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香港は1997年に中国に返還されたあとも，これまでは「一国二制度」の枠組みの中で，「報道の自由」を比較的
享受してきた。しかし，2020 年6月に施行された「香港国家安全維持法」では，国家の分裂，政権の転覆，テロ
活動，外国勢力との結託について，最高で終身刑という処罰の対象となった。またメディア，インターネットなどに
対する管理強化の方針も明記された。8月には，香港の大手メディアでほぼ唯一，中国政府に批判的な新聞，り
んご日報の創設者らが同法違反などの疑いで一時拘束され，同社が警察による家宅捜索を受けた。本稿では，
香港のメディア関係者16人へのオンラインインタビューを通じて，この法律のメディアに対する影響を考察する。

多くの関係者が指摘したのは，そのあいまいさで，どのような行為が「扇動」「鼓吹」「外国勢力との結託」など
にあたるかが，中国政府の恣意的な解釈で決まることへの危惧が強かった。また，香港メディアの今後について
の質問に対して，メディア関係者はほぼ一様に，短期的には希望が見えない，中国本土が変わるしかない，といっ
た回答をしていた。

今後の頼みの綱としてネットメディアを挙げる声は多かったが，資金や人材の不足で十分な取材が行えないこと
などの課題も明らかになった。さらに最近は「親中派メディア」が次 と々ネットに参入し，「網紅」というネット上のア
イドルにYouTube上でしゃべらせるなど，若者の取り込みを進めているとの指摘もあり，中国の影響力行使の中，
瀬戸際に来た香港の報道の自由の行方からは目が離せない状況となっている。

香港の報道の自由，瀬戸際に
～香港国家安全維持法の衝撃～

メディア研究部  山田賢一

はじめに

香港における「報道の自由」が，いよいよ瀬
戸際に立たされている。その原因は，2020年
6月に中国の全国人民代表大会常務委員会を
通過し，即日施行された「香港国家安全維持
法」（以下，国安法）にほかならない。同法で
は，国家の分裂，政権の転覆，テロ活動，外
国勢力との結託を処罰の対象として，最高で終
身刑を科すとしたほか，メディア，インターネッ
トなどに対する管理強化の方針も明記されてい
る。そして施行から約1か月後の8月には，香
港の大手メディアでほぼ唯一，中国政府に批
判的な新聞，りんご日報の創設者である黎智
英（Jimmy Lai）氏らが同法違反などの疑いで

一時拘束され，同社が警察による家宅捜索を
受けた（以下，りんご日報事件）。また11月に
は，公共放送 RTHKの報道番組ディレクター
が，2019年の容疑者送還条例反対運動 1）（以
下，反送中運動）の際に，デモ隊が白シャツの
集団に襲われた事件を検証する番組の制作に
あたって，車両ナンバーから車の所有者を調べ
た行為が，道路交通条例違反の疑いがあると
して警察に逮捕される事件も起きた。

本稿では，国安法が制定された経緯や具体
的な内容とともに，香港のメディア関係者がこ
の法律をどのように受け止めているのかについ
て，香港が中国に返還されてから20年余りの
間に起きたメディア環境の変化を含めて概観
し，香港メディアの今後の行方を展望したい。
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なお，インタビューを申し込んだ20人のメディ
ア関係者のうち4人は応じなかった。このうち
3人は過去に面談経験がある相手で，国安法
の施行でメディア関係者が対外的な発言に慎
重になっていることをうかがわせた。それ以
外の16人へのインタビューは，WhatsAppや
Skypeを利用してオンラインで行い，使用言語
は主に北京語で行った。また，香港政府につ
いてはこれまでも書面での質問を求められてい
たため，今回も書面を通じて行った。

本稿の章立ては以下のとおりとし，最近，
当局からの圧力が高まっている公共放送の
RTHKについては，章を別立てして論じる。

Ⅰ　国安法制定の経緯と法律の概要

Ⅱ　香港メディアの概況

Ⅲ　国家安全立法反対「50万人デモ」を

　　契機とした中国政府の管理強化

Ⅳ　国安法制定とメディア関係者らの反応

Ⅴ　公共放送RTHKに加わる「圧力」

Ⅵ　まとめ

Ⅰ 国安法制定の経緯と法律の概要

国安法の正式な名称は，「中華人民共和国
香港特別行政区維護国家安全法」となってい
て，中国が香港地域に適用するために定めた
法律である。もともと香港は，中国が1990年
に定めた「香港基本法」によって，1997年に
香港がイギリスから返還されたあとは，特別行
政区として「一国二制度」による高度な自治を
認めるとしていた。その一方で，香港基本法
第23条では，香港が自ら中国の国家安全に関
する法律を制定することで，国家の主権や領
土の保全を損なう行為を禁止するよう求めてい

た。この国家安全立法について香港政府は，
董建華行政長官時代の2002 ～ 03年にかけて
制定作業を進めたが，2003年7月1日に同法
に反対する50万人デモが起き，董長官は立法
化の棚上げを余儀なくされた。その後も香港
政府は，市民の反対への懸念から立法化に及
び腰だった。さらに，香港では2014年に全面
的な民主選挙を要求する「雨傘民主化運動」2）

が，また2019年には「反送中運動」という大
規模な市民運動がそれぞれ起きたことから，
危機感を抱いた中国政府が自ら制定に乗り出
した経緯がある。

まず，国安法制定の過程を以下に述べる。
中国は新型コロナウイルス感染症流行の影響
で開催が通常の3月から5月に延期されていた
全国人民代表大会（全人代）の，開幕前日で
ある2020年5月21日夜，全人代報道官の会見
で突如，法律制定の方針を切り出した。そし
て閉幕日の同月28日に全人代は法律の制定を
正式決定した。その後，6月30日，全人代常
務委員会が国安法を通過させ，この時点で初
めて法律の全文を公表し，香港政府は即日，
同法を施行した。

国安法は，第1章の総則から始まり，香港
政府の国家安全維持に関する職責と機構，罪
と処罰，案件の管轄・法律の適用と順序，中
央政府の関連の機構，そして第6章の附則ま
で，66の条文からなる。以下，主な条文につ
いて見ていく。

第1章の第1条では，「一国二制度」「香港人
による香港統治」「高度な自治」を貫徹する方
針のもと，「国家分裂」「政権転覆」「組織的テ
ロ」「外国勢力との結託により国家安全に危害
を加えること」を抑止して懲罰する目的でこの
法律を制定すると明記している。第4条では，
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香港政府が国家安全の維持にあたって，人権
を尊重し保障すべきで，香港住民は香港基本
法に定められた言論・報道・出版の自由や，結
社・集会・デモの自由が適用されるとしている。
第5条では，国家安全に関する犯罪を懲罰す
る際，法治の原則を堅持し，裁判所が判決を
下すまでは無罪が推定されるとしている。第6
条では，国家の主権，統一，領土の保全は香
港の同胞を含むすべての中国人共同の義務だ
としている。

そしてこのあとの第2章に，メディア関係者
などが特に問題視する条文が続く。第4条や
第5条を空文化させかねない内容である。ま
ず第9条では，次のように書かれている。

香港特別行政区は，国家安全を守り，テロ活動

を防止する工作を強化しなければならない。学

校，社会団体，メディア，インターネットなど，

国家安全に関わる事柄に対して，香港特別行政

区政府は必要な措置をとり，宣伝・指導・監督・

管理を強めなければならない

2014年の雨傘民主化運動や2019年の反送
中運動の主力を学生や市民団体が占めていた
こと，特に反送中運動では，警察による市民
への暴力の映像がネットメディアによって世界
中に伝えられたことなどが背景にあると考えら
れる。

次に第14条には，香港特別行政区の国家安
全維持委員会の業務がほかの機構や組織から
干渉を受けず，その業務情報は公開しないこ
と，その決定は，裁判所によって覆されないこ
とが盛り込まれている。また第15条では，香
港国家安全維持委員会は国家安全事務顧問の
役職を設け，中央政府から派遣された顧問が

職務に関する意見を述べると同時に，委員会
の会議に列席するとされている。香港でこれま
で確立していた「司法の独立」を上回る実権
を，中央政府が牛耳る国家安全担当部署に付
与するものである。

そのうえで第3章では，具体的な罪名や処
罰を定めている。第1節第20条は「国家分裂
罪」の構成要件を以下のように規定している。

いかなる人も以下の国家分裂，国家統一の破壊

行為のうちの1つについて組織・計画・実施もし

くは参加した場合，実際に武力を使用したかもし

くは武力による威嚇を行ったかにかかわらず，犯

罪を構成する

そして，香港独立や中国のそのほかの地域
の独立，香港を外国の統治下に置くなどの行
為を対象とすることを明記している。また刑罰
として，主犯もしくは罪状の重い者には無期懲
役もしくは10年以上の懲役刑が科される。こ
の条文は，2018年に香港の外国記者会で講演
し香港独立を訴えた，香港民族党の陳浩天代
表幹事（当時）のような人物を対象として想定
している。

第2 節の第22条には「国家政権転覆罪」の
構成要件を以下のように規定している。

いかなる人も以下の武力使用及びその脅し，も

しくはそのほかの非合法の手段による国家政権

の転覆行為のうち1つについて，組織・計画・

実施もしくは参加した場合，犯罪を構成する

具体的には，憲法で定めた中華人民共和国
の根本的な制度の転覆や，中央政府の機関及
び香港の政府機関の転覆及びそうした機関の
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法執行への妨害，香港の政府機関が業務を行
う場所や設備が正常に機能を果たせなくなるよ
うな攻撃・破壊を列挙している。そして，主犯
もしくは罪状の重い者は無期懲役もしくは10年
以上の懲役刑を科すなど，「国家分裂罪」と同
様の刑罰を科すことを定めている。これは反送
中運動の際，中央政府の香港出先機関である
中聯弁の前に集まったデモ隊の一部が，門前
に掲げられた中国の国章に墨をかけた行為な
どを対象としていると見られるが，デモ隊の一
部が立法会のビルに突入して破壊行為を行っ
たケースにも適用される可能性がある。さらに，
香港で発行される共産党批判の雑誌などがこ
の条項に抵触しないという保証もない。

第23条では，分裂と転覆の2つの罪にあた
る行為を扇動・教唆あるいは資金等の援助を
した者などに対し，重い場合で5年以上10年
以下の懲役に処すとしている。

第3節は「テロ活動罪」で，第24条には「人
に対するひどい暴力」「爆発物の使用や放火」

「交通施設の破壊」「水道・電気・ガス・通信・
インターネット等のシステムに対する妨害や破
壊」といった行為によって政府を脅迫し，自ら
の政治的主張を実現しようとする行為を犯罪と
すると定めている。そして人を死亡させたり重
傷を負わせたりした場合や，公共もしくは私的
な財産に重大な損失を与えた場合，無期懲役
もしくは10年以上の懲役に処するとしている。
また，第25条から第27条にかけて，テロ活動
を組織・指導したり，武器や資金を提供したり，
テロを宣揚したりする行為を同様に犯罪と定義
し，刑罰を定めている。これらの条項は，香
港の反送中運動の中で，一部の「勇武派」と呼
ばれる若者らが火炎瓶を投げたり，監視カメラ
つき街灯を壊したりする暴力に訴えた行為など

を対象にしていると見られる。
第4節は「外国・海外の勢力と結託して国家

の安全に危害を与える罪」で，第29条には「外
国・海外の組織などのために国家機密を盗ん
だりスパイしたりする行為」などを犯罪として
いる。その具体例として，「香港特別行政区の
選挙に重大な結果をもたらすような操作・破壊
を行うこと」「香港もしくは中国に制裁や封鎖等
の敵対行動をとること」を挙げている。さらに，

「各種の非合法な方法で，中央政府や香港政
府に対する恨みを香港の住民に引き起こさせる
こと」という内容も明記されている。りんご日
報創業者の黎智英氏が逮捕された容疑がこの

「外国勢力との結託」で，アメリカとの関係が
特に問題にされたと見られている。

第6節は，国安法の及ぶ範囲を示していて，
第38条では，香港人以外の人が香港以外の
場所で国安法に違反する行為をした場合，同
法の適用対象になる，としている。例えば日本
人が日本で香港独立を応援する活動をした場
合，香港に入ったら国安法で拘束されることも
ありうることになる。

第4章では，案件の管轄や法律の適用・手
続きについて定めている。第41条では，裁判
は原則公開としたうえで，国家機密に関わるな
どの理由で公開がふさわしくないものについて
は，審理のすべてもしくは一部についてメディ
アや公衆の傍聴を禁止する，と明記している。
その一方で，判決結果は一律に公開するとして
いる。中国本土での政治犯に対する裁判に近
いものとなっている。第43条では，国家安全
に危害を加えた容疑のある者に対し，パスポー
トを提出させたり海外への渡航を止めたりする
ことができ，また外国や海外（海外とは主に
台湾や，海外の華人民主派団体などを指すと
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見られる）の政治性のある組織及びその代理
人に対し，資料の提供を求めることができる，
としている。実際にりんご日報創業者らが逮捕
された事件では，日本経済新聞社の香港支局
に対し，裁判所が警察の求めに応じて資料提
出命令を出したが，その根拠となったのはこの
条文だと考えられる。さらに同条では，国家
安全に危害を及ぼす犯罪に関与したことが合
理的に疑われる場合，行政長官の批准を得て，
対象の人物に対し通信を傍受し秘密裏に監視
することができる，とされている。政府への批
判的な記事を書く記者は，当局による盗聴にさ
らされるおそれがあることになる。

第44条では，香港の行政長官が香港の最
高裁にあたる終審法院を含む裁判官の中から
数人を選び，国家安全に関わる犯罪の処理を
担当させなければならない，としている。国安
法に関わる事案は，行政長官が指名した裁判
官が担当するわけで，中国への返還後も保た
れてきた香港の司法の独立を事実上否定する
ものとなっている。

第5章は，中央政府が香港に設置する国家
安全機構について定めている。第48条では，
中央政府は香港に国家安全維持公署を設置す
る，としている。そして第49条では，同公署
の業務として，香港政府が国家安全の職責を
果たすことについて「監督・指導」などを行う，
としている。そして第55条では，外国や海外
の勢力の介入に関わる複雑な案件で香港政府
が管轄することが難しい場合，同公署が管轄
権を行使する，とされている。

第6章は附則で，第62条に「香港特別行政
区の法律と本法（国安法を指す）に不一致の点
があった場合，本法の規定を適用する」と明記
され，国安法が香港のほかの法律よりも優先

されることを示している。
このように，国安法は香港の報道・言論の

自由を強く制約する内容と言えるが，中国政府
による香港メディアへのコントロール強化は国
安法が初めてではなく，少なくとも2004年ご
ろから行われていた。次章以降，香港メディア
の概況とともに，中国政府による香港メディア
への影響力行使の歴史を振り返りたい。

Ⅱ 香港メディアの概況

香港はかつてイギリスの植民地だったことか
ら，1997年に香港が中国に一括返還されたあ
とも，主要メディアは使用言語が中国語（広東
語と北京語がある）と英語に分かれている。

主な新聞のうち中国語（活字では北京語と
広東語の違いはほぼない）で発行するのは，
東方日報，りんご日報，信報，明報，星島日報な
どで，このほかに中国政府系の文匯報，大公
報，香港商報がある。また英語で発行するの
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。一方テレビ局には，地
上テレビ局のTVB，HKTVE（香 港電 視 娯
楽），光ケーブルなどを利用する無料テレビ局
のFantastic TV（奇妙電視），ケーブルテレビ
局のi-Cable，IPTVのNow TVなどがある。
TVBやHKTVE，Fantastic TVなどは広東
語と英語のチャンネルをそれぞれ持っていて，
i-CableとNow TVは広東語・北京語・英語を
中心とした多言語放送である。このほか，中
国政府に近いPhoenix TVが主に北京語で放
送しているが，実質的には中国本土向けの色
彩が強い。公共放送のRTHKは，以前はラジ
オ中心で独自のテレビチャンネルを持たず，制
作したテレビ番組は地上テレビ局のTVBなど
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表　香港既存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

・Phoenix TV

やや
親中派

・星島日報
・スタンダード
・東方日報

・TVB

中立→
やや親中派

・サウス・チャイナ・
  モーニング・ポスト
・信報
・明報

中立→
やや親中派
に移行中？

・i-Cable
・Now TV
・RTHK

中国
批判派 ・りんご日報

に無償で提供し，ゴールデンタイムの時間帯の
一部で放送していた。その後，デジタル化を
進める過程で2014年から地上デジタルチャン
ネルの試験放送を開始し，現在は3チャンネル

（主に広東語と北京語）で放送している。ラジ
オについては，RTHKが広東語・英語・北京
語による合わせて7チャンネル，商業局の商業
電台と新城電台がそれぞれ 3チャンネルで，主
に広東語を使用している。 

政治的な立場としては，完全な親中派とされ
る文匯報，大公報，香港商報，Phoenix TVが
あり，やや親中派のメディアとしてTVB，星島
日報，スタンダード，東方日報などがある。ま
た，従来は中立と見られてきたものの近年や
や親中派となってきたと言われるのがサウス・
チャイナ・モーニング・ポスト，信報，明報で，
i-Cable，Now TV，RTHKもこれに近づきつ
つある。現在，テレビや新聞などの既存メディ
アで中国政府に批判的な立場を維持している
のは，筆者が見る限り，りんご日報のみである

（表）。
その 一方 で， 香 港では2007 ～ 14年に， 

MyRadio，SocREC，Ragazine，D100 Radio，
謎米，852郵報といったネットメディアが次々
とサービスを開始し，さらに2015 ～ 17年には
Hong Kong Free Press，FactWire，堅料
網，香港01，衆新聞などが相次いで発足，百
花繚乱の様相となった。このうちMyRadio，
Ragazine，D100 Radio，謎米はネットラジオ
局で，SocRECは社会事件の記録映像サイト
だが，そのほかは基本的に活字中心のサイト
と言える 3）。

Ⅲ 国家安全立法反対「50 万人デモ」を
      契機とした中国政府の管理強化

1997年に香港が中国に返還されたあと，中
国政府は香港の「一国二制度」を台湾にも適
用したいと考えていた。しかし，台湾では「中
華民国」を名乗る独自の政治実体が50年以上
にわたって統治を続けており，香港と違って自
らの軍隊も持っている。したがって中国として
は，香港での一国二制度が成功しているとア
ピールすることが，台湾の平和的統一の実現
には欠かせず，返還後，しばらくは香港の報
道の自由への介入はそれほど露骨ではなかっ
た。例えば1998年，親中派の雑誌『鏡報 』
の徐四民社長が公共放送のRTHKについて，

「税金を使って董建華長官と中国政府に反対を
唱えている」「RTHKは香港の中央人民放送局

（「中央人民放送局」とは北京の人民ラジオの
ことで，中国政府の強い統制下にある）である
べきだ」などと強く批判したことがあった。この
とき董長官は，当初あいまいな態度をとったが，
世論の批判を受けると「特別行政区政府は言
論の自由を保障する」と軌道修正を行い，親中
派もいったんは矛を収めた 4）。
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こうした中国政府の比較的自制した態度が
変わるきっかけとなったのが，2003年7月1日
に起きた国家安全立法反対の「50万人デモ」
だった。中国政府は，デモが大規模化したの
は香港メディアがこの問題を大きく取り上げる
ことで“火に油を注いだ”ためと判断し，その
後，香港メディアへの管理強化を図ることにな
る。実際には，当時，市民の関心が高まって
いた問題を香港メディアが取り上げるという，
従来の報道姿勢で伝えただけだったが，そう
した政府の方針に異を唱えるようなメディアの
機能は中国政府には容認できなかった。親中
メディアの記者出身で，香港の政治評論家の
劉鋭紹氏によると，管理強化の方法として，当
初は直接的な規制よりも“ソフト”な4つの措置
がとられたという。
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
表大会代表など，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
こうした動きは2004年ごろから一貫して続

き，特に2012年には，歯に衣を着せない政
府批判で知られる評論家の鄭経翰氏が設立し
たデジタルラジオ局DBCが，中国本土で不動
産ビジネスを手がける筆頭株主の財界人の介

入を受け，放送開始からわずか半年で放送停
止を余儀なくされた（その後，鄭氏が所有す
るDBCの株を売却することで放送は再開され
た）。また同年には，香港のクオリティーペー
パーとして長年評価されてきたサウス・チャイ
ナ・モーニング・ポストで，中国本土の民主活
動家の不可解な死亡事案の記事を，編集長が
自らの一存で大幅に削ったことが露見し，同紙
の信頼度にも疑問符がつく形となった 5）。

これらの手法は，主に経済的な方法による
香港メディアの「懐柔」だったが，その後はよ
り有無を言わせない「圧力」も見られるように
なる。経済的方法だけでなく，行政的あるい
は政治的な方法もとられるようになってくるの
である。その一例としてテレビ局の「免許」付
与に関わる事案が挙げられる。2013年10月，
香港政府は3 社から提出されていた新規無料
テレビ免許の申請に対し，テレビ事業に最も
積極的だったHKTV（旧City Telecom）のみ
を外し，残りの2 社を原則的に認可すると発
表した。当局はHKTVを排除した理由につ
いて記者たちから再三にわたって質問を受け
たものの，「行政会議（閣議に相当）の会合内
容は機密にあたる」として公表を拒んだ。しか
し，無料テレビ事業の免許をめぐっては，放
送事業の規制監督を行う放送業務管理庁（当
時）が2011年に，「3 社すべてへの免許交付が
妥当」との提言を出していて，提言を無視した
政府の決定に世論は強く反発した。メディア関
係者の間では，業界の風雲児的な存在であっ
たHKTVが新規に参入すれば，親中派メディ
アと見られていた地上テレビ局のTVBやATV

（ATVは経営悪化が原因でその後 2016年に
免許失効）の経営にマイナスの影響を与える，
との配慮があったとする見方が出ていた。
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図　「世界報道自由度ランキング」（RSF）における香港の順位の推移

「世界報道自由度ランキング」（RSF）より作成

また，「免許」に加えて「人
事」をめぐる事案もこのころ
から多発した。2013年10月，
ラジオ局の商業電台の番組
司会者で，香港政府への厳
しい批判で人気を博してい
た李慧玲氏について，梁振
英行政長官が不満を募らせ
ており，商業電台が2016年
の免許更新を無事に済ませ
たいのなら，彼女をクビにするよう求めている
との報道が流れた。半月後，李氏の番組は朝
の聴取率が高い時間帯から午後の聴取率の低
い時間帯に移された。李氏は「従わなければク
ビにすると会社のトップから脅された」と表明し
て抗議したが，翌年2月に正式に解雇された。
また，メディア幹部の人事についても，2013年
5月，信報の陳景祥編集長がデジタル部門に異
動し，同年7月に郭艶明氏が後任の編集長に
就任したところ，信報の中身は親中派寄りの記
事が多くなったと指摘されるようになった。そ
の後，編集長による記事の削除に抗議して副
編集長と3人の記者が一斉に辞職した。さら
に2014年1月には，明報の劉進図編集長が突
然，マレーシアの親中派メディアの編集長に
取って代わられる人事異動が明らかになり，社
員のおよそ9割が，経営陣に対して理由の説明
とともに，編集権の独立や不偏不党の報道方
針に変化がないことを明言するよう求める文書
に署名した 6）。

このように，香港のメディアに対しては2004
年ごろから徐々に中国政府による管理が強まっ
てきたのだが，それは国際ジャーナリスト団体
のRSF（国境なき記者団）が毎年発表している

「世界報道自由度ランキング」の推移からもうか

がえる。2002年にRSFが最初にランキングを
発表した際，香港は18位と，報道の自由度で
は世界的にも優秀な成績を収めていた。それ
が2012年には54位，2015年には70 位と下が
り続け，2020年は過去最低の80 位まで低下
した。しかも，この80 位という数字が発表さ
れたのは2020年4月で，国安法の導入という
事実が加味される以前の評価である（図）。

Ⅳ 国安法制定と
    メディア関係者らの反応

香港メディアが徐々に中国政府による管理強
化の影響を受け，「自己規制」（中国政府に不
利な情報の扱いを小さくする，もしくは扱わな
いことを意味する）の風潮が強まる経緯を見て
きたが，本章では国安法に対するメディア関係
者の受け止め方を，国安法施行から約3か月
経った2020年9月下旬～ 10月下旬にかけて実
施したオンラインインタビューの内容を通じて
紹介する。各関係者に質問した内容は，おお
むね以下の6つの点である。
•国安法の条文のどこに注目するか
•国安法施行後に起きた「りんご日報事件」を
どう見るか
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•国安法施行でメディアの報道・論調は変わっ
たか

•数年前から国安法の前までに香港で起きた3
大事件と言われる「雨傘民主化運動」「反送
中運動」「新型コロナウイルス流行」と，その
間の香港メディアの報道をどう見るか

•ネットメディアは今後，香港の報道の自由維
持に貢献しうるか

•香港のメディア環境改善には何が必要か

国安法に対する香港の政治勢力の立ち位置
を確認するため，最初に与党の親中派と野党
の民主派の関係者1人ずつの声を紹介する。

親中派　葉
ようこっけん

国謙行政会議メンバー

「国安法は報道の自由に大きく影響せず」

葉氏は親中派政党である民建聯の元副主席
で，立法会の議員も合わせて3期務めている。
2019年にはラジオ番組で，緊急事態の際は
ネット利用の禁止も選択肢としてありうると述
べ，論争を呼んだことがある。

葉氏はまず，国安
法が制定されたこと
について，「何をして
よいか悪いかが明確
になったのは，香港
メディアにとってよい
こと」と述べ，メディ
ア関係者の間に懸念
が高まっていることに

ついては，事実に基づいて報道すれば問題は
ないとの見方を示した。「香港独立」のような
中国政府が「レッドライン」と定める限界線を
越えない限り，取材や出版の自由に影響はな
いというのである。では，何をしてよいか悪い

かは本当に明確になったのだろうか。試しに，
2018年に香港の外国記者会（FCC）が香港独
立を主張する香港民族党の陳浩天氏を講演に
呼んだ件について尋ねてみた。葉氏の回答は，

「陳氏の香港民族党は香港独立を主張する組
織であり，彼の言論は違法である。したがって
この講演会を生中継するのは彼らの観点を紹
介し，これを宣伝・推進することになるので研
究・座談・訪問などとは異なるから，報道の自
由の問題ではなく，アウト」だとしている。し
かし，FCCが陳氏に講演を要請する行為はど
うかと重ねて聞くと，「国安法違反かどうかは
判断しにくい」「FCCが直接違法とまでは言え
ないが，同じことを繰り返すべきではない」と
若干あいまいな回答になった。さらに「りんご
日報事件」については，「警察が言うには，処
理は公開で行われているということだが，あま
りわからないのでコメントしにくい」と述べた。

「何をしてよいか悪いかが明確になった」という
彼の当初の発言とは違って実際はあいまいな
部分があり，「メディアにとってよいこと」とは言
えないだろう。

葉氏はまた，ネットメディアに関して，非常
に大きい発展の余地があり，活力があると評
価する一方，デマの拡散やフェイクニュースの
問題もあると指摘し，現在のネットメディアは

「無責任状態」にあるとして，他国と同様に何
らかの規制，そして道徳などの基準を設ける
必要性を強調した。

香港の今後のメディア環境については，「まっ
たく心配がないとまでは言えない」としたうえ
で，反送中運動の際に14歳の中学生が「豆記
者」として取材・報道を行っていたことを取り上
げ，「香港は報道の自由という環境の中で，専
門性に欠ける行為があった。記者は専門性が

写真：本人提供
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あって初めて尊敬を受ける職業であり，誰でも
記者になれるのはおかしい」として，メディア
の健全な発展には，一定の管理も必要だとの
認識を示した。

民主派　毛
もうもうせい

孟静立法会議員

「国安法は一種の“核兵器”」

毛氏は以前に英字紙スタンダードの記者，そ
れにTVBやRTHKのキャスターを務めたこと
もある，ジャーナリズムの現場に長く身を置い
た人物で，現在は民主派政党である公民党の
議員をしている。インタビューは本人の希望に
より英語で行った。

毛氏は国安法につ
いて，「中国政 府が
香港の事態に我慢し
きれなくなり，一種の

“核兵器”を使った」
と述べ，その衝撃が
極めて大きいとの認
識を示した。そして，
国安法の中に「外国

勢力との結託」への言及があることを念頭に，
国安法の外国メディアに対する影響は大きいと
して，「あなたがもし香港で私から何かオフレ
コの情報を入手したら，あなたもトラブルに巻
き込まれる」と筆者に警告した。

りんご日報事件については，毛氏は「予想さ
れてはいたが，“悪い奴をやっつける”という決
意をドラマチックに見せつけた」と述べ，事件
がすべてのジャーナリストに対する警告だとの
見方を示した。

今後の香港のメディア環境については，毛氏
は悲観的で，1997年の香港返還以降，香港メ
ディアには自己規制が蔓延し，その例外となっ

ているネットメディアもいつまで続けられるかは
わからないとの認識を示した。その一方で毛氏
は，立法会では民主派は完全な少数派 7）にと
どまっていて，多くのことはできないと認めたう
えで，「議会に居残って，反対の声を世界に届
けたい。ギブアップはしない」と，今後も報道
の自由などのために闘っていく姿勢を強調した

（このあと，2020年11月に4人の民主派議員の
資格はく奪が行われたため，民主派議員15人
が集団で抗議の辞職を表明。立法会での民主
派勢力は，ほぼ消滅する形となった）。

国安法への基本的な立場は，親中派は「支
持」，民主派は「反対」と言えるが，葉氏の口
ぶりから，もろ手を挙げて歓迎とも言いかねる
微妙なニュアンスがうかがえた。このあとは，
メディアの現場にいる当事者の声を紹介する。

張
ちょうけんこう

剣虹　壹傳媒CEO兼りんご日報社長

「環境がどんなに悪くても声を上げ続ける」

張氏は，りんご日報を運営する壹傳媒グルー
プのトップとして，創設者の黎智英氏の懐刀と
も言える存在である。今回の「りんご日報事
件」では，黎氏が国安法違反の容疑で逮捕さ
れたのに対し，張氏の逮捕容疑は詐欺であっ
た。ただし張氏によると，事件を担当したの
は国家安全を担当する部署で，実際には単一

の事件との認識を示
した。手錠をかけら
れた様子がテレビで
報道されたことにつ
いて張 氏は，「上層
部の指示だろう。取
り調べの担当者は遠
慮した物言いをして
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いた」と語った。一方，りんご日報が捜索を受
けたことについては，「警察はニュース部門につ
いては捜索していないと言うが，メディアを捜
索すること自体に政治的意味がある」と述べ，
当局がメディアを脅す効果をねらったとの見解
を示した。

国安法の内容については，張氏は条文が不
明確で，あいまいな点があることをまず問題視
した。具体例として「外国勢力との結託」に触
れた第29条の中で，「各種の非合法な方法で，
中央政府や香港政府に対する恨みを香港の住
民に引き起こさせること」というくだりがある点
について，張氏は政府への批判的な報道は大
なり小なり住民の政府に対する恨みを引き起こ
すもので，それが違法かどうかの解釈権を中
国政府が握るのは不当だと考えている。そし
て国安法はメディアの頭上に吊るされた刀（ダ
モクレスの剣のこと）だと述べ，近年，香港
で徐々に進行する報道の自由の後退の中でも，
今回の国安法が最もひどいとの認識を示した。

次に，ネットメディアへの評価について張氏
は，質の問題があることを認めたうえで，「ネッ
トの生中継番組や市民記者がメディアの多元
化を支えている。これらを締め出す政策は報
道の自由に悪影響を与える」と述べた。そして，
専門性などの点で親中派から批判もある学生
メディア 8）についても，「彼らに何もやらせなけ
れば成長もしない」と述べ，質の問題をある程
度容認することも報道の自由の一部だとの見
解を示した。

香港のメディア環境については，張氏は報
道の自由の空間が狭くなったとしたうえで，「メ
ディアとしては環境がどんなに悪くても声を上
げ続けること，自由の空間がある限り活動する
ことが重要だ」と締めくくった。

桑
そう

普
ふ

　政治評論家・弁護士

「100％の言論の自由がほしい」

桑氏は，国安法が成立したあとの7月末に
香港を脱出して，学生時代に留学していた台
湾に移り，現在，台湾に居住する香港人など
を中心とした1万人近いメンバーで構成する「台
湾香港協会」の理事長を務めている。張氏と
ともに，自らの生活が直接的に国安法の影響
を受けた人物である。

桑氏は，国安法に
明記された「 扇動」

「転覆」「分裂」「外国
勢力との結託」等の
言葉を問題視し，「危
険 性 がどんどん 高
まったため香港脱出
を決めた。短期的に
は香港に戻れるチャ

ンスは大きくない」との認識を示した。そして，
蔣家独裁時代の台湾で民主化や台湾の独立を
主張して雑誌『自由時代週刊』を発刊した言
論人で，最後は自らを逮捕しに来た警察当局
の目の前でガソリンをかぶって火をつけ自決し
た鄭南榕氏の生前のスローガン「100％の言論
の自由」を持ち出した。桑氏は「自分も鄭氏と
同じ考えだ。今の香港に本物の言論の自由は
ない。自分は自己規制をしたくない」と言論人
としての思いを明かした。そして台湾の現状に
ついて，「今は本当に自由民主の場だと認識し
ている。中国の圧力を受けている点で香港と
台湾は同じ船に乗っている」と述べ，従来は互
いに見下すところもあった香港人と台湾人が相
互に尊敬や同情の思いを強めていることを強
調した。

もともと弁護士でもある桑氏は，国安法の

写真：本人提供
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解釈権が中国側にあること，「複雑な事案」に
ついては中国本土に容疑者を移送できること，
香港で裁判を行う場合でも行政長官の発行す
る「確認書」が裁判官への拘束力を持つこと，
香港の司法の独立を担保してきた外国人裁判
官 9）が事実上「追い出されつつある」ことなど
を挙げ，司法の独立の喪失に対する危機感も
同時に表明した。

台湾在住の桑氏による香港に関する政治評
論は，りんご日報への投稿に加えて，YouTube
やFacebook，さらに2013年にアーティストの
創作活動のために創設された寄付のプラット
フォーム「Patreon」などを発信手段として利用
している。その際の使用言語は広東語で，基
本的に香港人に向けて訴えを続けている。

桑氏にとって，「りんご日報事件」は非常に大
きな衝撃で，ほかの記者たちに自己規制をさ
せるいわゆる「寒蟬効果」（Chilling Effect＝寒
くなると蟬は徐々に鳴けなくなるように，法律
で明確に禁止していなくても言論の自由を束縛
する効果）を促すものと見ている。国安法施行
後の香港におけるメディアの論調について，表
面的には明確な変化がないものの，注意深く
観察すると自己規制が深まっているという。桑
氏は，「現状ではTVB，i-Cable，Now TV，
RTHKなどの既存メディアはすでに権力の側
に取り込まれており，立場新聞，衆新聞などの
ネットメディアの役割がいっそう大きくなってい
る」と指摘した。

最後に香港のメディア環境改善に必要なもの
は何かと聞くと，桑氏は「勇気」と「知恵」と
答え，中長期的には自由を取り戻せるとの楽観
的な見通しを示した。

劉
りゅうさいりょう

細良　ネットラジオ局「城寨」創設者

「メディアを統制しても香港人の心をつかめず」

劉氏は，これまで雑誌の編集長やラジオ局
「商業電台」の司会者などを歴任したジャーナ
リストで，2012年にはネットメディア「立場新
聞」の前身となる「主場新聞」の共同創設者と
なり，その後，2014年にネットラジオ局「城寨」
の共同創設者となった。

劉氏にとって国安法の大きな問題は「外国勢
力との結託」で，「あなたのインタビューを受け
るのは香港では普通のことなのに，罪に問わ
れる可能性がある。本来，犯罪には行動が必
要なのに，話をしただけで罪になるのか？」と
筆者に述べ，強い疑問を呈した。その一方で

劉氏は，中国のこう
した圧力による香港
メディアへの統制は，
香 港人の政 府 へ の
支持にはつながらず，
香港人が街頭デモや
スローガンを叫ぶこと
をやめたとしてもその
心の中まで変えるこ

とはできない，との見解を示した。その根拠と
して劉氏は，中国政府の全面協力のもとで香
港政府が新型コロナウイルスの感染の有無を調
べるPCR検査を9月に実施した際，検査費用
が無料であるにもかかわらず，応じた市民がほ
とんどいなかったことを挙げた。これは自らの
データが中国に送られ悪用されることへの恐怖
感が大きかったためで，劉氏は，現在の中国
政府と香港政府は「権力」はあるが「権威」が
なく，香港人が心服することはないとしている。

では，政府を信用しない市民たちはどういう
メディアから情報を得ているのだろうか。劉氏

写真：本人提供
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は，既存メディアは国安法施行以前から政府の
軍門に下っていて，市民はそのニュースを見るこ
とはあっても，評論はネットに頼るようになった
と指摘した。「ニュース」と「評論」の分離であ
る。例えば政府の覚えがめでたくない政治評
論家の多くは，今，主にYouTubeやFacebook
で自らの言論を展開している。例えば劉氏の
ネットラジオ局「城寨」はYouTube上の登録者
が2020年11月10日現在で26万4,000人いる。
また，2019年に身の安全を考えて香港を脱出
し，現在台湾に居住しているジャーナリスト・
時事評論家の蕭若元氏は，YouTubeに加え有
料プラットフォームの「Patreon」でも活動してお
り，劉氏によると1日5回の評論に3万人のユー
ザーがついているという。中国政府や香港政
府は，ネットを遮断しない限りこうした言論を
統制することはできず，劉氏は「もしそれを試
みれば，大きな反抗が起きるだろう」との見解
を示した。

李
り い

怡　時事評論家

「逆境の中でも記者を志す若者は増加」

李氏は1970年に雑誌『七十年代』を創刊し
（その後『九十年代』に改名），1998年に停刊
となったあとは，主にりんご日報に執筆してい
るほか，RTHKの番組の司会も担当，84歳の
現在も健筆をふるっている。梁振英前行政長
官が長官だった時代に，梁氏を「行騙長官」（だ
ましを行う長官）と揶

や ゆ

揄するなど，辛口の政治
批評には定評がある。

李氏は，国安法の条文の中身があいまいで，
解釈の余地が大きいことを問題視する。例え
ば「扇動」や「鼓吹」という言葉は「意図」と
関係するが，容疑者とされた人物に実際に扇動
などの意図があったかどうかを他人が証明す

るのは不可能だとい
う。また「外国勢力
との結託」もあいま
いで，李氏は「報道
したらどうなるかが
不確定なので，メディ
アの側に恐怖感をも
たらす」と指摘した。
李氏にとって，これ

までの中国政府による“ソフト”な香港メディア
管理の試みは「自由」にとっての大きな脅威で
はなかったが，もし記者の生命の安全が保障
されなくなれば，「自由」がなくなるとの危機感
を示した。そして，「りんご日報事件」のような
事案がいつ起きるかはわからないとして，今は

「国安法がないものと仮定しないと，ものが書け
ない」時代になったと述べた。その一方で李氏
は，まだ多くの人が毎回リスクを負いながら報
道に携わり，記者が事実を報道していると述
べ，特にネットメディアや国際メディア，香港を
脱出した評論家などは大胆な物言いをしている
と評価した。さらに，香港メディアの状況につ
いて，「以前はメディア同士での競争だったが，
今は何を報道できるか，どこまで報道できるか
についてメディアが政府との競争を行っている」
と分析した。李氏は自由の空間が狭まる中でも
記者を志す若者は増えているとして，「政府が
都合の悪いことを隠す中で，事実を伝えること
が重要だと若者は感じている。中国が香港人
の思想までコントロールすることは無理」と結
論づけた。

區
おう

家
か

麟
りん

　元TVB記者，RTHK番組司会者

「Now TVなどテレビ局への影響が大」

區氏はTVBで20年間にわたって記者，デ

写真：本人提供
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スクなどを歴任し，制作した番組が海外で賞
を取ったこともある。TVBの“親中化”が進む
中で職を辞し，現在はRTHKの番組『自由風
自由Phone』の司会者を務めるほか，信報や
明報にも寄稿している10）。

區氏によると，国
安法の影響が最も明
確に出ているのはテレ
ビ局だという。香港の
放送メディアではこれ
まで，iｰCable，Now 
TV，RTHKの3局が
最も信頼性が高いと
市民から評価されて

きたが，いずれも影響が出ていると區氏は指
摘する。このうちi-CableとNow TVについて
區氏は，過去数か月の間にニュース部門の幹
部数人が中国政府との関わりの深い人物に交
代し，特にNow TVでは新しい報道局長が着
任したあと，親中派政党民建聯の李慧琼主席
を『大鳴大放』というトークショーの司会に起
用する動きが出たことを明らかにした。この計
画は世論の反対も強く棚上げとなったが，區氏
は前代未聞のケースだと危機感を示した。ま
た，香港の商業局では，「賛助番組」として国
安法を宣伝するものもあり，區氏は中国政府か
ら資金が出ていると見ている。こうした状況の
もとで少なからぬ言論人が香港から台湾やアメ
リカに脱出したほか，執筆活動を断念した人も
いるという。

區氏はまた，反送中運動が高揚した過去1
年間は，多くのメディアで「事実」より「政治的
立場」が先行し，メディアも香港社会も両極化
してしまったとして，その報道を問題視する一
方，Now TVやRTHK，それにネットメディア

の立場新聞は非常によい報道をしたと評価し
た。当時，脚光を浴びた市民メディア，学生メ
ディアなどのネットメディアについては，「マンパ
ワーも経験も少なく，検証されていないニュー
スも多いが，彼らが撮影した重要な映像も多
く，主流メディアが総崩れの中で我々の希望
であり，学習していってほしい」と述べた。

最後に，今後の香港のメディア環境について
區氏は，「速いスピードで悪化していて，改善
はありえない。悪化のスピードを緩めるのが精
いっぱいだが，ネットで声を上げていくことだ」
と締めくくった。

陶
とうけつ

傑　商業電台ラジオ司会者

「メディアの自己規制が自己催眠に転化」

陶氏は，両親が親中派メディアに所属する
家庭に生まれたが，本人はイギリスに留学した
あとBBCに9年間勤めていて，報道の自由へ
の思いは強い人物である。

陶氏は国安法制定
について，アメリカと
の“新冷戦”でその
脅威を痛感した中国
共産党政権の「空前
の危機感」が背景に
あり，香港とは直接
関係がないとの見解
を持っている。陶氏

の見立てでは，中国政府にとっての優先課題
は経済危機や新型コロナへの対応であり，香
港で統制すべき対象も一がデモ隊，二が立法
会の民主派議員であって，メディアや評論家は
その次であり，まずは自己規制をさせようとして
いるのだという。その一方で陶氏は，メディア
に対する懸念も指摘した。新型コロナが流行し
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たことで，香港の記者は中国本土に入れなくな
り，その報道は基本的に本土の共産党系メディ
アの発信に頼ることになった。その場合，当
然ながら悪い情報は出てこなくなるが，欧米で
感染者が急増する中で，香港メディアが中国の
管理方式を称賛する方向に流れたというのであ
る。陶氏はこれについて，「もともとは自己規制
で批判を遠慮していたのが，これを続けるうち
に次第に自らがその内容を信じるようになる」，
つまり一種の自己催眠に陥ったと指摘する。こ
うした中で比較的自由度が高いネットメディアに
は期待がかかるが，陶氏は「読者は歓迎するが
金を出さない」と述べ，ネットメディアは経営上
の困難が大きいとの認識を示した。

今後の香港のメディア環境について陶氏は，
「中国本土が変わる以外にないが，2022年の
党大会で習近平総書記が代わる可能性は小さ
い。ただ，台湾や南シナ海など外部環境も中
国の国内情勢に影響を与えるので，当面はア
メリカの大統領選挙のあとに対中政策がどう
なるかに注目している」と総括した。

梁
りょう

日
に ち め い

明　ネットメディア「SocREC」創設者

「警察通例がネットメディア締め出しへ」

梁 氏は， 社会 事 件の記 録 映 像サイトの
「SocREC」（Social Record Channel）を創設
した人物だが，本業はトラック運転手である。
主婦や学生などのボランティアを組織し，撮
影した映像をネット上にアップロードして既存メ
ディアが無料で利用できるようにしている11）。

梁氏は，国安法は香港人1人1人の頭の上
に吊るされた刀だとして，強い危機感を示した。
そして特に，2020年9月22日に香港警察が公
表した，警察通例の見直しを批判した。警察
通例は警察官の行動準則となるものだが，この

中で「メディア代表」の定義を変えたのが今回
の見直しのポイントである。具体的には，
① 政府の報道担当局に登記したメディア
② 国際的に認められているもしくは有名な海

外の通信社・新聞・雑誌・放送局
の2類型に属するメディアのみに現場取材を認
めるというものである。この場合，従来は認め
られていた，香港記者協会や香港撮影記者協
会が発行した記者証を持つ記者は現場取材が
できなくなる。また，梁氏が運営するSocREC
については，すでに10年前にNGOとしての登
記はしているが，メディアとしての登記について
は，管轄部局である電影報刊及物品管理弁事
処に申請したにもかかわらず，2 ～ 3年間も結
論を出さず，その理由の説明もないという。梁
氏は，このままではテレビや新聞など従来型
のメディア以外は取材が非合法になってしまう，
と危機感を顕わにした。

梁氏によると，現
場での取材に対する
警察の態度は，2014
年の雨傘民主化運動
のころはずっと穏や
かなものだった。警
察と記者の間に明確
な対立はなく，記者
の映 像 撮 影に警察

官が干渉することもなかった。そのころは記者
が夜光反射ベストやヘルメットを装着しなくて
も拘束されることはなかったという。ところが，
2019年の反送中運動の際は，警察から夜光反
射ベストを着るよう要求されたうえ，記者を追
い払う行為も見られたと梁氏は言う。

その背景として，一般の市民や学生などが
撮影してネットにアップロードする映像の中に，
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警察のイメージを悪化させるものが含まれてい
たためだと，梁氏は見ている。確かに，2020
年9月6日にデモの現場から逃げ出そうとした
12歳の少女が警察に追いかけられて押し倒さ
れた映像は，香港科技大学のネットラジオ局
が撮影したもので，ネットを通じて世界的な
ニュースとなり，香港警察に対する不信感を増
大させた。梁氏は，「警察は取材を装った偽
記者がいるとか，学生記者は信用できないと
か言っているが，香港基本法には報道の自由
があり，メディアに専門性があってもなくても
政府とは無関係」と，警察のやり方を強く批判
した。また，同年8月に「りんご日報事件」で
同社が警察の捜索を受けた際，警察がTVB，
i-Cable，Now TV，香港 01，東方日報などを
封鎖線の内側で取材させ，RTHK，立場新聞
などは締め出したことについて触れ，鄧炳強警
察局長の「信用できるメディアを中に入れる」
との発言を問題視した。

さらに梁氏は，香港のメディア団体である
香港記者協会に対しても，「我 と々協力しようと
か教育しようという態度を見せない。今の関係
は，我々が一方的に映像資料を提供するだけ
になっている」と不満を漏らした。

楊
ようけんこう

健興　香港記者協会会長

「学生記者や市民記者も支援する」

楊氏はもともとサウス・チャイナ・モーニング・
ポストの記者だったが，現在はネットメディア

「衆新聞」の主筆を務めている。楊氏は梁氏の
批判に対し理解を示したうえで，香港の労働
組合条例では正式会員の要件は収入を基準と
しているうえ，政府が会員構成を調査に来るこ
とから，ボランティアで構成するSocRECを協
会のメンバーに加えることは今は難しいと説明

した。そして，彼らの仕事にもニュース報道に
値するものがあり，取材の権利を確保するため
に努力すると言明した。

国安法については，メディアが「香港独立」
「光復香港」「時代革
命」などのスローガン
を報道した場合，「扇
動」にあたるおそれ
があるなど，法の定
義そのものが広範で
あることへの懸念を
示した。具体的な条
項では，第9条にあ

るメディア管理条項には「香港の開放的なメディ
ア環境が変わることになり，心理的な影響も大
きい」と，また第43条にある通信傍受など秘密
裏の監視条項には「裁判所の許可を得ずに我々
の電話内容が盗聴できることになる」として，強
い警戒感を示した。さらに警察通例の見直しに
ついても，記者協会が記者証を発行することに
これまでクレームがついたことはなかったとした
うえで，協会として学生記者や市民記者による
取材を支援していく方針を示した。

今後のメディア環境については，国安法など
による環境悪化は始まったばかりで，今後，さ
らに悪くなる可能性も十分あり，近い将来の改
善は期待しにくいとの見方を示す一方，協会と
しては報道の自由の重要性と価値を訴え続ける
との決意を表明した。

香港政府のコメント

「報道の自由に変化はない」

香港政府に提出した質問状の中に，報道の
自由の問題に加えて警察通例の見直し，「りん
ご日報事件」への見解が含まれていたことから，

写真：本人提供
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政府の回答は警察を管轄する保安局の広報担
当者が行った。概要は以下のとおりである。
「報道の自由は香港基本法で保障されてい

て，メディアは自由に取材ができるが，必ず香
港の法律に従わなければならない。香港の法
律では，警察隊は合法的な手段で治安を維持
し，公共の安全と公共秩序を保障する法的責
任がある。2019年の反送中運動以来，香港で
は多くの公衆活動において違法行為が発生し，
記者のような格好をした人が多く現れたが，中
には偽の記者証を持った者や，自らは記者で
ないことを認める者もいた。記者を名乗った
者が現場で違法行為をして起訴されるケースも
あった。警察通例の見直しについては特定の
メディアを弾圧するものではなく，現場の警察
官がより迅速にメディア代表を見分けられるよ
うにすることで，取材への便宜を図れるように
するものである。警察通例を見直したあと，メ
ディア代表に認定された社は10月20日現在で
205 社あり，香港や海外の新聞，雑誌，テレ
ビ，ラジオ，通信社，ネットメディアが幅広く
含まれている。

国安法の施行は，報道の自由に影響しな
い。同法はごく少数の国家安全に危害を加え
る違法分子を懲罰するもので，大多数の法律
を順守する香港市民やメディアには何も影響は
ない。総括すると，報道の自由は香港では変
化はない。報道関係者の合法的な取材活動は
まったく影響を受けず，一切は今までどおりで
ある」

Ⅴ 公共放送 RTHK に加わる「圧力」

香 港の公共放 送 RTHKは，英領時 代の
1928年に植民地政府が運営するラジオ局とし

て放送を開始した。RTHKが公共放送とし
ての役割を果たすようになるのは，1970年に
イギリスのBBCから編集責任者として，DR. 
J. Hawthorne氏が着任し，1972年から「政
府の報道担当局長＝RTHKのトップ」として
BBCのような「編集権の独立」という遺伝子を
RTHKに埋め込んだことによる。しかし，組
織的に政府の一部門であることは，「編集権の
独立」を掲げる公共放送との間に矛盾があり，
RTHKでは1989年にBBCに範をとった「公司
化」（Corporatisation）の計画を立案した。し
かしこの時期にはすでに香港が中国に返還さ
れることが確定しており，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の提案の扱いは延期に延期を重
ね，1993年になって，当時の香港政府は「公
司化」の計画を棚上げした 12）。

このように「政府の一部門でありながら，編
集権の独立をもとに政府批判も行う」RTHK
は，親中派からは常に「眼中釘」（目の上のた
んこぶ）として邪魔者扱いされる存在だった。
ただ，2004 年以降，中国政府が広告などの

「経済的手法」で香港の商業メディアを籠絡し
ていった中で，RTHKは政府予算で運営され
ているため，比較的「自己規制」を行わずに
済んでいた面がある。例えば，香港中文大学
が定期的に実施しているメディア信頼度調査
によると，放送局の中でRTHKは，2009 年，
10 年，13 年，16 年といずれも1位となり，こ
のうち10 年，13 年，16 年は新聞・ネットメディ
アを含めても1位となっていた 13）。

しかし，香港市民の信頼度が高いメディア
であればあるほど，中国政府や香港政府は統
制下に置きたいとの誘惑にかられる面がある。
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2007年には，香港政府が委嘱した公共放送改
革検討委員会が新しい公共放送の設立を提言
する報告書をまとめたが，これが「編集権の独
立したRTHKをつぶして御用放送局に取り換
える企み」として市民から強い反発が出て 14），
結局，2009年9月に現状維持という形に落ち
着いた。また2011年には，従来は内部昇格が
慣行とされてきたRTHKのトップに，労働福
祉局ナンバー 2の官僚である鄧忍光氏が任命
され，組合の激しい反発を招いた。鄧氏は『議
事論事』という人気の時事情報番組を廃止する
計画を立てたものの，世論や組合の反対にあっ
て，すぐにこれを取り下げた 15）。さらに2014年
には，それまで2018年に新ビルへの移転を計
画していたRTHKの移転予算案が立法会の小
委員会で「建設費の高騰」を理由に否決され，
その後，現在に至るまで改定案が打ち出され
ていない。メディア関係者はこれについて，政
府予算を出し惜しみすることでRTHKを締め
つけるやり方として，「陰乾」（強い日光で干す
のでなく，時間をかけてじわじわと干し上げる
意味）と呼んでいる。

RTHKはこうした圧力にも何とか抵抗して
きたのだが，近年は商業メディアを経済的な
方法で“制覇”した延長線上として，RTHK
への圧力は強まるばかりである。その先陣を
切っているのが，“RTHKの運営監督のため”
2010 年に設置された「顧問委員会」である。
委員の任命は行政長官が行うため，親中派が
主力を占めることになる。そして顧問委員会は
市民からの「投訴」（特定の企業や団体に対し
電話等で不満を訴えること）への対応を議論
するのだが，親中派の社会団体である「幫港
出聲」「珍惜群組」などからの「投訴」がかな
りの比率を占めるという16）。

特にこの1年は，具体的な番組内容に対す
るクレームが急増した。2020年2月，RTHK
の人気時事諷刺番組『頭条新聞』の中で，警
察がマスクなどコロナ対策に必要な医療物資
を大量に備蓄していると揶揄したところ，警察
からRTHKのトップに対して抗議文が送られ，
RTHKは結局陳謝をしたうえ，『頭条新聞』の
放送を停止した。また，3月に放送された英語
番組『The Pulse』では，記者が WHOの幹部
に電話インタビューした際，台湾のWHO参加
の可能性を質問したことについて，香港政府
が「1つの中国の原則に反する」として強く非難
した。さらに4月になると，2019年11月に放
送された時事番組『左右紅藍緑』の中で，香
港教育大学の教員が警察の香港中文大学突
入を批判した言論について，警察への恨みを
扇動するものとして非難する300人近い市民か
らの「投訴」が殺到した。規制当局のCA（放
送通信事務管理庁）はRTHKに対し「厳重な
警告」を行い，RTHKでは『左右紅藍緑』の
放送も停止することになった。このほか9月に
は，林鄭月娥行政長官に対し厳しい質問を浴
びせて有名になった試用期間中の女性記者の
利君雅氏（パキスタン系香港人で，英語名は
Nabela Qoser）が，RTHKの職員として正式
採用される直前に突如，上層部から試用期間
の4か月延長を通告された事案もあった。労働
組合の代表に，RTHKの現況を聞いた。

趙
ちょう

善
ぜ ん お ん

恩　RTHK番組制作人員組合委員長

「自由な番組作りへの制約強まる」

趙氏は2016年から同組合の委員長を務めて
いる。まず最もホットな問題となっていた利氏
の件について聞いた。趙氏によると，利氏は3
年間の試用期間中で，それまで半年に1回行わ
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れていた業績評価で
は問題がなく，2020
年10月2日にこれが
終了して正職員にな
る見通しだった。突
然，試用期間の延長
が通告されたことで
連想されたのが，利
氏が2019年7月に起

きたデモ隊に対する暴力事件の際，記者会見
の場で林鄭行政長官を厳しく追及したうえ，広
東語で述べた「講人話」（良心を持って本当の
話をしてください）との言葉が，市民の間で流
行語となった事案である。趙氏によると，これ
に対して親中派からクレームの「投訴」があっ
たが，2020年6月の業績評価では「問題なし」
とされていた。趙氏は，過去の話を蒸し返した
経営側の態度に対し，利氏は不公平と思って
いると不満を表明した。
『頭条新聞』の件については，この番組が社

会の大事件を風刺で描く特殊な番組で，新型
コロナの際に警察が用意した医療用の衣類や
マスクが大量だったことから，「医療関係者より
も多く持っている」と冗談を言って笑いをとった
もので，趙氏はそもそも視聴者に笑いが起き
るのは，視聴者の間で反送中運動の際に警察
側の暴力が目に余ると感じている人が多かった
からだと主張した。ところが，警察はすでに冗
談を冗談として受け入れるだけの余裕を失って
おり，申し立てを受けた規制機関のCAが5月
にRTHKに対し「厳重な警告」を行う結果に
なったとして，趙氏は「今までまったくなかった
こと」と当惑した様子だった。英語番組『The 
Pulse』の件に関しては，趙氏は「記者が質問
したときに台湾を“地域”と言っているし，記

者が台湾のWHO参加に賛成しているとも言っ
ていない。台湾のWHO参加についての質問
自体が一国二制度や香港基本法に違反すると
いう批判は，質問自体を思想審査の対象にす
るもので受け入れられない」と述べた。また，
繰り返し質問したことを問題視する見方につい
ては，「WHOの担当者がオンライン回線を突
然切ったことについて，当初は技術上の問題か
と思ったので，再接続後に同じ質問をした。こ
れをハラスメントと言われたら，メディアの専門
性は成り立たない」と強く反論した。
『左右紅藍緑』については，趙氏は，市民

が政治や生活について語るプラットフォームと
位置づける番組で，ゲストには官僚のほかに
NGOの人なども呼んでいることを説明した。具
体的なクレームは，同じ放送時間中に警察側
の声を入れるべきというものだったが，趙氏は
番組では警察側の声を一度紹介し，出演者が
それに再反論していたケースだとして，「9月に
CAから2回警告を受けた。別の番組も含めて
バランスをとれば十分と考えていたが，1つの
番組内で完全に同じ量の主張を紹介しろとい
う，厳しい要求になった」と述べた。『頭条新
聞』と『左右紅藍緑』がいずれも11月上旬現
在，番組を再開していないことについては，趙
氏は当初『頭条新聞』は再開されると思ってい
たものの，今はそうとも言えなくなったと述べ，
自由な番組作りへの制約が強まっていることに
危機感を示した。

そして，こうした個別の番組への攻撃が強ま
るメカニズムとして趙氏は，顧問委員会のメン
バー13人がいずれも政府の任命で，番組を批
判する「投訴」を一方的に重視し，市民による
番組支持の手紙やメールはもっと件数が多い
ことを無視して，RTHKの上層部に圧力をか
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けていると不満を表明した。
さらに趙氏は，香港政府がこれまでRTHK

に委託してきた教育番組の制作予算を2020年
度には一切計上せず，5月にはRTHKの建物
のうち，政府教育局所有の「教育番組センター」
からの退去を要求してきたことも説明，「移転す
るとしても移転経費もない。これは懲罰行為に
ほかならず，従来の“陰乾”は今や“明乾”に
なった」とその不当性を訴えた。

最後に，今後のメディア環境改善には何が
必要かと聞くと，趙氏は，「“改善”は楽観的
すぎる。“崩壊の加速”を食い止めるには，商
業メディアも含めて事実と専門性を尊重するこ
とが不可欠」と締めくくった。

本稿の「はじめに」でも触れたが，このイン
タビューの実施後の11月3日，RTHKの時事
番組『鏗鏘集』のディレクターで，以前は番組
制作人員組合の委員長を務めていた蔡玉玲氏
が，番組制作の際に車両ナンバーから車の所有
者を調べた行為が道路交通条例に違反した疑
いがあるとして警察に逮捕されたことがわかっ
た。蔡氏は同日深夜に釈放されたが，今後有
罪になると，最高で5,000 香港ドル（約7万円）
の罰金と6か月以下の刑に処せられる。蔡氏が
制作したのは，2019年7月，香港の元朗駅で，
棒で武装した白シャツ姿の集団が反送中運動の
デモ隊を襲撃し，45人以上がけがをした事件
を調査報道の手法を用いて検証する番組だっ
た。このときは警察が白シャツ部隊の暴行を傍
観していたとして非難を浴びたが，蔡氏はこの
事件を検証するにあたって，武装集団が使った
自動車のナンバーから自動車の所有者の登録情
報を閲覧しようとし，その際に取材目的を隠し
た疑いが持たれている。番組では，車の所有

者は中国政府に近い有力者であることを割り出
すとともに，事件の直前まで現場をパトロールし
ていた警察が武装集団の行動にまったく対処し
ていなかったことも明らかにしていた。この逮
捕についてRTHKの番組制作人員組合と香港
記者協会は共同で声明を出し，「事件の真相追
求はメディアの天職である。過去にも政府高官
の自宅の違法建築や選挙の不正など，多くの重
要な公衆の利益に関わる事案の報道において，
今回のような調査手法は用いられており，特に
自動車のナンバーの照会は記者が常用する調査
方法である。今回，警察が道路交通条例を使っ
て正常な取材活動を抑圧することは，報道の自
由を破壊するものだ」と厳しく批判している。

Ⅵ まとめ

国安法が香港のメディアに与えた「衝撃」に
ついて見てきたが，中国政府による香港メディ
アへの管理強化が少なくとも2004年ごろから
始まっていたことも事実で，むしろ今回の国安
法は中国政府による香港メディア支配の「総仕
上げ」の一撃だったようにも見える。香港メディ
アの今後についての質問に対してメディア関係
者はほぼ一様に，短期的には希望が見えない，
中国本土が変わるしかない，といった回答をし
ていた。では，中国側の事情はどうなっている
のだろうか。時事評論家の劉鋭紹氏は，国安
法制定の背景には中国本土の政情が十分安定
しておらず，2022年の党大会で続投を目指す
習近平総書記が，自らに不利な情報を反対勢
力によって香港メディアにリークされ，権力闘
争に使われるのを恐れていることがあると指摘
する。また，国安法の中で海外にいる外国人
も摘発の対象となりうると明記されたことにつ



22 JANUARY 2021

いては，劉氏は，米中対立の中で，中国のIT
大手企業・華為（ファーウェイ）の孟晩舟副会
長がカナダに滞在中に逮捕された事件17）など
の影響を指摘，一方的にアメリカの側についた
国に対する報復を示唆したものとしている。陶
傑氏も指摘していたが，劉氏も国安法は純粋
な香港の問題ではなく，現在の国際関係が背
景にあるとしていて，この場合，香港にできる
ことは限られることになる。それでも各メディ
ア関係者が注目しているのが，ネットメディア
の機能である。かつてサウス・チャイナ・モー
ニング・ポストの特ダネ記者として名を馳せ，
現在，香港中文大学の客員教授を務める林和
立（Willy Lam）氏は，ネットメディアは運営コ
ストがさほどかからず，広告などによる圧力の
影響は少ないとしたうえで，「メディアの中で最
も活力があり，中でも立場新聞や衆新聞の影
響力は大きい。唯一発展の余地があるが，中
国政府はここもコントロールしようとしている」
との見方を示した。

また，かつてサウス・チャイナ・モーニング・
ポストやTVBで記者を務め，その後，立法会
で民主派の議員として活躍した劉慧卿（Emily 
Lau）氏は，ネットメディアはおとなしくなった
テレビや新聞と比べて“厲害”（凄い，はなはだ
しいの意味）なところがあるとしたうえで，「問
題は内容が本当か噓かわからないことだ。ま
た，ネットでよく生中継をしているが，全部見る
暇もない。専門性のあるメディアがきちんと取
材・取捨選択をして報道するのがよい」と述べ，
具体的な対策として「ネットの情報をタダで見よ
うとするのはよくない傾向で，レベルの高いメ
ディアを維持するためには読者・視聴者がお金
を払うべき」と述べた。

メディア研究の専門家である香港中文大学

の李立峯教授は，ネットメディアはコストが安
くて参入しやすく，政府による管理も難しいが，
記者をたくさん雇えないため，報道の質を保つ
という観点からすると，既存メディアの凋落は
大きな問題だとしている。

一方，ネットメディア「衆新聞」の共同創設
者の麦燕庭氏は，衆新聞もほかのネットメディ
ア同様，資金不足に苦しんでいるとしたうえで，
最近は親中派ネットメディアとして「堅料網」「橙
新聞」「點新聞」などがライバルとして登場，こ
れらは規模が大きいうえ，「網紅」といわれる
ネット上のアイドルにYouTube上でしゃべらせ
るなど，若者受けするような工夫も凝らしてい
ると警戒感を示した。

このように，国安法の施行を経て香港メディ
アは，現実に記者や幹部が身柄を拘束される
リスクが高まる中，特にテレビや新聞などの既
存メディアで一段と「自己規制」が強まり，ネッ
トメディアを中心に辛うじて闘い続けている様
相である。中国は今，このネットの分野にも支
配力を及ぼそうとしており，瀬戸際まで追い詰
められた香港の報道の自由について，今後，
いっそう目を離せない状態が続きそうである。

（やまだ けんいち）

注：
 1） 刑事事件の容疑者を香港から中国本土や台湾へ

も送還できるようにするため，「逃亡犯条例」
の改正を香港政府が計画したところ，中国政府
に批判的な言動をした人物なども中国本土への
送還対象になるおそれがあるとして，香港の人
権団体などが反対を呼びかけ，2019 年 6 月の
200 万人デモなどを経て，当局が条例改正案を
撤回する結果となった運動。条例改正が計画さ
れるきっかけは，2018 年に香港のカップルが
台湾を旅行中にトラブルとなり，男が相手の女
性を殺害して香港に逃げ帰った事件である。香
港と台湾の間には刑事犯引き渡しの取り決めが
なく，香港政府は，事件処理のためには台湾及
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び中国本土に刑事犯を送還できる条例改正が必
要として立法会に改正案を提出した。しかし香
港人の間では，中国政府は「政治犯」を「刑事
犯」と称して引き渡しを要求する可能性がある
とのおそれが強く，この改正案の発表後，主に
日曜日に多くの市民が繰り返し街頭に出て反対
を訴えた。また，香港政府がいったん条例改正
案の棚上げを決めたあとも，運動の過程で起き
た警察の「暴力」に対する独立調査委員会の設
置や，行政長官や立法会議員の自由選挙の実施
など 5 つの要求を掲げて運動を継続。「勇武派」
と呼ばれる一部の学生らは，警察に対抗して火
炎瓶を使うなどの暴力に訴えた。これに対し警
察は，学生らが立てこもる大学に突入するなど
強硬に対応し，その後，新型コロナ流行の中で，
運動は下火になった。

 2） 2014 年9月下旬から79日間にわたって行われた，
香港の行政長官選出をめぐる「真の直接選挙」
実施を要求する学生中心の運動。同年8月末に
中国の全人代常務委員会が，香港の行政長官候
補は指名委員会の過半数の支持が必要であり，
候補は2 ～ 3人に限定すると決定したことから，
香港の学生団体などが「指名委員会の多数は親
中派で占められ，中国政府の意に沿わない人物
の立候補は事実上排除される」と反発し，完全
な自由選挙の実施を求めて起こした。この運動
では香港の繁華街の道路を占拠し，ピーク時に
は約20万人が参加したとされる。中国政府が
一切譲歩する姿勢を見せない中で，市民生活に
多大な影響を及ぼす市街地の占拠には批判も出
て，およそ2か月後から警察が順次占拠者の排
除に取り組み，大きな流血もなく終結した。

 3） 詳細は拙稿「“百花繚乱”香港・台湾のネットメディ
ア（上）」『放送研究と調査』2015 年 9 月号（http://
www.nhk.or.jp/bunken/research/oversea/
pdf/20150901_7.pdf）及び「香港の「報道の自由」
に高まる危機感」『放送研究と調査』2017 年 12
月号（http://www.nhk.or.jp/bunken/research/
oversea/pdf/20171201_7.pdf）参照。

 4） 詳細は，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。

 5） 詳細は拙稿「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（http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/
research/report/2013_06/20130605.pdf）参照。

 6） 詳細は 3）の 2015 年 9 月号参照。
 7） 香港の立法会の議席は70あるが，このうち有権

者の直接選挙で選出される議席は半数の35にと
どまり，残りの35議席は「職能別」として，金融・
不動産・観光・法律などの各界の代表のみに選

挙権が付与されているため，親中派が多く選出さ
れる。さらに，民主派の一部急進派議員が2016
年に議会で行った宣誓に問題があったとして，翌
年までに6人の議員資格はく奪が確定するなど，
民主派の議会内での影響力は低下している。

 8） 香港では，雨傘民主化運動や反送中運動などの
社会運動が頻発する中，既存メディアが中国に
配慮した報道の「自己規制」を行っていることへ
の不満もあり，学生の間でこうした運動の現場を
取材し，その結果を独自にネット上にアップする
という「学生メディア」の動きが活発化している。
中でも香港城市大学の学生による「城市廣播」

（City Broadcasting Channel）は代表的な存在
で，2019年10月1日に警察官がデモ隊の学生の
胸を拳銃で撃って大けがをさせた事件は，城市
廣播が撮影した現場の映像をネットにアップして
世界を驚かせるニュースとなった。

 9） 香港の最高裁にあたる終審法院では，長官以外
は外国籍の裁判官が就任でき，実際，現在も大
部分は外国籍である。しかし，国安法施行後は，
オーストラリア籍の James Spigelman 氏が国
安法への不満から辞任を申し出るなど，「司法
の独立」への懸念の声が高まっている。

 10） 區氏についての詳細は3）の2017年12月号参照。
 11） 梁氏についての詳細は 3）の 2015 年 9 月号参照。
 12） 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月号（http://
www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/
report/2007_10/071002.pdf）参照。

 13） https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9
C%83%E6%96%B0%E8%81%9E/41937/%E5
%82%B3%E5%AA%92%E5%85%AC%E4%B
F%A1%E5%8A%9B%E6%96%B0%E4%BD%
8E-%E4%B8%AD%E5%A4%A7%E6%B0%91
%E8%AA%BF-tvb%E6%8E%92%E5%90%8D-
%E5%8C%85%E5%B0%BE-%E7%B6%B2%E5
%AA%92%E4%BD%8E%E5%88%86　参照。

 14） 詳細は 12）を参照。
 15） 詳細は拙稿「シリーズ　公共放送インタビュー　

PartⅡ 【第4回】 香港 「健闘するRTHKの政治
的独立確保を」」『放送研究と調査』2015年12月
号（http://www.nhk.or.jp/bunken/research/
oversea/pdf/20151201_8.pdf）参照。

 16） 詳細は 3）の 2017 年 12 月号参照。
 17） 華為の創業者・任正非氏の長女の孟晩舟氏が，

同社の副会長兼最高財務責任者（CFO）を務め
ていた2018年12月，カナダ滞在中に，アメリカ
の要請で，対イラン経済制裁に違反して取り引き
を実行するにあたり，制裁をまぬかれるためアメ
リカの金融機関に虚偽の事実を告げた容疑で逮
捕された。その後，保釈され現在も係争中。


