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の批判が噴出，RTHKを守ろうという市民運
動も始まる事態となった。本稿では，第一部で
RTHKの概況や運営の枠組み，そして検討委
員会の報告書の詳細を紹介し，次号の第二部
で07年 7月に行った現地調査の結果をもとに，
香港の公共放送のあり方として何が議論の争点
になっているのかを分析・検討することとする。

　1.RTHKの概況
まず検討委員会による公共放送見直しの実

質的なターゲットとなっていた RTHKの概況に
ついて説明する。最初にその歴史だが，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1948年には RHK（Radio Hong 
Kong, 香港廣播電台）と名前を改め，1949年
には，ラジオ放送の業務を政府の広報担当部
署（Government Information Services, 新
聞處）が引き継いだ。その後 1954年にラジオ
放送部門が新聞處から独立，放送担当のトッ
プ（Controller of Broadcasting, 廣播處長）を
置くこととなった。1960年にはVHF/FMによ
る中国語及び英語のチャンネルの放送を開始，
1969年には RHKの新しい本部が九龍の廣播
道に完成した。

テレビ放送については1970年に RHK 内に
「公共事務電視部」（「電視」はテレビのこと）を設
立，時事問題を扱う番組を制作し，商業テレビ

　はじめに
香港では2007年 3月，公共放送改革検討

委員会がまとめた報告書が行政長官に提出さ
れた。この報告書の発表によって，香港の公
共放送改革をめぐる論議が最近白熱化の度合
いを高めている。香港の公共放送といえば，
1928年に設立された RTHK（Radio Television 
Hong Kong, 香港電台）を指すのだが，RTHK
はイギリスBBC の影響を強く受けてはいるも
のの，組織的には香港特別行政区政府の一部
分，即ち「官営」である。このため特に香港の
中国返還後は，親中派から「政府の一部門な
のに政府を批判するのはおかしい」との非難を
繰り返し受けており，「官営の公共放送」という
組織形態が行き詰まりつつあるとの印象も出て
いた。こうした中，香港特別行政区政府の曾
蔭権（Donald Tsang Yam-kuen）行政長官は
2006年 1月，公共放送見直しのための検討委
員会を設置，委員会では07年 3月，公共放送
の基本理念や統治・説明責任といった点に詳し
く触れた上で，新しい公共放送機構を設立する
ことを提言した報告書をまとめた。しかし報告
書では，現在の公共放送であるRTHKに関し
て，「新しい公共放送機構への改組は適当では
ない」と退けただけで，その将来については一
切触れず，香港政府にゲタを預けた形となって
いた。このため議会の民主派や市民の間から
は，「報告書は RTHKをつぶすための策略」と

白熱する香港の公共放送改革論議
～検討委員会報告書がもたらした波紋～

（第一部）
   山田賢一　　　
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（TVB，後に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，従来は政府新聞處から提供を受けていた
のを，1973年に新聞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。1976年に
はテレビ番組制作の増加を反映して，放送局の
名称をRHK からRTHKに改称，学校教育番
組を制作する「教育テレビセンター」を設立したほ
か，FM ステレオ放送も開始した。

1989年4月からは，TVBとATVの毎晩のゴー
ルデンタイムにRTHK が制作したテレビ番組を
放送することになった。1994年にはウェブサイト
を設置，インターネット上でラジオとテレビの番組
を視聴できる香港で最初の放送局となった。

1995年からは政府の行政管理部門である放
送業務管理局（Broadcasting Authority, 廣播
事務管理局）との間で毎年覚書を作成し，その
中で定めた番組標準準則を遵守することを承諾
した。1997年 3月には香港の中国返還に合わ
せ，香港で初の北京語放送チャンネルをスター
トさせた。1998年には番組編集のあり方につ
いての内規として「番組制作人員準則」を制定し
た。また同年には商業ラジオ局の Commercial 
Radio（商業電台）とMetro Broadcast（新城
電台）と共にデジタルラジオ放送の試験を開始
した。2000年にはインターネット放送を全面展
開し，毎日，ラジオの6 チャンネルの全ての番
組と，TVBとATVのゴールデンタイムに放送
する全てのテレビ番組について，ネットで同時
放送を行うと共に，ニュースもネット上で提供
することとした。2001年にはネット上における
無料のニュースサービスを開始，携帯情報端末

（PDA）へのダウンロードも可能とした。また生
放送の他に，過去1年分の番組をネット上に保
存し，ネットユーザーがアクセスできるようにし

た。2003年 1月段階で，ネットサイトへのアク
セスは1日820万件にのぼっており，テレビ番組
も全てネット上で視聴可能となっている。2002
年には公共放送国際年次会議を主催，アジア
では二番目の開催となった。

次に，現在のRTHKの概況を見ていこう。
RTHKは香港特別行政区政府の一部門，廣播
處（放送課）に属し，その組織構成は図のように
なる。電台（ラジオ）部がニュース取材班を管轄し
ているほか，電視（テレビ）部門は教育電視部及
び電視部の公共事務（政治・経済・国際などの
時事問題を扱う）・総合番組の各部署で構成され
ていることが分かる。そしてRTHKのトップにあ
たる廣播處長は香港特別行政区政府の部門長で
もあり，誰がこのポストを務めるかはRTHKの番
組内容にも大きく関わる重要事項であるが，従来
は慣例で基本的にRTHK職員の内部昇格とい
う形が取られてきた。
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RTHKの職員は2007年 7月現在 774人で，
担当分野別ではラジオが112人，テレビが126
人，教育テレビが98人，ニュースが77人，ニュー
メディアが18人，制作部が207人，事務部門が
136人となっている。年間予算は4億 3,890万香
港ドル（約 68億円）で，このうち2億 820万香港
ドルがテレビ番組制作に，1億 8,460万香港ド
ルがラジオ番組制作に使われている。ラジオの
チャンネルは7つあり，第一チャンネルはニュー
ス・時事（広東語），第二チャンネルは少数派向
け放送を含む生活情報（広東語），第三は外国
人向け英語放送，第四はクラシック音楽（英語・
広東語），第五は高齢者や少数派向けを含む戯
曲・生活（広東語），第六は BBCワールドサー
ビスの再送信，そして北京語放送の7つである。
ラジオで放送するジャンルの内訳は，ニュース
が17%，時事が13%，情報が13%，芸術・文化・
教育が18%，音楽が31%，娯楽が5%，政府
の広報が2% などとなっている。制作時間数は
年間で4万 9,563時間に達している。

一方，テレビの方は独自のチャンネルを持た
ず，地上テレビ局の TVBとATVのゴールデ
ンタイムの時間帯に無償で番組を提供し放送し
ている。テレビ番組のジャンルの内訳は，時
事が31%，高齢者や少数派向け15%，青年・
児童向け11%，文化・芸術 15%，公民教育（公
民意識の育成を目的とする）11%，生涯教育
11%，内地事務（中国大陸関係）4% などとなっ
ている。年間の番組数は1,640本，制作時間
数は550時間にのぼる。また教育番組はこれ
とは別に年間 143番組，計 48.8時間制作し，
400 の幼稚園，600 の小学校，410 の中学校
で計 65万 2,000人の園児・児童・生徒を対象
に DVD やネットを通じ提供している。

RTHKの作成資料によると，独自のテレビチャ

ンネルを持っていないこともあって，行政予算を
市民1人あたりの負担に換算した金額は年間 62
香港ドル（約 960円）と，BBC の10分の1以下，
NHKの5分の1以下にとどまっている。しかし，
その番組の質には定評がある。RTHK では
1991年から，「テレビ番組鑑賞指数調査」という，
独立の調査機構に委託して行う番組の質の調査
を実施しており，その結果によれば毎年各番組
平均の質は放送局の中でトップを維持すると共
に，得点が高かったベスト20 の番組のうちおよ
そ半分は RTHKの番組が占めている。

また，テレビ番組の中では，時事問題に関
して諷刺を効かせた『頭条新聞』（Headliner）
や，海外でも数々の賞を得ている『鏗

こうそう

鏘集』
（Hong Kong Connection），生放送で市民の
声を聞く『城市論壇』（City Forum）などが人
気番組として知られている。

　2.RTHK運営の枠組み
次に RTHKの運営の枠組みを見ていくが，

運営にあたって依拠するものは3 つある。1つ
目は，政策当局との間で調印する協定書（「架
構協議」）であり，2 つ目は，放送業務管理局

（放送事業者への免許交付や事業の監督を行
う規制監督機関）との間でつくる覚書，そして3
つ目は職員向けの「番組制作人員準則」である。
協定書については，従来は上級部門である工
商及科技局（CITB=Commerce,Industry and 
Technology Bureau）との間で調印していたが，
2007年 8月1日付けの機構改革で，上級部門
が商務及経済発展局（CEDB=Commerce and 
Economic Development Bureau）となったこと
から，CEDB の局長とRTHKのトップである
廣播處長の間で文書を交わしている。その全
文は文末（資料 1）で紹介するが，以下その概
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要について説明しよう。
協定書は CEDB 局長と廣播處長の間の業

務関係と職責，そして RTHKの業務計画・目
的・使命を明らかにするものとされている。上
級部門の組織改革により，2007年 8月1日に
改定のうえ調印しており，2年ごとに合意内容
を再検討することとしている。協定書の第2条，

「職能と責任」の第 1項において，「RTHKの
編集は独立している」と明記され，廣播處長が
放送局の編集長として「番組制作人員準則」に
合致した編集制度を制定することに責任を持
つとされている。そして公正で均衡がとれ客観
的なニュース・時事番組・一般の番組を提供
することで，市民に情報・教育・娯楽を提供す
ることになっている。

また局長と處長の間では1年間の放送サービ
スの目標設定やその達成度合いについて定期
的に検討するとされている。

第 4条では RTHKの目的・使命について記さ
れ，目的は「質の高いラジオ・テレビ・ニューメディ
アサービスを通じ，香港市民に情報・教育・娯
楽を提供する」「社会各層の意見を反映すること
に尽力する」となっている。また使命については，

●  マルチメディアの番組を制作し，情報・教
育・娯楽を提供

●  時宜に合った形かつ不偏不党の立場で香
港及び国際的な重要事件・テーマを報道

●  香港の多元的・開放的文化を推進
● 自由に意見を述べる場を提供
●  一般市民向けのサービスを行うと共に，少
数派の番組ニーズに配慮

の5点が掲げられている。
こうした前提のもと，ラジオ・テレビ・ニュー

メディアの各サービスに目標が定められている
が，このうちラジオでは「各チャンネルが特色

を持つような戦略の策定と実施」「1日24時間
の中国語及び英語のニュース提供」などが記さ
れている。またテレビでは，「中国語での制作
に重点」との目標が掲げられ，ニューメディア
では「ネット学習計画の推進に重点」「繁体字
中国語・簡体字中国語・英語により内容を制作」
となっている。

このように RTHKの運営にあたっては，特
別行政区政府の上級部門との間で包括的な目
標設定や評価などの取り決めがなされ，その
内容も定期的に見直されている。そして規制
監督機関である放送業務管理局との間の覚書
には，業務のより細部にわたる点について取り
決めがなされている。

次に，RTHKの職員の日常業務における内
規として1998年に文書化された「番組制作人
員準則」（Producers' Guidelines）を見てみよ
う。この内規は比較的長文なため，本文では
核心部分のみを取り上げ，主要な部分は文末
（資料 2）で紹介することとする。

内規の冒頭には，「我々の抱負，使命と信
念」が記されている。抱負は，「ニューメディア
環境の中で，重要な役割を担う公営放送機構

（RTHK は自らを“公営放送機構”と称してい
る）となること」とされている。使命は「多メディ
アの番組を制作し，情報・教育・娯楽を提供
する。適時かつ不偏不党の立場で香港と国際
的な重要事件・テーマを報道する。香港の多
元的開放的文化の発展に向け協力する。自由
に意見を表明する場を提供する。一般の市民
にサービスすると同時に，少数派グループの
ニーズにも配慮する」となっている。また信念は，

「編集の自主を堅持し，不偏不党を守り，社会
大衆にサービスし，競争のレベルを引き上げ，
優良な番組を制作し，多元的な人材を育成す
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る」となっている。
内規の第 1条では，RTHKの主な職責とし

て，香港人にサービスし，各階層の人々の意見
を反映することにコミットするとしている。そし
て，編集の自主権を持った公営放送機構という
RTHKの役割は，既に確固としたものになって
いると述べている。続く第 2条では，上級部門
への報告制度について記し，犯罪者や警察の
指名手配中の人物の取材・隠し撮り映像の放送
など，紛糾を呼びそうな事がらを列挙し，出来
るだけ早く上級部門に報告するよう求めている。
第 3条では「総合的業務原則」について触れ，
このうち「不偏不党」に関しては，単に意見の異
なる各関係者に同等の発言時間を与えるといっ
た形式的なものではならず，誰の機嫌も損なわ
ないために全面的な問題の掘り起こしを避ける
のならば，職を汚すことになると戒めている。

次に，トークショー，電話討論番組，ドキュ
メンタリー，ニュース・時事番組などのジャンル
ごとに，司会者や記者の心構えを説いており，
個人的な考えを示すより，専門的な判断をもと
に報道や評論を行うべきとしている。

また，番組の品格について触れた項目では，
粗野な行為や猥褻な言葉などの扱いに注意す
ることを求めると共に，一部の用語や暴力の描
写，性愛の場面などをカットするのが不適切な
こともありうると付記している。

プライバシー尊重に関する項目では，電話
取材の録音は原則として事前に相手の同意を
得るとしたうえで，犯罪に関する事案など例外
のケースを列挙している。また，取材相手に
アポイントをとらずにいきなりマイクを向けるい
わゆる「ぶらさがり」取材についても通常はやむ
をえない場合に限るとしつつそれが正当化さ
れるケースを挙げている。

第 4条の番組制作に関わる項目では，情報
源の保護について記述してあり，法律が重視す
る「公共の利益」と情報源の保護が対立した場
合，最終的に情報源を開示するか法定の命令
を拒否するかは取材者個人の選択に任せるとし
ている。また RTHKの政策として，情報を金
銭で買うことは行わないとしている。この他，
デモや公衆騒動事件についての項目もあり，「メ
ディアへの露出を目的とした個人や団体に注意
する」などいくつかの規則を列挙している。

第 7条ではクレーム処理について記しており，
電話でのクレームで回答を求められた場合，出
来るだけ書面での送付を依頼したうえで，どん
な場合にも10日以内に正式回答もしくは初歩的
な回答をすることとしている。

以上のように，RTHKの香港特別行政区
政府との協定書や RTHKの内規を見る限り，
RTHK は欧米の公共放送と同様の枠組み・価
値観に基づいて報道・番組制作にあたってい
ると判断できる。では次に，香港の公共放送
改革が最近また俎上に上り，検討委員会が報
告書を提出するまでの過程を見ていくが，この
問題を理解するためには欠かせない，RTHK
の編集権の独立に関する歴史上の重要な出来
事をまず紹介したい。

　3.RTHKの編集権独立をめぐる歴史的経緯
RTHKの歴史の中には，編集権の独立をめ

ぐって転機となる重要な出来事が3 つあったの
で，以下項目ごとに詳述する。
① BBCの編集責任者の着任

1970年，BBC から編集責任者として DR.J. 
Hawthorne 氏が着任し，電視部を設置した。
その後 1972年に Hawthorne 氏は廣播處長
に就任，RTHK は政府の新聞處から独立し



21OCTOBER 2007

てニュースに責任を持つべきだとして，RTHK
内に新聞部を設置した。現在の RTHKの骨
格を成す「編集権の独立」という遺伝子は，
1978年まで廣播處長を務めた Hawthorne 氏
の時代に植えつけられたと言われ，「政府の一
部門なのに政府批判を行う」RTHKの文化は
この時点から始まる。
②RTHKの「政府からの組織的独立」の議論

「編集権の独立」が RTHK 内部に浸透する
中で，1980年代には RTHKを政府の組織か
ら切り離す議論が進められた。これを受けて
RTHKは1989年，イギリスのBBC のような組
織を範とした「公司化」（Corporatisation）の計
画を立案した。しかしこの時期には既に香港が
中国に返還されることは確定しており，移行期
の香港の諸問題はイギリスと中国が協議する形
で進められていた。中国政府がこの「公司化」に
反対したためRTHKの提案の取り扱いは延期
に延期を重ね，1993年になって当時の香港政
庁は「公司化」の計画を棚上げすることになった。
③香港返還後の親中派によるRTHK批判

当時，雑誌『鏡報』の社長だった親中派の大
物，徐四民氏は1998年 3月に北京で開かれ
た全国政治協商会議（有識者による中国共産
党・政府への諮問機関で，全人代と同様，毎
年 3月に全国各地の委員が集まって会議を開
く。徐氏は香港選出の委員）の分科会の席上，
次のような発言を行った。やや長くなるが，親
中派の RTHK に対する不満がよく示されてい
るので，主旨を紹介する。
「RTHK は税金を使って董建華長官（当

時）と中国政府に反対を唱えている。私は雑
誌『鏡報』社長として RTHK 批判の原稿を書
き，その中で RTHK は英国植民地時代の遺
物であり，編集権の独立を標榜しているもの

の実は専ら香港特別行政区政府と董建華長
官の批判に終始していると指摘したことがある。
私は RTHKの放送をいつも聴いているわけで
はないが，友達の話だと，ここのラジオは朝 8
時から10時まで罵倒のし通しで，罵倒の対象
は第一に中国政府，第二に董建華長官だ。午
後 4時から6時までも罵倒の時間で，やはり中
国政府と董建華長官が対象だという。政府に
は政策を宣伝する放送局が必要だ。RTHKは
香港の中央人民放送局（「中央人民放送局」と
は北京の中央人民ラジオのことで，中国政府
の強いコントロール下にある）であるべきだ。も
し北京の中央人民放送局がなかったなら，鄧
小平が3人いても政策を実行できなかっただろ
う。パッテン前総督も放送局をコントロールして
いたではないか。RTHK が偏向している例を
挙げろというなら，立法会選挙に向けての選挙
民の登録について言いたい。特別行政区政府
は6,000万香港ドルをかけて選挙民の登録活動
をやっているというのに，年 2億香港ドル以上
の税金を使っているRTHK がこれに水をかけ
ている。登録など必要ないと宣伝し，登録活
動を破壊している。毎週土曜夜に放映されるテ
レビ番組『頭条新聞（Headliner）』も問題だ。こ
の番組はその週におきた大きなニュースに論評
を加えるという方針でスタートしたはずなのに，
方針を逸脱し指導者を揶揄することに血道を
あげている。李恰（雑誌『九十年代』の編集長
などを務めた評論家）は『りんご日報』紙上で，
RTHK は行政長官の声を代弁するのではなく
納税者の声を代弁するものだと書いた。香港市
民として私も納税している。私の発行している
雑誌『鏡報』も納税している。私こそ真の納税
者だ。李恰はいくら納税しているというのだ。
李恰が納税者を代表して話す ? あきれてもの
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が言えない。RTHKの偏向は放っておけない
問題なので，政府のコントロール下に置くべきだ
と3回も董建華長官に進言したことがあり，董
長官も“徐々にやる”ということだった」1）。

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いう意図が強く
表れていたことから，香港で大きな反響を呼
んだ。この発言に関して香港の記者団に取り
囲まれた董建華長官は，統制を“徐々にやる”
と言ったとされる件については言を左右にし，

「RTHKについては様 な々意見がある。言論の
自由は非常に重要だが，政府の政策が前向き
に報道されることも大変重要だ」などと曖昧な
態度を取ったことから，香港では董長官への批
判が強まった。そのため董長官はその後「特別
行政区政府は言論の自由を保障する。徐四民
氏の発言は中国政府の公式見解ではない」など
と述べ，RTHKの編集権の独立を尊重するか
のように軌道修正を行った。また徐氏から批判
を受けた RTHK は直ちに次のような声明を発
表して反論した。「香港社会は言論の自由を尊
重しており，徐四民氏と雑誌『鏡報』が長年来
RTHKを批判してきたことはよく知られている。
RTHK は公共機関としてまず市民サービスに
徹する。政府の政策を伝え分析することは重
要な任務であるが，同時に市民に意見発表の
ための十分な時間を提供している。公共機関
の役割に対する徐四民氏の考えは，一般の香
港市民と異なる。徐氏は RTHKの番組を視聴
する時間が大変少ないそうだが，ぜひ時間を
割いてもっと視聴していただいた上で，我 と々
議論を深めることを歓迎したい」2）。

この問題は当時の香港特別行政区ナンバー2
だった陳方安生（Anson Chan）政務長官が徐
氏の発言を明確に批判，およそ7割の市民が陳

方安生政務長官を支持したこともあって，親中
派は表面的にはいったん矛を収めた。しかし，

「政府の一部門なのに政府を批判する」RTHK
への親中派の不満はその後も機会があるごと
に噴出し，それが今回の公共放送改革の議論
にも影を落としていることは間違いない。

　4.検討委員会設立から報告書の提出まで
董建華行政長官の時代には，徐四民氏の

RTHK 批判への反発が出て以降，RTHKをめ
ぐる議論はやや下火になっていたが，それを再
び議論の俎上に上げたのは，現在の長官であ
る曾蔭権氏である。董長官が任期中に辞任した
あと，長官代行を務めていた曾氏は，2005年 6
月に新しい長官に無投票で当選した。彼はその
長官選挙の運動期間中，RTHK が行っていた
競馬中継と「十大中文金曲」賞という歌謡大賞の
選考行事について，「公共放送は娯楽事業に関
わるより，政府の政策の説明などに重点を置く
べき」と批判したのである。競馬中継は過去30
年，また「十大中文金曲」賞は27年の歴史を持
ち，それぞれ RTHKの看板番組にもなってい
たことから，大きな波紋を呼んだ。しかも曾氏
の長官就任後は複数の閣僚が同様の批判を行
い，RTHKは苦境に立たされた。結局 RTHK
は競馬中継の取りやめを決定，その理由として
予算の制約などを挙げたが，多くの市民は曾長
官からの圧力に屈したものと見なした。

曾長官はこの後 2006年 1月，香港の公共
サービス放送の将来について検討する委員会を
作り，7人の有識者を委員に任命した。そのリ
ストは下記の通りである。

委員長 黄応士 （Raymond Roy Wong, 元
TVB ニュース局長）
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この人選に特徴的なのは，公共放送の専
門家が1人も含まれていないことである。委員
長が RTHKの“競争相手”であるTVB の元
ニュース局長だったことから，曾長官は公共放
送の業務内容や規模に大きな改変を加える可
能性があるとの見方が出てきた。曾長官のバッ
クには RTHKの編集権の独立を快く思わない
中国政府や親中派がいるとの憶測も広がった
ことから，黄応士委員長は委員会発足当初から

「RTHKの編集権の独立を支持する」との言明
を繰り返した。

委員会の発足に対し香港の立法会（国会にあ
たる）では，民主派を中心に公共放送の編集権
の独立への危惧が生まれた。そこで同年 2月の
会期中に，政府に対し公共放送サービスの発
展に向けて以下の点を確保するよう求める議案

（法的拘束力はない）を採択した。
① 編集の自主権を尊重し貫徹させる
② 報道・言論の自由を守る
③  公衆にチャンネルを開放し，公衆の参加

機会を用意する
④ 多元的な情報を提供する
⑤ 少数派，弱者のニーズに配慮する
⑥  十分な資源を投入し，デジタル放送の発

展を加速し，公共放送サービスがデジタル
化時代に継続して発展できるようにする

委員会では立法会が示したような懸念を払拭
するため，透明度の向上に努めた。3月には委
員の1人である梁天偉教授が記者会見を行い，
既に RTHKの経営陣や組合，商業放送局など
の関係者からヒアリングをしたことや，400 に
及ぶ組織や個人に対し面会または書面による
意見聴取を求める書簡を送ったことを明らかに
した。また梁教授は同時に，翌日から委員会
の活動を紹介するホームページ（http://www.
psb-review.org.hk/big5/index.html）を 立 ち
上げると発表した。さらに6月にはイギリスの
BBC，ドイツのARD，日本のNHK，オースト
ラリアのABC など，世界各国の公共放送の関
係者を招請した「公共放送サービス国際フォー
ラム」を実施，香港の公共放送のあり方につい
て世界の経験から学ぶ姿勢を示した。このと
きRTHKのトップである朱培慶廣播處長も報
告に立ち，同年 5月の世論調査の結果として，
80% 以上の回答者が「RTHKは政府の監視役
を務めるべき」と答えたことを指摘して編集権
の独立維持を訴えた。

委員会はこのあと8月に入ってから，「統治」
「説明責任」「財政」の3 つの小グループを設置，
香港の公共放送改革に関する具体的な提言に
向けた意見集約作業に入った。また9月には市
民を対象にした公聴会を開催，公共放送サー
ビスに関する市民の意見を聴取した。こうして
委員会は2007年 3月，報告書を完成させ，曾
蔭権行政長官に提出した。

　5.報告書の概要
報告書の概要が示した香港の公共放送に関

する提言は，以下のようなものであった。（概要

委員 陳景祥 （Chan King Cheung, 信報
編集長）

 馮美基 （May Fung May Gay, 香
港浸会大学校董会会員）

 梁天偉 （Leung Tin Wai, 香港樹仁
学院新聞傳播学系主任）

 包雲龍 （Pao Wan Lung, 資深報社
長）

 徐林倩麗 （Judy Tsui, 香港理工大学
工商管理学院院長）

 胡恩威 （Mathias Woo,「進念二十
面体」創作総監）
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全文は文末の資料 3参照）

①  香港には公共放送サービスが必要であり，
主な財源を公費でまかなう新しい公共放
送機構を新規の立法によって設立すること
を提言する

②  この機構は独立した編集権・番組制作権
を持ち，責任のある態度で言論・報道の
自由を行使する

③  この機構が統治と説明責任について厳格
に実行すると共に，公金の使用について
慎重に対処することを求める

そして報告書では，香港の公共放送サービ
スが実現すべき目的として，以下の4点を挙げ
ている。
Ⅰ 公民意識の強化と公民社会発展の促進
Ⅱ 社会の融合と多元性の促進
Ⅲ 教育の推進と生涯学習の奨励
Ⅳ  創造性の鼓舞と卓越した気風の追求による

香港市民の多元的な文化生活の確保
機構の統治構造については，以下のようにす

るとした。
① 理事会と執行部の各自の権限を明確に区分
②  理事会の最適な人数は15人を超えず，メ

ンバーは行政長官が委任
③  理事のうち9人以上はメディア・ジャーナ

リズム・教育などの分野の専門家
④ 理事の任期は3年で2期まで
⑤  理事会の業務支援のため，執行委員会・

会計審査委員会・管理及び行政委員会の
3 つの常設委員会を設置

説明責任については，番組制作準則や苦情
処理の仕組みの制定などを規定している。

財政については，ニュース・時事番組を除い
て企業の組織またはブランドによる賛助金を受
け入れることが出来るとし，このほか寄付金や

オンデマンドサービスに対する料金徴収などの
収入源を開拓できるとする一方，広告収入は認
めないとしている。そして少なくとも10年目に
は，副次収入の比率を最初の期間の支出の実
質価値の20% にまで高めるとしている。また予
算支出の期間は3年から5年を一括りとするこ
とで，財政計画の融通性を高めると共に，公共
放送機構が過度な政治・財政面での圧力を受
けずに済むようになるとしている。

現在のRTHKとは異なる内容として，「公共
放送機構は少なくとも1チャンネルの無料テレビ
チャンネルを持ち，広東語・英語・北京語によ
る番組を提供する」と記されている。

結果評価については，次の5 つの分野で行
うとしている。

① サービスの範囲と質に関する要件
②  視聴者数と市場シェアの面において，公

共放送サービスが最大の社会的効果をあ
げるようにする

③  統治及び管理の質の面における要件
④  ニューメディアサービスの発展に関する要件
⑤  公衆参加の面における要件
デジタル放送に関しては，公共放送機構につ

いて以下の3点を行うとしている。
①  デジタル地上テレビ放送のためのチャンネ

ル配分
②  ラジオとマルチメディアサービスを行うデ

ジタル放送マルチプレックスの配分
③  デジタル化完了までの間，公衆に現状レ

ベルと同様のサービスを確保するための
十分な超短波 FMチャンネルの確保

そして新規に設立する公共放送機構の名称は
香港公共放送会社（香港公共廣播公司，Hong 
Kong Public Broadcasting Corporation=PBC）
とし，長期的にもし公共放送サービス提供者が
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複数になった場合，免許制を導入すべきかにつ
いても議論するとしている。

　6.報告書への疑問点
報告書の提言概要に示された内容は新設す

る公共放送機構について包括的に示しており，
現在は存在しない常設のテレビチャンネルを新
設の公共放送機構に持たせるなど，公共放送
充実と受け取れる内容も含んでいる。しかし，
提言概要には RTHKという言葉が一度も出て
こない。香港の公共放送改革について議論し
たはずなのに，現在の公共放送への評価やそ
の問題点・課題についての指摘がないのはな
ぜなのだろうか。

この点は，報告書本文の第 3章「香港が新
しい公共放送機構を設立する必要性」に若干
触れられていた。そこでは，RTHKの改組に
よる公共放送機構の設立が好ましくない理由と
して，2 つの問題を指摘している。1つは，政
府の一部門であるRTHKの組織文化である。
報告書では，80年近くの歴史を持つRTHKの
政府当局との関係は，昔とおおむね変わってお
らず，「RTHK には根の深い枠組み，詳細な
内部準則そして濃厚な組織文化がある」とした
上で，「法定の機構に改組した場合，顕著な改
変をもたらすことになり，現在の組織の枠組み
と運営方式の存廃を決定するのは，非常に困
難」としている。もう1点は，RTHK 職員の身
分の問題で，報告書では「RTHKの全ての職
員は政府の役人であり，その大多数は公務員
の身分で政府に加入し，任期・報酬・昇進の
機会・退職後の保障などについて合理的な期
待を持っている」としている。また，RTHKの
組合が06年 3月に発表した組合員調査の結果
を引用し，「自らの身分が変わることについて，

職員の反応は一致していない。現在の雇用条
件を維持することが大部分の回答者の示した
希望である」と述べている。

そして報告書はRTHKの将来に関して，「政
府がいかに RTHKの役割を調整するかは，
今回の検討の範囲を超えている。また RTHK
を公共放送機構に改組するいかなる提案も，
政府のこの問題に関する決定に影響せざるを
えない。よって委員会はこのことを討論しな
かった」と述べている。

報告書の説明の問題点は，まず RTHKの「濃
厚な組織文化」について，どこがどう悪いのか
という具体的な説明がなされていないことであ
る。また RTHK 職員の身分保障の問題にして
も，仮に新しい公共放送機構が出来て RTHK
の業務が縮小もしくは廃止されることになれば，

「改組」以上に身分保障が難しくなるのではなか
ろうか。さらに最後の「改組」に関するいかなる
提案も政府の決定に影響せざるをえないので討
論しなかった，という説明は理解しがたいもの
がある。政府の決定に影響しないような報告書
をつくることに，どのような意味があるのであろ
うか。「改組」と「全くの新規設立」の双方につい
てシミュレーションを行い，各方式のメリットとデ
メリットを比較するのが本来の委員会の役目では
ないのかといった批判も香港では噴出している。
このように報告書にはいくつか疑問点があるの
だが，次号では現地調査をもとに，この報告書
に対する各界の反応を紹介しつつ，疑問点の解
明にあたりたい。　　          （やまだ けんいち）

注：
1）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

2）同 22 ページ参照



26 　 OCTOBER 2007

1　範囲
1.1　 本合意は商務及経済発展局局長と廣播處長の間の業務関係と職責，そして RTHKの業務計画・目的・使命を明

らかにするものである。
1.2　 本文書における「業務計画」とは「活動計画」を指し，RTHK が毎日従事するラジオ・テレビの番組制作活動と

は異なる。
1.3　 本合意は 2007 年 8月1日に改定のうえ調印した。局長と處長は 2 年ごとに合意内容を検討しなければならない。
2　職能と責任
2.1　 RTHKの編集は独立している。處長は放送局の編集長として，「番組制作人員準則」に合致した編集制度を制定

することに責任を持ち，公正で均衡がとれ客観的なニュース・公共事務に関する番組・一般の番組を提供するこ
とで，市民に情報・教育・娯楽を提供する。

2.2　 局長は處長に対し下記の政策指導と支援を行う。
① 業務計画の確定と関連する業務の進行への同意
②  政策目的・詳細・推進する目標・今後 12 か月に注目すべき事がら・サービスに関する誓約・財政予算を含む業

務計画の関連政策についての検討
③ 計画のための諸資源の提供
④  サービスに関する誓約の制定について處長と協議し，下記の4.1 から4.3 に記す業務目的・使命・目標の達成

に向け有効に資源を活用し計画の各項目を進行させ，同時に資源の活用が適正かどうか評定
⑤ 目標が達成されたかどうか處長と毎季検討し，必要な行動について研究
⑥  毎年特定の時期に目標が達成されたか検討し，それに基づき今後 12 か月の方針と目標を制定，また下記第 7

段に述べる資源配分の順序について確定
⑦  毎年計画の各項目の範囲と上の第 2段に記した事項について検討するとき，新しく配分する資源の配分順序を

確定
⑧ RTHK に関し政府の政策を明確に言明

2.3　處長は下記の事項に対し局長に対し責任を負う。
① 計画の各項目における日常業務の管理
② 上の2.2 の2 に記した各項目の制定
③  2.2 の2 に記した各項目について局長の検討に協力し，必要なときには新規に制定することで，下記の4.1 から

4.3 に明記する業務目的・使命・目標を達成
④  部門内で適切な人選により各計画項目の責任者を決め，配分された資源をもとに適切な組織及び人員の配置を

実施
⑤ 局長との合意に基づき，各計画項目と業務実施面においてサービスの目標を設定し，その成果を監督
⑥ 局長と毎季目標到達のレベルそして必要な行動について検討
⑦ 毎年特定の時期に局長と目標達成ができたかについて検討し，今後 12 か月の方針と目標を制定
⑧ RTHKの運営と管理について明確に言明
⑨ 内部の制度と枠組みを改善し，現在有する資源を十分に活用することによる最大の成果の実現

3　業務計画
3.1　商務及経済発展局が責任を負うRTHKの主要な業務計画は以下のものとする。

① 多チャンネルのラジオサービス提供
② 公衆向けのテレビ番組制作
③ ニューメディアサービス

4 目的
4.1　 RTHKの目的は質の高いラジオ・テレビ・ニューメディアサービスを通じ，香港市民に情報・教育・娯楽を提供す

ることにある。RTHK は社会各層の意見を反映することに尽力する。

資料 1　　　商務及経済発展局局長と廣播處長の間の協定書
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4.2　 RTHKの使命は以下のものとする。
① マルチメディアの番組を制作し，情報・教育・娯楽を提供
② 時宜に合った形かつ不偏不党の立場で香港及び国際的な重要事件・テーマを報道
③ 香港の多元的・開放的文化を推進
④ 自由に意見を述べる場を提供
⑤ 一般市民向けのサービスを行うと共に，少数派の番組ニーズに配慮

4.3　この前提の下，各計画項目の目標は以下のものとする。
① ラジオサービス
（a） ラジオチャンネルを通じ均衡の取れた形で情報・教育・娯楽を提供する
（b）各チャンネルが特色を持つような戦略の策定と実施により，社会の異なる階層の人々を引きつける
（c）均衡がとれ客観的なニュース及び公共事務関係の番組を提供する
（d） 社会の各階層の人 と々政府にコミュニケーションの場を提供し，彼らが公衆の利益に関わることについて

意見を発表できるようにする
（e）1日24 時間の中国語及び英語のニュースを提供する
（f）聴衆およびコミュニティの参加を促す番組の制作・発展
（g）社会の人々がクラシック音楽や文化・芸術に対する興味を持つような番組の制作・発展
（h）少数派のニーズにあった番組を提供する

② テレビサービス
（a）主に商業局が満たすことのできない市場ニーズに応えるため，質の高いテレビ番組を制作・提供する
（b）商業局のゴールデンタイムに引き続きRTHKの番組を放送する
（c）均衡がとれ客観的な公共事務に関わる番組を提供する
（d） 社会の各階層の人 と々政府にコミュニケーションの場を提供し，彼らが公衆の利益に関わることについて

意見を発表できるようにする
（e）中国語での制作に重点を置く
（f）視聴者及びコミュニティの参加を促す番組の制作と発展
（g）視聴者が文化・音楽・芸術への興味を増すような番組を含む，少数派のニーズに合った番組を提供

③ ニューメディアサービス
（a）インターネット上で適切な量の質の高いラジオ・テレビ番組を提供する 
（b）ネット学習計画の推進に重点を置く
（c）文化・芸術への関心を高める番組を提供する
（d）世界中のネット利用者にコミュニケーションの場を提供する
（e）ネット上では繁体字中国語・簡体字中国語・英語により内容を制作する
（f）最新のストリーミング形式及び移動体への接続機能を持つ形で番組を提供する

5 財政計画と統制
5.1 財政計画と統制規定は局長が毎年資源配分業務を実施し年間予算を策定する際に制定する。
5.2  RTHKのサービス結果を評価する際には，處長がコントロールできない要因により当初予算から乖離した場合（立

法会や行政会議が予期できない指令を発した場合など），一定の配慮をする。
5.3  RTHK が年間予算見積もりの中で用意した勘定は，合意された財政及び非財政面の目標に対するサービスの成果

についての資料を含まなければならない。



28 　 OCTOBER 2007

冒頭 我々の抱負，使命と信念
抱負 ニューメディア環境の中で，重要な役割を担う公営放送機構となること
使命 多メディアの番組を制作し，情報・教育・娯楽を提供する。適時かつ不偏不党の立場で香港と国際的な重要事件・
テーマを報道する。香港の多元的開放的文化の発展に向け協力する。自由に意見を表明する場を提供する。一般の市
民にサービスすると同時に，少数派グループのニーズにも配慮する
信念 編集の自主を堅持し，不偏不党を守り，社会大衆にサービスし，競争のレベルを引き上げ，優良な番組を制作し，
多元的な人材を育成する

第 1条 　RTHKの公営放送機構としての役割
主な職責は香港人にサービスし，各階層の人々の意見を反映することにコミットすることである。編集の自主権を持っ

た公営放送機構というRTHKの役割は，既に確固としたものになっている。公営放送機構の職責は，情報・教育・
娯楽の提供と共に，他局とは異なりかつ質の高い番組を提供することである。

第 2 条 　編集業務過程における上級部門への報告制度
極端に暴力的な場面や露骨な性的シーン，良くない言葉遣いなど，紛糾を呼びそうな事がらについては，出来るだけ

早く上級部門に報告すること。報告先はまず番組の編集者であるが，問題の大きさに合わせて部門の主管さらには副
廣播處長や廣播處長に報告する。必ず部門の主管に報告する必要のある事案は以下の通り。

・ 犯罪者や警察の指名手配中の人物の取材
・ 法律の制裁を逃れようとする人物に身分を隠させる提案
・ 犯罪者ないし元犯罪者に対する金銭の支給
・ 元々は法律上もしくは記録の目的から行った「隠し撮り」の映像・音声を放送すること
・ 「隠し撮り」もしくは非公式な形で得た誘拐または重大事件の細部の公表
・ 自局がまだ放送していない映像・音声及びその他の資料に対し外部から視聴もしくは取得の要求がなされた場合
・ 特定の政治テーマについて外部に委託して世論調査を行う場合

第 3 条　総合的業務原則
第 1 項　不偏不党

我々は政治的・商業的もしくは個別の階層利益の圧力や，自分だけの先入観によって，専門的な判断を左右されては
ならない。また不偏不党は，単に意見の異なる各関係者に同等の発言時間を与えるといった形式的なものであってはな
らない。「適切な不偏不党」は，特定のテーマで硬直した「絶対的中立」を求めるものではなく，誰の機嫌も損なわない
ために全面的な問題の掘り起こしを避けるのならば，職を汚すことになる。

「トークショー」と「電話討論番組」における司会者の役割
番組開始当初は視聴者に公の場で意見や批判を言わせることは良くない結果を招くとの声があったものの，こうした

見方は社会の開放に伴って変化し，市民も権威に挑戦することへのためらいや萎縮を克服した。現在この二種類の番
組がとても人気があるのは，番組が市民に深く浸透したからである。番組司会者は，視聴者と相互にコミュニケーショ
ンをとり，議論に参加すべきで，専門知識と判断力を生かして質問や評論，批判を行い，弁論を活発化させるべきであ
る。一方で，司会者は偏見や差別意識をもってはならず，公正な態度で議題の処理や聴衆からの電話の対応にあたら
なければならない。
ドキュメンタリー番組

番組は一方の側の議論を報道したり検証したりするのでも構わないが，その際は公正さを厳守しなければならず，か
つその観点が論争を呼びうるものであることを説明する必要がある。ニュース・時事番組に関しては，正確，不偏不党，
それに“いいとこ取り”をしないこと，資料を十分に集め冷静に報道することが必要である。記者やキャスターは，個人
的な考えを示すより，専門的な判断をもとに報道や評論を行うべきで，個人的な意見については，報道の際に個人の意
見であることを明確に示すべきである。
電話討論番組

制作担当者が組織的な圧力団体や無責任な個人によって番組を乗っ取られないよう，十分注意する必要がある。個
人の意見を発表する番組においては，様々な立場の人物を招請すると共に，同時に専門的知識のある評論員や分析員

資料 2　　　RTHK番組制作人員準則（主要部分）
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にも出席してもらうべきである。RTHKの職員・キャスター・記者に関しては，論争のあるテーマについて，通常は個
人の意見を発表する番組に出演すべきでない。  
シリーズの番組

テーマが同じで相互に関連が深い場合はシリーズ全体の中で不偏不党を実現すれば良いが，各番組のテーマが異な
る場合は番組ごとに不偏不党を実現すべきである。
反論権

番組で批判された側に反論や弁明の機会を用意する必要性について，法律上の理由などによって当該番組内でその
機会を用意できなかった場合は，後日そうした機会を設けられるか部門の主管に相談すべきである。
第 2 項　規準

単一の情報源に頼らず，出来るだけ多くの資料を比較しながら事件の真相に迫るべきで，特に訴訟を起こされた際，
内容の正確性が法廷での検証に耐えられるようにすべきである。言葉遣いにおいては誇張を避け，通信社の原稿の信
憑性の有無も考慮すべきである。

誤りの訂正に関しては，正直にかつ迅速に訂正を行うこととし，他人の名誉を毀損した恐れのあるケースでは，訂正
の仕方について法律面からの見解を確認すべきである。新聞や雑誌から引用する場合は，一次資料か二次資料かを明
確にすべきである。
第 3 項　番組の品格

粗野な行為・猥褻な言葉・性行為といった点に関する社会の一般的価値観を尊重し，視聴者が腹を立てることにな
らないよう，慎重に対処すべきである。一方で，現実を反映し視聴者が全体状況を理解するためには，一部の用語や
暴力の描写，性愛の場面などをカットするのが不適切なこともありうる。猥褻な言葉などの扱いについては，放送業務
管理局が定めた放送禁止用語集があるので，番組担当者は疑問があった場合，「番組標準担当主任」に確認すべきで
ある。露骨なヌードや情欲の場面，苦痛を耐え忍ぶ場面などは，限られた場合のみ，かつ慎重に扱うこととする。私
人が死去した場面は，煽情的な使い方をしてはならず，個人のプライバシーも尊重しなければならない。番組内容が暴
力・性行為・問題のある用語などを含む場合は，放送前もしくは番組の中で明示すると共に，放送業務管理局の規定
に従い，午後 4時から8時半までは放送を行わない。喫煙，麻薬吸入などの描写・言及はドラマの構成と人物描写の
範囲にとどめ，子供向け番組では一切使用しない。
第 4 項　暴力

実際の状況を伝えるのに暴力の描写が欠かせないときを除き，暴力の描写は行わない。ニュース番組において暴力
の映像・音声を使用するかどうかは，取材する価値の有無の判断と共に，暴力をこと細かに報じることで視聴者に敏
感な反応を与えないか適切な考慮を要する。基本原則は以下の3点である。

・ 死去した人は尊重し，必要がなければ遺体の状況を放送しない
・ 一般的に，死去した人をアップで映し出さない
・ 災難や暴力事件の流血の映像を強調して映さない

ドラマの制作にあたっては，女性に対する暴力の描写，特に虐待に関しては，慎重に処理すべきである。
第 5 項　利益衝突

キャスターや記者などの一線の業務に携わる人間はもとより，編集者・ディレクターなど RTHKの全ての関係者は不
適切な外部での活動を行ってはならない。外部で収入を得る活動を行う際は，事前に部門の主管の許可を得なければ
ならず，その活動が番組の職責との間で利益衝突を生むと判断された場合は許可しない。
第 6 項　取材対象を公平に扱うこと

通常取材対象は，番組のねらいや自らがどのように番組に関わるかといった点について知る権利があるとする。取材
拒否にあった場合はその理由も含めて放送すべきである。一般的には，電話で取材する場合，最初に相手の同意を得
なければならず，「隠し撮り」の映像・音声を放送する場合は規定の手続きに従って上級部門に報告することとする。
第 7 項　プライバシーの尊重 

公衆の利益が個人のプライバシーより優先することはありうる。災難などの際には全面的な報道と，不必要な不安・
憂慮を引き起こさない配慮との間のバランスを取るべきで，被害者に取材への応答を強制することがあってはならない。
電話取材を録音する際は，記録のためであれ放送を予定している場合であれ，録音の前に相手の同意を得ることとす
る。例外としては以下のケースがある。

・ 対象の事件が犯罪もしくは重大な過失に関するもの
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・ 事前に通知した場合，録音を実現するのが難しいと制作者が考える十分な理由があること
事前にアポイントを取らず相手が出てきたところにマイクを向ける「突撃式取材」については，通常はやむをえない場

合にのみこの方法を使う。それが正当化されるケースは以下の通り。
・ 犯罪や重大な反社会的行為もしくは公衆の利益に関する重要な問題の取材
・ 取材対象が度重なる取材依頼を無視もしくは応じない場合

突然「ニュースの人」となった人物の自宅に押しかけるといった「まとわりつき式取材」に関しては，威嚇的な取材になっ
たり不合理な騒擾を起こさないようにする必要があり，何回も電話したり扉を叩いたりする行為は禁止する。

第 4 条　番組制作に関わる事項
第 1 項　ニュース・時事・情報番組

番組制作の各過程において「極端なまでに注意深く慎重である」べきである。ニュース業務の原則は以下の通り。
・ 番組内容の正確さ，不偏不党を守り，専門性のある客観的な標準に合っていること
・ 最も適切な方法による誤報の訂正
・ 不偏不党は，問題提起をできないということではない
・ 一度の報道で十分なバランスが取れなくても，一定期間内にバランスが取れるようにする
・ 関係者の合理的なプライバシーの尊重
・ 専門的な見地から情報源を非開示にする理由はあるが，これは法律で認められた権利ではない
・ 電話録音は事前に相手の同意を得る
・ 突撃式取材は本当に必要な場合のみ
・ 取材対象に公平に対応する

情報源の保護については，法律が重視する「公共の利益」と情報源の保護が対立した場合について，最終的には情
報源を開示するか法廷の命令に従わない道を取るかは，取材者個人の選択に任せる。
第 2 項　取材

取材対象にアポイントを取る際，通常は質問内容を細大漏らさず相手に伝えることはせず，もしそれを要求された場
合，担当者は取材に行くべきかどうか慎重に考慮する必要がある。取材対象が質問にまともに回答しなかった場合は，
冷静かつ礼儀正しい態度でその点を明確にし，必要があれば同じ質問を繰り返すことができる。質問の仕方は冗長に
ならず簡潔に行い相手に逃げ道を与えないようにすべきである。RTHKの政策として，情報を金銭で買うことは行わない。
第 3 項　編集

編集の成果は必ず見聞きした真実の反映でなければならない。取材内容を編集する際の重要な原則は以下の通り。
・ 元々の取材内容を編集によって改変または歪曲してはならない
・ 1つの回答を別の質問とくっつけるような編集の禁止
・  編集の過程で，後から収録した質問を挿入する必要がある場合，もともと質問の際に相手が示した表情・反応

などはそのまま使うこととする
・ 討論形式で取材していないものを討論に受け取れるように編集することは禁止

第 4 項　犯罪報道
「なぜ」「いかに」「どういう視点から」報道するかを慎重に考慮すべきである。犯罪報道，特に暴力事案についてあま

りに多くの時間を割くことには注意が必要であり，見てきたような描写をしたり不必要な形容詞を加えたりしないこと，
犯罪を英雄視しないこととする。犯罪者や元犯罪者との接触は慎重にすべきで，取材するときは手続きにのっとり上級
部門に報告すること，また証人についても金銭の授受で取材を実現するようなことがないよう，慎重な対応を要する。
第 5 項　デモ・公衆騒動事件

デモの目的は報道してもらうことにあるので，以下の規則を守らなければならない。
・ メディアへの露出を目的とした個人や団体に注意する
・ “演技”にならないよう，デモ参加者への要求や提案はしない
・ デモ参加者の肩書き，デモの目的，参加者数を取材，報道する
・ デモにより予定されていた公共活動が阻害された場合も，その公共活動について必要な報道を行う
・ デモを報道するかどうかは，デモのイメージでなく，その主張のニュース価値に基づいて行う
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第 6 項　ハイジャック・誘拐・テロ等の報道
自らの行動が人質の生命・安全を一層危険な状態に追いやったり，当局の人質解放工作の邪魔をしたりしないことを

優先すべきで，以下の規則を遵守することとする。
・ テロリストや誘拐犯から連絡を受けた場合，編集責任者にすぐ連絡し，編集責任者は警察に連絡する
・  各部署の主管もしくはさらに上級の幹部の承認を得ない状態で，テロリストや誘拐犯の声明や彼らへの取材内

容を放送しない
・ テロリストや誘拐犯に利用される恐れがない場合に限り，その声明や要求を放送できる
・  当局のコミュニケーションや人質の安全に影響しないと編集責任者が判断した上で初めてテロリストや誘拐犯と

電話連絡や直接の接触を行える
第 7 項　爆弾予告

連絡を受けた場合はすぐに編集責任者に連絡し，編集責任者は警察に連絡する。予告が嘘だった場合，交通の大
渋滞が起きたようなケースを除いて報道はしない。
第 8 項　重大な事件事故や災害

我々には正確・全面的・迅速な報道を行うと共に，公衆の不安や憂慮を不必要に高めない責任がある。けが人や遺
族を取材するには，技術と同情心が必要である。
第 9 項　政府の機密

機密条例によって指定された情報を政府関係者から取得し，政府の許可を得ずに報じることは違法であり，この条
例の下では裁判所も「公衆の利益」との抗弁を認めない。
第 10 項　消費者向け番組

制作者には一部の製品に言及して金銭的報酬を受け取るような「利益衝突」を避けるよう注意すべきである。できる
だけ多くの商品を検討材料にしなければならない。
第 11 項　演劇・芸術・音楽・娯楽

制作者は芸能関係者に創造性を発揮させる環境を整える一方で，一般市民の価値観や番組の品格といった点への配
慮も持たなければならない。演劇の内容について，史実に基づくものかフィクションかを明確にすべきである。「諷刺」
を行う番組については，特別な技巧が必要であり，俗化しないこと，見ればすぐに諷刺と分かること，ニュース報道で
は使わないこととする。
第 12 項　世論調査

放送する際は調査機関名や調査対象数などを紹介すると共に，電話討論番組の参加者を対象にした場合などは，
世論全体を反映したものでないことについて視聴者に誤解を与えないよう配慮しなければならない。
第 14 項　外部への番組資料提供

要求には慎重に対処すると共に，既に放送した番組が訴訟に利用される場合は，関係者はすぐに上司に通知しなけ
ればならない。

第 6 条　香港特別行政区の重要事項
以下の項目については全面的に大きく報道しなければならない。

・ 特区行政長官施政報告
・ 財政予算案発表
・ 旧正月などに行う特区行政長官のラジオ及びテレビメッセージ
・ 立法会の主要弁論と例会
・ 立法会と区域組織の選挙
・ 特別行政区の重要な記念活動
・ 重要な建設プロジェクトもしくは活動に関わる儀式

第 7条　クレーム処理
間違いがあった場合は責任を認め，全てのクレームについて迅速・的確な回答をすべきである。電話でのクレームで

回答を求められた場合は，出来るだけ書面での送付を依頼し，どんな場合にも10日以内に正式回答もしくは初歩的な
回答をすることとする。
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公共放送サービス検討委員会は2007年 3月 28日に報告を提出した。委員会は香港に公共放送サービスが必要であ
ることを確信しており，主な財源を公費でまかない，具体的な公共的使命を履行する新しい公共放送サービス機構を，
新規の立法によって設立することを提言する。この機構は独立した編集権・番組制作権を持ち，役員会から執行部そ
して一線の職員に至るまで，責任のある態度で言論・報道の自由を行使する。そして，この機構が統治（governance）
と説明責任（accountability）について厳格に実行すると共に，公金の使用について慎重に対処することを求める。この
提言概要は報告における具体的な提言のみを述べており，委員会が考慮した点の詳細や根拠，他の案の検討結果につ
いては，報告の全文を参照されたい。

公共目的（第二章）
香港の公共放送サービスが実現すべき目的は，以下の4点である。

I 公民意識の強化と公民社会発展の促進
II 社会の融合と多元性の促進
III 教育の推進と生涯学習の奨励
IV 創造性の鼓舞と卓越した気風の追求による香港市民の多元的な文化生活の確保

統治（第四章）
機構の統治構造に関しては，立法によってその編集権の独立を保障し，透明性を高め，統治と説明責任に関するお

おまかな枠組みを作る。また理事会と執行部の各自の権限を明確に区分し，理事会は目標と戦略の制定，履行状況の
監督，法・規則の遵守状況の確認，そして機構の全体的な成績について公衆に対し責任を負う。行政総裁（CEO）は
機構の全ての活動に関して責任を負い，執行部による日常的な運営をリードすることとし，理事会は定期的に執行部と
意思疎通を行うが，その日常的な運営や編集面での決定には介入しない。

理事会の最適な人数は15人を超えず，メンバーは香港特別行政区行政長官が委任する。行政長官が委任権を行使
する際は，理事会の人数，構成，理事の任期に関する法律規定を必ず守ることとし，理事長もまた行政長官が委任する。
理事会は以下の3種類のメンバーで構成する。
① 業種における専門知識を有する者

具体的には，メディア・ジャーナリズム・教育・芸術及び文化・科学技術・法律・会計もしくは財政・管理・少数派も
しくは弱者へのサービスの9部門から最低 1人ずつ
② 行政総裁及び職員選出の代表
③ 行政長官が委任するその他のメンバー，ただし理事会メンバーの上限を超えない

行政総裁及び職員代表を除く全ての理事は個人の身分で委任を受け，公共放送機構の利益擁護のため尽力する。
第一期の理事の任期は3年とし，再任は可能だが3年を超えないものとする。行政総裁以外は，どの理事も6年の任
期を超えない。理事に欠員が生じた場合は，公募を行う。再任を含む理事の人選は，指名委員会がこれを行う。指名
委員会のメンバーは，以下の人物を含む。
① 理事長
② 離任する予定の理事
③ 理事会が設立した委員会における非理事メンバーから互選で選出した代表 1 人
④ 行政総裁が設立したコミュニティ諮問委員会メンバーから互選で選出した代表 1 人

指名委員会が提案し，理事会の批准を受けた指名者名簿には，先述した9種類の業種から少なくとも2人の候補者
を記載し，行政長官はその名簿の中から理事を選出する。その他のメンバーについてはこうした手続きを必要としない。

理事会に欠員が生じ公募を行う際は，公開選抜の原則にのっとり，行政長官に提出する理事候補者関連の資料も公
表する。候補者のプライバシー保護のため，候補者段階ではその氏名は公表しないが，理事に選出された人物につい
ては，氏名・経歴を早急に公表する。もし正式な指名委員会を設立できない場合は，行政長官が3人以上の人物によ
る臨時の指名委員会をつくり，同様の機能を担う。理事会メンバーの行為準則を制定し，その倫理規範を規定する。

指名委員会以外に，理事会はその業務を支援するための3 つの常設委員会を設置し，それぞれ執行委員会・会計審

資料 3　　　香港公共放送サービス検討報告（提言の概要）
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査委員会・管理及び行政委員会とする。理事会はこの他にも常設もしくは特設の委員会を設置する権限を持つ。委員
会のメンバーは，理事と同様の行為準則を守ることとする。

行政総裁はコミュニティ諮問委員会を設置するが，必要に応じてその他の諮問委員会も設置することができる。こう
した諮問委員会が重要課題を議論する場合は，行政総裁は遅滞なく理事会に報告しなければならない。理事会・理
事会内の委員会及び行政総裁が設立する諮問委員会のメンバーは報酬を受け取ってはならない。

公衆による苦情申し立てを受け付け処理する仕組みを作ることとする。全ての苦情は理事会や公衆が審査できるよ
う，文書化する。商業放送機構において実施している規制の制度および商業放送機構への要求・ガイドラインについて，
公共放送機構に適用できるものは全て同様に適用する。

説明責任（第五章）
公共放送機構はそのサービスの範囲，番組の質，財政，管理が適切かどうかについて公衆に責任を負う。同時に，

当該機構の番組及び編集の自主・独立も尊重されなければならない。公共放送機構は説明責任の面で内部的に下記
の措置を取るものとする。
①  どのように編集・番組制作および財政面での決定を行うかについて内部手続きを作成し，適用対象や違反に対する

処分を明確化する
②  番組制作準則を制定し，職員に遵守を求める。外部の評価委員を委任し，番組が制作準則に合っているか審査し

てもらう
③  定期的に内部報告と検討・審査を行い，法律で定めた要求と内部手続きに合っていることを確認する。財政管理

は厳しく行い，問題を調べだして解決する
④  公衆の苦情を受け付け処理する仕組みと手続きを作る。苦情処理部門は執行部から独立し，理事会に対して責任

を負う
⑤ 視聴者やその他の関係者の意見を集める仕組みを作る
　一方，説明責任に関する外部的な措置は以下のものとする。
①  公共放送機構は放送業務管理局（Broadcasting Authority）の規制に服し，公共サービス使命の履行を含む全ての

要求と準則を守らねばならない。公共放送サービスの特殊性に鑑みて，こうした要求と準則は必要があれば調整する
② 理事会は外部から会計士を招聘し，毎年の財政報告を審査してもらう
③ 年度報告を発表し，成績について検討すると共に，機構の計画と審査済みの年度財政報告を公表する
④ 会計検査院長は審査を行うことが出来る
⑤  公共放送機構の得る政府予算は立法会の批准を必要とし，立法会は公衆利益を擁護するとの前提で当該機構そ

の他の方面の運営について監察することができる

財政（第六章）
公共放送機構は「総合財政モデル」を採用し，主な経費は政府支出でまかなうが，その他に下記のような収入源を開

拓することが出来る。
① 企業の組織もしくはブランドによる賛助金，但しニュース・時事番組を除く
② 寄付金
③ 市民による自発的な定期的寄付，これにより公共放送機構を自らのものとする市民の意識を強化する
④ オンデマンドサービスに対する料金徴収
⑤ 番組及び商品の販売

公共放送機構は広告収入を得てはならない。
執行部はその他の収入源について，法律で定めた公共放送サービスの役割と使命を確保し，その独立性を保障し，

公共放送機構の地位及びその独立・非営利の公共機構のイメージに符合し，礼節・上品さ・趣味の良さといった基準
にも合うためのガイドラインを制定することとする。公共放送機構のための政府支出は特定の部署に従属しない独立の
項目とし，公共放送機構の独立性を確実なものとする。



34 　 OCTOBER 2007

予算支出の期間は3年から5年を一括りとすることで，財政計画の融通性を高めると共に，公共放送機構が過度な
政治・財政面での圧力を受けずに済むようになる。

総合財政計画はいくつかの期間に分けて実施する。
① 最初の期間の支出は全て政府予算でまかなう
② 第二期よりその他の収入の開拓を行い，その比率を徐々に引き上げ，政府予算の比率を引き下げる
③ 遅くとも10 年目には，その他の収入の比率を，最初の期間の支出の実質価値の 20% にまで高める

公共放送機構は収入における黒字分を留保して発展基金とし，投資の必要に対応させる。また起債を行う法的権限
も有することとする。もし合理的な投資の需要を満たせない場合は，政府に特別予算を申請することが出来るが，立
法会の批准を必要とする。

番組（第七章）
公共放送サービスの特色は番組の種類の多寡ではなく，創造性・質の高さ・異なる視聴者層全体への配慮といった

点への約束である。公共放送サービスは全方位で多元的，質が高く創造性のある番組を提供せねばならず，特に商業
放送の不足を補い，人種などにおける少数派住民・高齢者・児童・学生などの視聴者のニーズに応える必要がある。
番組内容に関しては，公共放送機構は人文・芸術・科学・教育の要素を重視し，ニュース・時事番組では正確で，全
面的で，深く，視聴者との双方向性を持ち，意識的に番組を「教育資源」として活用する。番組の発展方向として，公
共放送機構は番組の革新を推し進め，香港制作の番組を鼓舞する。番組編成にあたっては，公共放送機構は全方位
の番組を提供し，視聴者との双方向性・相互理解・相互尊重を促進し，調和の取れた市民社会の構築に当たる。

公共放送機構は少なくとも1チャンネルの無料テレビチャンネルを持ち，広東語・英語・北京語による番組を提供す
ることとする。また十分なラジオチャンネルを擁し，マルチメディアプラットフォームを発展させる。公共放送機構はテ
レビ・ラジオそしてマルチメディアプラットフォームの特徴を生かし，それにふさわしい番組戦略をたてつつ，異なるプラッ
トフォーム間の相乗効果も追求する。公共放送機構は多種類の番組発展モデルを取り入れ，委託制作・外部からの購入・
自主制作・共同制作など様々な形態を取ることで，番組のテーマ・形式・スタイルを多様化する。

結果評価（第八章）
公共放送機構は以下の5 つの分野におけるサービスの結果を評価し，具体的な目標が実現できたかどうか審査する。

① サービスの範囲と質に関する要件
a  包括的なジャンルの番組を提供する
b  異なる社会グループの多元化のニーズに応え，公衆の多元化に対する認識・包容力を向上させる
c  創造力・オリジナル性を鼓舞し，人材を育成する
d  質の高い番組を提供する

② 視聴者数と市場シェアの面において，公共放送サービスが最大の社会的効果をあげるようにする
③ 統治及び管理の質の面における要件

 a  信頼性と説明責任
 b  効率性と継続可能性
 c  費用対効果の充実と資産の有効利用

④ ニューメディアサービスの発展に関する要件
 a  ニューメディアサービスの探索と発展を通じ，より多くの視聴者に接触する
 b  ニューメディアサービスをよりアクセスしやすくかつ質の高いものとし，公衆による利用を促す

⑤ 公衆参加の面における要件
 a  十分で効果的な機会の提供により，市民の意見や反応を収集し，意思決定の過程で得られた情報を活用する
 b  信頼性があり，簡便で有効なクレーム処理制度を維持する

執行部は明確な目標をたて，主な結果評価指標をつくり，定期的に評価を行い，改善の措置を決め迅速に実行することとす
る。執行部はまた各職員に評価結果を知らしめ，理事会に時宜を失せず報告し，主な評価結果と改善策について公衆に示す。
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デジタル放送（第九章）
香港はデジタルプラットフォームにおいて公共放送サービスを実施し，全方位的なテレビ・ラジオ及びマルチメディア

サービスを提供する。
公共放送機構について

① デジタル地上テレビ放送のためのチャンネルを配分
② ラジオとマルチメディアサービスを行うデジタル放送マルチプレックスを配分
③ デジタル化完了までの間，公衆に現状レベルと同様のサービスを確保するための十分な超短波 FMチャンネルを残す

実施計画（第十章）
新規に設立する公共放送機構の名称は香港公共放送会社（香港公共廣播公司，Hong Kong Public Broadcasting 

Corporation=PBC）とする。本報告の提言が政策として打ち出されてから12 か月以内に，以下の諸措置を完成させる
こととする
① 立法の提案と法案の起草
② 委嘱を受けた顧問は下記の課題に関して詳細な研究を行う

 a  公共放送会社のインフラ・設備・技術的なニーズの確定
 b   公共放送サービスの使命を確定し，前項についての研究結果を考慮した上で，公共放送会社の必要な経費を

確定する
③  公共放送会社の専用ビル建設のため，場所の選定・都市計画や環境影響評価等の法的手続き・技術的な実現可

能性評価・予算の要求といった実質的な計画を策定する
関連の法律が立法機関に提出できる段階に達した後は，以下の短期的な措置を取ることとする。

①  「臨時公共放送会社」の理事会メンバーを決め，出来るだけ当該メンバーに法案の文言作成に関与させると共に，
法案と予算要求について支持を求めるロビー活動を行わせる

② 法案を提出し，立法会の審議を求める
③ 立法会財務委員会の批准後，臨時会社に予算を配分し，運営を開始させる
④  将来の臨時会社理事会は行政総裁を決め，行政総裁を通じて執行部の人選を行う関連法が成立した後は，以下の

中期的な措置をとる。
① 過渡的な法律条文を起動させ，臨時会社を成立させると共に，理事会への委任を行う
② 臨時会社の理事会は行政総裁を任命し，行政総裁が執行部を組成する
③  行政総裁と執行部は（インフラ整備等研究の項目における）研究結果を検証し，将来運営する規約・準則・ガイド

ライン・番組戦略・今後の運営のスケジュールをそれぞれ制定する。そして番組制作や番組購入を開始し，人材資
源について決定し職員募集を行い，新しいビルの建設プロジェクトを管理する

長期的には，以下の措置を取る。
①  定期的に公共放送サービスの体系について検討し，もし公共放送サービス提供者が複数になった場合，免許制を

導入すべきかについても議論する
②  適当な時期に，公共放送機構発足後 11年目の段階での政府予算とその他の収入の比率をどうするかについて検討

し，その後も必要に応じて再検討する




