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シリーズ公共放送インタビュー

RTHK の歴史と現状
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GOW
として放送を開始した。その後，1948年にRHK
と改称，1949年にはラジオ放送の業務を政府
の 広 報 担 当 部 署（Government  Information 
Service，広報局）が引き継いだが，1954年にラ
ジオ放送部門が広報局から分離して放送担当局

（中国語は「廣播處」）となり，局長（Controller 
of Broadcasting，中国語は「廣播處長」）を置く
ことになった。RHKはその後，1970年からテレ
ビ番組の制作を開始，1976年には放送局の名称
をRHKからRTHKに改称したが，RTHKが政
府の一部門で，そのトップの放送担当局長が政
府の一部門長であるという点は変わらなかった。

その一方，1970年にBBCから編集責任者とし
てDR.J.Hawthorne氏が着任し，1972年に放送
担当局長に就任すると，彼はRTHKがニュース
ソースを政府の広報局だけに頼るのではなく自ら
ニュースに責任を持つべきだとして，RTHK内に
報道部を設置した。現在のRTHKの骨格を成す

「編集権の独立」という価値観は，1978年まで
放送担当局長を務めたHawthorne氏の時代に植
えつけられたもので，「政府の一部門なのに政府
批判を行う」RTHKの文化はこの時点から始まる。
「編集権の独立」という精神が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，RTHKは1989
年，BBCのような組織を範とした「公共法人化」

陳韜文（ちん・とうぶん）氏は，アメリカのミネソタ大学に留学

してコミュニケーション研究の博士号を取得した。中国メディア

や香港メディアの研究に力を入れており，1997 年から 2010

年にかけて，計 6 回にわたり放送や新聞など香港メディアの信

頼度調査を行った。現在は香港中文大学新聞與傳播学院の教

授を務めている。陳氏は，組織的には香港特別行政区政府の

一部門となっている公共放送 RTHK（Radio Television Hong 

Kong，香港電台）について，香港市民は政府を監視する機能

を十分果たすため RTHK の組織上の独立を望んでいるとして，

イギリスの BBC のような組織に改組することを主張している。

今回のインタビューでは，特殊な経営形態を持つ RTHK の歴史

と現状についてまず説明した後，公共放送としての RTHK の「政

治的独立」の問題について，陳氏の見解を紹介する。

陳韜文 氏

【 第 10 回・香港 】

陳韜文氏（香港中文大学教授）に聞く
～“官営”公共放送 RTHKの「政治的独立」～
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  公共放送の位置づけ・規模

―まず公共放送の基本任務について陳教授は

どうお考えですか？

陳氏：社会の最大利益のために，情報・公共
的問題の議論・文化娯楽の 3 分野で交流の場
を提供することだと考えています。これは商業
局でも部分的にはできるのですが，商業局は
商業的利益を中心に考えるので，十分実現す
ることはできません。安定した公共放送の方が
こうした目標を比較的実現できる可能性が大き
いのです。
　公共放送は少数派向けの放送など商業局の
手がけない分野だけをやれば良いという考え
の人もいますが，それでは「社会の最大利益」
は実現できません。例えば娯楽についても，質
の高いものを提供するという役割が求められて
いるのです。BBC の『Hustle』2）という番組は，
娯楽性が高いですが，こういう娯楽番組を商

現在の香港の放送界は，ラジオが RTHK7チャ
ンネル，商業局のCommercial Radio（商業電台）
とMetro Broadcast（新城電台）が各3チャンネル
の放送を行っている。またテレビは地上テレビが商
業局のTVBとATVがそれぞれ広東語と英語1チャ
ンネルずつに加え，新規のデジタルチャンネルを
数チャンネルずつ放送している。この他i-Cableや
NOW Broadbandなどが有料の多チャンネルサービ
スをしている。

RTHKは，ラジオは広東語・英語・北京語の合
わせて7チャンネルで放送しているが，テレビは独
自のチャンネルを持たず，商業局のTVBとATVの
ゴールデンタイムの時間枠の一部に，無償で番組を
提供している。年間の制作時間数はラジオが約5万
時間に対し，テレビは学校向けの教育番組を含め
600時間程度にとどまっている。年間の政府予算も
5 億香港ドル（約56 億円）と，NHKの100 分の1以
下である。

（Corporatisation，中国語は「公司化」）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が確定しており，中国政府が

「公共法人化」に反対の意向であることに配慮し
て，計画は棚上げを余儀なくされた。

1997年の香港返還後は親中派からRTHKに
対し，「政府の金を使って政府を罵っている」など
と批判が出されたが，香港市民の大勢はRTHK
が「政府への監視」の役割を持つべきとして
RTHKを支持，批判はいったん鎮静化した。

その後，RTHKを再び議論の俎上に載せたの
は，2005年6月に第二期行政長官選挙に無投票
で当選した，現職の曾蔭権（Donald Tsang）氏
である。曾氏はこの選挙運動期間中，RTHKが
行っていた競馬中継や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，
RTHKは競馬中継の取りやめを決定し，香港市民
の多くは曾氏からの圧力に屈したものと見なした。

2006年1月，曾長官は商業局TVBの元報道
局長を委員長とする香港の公共サービス放送検
討委員会を設置，委員会は翌年3月，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
提言する報告書をまとめた。ところが報告書で
は，既存の公共放送であるRTHKの新しい公共
放送機構への改組について，「政府の一部門であ
るRTHKには濃厚な組織文化があり，改組は好
ましくない」と結論付けただけで，RTHKの将
来について現状維持なのか廃止なのか，一切触
れなかった。香港市民の間では，報告書が実際
は「政府批判も辞さないRTHKを葬り去るための
政府の陰謀」と見て反発する声が急速に高まり，

「Save RTHK Campaign」という市民団体が結
成され，RTHK存続を世論に訴えた。

こうした批判を受け香港政府は，2年あまりに
わたって再検討した上で，2009年9月，報告書の
提言は採用しないことを決め，組織的に政府の一
部門というRTHKの現状を維持しつつ，その運営
を監督する顧問委員会を設置する方針を明らかに
した。顧問委員会のメンバー11人は2010年8月
に発表されたが，委員の任命権が曾長官にあるこ
とから，市民やRTHK職員の間では編集権の独
立が保たれるのか危惧する声が出ている1）
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業局だけの間で争った場合，番組の質が悪く
なるおそれがあります。公共放送は商業局と
違って視聴率ばかりを気にせず，「社会の最大
利益」という目的から出発できるメリットがあ
ります。もちろん，視聴率があまりに低いと「公
金の浪費」という批判が出るので，バランスは
必要ですが。

―公共放送の規模についてはどうお考えです

か？

陳氏：香港の RTHK は，ラジオはともかくテレ
ビ部門は小さすぎます。理想型としては，公共
放送のシェアが 30％～ 60％くらいと考えるの
で，ラジオについては OK ですが，テレビは全
く不十分です。これはイギリス領時代に放送免
許の交付をコントロールしていた植民地政府が，
地上テレビ局が出来た 1960 年代に私営モデル
でスタートさせたためです。当時の香港市民は
教育レベルも高くなく，テレビを見られるだけ
で満足していて，公共放送という理念も持ち合
わせていませんでした。

  公共放送の組織形態・財源

―RTHK は，組織上は政府の一部門という特

殊な経営形態になっていますが，このことをど

う評価されますか？

陳氏：「官営」の公共放送というのは，非常に
大きな矛盾です。親中派は政府の喉と舌にな
れと主張し，香港返還後は特にその声が強く
なりました。しかし市民は RTHK が政府の部
門から独立することを望んでいます。本来は，
RTHK のトップを誰が務めるのかについて香港

市民の関与が必要ですし，財源の保障をシステ
ム化すること，RTHK のチェック役は独立した
委員会が行うことなども必要だと思います。

―2007 年に公共放送検討委員会が，RTHK

の改組でなく，新規の公共放送機構を設立す

るという報告書を出しましたが？

陳氏：報告書にある，「独立した公共放送を作
る」という考えには賛成ですが，RTHK の改
組を否定した点には反対です。確かに RTHK
は政府の一部門のため，官僚機構で反応が遅
く，効率も高くないという問題がありますが，
香港メディアの信頼度調査では，RTHK は常
に香港メディアの中で最高の数字を出していま
す。こうした成果を公共放送の資産として生か
すべきです。

―RTHK を BBC のように改組すべきだという

ことですね。財源についてはどうすべきですか？

陳氏：公共放送の財源は社会が負担すべきであ
り，方法としてはまず税金から支出し，一部ア
メリカ方式の企業賛助金で補充するというのが
良いと思います。受信料方式については，テレ
ビ購入時の一括払いにすると，中国本土にテレ
ビを買いに行った人からは徴収できなくなりま

香港中文大学が2010年10月から11月にかけて
1,200人あまりの香港市民を対象に行ったメディア信
頼度調査では，最低を1点，最高を10点として評価
した時のRTHKの得点は6.96で，放送・新聞合わ
せて25メディアの中で最高点を獲得した。そして年
齢別に見た評価でも，15歳から17歳までの市民で4
位，18歳から24歳で2位だったが，それ以上の各
年齢層ではトップで，RTHKが幅広い支持を集め
ていることが確認された。
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す。また毎月徴収する方式はコストが高くなるの
に加え，パソコンで視聴する人からも公平に取
れるのか，難点が多いと思います。税金から支
出した場合，政府による圧力がかかるおそれは
ありますが，香港では世論による監視が重要で，
従来も圧力がかかった時に世論の力で跳ね返
してきました。例えば，前行政長官の董建華氏
は，長官時代に RTHK の人気のニュース評論
番組『頭条新聞』（Headliner）を公然と批判し，
政府はこの番組の廃止や司会者の解任をもくろ
みましたが，世論と RTHK 職員の反対にあい，
番組は継続となりました。

  RTHKの「政治的独立」の現状評価

―では実際に RTHK の「政治的独立」がどの

程度守られていると思われますか？

陳氏：編集権の独立の問題については，長い間
争いがあり，RTHKへの圧力は 1997 年の香
港返還以降，増加しています。例えば，RTHK
の番組制作者から内部昇格で放送担当局長に
なった張敏儀さんは，公共放送としての RTHK
にこだわった方ですが，1999 年に駐日代表（駐
日大使にあたる地位）に転出したのは，政治
圧力で左遷されたと私は見ています 3）。また，
1989 年の天安門事件のような「敏感」な問題
の扱い方をめぐっては，今でも議論が少なくあ
りません。
　そもそも RTHK の編集権の独立を謳ってい
るのは，政府の商務及び経済発展局局長と，
RTHK のトップである放送担当局長の間で結
ばれる協定書ですが，RTHK の職員が協定書
に RTHK の任務として「政府の監視」を入れ
るよう求めているのに，政府は応じません。ま

た，放送担当局長の人事は，従来は慣例とし
て RTHK 職員の内部昇格でしたが，これもシ
ステムとしての保証がなく，法的には政府が人
事を決められることになっています。2008 年 8
月に就任した黄華麒放送担当局長 4）は，政府
との関係が良く，「政府の監視」ということを
言いません。勇気を振るうような場面は見当た
らず，編集権の独立を堅持しているようには見
えません。RTHK の職員からは，「黄氏は番組
の内容に干渉したいのだが，職員の反対にあっ
てできないでいる」という話を耳にしています。
　黄氏の後任人事に関しては，政府の官僚を
派遣するのではメディアの専門性が保たれない
ので，内部昇格の方が良い面があります。外部
から招聘する可能性もありますが，その場合，
職員の士気に影響が出るかもしれません。

  最近の香港政府の公共放送改革への評価

―香港政府は公共放送検討委員会を作り，1

年かけて報告書を出させたにもかかわらず，結

局報告書の提言を採用しませんでしたが。

陳氏：報告書を「RTHK 潰しの陰謀」と受け
取った市民団体が反対しただけでなく，中国政
府も「公共放送機構の新規設立」という報告
書の内容に反対したことが大きな要因だと思い
ます。香港政府は双方のはざまに立たされ，現
在の RTHK の組織が持つ根本的な矛盾を解
決する決意がないので，現状維持を選択した
のですが，現状維持は最もまずいやり方です。

「政府から組織的に独立した公共放送の設立」
と「RTHK の廃止」はイコールではなく，分け
て考えるべきなのです。
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―RTHK の現状維持が決まった後，その運営

をチェックする顧問委員会が設置され，2010

年 9 月に初会合を開きました。顧問委員会の

役割についてはどうお考えですか？

陳氏：顧問委員会のメンバーは曾長官が委任す
るので，長官の影響力が強まる可能性がありま
す。これに対してRTHKの職員や多くの市民が，
RTHK の政治的独立が脅かされると反対して
います。こうした声の中で顧問委員会の委員長
が先日，「編集権の独立は重要」とコメントしま
した。世論の力がある限り，政府が RTHK を
コントロールすることは難しいと思います。ただ，
RTHK の職員について言うと，年輩の人たちは
政治的独立を堅持する意欲が旺盛ですが，そ
の気迫が若い世代に十分受け継がれるかは疑
問もあります。最近は香港での中国の影響力拡
大があるので，長期的には RTHK の将来は不
確実性が高いと言わざるを得ません。

  おわりに

　陳氏は RTHK の政治的独立を堅持すべき
根拠として，世論の支持を強調した。世論調
査で RTHKへの評価が常に高得点となるのは，
RTHK が世論を重視し，市民の声を反映させ
ていることの表れだが，親中派やそのバックに
いる中国政府が RTHK を批判する論理も全く
根拠がないわけではない。例えば 2003 年 7 月
1日に香港で，中国政府の意向を受けた形で香
港政府が進めていた「国家安全条例」の制定
に反対し，言論の自由を守るための 50 万人デ
モが行われた。これについて親中派の曾鈺成氏

（当時，立法会議員）は，「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」と証言している。RTHKと
しては「市民の関心が高いから報道する」のだ
が，親中派からすると「特定の政治勢力に肩入
れする動き」に見えてしまうのである。
　一方，香港返還以後次第に「大人しくなった」
と言われる RTHK では最近，2003 年とは正
反対の「事件」が起きた。民主派の長老司徒
華（Szeto Wah）氏の死去を悼む葬儀が 2011
年 1 月 29 日に行われたのだが，この際 RTHK
の番組制作現場では，28 日と 29 日にネット上
のニュースサイトで生中継を行うことにしていた
のに，経営陣からの指示で中止を余儀なくさ
れたのである。この措置に対して RTHK の組
合では 2 月 2 日，生中継を中止させた理由と，
その責任者を明確にするよう求める書簡を経
営陣に送った。これに対し退任間近だった黄
華麒放送担当局長は，「RTHK は司徒華氏の
逝去について既に十分な報道を行った」などと
回答した。こうした経営側の立場は，「特定の
政治勢力に肩入れをするな」と要求する親中
派の主張に近いもので，RTHK の運営方針が，
従来のような「世論・市民の声の反映」を重視
する立場から，形式的あるいは量的な「不偏不
党」をより重視する立場に移行しつつあるよう
に見える。
　そこで気になるのは，香港返還後の香港メ
ディア全般の環境がどう変化しているかであ
る。先述した 2010 年のメディア信頼度調査で
は，香港の計 25 のメディアの信頼度指数が
2009 年と比べ平均で 8％低下した。これにつ
いて香港記者協会の麦燕庭（Mak Yinting）
会長は，「過去 1 年半の間，市民がメディアの
報道について問題が大きいと感じる特別な事
案がなかったにもかかわらず，このような結果
が出たことは，香港メディアへの一つの警告と
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言える。香港メディアの『自己規制』の問題が
深刻であり，かつこの問題が改善しないばかり
か悪化していることに原因があるのではないか
と思う」と述べた。香港記者協会が 2010 年
に行った調査では，記者のうち 30％が記事を
書く際に自己規制をしていると認め，40％が同
僚や上司が自己規制をしていることを知ってい
ると答えたという 5）。
　自己規制の理由としてよく言われるのは中
国政府による有形無形の圧力であるが，これ
は単に政治的な圧力にとどまらないようであ
る。 中 国と香 港 は 2003 年，CEPA（Closer 
Economic Partnership Arrangements）とい
う経済緊密化協定を結んだ後，経済の一体化
が進み，香港経済にとって中国本土は一段と重
要な存在になった。こうした中，香港の商業メ
ディアの中には中国政府との関係構築に熱心な
経営者が増えており，経済的利益の視点から
中国本土への批判には慎重になっているという
指摘が出ている。実際，地上テレビ局のATV
は中国本土の資本が入って番組が親中的になっ
たとされる他，TVBも最近は香港市民の間で

「CCTVB」（TVB が中国共産党の宣伝媒体の
見本とも言える中国中央テレビ＝ CCTV に似て
きたという皮肉を込めた言葉）というあだ名が
付けられている。さらに従来，中国政府とは一
線を画してきた新聞「信報」は，経営難から
2006 年に香港随一の富豪李嘉誠氏の息子の
李澤楷氏に株式を売却した結果，経済情報に
特化した新聞となり，中国政府への批判は影
を潜めてきている。
　しかし，このように商業メディアが中国の経
済力にひれ伏しつつある中で，公共放送として
の RTHK の役割は一層重要になっているわけ
で，陳氏が RTHK の「政府に対する監視」な

ど政治的独立性にこだわる理由もそこにある。
中国政府が現在，本土でのメディア締め付け
を一層強化しつつある中で，陳氏の主張のよ
うに RTHK を政府の機構から切り離すのは現
実に難しいだろう。しかし，その「編集権の独
立」を今後どう担保していくのかは，「一国二制」
による香港の報道・言論の自由を守っていくた
めの重要な試金石となる。　　　　

（やまだ けんいち）

注：
1） RTHK の歴史と現状についての詳細は，拙稿「白

熱する香港の公共放送改革論議」『放送研究と
調査』2007 年 10・11 月号を参照。

2）BBC が 2004 年から放送を続けている人気ドラ
マシリーズ。

3） 張氏が放送担当局長だった 1999 年，台湾の李
登輝総統が，中国と台湾は別の国であるという

「二国論」を発表，中国の激しい反発を招いた。
この際 RTHK は『香港家書』という番組の中で，
台湾の実質的な駐香港代表であった香港中華旅
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。これに対し親中
派から激しい批判が起こり，香港政府は同年，
張氏を「通常の異動」と称して駐日代表に転出
させた。

4） 黄華麒氏は，香港大学を卒業後 RTHK に番組
制作担当で入局，アナウンサーやコメンテーター
を歴任した後，政府の汚職取締部門の広報やシ
ンガポールの Media Corp（政府出資の放送業界
最大手）系企業の仕事などに携わり，2004 年か
らは北京に本拠を置くドキュメンタリー制作会社
を経営していた。このため，「内部昇格」と言え
ないことはないが，メディア関係者の間では，最
近数年間，シンガポールや中国大陸で「体制側」
に立ったメディアの仕事をしていたとして問題視
する声もある。

5） 2011 年 1 月 5 日付けドイチェ・ベレ，インター
ネット中国語版 http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,14752769,00.html を参照。


