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ビ・中国テレビ・中華テレビはいずれも国民
党の支配下に置かれていたが，台湾の民主化
が進むにつれて多様なメディアを求める声が
高まった。1980年代末にはケーブルテレビが
急速に普及，1997年には当時野党だった民進
党系の民間全民テレビ，1998年には公共テレ
ビも地上テレビ局として放送を開始した。

2000年の総統選挙で民進党の陳水扁氏が勝
利して政権交代が起きたが，国民党は野党と
なった後も中国テレビの株式を握り続けるな
どメディアへの強い影響力を保持し，有識者
の間からはメディアの“政治的偏り”を批判す
る声も高まった。陳水扁政権は2003年，「党・政・
軍のメディアからの撤退」政策を提起し，次期
総統選挙を間近に控える中，国民党などの野
党も賛成を表明した。そして同年，ラジオ・テ
レビ3法の修正案が立法院（国会）を通過して，
政府や政党が放送局に投資したり役員に就任
したりすることが禁じられると共に，“独立規
制機関”としてのNCCの設立を定めた「通信放
送基本法」が成立したのであった。

　2. NCC設立の経緯
基本法成立後，NCC設立の具体的な手続

きなどを定めた法律の制定に移り，行政院は
NCC委員を行政院長（首相）が指名し，立法
院の同意を得た上で任命するという法案を用
意した。しかし法案が本格的に審議される直

  はじめに
台湾では，放送事業に対する政治からの干

渉を排除すると共に，放送と通信の融合とい
う時代の潮流を反映させるため，アメリカの独
立 規 制 機 関FCC（Federal Communications 
Commission,連邦通信委員会）などに範を取っ
たNCC（Na t i o n a l  C ommun i c a t i o n s 
Commission,国家通信放送委員会，以下NCC
と表記）が2006年2月に設立された。しかし
NCCはもともとの期待とは裏腹に，発足当初か
ら与野党の激しい主導権争いに巻き込まれた。
2007年4月には2人の委員が行政院（内閣）から
停職処分を受け，NCC委員が揃ってこれに反
発するなど，NCCと行政院の関係は全面戦争
とも言える様相を呈している。本稿では，2007
年3月に行った現地調査をもとに関係者による
NCCへの評価を紹介し，問題点を浮き彫りに
していくが，その前にNCCの発足に至る歴史・
経緯を簡単にたどっておくことにする。そして
今後NCCが進むべき道について，与野党の対
立から距離を置くことにまずまずの成功を収め
た公共テレビと比較しつつ検討したい。

　1. NCC誕生までの歴史
台湾では，中国大陸での内戦に敗れた国民

党が本拠を移した1949年以降，長期にわたっ
て一党支配体制を敷き，言論の自由を厳しく
制限してきた。主な地上テレビ局の台湾テレ

政治対立に翻弄される台湾の“独立規制機関”
～苦悩深める「国家通信放送委員会」～

   山田賢一　



91JULY 2007

前の2005年7月，行政院新聞局の審議委員会
が国民党などの野党に近いと見られるケーブ
ルテレビ向け衛星テレビ局「東森」のニュー
スチャンネル「東森新聞S台」に対し，“やら
せ”映像の放送といった不正行為の多発を理
由に免許更新を認めないという“事件”が起
きた。これに対し野党は「言論の自由への介
入」と態度を硬化させ，立法院での多数を頼
みに，NCC委員は立法院の各政党の議席数
に比例した形で推薦するという新たな法案を
同年9月，強行採決で可決した。しかもこの

「国家通信放送委員会組織法（以下NCC組織
法と表記）」は，NCC委員の選出が，そもそ
も多数を占める野党がさらに有利になるよう
な“工夫”がなされていた。図1に示すように，
NCC委員の選出にあたっては，最初に立法
院の議席数に比例した形で各政党が合わせ
て11人の審査委員を推薦する。すると野党
系（“藍”派と称されるので藍と表記）が6人，
与党系（“緑”派と称されるので緑と表記）が5
人になる。次に各政党が議席数に比例した形
でNCC委員の候補者を推薦，これは藍8人，
緑7人となるが，さらに行政院推薦の3人を
加え，この18人の中から13人を選出するこ
とにした。候補者の段階では行政院推薦の候
補を緑とすると藍8人，緑10人である。とこ

ろが審査委員のうち藍の6人が結束して藍の
候補を推したため，選出されたNCC委員は
藍8人，緑5人となった。各政党が直接NCC
委員を推薦する場合なら7対6になるのだが，
それより藍が1人多くなったのである。

「公正・中立」を標榜するはずのNCC委
員が，実際は党派色の濃厚なやり方で選出さ
れたことから，NCC委員のうち緑の1人が即
刻就任を拒否，さらに藍の1人と緑の2人も
NCCの“政治化”を理由に就任を辞退，NCC
は2006年2月に発足した当初から，欠員が4
人も出た上，藍7人と緑2人という，党派のバ
ランスが悪い形でスタートすることになった。

　3. NCCの業務と運営
NCCの業務について，NCC組織法第三条

には，以下のように記されている 1）。
一　　 通信・放送監督政策の制定，法令の制

定，立案，修正，廃止及び執行
二　　 通信・放送事業運営の監督管理と免許

証の交付
三　　通信・放送システムと設備の審査
四　　通信・放送工事技術規格の制定
五　　 通信・放送伝送内容のクラス分け制度 2）

及びその他の法律事項の規定
六　　通信・放送資源の管理
七　　通信・放送競争秩序の擁護
八　　安全な情報流通のための技術規格と監視
九　　 通信・放送事業間の重大な争い及び消

費者保護の案件の処理
十　　 通信・放送における海外事務と国際交

流・協力案件の処理
十一　通信・放送事業に関わる基金の管理
十二　通信・放送事業の監督，調査と裁決
十三　 通信・放送関連の法令違反事件に対す

る取締りと処分
十四　 その他の通信・放送事項の監理

図1　NCC 委員選出
NCC委員選出審査会（政党比例）

藍　6人 緑　5人

藍　8人 緑　7人 行政院　3人

政党比例で推薦された委員候補

投票

結果
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もともと交通部・新聞局・交通部電信総局
に分かれていた機能をNCCに統合しており，
通信・放送に関わる政策の立案から執行まで
幅広い業務を管轄している。業務実施のため
の組織は，図2のようになっている。このう
ち「営運」は運営，「伝播」は放送，「政風」は
倫理を意味する。また監理処は台湾を3つの
地域に分けて設置されている。

具体的な運営状況だが，NCCの委員会議
は定例のものが週1回あるほか，随時臨時の
会議を開くことができる。発足から2007年4
月末までの1年あまりの間に，既に160回の
委員会議が開かれており，この中には5日間
続けて開いたことや，午前中と午後に1回ず
つ開いたこともあった。さらに様々な公聴会
やフォーラムを主催したり，海外での調査研
究やWTOの会合に参加したりするなど，精
力的に活動している 3）。

委員会議では，必要があれば出席委員のお
おむねのコンセンサスを得た上で意思決定に
あたる「決議」を出すが，決議に反対の委員
は「不同意見書」を出すことができ，実際に
これまで多くの「不同意見書」が出されてい
る。NCCが2007年4月28日に第一号を発行
した月刊『NCCニュース』の中では，委員会
議における重要決議が紹介され，NCCの業
務の概要を知ることができると思われるの
で，主なものを見てみたい。

2006 年 4月 12日

ケーブルテレビ向け衛星ニュースチャンネル

「東森新聞S台」の扱いが議論された。「東森新

聞S台」は，“やらせ”の映像を放送するなどの不

正行為が多かったとして2005年7月に一度行

政院新聞局から免許更新を拒否され，その後訴

願委員会で免許自体は認める裁定が下されてい

た。NCC委員会議の決議では，当該チャンネル

は従来ニュース以外の番組の比率が高かったこ

と，情報源を主に姉妹チャンネルの「東森新聞」

に頼っていたことを指摘し，今後ニュースチャ

ンネルとしての専門性を高めるよう，1か月以内

に具体的な行動計画を提出するよう求めている。

5 月 19日

「党・政・軍のメディア撤退」政策について，

一部のメディアで期限後も党・政・軍関係の持

ち株が処分されていない問題が議論された。そ

して違反状態にあるメディアについては，6か月

以内に改善することを求め，これを免許更新の

際の重要な判断材料にするとの決議を採択した。

6 月 12日

台湾最大の通信事業者である中華電信による

IPTV 4）事業であるMOD（マルチメディアオン

デマンド=ビデオオンデマンドに加え，ニュー

スやスポーツなどの生放送を見たいときに見ら

れるようにしたサービス）について議論された。

台湾では，ケーブルテレビの普及率が85%程度

と非常に高いが，通常1地区に1事業者しかい

ないことからその「独占性」に対する批判も強く，

行政院は競争推進の観点から中華電信のIPTV

事業参入をある程度後押しし，2004年3月から

サービスが行われてきた。しかし中華電信の株

の40%以上を交通部が所有していたことから，

中華電信がメディアを経営するのは「党・政・軍

のメディア撤退」政策に違反するという問題が生

図 2　NCCの組織構成
委員会議（13人）   主任委員　副主任委員

主任秘書

総合企画処

参事，技監

営運管理処

資源管理処

北区監理処

中区監理処

南区監理処

技術管理処

秘書室

人事室

政風室

会計室

伝播内容処

法律事務処
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じたのである。このままでは競争相手であるケー

ブル事業者から訴えを起こされると見たNCC

は，関係者からのヒアリングの後，委員会議で

「開放型プラットフォーム」という構想を提起し

た。中華電信はすべてのケーブル事業者や番組

事業者に対しインフラの使用を認めて回線利用

料などを徴収，自らはチャンネル運営を行わな

いというものである。「党・政・軍のメディア撤退」

政策と整合性を取り，巨大な通信事業者の参入

を警戒するケーブル事業者にも配慮した苦肉の

策であるが，既に基本的には民営化した中華電

信としては，収益を伸ばすためにはある程度チャ

ンネル運営に関与せざるを得ないと考えており，

その後も細部の詰めが行われている。 

10 月 13日

携帯電話向けテレビ放送の試験放送担当事業

者を決定した。決議によると，北部地区はヨー

ロッパの技術方式であるDVB-Hを公共テレビ・

中国テレビ・中華テレビが担当，アメリカのクァ

ルコム社が開発したメディアフロー方式を同社

が担当，南部地区はDVB-Hを通信事業者の中華

聯網が担当することになった。

2007 年 2月 16日

台湾のラジオ界で圧倒的な周波数帯域を持つ

中国ラジオに対し，「宝島網」と「音楽網」という

2つの台湾全土向けチャンネルを当局に返還す

るよう求め，ラジオ界における公正競争推進の

環境づくりを図った。

3 月 8日

台湾衛星テレビの『江山越南情』など5つの結

婚紹介番組について，数人の女性の姓名や年齢

を紹介し，結婚仲介サービスを行っていると見

られるとして，「番組広告化」を理由に罰金を課

す決議を採択した。

このようにNCCの業務は，放送番組内容

のチェックをはじめ，放送局の株主構成のあ
り方，さらにIPTVや携帯向け放送といった
デジタル化に伴う新サービスなど，多岐にわ
たっていることが分かる。

　4. NCCの“正当性”のゆらぎ
4-1 違憲判決の衝撃

NCCはこの1年あまり，多くの重要な問題に
関わってきたが，2006年7月の段階で，その“正
当性”を大きく揺るがす事件が起きた。NCCは
そもそも各党派の推薦した有識者が藍7対緑2
という偏った割合でスタートしたため，緑陣営
からはNCCの委員選出方法が行政権の侵害に
あたるとの批判が出て，行政院では司法院（最
高裁）大法官会議に憲法解釈を求めていた。大
法官会議は7月21日，第613号解釈文を発表し，
NCC委員の選出方法を定めたNCC組織法第
四条第二項と第三項について，政党比例方式
をもとに委員を選出するのは行政院の人事決
定権をほぼ完全に剝

はくだつ

奪するもので，責任政治
と権力分立の原則に違反し憲法違反だとの解
釈を示した。そして同時に，2008年末までは
NCCが通信・放送行政に関して行う決定は有
効であるとした。2年半もの経過措置を設けた
大法官会議の結論は，行政権の侵害を主張す
る緑陣営と，NCCの合法性を主張する藍陣営
の双方に配慮したような内容だったが，これに
よって双方の陣営の争いは一層激しくなった。
緑陣営は「NCCは違憲の存在なので，一刻も
早く委員は辞任し改組せよ」と主張する一方，
藍陣営はNCC委員にあと2年半留任して職務
にあたるよう求めたのである。

NCCが悪戦苦闘を続けるさなかの2007年3
月初旬，筆者は調査のため台湾を訪れ，NCC
では主に最高責任者である蘇永欽主任委員
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（写真1）に話を聞いた。
蘇氏はそもそもNCCが設

立された背景について，「党・
政・軍のメディア撤退」「言
論の自由」「通信自由化」の

3つを挙げ，“独立規制機関”という性格づけ
には双方で争いはなかったと指摘する。とこ
ろが委員選出方法をめぐる紛糾があった結果，
その運営の現状は「とても困難」だという。特
に大法官会議による違憲判断が出てからは，
行政院がNCCに対し「個別の事案の裁決は認
めるが，通信・放送政策は行政院の裁定を仰
がねばならず，産業政策は行政院の関係部署
の管轄とする」などとした措置を通知し，政策
立案の分野では主導権を発揮しにくい状況に
なっていることが大きいようだ。違憲判断が出
たことについて蘇氏は，「仕事がやりにくいの
で辞めたいが，放り出すわけにもいかないの
で，経過措置よりも早い2008年1月には辞め
ることにし，それまでに立法院に法改正をす
るよう求めた」と話す。これも即時辞任を求め
る緑陣営と2年半の続投を求める藍陣営の主
張の間を取った苦肉の策という印象を受ける。

4-2 NCCの中立性への疑念
NCCにとってさらに大きな問題は，藍7対

緑2という委員構成に対し緑陣営が投げかけ
ていた「NCC=藍CC」との批判が，違憲判決
で一段と勢いを増したことである。こうした
批判に対して蘇氏は，「何と答えても無意味
だ。NCCは正しい道を歩んでおり，言うこと
よりも実行することが重要だ」と述べ，NCCが
藍陣営に偏っていないことを実績で示すとの
意向を表明した。実際，2007年2月16日に藍
系のラジオ局である中国ラジオに2つの全国向

けチャンネルの返還を求めた決議は，行政院
からの圧力があったとはいえ，その中立性を
ある程度評価できる事案である。その一方で，
2006年6月12日に「非合法ラジオ局」をめぐっ
てなされた議論は，必ずしも中立とは言いき
れない面があった。問題の事案は，台湾南部
の非合法ラジオ局が6月上旬に放送した聴取
者参加番組の中で，野党国民党主席への“襲撃”
を示唆する発言があったとして一部のメディ
アで大きく報道されたものである。NCC委員
会議では，臨時動議としてこの問題が議論さ
れたが，結論は「非合法ラジオ局の取り締まり
は本委員会2006年度施政計画の重要プロジェ
クトである」「特に言論が刑事犯罪や治安の破
壊に関わるものの場合，政府と一体の立場で
協力する義務がある」などとなっている。これ
だけ見るとまっとうな結論に見えるが，台湾の
ラジオ局の歴史を知る者からすると，“藍”に
偏った内容に見えるのである。もともと台湾の
メディアは“藍”の国民党が長く支配してきたこ
とは既述の通りだが，ラジオは特に中国ラジ
オという国民党直系のメディアが独占的な地
位を占め，言論の自由も規制されていたため，
緑陣営のラジオ局は非合法局としてスタート
せざるを得なかった。従って非合法ラジオ局
の取り締まりは，周波数帯域の再分配とセット
で行われなくては「中立」にならないのである。

NCCの中立性が問われる事案の1つにこの
中国ラジオの株式売却問題がある。中国ラジ
オは国民党が長らく株式の大部分を所有して
いた放送局であり，「党・政・軍のメディア
撤退」政策の大きなターゲットの1つだったの
だが，国民党はその株式をまず藍系の中国時
報グループに売却，その後2006年12月，や
はり藍系でかつて台北市長選に立候補したこ

写真1
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ともある「UFOラジオ」の元経営者，趙少康
氏の会社に転売されたことが分かった。しか
し中国ラジオの株式を購入した趙氏の4つの
会社は資本金がいずれも1億円以下で，大手
ラジオ局を買うだけの資金の出所がはっきり
しないという問題があったほか，UFOラジオ
も実質的には趙氏が経営し続けていると言わ
れることから，趙氏によるラジオメディアの

“独占”色が強まる懸念も指摘されている。蘇
主任委員はこれについて，趙氏が政党幹部で
ないことから「党・政・軍のメディア撤退」は
問題にならず，外資の介入もないとした上で，

「最大の問題は趙氏の夫人がUFOラジオの大
株主になっていることで，過度の集中をきた
すおそれがある」と述べた。NCCはこの問題
で2007年2月16日に臨時の委員会議を開き，
趙氏の妻が所有するUFOラジオの株式の比
率を34%から10%以下に引き下げることなど
を承認の条件とすることを決めた。

5. 政府から見たNCC
次にNCCを取り巻く各関係者の見方を紹

介していく。最初は政府だが，緑陣営の政府
からすると，藍陣営に人事の主導権を奪われ
たNCCは目の上のたんこぶのような存在で
ある。筆者が台湾を訪問した当時，メディア
を管轄する行政院新聞局長だった鄭文燦氏
（写真2）は，その後台湾テレビの株式売却を
めぐる問題で批判を受け4月に辞任したが，
行政院とNCCの関係を理解するのに役立つ

と思われるので，鄭氏への
ヒアリングの内容はそのま
ま掲載する。鄭氏はNCC
組織法の一部が違憲と判断
されたあと，行政院は既に

法改正案を作成したと説明する。この法案
では，行政院が5～7人の委員を指名するこ
とや，NCCは政策面で行政院の各部局と調
整することなどが定められているという。行
政院からすると，通信や放送に関する政策を
策定するのは新聞局や交通部の仕事であり，
NCCが行政院と違う道を歩もうとするのは

「不正常」だというわけである。また鄭氏は番
組内容の規制についてもNCCへの不満を隠
さない。陳水扁総統の辞任を求める抗議運動
が高まった際，一部のテレビ局は小学生が「阿
扁（陳総統のニックネーム）を断頭台へ」と叫
んだ映像を繰り返し放送したが，NCCは全
く反応しなかったという。 また外国人女性の
姓名や年齢を紹介する結婚紹介番組について
は，「人身売買ではないか」という人権の視点
からの批判が出たが，NCCは積極的に動こ
うとしなかったと鄭氏は指摘する（その直後
のNCC委員会議で「番組広告化」を理由にし
た罰金処分が出された）。5月に発足する張俊
雄行政院長の内閣が新聞局長人事やNCCへ
の対応をどうするのか注目される。

6. 各政党から見たNCC
次に政党の見方だが，緑・藍の各陣営が

NCCのどういった点を問題視したり支持した
りしているのかを見ていきたい。最初にNCC
に批判的な緑陣営で，民進党の管碧玲立法委
員（写真3）から紹介しよう。管氏は特に人権
擁護の視点から，NCCの対応が“なまぬるい”

と指摘する。台湾のメディ
アは過当競争の中で，ニュー
スの渦中にある人物に対し
ては，容赦なく家の前で24
時間体制の張り込みをする

写真 2 写真 3
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のだが，管氏は陳水扁総統の娘婿が汚職で逮
捕された事件で，テレビ局が娘婿の家族や掃
除の女性まで追い回して撮影しインタビュー
を試みたことに触れる。この件で新聞局はメ
ディアのあり方を批判したが，NCCはメディ
アの「自律」を重んずるという建前のもと，何
も対応しなかったというのである。確かに今
のNCCはムチとしての「規律」よりも放送事業
者の自由度を尊重する傾向があり，この点は
メディアNGO関係者の多くも問題視している。
また管氏は，陳水扁総統の退陣を求める抗議
活動に対し批判的な論陣を張った非合法ラジ
オ局が，のきなみNCCに取り締まられたと不
満を示す。非合法ラジオ局の多くは緑陣営な
ので，管氏はその利益を代弁しているわけで
ある。そして管氏が最も強く批判する対象は，
蘇永欽主任委員である。管氏によれば，蘇氏
は国民党の次期総統候補である馬英九前主席
の「最も親密な友人」で，中立性に疑念がある
上，かつては独立委員会メンバーの選出方法
として政党比例による推薦の仕組みを使うの
は「違憲」と反対していたのに，その政党比例
によって作られたNCCの主任委員に自らが就
任すると手のひらを返すように「合憲」と言い
出したという。管氏からするとNCCが中国ラ
ジオに強い態度で臨んでいるのも“演技”に過
ぎないように見えてしまうのである。

藍陣営は，国民党の2人の立法委員に聞い
た。このうち洪秀柱氏（写真4）は，独立機関
としてのNCCが必要な理由として，民進党
政権になってからメディアへのコントロール
が「一層ひどくなった」ことを挙げる。行政
の広告予算を餌に自らに都合のいい内容の放
送をさせようとしたり，TVBSや東森など藍
系の放送局に対し，政府系銀行が融資を武

器に脅したりしているとい
う。TVBSや東森の件はも
し事実であれば重大な問題
だが，詳細について聞くと，
洪氏は「関係者に影響があ

るので具体的には言いにくい」と答えた。また
NCC組織法第四条が大法官会議によって違憲
と認定されたことについて，洪氏は「行政の
人事権が強すぎることは良くない」として，各
政党の推薦人を今の二倍に増やしてその中か
ら行政院が選ぶなどの代替案を打ち出してい
ることを説明した。候補者の選定にはなんと
しても議会が関わろうというわけである。そ
してNCCの運営状況については，「放送事業
者は，NCCは理論中心で実態をあまり知らな
いと言っている」「結局は政府寄りになる」な
どとやや批判的な評価を下し，特に中華電信
によるMODのサービスについて，「開放型プ
ラットフォーム」でもケーブル事業者にとって
は脅威であるとして，NCCに対応を求めた。

一方，かつてアメリカの
ABCに勤めていたという雷
倩立法委員（写真5）は，民
進党の管氏とは逆に，NCC
が「政治的な理由で」非合法

ラジオ局の取り締まりをしていないと批判す
る。NCCによる非合法ラジオ局への対応につ
いて，緑陣営は「過剰」と判断し，藍陣営は「不
足」と見るのである。もっとも雷氏はNCCへ
の失望はあるもののそれは委員のせいではな
く，NCCのボイコットに精を出す民進党や新
聞局に問題があるとの立場である。また雷氏
は2005年に東森新聞S台が新聞局から免許更
新を拒まれたことは，民間の銀行を含め金融
機関が放送局への融資に慎重になるという反

写真 4

写真 5
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応を引き起こしたと批判する。アメリカ型の経
済自由主義を旨とする雷氏は，放送メディア
を管理する根拠だった「電波は稀少資源」とい
う状態はもう過去のものとなったので，政府の
メディア管理は全廃して独立規制機関に任せ
るべきだというのである。では組織法の一部
が違憲と判断されたNCCをどう作り直すかと
いうことになるが，雷氏はNCC組織法改正の
前に，中央選挙管理委員会組織法の改正を手
がけるという。これは選管の委員をNCCのよ
うに政党比例で選出するという藍陣営の案で
あり，既にNCCで違憲とされたはずの政党比
例方式を持ち出すのは奇妙に映るが，藍陣営
が選管委員に自派の人間を送り込みたいのは，
前回の総統選挙の際に住民投票を同時に実施
したことと関係がある。与党が住民投票の内
容を一方的に決められる状況では，住民投票
の設問内容を与党側に有利な項目にすること
で，総統選挙の結果に影響しかねないからで
ある。中央選挙管理委員会組織法の改正をめ
ぐっては，与党がボイコットを図る一方，野党
は予算案を人質にするなど5月に入っても与野
党の抗争が続いており，NCC組織法の改正も
いつ手が着けられるか見通しが立っていない。

7. メディアNGOから見たNCC
学者や市民有志でつくるメディアNGOは

NCCをどう見ているか，まず「媒体改造学社」
のメンバーと面談し，主に召集人（代表）で
国立中正大学副教授の羅世宏氏（写真6）から

話を聞いた。羅氏は特に放
送番組内容の規制について
NCCの対応が「対症療法」
にとどまっていると指摘す
る。例えば番組の内容が実

態としては企業や製品の広告になっている場
合，当局は「番組広告化」として罰金を課す
ことができるのだが，放送局にとっては30万
元（約100万円）程度の罰金なら払っても大し
て痛くないというのである。特に「プロダク
ト・プレイスメント」と呼ばれる，番組の中
に広告と明示しない形で商品などを入れ込む
やり方は蔓延しており，羅氏はNCCが「番組
広告化」を理由に時には一定期間の放送停止
といった強権を発動してもよいと主張する。
また羅氏は，台湾でケーブル事業者の多くが
1地区1事業者の状態で独占的地位を謳歌し
ているのに，NCCはこの問題への取り組みが
消極的だと指摘する。良い内容の番組を作る
番組制作事業者がケーブルから排除される一
方，買い物チャンネルは全く野放しにされる
など，弊害が目立っているというのである。
そして羅氏は今後NCCを改善するための方
策として，専門能力のある人を委員に選ぶこ
とや，一層の情報公開を挙げた。羅氏によれ
ば，NCCが現在公開しているのは委員会議の
決議など結論だけで，各委員の発言内容は公
表していないし，会議自体も公開していない。
NCCに公開を求めたところ，「複雑なので公
開しても分からない」と回答したという。また，
ケーブル事業者の顧客数なども「企業秘密」と
して教えてもらえないという。羅氏は，メディ
アは公益性のある存在なので，もっと多くの
ことが公開されるべきだと考えている。この
ほか，同じ媒体改造学社のメンバーで，台湾
大学新聞研究所の洪貞玲助教授は，大手新聞
の中国時報グループが中天テレビや中国テレ
ビの株式を購入した，いわゆる「多メディア
所有」の問題にNCCが対応していないことを
取り上げ，NCCはイデオロギーが市場主義者

写真 6
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に偏し「業者に甘い」と批判した。
次に台湾媒体観察教育基金会の会長で，世

新大学助教授の管中祥氏（写真7）に聞いた。
管氏は，NCC委員の定数が13人となっている

ことについて，アメリカの
FCCが5人で構成されるの
と比べ「多すぎる」と難色を
示す。通信・放送に関する
決定事項はすべてNCCを通

すので業務が膨大になるのに，13人で議論し
ていては効率が落ちるというわけである。もっ
とも実際に発足した際のNCCは9人，さらに4
月に2人が停職処分になったため現在は7人で
運営しているため，この問題は改組の際に議
論される見込みだ。このほか情報公開につい
ては羅氏と同様で，「委員会議の結論の公開は
新聞局が担当していた時代よりも進歩したと
言えるが，各委員の発言も公開すべき」と述べ
る。NCCは管氏の要求に対しては「集団で意
思決定を行っているので公開しない」と答えた
という。羅氏への回答と同様，あまり説得力の
ある議論とは思われない。

8. 最近のNCCをめぐる動き
筆者が台湾を訪問した3月初旬以降，台湾

のメディア界では大きな事件が続発し，当然
ながらNCCも激動の渦に巻き込まれた。まず
3月26日，ケーブル向け衛星テレビ局大手の
TVBSが「特ダネ」として，暴力団員が拳銃を
手に他の暴力団員を名指しし「見つけたら殺
す」と脅す様子を撮影したビデオを放送した。

この映像は大変な反響を呼んだが，ビデオ
は支局の郵便受けに投函されていたと当初説
明していたTVBSはその後，実際は支局の
記者が自ら撮影したことが判明し，当該の記

者ら2人を解雇したとの声明を発表した。映
像が視聴者に恐怖感を抱かせた上，“やらせ”
の疑惑まで出てきたとあって，藍系のTVBS
に反感を持つ緑陣営を中心に世論の大きな
反発が起きた。NCCは30日の委員会議で，
TVBSの総合チャンネルとニュースチャンネ
ルのそれぞれに対し罰金100万元（約350万
円）を課し，社長に1週間以内の辞任を求め
たが，この決定に対し，緑陣営と藍陣営の双
方から批判が出た。緑陣営は，TVBSが2006
年末にもアヒル飼育農家がアヒルの脱毛のた
めコールタールを使っているとするニュース
を十分確認しないまま報道（実際は松脂だっ
た），農家に大打撃を与える事件を起こした
ばかりであることを挙げ，一定期間の放送停
止など厳しい処分を要求した。一方藍陣営は，
メディアの役員人事にNCCが口を挟むのは
問題があると指摘した。NCCへの批判が高
まる中，行政院は4月10日，NCCの2人の
委員について，「職業運転手としての資格を
持たない自分の家族を運転手として雇ってい
た」ことを理由に停職処分とした。これに対
しNCCは「公務員懲戒法に停職という処分は
ない」などと強く反発，2人の委員の職務復
帰を求める「行政救済」の手続きを取ること
にし，行政院とNCCの関係は全面戦争を思
わせる様相となった。その後のNCC委員会
議は取りあえず7人で開催しているが，もと
もとの定数13人の過半数ギリギリで，NCC
は今や満身創痍というのが実態だ。

9. 公共テレビとの比較で見たNCCのあり方
NCCが受ける様々な批判の根っこは，政党

比例による委員選出というもともとの生い立
ちにある。しかし審査委員が政党比例で選出

写真 7
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されている公共テレビの運営は，基本的に「公
正・中立」との評価を受けており，緑・藍の
両陣営とも大きな不満を示してはいない。こ
の違いはどこから来るのか。

公共テレビの前会長である行政院の呉豊山
政務委員（無任所相）は，公共テレビの役員は
行政院が指名し，政党比例で選ばれる審査委
員の権限は「審査」にとどまる点がNCCと違
うと指摘する。政党は公共テレビの役員人事
に直接介入してはいないのである。また，台
湾媒体観察教育基金会の管中祥氏も委員の選
出を政党比例方式で行ったことがNCCを“藍
CC”に変質させる“荒唐無稽”なやり方だった
と批判し，NCC委員の選出も公共テレビの役
員と同様に，行政院が指名し，政党比例で選
出された審査委員の4分の3以上の同意で承
認するという方式が望ましいとしている。立
法院は行政院の人事案に対する拒否権だけ
持っていれば良いという考えである。しかし
呉豊山氏は，NCCと公共テレビの違いについ
てもう1つ指摘する。それは，公共テレビは
政策に関する意思決定機関ではなく，双方の
立場を紹介すればそれで済むのに対し，NCC
は公権力を行使する意思決定機関であるとい
う点である。個々の意思決定について完全な
中立を守るのは実際には難しいと呉氏は言う。
さらに現在の公共テレビが，イギリスのBBC
などと違って視聴率が低く，影響力が限られ
ていることも，藍・緑の各陣営がさほど目く
じらをたてていない理由と言えるかもしれな
い。メディア規制という両陣営にとってきわ
めて重要な“戦場”で意思決定を行える機関と
なれば，各政党が「介入」したくなるのは事実
で，台湾のような政治風土のもとでNCCを正
常に機能させるのは至難の技なのである。 

おわりに 
政治圧力から独立したメディア規制機関と

して期待を受けながら，発足早々政治対立の
荒波に飲み込まれたNCCの1年間を見てき
たが，残念ながら今のところ正常化に向けた
視野は全く開けていない。この原稿を執筆中
の5月上旬には，1947年2月に起きた国民党
による住民虐殺事件「2・28事件」のドキュメ
ンタリーを行政院の委託で制作した緑系の三
立テレビが，2・28事件とは関係がない，国
民党が上海で共産党関係者とされる人間を処
刑した映像を使っていたことが発覚，今度は
藍陣営がNCCに厳格な処分を要求する事態
となった。

結局のところ，台湾の藍・緑双方の陣営が，
メディアを「事実の伝達手段」というよりも

「宣伝の道具」と考えがちなことが問題の根
本にあるように思われる。NCCを今後正常
に機能させるには，単にNCC委員の選出方
法を変えるにとどまらず，比較的中立な立場
と見られる媒体改造学社や台湾媒体観察教育
基金会などのメディアNGOが一層活発に活
動し，メディアの基本的性格の“改造”に取り
組む必要があると言えよう。

（やまだ けんいち）

注 :
1）NCC組織法の全文は，拙稿『台湾の“独立規制機関”

ようやく成立』放送研究と調査 2006年 4月号参照
2）子どもを有害な番組から守ることを目的に，番

組を「普通級」「保護級」「補導級」「制限級」
の 4 クラスに分類し，各クラスの放送時間を決
める仕組みとなっている

3）詳細は NCC のホームページ http://www.ncc.
tw/ 参照

4） IPTV は，インターネットプロトコルを使って
ビデオサービスを実現しようというもので，イ
ンターネット TV と異なり，閉じたネットワー
クである電話会社の IP 網などを利用するもの




