・経済発展局（CEDB）とRTHKの間で
定期的に結ぶ協定書の中でも明記されている。

RTHKは，もともと香港がイギリス領だっ
た1928年，植民地政府が運営するラジオ
局として放送を開始した。戦後の1954年
にラジオ放送部門が広報担当部署から独
立，放送担当のトップである放送担当局長

（Controller of Broadcasting，廣播處長）
を置くこととなった。テレビ番組の制作は
1970年から始まり，商業テレビ局（TVB，
のちにATVも）のチャンネルの一部の時間
帯を使って放送を始めた。またニュースにつ
いては，従来は政府の広報担当部署から提
供を受けていたのを，1973年に報道部を
設置することで，独自のニュース取材を始め
るようになった。この時期は1970 ～78年
にRTHKに赴任していたBBC出身のDR.J. 
Hawthorne氏がBBCにならって「編集権
の独立」という文化を同局に植えつけた時
期で，「政府の一部門なのに政府批判を行
う」RTHKの文化はこの時期から始まって
いる11）。

陳 志雲氏
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そしてRTHKのトップである放送担当局長は，
これまで長期間にわたり，慣例として内部昇
格の形がとられてきた。しかし2007年，当時
の放送担当局長が女性問題で辞任を余儀な
くされたあと，内部昇格ではなく政府の官僚
が派遣される可能性が指摘され，RTHKを支
持する市民団体が RTHKの労組とともに官僚
の派遣に反対し，生え抜き職員の昇格を主張
した。政府は結局，以前RTHKに勤めた経
験があるメディア経営者の黄

こう

華
か き

麒氏を選出し
たが，黄氏は2004 年から北京に本拠を置くド
キュメンタリー制作会社を経営していて，中国
に近い人物と見られていた。黄氏が1期で退任
したあとの2011年9月，政府は官僚で労働福
祉局ナンバー 2の鄧

とうにんこう

忍光氏を放送担当局長に
任命した。RTHKのトップに官僚が任命され
るのは過去50 年余りの間で初めてで，RTHK
の労働組合は「公共放送を政府の宣伝機関に
貶めるもの」と強く反発した。鄧氏が初めて出
勤した当日，組合員たちはオフィスの入り口に
黒い絨毯を敷き，黒い服装に身を包んだ状態
で「任命を撤回せよ」などと書かれたプラカー
ドを掲げる抗議行動を展開した。

■ 政府批判で定評の番組司会者が“降板”

鄧氏が就任して3か月足らずの同年12月，
歯に衣を着せぬ政府批判で人気のあった『自
由風自由Phone』というラジオ番組を8年間担
当してきた呉

ご し

志森
しん

氏が，出演契約を解除され
ることが明らかになった。

■ 番組の演出にトップが意見表明

2012年9月，RTHKの人気番組『城市論壇』
は，中国政府の意向を受けて香港政府が推進
していた「国民教育」をテーマとする番組を放

送した。「国民教育」をめぐっては，香港市民
の間に「共産党を礼賛する愚民教育」との反発
が強く，これを強行しようとする教育局長への
批判が高まっていた。RTHKでは教育局長に
番組への出演を要請したが，局長がなかなか
応じないため，「番組中でもいつでも参加でき
るように」との建前で，誰も座っていない空の
椅子を用意した形で番組を始めた。この措置
は，実際は議論に応じない教育局長を痛烈に
批判する意味があり，鄧放送担当局長は番組
終了後，担当者に対し，「空の椅子を置く場合
は上司の了解をとるように」と要求した。これに
ついてRTHK番組制作人員組合の麦

ばくれいてい

麗貞委
員長は，2013年1月に行った筆者のヒアリング
に対し，「空の椅子の演出はめったに行わない
が，国民教育をめぐる番組の際は，教育局長
に対して代理の人でもいいと言ったのにどうして
も出演を了解しないので，この方法を使った。
こうした演出に上司の許可を要求するのは，編
集権の独立に対する干渉だ」と述べた。

■ トップが人気番組の差し替えを提案

2012年11月，鄧放送担当局長が局内の関
係者に対し，商業放送のTVBが政府官僚を
ゲストに呼ぶ対談番組の『講清講楚』と同様の
番組を始めるため，現在放送中の時事インタ
ビュー番組『議事論事』を終了させる計画を明
らかにした。しかし組合の麦委員長によると，
TVBの『講清講楚』は官僚に対して遠慮しな
がら質問しており，TVBの社員もやりたがらな
い番組だとして，RTHKの局内で鄧局長の方
針への反発が噴出したという。また『議事論
事』司会者の李

り

鵬
ほう

飛
ひ

氏は筆者のヒアリングに対
し，当時，香港メディアの取材を受け「やれる
ものならやってみろ」と開き直ったコメントをし
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てそれが報道されたところ，鄧局長はすぐに提
案を撤回したと答えた。李氏は撤回の背景とし
て，RTHK職員の反対と，番組の視聴率の高
さを挙げた。

■ RTHK新ビル建設計画が棚上げに

RTHKの現在のビルは1959年に建設された
もので，老朽化が進んでいる。RTHKではデ
ジタル放送への移行に合わせ，郊外の将軍澳
地区に新ビルを建設する計画を策定，2018年
の移転とともに初の独自チャンネルによる地上
デジタルテレビ放送を開始する方針だった。と
ころが2014年1月，立法会の小委員会で，与
党系の親中派議員が「新ビルの建設費が以前
の計画の3倍以上に膨張した」などとして予算
案を否決，これを受けて香港政府は同月末，
計画案をいったん撤回すると表明した。その
後3年半余りが経った現在も，新ビル建設計
画の改定案は打ち出されておらず，メディア関
係者の間では，編集権の独立をうたうRTHK
に対する「予算を通じた締めつけ」との見方が
一般的である。

インタビュー

次に関係者の声を紹介する。

毛
もうもうせい

孟静 立法会議員
「親中派がRTHKを嫌悪」

毛氏は2012年から民主派の一角を占める公
民党の議員をしているが，もともとは英字紙ス
タンダードの記者や，TVBやRTHKのキャス
ターをしていた人物である。彼女はRTHKの
基本的な位置づけについて，「政府の一部門」
と「公共放送」の間にはもともと矛盾があると
したうえで，その予算は「政府の金」ではなく，

「納税者・市民の金」
だとして，RTHKは市
民のほうを向いて仕事
をすべきと訴えた。さ
らに，政府がなかなか
新ビル建設計画の改訂
案を打ち出さないこと
については，「親中派
が RTHKを嫌っている

からだ。RTHKはイギリス領の時代にも植民
地政府を批判していたし，今でも政府の言い
なりにはならないので，親中派はRTHKがな
くなってほしいと思っている」と不満をあらわに
した。また毛氏は，1997年の香港返還の前に
記者として当時のパッテン総督と面会した際，
パッテン氏が「RTHKをBBCのようにしたかっ
た（筆者注：組織を政府の一部門から切り離し，
独立した公共放送に改組すること）が，政治改
革をめぐって中国政府と対立したため果たせ
なかった」と述べたことを明らかにした。

趙
ちょう

善
ぜ ん お ん

恩
RTHK番組制作人員組合委員長

「組織的なクレーム電話で慎重に」

趙氏はRTHKに来てまだ5年余りの若手だ
が，2016年から組合委員長の任務を担ってい
る。

趙氏は，RTHKの運営を監督するために
2010 年に設置された顧問委員会が，市民から
の「投訴」（市民が特定の企業や団体に対し電
話等で不満を訴えること）に関心を持つと言明
したことの影響を指摘する。最近は1日30本
くらいある電話の多くが RTHKを罵るもので，
こうしたクレームの多くが，「香港 G 報」「帮港
出聲」「珍惜群組」といった，親中派の社会

毛 孟静氏
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団体の関係者から寄せ
られているという。趙
氏はこうした親中派の
攻勢とそれを重視する
顧問委員会の意向が，
RTHKの 番 組 制 作を
以前より慎重にさせて
いると感じている。ま
た， 特に2014 年以 降

のニュース制作について，携帯向けのコンテン
ツ制作や24時間体制で行う内容更新といった
新しい業務が増加しているにもかかわらず，担
当する人員がそれに見合った形で増えていない
という問題も指摘する。

こうした予算的な制約について趙氏は，新
ビル建設の棚上げ問題も含め，「陰乾」（陰干
し）という言葉で説明する。直射日光で乾か
すようなやり方で真正面から「この番組をや
めろ！」という命令を出さない代わりに，予算
の配分を削るとか非正規職員を増やすといっ
た婉曲的な方法でRTHKの現場を締めつけ，

「大人しくなれ」と圧力をかけるというわけであ
る。趙氏は，現在は放送の現場に「大人しく
なって予算をもらおう」と考える職員はいない
としたうえで，最近はコストのかかるニュース・
時事問題を以前ほど重視しなくなったり，短
期契約の人員が全体の60％程度にまで増えた
りと，放送現場にさまざまな問題が起きてい
ることを認めた。そして最後に，「時事問題な
どの深掘りは難しく，無力感があるが，文学・
歴史・哲学などの番組は深掘りできるので，こ
うした番組で視聴者の評価を勝ち取っていき
たい」と締めくくった。

RTHKの元上級幹部
「放送の影響力が低下したことで新ビル建設
が難航」

RTHK本部は筆者の面談要請に応じなかっ
たが，最近まで上級幹部を務めていた人物が
非公式での面談に応じたので，この人物をA
氏とする。A氏は新ビル建設計画が長く棚上
げになっている問題について，放送をめぐるマ
クロ環境の変化を指摘した。ここ数年はネット
メディアやソーシャルメディアが普及する中で
放送の影響力が低下したため，放送関係の大
きな投資は納税者の理解を得にくくなっている
という。また，最近RTHKのトップに内部の
人材が昇格できなくなっている点については，

「我々はやはり政府の一部門なので」と述べ，
やむを得ないとの見方を示した。このほか，先
述の「空の椅子」事件については，「番組に出
てこないゲストが少なからずいるのに，なぜこ
の人のときだけか，というクレームが来る可能
性がある。ああいうやり方は例外的なケースで
あるべきで，やる場合は上層部に事前に上げ
るべき」との考えを示した。

最後に筆者がA氏に対し，商業局が“弱体
化”している中で公共放送の重要性はより大き
くなっているのではないか？ と尋ねると，A氏
は，「だから“圧力”がさらに大きくなっている」
と答えた。

　

Ⅲ　最近のメディア動向
―ネットメディアの台頭―

これまで，過去20年間にテレビや新聞など
の既存メディアがさまざまな政治的・経済的理
由によって“萎縮”する状況を見てきたが，そ
うしたメディア関係者にとっての「新天地」とも

趙 善恩氏
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言えるのが，新興のネットメディアである。筆
者は2年前に香港のネットメディアの全体状況
を概観している12）が，その後，香港ではさら
に新規のネットメディア設立が相次いだ。2015
年6月には，サウスチャイナの“親中化”を懸念
したジャーナリストのTom Grundy氏とEvan 
Fowler氏が，寄付による運営を旨とした英語
メディア「Hong Kong Free Press」をスタート
させた。同年7月にはやはり寄付を主要な財源
として調査報道を売り物とする中国語メディア
の「Factwire」が運営を開始した。また同年9
月には「堅料網」が，2016年1月には明報の元
経営者による「香港 01」がそれぞれスタートし
たが，この2 社はいずれも親中派に近いと見ら
れている。さらに2017年1月には，明報の元
編集長など大物ジャーナリストが参加する「衆
新聞」が寄付を主な財源として運営を始めた。
本稿ではこれら新興ネットメディアのうち，面
会取材ができた 2 社を紹介する。

インタビュー

麦
ばくえんてい

燕庭 衆新聞共同創設者
「既存メディアの不足を補う」

麦氏は30年のキャリアを持つジャーナリスト
で，1993年から2007年まではRTHKに在籍，
報道部長などを務めた。また2007年にアメリカ

のVisual Artists Guild
（視覚芸術家協会）と
いう，言論・表現の自
由の擁護を目的とする
NPOから，Champion of 
Freedom of Speechの
賞を受賞しているほか，
ジャーナリスト団体であ
る香港記者協会の会長

も務めたことがある。麦氏は，「報道の自由が
後退する中，既存メディアに足りないところを補
う」という目的で，明報の劉

りゅう

進
しん

図
と

元編集長や， 
香港中文大学の陳

ちんとうぶん

韜文名誉教授，香港記者
協会の岑

しん

倚
い

蘭
らん

前会長らとともに衆新聞を立ち上
げた。募金を行ったところ，合わせて300万香
港ドル（約4,200万円）が集まったので，元手の
250万香港ドル（約3,500万円）と合わせて1年
分の運営費が確保できたとして，2017年1月1
日から運営を開始した。記事については通常の
ものはネット上で無料で読めるが，深い分析記
事については，500 香港ドル（約7,000円）以上
寄付した人400人余りを対象に毎週送信してい
るという。現在の体制は記者，編集者，デザイ
ナー，総務担当者等合わせて10人で，麦氏は
専門性の高いジャーナリストが運営に加わって
いるのが特徴だと述べる。ただ同時に麦氏は，
衆新聞は一定の影響力を発揮しているものの，
規模が小さいためニュースもそうたくさんは出せ
ず，あくまで既存メディアの「補完」の役割だ
と割り切っている。また今後の運営については，

「永遠に寄付に頼るわけにはいかない」と述べ，
何らかの形で安定的なビジネスモデルを作り上
げたいとの意向を示した。

呉
ご

暁
ぎょう

東
と う

 Factwireスポークスマン
「通信社方式にメリット」

Factwire（傳真社）は，寄付を主要な財源
とする調査報道に特化したネットメディアであ
る。アジアでは珍しいタイプだが，台湾には

「報道者」という同様のネットメディアがある13）。
Factwireの創設者で，現在はスポークス

マンを務める呉暁東氏は，1992 ～ 2001年ま
でTVBの記者をしており，中国取材グループ
に所属していた。その後「Eye Press」という麦 燕庭氏
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ニュース写真の通信社を立ち上げたが，2004
～ 07年にはi-Cableのオーナーから誘われてそ
の中国取材グループに参加，2007年以降はま
たEye Pressに戻って仕事をしている。呉氏は

香港のメディア環境に
ついて，20年前は人々
がメディアの言うことを
信じていたのに，最近
は既存メディアの信用
が危機にさらされてい
て，その原因はメディ
アオーナーのニュース
報道への介入にあると

考えている。そこで，特定の政治的立場を持た
ずに自由な報道がしたい，オーナーがいない
不偏不党のメディアを作りたい，評論はせずに
淡 と々事実を伝えたい，と思って立ち上げたの
がFactwireである。まず募金活動をしたとこ
ろ，TVBやi-Cableにいた頃培った人脈のおか
げで，3,300人から合わせて470万香港ドル（約
6,600万円）が集まった。取材体制を充実させ
るため，Eye Pressでの収入がある自らは無
給の顧問兼スポークスマンという立場になり，
調査報道のための記者を10人採用した。その
際，1か月余りで200通ほどの応募があり，応
募者がソーシャルメディアでどういった発信を
しているかなどを確認したうえで90人余りと面
接，最終的に10人に絞り込んだ。呉氏による
と採用されたのは現役の記者が多く，りんご日
報・壹週刊・明報・星島日報・東方日報・信報・
RTHKなど，主な既存メディアの出身者だが，
彼らはいずれも調査報道を手がけたくて移籍を
希望したという。給料は前の職場と変わらない
ようにしたが，RTHKは公務員で給料が月給
5万香港ドル（約70万円）と高かったので，ほ

かの記者とのバランスをとって3万香港ドル（約
42万円）余りに下げた。

Factwireはこれまでに20本くらいの調査報
道記事を発信していて，呉氏によると主な「特
ダネ」には以下のようなものがある。

■ 脱北青年，香港の韓国総領事館に逃げ込

み約80日後に韓国に出国 14）

2016年7月，香港で開かれた国際数学オリ
ンピックに参加した北朝鮮の18歳の若者が，
ひそかに香港の韓国総領事館に逃げ込んで保
護を求めた。各社はこの若者の動向を追った
が，同年8月末に韓国のYTNテレビが消息筋
の話としてすでに第三国に出国したと報道する
と，韓国総領事館前にいた報道陣は次 と々撤
収した。しかし呉氏によると，Factwireは外
交筋から，若者がまだ韓国総領事館にいると
の情報をつかみ，引き続きこのニュースをフォ
ロー，約80日後に出国したのを確認したうえで

「特ダネ」として報道した。

■ シンガポール軍の装甲車両，香港の税関で

差し押さえ 15）

2016年11月，台湾の高雄→中国のアモイ→
香港→シンガポールという順に寄港する予定
だったフランスの海運会社CMA CGMグルー
プの貨物船が，香港に停泊中，税関の検査に
よって，輸送が禁止されている軍事物資であ
るシンガポール軍の装甲車両が見つかり，差し
押さえられた。呉氏によると，この事件を探
知した端緒は，埠頭労働者がたまたま当該の
船内の様子を撮影してネットにアップした写真
で，公開されていたものの誰も気に留めていな
かったが，Factwireの記者はこの労働者に取
材した。すると，税関職員の行う通常の巡視

呉 暁東氏



38 DECEMBER 2017

であれば船に乗り込むのは2 ～ 3人だが，この
日の検査は通常より明らかに多い人数で行って
おり，かつ埠頭に入るなり特定の船を対象に
行動を始めるなどの特徴があったとの証言を
得た。そして，税関などへの粘り強い取材の
結果，台湾で軍事演習を行ったあと，貨物船
でシンガポールに運んでいたシンガポール軍の
装甲車が，アモイの税関当局から通報を受け
た香港税関による差し押さえに遭ったことを突
き止めたのである16）。この事件は中国とシンガ
ポールの間の外交問題になるなど，ニュースが
国際的な注目を集めた。

■ 民主党党員拉致・暴行の自作自演？ 事件 17）

2017年 8月11日，香港の民主派政党である
民主党の林

りん

子
し

健
けん

党員が記者会見を開き，前日
に繁華街の旺角で北京語の訛りがある男たち
に突然路肩のワゴン車に押し込まれ，どこか
の室内に連れ込まれたうえ，4 ～ 5人の男たち
から9時間にわたって脅されたり殴られたりし
たと訴えた。林党員によると，男たちはノーベ
ル賞受賞者で民主活動家の故・劉暁波氏の妻
の劉

りゅう

霞
か

氏を知っているかと問いただしたうえ，
ホチキスの針を本人の太ももに刺したという。
銅鑼湾書店事件の記憶がまだ生々しい香港
で，各メディアはこの事件をトップニュースで
報道した。しかしFactwireは14日の夜，拉
致現場とされる地点の複数の監視カメラの映
像の分析や本人へのヒアリングをもとに，事件
は自作自演の疑いが強いと報道，その後，香
港警察による林党員の逮捕・起訴に発展した。
この事件に関して林党員はこれまで「自作自
演」を認めておらず，真相はやぶの中だが，証
言などに不自然な点が多いことを最初に報道
したFactwireは大いに注目を集めた。

ただ，この「特ダネ」は，タイトルを「監視
カメラは林子健が安全に現場を離れたことを
証明」としたため，「真実が判明していない
のに断定的な表現をした」との批判が出て，
Factwireではタイトルをより婉曲的な表現に改
めるとともに陳謝した。この事件は香港の親
中派と民主派の間で激化する政治対立が背景
にあるだけに，呉氏によると民主派勢力からは

「Factwireには中国共産党の金が入っている」
などといった中傷もあったという。

呉氏はFactwireの今後の運営について，
純粋な寄付への依存でなく，

ⅰ 一般向け有料購読
ⅱ メディア向け配信

の2つを収入源にしたいと述べた。このうちⅰ
は，街頭で販売している新聞が通常1部7香港
ドル（約100円）であることから，新聞より出
稿本数は少ないものの毎日7香港ドルの計算
で年間購読料を2,555 香港ドル（約3万6,000
円）にするという。ほかのメディアにも配信する
のに個人が契約するメリットはあるのかと筆者
が尋ねると，呉氏は「ほかのメディアは原稿を
削る可能性があるが，Factwireなら原文全体
が読める」と述べ，特に政府・政党・議員など
からの要望が強く，すでに1,000人以上の個
人契約があると説明した。
　また，ⅱのメディア向けに関しては，通信社
のような立場での配信で，最初の1年間は無料
で提供し，2年目から課金する方式をとってお
り，香港メディアの90％がすでにFactwireと
契約していると述べた。もっとも，課金額はあ
まり大きくないようで，メディアからの年間収入
は今のところ100万～ 200万香港ドル（約1,400
万～ 2,800万円）にとどまるという。ただ呉氏
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は，こうした通信社方式には大きなメリットが
あるとも言う。それは，既述のように香港の既
存メディアでは中国批判や香港政府批判など
を自粛する“萎縮”が進んでいるのだが，そう
した記事を自らが率先して書くことはできなく
ても，Factwireの転載という形でなら使いや
すいというのである。例えばAlibabaに批判的
な記事をAlibabaのオーナーに買われたサウス
チャイナが使ったり，政府に批判的な記事を親
政府的な星島日報が使ったりしているという。
呉氏は今後の目標として，共同・時事・ロイター
の3 社を挙げるなど，満々たる意欲を示した。

　
このように近年次 と々設立されるネットメディ

アをめぐっては，ある問題が起きている。そ
れはネットメディアに政府の公式の記者会見
やさまざまなイベントへの取材を認めるかどう
かである。これまで香港政府はネットメディア
の取材を認めておらず，香港記者協会などの
ジャーナリスト団体は，ネットメディアにも既存
メディアと同等の待遇を与えるよう要求してい
た。これについて香港政府の林

りんていげつ

鄭月娥
が

（Carrie 
Lam）行政長官は，2017年9月に，一定の条
件で登録すればネットメディアの取材を認める
方針を明らかにした。香港政府は登録の条件
として，

▼最低3か月は定期的に配信していること

▼週に5日は内容を更新していること

▼編集長と記者を各1人以上擁すること
などを挙げるとともに，代表者が不適切な言動
をした場合，登録を停止もしくは取り消しにす
るとし，この措置に問題がないかどうかを半年
後をめどに見直すとしている。香港記者協会で
は今回の措置を「遅きに失した決定だが，歓迎
したい」と述べる一方，登録手続きの中ですべ

てのメディアが公平に取り扱われるよう監視し
ていきたいとしている。一方，与党系の立法会
議員からは，「ネットメディアには報道というより
も社会運動を目的とした団体もある。質問時間
の大部分を自らのPRや政府への罵詈雑言に
充てられるようでは困る」との声も出ている。

既存メディアの「弱体化」が進む中で，この
ようにネットメディアによる取材への制限が緩
和されることは基本的には好ましいことと言
えよう。ただ，これは政府がネットメディアに
対してもある種の規律を求めるという側面が
あり，ネットメディアの側も全面的に歓迎して
いるわけではない。例えばネット映像メディア

「OurTV」の発起人の1人であるJeffrey Au氏
は，2011年の区議会議 
員選挙の際に，香港政 
府がネットメディアにも

「各候補への公平な時
間配分」を要求してきた
問題を取り上げた。Au
氏は，香港では既存メ
ディアが政府に批判的
な意見を載せないなど

言論の自由が悪化する中で，ネットメディアが
興隆してきた経緯をもとに，「政府がネットメ
ディアを管理するのは良くない」と考え，ほか
のネットメディア各社に電話をして香港政府の
要求に反対するよう共闘を呼びかけ，政府の
動きを阻止したと述べた。ネットメディアの中
にも，従来的な意味での公正・中立な報道を
志向する「ジャーナリズム型」メディアと，よ
り自由に政治的立場を表明したい「社会運動
型」メディアがあるということで，今後はネット
メディアへの法的規制についても多様化してい
く可能性がある。

Jeffrey Au氏
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最後に，既存メディアからネットメディアに
進出したりんご日報のケースを紹介する。

張
ちょう

剣
け ん こ う

虹 りんご日報社長
「広告収入の大部分をGoogle等にとられる」

りんご日報は中国政府への批判と香港の民
主化支持の論調が一貫している大手紙で，先
述のように新聞の広告収入が2013 年頃から激
減する中，媒体のネットへの移行を急ピッチで
進めてきた。張氏は2011年 4月から2014 年
12月まで同紙の編集長を務め，現在は社長で
ある。張氏によるとりんご日報ネット版は現在，
1日4,000万ページビューのアクセスがあるとい
うことで，ほかのネット専業メディアより二ケタ

多い圧倒的な影 響力
である。ただ，それで
も最近は経営悪化や人
員削減が報じられてい
るのはなぜなのか。中
国側からネット広告も
出稿させない圧力があ
るのだろうか。張氏の
答えは違った。ネット

広告を扱う広告会社は，ユーザーの性別・年
齢層・好み等についての情報が欲しいので，
ビッグデータを持っているGoogleやFacebook
のルートを使うことが多いという。この場
合，広告収入の大部分はりんご日報ではなく，
GoogleやFacebookに入ってしまうのである。
そこでりんご日報では半年ほど前から，広告
主と協力してビデオ制作を始めた。例えばミル
クの広告を出す場合，妊娠中の有名タレントの
短いビデオを作り，その最後に数秒間広告を
入れるというもので，この場合，広告を見ても
らえる可能性は非常に高くなるという。また張

氏は，ネット版の有料化についても検討してい
ると述べる。これはお金を払わない人には見
せないという意味ではなく，およそ230 ～ 240
万人いるユニークユーザーのうち10人に1人が
1日1香港ドル（約14円）の課金に応じてくれ
れば，1日で23 ～ 24万香 港ドル（約320 ～
340万円）の収入になるので十分ペイするとの
計算である。

ネットメディアは専業であれ新聞などの既存
メディアから進出した社であれ，安定したビジ
ネスモデルの確立に向けどこも四苦八苦してい
るのは間違いない。　

Ⅳ　まとめ

香港が中国に返還されてからの20 年で，メ
ディア環境にどのような変化が起きているかを
見てきた。

このうち，テレビや新聞などの既存メディア
に関しては，中国政府とその意向を反映した
香港政府や経済界による，政治的・経済的な

「圧力」の影響が次第に顕在化しており，報道
の自由の“萎縮”が進んでいると思われる。特
に商業局のTVBではその傾向が顕著に表れ
ていた。公共放送のRTHKに関しては，組合
や現場の職員の間にこうした風潮に抵抗する
意識が強く，圧力を押し戻す事例も少なくな
かったが，予算や人事を通じた間接的な「締め
つけ」で次第に「大人しい」状態になりつつあ
るのも否めない。

一方，既存メディアの“萎縮”と反比例する
ようにネットメディアは続 と々誕生しているが，
既存メディアと比べると記者の数など規模の小
ささは歴然としており，その影響力は上がって
きたとはいえ，まだ極めて限定的である。ま

張 剣虹氏
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た，香港のメディア関係者の間では，「香港
01」「堅料網」など，中国共産党寄りとされる
ネットメディアが次々に立ち上がり，特に「香
港 01」は採算が合いそうもない大規模な投資
を行っていることについて，中国が既存メディ
アに続いてネットメディアもコントロールしよう
とする動きとの見方が強い。こうした中で，香
港のネットメディアが「報道の自由」の維持の
ためにどこまで貢献できるか，その今後には
目が離せない。　　

  （やまだ	けんいち）

資料：『二十道陰影下的自由』の主な内容
著者の區氏は1989年6月3日，まさに6・4

天安門事件18）の直前に，実習生としてTVB
の報道部での仕事を始めた。その後は記者，
そして時事番組のキャスターなどとして，阪
神・淡路大震災やコソボ問題などの報道に
携わり，優秀な報道に贈られる賞も受けた。

彼が最初に上司から“検閲”らしきものを
受けたのは，1990年代初めのことだった。
台湾の李登輝総統が中国共産党政権を「共
匪」という言葉で表現していた演説につい
て，區氏がそのまま出そうとしたところ，デ
スクがやってきて「共匪」の部分をカットした
という。また，1997年の香港返還の前に，
中国の歴史を紹介する企画の中で，天安門
事件における軍隊の鎮圧の場面に市民が

「自由！」と叫ぶ2 ～ 3 秒の音声を挿入したと
ころ，上司はとても緊張し，全体の構成の中
でその音声のみをカットした。理由は，「メイ
ンテーマと無関係」と説明された。当時，區
氏は抗弁しなかったが，その理由については

「無知だったのかもしれず，勇気が不足して
いたのかもしれず，自分の意見は通らないこ
とを知っていたのかもしれず，またここで妥
協することでより多くの自主裁量が得られる
だろうと自分を説得していたのかもしれない」
と記している。しかしその後，こうした問題
は大きくなる一方だった。以下のように非常
に多くの例が紹介されている。
★ 民主派の学者を取材しない
（筆者注：これはTVBが2011年頃に決め
た方針とされるが，文書の形での通達な
どはない模様である）

★北京オリンピックや全国人民代表大会など
大型のイベントの際は，政治的に“敏感”
なニュースは減らすよう，上司から指示が
出る

★ある上司は，「有能な記者は北京に駐在さ
せない」と言明

★中国の環境汚染や民族問題を取材しよう
とすると「金がない」と言われるのに，中
国の有人宇宙船の取材になると予算が下
り，リポートも長いほどいいと言われる
さらにこうしたことが繰り返されると，記

者は次第に，自ら「これはやめておこう」とい
う「忖度」を働かせるようになる。これが最
近の香港メディアについてよく言われる「自
我審査」（自己規制の意味）であり，以下のよ
うな事例が紹介されている。

雨傘民主化運動の際，経済専門家に対し
て主要な道路を封鎖したことによる経済的な
影響を聞いた。答えは「何も影響はない」だっ
たが，いろいろ考えた末，これを使うのはま
ずいと考えてボツにした（筆者注：「経済的
な影響が出ていることを理由に，この運動
に反対すべきだ」という考えをTVB経営層
が持っていると記者が忖度していると思われ
る）。

このほか，中国の影響力拡大とは直接関
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係のない，ニュース報道の構造的な問題も同
書では指摘されている。

例えばテレビ局のニュース制作において
は，取材・撮影・映像編集・字幕制作・送
出など，さまざまな分野ごとに分業が行われ
ており，取材自体も大きなニュースでは数人
共同で行うことも少なくない。その場合，自
らの仕事が工場の生産ラインの一工程のよう
になり，ニュース全体を担当して中身を批判
的な目で評価するジャーナリストの仕事でな
くなってくるという問題である。さらに，最
近は世界的に24時間ニュースチャンネルが増
えているが，要員は大して増えていないのに
ニュースの定期的更新といった新しい業務が
出てくると，もともと多くの時間やコストを必
要とする調査報道にまで手が回らなくなる。
こうした構造問題によって香港メディアは中
国の諸問題を深掘りする機会を失っていくの
である。

區氏はまた，TVBの報道が他社と比べて
どうなっているのかを，具体的な番組分析で
比較した結果を示している。

TVBと公共放送のRTHKには，それぞ
れ時事インタビューの番組がある。このうち
TVBの『講清講楚』は，2012年にスタート
した番組だが，1回から13回まで登場したの
は，行政長官や7人の政策局局長（香港政
府の局長は大臣級）をはじめ，すべてが体
制側の人物であった。これについてある記者
は，番組が始まったときはさながら「高官巡
礼」のようだったと述べている。これに対し，
野党系の人物が最初に登場したのは，21回
目の放送のときだった。一方，RTHKに関
しては，同様の時事インタビュー番組『星
期五主場』を2012年末からスタートさせて
いる。區氏は『講清講楚』の放送開始から
2015年末までの364回分の放送と，『星期
五主場』，それにその翌日に同様の時事番

組として放送される『星期六主場』の放送開
始から2015年末までの49回分の放送を比
較してみた。その結果，体制側の人物が出
てきた比率はTVBの『講清講楚』が68.2％
で，RTHKの『星期五主場』『星期六主場』
が44.9％だった。また，RTHKの職員によ
ると，体制派の人物のうち，行政長官など
取材を断った人物が何人かいるという。これ
は，RTHKのインタビューが政府幹部にとっ
て耳の痛い質問を含んでいることが原因と見
られ，実際に体制派の行政会議 19）メンバー
が RTHKのキャスターに対し「無礼だ」と批
判することもあった。さらに『講清講楚』によ
く登場するゲストを見てみると，1位が運輸・
住宅局長の12回，2位が発展局長の10回，
3位が食品・衛生局長の9回など，上位6位
のうち5人が香港政府の大臣級幹部であっ
た。

このほか，ニュースで使用する言葉につい
ての傾向も區氏は分析している。2016年2
月に香港の中心街・旺角で起きた急進的な
香港本土派 20）住民と警察の間の衝突事件に
ついて，行政長官は衝突の翌日，「暴徒」や

「暴乱」といった言葉で住民側を非難した。
TVBはこの事件のニュースで「暴乱」を使用
していたが，そのほかの放送メディアは主に

「騒乱」を使用していた。「暴乱」という言葉
にはひどい暴力というイメージがあり，TVB
の報道に関して規制機関である放送通信事
務管理庁（CA）には，300 件を超すクレーム
が寄せられた。また雨傘民主化運動の報道
では，TVBは通常使われる「占領運動」で
なく「占領行動」を，「雨傘運動」でなく「占
中」21）を使用するよう，編集者が記者たちに
求めた。これは「運動」という言葉に正義の
行為というニュアンスがあり，行為を正当化
するおそれがあるためだと，あるベテラン記
者は説明を受けていた。
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注：
 1） https://rsf.org/en 参照。
 2） 詳細は，高橋茂男『返還後，香港の言論の自由

は変化したか―「RTHK」（ラジオ・テレビ香港）
批判を巡る問題を検証する』社団法人中国研究
所　中国研究月報 1999 年 1 月号 21 ～ 22 ペー
ジ参照。

 3） 詳細は，拙稿「統制色強まる中国のメディア・言
論政策」『放送研究と調査』2014 年 2 月号参照。

 4） 詳細は，拙稿「“百花繚乱”香港・台湾のネット
メディア（上）」『放送研究と調査』2015 年 9 月
号参照。

 5） 詳細は，『放送研究と調査』2016 年 8 月号「メディ
ア・フォーカス」参照。

 6） 李波氏は釈放後，林氏の証言について「自ら中
国本土に入った」と述べて否定したが，香港当局
に李氏の出入境記録がないことについて，どのよ
うに中国本土に入境したかは答えていない。林氏
はこれについて「李氏と電話で話をした際，中国
当局に拉致されたという内容のことを言っていた。
中国本土に親族がいて公式には本当のことが言
えないだけで，彼を責めるつもりはない」として
いる。

 7） 詳細は，拙稿「迷走する香港の「無料テレビ」新
規免許問題」『放送研究と調査』2013 年 8 月号
及び同 12 月号「メディア・フォーカス」参照。

 8） https://www.hkja .org.hk/site/Host/hkja/
UserFiles/file/Annual_report_2017.pdf 参照。

 9） 2014 年 9 月下旬から 79 日間にわたって行われ
た，香港の行政長官選出をめぐる「真の直接選
挙」を要求する学生中心の運動。運動では銅鑼
湾，金鐘，旺角といった香港の繁華街の道路を
占拠し，ピーク時には約 20 万人が参加したとさ
れる。中国政府が一切譲歩する姿勢を見せない
中で，市民生活に多大な影響を及ぼす市街地の
占拠には批判も出て，およそ 2 か月後から警察が
順次占拠者の排除に取り組み，大きな流血もな
く終息した。

 10） 區家麟著，2017 年香港中文大学出版社刊。
 11） 詳細は，拙稿「白熱する香港の公共放送改革論

議（第一部）」『放送研究と調査』2007 年 10 月
号参照。

 12） 注 4 に同じ。
 13） 詳細は，拙稿「拡大する台湾の「硬派型」ネット

メディア」『放送研究と調査』2017 年 7 月号参照。
 14） https://www.factwire.org/single-post/2016/09

/28/%E8%84%AB%E5%8C%97%E9%9D%92

%E5%B9%B4%E7%95%99%E6%B8%AF80%
E6%97%A5%E5%BE%8C%E6%8A%B5%E9%
81%94%E5%8D%97%E9%9F%93 参照。

 15） https://www.factwire.org/single-post/2016/
11/26/%E8%BC%89%E6%96%B0%E5%8A
%A0%E5%9D%A1%E8%A3%9D%E7%94%
B2%E8%BB%8A%E8%B2%A8%E8%BC%A
A%E6%9B%BE%E6%B3%8A%E5%BB%88
%E9%96%80-%E5%85%A7%E5%9C%B0%E9
%83%A8%E9%96%80%E9%80%9A%E7%9F
%A5%E6%B8%AF%E5%BA%9C%E6%89%A
3%E6%9F%A5 参照。

 16） シンガポールは国土が狭小なこともあり，以前か
ら軍事演習を台湾で実施するなど，台湾とは国
交はないものの特殊な関係にある。

 17） https://www.factwire.org/single-post/2017/0
8/22/%E9%96%89%E8%B7%AF%E9%9B%
BB%E8%A6%96%E6%8B%8D%E5%BE%97
%E6%9E%97%E5%AD%90%E5%81%A5%E
7%8F%BE%E7%A0%B5%E8%98%AD%E8
%A1%97-%E5%85%B6%E5%BE%8C%E8%A1
%A3%E8%91%97%E6%AD%A5%E5%A7%B
F%E8%BF%91%E4%BC%BC%E7%94%B7%E
5%AD%90%E6%88%B4%E5%B8%BD%E9%8
1%AE%E9%9D%A2%E9%9B%A2%E9%96%
8B-%E6%9E%97%E5%AD%90%E5%81%A5%
E5%8C%AA%E5%A4%B7%E6%89%80%E6%
80%9D 参照。

 18） 1989 年 6 月 3 日の夜から 4 日の早朝にかけて，
当時，民主化を要求して天安門広場を占拠して
いた学生たちを排除しようとした中国の政府当局
が，軍の戦車を北京市の中心部に進める過程で
市民らに発砲し，多くの死傷者を出した事件。

 19） 香港の行政長官の政策決定を補佐する機関で，
ナンバー 2 の政務司司長や大臣級の各局長に加
え，与党の幹部なども含まれている。

 20） 香港の政治勢力の区分は，大きく親中派＝体制
派と民主派＝反体制派に分けられるが，近年は
民主派の中が「穏健民主派」「香港本土派＝自決
派」「香港独立派」といった勢力に分裂し，後者
は前者より急進的な立場をとっている。

 21） 「占中」は「占領中環」の意味で，香港の中心部
である中環（Central）地域を占拠しようという呼
びかけに基づく言葉。しかし雨傘民主化運動を
けん引したのは「占中」を呼びかけた学者らとは
異なる学生リーダーたちであった。


