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の自由を行使するとしている。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ている。また
報告書は，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，理事会と執行

部の各自の権限を明確に区分し，理事会の最
適な人数は15人を超えないこと，メンバーは行
政長官が委任するが，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
家とすることとしている。

また財政については，広告収入は認めない一
方，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な
どが出来るとし，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。

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。

　はじめに
香港の公共放送改革をめぐる議論が白熱化

している問題について，先月号では第一部と
して，香港の公共放送であるRTHK（Radio 
Television Hong Kong, 香港電台）の概況や運
営の枠組み，そして2007年 3月に出された公
共放送改革検討委員会による報告書の詳細を
紹介した。報告書では 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てい
なかったため，様 な々憶測も呼んで大きな論議
を巻き起こすことになった。本稿では第二部と
して，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具体的にど
ういった点が議論の争点になっているのかを分
析・検討するが，その前に報告書の概要を簡
単に振り返っておく。

　1.報告書の概要
報告書では，検討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いると述
べ，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して
いる。そして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

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～

（第二部）
   山田賢一　　　
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　2.報告書と公共放送改革をめぐる議論
筆者は香港公共放送改革問題に関して07年

7月 8日から1週間の日程で現地調査を行い，
20人近くの関係者から以下のような点を中心に
聞き取りを行った。
●  報告書の内容への評価
●  現在のRTHKへの評価
●  公共放送のあり方についての見解
●  香港の言論の自由への影響
全体を通して見ると，今回の報告書には批

判的な意見が多かったのだが，対立軸を明確
化するため，最初に典型的な批判派と擁護派
の意見を紹介することにする。

① 報告書批判派
「市民の支持するRTHKを守り，政府の監視を」

報告書批判の急先鋒とも言えるのは，Save 
RTHK Campaign（RTHKを守れ ! 運動）開
始の先駆けとなるホームページ（http://www.
saverthk.org）の立ち上げを行った，香港中文
大学コンピューター科学・工学学科助教授の李
鋭華氏である。李氏はこの運動は自己の研究
分野とは関係なく，あくまで一市民として取り
組んでいるという。李氏は3月に報告書が発表
された日，その内容を知って感情が非常に高ぶ
るのをおぼえたと話す。彼は長く滞在した外国
で公共放送の優秀性を強く感じており，RTHK

についても以前から
ファンだった。ここ数
年親中派が「政府の金
を使って政府と対立し
ている」と RTHK を
批判するのを耳にして
きたが，今回の報告
書が RTHKの“廃止”
とも受け取れる内容

だったことから，香港特別行政区政府がこの
報告書をテコに香港の言論の自由の空間を奪
おうとしていると感じ，危機感を持った。そこ
で李氏は発表の翌日早速アドレスを登記，主な
友人に知らせると共に，その翌日にはホームペー
ジを立ち上げ，RTHKを守る活動に乗り出した。
この運動にはまもなく香港人権監察（Human 
Rights Monitor）と香港記者協会が主要団体と
して参加することになり，立法会（国会）の一部
の議員も個人名義で会員となった。既にネット
上で2,000人以上，街頭で3,800人以上の署名
が集まったという。

李氏が報告書に対して抱く不満は，大きく分
けて2 つある。1つは，報告書が RTHKの将
来をどうするかについて何も語っていないことで
ある。公共放送機構を全く新規に設立するとい
うやり方は，RTHKを改組する以上に摩擦・困
難が大きいというのが，市民の一般的な見方だ
と李氏は主張する。もう1つは，報告書に書か
れた公共放送機構の4つの目的の中に，「政府
の監視」という内容が含まれていないことである。
10年前の香港の中国への返還以降，香港の言
論の自由が「後退」していると考える李氏にとっ
ては，今 RTHK が曲がりなりにも機能させてい
る「政府の監視」は公共放送機構の基本目的の1
つとして明文化される必要があるのである。

李氏はこのように RTHKを積極的に評価す
る根拠として，『頭条新聞』（Headliner）『鏗

こうそう

鏘
集』（Hong Kong Connection）などの番組を挙
げる。例えば7月9日に放送された『鏗鏘集』は，
フィリピンでミルクの広告規制法案が出された
際に，アメリカのミルク製造企業の働きかけで
アメリカ政府がフィリピン政府に圧力をかけたと
する内容であったが，李氏はこれが「商業利益」
や「政治利益」の影響を乗り越えた公共放送らし
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い番組と考える。2003年の SARS が深刻だっ
た時期には，RTHK がフィリピン人やインド人へ
の配慮を訴える番組を制作したことから政府が
中国語と英語以外の言語でも情報周知を図るよ
うになったとして，李氏は少数者への配慮という
機能についてもRTHKを評価している。また，
しばしば親中派から攻撃を受ける「電話討論番
組」についても，李氏は肯定的に評価している。
この電話討論番組は「コールイン番組」とも呼
ばれ，一般の聴取者がラジオ局に電話をかけて
時事問題などについての意見を述べ，司会者が
それについてコメントする番組である。実はこう
した方式の番組を最初に始めたのは RTHKで，
人気を博したことから商業局も追随，ラジオ番
組の花形の1つとして定着した。電話討論番組
が論争を呼ぶのは，その中で電話をかけてきた
聴取者，場合によっては司会者が「罵政府」（政
府を罵る）をするケースがよく見られることで，品
がないとの指摘もなされている。これに対し李
氏は，「罵政府」の機会が存在することは，不満
のはけ口を用意するメリットがあるという。そして
07年 5月にマカオで起きた暴動を例に挙げ，「香
港では03年 7月に言論の自由を守るための50
万人規模のデモが起きたが，暴動には発展しな
かった。コールイン番組は圧力鍋の圧力調整弁
の役割を果たしている」と評価した。

李氏は RTHKの問題が香港の言論の自由
と非常に密接な関係にあると考えており，一例
として「二国論」問題を取り上げた。この問題
は1999年に台湾の李登輝総統が中国と台湾
は「国と国との関係」だとする「二国論」を提唱，
中国が強く反発したものだが，このときRTHK
は台湾の実質上の香港駐在代表である香港中
華旅行社社長の鄭安国氏をスタジオに呼んで，
二国論の内容について説明させた。このため

親中派から激しい攻撃を受けることになり，当
時の廣播處長（政府の放送担当部署のトップで
RTHKの総編集長を兼ねる地位）であった張
敏儀氏は東京の経済貿易代表部総代表に転出
した。香港特別行政区政府はこの人事について

「通常の異動」と説明したが，李氏は数年後に
張敏儀氏が政治圧力を受けたと証言したことを
理由に，この人事は二国論報道に対する報復
人事だとの判断を示した。李氏からすれば，二
国論への賛否は別として，RTHK にはこの重
要な問題を紹介する義務があり，RTHK は立
派に任務を果たしていた。さらに李氏は，商業
電台が04年の免許更新時に，「罵政府」で人
気のあった鄭経翰キャスターの番組を取りやめ
たことにも触れ，香港の中国への返還後 10年
の間に，特に放送局を中心に自己規制が進み，
言論の自由が後退していると述べる。

こうした議論をもとに李氏は，政府を監視す
る役割を持ち，市民の支持も得ているRTHK
はぜひとも守らねばならず，その編集権の独立
を確実なものにするには，政府からの圧力を取
り除くためRTHKの組織を政府から切り離して
公共放送機構にする「改組」が最も適切だと主
張する。李氏は当面，現在空席となっている廣
播處長のポストに誰が就任するかに注目してお
り，もし内部昇格でなく政府から政務官が派遣
された場合は，「RTHK 潰し」と見なし，抗議
行動を強める意向を示している。

② 報告書擁護派 
「RTHKには偏向・商業局の分野への侵犯あり」

一方の報告書擁護派だが，最も典型的なの
は親中派である。筆者は昔から活発なRTHK
批判を行ってきた「鏡報」創刊者の徐四民氏 1）

にもヒアリングを行う予定であったが，高齢の
彼は電話での話がほとんど聞き取れない上，
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面会の直前になって
家族から体調不良を
理由に予定をキャンセ
ルされた（その後 9月
に93歳で逝去）。こ
のため親中派の人物の
ヒアリングは立法会の
曾鈺成議員1人だけと
なっている。

曾氏はまず，親中派が RTHKに対して抱く
様 な々不満を口にした。第一に，組織的に政府
の一部門であるのだから，政府の道具であるべ
きという点である。ところが曾氏によると現実に
は，RTHKは今でも政府の声を伝えようとして
おらず，今後もし組織を政府から切り離したら，
何の制約も受けない「独立王国」になりかねない
という。RTHKの具体的な問題について曾氏は
次のような指摘をする。まず03年 7月1日に行わ
れた言論の自由を守るための50万人デモについ
てだが，当時のRTHKは1か月間にわたって市
民をデモに「動員」するかのような報道を行ったと
いう。これは親中派の目から見ると，「偏った報
道」になる。また，一部のコールイン番組につい
ても，曾氏は「司会者が先に立場を持っており，
自分の考えに合う人には話をさせ，合わない人だ
と電話を切ってしまう」と批判する。

さらに，商業局との関係についても，曾氏は
RTHKが本来商業局の担当すべき分野を侵犯し
ていると述べ，曾蔭権長官が批判した競馬中継
や流行音楽はもとより，専門家による「株での金
儲け指南」といった番組まであると批判する。曾
氏からすると，政府の予算を使って商業局と競争
するのは「不公平」なのである。この他，会計検
査院の検査で RTHKの「無駄遣い」が指摘され
ることも管理の不十分さを示すものとしている2）。

その上で曾氏は報告書の内容に触れ，香港
の公共放送機構に必要な条件として，独立性・
独自性・多元性を提起したことについて評価す
る。こうした条件は，中国本土におけるメディ
ア管理システムとは矛盾する内容であるが，曾
鈺成氏は香港市民の直接選挙で選ばれた議員
であり，香港では仮に親中派であっても民意の
意向を無視するのは難しいことが背景にある。
また曾氏は市民団体などから報告書への批判
が出ている点について，報告書は客観的に様々
な議論を積み重ねてきたのに，「RTHKの改組
は不適切」という一文だけを取りだして RTHK
潰しの陰謀と決めつけるのは理性的なやり方で
ないと報告書を擁護する。

ただ，曾氏もRTHKを廃止すべきとまでは言っ
ていない。曾氏は RTHKと新設の公共放送機
構が並立することは予算の問題もあって難しいと
した上で，「今は RTHKを廃止するかどうかにつ
いて決まった立場は持っていない。RTHK が報
告書の示した要求に基づいて改善すれば，新し
い公共放送機構に改組出来るし，実際はその可
能性が最も高いと思う」と述べている。そして具
体的にはラジオのコールイン番組の司会者が「罵
政府」をするような偏向を避けること，公共放送
として「政府の監視」だけでなく「政府の政策の
PR」にも努めることを求めている。曾氏は親中派
の主要政党「民主建港協進聯盟」の前主席という
指導的地位にある人物であり，親中派の意向は，
香港市民の支持を得ているRTHKを本気で潰
すよりも，「もう少し大人しくなるように」との牽制
球を投げることにあるものと見られる。

また，言論の自由の問題について曾氏は，
「RTHKも各新聞も政府を罵っており，言論の
自由が後退した証拠は何もない」と述べると共
に，RTHK が BBC の制作した広東語のラジ
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オ番組を毎週放送していることに触れ，「香港
返還以前なら仕方ないが，返還後も放送を続
けている。番組の視点は中国と異なる」と批判，
むしろ現在は香港の地上テレビで見ることが出
来ない中国中央テレビ（CCTV）の放送を見られ
るようにすべきだと訴えた。

③ 立法会議員
次に，香港市民の意向を大なり小なり反映す

る存在として，直接選挙で選出された3人の立
法会議員の意見を紹介しよう。この3人はいず
れもメディアとの関わりを持つ人物で，いわゆる

「民主派」には属するが，RTHK 問題に関して
はそれぞれ異なる見解を持っている。
「受信料財源の公共化で言論の自由確保」

まずロング・ヘアーの
愛称で知られ，長髪
がトレードマークの梁
国雄議員であるが，梁
氏はオフィスにチェ・ゲ
バラやマルクスの肖像
画を掲げる，正真正銘
の「左派」である。本
稿では香港で通常「左

派」と呼ばれている親中派のことを左派と表記せ
ずにいるが，それは左派でかつ民主派でもある
梁氏との混同を避けるためである。梁氏はメディ
アが財閥の手に握られることに強い不満を持って
おり，当局に対しラジオ局の免許の交付を求め続
けている。ところが香港特別行政区政府は「資
金の裏づけがない」などとして免許を交付しないと
して，梁氏は市民へのアピールのため，あえて香
港一の大富豪，李嘉誠氏の系列下にあるラジオ
局「Metro Broadcast」（新城電台）の周波数帯域
を使った「地下放送」を06年10月に香港の繁華
街ワンチャイで敢行，当局から摘発されている。

梁氏は，今回の報告書は RTHKの「公共化」
= 改組を議論の俎上に乗せなかったことが問
題であり，市民運動の李鋭華氏と同様，委員
会の目的は RTHKの独立性の抹殺にあったと
見ている。彼は RTHKの現状について，『頭
条新聞』などの番組はまずまずで，75点はつけ
られると評価する。その一方で問題点として，
独自のテレビチャンネルを持たず，テレビ番組
が少ないこと，運営面で経済効率があまり良く
ないこと，政府幹部のポストである「廣播處長」
が放送局のトップを兼任するシステムに問題が
あること，の3点を指摘する。梁氏はこうした
問題を解決するには，受信料を財源とする「公
共化」が，政府との切り離しを明確化する最も
良い方法だと結論付ける。

また梁氏は香港の中国返還以後の10年で，
メディア，特に財閥の手中にある大手メディアの
間で中国政府や香港特別行政区政府に対する
批判への「自主規制」が進み，言論の自由が後
退したと判断している。香港の多くのメディアの
幹部が中国の全国政治協商会議の委員をしてい
ることも，梁氏にとっては「第四の権力」の役割
を自ら放棄しているように見える。梁氏によると，
この問題は市民がまだあまり意識していないが，
ぬるい湯に浸かっている蛙のように，気づいたと
きにはゆであがっているだろうとの危機感を覚え
るという。従って，商業利益の制約を受けない
RTHK がもし廃止されることになれば，言論の
自由のレベルはかなり下がると梁氏は見ており，
RTHKが現在持っている力が今後そがれること
がないかどうかが最も重要な問題だとしている。
「小さな公共放送こそ本来の姿」 

次にかつて商業局の「Commercial Radio」（商
業電台）で時事討論番組の司会者を務めてい
た鄭経翰議員だが，彼は民主派にしては珍しく，
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RTHKに対してかなり
批判的な立場を取って
いる。鄭氏は曾蔭権
行政長官と非常に親し
いと言われることから，
長官の意向を反映して
いる可能性も全くないと
は言えないが，話を聞
いた限りでは，鄭氏個

人の思想・経験の影響が大きいと思われる。
鄭氏はまず，RTHK は公共放送などではな

く公営放送であり，「公共放送機構」の議論と
RTHKの議論は切り離して行うべきだと述べ
る。彼にとって公共放送とは，商業局が手がけ
ない少数派住民向けの番組などを扱うものであ
り，競馬中継をするような放送局は公共放送を
名乗るのに値しないという。世界の公共放送に
は，大きく言ってイギリスのBBC のように娯楽
も含め幅広い分野をカバーする「大きな公共放
送」と，アメリカのPBS のように教育・少数派
向けなどの分野を中心に手がける「小さな公共
放送」があるが，鄭氏は「小さな公共放送」こそ
が本来の公共放送の役割と考えている。彼に
とって BBC は「恐竜のような独占体」「ひどい
事例」であり，アメリカモデルがベストだという。

こうしたことから鄭氏は公共放送改革につい
て，RTHKモデルでない独立した公共放送が
必要だとした上で，まず新しい公共放送を作っ
てからRTHKの将来について，公共化・民営
化を含めて検討すべきだとしている。

RTHKの将来が香港の言論の自由に及ぼす
影響について聞くと，鄭氏の声が一段と高くな
り，「RTHK がなくても言論の自由が後退する
ことはない」と断言した。鄭氏によると彼は商
業電台で10年間，激しい政府批判を行うこと

で人気ナンバーワンの司会者の座を保ってきた
のだが，商業電台の免許更新の際に，自らが
司会を務める番組が取りやめになってしまった。
そのとき彼は RTHK に対し，「タダでもいい」
といって番組への起用を求めたのに，RTHK
は応じなかったという。鄭氏は「RTHKは結局
自分の利益だけを考えており，言論の自由を口
にする資格などない」と批判する。そして最後に
は「RTHKにはいつもスキャンダルがあり，規
律がなくて腐敗がある独立王国で，どうにも見
込みがない」と切り捨てた。激しいRTHK 批
判の背景には，苦境のさなかに RTHKに袖に
されたことへの不満も窺われた。

鄭氏は曾蔭権行政長官に近いといわれる上，
立法会においては RTHK 問題を管轄する情報
科学技術及び放送事務委員会の主席を務めて
いる（曾鈺成氏と後述の劉慧卿氏は同委員会委
員）。今後のRTHK 問題の行方を占う上で無
視出来ない存在といえよう。
「RTHK改組で公共放送の独立性確保」 

次は立法会の中で「前線」という小会派を率
いる劉慧卿議員である。劉氏は報告書につい
て，公共放送について十分研究していない中で
RTHKの公共放送機構への改組を否定したの
は非常に不公平だと主張する。例えば劉氏は，
検討委員会のメンバーに公共放送の専門家が

いないという問題が
提起されたとき，当局
は聞く耳を持たなかっ
たと批判している。ま
た報告書の中で，新
設する公共放送機構
のトップは行政長官が
委任するとされている
点について，「公共放
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送機構の独立を保障出来なくなる」と危惧を示
したほか，公共放送機構の目的に「政府の監
視」が含まれていないことにも懸念を示す。

劉氏は公共放送の基本理念について，最も
重要な点は政府・政党・財閥などにコントロー
ルされない「独立」した存在であることとし，そ
の他に「少数派への配慮」「商業局では出来な
いこと」「レベルの高い番組の制作」などを挙げ
る。そして財源については，受信料システムは
料金を払わない人も出てくるので，政府予算の
支出が必要だとする。その上で既存の官営放
送の改組でなく全く新規に公共放送機構を設
立するのは前例が見当たらず，改組よりも困難
が大きいとして，RTHKの改組を主張する。

また劉氏は香港の言論の自由についても，こ
の10年で大きく後退したと見ている。07年 7月
の香港返還 10周年の際，劉氏はヨーロッパ・ア
メリカ・日本などの外国メディアから約 30回取
材を受けたが，香港メディアによる取材は皆無
だったという。またその他の話題に関しても，例
えば RTHKの英語放送班は取材に来るが，広
東語放送班は来ないという。香港市民の大部分
は広東語放送を聞いているのだから，劉氏のよ
うな直接選挙で選出される議員にとっては広東
語放送で自らの活動が放送されないのは致命的
な問題になりかねない。この点に関しては劉氏
が香港のメディアを批判したことによる，劉氏と
香港メディアの関係悪化などが背景にあるとの
声もあるが，劉氏は中国政府が劉氏の政治的立
場を「反中的」と判断し，香港メディアに有形無
形の圧力をかけている結果と見ている。

公共放送改革の議論については，劉氏は立
法会を通じても政府に働きかけようとしているの
だが，この立法会自身にも機能不全の気配が
あるという。07年 6月14日の立法会会議では，

RTHKを公共放送機構に改組することについて
の研究を求める動議が出されたのだが，このとき
の表決結果は，直接選挙で選出された議員の間
では賛成17票，反対 0票，棄権 6票で可決され
た（劉慧卿氏と梁国雄氏は賛成，曾鈺成氏は棄
権，鄭経翰氏は欠席）のに対し，職能団体代表
として選出された議員の間では賛成 9票，反対
2票，棄権 10票で，棄権は反対と見なす上，双
方とも可決しない場合は否決となることから，結
局この動議は否決された。賛否の得票数と採決
結果のギャップを見る限り，現在の立法会のシス
テムは民意を十分に反映しているとは言えない。

④ メディア関係者
次に，メディア関係者は今回の報告書，そし

て RTHK 問題をどう考えているのか見ていこう。
「RTHKを議論しない検討委員会は無責任」

最初は華経顧問有
限公司主席で，RTHK
の番組『議事論事』な
どのキャスターも務め
る李鵬飛氏である。李
氏は1978年から立法
局（当時の呼称）議員
を20年近く務めた元
老的存在で，1993年

から98年までは経済界の利益を代表する「自由
党」の主席も務めた。さらに1997年から現在まで，
中国の全人代の香港特別行政区代表にもなって
おり，中国政府とも一定のパイプを持つ人物と考
えられている。また，1986年から87年まで放送
事業委員会委員を務めたほか，87年には初代放
送業務管理局主席にも就任している。

李氏は1980年代に RTHKの政府からの独
立問題を議論してきた人物だが，「中国への返
還が近づく中で，中国政府を怒らせるとまずい
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と思って議論を止めた」と証言する。従って李氏
は現実的な思考を持つ人物と考えられるのだが，
その李氏が報告書に関しては，「委員会は無責
任だ」と明確に批判した。その理由は，公共放
送改革検討委員会は本来 RTHKについて検討
するものであるはずなのに，RTHKについて議
論しなかったからという。また RTHKには経験
と市民の信頼感があり，編集権の独立を生かし
て良くやっていると評価する。そして最も良い公
共放送改革案はこうした経験を生かして RTHK
を政府から切り離した公共放送機構に改組する
ことだと李氏は主張する。もちろん李氏もこうし
たやり方には親中派が反発することを理解して
いるが，一方でもしRTHKを廃止するようなこ
とになれば言論の自由に悪い影響を及ぼすと考
えている。李氏は「曾蔭権長官は世論の支持率
に敏感だが，もしRTHKの処理を誤り言論の
自由を侵せば政治問題になる。注意深い対応
を求めたい」と政府に注文をつけた。
「注文はあるがRTHKの改組に賛成」

次は香港の英字高級紙「サウスチャイナ・モー
ニング・ポスト」のコラムニスト，Frank Ching 氏
である。Ching 氏は公共放送機構をRTHKの
改組で作るものと思っていたので，報告書を見た
ときは驚いたという。報告書の中で指摘されてい
る「少数派重視」「意見表明の場の提供」「異なる

意見の紹介」といった
公共放送機構のあり
方そのものについては
Ching 氏も評価してい
るのだが，やはりこれま
での豊富な経験を持つ
RTHKを対象からは
ずすという報告書の考
えには違和感があった

と見える。とはいえ，Ching 氏は RTHKを全面
的に支持しているわけではない。人気番組の『頭
条新聞』について，「過去に董建華行政長官をタリ
バンに例えたこともあった。センセーショナルで無
責任であり，BBCにはこうした低レベルの番組は
ない」と述べ，公共放送機構はこのような番組を
作ってはいけないという。Ching 氏は RTHKの
改組におおむね賛成するものの，一部の番組に
ついては注文をつけるという姿勢をとっている。

また香港の言論の自由の問題についてChing
氏は，それほど明確な「後退」があるわけでは
なくRTHKの問題が直接影響する恐れは少な
いとしながらも，香港の中国返還以降，英語メ
ディアの影響力が弱まっていることを指摘した。
そして今ではより影響力の強い中国語メディア
が，政府批判を行うことについて「以前より若
干敏感になっているかもしれない」と述べた。
「RTHKについて語らない報告書に失望」

次に，欧米系のジャーナリストや研究者の見方
も紹介しておこう。香港外国人記者クラブの報道

の自由委員会議長を務
めるFrancis Moriarty
氏は，元々アメリカの
PBS 系列のテレビ局で
仕事をしていて，香港に
来てからのキャリアも20
年近くに達する人物で
ある。彼はRTHKでリ
ポーターの仕事をしてい

るのでRTHK関係者でもあるのだが，香港外国
人記者クラブの幹部の立場で話をしてもらった。

Moriarty氏は報告書について開口一番，「大
変失望した。報告書が RTHKについて語らな
いのは奇妙というしかない」と述べた。そして委
員会のメンバーに公共放送の経験を持つ人物が

写真提供：Francis Moriarty 氏
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いないことを問題視すると共に，報告書の提言
について，新設の公共放送機構のトップを行政
長官が任命出来る点が政府によるコントロール
の強化につながると批判した。そして Moriarty
氏自身は RTHKをBBC のように政府から切り
離す形で改組するのが良いとの考えを示した。

Moriarty氏の分析によると，委員会にこの
報告書を出させた曾長官のやり方は「clever」

（巧妙な・小利口な，との意味）なもので，親
中派をなだめつつ，RTHKに圧力をかける材
料として報告書を利用しているという。
「政府と切り離したRTHKに」

もう1人は香港大学
ジャーナリズム・メディ
ア研究センター主任を
務める，Jim Laurie 氏
である。Laurie 氏はア
メリカ生まれで，1981
年からは ABCに勤め
て中国支局の創設に
携わり，1989年の天安

門事件も取材しているジャーナリスト経験者であ
る。彼は筆者の調査期間中香港にはいなかった
が，書面での回答内容を紹介する。

Laurie 氏はまず報告書の内容について，「欠
陥文書」との評価を示す。その理由は，RTHK
の具体的改革について何も触れないまま，
RTHKとは異なる新しい機構を作ろうとしてい
るためだという。また仮にRTHKを廃止して新
しい公共放送機構を作るとして，その財源及び
編集権の独立を保障するためのどういうメカニ
ズムが存在するのかが明確でないとも述べ，報
告書は問題に対する答えよりも多くの疑問を生
み出したと批判している。

Laurie 氏は，世界中の商業局の大部分が激

しい競争に見舞われ公共サービスの機能を喪失
する中で，公共放送の必要性は非常に高いと述
べている。そして RTHKについては，良い番
組を作ってはいるが，組織の創造性を枯渇させ
ないためには公務員の殻から脱皮する必要があ
り，政府との関係は出来るだけはっきり切り離す
べきとしている。また公共放送の財源に関しては，
PBS のように政府予算と個人の寄付，企業の協
賛金を混合した形が望ましいとしている。

⑤ 検討委員会メンバー
以上見てきたように，報告書に対してはメディ

ア関係者からの批判も強いものがあるが，当の
公共放送改革検討委員会はこうした批判にど
う答えるのだろうか。委員会は報告書を提出し
た後解散してしまったので，個々の委員にアプ
ローチすることにしたが，委員長の黄応士氏と
は連絡がつかなかったので，委員の1人で「信
報」編集長の陳景祥氏に話を聞いた。信報は
香港の中国への返還後も政府批判をいとわな
い数少ない独立系の中国語紙として評価されて
いる新聞である。
「中国政府との関係と編集権独立の両立」

陳氏は RTHKについて，商業局が出来ない
ことをやっていて仕事ぶりは悪くないと考えており，
70点はつけられるという。にもかかわらず RTHK
の改組を選択肢に入れなかったのは，番組内容

以外の要因だと陳氏は
説明する。

具体的には，公務員
の身分を改組後どうす
るのかについてRTHK
内部に共通認識がない
こと，会計検査院から
予算の使い方について
改善の指摘を受けるな

写真提供：Jim Laurie 氏
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ど，管理の問題があることを挙げたが，その後
で陳氏はより厄介な問題点に触れた。それは「政
治的に敏感な問題」であり，彼は香港返還以前
に RTHKの「公司化」（政府から切り離した公
共放送化の意味）が中国の反対で頓挫したこと
を念頭に置いている。確かに常識的に考えて，
イギリス領だったときでさえ中国の反対で実現し
なかった RTHKの「公司化」が，中国領になっ
た後で実現すると考えるのは，天真爛漫に過ぎ
るのかもしれない。陳氏の考えでは，RTHKを
嫌っている中国政府をある程度納得させつつ，
編集権の独立した公共放送機構を設立出来れ
ば，歴史上解決の難しかった問題をより「創
造的に」解決しうるのではないかというのであ
る。そして陳氏は個人的な見解とした上で，今
後 RTHK が組織構造・財政・説明責任などの
面で改善が進んだ場合，公共放送機構に改組
する可能性や，新規に公共放送機構を設立する
場合でも大部分の職員が RTHK から移籍する
可能性が十分あるとの見方を示した。さらに言
論の自由との関連では，香港メディアと中国政
府・香港特別行政区との関係が密接化する中で，
RTHKは政府の一部門という今の組織形態の
ままでは却って政府の広告塔になる恐れが強い
と結論付けている。

⑥ 香港特別行政区政府と中国政府
次は検討委員会の設置を決めた香港特別行

政区政府と，その後ろ盾となっている中国政府
である。しかし香港特別行政区政府に関しては，
検討委員会設置に直接携わった曾蔭権長官への
ヒアリングは実現せず，RTHKの上級部門であ
る商務及経済発展局（CEDB=Commerce and 
Economic Development Bureau）も，07年後半
に政府として公共放送改革に関する検討結果を
明らかにする予定で，それ以前は取材を受け付

けないと回答してきた。一方中国政府については，
香港にある中国政府の代表機関的存在である2
つの部署に連絡してみた。まず中央人民政府駐
香港特別行政区連絡弁公室に電話をしたところ，
もう1つの代表機関的存在である新華社香港分
社に聞くように言われた。そして新華社香港分社
に電話すると，今度は中央人民政府駐香港特別
行政区連絡弁公室に聞くようにという。この問題
に関して中国政府は従来から一貫して「香港内部
の問題」との建前からコメントを出しておらず，今
回の各部署の対応もその建前に沿った形である。

⑦ RTHK
最後に問題の当事者であるRTHK だが，経

営側と労働組合のそれぞれからヒアリングを
行った。まず経営側だが，事前に面談の内諾
を得ていた朱培慶廣播處長が突然辞任するこ
とになった 3）ため，代役として戴健文助理廣播
處長から話を聞いた。助理廣播處長は編集責
任者としては廣播處長に次ぐ役職である。
「自由なプラットフォームの提供が役割」

まず 報 告 書 につ
いてだ が，「 あれ は
彼らの提案」だとし
て，RTHKとしては
RTHKを政府から独
立した公共放送機構
に改組するべきとの考
えを持っていると説明
した。しかしこの時期

は報告書の発表に加え，朱培慶廣播處長が不
本意な形で辞任に追い込まれる“事件”もあった
ことを受け，戴氏は「報告書が改組を困難と指
摘するのは理解出来る」「他のメディアほど仕事
の面で融通性がないのは認める」「会計検査院
の一部の指摘は正しい」など，謙虚な物言いが

写真提供：RTHK
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目立った。とはいえ戴氏は長くRTHK で放送
業務に携わった人物である。公共放送の定義
について聞くと，まず BBCと全く同じ「情報を与
える，教育する，楽しませる（inform, educate, 
entertain）」の3点を挙げ，続いて「不偏不党」

「多元性」「少数派への配慮」「自由な意思表示」
などの諸原則を列挙した。財源に関しては，商
業的影響からの独立はとても重要であり，広告
の導入はすべきでないとした上で，現在は政府
の収入になるDVD 販売などの副次収入が直接
RTHKの収入になることを要望した。また受信
料制度については，考慮しているものの反対が
多く実現は難しいと答えた。

RTHKの番組が商業局と競合しているとさ
れる問題について戴氏は，公共放送は娯楽を
含め全ての領域をカバーすべきであり，若者へ
の影響力が大きい流行音楽などは麻薬乱用防
止や慈善団体の募金活動といった公益性の高
いテーマと結びつけて取り上げれば大きな効果
があると説明した。

市民団体や民主派が主張する「政府の監視」
機能については，戴氏は直接「監視」「批判」と
いった言葉に言及せず，「我々の仕事は“自由な
プラットフォームの提供”」と答えた。つまり自ら
批判するというよりは，市民による政府批判の
声も積極的に取り上げるということである。そ
うすると論争を呼んでいるコールイン番組は継
続することになるわけだが，戴氏はこうした番
組にも慎重さが必要だと指摘する。番組の司会
者に対しては「異なる意見を聞く」「理性的な討
論を行う」の原則を守るよう，頻繁に提起してい
るという。そして戴氏の指摘で興味深かったの
は，以前商業電台の鄭経翰氏が電話討論番組
の司会者をしていた際，鄭氏が激しく政府を罵
り，商業電台にかかってくる電話も鄭氏の支持

者が多くなったことから，鄭氏に反対する人た
ちが RTHKに電話してくるようになったという
話である。商業電台の番組を打ち切られた鄭
氏が RTHK からも袖にされたのは，中国や香
港特別行政区政府の圧力だけでなく，鄭氏の
激しい政府批判が RTHKの「中立性」に影響
するとの懸念もあったかもしれない。

戴氏は最後に会計検査院から指摘を受けた
いわゆる「無駄遣い」について釈明した。「無駄
遣い」の1つに挙げられたのは，RTHK が新聞
の朝刊を屋外のスタンドで購入するため，運転
手に残業手当を支払っていたというものだ。戴
氏によれば RTHKの朝の番組は午前 5時か
ら始まるので，それまでに朝刊に目を通してお
く必要があるが，宅配は遅くなる恐れがあるの
で，外に買いに行った方が間違いないという。
またもう1つの「無駄遣い」として，旧正月のパー
ティー開催が多すぎるというものがあったが，
戴氏はこれについても「番組出演者などとの関
係維持・促進のために5回レセプションを行い，
数万香港ドル（数十万円）を使ったら多すぎると
言われた」と釈明する。メディアの業務として必
要な支出を他の政府部門と同じ尺度で測られる
となると，RTHK が他のメディアとの競争で不
利な立場に置かれる恐れもありそうだ。
「政府からの締め付けで苦境」

次に組合だが，RTHKには番組制作人員組
合があり，麦麗貞主席に話を聞いた。麦氏は報
告書について，最大の問題点は RTHKについ
て議論しなかったことだと主張する。RTHKをも
し廃止するようなことになれば，「既に根を張った
木を切り倒すことになり，却って公費の無駄遣い
になる」というのが麦氏の考えである。そして麦氏
は，問題の根本は中国と欧米でメディアに対する
考え方が違うことにあるという。欧米のメディアは
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政府を監視するもので
あるのに対し，中国で
はメディアはプロパガン
ダの道具である。従っ
て麦氏の解釈では，中
国政府の支持に頼っ
ている曾蔭権長官は
RTHKの管理強化を
図りたいのだが，編集

権の独立したRTHKにトップを1人送ったくらい
ではコントロールが難しいので，いわゆる「公共放
送機構」と称するものを別途ゼロから作れば，今
までよりコントロールしやすくなるというわけである。

麦氏はまた，政府の一部門が政府の批判をす
るのはおかしいという声に対して，「RTHKのオー
ナーは政府ではなく市民であり，我々は市民に
対して責任を負うべきだ」と反論する。従って組
合としても，編集権の独立した公共放送の伝統
を守りつつ，組織的には政府から独立した公共
放送機構に改組することを主張しているのだが，
この点についても麦氏は報告書を強く批判する。
報告書が引用した06年 3月の組合の調査では，

「政府組織からの離脱に同意するか ?」との質問
に対し，同意した職員が45%，同意しなかった
職員が32.1%，どちらともいえないが11.9%で，
この結果をもとに報告書は「公務員の身分の改
変について職員の反応はばらばらである」と記し
ている。しかし組合はその次の質問項目で「BBC
のような方式を取り，政府が何らかの形で予算を
拠出する形式をとることに同意するか ?」と聞いた
ところ，61.2% の職員が同意し，同意しなかった
職員は14.5% にとどまっていた。組合としては，
報告書が調査結果の「いいとこ取り」をしていると
の不信感を持ってしまったのである。

報告書の発表後，市民団体「Save RTHK 

Campaign」の取り組みが始まるなど，世論の反
応は良いと麦氏は見ている。7月1日のデモの
際に組合が行った署名活動でも，3時間で9,000
人の署名が集まった。しかし麦氏は必ずしも楽
観しているばかりではない。ある意味では「競
争者」の関係にもある香港の各メディアはこの
問題への反応が冷たいという。商業テレビ局は
7月1日のデモの取材で，RTHKの組合の活動
を撮影したのに放送しなかった。

さらに現在組合を悩ませているのは，政府に
よる様 な々「締め付け」だと麦氏は言う。例えば会
計検査院の検査について，麦氏は「あの人たち
は RTHK が“大好き”なのです」と苦笑する。先
述したように検査の結果出てくる「無駄遣い」は
小額でかつ本当に無駄といえるのかはっきりしな
いものも多いのだが，それでも他の部署に比べ
RTHKには頻繁に検査に来るという。また麦氏
によれば北京オリンピックが直前に迫っているの
に，HDTV 推進などのデジタル化予算はなく，
古くなったビルの建て直しの要望も認められない
状態で，雨漏りがするほか，職員用のパソコンす
らなかなか支給されない。さらにRTHK が政
府の一部門であるために，タイで津波が起きた
ときでも，飛行機の切符を買うのに3社以上から
見積もりを取って一番安いところから買うといった
手続きを取らざるをえず，緊急報道の速報体制に

写真提供：RTHK
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大きな障害になっていると麦氏は指摘する。
 こうした中で生え抜きの廣播處長が不本意な
形で辞任するはめになり，RTHK は満身創痍
の様相だが，麦氏は新しい廣播處長の条件と
して以下の4つの点を満たすよう主張した。
●  公共放送機構の運営に詳しいこと
●  RTHKについてよく知っていること
●  職員が主張する編集権の独立と公共放送機
構への改組を支持すること

●  編集権の独立を勝ち取り堅持すること
そして麦氏は，基本的に廣播處長は内部昇

格によって選出すべきで，香港政府の幹部を派
遣することには反対する方針を示した。

　3. 論点の集約・分析
これまで様 な々立場の人たちの議論を紹介し

てきたが，香港の公共放送改革をめぐる主要な
論点をまとめてみたい。最初の論点は，公共放
送の基本的な位置づけに関するもので，公共放
送は政府の宣伝をするのか，それとも監視をす
るのかということである。親中派は宣伝の側面を
重視する一方，民主派やメディア関係者は監視
の側面を重視し，報告書に「監視」の言葉がな
いことを問題視した。そして関連する論点として，
市民の政府に対する批判を番組の中で紹介する
のかどうかということがある。親中派は電話討
論番組がしばしば司会者も含め政府批判に偏る
ことを問題視するが，民主派は言論の自由の範
囲内と考える。これらの点について RTHKの戴
助理廣播處長は，「監視」という言葉を避けつつ，
公衆の意見に対する「自由なプラットフォーム」の
提供という言葉で，バランスを重視しつつも政府
批判の声は紹介するとの立場を示している。

次に娯楽番組などにおける商業局との競合の
是非だが，親中派が競合による「商業局への圧

迫」に批判的な一方，民主派の考えは競合を批
判する声と擁護する声に分かれる。この議論はも
ともと国際的には「大きい公共放送」か「小さい公
共放送」かをめぐるものだが，香港のRTHKは

「ラジオが大きく，テレビが非常に小さい」という
特異な形態であることから，現状認識だけでも
共通認識を得るのが難しい。ただ少なくともメディ
ア関係者や市民の間で RTHK が商業局の分野
を侵犯しているとの声はあまり聞かれなかった。

報告書への評価に関しては，批判的な声が大
多数を占め，その理由として最も多かったのが，
現在の公共放送であるRTHKについて議論し
なかったことであった。また，報告書が提言し
ている新設の公共放送機構のトップが行政長官
の委任によって決められることについて，編集権
の独立が実質的に守れるのか懸念する声もあっ
た。その一方で，提言が打ち出した「少数派重
視」「意見表明の場の提供」「異なる意見の紹介」
といった公共放送機構のあり方そのものについ
ては親中派を含めコンセンサスがあった。

そして究極の問題は，新しい公共放送機構の
成り立ちが，RTHKの改組によるべきか，全くの
新設であるべきかの議論である。報告書の発表
が与えた衝撃とは裏腹に，今回の調査でRTHK
の廃止を明確に主張する声は皆無であった。親
中派の曾鈺成氏も「最終的には RTHKの改組
の可能性が最も高い」としていたし，RTHKをひ
どく罵った鄭経翰氏も「将来は民営化も公共化も
ありうる」と述べた。そして「RTHKの改組は適
切でない」との報告書を出した委員の1人である陳
景祥氏でさえ「RTHKの改善次第で公共放送機
構への改組は選択の1つとしてありうる」としてい
る。このことは，Francis Moriarty氏が指摘する，
報告書は曾蔭権行政長官によるRTHK 牽制の
カードという見方を裏付けているといえそうだ。
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公共放送の組織形態と政府の関係という視点
で言うと，香港のRTHKの事例は「官営」放送の
政府からの独立の是非といった世界共通のテー
マとして見ることが出来る。一方そこには香港独
自の問題も存在する。アヘン戦争の結果，当時
の清朝からイギリスに割譲された香港では，中
国固有の文化と欧米の文化が融合していったが，
RTHKの歴史に関して言えば，そこに旧宗主国
であるイギリス，特にBBCの影響が色濃く見ら
れるのは間違いない。しかし香港が中国に返還
された現在，BBC的な公共放送観と中国政府の
考えに矛盾が生まれているのも事実である。

　まとめ
香港の公共放送改革をめぐっては，1年以上

にわたる委員会の調査研究と議論が行われた
末，現在の公共放送であるRTHKの将来につ
いて素通りするという意外な内容の報告書が発
表されたことから，市民団体や民主派の反発を
招き，論議が活発に行われることになった。し
かし市民のRTHKに対する幅広い支持や各関
係者の発言を考えると，RTHK が廃止されると
いうシナリオはそれほど可能性の高いものでな
いようにも思える。中文大学アジア太平洋研究
所が2006年 5月に行った世論調査では，市民
の63.8% が RTHKの仕事ぶりに満足（不満は
7.9%）との結果が出ている。筆者が香港での調
査の際，様 な々立場の人に集まってもらうよう工
夫した上で，40歳代の市民 6人から意見を聞い
てみたときも，「RTHKにはとても良い番組・習
慣がある。番組の議論では双方の主張を紹介し
ており，政府の宣伝者ではない。政府のために
放送するのは良くない」「司会者の意見が合理的
であり，広告がないのも好き」「組織の問題につ
いて今は矛盾が多いので，政府からの独立は良

いこと」といった意見が大勢を占めた。その一方
で「政府の一部門が政府を批判すべきではない。
気に入らなければ公務員を辞めればいい」と現
在のRTHKに不満を示す公務員や，「他のメディ
アもそうだが，RTHKの番組は最近大人しくなっ
ている。自己規制によって言論の自由が後退し
ていると感じる」との評価を示す会社員もいて，
全体として，香港の世論調査結果をおおむね裏
打ちする結果となった。

しかし香港の公共放送改革議論で厄介なの
は，日ごろは表に出てこない影の主役とも言え
る中国政府が，今何を考えているのかよく分か
らないことである。香港が中国に返還された以
上，RTHKのような主要メディアの将来につい
て，中国政府が何らかの影響力を持とうと考え
るのは現実問題としては避けられないように思
われる。従ってRTHKの将来に関する問題は，
欧米における公共放送の議論だけで語れるも
のではなく，香港の人が香港を治めるという意
味の「港人治港」と称してきた香港の自治のレベ
ル，ひいては中国本土の言論の自由化・政治体
制改革などとも関連した，きわめて複雑な要素
が絡み合う中で進展していくものと思われる。

（やまだ けんいち）

注：
1）徐四民氏の議論については，『放送研究と調査』

07 年 10 月号 21 ～ 22 ページ参照
2）香港特別行政区政府の監査委員会は 2006 年 4

月，RTHK が予算の使いすぎなど経営管理に
不適切な点があると批判する報告書を発表し
た。報告書によると，2004 年から 2005 年にか
けて 110 万香港ドル（約 1,700 万円）の超過勤
務手当てがあり，この中には運転手が午前 5 時
半に朝刊を買いに行くための手当もあったなど
としている

3）朱氏は 7 月上旬，カラオケ店のホステスと腕を
組んで歩く姿をマスコミに撮られ，これが大々
的に報道されたことを受けて，4 日後の会見で
早期辞任の意向を表明した。




