「タブーがなく，客観的な時事討論番組」を目指す
～台湾公共テレビ『有話好説』の挑戦～

メディア研究部

山田賢一

台湾ではここ数年，
「時事討論番組」が花盛りである。ただ，2,300 万人の人口に対し 300 を超すチャンネルが
ひしめき合う台湾では，商業局の時事討論番組は，特定の政治的立場から強引に結論を導くことで，党派性の
強い忠実な視聴者を一定数確保しようとする傾向があると指摘されている。また，中国の問題を取り上げても視
聴率が上がらないことや，中国に対して自局のテレビドラマを売りたいとの思惑などから，中国に対して批判的な
番組がほとんど見られないのも事実である。こうした中，公共テレビの『有話好説』は，
「タブーを設けない」政
治的独立性・批判性と，一方で客観性・公平性を両立した時事討論番組を目指し，予算や人員に大きな制約が
ある中，8 年間にわたって取り組みを続けてきた。この間，国民党政権や中国への批判をためらわない一方，各
党派・勢力の声を紹介する上でのバランス確保にも努め，視聴者の意見の紹介コーナーを設けていることを含め，
メディア専門家から高い評価を得ている。ただ，原発や慰安婦など日本に関わるテーマの番組の中で，日本の立
場を説明する専門家がゲストにおらず，電話での取材も不十分というものが一部見られた点は，改善を要する。
今後はこうした国際ニュースをテーマとした番組での専門家の人選を工夫することで，客観性・公平性を一層高め
ていくことが期待される。

立テレビが，中国に批判的な言論で知られる

はじめに

鄭弘儀キャスターの時事討論番組『大話新聞』

台湾ではここ10 年ほど，時 事討論 番 組が
花盛りである。20 年以上前から放送されてい
1）

を2012 年 5月に突如打ち切るなど，ここ数年，
中国問題をタブー視する傾向が強まっているこ

た TVBS の老 舗番組『2100 全民開講』 をは

とも指摘されている。こうした中，公共テレビ

じめ，同じTVBS の『麗文 正経話』，民視テ

の『有話好説 』は，
「タブーがない」と「客 観

レビの『頭家来開講』，中天テレビの『新聞龍

性の保持」の両立をモットーとし，商業局とは

捲風』，年代テレビの『新聞追追追』，壹テレ

一味違う時事討論番組である。本稿では，こ

ビの『正晶限時 批 』など，枚挙にいとまがな

の番組の歩んできた道や番組の具体的な内容

い。ただ，商業局の番組は国民党寄り，もし

を，番組開始から 8 年間にわたってキャスター

くは民進党寄りと政治的立ち位置が明確なも

を務めている陳信聰氏へのインタビューを交え

のが多く，異なる意見をぶつけ合う「討論」と

ながら紹介し，台湾の事例をもとに時事討論

いうよりは，レギュラー出演者が一方的に結論

番組のあるべき姿を考察したい。全体の構成

を出そうとする「評論」の色彩が強い。また，

は以下のとおりである。

中国とは距離を置く民進党に近いとされる三
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Ⅰ

台湾のテレビ報道番組の概況

もの」などと抗議の声が殺到し，10日あまりで

Ⅱ

公共テレビの時事討論番組

6,000 件近くのクレームを受けた独立規制機関

『有話好説』の概要
Ⅲ

陳信聰キャスターへのインタビュー

まとめ
なお，インタビューは 2015 年 3月20日に実
施し，その後，電話で 2 回補足取材を行った。

の NCC（国家通信放送委員会）は同月，公序
良俗に反したとして中天テレビに 50 万元（約
180 万円）の罰金を科した。
また，10 年ほど前の事案ではあるが，2004
年の台湾総統選挙の際は，テレビ各局とも開
票の速報体制をとった際，多くのテレビ局が

Ⅰ

台湾のテレビ報道番組の概況

台湾では戦後，蔣介石政権の軍隊が進 駐

途中で“速報”した数字より，各 候補の最終
確定得票の方が少ないことが分かった。この
問題について民視テレビのニュース担当者は，

し，長期にわたって国民党一党支配を続ける

選挙報道のあり方を検討する会議の席で，多

中で，1980 年代までは台湾テレビ・中国テレ

くの局が最終票を上回らない程度に推測した

ビ・中華テレビという3 つの政府系地上テレビ

数字を開票速報の途中票として早めに放送し，

局による寡占体制だった。しかし，その後の

その後しばらくは票を動かさずに選挙管理委

民主化の進展で，ケーブルテレビ向けチャン

員会の開票を待つという“手口”に頼っている

ネルが急増，現在では 2,300 万人の人口に対

実情を暴露した 2）。

し 300 を超すチャンネルがひしめき合う「過当

こうした中，公共テレビの報道番 組は，予

競争」の状態となっている。こうした中，商業

算面が苦しいのは商業局と同じかもしくはそれ

局は利益を確保するため，番組制作コストを

以上だが，視聴率至上主義と一線を画し，事

切り詰めながら視聴率を追い求める傾向が強

実関係の正確さや「品格」などの質を重視して

く，報道番組でもその弊害が目立っている。

いる点で，学者など専門家の評価を得ている。

例えばケーブルテレビ向けチャンネル事業者

午後 7 ～ 8 時のニュース番組『公視晩間新聞』

の中天テレビは，2012 年 6月から『新聞龍捲

や，午後 8 ～ 9 時の時事討論番組『有話好説』

風 』という時事討論番組を毎週月～金の夜 9

が代表的な番組である。

～ 11 時に放送しているが，これまでに何度か
物議を醸す“事件”を起こしている。台湾の
学生たちが中国とのサービス貿易協定に反対
して立法院（国会）を占拠した 2014 年春の「ひ

Ⅱ

公共テレビの時事討論番組
『有話好説』の概要

まわり学生運動」の際，
『新聞龍捲風』は 4 月

『有話好説』は，2008 年 3月にスタートした

4日放送の番組で，運動に参加した若い女性

番組で，当初は月～金の午後 7 ～ 8 時に放送

について番組出演者が，
「シャツの胸元がこん

されていたが，その後一時，放送日が週 3 回

なに開いている」
「ホットパンツも超短い」など

に減らされるなどして，現在は月～木の午後 8

と性的に茶化す発言をした。放送後，中天テ

～ 9 時が放送枠となっている。開始から 8 年

レビには「公然と女性をモノ扱いし，侮辱する

間，約 4 か月間の育児休業期を除き一貫して陳
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信聰氏がキャスターを務め，毎回 3 ～ 4 人程度

力枠組み合意（ECFA）が調印される前後から

の専門家・関係者をスタジオに招いて公共政策

目立つようになった。台湾では事業経営者がメ

に関する様々なテーマを議論，また後半には一

ディアのオーナーを務めているケースが一般的

般市民からの電話による意見も3 ～ 4 人程度，

で，こうしたオーナーの中国ビジネスが拡大すれ

生放送で紹介している。

ばするほど，中国政府を怒らせることがビジネス

『有話好説』は，番組の基本的理念として，

にマイナスの影響を及ぼすおそれが大きくなり，

バランスをとった客観的な内容で，かつタブー

オーナーが編集部に中国への配慮を求めている

を設けず政策当局への批判精神を持って議論

との指摘がなされている。こうした中，
『有話好

することを掲げている。では批判の対象はどの

説』は 2012 年，自宅軟禁の状態から脱出してア

ようなものか，具体的な番組で見ていこう。

メリカ大使館に逃げ込んでいた，中国の人権活
動家の陳光誠氏 4）に対する約14 分間の単独イ

① 国民党政権

ンタビューに成功，陳氏から「当局者からひど

『有話好説 』がスタートしてから2 か月後の

い暴力を受けてきたので，アメリカに行って少し

2008 年 5月に台湾では国民党の馬英九政権が

休息したい」
「中国では民衆の公民意識が高まっ

誕生したため，番組が放送された 8 年間の大

ており，将来的には人権の改善が期待できる」

部分の期間，政権与党は国民党だった。
『有

などの発言を引き出した（2012 年 5月8日放送）
。

話好説』では国民党政権の馬英九総統と王金

陳氏へのインタビューを行ったのは，台湾のメ

平立法院長（国会議長）の間で内紛が起きた

ディアでは公共テレビだけだったという。

3）

2013 年の「九月政争」 の際，社会運動家で

このようにタブーを設けない姿 勢は，時の

国民党に批判的な中央研究院法律研究所の

政権にとって目障りに映ってもおかしくない。

黄国昌研究員らをスタジオにゲストで招いた。

国民党の馬英九政権は，そもそも民進党政権

黄氏らは，王立法院長の司法当局への“口利

の末期に公共テレビの社長（中国語で総経理）

き”を批判する一方，馬総統に対しては，馬氏

に任命された馮賢賢氏が民進党寄りだとして，

が台北市長だったときに特別交際費を私用に

政権獲得後，理事長に対し陰に陽に社長の更

使っていたとして起訴されそうになった際，馬

迭を要求していたという 5）。しかし理事長が応

氏の側近が検事総長に起訴しないよう公然と

じなかったので，国民党は，多数を占める立

圧力をかけたとの報道を根拠に，
「ダブルスタ

法院で公共テレビの予算の執行を一部凍結し

ンダード」としてさらに厳しく批判した（2013 年

たり，理事に国民党に近い人物を多数送り込

9月9日放送）。

んで理事長を解任したりと，様々な形で公共
テレビに圧力をかけた 6）。

② 中国政府

そしてキャスターの陳信聰氏によると，予算

台湾では近年，中国を褒めたたえる報道が増

凍結を解除する条件として『有話好説』の番組

える一方，中国政府にマイナスとなるニュースは

廃止が挙げられていたのである。では，そのと

扱わない，もしくは小さく扱う傾向が出ている。

きの状況も含め，陳氏へのインタビューを以下

これは台湾と中国の間で 2010 年に両岸経済協

に紹介する。
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陳信聰キャスターへのインタビュー

理事長と社長が反対したため，番組は何とか

陳信聰氏は42 歳。台湾の国立清華大学で

に，そしてさらに 3 日にと減らされていき，自

Ⅲ

残りました。それでも放送日が週 5 日から 4 日

社会人類学を専攻し，大学院を卒業後，公共

分にとっては政 治的な圧 力と思われました。

テレビの記者として教育・文化・安全保障など

視聴率が低いからという説明もありましたが，

の分 野を担当，2008 年 3月から『有 話好説 』

公共テレビの視聴率はもともと低いのです 8 ）。

のキャスターを務めている。また，フェイスブッ

『有話好説』の視聴率は悪いときで 0.1％強，

ク上に個人ブログを持っていて（https://www.

良くて 0.3％くらいですので，公共テレビの番

facebook.com/people/%E9%99%B3%E4%B

組の中では高い方になります。例えば同様の

F%A1%E8%81%B0/1483304899），ここで当

時事討論番組である TVBS の『2100 全民開

日の夜の番組の内容やゲストについて紹介した

講』は 0.4％くらい，
『麗文正経話』は 0.2％くら

り，特定の専門分野に詳しいゲスト候補を推

いですから，商業局ともそう変わらないわけ

薦してくれるようファンの人たちに呼びかけたり

です。また，公共テレビはもともと土・日の同

している。

じ時間帯に『NGO 観点』や『南部開講』9 ）を放
送していましたが，視聴率は『有話好説』の方
が高かったのに，週 5 日から 3 日に減らされ，
この 2 つの番組が木・金に入ったのです。さ
らに，立法委員が公然と番組批判をすること
もありましたが，具体的な内容でクレームが来
ることはなく，実際は番組を見ていないのでは
ないかと思いました。社長が解任された後は
圧力が減り，理事長や社長，報道部長から「こ
の番組はダメ」とか「このゲストはダメ」などと
陳信聰キャスター

★政治的独立性・批判性

言われることはありません。
Q: 陳さん，もしくは『有話好説』の番組を民
進党寄りだと見る人もいるようですが？

Q: 時の政権党から番組の廃止を求められた経
緯をお聞きできますか？

陳 氏：番組が始まってからすぐ国民党政権に
なったので，公共政策を批判的に議論しよう

陳 氏：国民党政権に交代した後，2009 ～ 10

とすると，対象はほとんど馬英九政権になっ

年ごろにかけて，年間予算の半額について，

たのは事実です。ただ，台湾の地方には民進

7）

執行を凍結 されたことがありました。私が知

党が首長を務める地域がいくつかあり，例え

る限りでは，予算凍結解除の条件に『有話好

ば屛東県，雲林県，台南市などがそうですが，

説』の廃止が挙げられていましたが，当時の

こうした地方政 府をもみな批判してきました。
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民進党が政権を奪還しても基本は変わりませ

をしてきませんでした。北京に記者がいるにも

ん。政権運営が良くても褒める必要はないし，

かかわらず，自分で取材しないというのは，い

悪ければ批判するだけです。

かがなものでしょうか。
中国に関する問題については，三立テレビ

Q: では，次に中国関係のテーマについてうか

などは典型的ですが 10 ），中国にマイナスにな

がいます。中国の問題も
『有話好説』では他の

るようなニュースはやらない，馬英九総統を罵

商業局よりよく取り上げていますよね。

るけれども，中国の批判はしないのです。

陳氏：これまで週 1 回くらいは，民主，人権な

★客観性・公平性

どの視点から，中国の問題を扱ってきました。

「政治的独立性・批判性」以上に『有話好説』

民主活動家の胡佳さんなどにもよく電話取材し

を他の番組と差別化しているのは，
「客観性・

ています。陳光誠弁護士がアメリカ大使館に

公平性」である。というのは，台湾の商業局

逃げ込んだニュースを商業局は取り上げません

は「藍軍」と「緑軍」11）のどちらかに近い局

でしたが，これには「政治的理由」と，陳弁護

が大部分で，与党の政策には「全て賛成」も

士の話題では視聴率がとりにくいことや，中国

しくは「全て反対」という立場をとる傾向があ

に自局のテレビドラマなどを売りたいといった

り，批判性はあるが客観性に欠けることが多

「ビジネス上の理由」の両方があると思います。

いのである。その点，
『有話好説 』は，政党

陳弁護士への取材にあたっては，まず友人の

関係者を呼ぶときなど，
「藍軍」と「緑軍」の

そのまた友人のつてで，本人の携帯電話の番

バランスに配慮しており，政府批判の際にも，

号を教えてもらいました。そして 40 ～ 50 回く

政府関係者の声をとるための一定の努力をし

らいかけ続けていたらようやくつながり，インタ

ている。この点について，番組にしばしば出

ビューに応じてもらえることになりました。確か

演 する国 民 党の王 鴻 薇 台北市 議 会 議 員は，

世界中のメディアの中で 2 番目でした。彼が北
京の病院にいるときに電話インタビューを生放
送で出したのです。
Q: 台湾の他のメディアの反応はどうでしたか？
陳 氏：りんご日報だけがうちに電話して，
「な
ぜ彼をつかまえられたのか？」と聞いてきたの
で，
「ひたすら電話し続けた」と言って電話番
号を教えました。陳弁護士はあのとき，メディ
アの協力を必要としていたのです。でも，りん
ご日報以外のメディアは公共テレビの映像を見
て使うことはあっても，誰も自分に問い合わせ
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王鴻薇台北市議

2015 年 3 月 18 日に行ったインタビューで，次

いては，11月4日に無所属の柯文哲候補への

のように話している。

インタビューを約 30 分間放送したのに，対立
する有力候補である国民党の連勝文候補への

王 氏：台湾の時 事討論 番 組は百花斉放です

インタビューは結局，選挙当日まで放送されな

が，公共政策に関する深い議論が少ないです。

かった。この点を陳氏にただした。

例えば原発でも中国とのサービス貿易協定で
も，先に YES か NO の結論 があることが多

Q: なぜ国民党の連勝文候補のインタビューが

く，残念なことですが，今の台湾の言論状況

なかったのですか？

を反映しています。
“言論の自由度”は高いが，
品質は低いというわけです。商業局は特定の

陳氏：
『有話好説』の番組制作上の方針として，

視聴者を対象に番組を作っているので，言論

選挙の 2 週間前になってからは，候補への単

が 両極化しがちです。こうした中で『有 話好

独インタビューはしないことになっています。

説』は，相対的にはバランスを重視し，激情

柯文哲さんへのインタビューはそれ以前に放

に駆られるようなことがないと言えます。公共

送しましたが，実は連さんには柯さんよりも早

政策を語るには，ゲストのレベルや，関連する

くからアプローチをしていました。連さんが回

資料の充実が重要で，そうでないと問題の複

答を引き延ばしていたので，先に柯さんを取材

雑性が理解できません。この点，
『有話好説』

して出したのですが，連さんは最後までインタ

は他の商業局よりずっと良いと思います。キャ

ビューに応じてくれなかったのです。選挙のと

スターについても，台湾の政治討論番組では

き，ふつうは優勢な方がインタビューを断るも

キャスターが自分の意見を言いたがるのが常

ので，台南市の頼清徳市長や高雄市の陳菊市

ですが，陳信聰さんは強引な誘導や攻撃をせ

長がそうでした。台北市長選挙は柯さんが優

ず，選ぶテーマも非常に多彩なので，キャスター

勢だったので，連さんから断られるのはちょっ

の中では良い方でしょう。少し「緑軍」寄りか

と予想外だった面もあります。桃園市の市長選

とは思いますが。

挙のケースでは，先に民進党の鄭文燦候補へ
の取材をしましたが，国民党の呉志揚候補は

このように客 観性・公平性の面でも『有話

当初「問題ない」と言いながら，最後になって

好説』は一定の評価を得ているが，番組を視

断ってきました。そこで鄭さんに謝って本人へ

聴していていくつか気になる点もあった。第 1

のインタビューをボツにし，双方の選挙事務局

は，選挙報道である。台湾では 2014 年 11月

長を番組に呼ぶ形をとりました。

29日に統一地方選挙として，主要都市の首長
などの選挙が行われた。これに先立ち『有話

次に気になったのは，日本関係の番組であ

好説 』では，例えば台中市長選挙について，

る。2013 年 8月に，福島第一原発構内のタン

国民党の現職の胡志強候補と，民進党の林佳

クからの汚染 水漏れが判明したが，
『有話好

龍候補の双方へのインタビューを合わせて 10

説』は翌月このテーマを取り上げ（2013 年 9月4

月1日に放送した。ところが台北市長選挙につ

日放送），東京在住のコラムニストの劉黎児氏
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に電話で数分間のインタビューをしていた。劉

なく，基本的に中国語を話せる人をゲストもし

氏は原発に関して知識が豊富なのは事実だが，

くは電話取材の対象としています。公共テレビ

明確な反原発派であり，かつ電話インタビュー

は海外常駐の記者もいませんので，国際問題

の中で 7 回にわたり「絶望」という言葉を使っ

を議論する際は台湾人の専門家に頼むことが

ていて，やや情緒的との印象があった。これ

ほとんどで，パリのテロ事件の際は，IS の専

に対し，日本で原発擁護の立場をとる人物の声

門家を確保するのに本当に苦労しました。

は紹介されなかった。
また，日韓の間で慰安婦問題についての合

Q: 原発の方はいかがですか？

意 がなされた際の番 組（2015 年 12月29日放
送）でも，3人のゲストの中には台湾の慰安婦

陳氏：日本の専門家に電話インタビューをした

支援 NGO のメンバーなどはいたものの，日本

いのはやまやまですが，中国語で答えられる

の立場を説明する人物はおらず，日本政治の

専門家がなかなか見つかりません。劉さんに

専門家とされる政治大学アジア太平洋研究所

お願いしたのは，有名なコラムニストなので，

の蔡増家研究員も，
「日本は責任回避を続け

視聴者の関心をひけそうだという思いもありま

ている」と一貫して日本に批判的な発言をして

した。

いた。日本と韓国が慰安婦問題で合意した直
後の番組で，
「なぜ大声を上げる韓国には譲
歩して，おとなしくしている台湾は無視するの

★視聴者参加
もう1 点注目したいのは，番組の後半に 3 ～

か？」という台湾人の思いは理解できるものの，

4 人の視聴者からの電話を受け生放送する形

「客観性・公平性」の点で大きな疑問が残り，

での「視聴者参加」である。こうした仕組みは

筆者が過去 2 ～ 3 年にわたって視聴し続けて

「Call-in」と呼ばれ，台湾では商業局の時事討

きた『有話好説』の中で，もっとも後味の悪さ

論番組で多用されてきた。

が残る番組であった。
Q: Call-in は番組の中でだいたいいつも実施し
Q: 慰安婦問題の番組で日本側の立場を説明

ていますが，その目的は何ですか？

する人がいなかったのはどうしてですか？
陳氏：毎回ゲストに呼ぶ人たちは，学者などの
陳氏：慰安婦問題に関しては，蔡研究員に日

専門家ですが，彼らにもある種の「盲点」があ

本の事情を語らせたつもりです。ただ，
『有話

ると思います。放送が 40 分くらい経ったとこ

好説』は毎日午前 11 時の会議でその日に放送

ろで視聴 者からの Call-in を受けて，専門家

するテーマを決め，それからゲストの選定に入

への批判があれば言ってもらおうと。番組の

るので，適当な人材を呼ぶための時間に制約

中に，自分たちがコントロールできない空間も

があるのは事実です。それから言語の問題も

作っておこうというわけです。

あります。予算や時間の制約で，インタビュー
をしてから翻訳して字幕をつけるという余裕が
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Q: Call-in が生放送されるとなると，
「放送禁

止用語」や，極端に情緒的な発言などが出な
いかと心配ではないですか？

まとめ
台湾公共テレビの時 事 討 論 番 組『 有 話 好

陳氏：下品な言葉や挑発的な発言も比率は少

説』の実態について，陳キャスターへのインタ

ないとはいえありますので，その場合はキャス

ビューも交えながら見てきた。6 ～ 7人のスタッ

ターがすぐ電話の声を切ることにしています。

フだけで，週 4日間，1日60 分の番 組を制作

この他の問題点としては，特定の数人がいつ

するのはなかなか大変なことで，モノ・カネ・

も電話してくるということがあります。いつもか

ヒトが全て不足する中でそれなりに政治的独

けてくる人，例えば台北の女性の林さんから

立性・批判性と客観性・公平性の両立に努力

電話が来たら，
「次にしてください」と説得した

している様子は伝わってきた。ただ，陳キャス

りもします。それから，視聴者からの Call-in

ター自身も認めるように，国際ニュースをテー

は毎回開放するわけではありません。例えば

マとした際，適切なゲストや電話インタビュー

「水 不足」というテーマであれば Call-in を受

の相手を確保することは，今後の大きな課題

けますが，中国が台湾海峡の中間線付近に新

と言えそうである。確かに，自らが直接関係す

たな民間航路を設定した問題のような場合は，

る国際問題について，相手国の主張を伝える

Call-in は受けず，専門家に十分議論してもら

という報道姿勢は，先進国でも必ずしも十分

うようにします。

とは言い切れない。とはいえ，客観性・公平
性を番組の基本理念に据える『有話好説』と

視聴者参加の「Call-in」の威力が，先の福

しては，例えば日本関係の報道では，少なく

島第一原発関連の番組で発揮された。この番

とも事実上の台湾駐在日本代表部である交流

組では，専門家へのインタビューとして，台湾

協会や，日本人の台湾専門家が多く加入して

の行政院（内閣）に所属する原子力委員会（原

いる日本台湾学会に連絡するなどして，日本の

発をはじめとする原子力施設の安全監督業務

立場を説明できる人材を確保することが不可

を行う機関）の元主任委員（委員長）に電話で

欠だろう。それによって国際ニュースの分野で

話を聞いている。その際，この元主任委員は

もより「客観性・公平性」の実現が期待できる

「日本の原発管理は台湾より優れていると思わ

と思われる。

れているが，実際にはかなり遅れている。官僚

（やまだ けんいち）

主義の弊害がひどい」などと答えた。ところが
その後の Call-inでは，複数の視聴者から「台
湾の機関の方が先進的とは笑止千万，官僚主
義はどっちだ」などとの批判が噴出，複数の原
発が稼働している台湾で，一般市民の原発行
政に対する不信が小さくないことを暴露する形
となった。

注：
1）1993 年に李濤氏をキャスターとして始まった，
時事討論番組の先駆け的な存在で，一時は人気
を誇ったが，
「国民党寄り」の色彩が強いとさ
れる中，最近は視聴率が低迷，2014 年に『黒
白相対論』
，さらに『少康戦情室』という，同
様の時事討論番組に取って代わられた。
2）2004 年 5 月 2 日付自由時報
3）背任の罪に問われ，高裁で無罪判決が出た野党
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民進党幹部の依頼に応じて，王金平立法院長が

8）公共テレビメインチャンネルの視聴率は，2015

法務部長（法相）に対し上告をしないよう求め

年の平均で 0.14％である。詳細は，http://info.

る口利きをした疑いがあるとして，検事総長が

pts.org.tw/open/data/2people/2015/2015_1-

馬英九総統に報告の上，記者発表したのが事案

9）
『NGO 観点』は台湾の環境保護団体など，様々

長の党籍はく奪に動き，追い落としを図った

な NGO の主張や活動を紹介する番組で，もと

が，王立法院長も地位確認を求める民事訴訟を

もと土曜日の放送だったが，『有話好説』の縮

提起，本格的な党内抗争となった。その後，検

小に伴って木曜日の放送となり，その後，コス

事総長が民進党幹部の電話を 3 年間にわたって

トの割に視聴率が低いなどとして廃止され，
『有

盗聴し，立法院の代表電話まで盗聴していたこ

話好説』の放送が週 4 日に増えた。また，『南

となどが明るみに出て，検事総長の行為が馬総

部開講』は，台湾のメディア報道が，本社のあ

統による権力の乱用との批判が強まり，馬総統

る台北一帯の話題に偏りがちなのを是正するた

の支持率は急落，王立法院長も訴訟に勝利して

め，南部のニュース・話題を紹介する目的で作

地位を保つ結果となった。

られ，当初日曜日の放送だったのが，現在は金

4）中国の盲目の法律家・人権活動家。故郷の山東
省で，一人っ子政策の実施の際の「強制堕胎」

曜日の放送となっている。
10）三立テレビはもともと民進党に近いテレビ局だ

などに対し人権擁護の立場から活動していた

が，テレビドラマの海外展開を推進する中で，

が，2006 年，「公共秩序を乱した罪」に問われ

中国に対してもテレビドラマを販売したいとの

服役。2010 年に出所した後も自宅に軟禁され

意向が現在の経営幹部に強く，
「はじめに」で

ていたが，2012 年 4 月下旬にすきを見て脱出，

少し触れたように，2012 年には中国に対し遠

友人の手助けを得て 600 キロ離れた北京のアメ

慮ない批判をする，10 年続いた時事討論番組

リカ大使館に駆け込んだ。その後，米中の交渉

『大話新聞』を突如打ち切りにした。詳細は拙

でアメリカへの出国が認められた。
5）筆者が当時の理事長に行ったインタビューによ

稿「中国への「配慮」強まる台湾・香港メディ
ア（上）
」
『放送研究と調査』2013 年 5 月号参照。
11）
「藍軍」は国民党・親民党・新党など，中国意

る。
6）詳細は拙稿「揺らぐ公共放送の「政治的独立」」
『放送研究と調査』2011 年 6 月号参照。
7）公共テレビは，公共テレビ法の規定に基づき，
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の発端。馬総統はこれを機に対立する王立法院

識が強く，中国と協調することで経済的メリッ
トを得ようとする傾向の強い政治勢力で，一方
の「緑軍」は民進党・台湾団結連盟など，台湾

現在，毎年 9 億元（約 32 億円）の交付金を政

意識が強く，中国に経済的に飲み込まれること

府予算から受け取っている。公共テレビはこの

への警戒心が強い政治勢力。2014 年の「ひま

他にも寄付等の収入はあるが，収入の過半を占

わり学生運動」を契機に設立された「時代力量」

める政府交付金が半額凍結されることは，番組

などの新政党は，こうした旧勢力の双方に批判

制作に非常に大きな影響を与えることになる。

的だが，台湾意識が強い点で「緑軍」に近い。
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