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あった，台湾の新聞最大手の一つ「りんご日
報」に対する買収は，市民の強い反発もあって
2013年3月下旬に撤回された。しかし，台湾
の放送や新聞など既存メディアの中国報道が，
全体として「批判精神」を失いつつある傾向は
否定できない。

本号では，“迎合型”と言える台湾メディアほ
ど中国を褒めたたえることはないものの，中国
に批判的なニュースは控えめにする傾向が目立
つ，“遠慮型”の香港メディアについて，2013
年1月の現地調査の結果も踏まえ現状を見てい
く。構成は以下のとおりである。

 はじめに

前号に引き続いて，中国との経済関係が緊
密化する台湾と香港で，メディアの中国報道が

“中国寄り”になりつつある問題を考える。こ
の問題では，財界人のメディアオーナーが中国
ビジネスを優先するため，中国批判を抑えるよ
う編集部に指示しているのが原因と指摘されて
いる。前号では，“中国を褒めたたえる報道”
が増加する台湾の実態を，中国市場で多額の
利益を上げる旺旺グループのメディア事業拡大
を中心に見てきた。旺旺の最新の拡大計画で

中国への「配慮」強まる
台湾・香港メディア（下）
～中国報道で「自己規制」する香港メディア～

　　　　メディア研究部   山田賢一　

中国との経済関係が緊密化する台湾と香港で，メディアの中国報道が“中国寄り”になりつつある問題を前号に
続き取り上げ，本号では香港メディアに焦点を当てる。①デジタルラジオ局「DBC」の放送停止，②高級英字紙「サ
ウス・チャイナ・モーニング・ポスト」の“転向”，の2例を見ていくが，いずれもメディアオーナーの中国ビジネスへ
の配慮が報道内容に影響している実態がうかがえた。この点は台湾と同様だが，香港の場合は既に中華人民共
和国の統治下にあり，メディアオーナーの経済的利益だけでなく，中国政府の香港駐在事務所や香港政府を通じ
た圧力もかかるため，環境はさらに厳しい。

香港で報道の自由の防波堤になりうる要素として，インターネットが重要だが，放送や新聞といった既存メディア
に関しては，「ジャーナリストの敢闘精神」に尽きる。しかしそれが機能するには，一般市民の強い支持が必要不
可欠である。香港の公共放送 RTHKでは，人気番組の放送打ち切りと，より「政府広報」的な番組を経営者が
提案したのに対し，職員が強く反発して白紙撤回させたが，背景には，香港市民が編集権の独立に基づいて運営
されるRTHKを強く支持していることがある。特に商業メディアがますます「弱体化」する中，香港市民はRTHK
を「報道の自由の砦」としたい意向が強いのである。

台湾・香港共に既存メディアの「親中化」が進みつつあるが，特に「親中化」が進む新聞の発行部数が減少する
など，市民の側の市場を通じた「警告」も目立っており，ネット等のニューメディアの存在と合わせて，今後の台湾・
香港メディアの報道の「親中化」に一定の歯止めをかける可能性があると思われる。
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の香港では，メディアはイギリス女王を批判す
るのがタブーだったとはいえ，基本的に報道
の自由を享受し，中国本土の政治に関する内
部情報の発信基地としても機能してきた。しか
し返還後は，中国政府が香港駐在事務所（通
称・中聯弁）を通じて香港メディアに中国批判
を控えるよう働きかけているとされ，香港のメ
ディア関係者の間でもこうした証言は多い。

香港の中国返還後，報道の自由をめぐって
大きな“事件”が2003 年に起きた。中国政府
は香港を「特別行政区」として中国本土とは異
なる高度の自治を付与する方針を打ち出した一
方，国家の安全のためとして，1997年の香港
返還時から施行された香港基本法の第23条
に，「反乱罪」などの条項を規定した。これに
対し香港の民主派の間では当初から言論の自
由を侵害するものとの批判が出されていた。中
国政府は2002年，香港政府に対し，香港基
本法23条に符合した法律を制定するよう要
求，これを受けて香港政府は法案を提起した
が，2003 年7月1日，「言論の自由擁護」を旗
印にこの法案に反対する50万人規模の大デモ
が行われ，法案は棚上げされた。現在もこの
法案を再度上程する動きは存在するが，市民
の反発が強いため，親中派の関係者からも「喫
緊の課題ではない」との声が出ている。

2.  香港メディアの基本構図　
次に現在の香港の各メディアについて，中国

との関係をもとに分類した構図を表1に示す。
中国政府が直接運営に関与しているのは文匯

わい

報，大公報，香港商報の各紙だが，フェニッ
クスTV2）は人民解放軍出身の劉長楽氏がオー
ナーを務めており，実質的に中国政府系と言え
る他，ATVも中国本土の財界人が筆頭株主に

Ⅰ　香港メディアの歴史と現況
1.  歴史的経緯

2.  香港メディアの基本構図　

3.  香港メディアの実態報告書

4.  中国政府の対香港メディア政策

Ⅱ　最近の事例に見られる「中国要因」
1.  デジタルラジオ局「DBC」の放送停止

1-1　経緯

1-2　関係者の声

2.  高級英字紙「サウス・チャイナ・

　  モーニング・ポスト」の“転向”

2-1　経緯

2-2　関係者の声

Ⅲ　香港メディアへの“中国の影響”まとめ
Ⅳ　台湾・香港メディアの今後の展望

 Ⅰ 香港メディアの歴史と現況

1.  歴史的経緯
香港は，香港島・九龍半島・新界及び周辺

に浮かぶ島々の総称である。1840年のアヘン
戦争によって，香港島が当時の清朝政府から
イギリスに割譲されたのをはじめ，1898年に
は九龍半島の一部や新界をイギリスが99年間
租借することで合意，香港全体がイギリスの
植民地となった。このため1997年に香港が中
国に一括返還されてから15年あまりが経った
今でも，主要メディアは使用言語が中国語と英
語に分かれており，主な活字メディアとして中
国語では東方日報，りんご日報，信報などが，
英語ではサウス・チャイナ・モーニング・ポスト，
スタンダードなどがある。また地上テレビ局の
TVBとATVは，アナログ放送では広東語 1）と
英語のチャンネルが1つずつある。

中国に返還される以前のイギリス植民地下
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表1　香港メディアの基本構図

新聞 テレビ

親中派
・文匯報
・大公報
・香港商報

・フェニックスTV

やや
親中派

・東方日報
・成報
・香港経済日報
・星島日報
・サウス・チャイナ・
  モーニング・ポスト
・スタンダード

・ATV
・TVB

中立
・明報
・信報

・i-Cable
・Now TV
・RTHK

中国
批判派 ・りんご日報
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なって以来，親中派の色が強まっている。ま
た東方日報やTVBも徐々に親中化しつつあり，
TVBは内容が中国中央テレビ（CCTV）のよう
になったとして，香港人の間では「CCTVB」と
揶揄されている。一方，中国政府に批判的な
メディアは，雑誌はいくつかあるものの，日刊
紙はりんご日報1紙にとどまっている。

3.  香港メディアの実態報告書
最近の香港メディアの実態をよく表している

と思われる年次報告を，2012 年7月，香港記
者協会 3）が発表した。表題は「香港の表現の
自由が次 と々挑戦を受けている」で，報道の自
由への危機感が強く打ち出されている 4）。この
中で，協会が業界関係者を対象に行った「報
道の自由度」調査（香港メディアの記者やカメ
ラマン，デスクなど1,154の個人・団体を対象
にアンケートを実施し，回収数は663）の結果
が紹介されているので，主な内容を見ていく。

まず，2005 年から2012 年まで行政長官を
務めた曾蔭権政権 5）の下で，報道の自由がど
うだったかについての質問で，図1のように「明
白に後退した」が 57.2％を占め，「若干後退し
た」と合わせると86.9％に達している。一方，

「明白に進歩した」と「若干進歩した」を合わ
せても2.7％に過ぎない。次に，「後退した」
と答えた人を対象にその理由を聞いた質問で
は，図2のように「香港政府が情報提供を抑
え，メディアの取材を阻害」が 92.7％と最も多
かったが，「業界の自己規制」は71.0％，「中
国政府の干渉」も67.5％と高い数字である。

メディアの自己規制に関する質問では，図3
のように，曾長官の就任前と比べ，「悪化した」
が 79.2％，一方「改善した」は2.4％にとどまっ

図1　曾蔭権政権下での報道の自由

図 2　後退した理由（複数回答）
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香港政府が
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71.0

67.5

35.9
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ている。そして記者本人による自己規制や，
上司から言われたことによる自己規制が実際
にあるかという質問では，図4のように，「ある」
が 35.9％で，「ない」の37.6％とほぼ同じ割合
となっている。自己規制があると答えた人に
その内容を聞いたところ，図5のように，「中国
政府にマイナスの情報を小さく扱う」が 37.0％
を占めていた。

曾長官の7年間で最もメディアにとって重大
だった問題を7 項目から選択する質問では，
2011年 8月に李克強副首相（当時）が香港を
訪問した際，メディアが取材できる場所が
李副首相から最大170メートルも引き離され，
本人への質問ができなかったことなど，取材
妨害のような警察の「過剰警備」を挙げる回

図 3　曾長官時代のメディアの「自己規制」

図 4　記者本人及び上司による「自己規制」

図 6　梁長官就任後の「報道の自由」見通し
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図 7　梁長官就任後のメディアの重大問題
（複数回答）

図 5　自己規制の内容（複数回答）

特定の長官候補者
支持の傾向

経営者及び関係する
利益にマイナスの
情報を小さく扱う

中国政府にマイナスの
情報を小さく扱う
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メディア管理強化 52.2%

43.5

35.9

22.8

19.2

（出典）図 1 〜 7 は，香港記者協会年次報告書より作成。
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答が 50.4％と最も多かった。また二番目に多
かったのは，香港の行政長官選挙をめぐって
相次いで起きた“言論の自由侵害事件”6）で，
34.5％を占めるなど，多くが中国関係の事案
だった 7）。

次に，梁振英氏が長官就任後に香港の報
道の自由がどうなるかの見通しについては 8），
図6のように，改善するとの回答は合わせて
4.7％にとどまったのに対し，「明確に悪化する」
が37.9％，「やや悪化する」が21.7％と，悪化
を見込む回答は合わせて59.6％に達した。ま
た梁長官の就任後，メディアが直面する重大
な問題は何かという質問に対しては，図7のよ
うに「香港政府のメディア管理強化」が52.2％
と最も多かった他，「中聯弁（中国政府の香港
駐在事務所）のメディアへの圧力」が43.5％，

「政府による香港基本法23条関連の立法」が
35.9％，「自己規制の深刻化」が22.8％，「メ
ディアの政府への帰順」が19.2％となってお
り，今後は過去数年の状況に輪をかけてメ
ディア環境の悪化が進むと見ていることがわ
かった。

4.  中国政府の対香港メディア政策
こうした香港のメディア状況を見ていくには，

その背景をなす中国政府の対香港メディア政
策を理解することが不可欠だが，かつて中国
政府系メディアで仕事をしていた経験があり，
この20 年あまり香港に在住している評論家の
劉鋭紹氏がこの点について詳しいので，以下
に筆者が現地調査でヒアリングした劉氏の見
解を紹介する。

劉氏はもともと香港の中国政府系新聞の文
匯報に在籍し，1986 年から3 年間，北京支
局長を務めていた。ところが 1989 年に中国

政府が民主化運
動を武 力で弾圧
する「6.4天 安 門
事件」が起こった
際，民主化運動
に同情的だった
文匯報は社説を
空白にするなど中
国政府の対応に
抗 議する姿 勢を
示した。このため

社長が当局から解任された他，劉氏も報道部
から翻訳部に異動になり，仕事を取り上げら
れた。そして上層部から何度も反省の弁を要
求され，拒否し続けると，2回賃金カットをさ
れた上，2 年後，ついに解雇されたという。

劉氏によると，中国政府の香港メディアに
対する政策は，1997年の香港返還からしば
らくは柔軟なものだったという。これは台湾に
対して「一国両制」9）のモデルを示すためだっ
たが，2003 年7月に香港で，「香港基本法23
条」に基づく治安立法に反対する50万人デモ
が起きてから状況が変わったと劉氏は説明す
る。中国政府はこのデモが大規模になったの
は，香港メディアが“火に油を注いだ”からと
判断したのである。そして2004 年から，香
港メディアへの対応は管理強化に舵が切られ
た。その内容には，中国本土の取材に関して，
事前申請した以外の突発事件の取材を認めな
いとか，電話取材を認めないといった直接的
な規制もあるが，多くは中国報道を好意的な
ものに変えさせるための“ソフト”な措置だと
して，劉氏は以下の4点を挙げた。

（1）香港メディアの株式買い上げ

経営が悪化した放送局や新聞社に中国本

劉鋭紹 氏
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土系企業が出資し，支配権を握る
（2）メディアオーナーへの「工作」

財界人が多い香港のメディアオーナーたちに
中国ビジネスでの便宜を図ったり，人民代
表大会代表や政治協商会議委員といった中
国本土における（名誉職的な）ポストを提供
したりする

（3）メディア幹部への「工作」

メディア幹部を中国本土に招待したり，“特
ダネ”を提供したりする

（4）広告出稿

中国本土系企業の広告を出稿したり，（問題
が起きれば）取りやめたりする

劉氏によると，こうした中国政府からの“干
渉”は最近一層大きくなっており，2012年の行
政長官選挙の際は，成報に劉氏が寄稿した文
章が編集部によって11か所も書きかえられたと
いう。

また，中国政府系のある現職のメディア関
係者からも証言が得られた。この人物は，中
国本土のメディアはネットを含め以前より開放
的になりつつあるが，ジャスミン革命 10）の影響
で，中国政府はネットを中心としたメディア管
理を一層重視するようになったと述べた。そし
て中国本土と香港のメディアの自由度には大
きな差があるので，今後は香港のメディア管
理を強めることで，双方のメディア環境が融
合できると説明した。そのための具体策とし
て中国政府は，文匯報・大公報・香港商報の
中国直系メディアに加え，星島日報・香港経
済日報・成報など各紙のネット担当者を北京
に集め，研修を行っていると述べた。

中国政府の対香港メディア政策は，「管理
強化」が基本路線と見てよいと考えられる。

 Ⅱ 最近の事例に見られる
　　　　　　　　　 「中国要因」

1.  デジタルラジオ局「DBC」の放送停止
1-1　経緯

では次に，2012年に香港メディア界を揺る
がせた具体的事例を見ていく。最初は，同
年5月に本放送が始まったばかりの新規デ
ジタルラジオ局DBC（Digital Broadcasting 
Corporation，香港数碼電台）が，半年後の
10月末に放送停止となった問題である。

DBCの創設 者は，歯に衣を着 せない政
府批判で知られる評論家の鄭経翰

かん

氏である。
鄭 氏 は1995 年から商 業 電 台（Commercial 
Radio）の朝の時事討論番組「風波裡的茶杯」

（Teacup in A 
Storm）の司会を
担当，香港の中
国への返還後も
しばしば香港政
府を強く批判し，

「 午 前10 時 前の
行政 長官」との
異 名 をとっ た。
1998 年には番組
を担当するラジ

オ局の駐車場で2人組の男に襲撃され，一時
危篤状態になったこともある11）。2003 年，商
業電台の免許更新審査の時期に鄭氏が休暇
を取ったことから，市民の間では，商業電台
が鄭氏の言論によって免許更新に悪影響が及
ぶのを恐れて休暇を強要したとの受け止めが
広がり，実際まもなく鄭氏は解雇された。鄭
氏はその後 2004 年に立法会 12）の直接選挙枠
の議員に立候補して当選したが，2008 年にデ

鄭経翰 氏
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ジタルラジオ局（後のDBC）を設立して免許を
得ると，再選を目指さずメディア界に復帰した。

一方，鄭氏については2代目の行政長官を
務めた曾蔭権氏と非常に親しかったことから，
その立場の「政治性」を問題にする声や，番
組でのコメントが一方的であるとする批判も多
く，毀誉褒貶の渦巻く人物である。

DBCは鄭氏が香港の様々な財界人の出資を
募って設立され，2011年から試験放送を始め
た。そして2012年5月には，7チャンネルでの
本放送となったが，その過程で香港の政治状
況には大きな変化が起きていた。2012年3月
に行われた行政長官選挙には，曾蔭権行政
長官の時代にナンバー 2を務めた唐英年氏と，
最高行政機構である行政会議のメンバーを十
数年間にわたって務めた梁振英氏の2人が立
候補した。唐氏はやや経済界寄りで，梁氏は
やや貧困層寄り，中国共産党により近いのは
梁氏と見られるが，選挙スタート当初は唐氏が
勝利すると予想されていた。ところが選挙期
間中，唐氏に自宅の違法改築疑惑 13）が持ち上
がり，いったん疑惑を否定したものの後になっ
て認めるといった対応が批判を呼んで，梁氏
の逆転勝利となった。この選挙の際，鄭氏は
落選した唐氏を強く支持していた。

選挙の後，香港の財界人の間では，DBC
への追加出資を躊躇する動きが強まった。特
に筆頭株主で，広東省の深圳で不動産事業を
広く手掛ける黄楚標氏が消極的とされ，DBC
は2012年10月になると資金繰りが窮迫，同月
末に放送停止を余儀なくされた。

10月にDBCの放送継続を求める市民たちが
ラジオ局の前に集まって開かれた集会で，1本
の録音テープの内容が“暴露”された。それ
はDBCの役員会での発言を，鄭氏サイドの出

席者がひそかに
録音したもので，
鄭氏が辛口の論
評で 知られる女
性司会者の起用
を提案したのに対
し，筆 頭株主の
黄氏は，「中聯弁
が彼女に強い反
感を持っている」
と述べて却下す

る内容だった。
その後，鄭氏は黄氏サイドに自らの持ち株

を売却してDBCの経営から撤退，一部の従
業員を引き連れて新たに「D100」という名前の
インターネットラジオ局を2012年12月に開局さ
せ，DBCは鄭氏が去った後の2013 年1月に
放送を再開した。

1-2　関係者の声
① 当事者

DBCの主要株主である財界人たちは，これ
まで追加出資を拒否する理由について，DBC
の収益性が低いという問題であって，政治的
な配慮とは無関係と説明してきた。しかし今
回の取材要請に対し，筆頭株主である黄氏は
応じなかった。一方，設立者の鄭氏について
は同意が得られたため，鄭氏から黄氏サイド
へのDBC 株売却が内定した直後の1月17日に
ヒアリングを行った 14）。

★ DBC 設立者　鄭経翰氏

　「政治的に独立のメディアはネットのみ」

鄭氏はまず自らがラジオ局を立ち上げよう
とした背景について説明した。デジタル化が

黄楚標 氏
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始まる以前の香港では，ラジオ局は公共放送
のRTHK，商業局の商業電台（Commercial 
Radio）， 新 城 電台（Metro Broadcast）の3
局だった。鄭氏は人口700万人の香港でラジ
オ局が3局というのはあまりにも少ないと考え
ており，商業電台の司会者の仕事を解雇され
たのを機に，政府にラジオ局免許交付の自由
化を要求することにした。複数の財界人の出資
を募り，曾蔭権氏が行政長官だった2008 年，
デジタルラジオの新規免許交付に際し7チャン
ネル分の免許を取得できた。

ところが放送が始まってから，株主の間で
「政府に対し友好的でない」と批判の声が上
がったという。DBCは開局直後で赤字状態
だったので，もともとは追加資金の投入が予定
されていたが，運営への批判が出る中，黄氏
をはじめとする，株式所有比率で50％以上の
株主が資金投入を拒否したのである。

黄氏らがその理由としてDBCの収益性の
問題を挙げていることに対し，鄭氏は「もしそ
うであれば株式を売れば良いことだ。彼らが
実際にしたことは私から株式を買い上げること
だった」と述べ，黄氏らが中国政府や香港政
府への政治的配慮から，自分を資金面で締め
上げた上でDBCから追い出したのが実態だと
主張した。

次に香港のメディア状況について鄭氏は，中
国政府が経済力を使って，香港メディアに自己
規制させているとの見方を示した。香港のメ
ディアオーナーはりんご日報以外，みな中国政
府とコネがある主流財界人であり，メディアが
赤字でも他のビジネスで元が取れればよいと
思っていると鄭氏は説明する。こうした状況を
変えようとラジオ局を立ち上げたものの結局行
き詰まったことについて，鄭氏は「もはや香港

のメディアで政治的に独立しているのはネット
のみだ」と述べた。

そこでDBCの株を売却し，代わりにインター
ネットラジオ局D100を2012年12月から立ち上
げたわけだが，通常「ネットラジオ」と呼ばれ
るサービスがいずれも小規模のものなのに対
し，D100は24時間放送で，チャンネル数も当
初の1チャンネルから4チャンネルにまで増やす
予定という。もともと高齢者が多かった鄭氏の
ラジオ局の聴取者が，ネット化に対応できるか
については，「スマートフォンを使えば1831100
と7桁の番号を入力するだけで自動的にラジオ
番組が聞けるようになっている」として，鄭氏は
自信を示した。DBCの聴取者は約30万人だっ
たのに対し，D100は試験放送中の2003年1
月段階で既に聴取者が10万人に達したという。

② 鄭氏を支持する聴取者

★王志偉氏

　「香港メディアは DBC 問題を報じず」

王志偉氏は香港中心部の湾仔で小さなギフ
トショップを経営する人物で，10 年前から鄭
氏の番組のファンである。2003 年に香港でも
SARSの問題が表面化した時，王氏は家にこ

もって毎朝ラジオ
を聞いていたが，
鄭氏は番 組の中
で市民のクレーム
をもとに政府の問
題点を指摘，マス
クをどう確保する
かなど， 実 生 活
に役立つ情報の
提供に尽力してい
たという。また鄭王志偉 氏

JUNE 2013
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氏が暴漢に襲われた後，時事評論の仕事を
続けていることも，鄭氏に対する信頼感の一
因としている。DBCの番組については，王氏
は2011年 8月の試験放送開始時から聞いてい
たが，鄭氏本人が司会をする番組で，長官選
挙に当選した梁振英氏を批判したことが，中
聯弁を怒らせたと見ている。

王氏が特に危機感を持ったのは，DBCが資
金繰り難で放送停止の危機に陥った際，DBC
の前で市民による大規模な抗議集会が開かれ
たのに，主要メディアがあまり報道しなかった
ことだ。これは中国政府を恐れる香港メディア
の“保身”に他ならないと王氏は感じた。

インターネットラジオのD100が開局すると，
王氏はボランティアとして運営に参加した。
フェイスブックを利用してD100の知名度やイ
メージの向上に努めているという。そして王氏
は，ネットラジオは世界中で聞けるのでデジタ
ルラジオよりメリットが大きいと述べ，今後，
中国政府や香港政府が容易に圧力をかけられ
ないだけの多数のファンを早期に確保したいと
抱負を述べた。

③ 政府当局

中国政府の香港駐在事務所である中聯弁
は，筆者の電話での問い合わせに対し，「我々
は香港政府の立場を代表できないので，香港
政府に聞いてほしい」と答えた。「一国両制」
で香港に高度の自治を認めているという建前
に沿った回答である。

★香港政府

　「言論の自由を尊重し干渉せず」

一方，香港政府は，多忙を理由に筆者の香
港訪問中の面会を断ったが，文書での質問に

は回答した。その内容は以下のとおりである。
「香港政府は一貫してDBCの独立した運営

を尊重し，株主の意見の違いに対し干渉しな
かった。これは政府が言論の自由を尊重して
いることの表れである。既にこの問題は株主
間で合意ができたと聞いており，各株主が商
業ベースで合意できる形で解決したことを歓迎
する」。

④政党関係者

★親中派　鍾樹根立法会議員

　「DBC は政治と無関係」

政党関係者のうち，立法会（香港の議会）
の多数を占める親中派については，最大会派
の民建聯（民主建港協進聯盟）に所属し，メ

ディアでの発言も
多い鍾樹根議員
に聞いた。 鍾 氏
はDBCの問題は
政治とは無関係の

「完全に経済的な
問題」であり，鄭
氏が株式を売却
することで問題は
解 決済みだと述

べた。そして香港の行政長官選挙で唐英年氏
が勝利していれば DBCの放送停止という事
態は起きなかったとの見方があることについ
て，「何も根拠はない」と否定的な見解を示し
た。

また鍾氏は香港の言論・報道の自由に関し
て，「メディアは毎日政府を罵っていて，検閲
もない。言論の自由はどんどん拡大している」
と述べ，香港メディアの「自己規制」など全く
存在しないと主張した。

鍾樹根 議員
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★民主派　毛孟静立法会議員

　「DBC への圧力がかかったのは明白」

一方，70議席中27 議席を有する民主派に
ついては，メディアの問題に詳しい公民党の
毛孟静議員に聞いた。毛氏はDBCの問題に
ついて，鄭氏が“政治的に誤った賭け”をして，

負けたために報
復された面はある
かもしれないと述
べた。その上で，
筆頭株主の黄氏
が役員会の席上，
鄭氏の提案した
司会者の起用に
対し「中聯弁が反
感を持っている」
と言って却下した

事実を挙げ，この問題でDBCに対する圧力が
かかったのは明白との判断を示した。

また毛氏は，香港の言論・報道の自由につ
いて，梁振英行政長官のブレーンの邵善波氏が

「香港の言論をコントロールする」と公言した 15）

と述べ，状況の悪化に強い懸念を表明した。

2.  高級英字紙
　　「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」の“転向”
2-1　経緯

次に，高級英字紙として長年高く評価され
てきたサウス・チャイナ・モーニング・ポスト（以
下サウス・チャイナ）の“転向”問題について
である。サウス・チャイナは英領植民地時代の
1903 年に創刊され，1971年に香港株式取引
所に上場，いったんマードック氏のニューズ・
コープの傘下に入ったが，1993 年に不動産大
手嘉里グループのオーナーでマレーシア系華人

の大富豪，郭鶴年氏に買収された。その後現
在まで，中国指導部の人事情報などで「特ダ
ネ」を取り続け，香港の英字紙では最も多い
発行部数を誇っている16）。

このサウス・チャイナの“転向”が広く意識さ
れたのは，2012年6月の「李旺陽事件」がきっ
かけだった。李旺陽氏は中国湖南省の民主活動
家で，1989年の民主化運動に参加したことから

「反革命宣伝煽動罪」などで計20年以上を獄中
で過ごした人物である。香港のテレビ局i-Cable
が2012年6月，6.4天安門事件から23年になる
のに合わせて，李氏に行ったインタビューを放
送したが，その4日後，李氏が入院中の病院で
首をつった格好で死亡しているのが見つかった。
その際に撮られた写真では李氏の足が地面に着
いた状態だったことや，遺書もないのに当局が
自殺と断定し，親族の了解を得ないまま火葬を
強行したとされることなどから，香港メディアは

「不可解な事案」として大きく報道，香港では中
国の政府当局への抗議デモも起きた。この問題
がそれほど重視されたのは，中国政府が民主
派活動家と海外メディアの双方に対し，「あなた
たちは，こういうことになりたくないだろう？」と
警告しているとも受け取れるからである。

ところがサウス・チャイナはこのニュースにつ

李旺陽 氏

毛孟静 議員

JUNE 2013



96 　JUNE 2013

いて，100字あまりとほぼベタ記事の扱いだっ
た。その後の報道で明らかになった実態は，
以下のとおりである。

もともと記者が書いた記事は600字あまり
の内容で，学校やホテルなどに配送された第
一版はこの記事が使われていた。ところがサ
ウス・チャイナの王向偉編集長は，自ら指示
を出して大幅に削った。外国人編集者のAlex 
Price氏が王氏にメールを出して異論を唱えた
ところ，王氏は返事の中で「これは私の決定
だ。もし君が不満なら，どうすべきかわかるだ
ろう」と答え，Price氏が辞職する必要性を示
唆したという17）。

2-2　関係者の声
① 当事者及び周辺

★サウス・チャイナ　王向偉編集長

　「無回答」

「李旺陽事件」の記事を大幅にカットしたと
される王氏に対し，その対応に関する質問状
を送付し，秘書を通じて催促もしたが返事は
ない。2013 年 4月中旬の段階で，彼は他のメ
ディアに対してもこの問題に関する自らの見解
を表明していない。

★香港記者協会　麦燕庭会長

　「『CCTV が報じないから』と記者に説明」

ジャーナリスト団体の香港記者協会では，
この問題を重視し，サウス・チャイナ関係者へ
のヒアリングを行っていたので，協会の麦燕
庭会長に実態を聞いた。麦氏によると，王氏
が「これは私の決定だ」と答えたメールの内容
が編集部に広く知られて大問題になったため，
部内の会議で王氏が釈明をすることになった。
その際王氏は，「当日，夜7時の中国中央テレ

ビ（CCTV）のメインニュースで報道されなかっ
たので，重要なニュースでないと思った」と説
明，出席者の中には，一瞬聞き間違えたかと
思った人もいたという。

サウス・チャイナのこうした“転向”は，編集
幹部の人事からも見てとれると麦氏は言う。王
編集長はかつて中国の政府系英字紙のチャイ
ナ・デイリーに勤めていたが，16年前からサ
ウス・チャイナに移り，2012年2月，従来は外
国人か香港人のポストであった編集長のポスト
に，中国本土籍の記者として初めて就任した。

現在は吉林省の
政治協商会議委
員という中国本土
の“名誉職”も兼
任している。また
王氏と同じく中国
本土出身で副編
集長の譚衛児氏
は，中聯弁との関
係が良好な人物

で，英字紙での経験が少ないにもかかわらず，
入社後まもなく副編集長に抜擢されたため，部
下の記者たちから不満が出ているという。麦氏
は，これまでサウス・チャイナの通称として使
われてきた「南早」（サウス・チャイナの中国語
名である「南華早報」の略）を，今メディア界
の人たちは「紅早」（共産党のシンボルカラーは

「赤」）と呼んでいる，と述べた。

② サウス・チャイナ元記者

★香港大学博士研究生　黎穎詩氏

　「ここ数年でサウス・チャイナが最も悪化」

次に，近年のサウス・チャイナの“転向”を
内部で見続けてきた元記者の黎穎詩氏の経験

麦燕庭 会長
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を紹 介 する。 黎
氏は1999年初め
にサウス・チャイ
ナ に 入 社，2007
年〜 09年にかけ
て中国本土に駐
在，09年に香 港
に戻ってから辞職
す る11年12月 ま
で香港のニュース
を担当する記者と

して勤めていた。黎氏は09年に香港に戻った
際，2年前と比べ，上司が「この記事はダメ」
と言ってくるなど，大きな変化を感じたという。

“転向”の具体例として，黎氏は辞職後のケー
スも含め以下の3点を挙げた。

（1）フィリピン人の居住権問題

香港にはフィリピン人の家政婦が多く在住し
ているが，こうしたフィリピン人の一部は，長
期間香港に在住した後，香港の居住権を求め
るようになる。香港に居住する外国人は原則と
して7年間居住し続ければ香港住民になること
ができるが，フィリピン人に限ってはそれが認
められないという「差別待遇」を受けているた
め，人権団体などはフィリピン人の支援活動を
行っている。この問題について香港の各政党
の態度は，民主派がフィリピン人支援の方針な
のに対し，親中派は香港の低所得層に配慮し
て，反対の意向を示している。黎氏が2年前，
この問題でフィリピン人労働者を支援する人物
の取材を計画したところ，上司から「取材し
てもよいが，載せない」と言われたという。直
接中国政府を批判する話でもないのに上司の
チェックが入ったことで，黎氏はサウス・チャイ
ナの“親中化”を意識させられることになった。

（2）香港大学による「香港人の意識調査」

香港大学では定期的に，香港人を対象とし
た意識調査を行っている。2012年の調査の中
で，「あなたは香港人か，中国人か」という質
問に対し，「中国人」との回答が17％と，2000
年以降で最低となった。この調査結果につい
て，英字紙のスタンダードは報道したが，サウ
ス・チャイナは報道しなかったと黎氏は指摘す
る。この調査に対して中聯弁が「中国人と香
港人を区別する質問自体に問題がある」とク
レームをつけていることもあり，黎氏はサウス・
チャイナの編集方針に中国の影響が一層増し
ていることを感じた。

（3）梁振英行政長官の施政報告評価

2013 年1月，梁長官が施政報告を行ったが，
黎氏から見るとその内容は，梁長官を支持す
る東方日報でさえ批判するほど「ひどい内容」
だった。ところがサウス・チャイナの報道では
梁長官への批判はなかったという。

この他，黎氏の友人が上司から，「『中国人
は品がない』という記事は書くな，もっと肯定
的な報道をしろ」と言われたケースもあったと
いう。こうした状況に対して不満を持つ記者
が，今，続 と々サウス・チャイナを辞職していて，
それを埋める形で中国本土出身の記者が増え
ていると黎氏は指摘する。黎氏は，ここ数年
で香港の報道の自由は大きく後退したが，最
もひどくなったのがサウス・チャイナであり，そ
の背景には「中国側の意向」が二つあるとして，
以下の見方を示した。

最近の中国には英語が上手な若者が多く，
サウス・チャイナの記事を読んでからボラン
ティアで中国語に訳し，ネットに掲載するよう
な人もいる。そうするとサウス・チャイナが中

黎穎詩 氏
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国政府に批判的なことを書いた場合，多くの
中国人がそれを目にすることになるので，中
国政府がサウス・チャイナへの“監視”を強め
たという「守り」の側面である。もう一つは，
中国政府が 2009 年頃から進めている「対外
発信強化」18）である。サウス・チャイナは長ら
く，中国語のできない外国人が中国を知る「窓
口」としての役割を果たしてきた。サウス・チャ
イナの論調が親中的になれば，海外における
中国のイメージアップを図れるとの考えで，こ
れはむしろ「攻め」の側面と言える。

一方，サウス・チャイナ側の要因として，黎
氏は「オーナーの世代交代」を挙げた。元の
オーナーの郭鶴年氏は，裸一貫から一代で財
を成した人物で，中国の高級幹部との人脈も豊
富である。一方，4年前にサウス・チャイナの
社長に就任した娘の郭恵光氏は人脈や経験が
不十分で中国共産党への“遠慮”が目立ち，特
に中国政府の香港・マカオ弁公室主任（閣僚
級）が郭恵光氏との単独会見に応じるといった

「飴玉」を出されると弱いと黎氏は指摘する。

③ 同業者

★香港りんご日報　張剣虹編集長

　「読者減と広告減のダブルパンチ」

一方，同業者の
中には，サウス・
チャイナの経営基
盤の悪化を指摘
する声もある。香
港りんご日報 の
張剣虹編集長は，
1997年の香港返
還後，もともとサ
ウス・チャイナの

中核の読者層だったイギリス人植民地官僚の多
くが帰国したことが，部数減の背景にあると見
る。また，サウス・チャイナの重要な収入源で
ある求人広告欄「Classified Post」に出される
広告が，近年ネットに置き換えられつつあるこ
とも経営悪化の一因だと張氏は指摘する。新
聞の経営状態が良くないと，中国系企業への
広告に頼ったり，本業の不動産ビジネスで中国
政府の協力を取り付け，新聞の赤字をカバーし
たりする必要性が高くなるというわけである。

 Ⅲ 香港メディアへの
　　　　　“中国の影響”まとめ

DBCとサウス・チャイナのケースを中心に，
香港メディアに対して「中国要因」がどのよう
に影響しているかを見てきた。いずれのケース
でもメディアのオーナーが中国ビジネスに深く
関与しており，中国ビジネスへの配慮が報道
内容に影響している実態がうかがえた。これ
は前号で報告した台湾メディアと良く似た構図
であり，特にDBCの放送停止問題で香港の
他のメディアがあまり報道しなかったという点
は，台湾の旺旺のメディア事業拡大に対する
反対運動を，台湾の他のテレビ局があまり報
道しなかったことを想起させた。

一方で，台湾メディアで中国を褒めたたえ
る“迎合型”の報道が目立つのに対し，香港メ
ディアはむしろ中国のマイナス面に関する報道
を控えめにする“遠慮型”の報道が目立つとい
う違いも見られる。これはもともと中国本土か
ら逃げてきた人が多い香港人の間では中国共
産党への嫌悪感が強く，香港メディアが中国
を褒めたたえる報道をすると部数減や視聴率
低下に直結するため，“迎合型”の報道が出に張剣虹 氏
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くいものと見られている。
また香港の場合は既に1997年以来，中華

人民共和国の一部になっているため，メディア
オーナーの経済的利益だけでなく，中聯弁や
香港政府を通じた圧力も使われる点が異なっ
ている。例えば，香港政府からの交付金で運
営される公共放送 RTHKで，政府批判の鋭さ
で人気があったラジオ番組の司会者が降板した

“事件”19）は，メディアオーナーの商業的利益
とは無関係である。従って，香港の報道の自
由を確保するための条件は，台湾以上に厳し
いと言える。

では香港では，何が報道の自由のための防
波堤になりうるのか。DBCのケースに見られる
ように，「インターネット」は一つの重要な要素
であるが，放送や新聞といった既存メディアで
はどうか。

RTHKを舞台に最近起きた問題を例に見て
いこう。2013年1月，人気の高い時事問題イ
ンタビュー番組『議事論事』の番組打ち切り計
画が突如持ち上がった。これを提起したのは，
RTHKのトップを務める香港政府の鄧忍光放
送担当局長 20）だった。鄧氏は，TVBの放送し
ている『講清講楚』（各界の著名人をゲストに
招いて政策等の議論を聞く番組）が良い番組
なのでRTHKでも導入したいが，その代わり
に『議事論事』を打ち切りたいと提案している。
これに対しRTHKの職員たちは，『講清講楚』
の司会者は政府高官などのゲストに遠慮しな
がら質問しており，TVBの社員でさえ制作に
参加したがらない番組だと強く反発，結局すぐ
に提案は撤回された。

このケースでは，職員たちの強い反発が，放
送担当局長の提案を撤回に追い込んだ。つまり

「ジャーナリストの敢闘精神」が報道の自由の防

波堤になったのである。しかし，それが機能す
るためには，視聴者・読者，すなわち一般市民
の強い支持が必要不可欠である。RTHKで職
員の反発が功を奏した背景には，香港市民が
編集権の独立に基づいて運営されるRTHKを
強く支持していることがある。例えば2012年7
月に香港大学が行ったRTHKに関する世論調
査では，普通の評価を5点とする0点〜 10点ま
での評価で，それぞれ平均値はテレビ番組が
7.4点，ラジオ番組が6.9点，ニューメディアサー
ビスが6.5点だった。また，RTHKの使命とし
て最も重要なものは何かとの質問に対し，「不
偏不党の立場で香港と世界のニュース・話題を
適宜報道する」が8.3点と最も高い点数となり，
次いで「自由に意見を表明するプラットフォーム
の提供」が7.8点，「マルチメディアの番組を制
作し，民衆に情報・教育・娯楽を提供する」
が7.7点だった。また，その使命の実現度につ
いては100点満点の評価で「不偏不党の立場で
香港と世界のニュース・話題を適宜報道する」
が72点と最も高く，「マルチメディアの番組を制
作し，民衆に情報・教育・娯楽を提供する」が
70点，「自由に意見を表明するプラットフォーム
の提供」が68点などといずれも「普通」より高
い評価を得た。

特に商業メディアが中国政府の用意する「飴
玉」に対しますます弱くなっているとされる中，
香港市民の間ではRTHKを「報道の自由の砦」
としたいとの意向が強いのである。

 Ⅳ 台湾・香港メディアの今後の展望

台湾と香港がそれぞれ中国本土との経済関
係を深くする中，台湾メディアと香港メディア
が中国に関する報道で“迎合”したり“遠慮”
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したりするケースが顕著に増えている実態を見
てきた。今回の現地調査では合わせて50人
近くの関係者にヒアリングを行ったが，こうし
た実態について特に問題ないとしたのは，台
湾の国民党の蔡正元議員と香港の民建聯の
鍾樹根議員という，いずれも「対中融和派・
親中派」政党の2人だけであった。特にメディ
ア関係者の間では，台湾・香港共に報道の自
由に対する「中国要因」の影響を深刻なもの
と受け止めるコンセンサスがあると言える。し
かし，メディアオーナーに対して経済的な「飴
玉」を使って影響力を行使する動きに対し，メ
ディア自身には有効な対策が見つけられない
のが現状である。

その一方で，既存メディアが報じない情報
がネットを通じて流通する傾向が顕著になりつ
つある他，特に「親中化」が進む新聞の発行
部数が減少するなど，市民の側が「市場」を
通じてメディアの「親中化」に警告している動
きも見てとれる。また既存メディアの沈黙とは
裏腹に，最近の台湾や香港では政府批判のデ
モがますます頻繁かつ大規模になってきてお
り，こうした市民の動きが，ネット等のニュー
メディアの存在と合わせて，今後の台湾・香
港メディアの報道の「親中化」の進行に一定の
歯止めをかける可能性があると思われる。

（やまだ けんいち）

注：
1）香港住民が話す中国語の方言の一つだが，北京

語とは全く異なる。ただし活字では両者はほぼ
同一である。

2）中国本土を主な視聴対象として北京語で放送を
行うテレビ局だが，地元向け広東語放送も始め
ている。

3）1968 年に設立されたジャーナリスト団体で，
報道の自由の確保を掲げ，メディアにかかわる
問題が起きた際に声明を発表する他，メディア
従業者への研修等も行っている。

4） 詳細は http://www.hkja.org.hk/site/portal/
Site.aspx?id=A1-1005&lang=zh-TW 参照。

5）曾蔭権（Donald Tsang）氏は英植民地時代の
1967 年から香港政府の官僚で，2001 年には行
政長官に次ぐポストの政務司司長に就任，2005
年に当時の董建華行政長官が健康面を理由に辞
任した後，補欠選挙での無投票当選を通じて行
政長官に就任した。選挙運動の際に公共放送の
RTHK について，「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」とし，
競馬中継の実施に反対を表明，その後 RTHK
が実際に競馬中継を中止したことから，公共放
送の放送内容への干渉とする批判も出た。また，
2006 年に曾長官が公共放送改革検討委員会を
設置し，委員会が翌年，RTHK とは別に新規
の公共放送機構を設立することを提言した際
は，市民の間から「編集権の独立した RTHK
を廃止し，政府直営の放送局にする企み」など
と強い反対運動が起き，結局 RTHK の現状維
持が決まった。

6）このうち一つは，中聯弁の担当者が信報のオー
ナーである財界人の李澤楷（Richard Li）氏の
秘書に対して電話をかけ，長官選挙に関する信
報の報道が，北京の中央政府や中聯弁を中傷し
ているなどと非難したとされる“事件”であ
る。もう一つは，評論家の劉鋭紹氏が成報に執
筆した原稿で，当選した梁振英（Leung Chun 
Ying）氏と落選した唐英年（Henry Tang）氏
の 2 人の有力候補について「両方ともダメ」と
書いてあったものを，編集部が「梁氏の方がマ
シ」と勝手に書きかえた“事件”である。当時，
中国政府は香港での世論調査での支持率も参考
に，梁氏支持の方針を決めていた。
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7）ちなみに，残る 5 つの項目は，「立法会（議会）
が報道の自由擁護の動議を否決したこと」10.6％，

「公共放送 RTHK のトップに（従来慣例だった
内部昇格でなく）香港政府の行政官が任命され，
その後（辛口批判で人気のあった）司会者が解
雇されたこと」8.6％，「ATV が江沢民前国家主
席死去の誤報を出したこと」6.2％，「テレビ局の
記者が新疆ウイグル自治区で取材中暴行を受け
たこと」4.5％，「香港の記者が北京オリンピック
を取材中に警察の強圧的対応を受けたり連行さ
れたりしたこと」3.5％，「その他」1.1％である。
1 項目を選択とされていたが，一部に 2 項目以上
を回答したケースがあり，合計は 100％を超えて
いる。

8）梁氏の長官就任は 2012 年 7 月 1 日だが，この
アンケート調査はそれ以前の同年 4 月から 5 月
にかけて実施されている。

9）中国が台湾を統一するための方策として鄧小平
が提起したもので，その後，香港返還に伴い香
港で先行的に実施された。「1 つの国に 2 つの
制度」という意味で，香港は「特別行政区」と
位置付けて中国本土の社会主義制度を持ち込ま
ず，資本主義の制度を 50 年間変えないとして
いる。

10）北アフリカのチュニジアで 2010 年 12 月，一
青年が抗議の焼身自殺を行ったことがきっか
けで反政府デモが全土に拡大，軍部も離反し
たためベン・アリ大統領がサウジアラビアに
亡命し，23 年間続いた政権が崩壊した事件。
ジャスミンがチュニジアを代表する花である
ことからこの名称がついた。この民主化運動
はエジプトなど他のアラブ諸国にも広がり，
数々の政変を引き起こしたほか，中国でも
2011 年 2 月にネットで民衆の集会を呼びかけ
る動きが各地で起きた。

11）この事件の容疑者はいまだに逮捕されておら
ず，背景は不明だが，事件の直前に鄭氏が「株
式市場における風説の流布」を強く批判してい
たことから，悪徳ブローカーによる「口封じ」
との見方が出ていた。

12）香港の議会である立法会は，全ての住民の直接
選挙によって選出される議員 35 人と，保険・
教育・農水・医学などの職能別に割り当てられ
た議席から選出される議員 35 人の計 70 人で構

成されている。
13）2012 年 2 月，唐英年氏が自宅に広大な地下室

を無届で作っていたことを新聞が相次いで報じ
た問題。香港では自宅の改築に当たっては細か
いことまで申請を要することから，面倒だとし
て無届のまま改築を行うケースが多い。

14）鄭氏へのヒアリングは英語で行った。その他の
関係者については北京語を使用しているが，王
志偉氏のみ広東語の通訳がついている。

15）香港政府中央政策グループ首席顧問の邵氏は，
2012 年 11 月 17 日の TVB のインタビューで，
中央政策グループは政府の政治的道具である
だけでなく，「世論を操作する武器」だと述
べている。詳細は http://www4.dongtaiwang.
com/do/Q_aZ/oooL0kgYLx0hLzT/content.
php?id=1085 参照。

16）新聞の発行部数を精査し公表する ABC（Audit 
Bureau of Circulations）によると，2012 年上
半期のサウス・チャイナの発行部数は，紙媒体
が 9 万 4,000，ネット版が 1 万 4,000 の合わせて
約 10 万 8,000 部となっている。詳細は http://
www.hkabc.com.hk/admin/reports/1389.pdf 参
照。

17） 詳 細 は BBC のネット中 国 語 版 http://www.
bb c . c o . u k /z h o ng wen /t r a d /c h i n e s e _
n ews / 2 01 2 / 0 6 / 1 2 0 6 2 0 _ s o u t h c h i n a _
morningpost .shtml 参照。

18）中国の対外発信強化政策の詳細は，拙稿「「対
外発信強化」に動く中国」『放送研究と調査』
2010 年 2 月号参照。

19）『自由風自由 Phone』の司会を 8 年間担当して
きた呉志森氏が，2011 年末で契約を解除され
たもの。

20） RTHK は，編集権の独立が協定書で保障され
た公共放送だが，組織的には香港政府の放送担
当局（中国語で廣播處）に属し，放送担当局長

（廣播處長）が RTHK のトップを務める。この
ポストは，以前は慣例として RTHK 職員の内
部昇格によっていたが，2011 年 9 月に労働福
祉局ナンバー 2 の鄧氏が初めて官僚出身のトッ
プとして就任した。
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