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の中の各家庭に自動分岐されるため，有料テ
レビと比べ視聴可能世帯を大幅に増やせるメ
リットがある。また，香港大学が2012年11月
に行った世論調査の結果によると，香港政府
が新規の無料テレビ免許を交付することへの
市民の立場は，「強く賛成 」が48.7％で「やや
賛成 」が36.3％と賛成が合わせて84.9％に上
り，「強く反対」「やや反対」を合わせた2.9％
を圧倒 2）するなど，新規事業者の参入は市民
の強い支持も得ている。

放送事業に関する政府の規制機関である
BA（放送業務管理局）3）は既に各社の申請か

  はじめに

香 港 で， 現 在TVBとATVの2 社 だ け が
持っている，広告収入に依拠した無料テレビ
免許 1）を，新規事業者に開放するかどうかの
問題が大きな注目を集めている。新規免許を
申請しているのは，いずれも通信事業者やケー
ブルテレビ事業者を母体とする3 社で，伝送
路が地上波以外に多様化してきたことが背景
にある。住民の大部分が高層マンションに住
んでいる香港では，無料テレビの免許があれ
ば，ビルの共同アンテナに送信するだけでそ

迷走する香港の
「無料テレビ」新規免許問題

～迫られる香港政府の「結論」～

　　　　メディア研究部   山田賢一　

香港で，現在TVBとATVの2 社だけが持っている無料テレビ免許を，3 社の新規事業者に開放するかどうか
の問題が大きな注目を集めている。世論調査の結果では，香港政府が新規の無料テレビ免許を交付することにつ
いて，賛成が84.9％で反対の2.9％を圧倒するなど，新規参入は市民の強い支持を得ている。放送事業に関する
政府の規制機関であるBA（放送業務管理局）は既に各社の申請から約1年半後の2011年7月，「 3 社全てへの免
許交付が妥当」とする提言をまとめているが，実際に最終決定を行う香港の最高行政機構である「行政会議」は，
その後一向に結論を出さないまま2年近くが経過した。遅延の背景には，既存事業者のTVBやATVが香港の広
告市場の規模の小ささを理由に反対しているという「経済的」理由があるが，香港のメディア関係者の間では，真
の理由は「政治的」なものだとの見方が多い。市民の間で中国共産党への嫌悪感が少なくない香港でテレビ界の
競争を促進すれば，視聴率を上げるため中国を批判する報道が多くなるおそれがあるとして，中国政府が免許交
付に難色を示しているというのである。

2013年5月には，TVBが裁判所に提起した再審理の要求が却下され，政府はいよいよ結論を出さざるを得な
い状況に追い込まれつつある。無料テレビ免許をめぐる問題が長引く真の原因が「経済的理由」と「政治的理由」
のどちらなのかについては，判断できる明確な証拠は得られなかった。しかし1つ言えることは，香港政府が理
由を明確にしないまま結論を引き延ばしてきたことが「政治的理由」という推測に一定の根拠を持たせたことであ
る。またメディア関係者が一様に指摘するように，3 社への免許交付は，香港の言論の自由にとってプラスの影響
を及ぼすことも期待されている。香港政府は早急にこの問題に結論を出すと共に，免許交付もしくは不交付の理由
を香港市民の納得のいく形で開示しなければならない。　　　　　　　
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テレビ放送は，広告収入を財源とする地上テ
レビ局のTVBとATVによる2 社体制が続い
ている。両社はアナログ放送では広東語と英
語のチャンネルを1つずつ持っているが，香港
市民が通常視聴するのは広東語のチャンネル
なので，市民向けの無料テレビ放送はアナロ
グ放送では実質2チャンネルということになる。
また2007年末からスタートした地上デジタル
放送はHDチャンネルを含め，TVBが5チャ
ンネル，ATVが6チャンネルある。経営状態
が悪化して中国資本の傘下に入ったATVは，
このうちの2チャンネルで，CCTV（中国中央
テレビ）総合や深圳衛星という中国本土の北
京語チャンネルをそのまま放送しているが，香
港市民は通常，北京語の放送を視聴すること
は少ない。この他，香港特別行政区政府の
交付金で運営される公共放送のRTHKは，
1976年にテレビ部門を設立したが，独自のチャ
ンネルを持っておらず，制作した番組はTVB
とATVのゴールデンタイムに枠を確保し無料
で提供している。地上デジタル放送では新規
にチャンネルを確保できることになったが，本
放送は新設中のRTHKビルが完成した後の
2018 年からを予定している。

有料放送については，1993年にケーブルテ
レビ局のi-Cableが1社独占で免許を交付され
て放送を開始，2012年10月の段階で117チャ
ンネルのサービスを提供，同年6月時点での加
入世帯数は109万4,000となっている。これに
対し通信事業者のPCCW系のIPTV事業者で
あるNOW Broadband TVは2003年からサー
ビスを開始，ヨーロッパサッカーなどの放送権
を次 と々買い付けてi-Cableを猛追した。2012
年10月時点のチャンネル数は192，同年6月時
点の加入世帯数は116万5,000となっている。

ら約1年半後の2011年7月，「3 社全てへの免
許交付が妥当」とする提言をまとめているが，
実際に最終決定を行う香港の最高行政機構で
ある「行政会議 」は，その後一向に結論を出
さないまま2年近くが経過した。遅延の背景
には，既存事業者のTVBやATVが，香港
の広告市場の規模の小ささを理由に反対して
いるという「経済的」理由があるが，香港のメ
ディア関係者の間では，真の理由は「政治的」
なものだとの見方が多い。市民の間で中国共
産党への嫌悪感が少なくない香港でテレビ界
の競争を促進すれば，視聴率を上げるため中
国を批判する報道が多くなるおそれがあるとし
て，中国政府が免許交付に難色を示している
というのである。本稿では，2013 年1月中旬
に行った現地調査を踏まえ，無料テレビの新
規免許政策をめぐり何が問題になっているの
かを検証する。構成は下記のとおりである。

Ⅰ　香港のテレビ事情概況
Ⅱ　無料テレビ新規免許問題の経緯
Ⅲ　新規事業者の目指す無料テレビサービス

～際立つ City Telecom の戦略～

Ⅳ　関係者の声
Ⅴ　まとめ

  Ⅰ  香港のテレビ事情概況

香港のテレビ放送は1967年，地上テレビ
局のTVB（Television Broadcasts，電視廣
播）によって始められ，1973 年にATV（Asia 
Television，亜洲電視 ）が続いた。その後
1975 年から佳視（Commercial Television，
佳藝電視 ）もテレビ放送を行っていたが，わ
ずか3 年で営業を休止，以来，現在まで無料
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この他，地上テレビ局TVBの子会社のTVB 
Pay Visionが衛星直接受信で47チャンネルの
サービスを行っているが，加入世帯数は少ない。

  Ⅱ  無料テレビ新規免許問題の経緯

香港の717万人の人口 4）に対して無料テレビ
局が何局あるのが適当なのかは難しい問題だ
が，香港市民の間では近年，TVBとATVの
2局による寡占体制の結果，企業努力の不足
と番組の質の低下を招いているとして不満が高
まっていた。特にATVは経営が悪化した後，
コスト抑制のために番組の再放送を増やした
ほか，中国資本を受け入れ番組内容が「親中
的」になっていた。またTVBのオーナーは中
国ビジネスに熱心な有力財界人のため，中国
本土に関する報道については及び腰が目立ち，
最近は市民の間でCCTVB（中国の国営テレビ
であるCCTVをもじった皮肉）とも呼ばれるな
ど，こちらも香港市民の支持が十分あるとは言
えない 5）。

こうした中で，衛星・ケーブルテレビ・IPTV
など伝送路の多様化が進み，地上放送の事業
者以外にも，無料テレビ事業への参入に関心
を示す事業者が現れた。映像伝送が可能なイ
ンフラを持つ通信事業者やケーブルテレビ事
業者である。2009年末にCity Telecom（城市
電訊）が最初に無料テレビ免許を申請すると，
翌年初めにi-Cable（有線電視）とPCCW（電
訊盈科）も相次いで免許を申請，3 社が新規
参入を目指すことになった 6）。

ここで香港の無料テレビ免許の法的な位
置づけについて簡単に触れておく。香港では
2000年に施行された放送条例の中で，テレビ
免許を以下の4つのカテゴリーに分けている。

① 域内向け無料サービス
② 域内向け有料サービス
③ 域外向けサービス
④ その他（ホテル向け等）
このうち①の域内向け無料サービスについ

ては，香港市民全体を対象とする無料サービ
スであるがゆえに，その内容については有料
サービスの免許などと比べ下記のような厳しい
条件が課されている。

1. （ビルの共同アンテナまでの）安定した
伝送路を確保すること

2. チャンネル構成は，中国語（実際は広東
語）と英語のチャンネルを 1 つずつ確保
すること

3. 広告時間は午後 5 時から 11 時までの間，
1 時間当たり 10 分を超えてはならず，
その他の時間帯でも放送時間の 18％を
超えてはならない

4. 番組内容については，ニュース・時事
番組や児童番組，芸術文化番組などを
一定量以上放送すること

5. 午後 4 時から 8 時 30 分までの時間帯に
は子供の視聴にふさわしくない内容を
含む番組の放送を禁止

これだけの制約を受けても新規参入を希望
する事業者が出てくる理由は，ひとえに「カ
バー率」の向上である。住民の大部分が高層
マンションに住んでいる香港では，無料テレビ
の免許があれば，ビルの共同アンテナに送信
するだけでその中の各家庭に自動分岐される
ため，有料テレビと比べ視聴世帯を大幅に増
やせるメリットがある。香港の世帯数は2013
年現在 238万戸あまり7）で，既に有料テレビ
サービスで100万世帯を超す契約を確保してい
るi-CableやPCCWにとっても視聴可能世帯は
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一挙に倍増するし，まだ有料テレビサービスの
基盤が十分築けていないCity Telecomにとっ
ては，さらに魅力は大きい。

そしてもう1つの理由は，現在の無料テレビ
市場が事実上TVBに独占されていて，番組の
評判もあまり良いとは言えないため，新規事業
者はもし参入できれば既存の事業者からシェア
を奪うと共に，無料テレビの広告市場自体も成
長させるチャンスが大きいと見ていることである。

放送事業の規制機関であるBAは，およそ
1年半かけて検討した結果，2011年7月，「新
規参入を申請した3 社全てに免許を付与するの
が適当」との提言をまとめ，香港の最高行政
機構である行政会議 8）に提出した。BAは放
送分野を所轄する規制機関であり，その提言
は，通常ではそのまま行政会議の結論になる
が，行政会議はその後 2年近くの間，結論を出
していない。このため新規参入を申請した3 社
の間で反発が強まっているだけでなく，メディ
ア関係者や市民の間からも結論の遅れをいぶ
かる声が出ている。

  Ⅲ  新規事業者の目指す
無料テレビサービス
～際立つ City Telecom の戦略～

次に，新規参入を目指す事業者の具体的取
り組みについて見ていく。3 社のうちi-Cableと
PCCWについては，既に有料放送で100万世
帯を超える契約を獲得するなど，テレビ事業
ではCity Telecomより一歩先行している。

i-Cableはもともと2012年のロンドンオリン
ピック開催までに無料テレビ免許を取得するつ
もりで，大金を投じてその放送権を獲得した。
しかし実際は，オリンピックまでに免許が交付

されなかったことから，オリンピックの無料チャ
ンネルでの放送を求める組織委員会からTVB
やATVへの放送権の一部譲渡を求められ，
開幕直前の7月17日，ようやく開幕式を含む
一部の放送権を両局に有償譲渡することで合
意したという経緯がある。

新規免許の問題で長く沈黙を守り，最近は3
社の中で最も立ち遅れているとの指摘も出てい
たPCCWは，ここへきて世論の支持を得ようと
NOW Prime Sportsなど有料の3チャンネルに
ついてネット上での無料提供を始めた。そして
2013年6月10日には，有料放送でのユーザー
確保の実績を挙げて「わが社が3社の中で最も
免許を取得するのにふさわしい」との声明を発
表，早期に免許を交付すべきと世論に訴えた。

一方City Telecomは，上記の2 社とは異な
る戦略を取っている。City Telecomはもともと，
王 維 基（Ricky Wong）氏 が1992年に設 立
し，20年間で大手に成長した通信会社である。
1992年当時，香港の固定電話事業はPCCW
の前身であるHong Kong Telecom（香港電
訊 ）が独占しており，国際長距離電話の価格
は非常に高かった。これに対して王氏は低価
格を売り物に国際電話の市場に参入，1997年
には香港市場，1999年にはアメリカのナスダッ
ク市場に上場するなど高成長を続けた 9）。ま
た1999年に子会社としてHKBN（Hong Kong 
Broadband Network，香港寛頻）を設立，光
ファイバーによるインターネットサービスを各家
庭に提供するようになった。HKBNにはパソ
コンで番組映像を視聴できるがテレビ事業と
しての規制は受けない“インターネットテレビ”
bbtvのサービスもあり，自前のニュースチャン
ネ ル の 他，TVB，ATV，Disney Channel，
それに中国本土の各省の衛星チャンネルなど
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を有料で提供している。2013年2月末現在，
bbtvのユーザーは19万5,000 件に達した。

City Telecomの無料テレビ事業への進出計
画も，こうした光ファイバーというインフラの有
効活用が目的と見られていた。ところが王氏
は2012年 4月，City Telecomの主要事業で
ある長距離電話サービスとブロードバンドサー
ビスを，投資会社のCVC Capital Partners
に50.1億香港ドル（約630 億円）で売却してし
まったのである。その意図は一体どこにある
のだろうか。

王氏が2003年1月の筆者との面談で行った
説明によると，City Telecomの中核となる事
業を「通信」から「テレビ」に移行したのは，
香港における通信事業が成熟期を迎えた上，
通信事業は世界的に各国の“保護主義”が強

く海外進出も容易で
ないという「発展の限
界」にさしかかったた
めだという。これに
対してテレビ，特に
番組コンテンツについ
ては，通信と違って
海外への輸出が可能
で，今後，無限の成

長可能性があるというわけである。また，王
氏がテレビ事業にこだわるのには，香港のテ
レビ番組の「国際競争力喪失 」に対する悲憤
慷慨もあった。王氏は香港のテレビ番組につ
いて，20年ほど前までは日本を除くとアジアナ
ンバーワンの地位を保持していたが，その後，
TVBが独占的地位にあぐらをかく中で，創造
性や品質が低下し，今では韓国や台湾の後塵
を拝していると批判する。そして，今や若者の
大部分がテレビを見なくなり，ネットなど他の

娯楽に市場を奪われたと指摘する。王氏は香
港のテレビ界のこうした低迷を自らの手で打破
しようと考えているのだ。

しかし，ビルの共同アンテナまでの伝送路
が確保できなければ無料テレビの免許は取得
できず，意味がない。これについて王氏は，
事業の売却先であるCVC Capital Partners
との間で，今後 20 年間，伝送路を無料で使
えるという契約を交わしていることを明らかに
した。通信事業の売却代金をテレビ事業拡大
につぎ込めると共に，伝送路のインフラは売
却した後も利用できるので，この契約は王氏
にとっては「一石二鳥」なのである。

ただ，テレビ免許にこだわらず，番組制作
会社として世界中のテレビ局に売り込むという
方法もあるはずという疑問もないわけではな
い。これに対し王氏は，免許の必要性を以下
のように説明した。
・テレビ免許がなければ香港で番組を提供す

るプラットフォームを確保できない
・海外に番組を輸出するには，まず香港で

ヒットしたという実績を示すことが不可
欠である
そしてCity Telecomは無料テレビ免許取得

に向け，2011年半ばからディレクターや俳優 10）

のヘッドハントを開始，これまでにディレクター
500人，俳優 220人を確保したという。番組制
作は2012年 4月から開始，既に4つのテレビ
ドラマシリーズ（1シリーズ10 ～ 30 時間）を撮
り終え，さらに4つのシリーズの撮影が進行中
である。この他バラエティーやインフォテイン
メント（様々な情報を提供する娯楽番組）の番
組も制作している。一方，本拠地となるテレビ
＆マルチメディア制作センターについては2011
年 8月，TVBやRTHKの新ビルが建設されて

City Telecom
王維基 会長



65

いる新界地区の将軍澳（Tseung Kwan O）に
2万平方メートルの土地を香港政府から取得，
既に起工しており，12のスタジオを擁するセン
ターが完成する2014 年には現在本社のある葵
涌から1,800人近くのスタッフと共に移転する
予定である。

王氏は今後のテレビ事業の重点として，テ
レビドラマを中心とする「娯楽 」を挙げた。
というのは，ニュースに関しては有料放送の
i-CableやNOW Broadband TVの 競 争力が
強い上，番組を海外に売れる可能性が乏しい
からである。一方，ドキュメンタリーについて
は海外市場開拓の余地があるため，より積極
的に取り組むという。王氏はテレビドラマやド
キュメンタリーを海外に販売することで，香港
の文化産業を振興し，中国人の文化を欧米な
どの人々に理解してもらうことを目指していると
語る。新規事業であるテレビにかける王氏の
並々ならぬ野心と決意が感じられた。

  Ⅳ  関係者の声

しかし，BAの提言から2年近くが経った
2013年6月中旬時点で，この問題に関する香港
政府の最終決定が出ていないばかりか，いつ
までに結論を出すという期限の明示すらない。

新規免許交付の是非に加え，結論が延 と々
引き延ばされる理由についても関係者へのヒア
リングをもとに探っていくが，結論が引き延ば
される理由については2つの見方が存在する。
1つは市場規模の小ささを指摘する既存事業
者が新規参入に反対するという「経済的理由」
によるとの見方で，もう1つは中国政府が免許
政策の自由化に反対しているという「政治的理
由」がより本質的な理由との見方である。以下，

関係者の声を紹介する。

１. テレビ事業者
1-1　既存事業者
TVB　陳樹鴻 社長補佐

「BA の広告収入見積もりは過大」

TVBは新規事業者参入に反対の立場を取っ
ているが，その理由について陳氏は，香港の
無料テレビ広告市場の規模が小さいためだと
主張する。TVBの試算では，その規模は年
間最大で31億香港ドル（約390 億円）にとど

まるという。ところが
BAが委託した調査
会社による推計では，
広告市場の規模は年
間180 億香港ドル（約
2,270 億円 ）に上り，
極めて大きな差があ
る。陳氏は調査会社
の推計は不正確だと

して，例えば広告料金の大幅な値引きの存在
を指摘する。調査会社はTVBやATVが公表
している広告料金の定価をもとに市場規模を
推計しているが，広告に大幅なディスカウント
は付きものであり，BAがTVBなど既存事業
者に対しきちんとヒアリングを行わなかったた
め大きな数値の差が生じたという。

TVBの見方では，現在の広告市場規模で
生き残れる無料テレビ局は2 ～ 3 社で，もし3
社の新規参入を認め，5 社体制となったならば，
テレビ局の間での過当競争と番組の質の低下
を招くおそれが強いという。

TVBでは2013年1月， 旧BAの 提言 内 容
に問題があるとして，香港の裁判所に再審理

（Judicial Review）を求める訴えを起こした。

TVB　陳樹鴻 社長補佐
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これについて陳氏は，「我々は競争を恐れて盲
目的に反対しているのではない」と述べ，訴え
はあくまで科学的な推計に基づく結論を求める
ものとの立場を強調した。

ATV 鄺凱迎 高級副総裁
「免許開放の計画を知らずに投資」

ATVもTVBと同様，新規免許の交付には
反対しており，鄺氏もその理由として調査会社
による市場規模の推計が過大だと主張する。

鄺氏は，もし政府が
新規免許を出せば，
新規事業者による人
材引き抜きや，過当
競争による番組の質
低下のおそれがある
ことを指摘した。

また 鄺 氏 は，BA
の手続き上の問題に

も触れた。香港の地上テレビ局の免許更新に
向けて2009 年に中期レビューが行われた際，
ATVはTVBと共に地上デジタル放送の充実
を求められた。この時，無料テレビ免許の新
規開放計画があることは知らされておらず，両
局は合わせて85 億香港ドル（約1,070 億円 ）
を投資し，チャンネル数を2局で4チャンネル
から11チャンネルにまで増やした。後になっ
て無料テレビ免許の開放方針を打ち出したBA
のやり方は「不公平」だと鄺氏は言う。

1-2　新規事業者
City Telecom 王維基 会長

「香港では自由競争が基本ルール」

先述したCity Telecomの王氏は，TVBや
ATVの反対について，「年間の市場規模が30

億香港ドルでも180 億香港ドルでも関係ない。
香港は北朝鮮ではない」と明言する。香港は
自由競争を売り物にしてきた地域なのだから，
優勝劣敗で何の問題もないというのである。
そしてATVが過去の経緯からBAのやり方
を「不公平」と主張するのに対し，王氏は逆の
立場から現状を「不公平」と主張した。TVB
とATVはかつて，地上放送免許料（Royalty 
Fee）として，広告収入の9％を政府に納めて
いたが，1998年の政策レビューの際に，今後
のテレビ事業の競争促進を前提にこの負担を
廃止した。しかし王氏に言わせれば，その後
15年も経つのに競争促進政策は一向に実施さ
れていない。特にTVBの1強体制になってか
らは，TVBが独占的な力を背景に従業員の賃
金を抑制するため，いまではディレクターの収
入がレストランの従業員より安く，またTVBの

“横暴”に反発した音楽会社が協力を拒否した
ため，日本の紅白歌合戦に相当する人気番組
も中止になってしまったと王氏は説明する。

一方，香港政府の対応についての王氏の発
言はさらに辛らつである。インタビューの2日
前に行われた梁振英行政長官の施政報告につ
いて王氏は，「梁長官は香港の文化産業がと
ても高いレベルにあると言ったが，笑わせる話
だ。それは20 ～ 30年前の状況に過ぎない。
長官は現実を理解しておらず，彼につける薬は
ない」と酷評した。そして，政府が理由を示さ
ないまま新規免許交付問題の結論を引き延ば
していることを特に問題視し，早く結論を出す
ことと，もし免許を交付しない場合は理由を明
確にすることを要求した。一方で王氏は，この
問題で中国政府の関与を指摘する声があるこ
とについて，中国政府は無関係であくまで香港
政府の問題だとの立場を強調した。

ATV 鄺凱迎 高級副総裁
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２. 政党関係者
2-1  親中派　鍾樹根 立法会議員

「番組の質低下や娯楽偏重を懸念」

政党関係者のうち，
立法会（香港の議会）
の多数派を占める親
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

新規免許の交付について，競争が激化した場
合，収入の減少から番組の質の低下を招くお
それがあること，自由競争では番組が娯楽重
視になると見られることを挙げ，テレビの公共
性を理由に慎重な対応を求めた。また鍾氏は，

「政府がまだ結論を出していないのに資金を投
下し，金を使ったのだから免許を出せというの
はいかがなものか」と述べ，免許取得を前提
に投資を進めるCity Telecomなどへの批判的
な見解を示した。

その一方で鍾氏は，香港政府が審査に時間
をかけ過ぎている点については認め，免許の
可否について早急に結論を出すべきと述べた。

2-2　民主派　毛孟静 立法会議員
「中国政府が報道統制を重視」

一方，立法会で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。毛氏は香港が
自由市場の世界というのはもともと政府の主張
で，広告主も新規参入を歓迎しているとして，
新規事業者の3 社に資金や人材等の点で不備
がなければ全てに免許を交付し，市場競争に

任せるべきとの見方を示した。
その上で毛氏は，香港政府がこの問題でな

かなか結論を出さないことについて，「最大の
理由は中国政府にある」と指摘した。香港の現
在の無料テレビ局であるTVBとATVはいずれ
も親中派とされるが，新規事業者はi-Cableが
2012年6月に有料放送のチャンネルで中国本土
の民主活動家である李旺陽氏へのインタビュー
を放送 11）するなど，現状では3社とも親中派と
は言えない。また毛氏によると，無料テレビ局
の数が増えた場合，新規事業者はより大胆な

ニュースづくりに取り
組んで視聴率を上げ
ようとするので，中国
政府にとっては報道の
コントロールが難しく
なるという。これは香
港の言論の自由にとっ
てプラスと考える毛氏
は，2012年11月に立

法会で，同年12月末までに免許を付与するよう
にとの決議案を通過させたが，法的拘束力が
ないため香港政府に無視されたという。

３. メディア関係者
3-1  RTHK 司会者　李鵬飛氏

「チャンネル多いほど言論統制困難」

1980年 代にBAの
トップを務めたこと
もある香港メディア
界の長 老で，現在，
RTHKの人 気 番 組

『議 事論事 』の司会
者を務める李鵬飛氏
は，選択肢は多い方

鍾樹根 議員

毛孟静 議員

李鵬飛 氏
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が良いとして3 社全てに免許を出すことを支持
し，その根拠としてATVが赤字続きで番組の
質も低いと指摘した。そして香港市民に選択
権を与えることが報道の自由の保障になると評
価する一方，言論のコントロールが難しくなる
ことを中国政府が恐れて新規免許を出したが
らない可能性も十分あると説明，香港政府に
よる結論の引き延ばしは中国政府が反対して
いることによる「政治問題」ではないかとの見
方を示した。

3-2  香港記者協会　麦燕庭 会長
「“情報センター”の香港は免許交付を」

1968年に設立されたジャーナリスト団体で
ある香港記者協会の
麦燕庭会長 12）は，香
港政府が結論を引き
延ばす理由として，2
つの説を紹介した。1
つは中国政府が現在
2つある無料テレビ局
をうまくコントロール
しており，新規参入

を望んでいないためという説で，もう1つは最
大手のTVBが反対しているためという説であ
る。麦氏は後者の説について，TVBが新規
免許への反対を始めたのは申請が出た2009
年末頃でなく2012年夏からのことで，必ずし
も十分な説得力を持たないと分析した。そし
てTVBの法廷闘争で免許交付が先送りされ
れば，既に投資を進めているCity Telecom
など新規事業者に不利になることから，新規
参入を望まない中国政府の意向ではないかと
推測した。その上で麦氏は，「新規免許交付
が実現しないのは，“情報センター”（注：香

港は以前から国際金融や中国政治など，様々
な情報が集積する地域として繁栄してきた）
である香港として想像もつかないこと」と述べ，
新規参入で広告市場の拡大が予想される点も
挙げて，免許交付を主張した。

3-3  IFJ（国際ジャーナリスト連盟）
胡麗雲 アジア・太平洋地区
プロジェクトマネージャー

「中国政府が免許不交付決定との情報」

IFJのメンバーで，ラジオ・フリー・アジア13）

の業務に携わっている胡麗雲氏は，新規免許
問題で2012年初頭，ある香港記者との間で以
下のような会話をしたという。

記者「君は TVB の株を持っているか？」
胡氏「持っていないけど」
記者「すぐ買った方がいい。『阿爺』は新規

免許を出さないと決めたぞ」
ここでの「阿爺」と

は中国政府のことで，
中国政府が新規免許
を出さないと決めれ
ば香港政府はそれに
従わざるを得ず，そ
の結果，競争を回避
できるTVBの一人勝
ちが続くという推測を

もとにした会話である。情報の真偽は何とも言
えないが，香港政府が長期間結論を引き延ば
していることもこうした情報が流布する背景を
成していることは間違いない。

その上で胡氏は，現在の無料テレビ市場は
TVBが「CCTVB」と化している上，ATVは
さらにひどい状態なので，無料テレビ局が増え
た方が多様性の確保にプラスになると述べた。

香港記者協会 麦燕庭 会長

IFJ  胡麗雲 氏
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４. 政府当局
この問題について，特にメディア関係者から

影で影響力を行使していると指摘されている中
国政府の香港駐在事務所（中聯弁）に電話で
問い合わせたところ，「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
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。
「香港政府の放送政策は，一貫して香港の

放送業の持続的発展を促進し，業界の公平な
競争や投資，新技術の導入を鼓舞し，市民に
ハイレベルで選択肢の多いテレビ番組を提供
することである。2000年に成立した放送条例
では，無料テレビ免許の数量について上限を
設けていない。3 社の免許申請に関して香港
政府は，一貫して法の要求及び既定の手続き
に従い，迅速かつ慎重に旧BAの提言を検討
している。我々は社会が早急な結論を求めて
いることを理解しており，行政会議が決定を出
し次第，その結果を公表する。申請の評価基
準は，申請企業の財政的な安定度や投資に対
する公約，管理・技術面での専門知識，番組
の種類・量・質，技術の実行可能性，サービ
スの質，サービス提供に至るスピード，市民に
不便をかけないこと，香港の放送業・視聴者
及び経済全体に利益をもたらすこと，規定の
順守などで，行政長官と行政会議は全ての要
因を考慮した上で決定を行う」

回答には，筆者が質問項目のトップに記した
「なぜ香港政府は新規事業者の免許申請から3

年以上経っても結論を出さないのか」という問
いに直接答えておらず，また，いつまでに結論
を出すということも述べていない。さらに，免
許交付の可否の結論が遅れている理由が広告
市場の規模の問題なのか，TVBが裁判に訴え
るなどして反対しているためなのか，あるいは
中国政府の「圧力」があるのか，といった点に
ついても質問したが，直接の回答はなかった。

書面回答で注目されるのは，「市民にハイレ
ベルで選択肢の多いテレビ番組を提供する」の
部分である。TVB，ATV，それに親中派議員
は，新規免許の交付が過当競争による質の低
下を招くとしているのに対し，City Telecomや
民主派議員，それに多くのメディア関係者は，
ATVが弱体で事実上TVBの一人勝ちである
現状こそが質の低い状態と認識している。香港
政府がどちらの主張を採用するのかが注目され
るが，世論調査の結果に見られるように，市民
の大部分は免許交付を支持している。

  Ⅴ  まとめ

香港の無料テレビ免許をめぐっては，2010
年に早くも「年内に交付」との情報が流れた
が，その後，香港政府が先延ばしの理由を明
らかにしないまま，時間だけが経過してきた。
特にCity Telecomに関しては，テレビ局の本
拠地として造成する土地を香港政府から取得し
ていたわけで，免許不交付となれば重大な政
策変更といえ，City Telecom側から何らかの
法的措置が取られる可能性が高い。こうした
中，2013年5月にはTVBが裁判所に提起し
た再審理（Judicial Review）の要求が却下さ
れ，政府はいよいよ結論を出さざるを得ない状
況に追い込まれつつある。その一方，新規免
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許を申請した3 社のうちi-CableとPCCWの2
社が，TVBとATVの無料テレビ免許が更新
となる2015年まで免許交付の時期を延期する
ことに同意したとの報道もあり，City Telecom
の王維基会長は2013年6月14日，「i-Cableと
PCCWはいま免許を求めないのなら，無料テ
レビ免許のレースから降りるべきだ」といら立
ちをあらわにする発言をする14）など，今後の見
通しは一層不透明さを増している。

無料テレビ免許をめぐる問題が長引く真の原
因が，広告市場の規模といった「経済的理由」
か，あるいは中国政府の意向という「政治的理
由」の方が大きいのか，特に「政治的理由」の
有無については明確な証拠は得られなかった。
メディア関係者の中には，City Telecomの王
維基氏が攻撃の的を香港政府に絞っているこ
とが，かえって真の許認可権者が香港政府で
ないことを示すとの見方もあるが，これも確た
る証拠とは言えない。しかし1つ言えることは，
香港政府が理由を明確にしないまま結論を引
き延ばしてきたことが「政治的理由」という推
測に一定の根拠を持たせたことである。またメ
ディア関係者が一様に指摘するように，3 社へ
の免許交付は，香港の言論の自由にとってプ
ラスの影響を及ぼすことも期待されている。香
港政府は早急にこの問題に結論を出すと共に，
免許交付もしくは不交付の理由を香港市民の
納得のいく形で開示しなければならない。

 （やまだ けんいち）

注：
 1） こ こ で の「 無 料 テ レ ビ 免 許 」 と は，「 香 港

における無料のテレビ番組サービス免許」
（Domestic Free Television Program Service 
Licence）を指す。香港では現在，無料テレビ
免許の交付に関して放送事業者（broadcaster）

とチャンネル事業者（channel provider）の区
別をしておらず，無料テレビ免許の取得者は地
上放送のような周波数帯域に制約のあるケース
を除いて，光ファイバーなどの伝送路を確保で
きる限りチャンネル数の制限を受けない。

 2） http://hkupop.hku.hk/chinese/report/freeTV/
content/resources/report.pdf 参照。

 3） BA は 2012 年 4 月に電信管理局と合併し，現
在の名称は CA（通信業務管理局）である。

 4） 香港特別行政区統計局のサイト http://www.
censtatd.gov.hk/home/index_tc.jsp 参照。

 5） 香港のメディアが中国報道で「自己規制」を
行っているとされる問題については，拙稿「中
国への『配慮』強まる台湾・香港メディア（下）」
放送研究と調査　2013 年 6 月号参照。

 6） こ の う ち City Telecom は，2013 年 1 月 に 社
名を HKTV（Hong Kong Television Network,
香港電視）に改名，また i-Cable は子会社の
Fantastic Television（奇妙電視），PCCW は子
会社の Hong Kong Television Entertainment

（香港電視娯楽）が免許申請の主体となってい
る。ただし，本稿ではいずれも基本的に免許申
請時の親会社の名称を使用することとする。

 7） 4）と同じ。
 8） 行政長官が主宰する会議で，メンバーはいずれ

も行政長官が任命する。現在は行政長官の他，
政府の閣僚 15 人と，民間から任命された 16 人
の計 32 人で構成し，毎週 1 回会議を開催する。
行政長官は行政会議における大多数の意見を無
視することも可能であり，行政会議の機能は「内
閣」というより「顧問グループ」に近い。

 9） 2011 年度の City Telecom の売り上げは 16.8 億
香港ドル（約 210 億円），純利益は 3.1 億香港
ドル（約 40 億円）に上っている。

 10） 香港では TVB を中心に，俳優を自社のテレビ
ドラマ専属として囲い込む傾向がある。City 
Telecom は「排他的契約はしない」とした上
で俳優と出演契約を結んでいるという。

 11） 李氏は放送の 4 日後に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。当局は
遺書がないにもかかわらず自殺と断定，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。

 12） 取材後の 2013 年 6 月末で会長退任。
 13） 1994 年に制定された「国際放送法」に基づき，

1996 年にアメリカ議会の出資によって設立さ
れた短波ラジオ放送局。「均衡のとれた報道に
接することが出来ないアジアの聴取者に対し
て，ニュースとその関連情報を放送すること」
を主な目標としている。

 14）  6 月 15 日付けサウスチャイナ・モーニング・
ポスト参照。




