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  はじめに

2016年 5月にスタートした台湾の民進党の
新政権は，国民党時代と比べて「メディアの
公共性」を重視しているのが特徴で，3月号
ではこのうち①公共放送の充実，について紹
介した。本稿では，新政権のメディア政策の
もう1つの眼目である，②「財閥のメディア
支配」排除，について取り上げる。この報告も，
2016年 12月に台北で行った現地調査に基づ
く。構成は以下のとおりとする。

台湾の民進党の新政権は，「メディアの公共性」を重視した政策を展開しており，3月号の（上）編では，公
共放送の充実について紹介したが，本稿では，もう1つのテーマである「財閥のメディア支配」排除について
見ていく。台湾では，以前からメディアは企業オーナーの所有物という側面が強い。特に2008年，中国時報・
工商時報・中国テレビ・中天テレビを傘下に持つ中国時報グループの経営悪化を受けて，食品事業者大手の
旺旺グループが同グループを買収した事案は，中国事業で多大な利益を上げる旺旺傘下のメディアの報道が
急速に「中国を褒めたたえる」ものになったとされたことから，世論の関心を高めた。こうした問題に対する
新政権の具体的な取り組みだが，財閥系の通信事業者「遠傳」がケーブルテレビ事業者大手「中嘉網路」の買
収で合意した事案について，前政権末期に独立規制機関の国家通信放送委員会（NCC）が条件付きで承認した
にもかかわらず，新政権は「脱法行為の疑いがある」としてNCCに再審査を求めた。2017年2月，中嘉網路
は売却の断念を発表，新政権による「財閥のメディア支配」排除への強い態度が反映された形である。今後は，
現在NCCが策定中の「反メディア集中法案」がどのような内容となって国会に提出されるか，その法案が成
立するかどうかが焦点となる。

「メディアの公共性」を重視する
台湾新政権のメディア政策（下）
～「財閥のメディア支配」排除～

メディア研究部　山田賢一　
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Ⅰ　台湾における
　　「財閥のメディア支配」問題の経緯

台湾で財閥によるメディア支配の問題が大
きく取り上げられるようになったのは，大手
食品事業者旺旺グループがメディア事業に進
出した事案からである。旺旺はもともとせん
べいのメーカーだったが，オーナーの蔡衍
明氏は中国事業で多額の利益を上げたあと，
2008年に当時経営が悪化していた中国時報グ
ループから経営権を引き継ぎ，一夜にして新
聞の中国時報・工商時報と，テレビの中国テ
レビ・中天テレビを擁する，クロスメディア
所有の事業者となった。その後，系列のメディ
アでは中国を肯定的に取り上げるニュースが
急増したことから，メディア関係者の間では
報道の客観性・公平性に問題があるとの疑問
の声が高まり，メディアNGOなどは独立規
制機関である国家通信放送委員会（NCC）に
対し，「報道の自主自立」や「メディア集中の
回避」の観点から何らかの規制を課すよう主
張した 1）。しかし，旺旺はその後もメディア
買収の拡大に動き，2010年にはケーブルテ
レビ事業者大手の中嘉網路（以下，中嘉）を，
さらに2012年には旺旺によるメディア集中
を強く批判していたりんご日報まで巨額の資
金を投じて買収に合意させた。一方，こうし
た財閥のメディア支配への一般市民の反発は
ピークに達し，買収反対の市民運動が激化し
たため，蔡氏は結局，中嘉とりんご日報の買
収を断念した 2）。この問題を機に，台湾では

「反メディア集中法」の制定を求める声が高
まり，実際に2013年，行政院（内閣），民進党，
国民党の楊麗環国会議員，台湾大学の4 者が
それぞれ「反メディア集中法案」を作成した。

例えば行政院の法案では，チャンネル事業者
の合併で平均視聴率のシェアが15％を超え
る場合は合併を認めないなど，具体的な制限
が盛り込まれていたが，商業局からの異論も
強く，結局どの法案も棚ざらしとなっていた。

また台湾の財閥によるメディア買収では，
財閥によるメディアの私物化やメディア集中
による言論の多様性の喪失に加えて，背後
にもう1つ大きな懸念があった。それは中国
による台湾メディアへの影響力の拡大であ
る。台湾を統一することを目標とする中国は，
1996年に初の総統直接選挙を成功させ民主
化・独自化の道を進む台湾への懸念を強めて
おり，台湾メディアへの影響力を行使するこ
とで，台湾世論の中国からの離反を防ごうと
している。具体的には，台湾メディアのオー
ナーによる中国ビジネスの拡大に便宜を図る
といった方法を取ることで，オーナーが編集
部に中国への配慮を求める形での自主規制が
既存メディアで進んでいると言われる 3）。

本稿では，財閥のメディア支配や中国の影
響力をめぐって議論を呼んでいる3つの事案
を紹介する。

Ⅱ　具体的事例

Ⅱー1　通信事業者「遠傳」によるケーブル
テレビ事業者「中嘉」買収事案

ケーブルテレビ普及率が85％とも言われ
る台湾では，ケーブルテレビのインフラを受
け持つ事業者は独占的な力を持つ。台湾での
ケーブルテレビ運営は47の地区に分かれて
行われているが，ほとんどの地区では1社し
か運営しておらず，視聴者がケーブルテレビ
事業者を選べない上，300あるチャンネル事
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業者もまた，それぞれの地区においてケーブ
ルテレビ事業者を選ぶことができない（図）。
従って，台湾でのテレビ事業の中でケーブル
事業を制することは利益・政治的影響力の両
面で大きな意味を持つのだが，中でも中嘉は
加入世帯数 116万と現在は台湾最大の事業者
で，その影響力は大きく，これまで多くの事
業者が買収を試みてきた。まず2006年，外
資系ファンドのMBKが株式の60％を取得し，
支配権を握った。その後 2010年，先述の旺
旺が中嘉の買収でMBKと合意したが，反対
運動もあって挫折，2014年に別の食品事業
者である頂新グループが，600億元（約 2,100
億円）を超える価格で買収することで合意し
た。ところが頂新はその直後に食品安全をめ
ぐる不祥事が発覚してこれも挫折，2015年に
は通信事業者の遠傳が買い手として名乗りを
上げた。放送・通信融合の時代の中で，中嘉
が持つケーブルテレビの顧客基盤に魅力を感
じたものと見られている。もっとも，遠傳の
株の一部を政府が保有していることから，直
接株式を取得すると2003年に改正されたラ
ジオテレビ三法 4）に定める「党・政・軍のメ

ディア撤退」に抵触する。そこで遠傳は，外
資系のMSPE Asiaに中嘉の株式を購入させ，
MSPE Asiaが発行する社債を引き受ける形
で，事実上の支配権を獲得するやり方を取っ
た。

遠傳は，石油化学・セメント・小売り・通
信・金融などの事業を展開する財閥の遠東
グループと米AT&Tの合弁会社で，NTTド
コモとも提携関係がある，台湾で第3位の通
信事業者である。放送と通信の融合が進む
中，通信事業者による放送事業者の買収は世
界的に行われている。このうちアメリカで
は，AT&Tが衛星放送最大手のDirecTVの
買収を仕掛け，2015年，独立規制機関であ
るFCC（米連邦通信委員会）の条件付き認可
を受けた。一方，韓国では2015年，移動体
通信事業最大手のSKテレコムがケーブルテ
レビ事業で国内トップのCJハロービジョン
の買収で合意したものの，韓国の公正取引委
員会は2016年 7月，有料放送や移動体通信な
どの市場で独占・寡占が生じ，公正な競争を
阻害するおそれがあるとして，不許可の決定
を下した。こうした事案はそれぞれ条件が異
なるのも事実だが，経済効率の向上と，独占・
寡占の弊害のどちらを重視するかは，判断が
分かれているのが現状である。

ちなみに，数年前にも同様の事案があった
ので，その経緯について簡単に触れておく。
2009年に富邦グループという財閥系携帯電
話大手の台湾大哥大が，中嘉と並ぶ大手ケー
ブルテレビ事業者KBROの買収を発表した。
しかし台湾大哥大も遠傳と同様，政府が一部
の株式を所有していたので，「党・政・軍の
メディア撤退」原則に抵触するとして，いっ
たんNCCから却下された。そこで台湾大哥

図　台湾におけるケーブルテレビの構図

チャンネル
事業者

ケーブルテレビ
視聴者

ケーブルテレビ
事業者
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大は，買収者を財閥のオーナーである蔡兄弟
の個人出資の会社に切り替えるという，や
や脱法的なやり方を取った。これに対し消
費者団体やメディアNGOからは，メディア
集中がもたらす弊害を懸念する声が出たが，
NCCは2010年，「当該の会社について党・政・
軍による株式の所有はない」として，条件付
きで買収を承認した。国民党政権では，通信
事業者の放送事業者買収への規制はやや緩め
だったと言える。しかし，政権が交代すれ
ば，NCC委員は任期満了となった時点で交
代し，行政院（内閣）がリストアップした新
しいNCC委員の候補を立法院（国会）の多数
の同意で承認することから，そうした規制に
ついての基本方針も変わる可能性がある。

さらに，遠傳の事案では，遠傳の背後に中
国資本が存在するかもしれないという疑念も
あることが，問題の議論を複雑化させている。
この問題での台湾の各界の声を紹介していく。

Ⅱ－1－1　国会議員

この件で買収に対し最も厳しい姿勢なのは，
やや与党に近い新興政党「時代力量」の黄

こう

国
こく

昌
しょう

議員である 5）。黄氏は旺旺による中嘉やり
んご日報の買収に反対する市民運動を続けて
きた経緯がある。黄氏によると，メディアに
は以下の3つの機能がある。
・政府に対する監視
・財閥に対する監視
・多元的観点の紹介

そして，財閥によるメディア買収でこうし
た公益機能が損なわれてはならないと黄氏は
主張する。さらに旺旺をめぐる議論が活発
化した2013年に，NCCと民間からそれぞれ

「反メディア集中法案」が提出されたものの

結局廃案になったことに
ついて，「メディア財閥
が裏で反対した」と批判
した。その後の選挙で5
議席を獲得した時代力量
は，2016年3月に改めて

「反メディア集中法案」を
提出したが，いまだに審
査もされておらず，黄氏

はメディアオーナーの反対によって与党民進
党の腰が引けているとの見方を示した。

遠傳のケースについて黄氏は，遠傳が中嘉
を買収すればメディア界での影響力が非常に
大きくなることと，メディアが財閥を監視す
る力が弱くなることを主な問題として指摘し
た。そして基本的には，言論の自由や消費者
の権益に関する影響が経済効率を上回る場合
は反対だと述べ，この事案にも一貫して反対
していると述べた。

民進党の管
かん

碧
へきれい

玲議員は，
遠傳の事案に関しては同
党議員の多くが反対して
おり，党議員団としての
決議はしていないが自分も

「良くない」との疑念を持っ
ていると説明した。そし
て財閥がメディアを買収す
る背景に，

・（傘下のメディアでの報道を通じた）財閥
のイメージ改善

・中国ビジネスにおける利益
の2点があるため，高値で買収が行われると
分析した。

国民党の陳
ちんがくせい

学聖議員は，反メディア集中と
いう点に関しては与野党にコンセンサスがあ

時代力量
黄 国昌議員

民進党
管 碧玲議員
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るとした上で，遠傳のオー
ナーについては様々な批
判もあり，社会の圧力が
強いと買収案は通らない
のではないかと述べた。

全体に，遠傳の中嘉買
収には厳しい見方が目立っ
た。

Ⅱ－1－2　政府当局

遠傳の中嘉買収をめぐって，政府当局の対
応は二転三転していた。遠傳による買収方針
が決まったのは2015年 7月で，当時はまだ国
民党政権の時代だった。2016年 1月の総統選
挙では政権交代の可能性が高いと見られてい
たため，財閥に厳しい民進党政権が成立する
前の駆け込み買収との見方も出ていた。この
事案について審査したNCCは，民進党の蔡
英文氏が総統に当選し，国会も民進党が過半
数を獲得した選挙から11日後の2016年 1月
27日，買収を条件付きで認める決定をした。
新しい国会議員が就任する2月 1日の直前の
決定だったことから，民進党の多くの議員が
強く反発，再審査を求める事態となった。こ
れに対しNCCは，「再審査をすることはな
い」と繰り返していたが，中嘉の株式を直接
購入するのが外資系企業だったことから，外
資の台湾投資について審査する経済部の投資
審議委員会がこの事案の最終審査を行った。
そこで委員会は同年 9月，表面的には外資に
よる投資だが実際の買収者は遠傳だと認定
し，「党・政・軍のメディア撤退」条項に抵
触する脱法行為だとして，NCCに審査を差
し戻したのである。経済部投資審議委員会と
NCCの担当者にヒアリングを行った。

投資審議委員会は，もともと外資の台湾投
資を促進するため，50年以上前に設立され
た組織で，窓口となる経済部に加え，財政部，
外交部，国家発展委員会，内政部など20の
政府部門の次官らが委員を務める。従ってこ
の委員会の決定には，時の政権の意向が反映
されることになる。

張
ちょう

銘
め い ひ ん

斌執行秘書による
と，遠傳の中嘉買収事案
は，まず投資審議委員会
が窓口となって NCC と
通信事業を管轄する交通
部に審査を求め，その結
果をもとに可否を判断す
ることになるという。そ

して張氏は，外資誘致を審議する際，「国家
の安全，国民の健康，政府の発展政策等に
悪影響を与えないもの」を誘致するのが基本
原則だと説明した。同時に，台湾への投資
に対して様々な制限が課される中国資本が当
該の事案に含まれているかどうかについては，

「確認はかなり難しいが，国家安全局や法務
部調査局などの部署の協力も得つつ，株主
の背景を調査している」と述べた。国民党政
権より民進党政権のほうが，財閥のメディ
ア買収の裏に中国資本があるのではないか
という懸念を強めている。張氏はNCCが再
審査に応じなかった場合は経済部がそのま
ま決定することにしていたが，NCCが再審
査を始めたので，その結果を待ち，NCCの
通知が来てから1か月以内に最終的な結論を
出すと述べた。

NCC の洪
こうていれい

貞玲委員は台湾大学社会科学
院の教授で，メディアNGOの「媒体改造学
社」でも活動してきたメディア研究者であ

経済部投資審議委員会
張 銘斌執行秘書

国民党
陳 学聖議員
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る。政権交代後の2016
年 8月から4年間の任期
でNCC委員に就任した。
洪氏は，新体制となった
NCCの基本理念は，メ
ディア産業の市場メカニ
ズムと公平な競争の重視
だと強調する。また，メ
ディアの特性として，単

純な「商品」ではなく「文化」の側面もある
ので，「経済価値」だけでなく言論の自由や
多元性などの「社会価値」も考慮する必要が
あり，社会価値をより重視することもありうる
と述べる。そのため現在，反メディア集中法
案のためのワーキンググループが社会の意見
も参考にしつつ法案を作成し，内部で検討
中だという。

遠傳の事案については，かつてNCCが台
湾大哥大の事案で買収を認めたことを説明
する一方，国会には反対の声が多いことも
指摘した。買収の裏に中国資本が存在する
のかどうかの問題については，「中国資本が
台湾メディアに投資することは明確に禁止
されており，この買収事案にも多くの疑問
が存在するが，NCCには調査する権限はな
い」と述べ，国家安全局などの調査結果を待
つ考えを示した。

Ⅱー2　ケーブルテレビ事業者
「台湾数位光訊科技」による
チャンネル事業者「東森テレビ」買収事案

これは，ケーブルテレビのインフラ事業者
によるコンテンツ事業者買収という，「垂直
統合」の事案である。買い手の台湾数位光訊
科技（以下，台数科）は台湾の大手ケーブル

MSO 6）のうちの1社だが，加入世帯数は30万
と規模は最も小さい。一方，買収される側の
東森テレビ（以下，東森）は総合・ニュース・
幼児教育・映画など8チャンネルを持ち，関
連会社がアメリカやアジア向けに複数のチャ
ンネルを展開するなど，ケーブルテレビ向け
チャンネル事業者では最大手と言える。東森
の株式の61％は現在，アメリカの投資会社
カーライルが所有している。2015年，カー
ライルがこの株式を中国企業の傘下にあるア
メリカの企業に売却することで合意したこと
が明らかになり，中国が台湾のメディアに影
響力を行使する動きとして，台湾のメディア
関係者や市民の間で懸念が広がった。この合
意は，価格面の交渉でその後決裂，新たに先
述の台数科が2016年 10月，買収に名乗りを
上げた。この事案も同様に関係者の見方を順
に紹介する。

Ⅱ－2－1　国会議員

時代力量の黄国昌議員は，遠傳と台数科の
事案はやや異なると述べ，その理由として，
台数科のケーブルテレビ市場でのシェアが中
嘉より低いことを挙げた。ただ，台数科が買
収に用意する資金にもし中国資本が含まれる
場合は反対するとの立場を表明した。民進党
の管碧玲議員は，「中国資本が背後にあるか
どうかを確認するのは難しい」と述べ，態度
を明確にしなかった。国民党の陳学聖議員は，

「台数科の背後に中国資本がなければ問題な
い」と述べ，全体に，メディア集中の問題よ
りも中国資本の有無を重視した回答だった。

Ⅱ－2－2　メディア研究者

新台湾国策シンクタンク顧問の盧
ろ

世
せい

祥
しょう

氏

NCC
洪 貞玲委員
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は，この事案は反メディ
ア集中の視点から最も
問題視される「垂直統
合」に当たるので，中
国資本の有無に加えて，
メディア集中の問題が
クリアできるかが重要
だと述べた。同時に盧
氏は，デジタル融合は

時代の趨勢であり，仮に2つの問題がクリア
されれば，その流れを阻止すべきでないとの
考えも示した。

胡
こ

元
げん

輝
き

中正大学教授
は，中堅の全国紙の自
立晩報社長や台湾テレ
ビ社長，中央通信社社
長などを歴任したメディ
ア人である。胡氏も盧
氏と同様，この事案が

「垂直統合」であること
に注目しているが，買

収に対する見方は盧氏よりも厳しく，ケーブ
ルテレビ事業者がチャンネル事業者を買収す
る垂直統合は，基本的にシェアにかかわらず
禁止すべきだと主張した。そしてこの事案の
審査は，策定中の「反メディア集中法案」が
国会を通過するまで待つべきだと述べた。

Ⅱ－2－3　チャンネル事業者

チャンネル事業者の団体である衛星ラジ
オテレビ事業商業同業公会の陳

ちん

依
い

玫
ばい

事務局長
は，台湾のテレビチャンネル事業者は，地域
独占状態にあるケーブルテレビ事業者からコ
ンテンツへの対価を買い叩かれており，台湾
のテレビ広告市場が小さいことやOTTの普

及もあって大変な苦境
にあると訴えた。そし
て，「お金が入れば良
い番組が作れる。でき
るだけ高値で売りたい
ので，自由に売らせて
ほしい」と述べ，業界
にとっては買収への規
制強化は好ましくない
との見方を示した。

Ⅱ－2－4　政府当局

経済部投資審議委員会の張銘斌執行秘書
は，中国資本の有無に関しては，「あるとの
証拠がない以上は推定無罪」と述べた上で，
2社が結合した場合の問題の有無について，
現在NCCと公平交易委員会（台湾の公正取
引委員会）が，
・市場の自由競争
・メディア集中
の2つの観点から審査を行っており，NCCの
意見を受けてから1か月以内に結論を出すと
述べた。一方，NCCの洪貞玲委員は，買い
手の台数科のシェアは低いものの，売り手の
東森の影響力は大きく，言論の自由を重視す
る観点から，特に台数科がニュースチャンネ
ルを持てるかは審査の重点の1つになると述
べ，仮に承認する場合でもニュースチャンネ
ルは切り離すよう求める可能性を示唆した。

Ⅱー3　中国の OTT 事業者「愛奇芸」の
台湾進出事案

この事案は台湾の財閥によるメディア買収
ではないが，最近，中国資本による台湾のメ
ディア市場支配への懸念が高まっていること

衛星ラジオテレビ
事業商業同業公会

（STBA）
陳 依玫事務局長

中正大学
胡 元輝教授

新台湾国策
シンクタンク
盧 世祥顧問
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から，同様に取り上げることとする。
中国ではここ数年，アメリカのNetflixの

ように，テレビ番組や映画のコンテンツを買
い集めて自社サイトで提供するOTT事業者
が急成長し，激しい競争を繰り広げている 7）。
このうち一部の事業者は海外進出に乗り出し
ており，検索最大手の「百度」系列の大手事
業者「愛奇芸」は，「2,000本の映画コンテンツ」
などを売り物に，2016年3月に台湾でユーザー
獲得を始めた。しかし，愛奇芸は台湾の政府
当局（経済部）から認可を得ていない。これ
は台湾では中国資本が台湾のメディア事業に
投資することを禁止していることが背景にあ
るが，愛奇芸はその後，「情報サービス業」
の名目で台湾の政府当局に認可を申請した。
この事案についての各界の反応は以下のとお
りである。

Ⅱ－3－1　国会議員

民進党の管碧玲議員は，「もっと以前から
こっそり入っていた」と指摘したが，愛奇芸
にどう対処するかについては，特に立場を述
べなかった。国民党の陳学聖議員は，OTT
を政府が管理するのは難しいと認めた上で，

「文化市場は完全な自由市場ではない」と述
べ，今後，仮に合法化する場合でも，愛奇芸
が台湾の番組を購入して中国で視聴できるよ
うにすべきだと「相互主義」を主張した。

Ⅱ－3－2　メディア研究者

新台湾国シンクタンク庫顧問の盧世祥氏
は，「中国のOTT事業者がわざわざ人口 2,300
万人の小さな台湾市場に進出するのは，純粋
な商業目的ではない」と述べ，その背後に台

湾世論への影響を与えようという政治目的が
あると懸念を示した。中正大学の胡元輝教授
は，「中国のOTT事業者は実際の影響力が
あるので慎重に対処すべき」と述べるととも
に，現在，台湾のOTT事業者は小規模で乱
立しているとして，公共放送グループと中華
電信が協力して台湾最大の映像送信プラット
フォームを作り，商業局にこのプラットフォー
ムを開放するという，中国事業者という「黒
船」への対策案を披露した。

Ⅱ－3－3　政府当局

この問題で文化部の鄭麗君部長は，愛奇芸
が認可を得ないまま台湾に進出してきたこと
について「好ましくない」との見解を示して
いるが，具体的な対策には触れていない。経
済部投資審議委員会の張銘斌執行秘書は，愛
奇芸の申請に対し，2016年 11月に「不同意」
の結論を出したと説明した。その理由として
張氏は，中国側が台湾のOTT事業者の進出
を受け入れていないことを挙げたが，一方で，
不同意と通知しても愛奇芸は撤退せず，台湾
に設置した代理店を通じてサービスや課金を
継続していると述べ，取り締まりは難しいと
の見方を示した。そして今後は，愛奇芸を取
り締まるより，中国との交渉で「同等の待遇」
を要求する方針を示した。NCCの洪貞玲委
員は，認可を得ずに違法状態であることと，
中国資本であることの2つの問題を指摘した
が，「現在NCC内部で議論をしており，具体
的な政策を策定するまで至っていない」と述
べた。
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Ⅲ　まとめ

2016年 12月に行った現地調査のあと，遠
傳の事案に関して新しい動きがあった。2017
年 2月 8日，中嘉は買い手として名乗りを上
げていたMSPE Asiaへの株式売却を断念す
ると発表したのである。その理由について中
嘉は，「審査の長期化による運営計画への影
響を避ける」としているが，現地調査の際に
台湾の大手紙の幹部は「買収が承認される可
能性はほとんどない」と話しており，遠傳と
中嘉が却下という結果を先取りして撤退した
ものと見られる。

今回のテーマである「財閥のメディア支配」
排除に関しては，遠傳のケースのように，ア
メリカや韓国などでも見られる，通信事業者
による放送事業者の買収事案が 1つの懸案と
なっているが，台湾の場合は他国と異なり，
中国資本の有無も買収の可否を考慮する材料
になっていることが分かった。政府の経済部
投資審議委員会の動きを見る限り，民進党の
蔡英文政権はこの問題に関して，国民党時代
よりも厳しい態度で臨んでおり，与党民進党
や与党に近い時代力量も同様である。蔡英文
政権が前政権よりもメディアの公共性，言い
換えるとNCCの洪貞玲委員が述べた「社会
価値」に，より重きを置いていることの表れ
だろう。また，中国に対する警戒心も前政権
より明らかに強いが，一方で，愛奇芸の台湾
進出に関しては，力ずくで阻止しようとする
動きはない。これは愛奇芸など中国のOTT
事業者の参入を阻止することが物理的に難し
いことに加え，民主・自由・多元性に高い価
値を置く蔡英文政権としては，中国のように

ネット上に「Great Firewall」と呼ばれる国
内外を遮断する壁を作るような行為は，対外
イメージを悪化させるだけでなく，台湾の人々
の支持も得にくいと考えているものと思われ
る。

蔡英文政権による「メディアの公共性重視」
の改革は，「財閥のメディア支配」排除に関
しては遠傳の中嘉買収を事実上阻止するな
ど一定の結果を出したと言えるが，今後は
NCCが策定中の「反メディア集中法案」の行
方が注目される。

  （やまだ けんいち）

注：
 1） 詳細は拙稿「「言論の多様性」と「公正な報道」

には何が必要か」（『放送研究と調査』2009 年 9
月号）参照。

 2） 詳細は拙稿「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。

 3） 注 2 に同じ。
 4） 廣播電視法（ラジオテレビ法），有線廣播電視法

（ケーブルラジオテレビ法），衛星廣播電視法（衛
星ラジオテレビ法）の 3 法を指す。2003 年に一
括して「党・政・軍のメディア撤退」，すなわち党・
政・軍が放送局の株式を所有することや役員を
派遣することの禁止を定めた法改正が行われた。

 5） 黄議員をはじめとする関係者の詳しいプロフィー
ルについては，拙稿「「メディアの公共性」を重
視する台湾新政権のメディア政策（上）」（『放送
研究と調査』2017 年 3 月号）参照。

 6） Multiple Systems Operator の略称。ケーブルテ
レビ局を運営する事業者の中で，複数のケーブ
ルテレビ局を統括して運営する事業者を指す。台
湾では 1990 年代に中小事業者の買収・合併を通
じて MSO 化が進み，2001 年に 5 大 MSO への
集約が完成した。

 7） 詳細は拙稿「激しく競い合う「中国版 Netflix」」
（『放送研究と調査』2016 年 8 月号）参照。


