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  はじめに

台湾で今，公共放送と政権与党の関係が微
妙な状態となっている。台湾の公共放送は，
公共テレビ（公視＝PTS）が1998年に放送を
開始したのが始まりである。公共テレビはもと
もと年間予算が40 億円程度と小規模な1チャ
ンネルのみの放送局だったが，その後 2006
年に商業局から転換した中華テレビ（華視＝
CTS）を，また2007年には少数派住民向けの
客
ハ ッ カ

家チャンネルと原住民チャンネル1），それに
海外向け放送の宏観チャンネルを取り込んで
規模を拡大，アナログ放送だけで5チャンネル
を擁する公共放送グループ（公廣集団＝TBS，
Taiwan Broadcasting System）となった。と
ころが2008年5月に発足した国民党の馬英九
政権は，野党の頃から公共放送の“肥大化”
に厳しい目を向けていたこともあって，グルー
プの中核の公共テレビに対して交付する予算の
半額を立法院（国会）で長期間「凍結」（削除
はしないものの執行を一時的に停止すること）
するなど，公共放送への“圧力”を強めている。
本稿では，台湾における公共放送の歴史・概
況を紹介した上で，新政権発足後，政権与党
と公共放送の関係，さらには政権与党と台湾

メディアの関係に何が起こりつつあるのかにつ
いて，2008年11月の現地調査の結果も踏まえ
つつ検証する。

 １  台湾の公共放送の歴史
台湾では，中国での内戦に敗れ1949年に

大陸から移ってきた蔣介石が率いる国民党が，
長年にわたって一党独裁体制を敷き，メディア
を強くコントロールしてきた。このため「編集権
の独立」を基本理念とする公共放送は存在の
余地がなく，1962年に開局した台湾テレビ（台
視＝TTV），1969年に開局した中国テレビ（中
視＝CTV），1971年に開局した中華テレビの3
局はいずれも国民党や政府当局の傘下にある
商業局であった。

その後李登輝政権の下での民主化運動の進
展で，1997年に当時野党であった民進党系の
民間全民テレビ（民視＝FTV）が成立した一方，
政治的に中立な公共放送を求める声も高まった
ことから，新たに制定された公共テレビ法に基
づいて，1998年7月に公共テレビが開局するこ
とになった。公共テレビの予算は行政院（内閣）
から毎年交付される9億元（約24億円）が中
心で，一部寄付金なども含めおおむね40 億円
程度と小規模であるが，優秀な番組に贈られる
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「金鐘奨」の受賞数が毎年商業局を圧倒するな
ど，番組の質の高さには定評があった。

そこでメディア研究者やジャーナリストなど
でつくる「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は，「過当競争
で商業局の番組の質が低下している中で，優
良な番組を作り出す公共放送は拡大させるべき
だ」とする運動を繰り広げた。2000年から与党
となっていた民進党政権はこの主張をほぼ受
け入れ，2006年1月には商業局の中華テレビ
を公共化する条例が可決されて，同年7月，中
華テレビは公共テレビを中核とする公共放送グ
ループの一員となった。また，それまで毎年入
札で商業局にチャンネル運営を委ねていた少数
派住民向けの客家チャンネルと原住民チャンネ
ル，さらに海外向け放送の宏観チャンネルにつ
いても，毎年担当局が入れ替わるのではノウハ
ウが蓄積されず人材育成もままならないとの指
摘を受け，2007年1月から公共放送グループ
の一員となった。従来一貫して商業局主導だっ
た台湾のテレビ界でも，公共放送の地位が少
なくとも表面的には向上しつつあった 2）。

 ２  政権交代とメディア政策の変化
こうした流れに変化が起きたのは，2008年1

月の立法院選挙と3月の総統（大統領）選挙で
いずれも国民党が与党民進党に対し地すべり
的勝利を収め，政権を奪還してからである。国
民党は既に野党時代から，公共放送の“肥大
化”を警戒しており，2007年の予算については
1億元（約2.7億円），また2008年の予算につ
いては，公共テレビと中華テレビの統合の道
のりが明確でないなどとして，行政院から
の交付金の半額に当たる4.5 億元（約12億円）
を，当時から多数を占めていた立法院で「凍

結」，公共テレビの支出に対する監視を強めて
いた。しかし多くのメディア関係者は，国民
党が公共テレビの予算を凍結する真の目的は，
公共メディアへのコントロール強化にあると指
摘する。その根拠とされるのが，台湾最大の
通信社である中央通信社と海外向けラジオ局
の中央ラジオ（央廣）に対して国民党がとった
対応である。

自陣営の“党工”を幹部として派遣
中央通信社は，もともと1924 年に中国大陸

の広州市で設立された通信社で，当時の国民
党宣伝部に属していた。国民党の台湾移転以
降は台北に本拠を置き，台湾の民主化に伴っ
て1996 年に財団法人に改組，公共メディアと
しての側面を強めることになった 3）。しかし中
央通信社の幹部の人事権は今でも政府当局に
ある。従って民進党政権の時代は民進党が自
派の人物を幹部として送り込んでいたのだが，
そうした幹部も一応はメディア界の出身者で
あった。しかし政権に復帰した国民党が中央
通信社の副社長として送り込んだのは，馬英
九総統の選挙戦のスポークスマンを務めた“党
工”（党職員）で，メディアに従事した経験の
ない人物だった。こうした風潮に報道の自由の
危機を感じ，2008 年10月に抗議のため中央
通信社を辞職した荘豊嘉氏（現台湾新聞記者

協会会長）は，職場の
同僚あてに公開の手紙
を残した。中央通信社
の変ぼう振りが克明に
書かれているので，少
し長くなるが引用する

（カッコ内は引用者注）。
「おととし，（陳水扁荘豊嘉 氏
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総統の汚職問題を追及する）赤シャツ部隊が
総統府を包囲したとき，国内報道センターは
編集会議を開き，各部署の全ての記者を動員
して，深夜も交代制で現場に詰め，いかなる
動向もニュースとして漏らすまいとやってきまし
た。その後私は，このニュースにこれだけの
態勢を取ったのは中央通信社と中天テレビ（台
湾のケーブル向け衛星テレビ局）だけだった
ことを知りました。（中略）赤シャツ部隊の数か
月にわたる活動の中で，私は“赤シャツ部隊の
ニュースをあまり書くな”などという電話を受け
たことは，上司の誰からも，1回もありません
でした。（中略）しかし最近は，多くの政治担
当の記者が一様に一種の圧力を感じています。
どのニュースが“地雷”に触れるか分からない
ので，一見全く安全そうなニュースでさえ，問
題が起きうるのです。例えば新聞局が馬英九
総統執政100日の世論調査に関する研究会を
行ったニュースでは，ニュースが新聞局の発表
したものであるばかりか，取材すべき学者まで
指定されていました。しかしその学者がちょっ
とだけマイナスの内容を述べたために，社長は
原稿を書き直すよう命令し，記者はやむなく夜
中の2時に起きだして書き直したのです。（中
略）私が自分自身と皆さんにはっきりさせてお
きたいのは，中央通信社は国家（「台湾全体」
の意味）の通信社であり，国民党や民進党や
政府の通信社ではないということです。経費は
新聞局がくれるのではなく，人民の納める税
金から来るのです」4）。

筆者は2008年11月下旬に調査で台湾を訪
問した際，荘氏にもヒアリングを行った。荘氏
によると，同年8月に中央通信社に着任した総
編集長は，馬英九総統の選挙参謀だった人物
で，着任後「馬総統や行政院にとってマイナス

となるニュースは出してはならない」との指示を
出した。そしてそれまでの総編集長と管理部
総監，業務部総監（総監は部門長）の合わせ
て3人が異動となったが，異動の理由は明らか
にされなかった。また，現在の中央通信社は，
野党民進党の活動に関する記事の配信を深夜
に行うようになったという。これでは中央通信
社に記事配信を依存している中小の新聞社は
朝刊に載せられない。

海外向けラジオ放送の中央ラジオも，中央
通信社と似たような経緯をたどった。中央ラジ
オは1928年に南京で設立され，日本軍が南
京を占領した後は国民党と共に重慶に拠点を
置いて国際宣伝放送に努めた。1949年に台湾
に移転してからは中国大陸向け放送を実施し
てきたが，1998年に財団法人となり，現在は
毎日13の言語で海外向け放送を行っている 5）。
2008年5月に国民党政権が発足して以降，中
央ラジオの運営状況にも変化が起きた。中央
ラジオも中央通信社と同様，幹部の人事権は
政府当局にある。民進党政権の時代に任命さ
れた幹部の任期はまだ残っていたのだが，政
権獲得後中国への接近を一層進める与党国民
党は，「番組の司会者が馬英九総統を罵ってい
る」などとする中央ラジオへの批判を噴出させ
た。そしてこうした動きを受けて，中国の新聞
が中央ラジオを批判した記事を，台湾行政院
の新聞局が中央ラジオの会長にファックスで送
りつけていたことも明らかになった。鄭優会長
ら7人の幹部は10月，馬英九政権から「中国を
あまり批判するな」などと圧力を受けたとして，
抗議のため集団で辞任する意思を表明した。
この問題についてメディアを管轄する新聞局の
史亜平局長は，中国批判をやめるよう圧力を
かけた事実はないと反論したが，国民党はさっ
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そく中央ラジオの幹部ポストに自派の人物を派
遣した。こうした動きに対し，報道の自由のた
めに活動する国際組織のIFJ（International 
Federation of Journalists＝国際ジャーナリス
ト連盟）は10月，政府当局による中央通信社
や中央ラジオへの「介入」を非難する声明を発
表，事態は国際問題化する様相を呈してきた。

公共放送への“干渉”
こうした中，国民党政権はさらに，公共テ

レビ法第十一条で編集権の独立自主が保障
されているはずの公共放送グループの運営に
も口を出し始めた。

その第一は，人事問題である。公共テレビ理
事の人事は，公共テレビ法の規定で，特定の
利益の代表ではない「社会の公正人士」から
選出する審査委員が審議して決めることになっ
ている。ところが国民党は，自党の立法委員（国
会議員）4人をこの審査委員に選んだのであ
る。メディアNGOの媒体改造学社と台湾媒体
観察教育基金会は2008年10月，共同で声明
を発表し，国民党の行為は公共テレビの独立自
主の精神を全く尊重せず，公共テレビ法に違反
するとして厳しく批判した。しかし国民党はこう
した批判を黙殺し，さらに公共テレビの理事数
を6人増やす法案を提出，立法院の4分の3を
占める多数を頼みに野党の強い反対を押し切っ
て通過させようとしている。メディア関係者はこ
の動きについて，中央通信社や中央ラジオの運
営を人事によって掌握したのと同様，公共テレ
ビでも自派の理事を過半数にして，民進党政権
の時代に選出された会長や総経理（社長にあた
る）を交替させる狙いがあると見ている。

第二は，公共テレビの予算である。民進党
政権の時代でも一貫して立法院で多数を占め

ていた国民党系の勢力は，2008年の公共テレ
ビ向けの政府予算9億元のうち半額の凍結を
2007年のうちに決め，2009年2月中旬現在も
解除されていない。もともと公共テレビ法には
公共テレビに交付する行政院の予算が9億元と
明記されており，現状では予算を削除すること
は出来ないのだが，「凍結」を1年以上も延 と々
続けることで，公共テレビに圧力をかけている
のである。そして予算の凍結解除のためには，
公共テレビの個々の番組について，新聞局など
政府の担当部局がそれぞれ承認した後に予算
を執行することを求めている。この条件はメディ
ア関係者から「政治の露骨な介入」として激し
い反発を招いた。国民党がここまで公共テレビ
の運営に口を出す理由はいったい何なのか。

国民党側の言い分は，公共テレビは税金で
運営するのだから，その予算の使われ方を監督
するのは当然というものである。また，公共放
送グループは規模が肥大化した中で効率的な
運営が出来ていないとの批判もある。では公共
放送グループの実際の運営状況について，2008
年11月に行った現地調査も踏まえて見ていこう。

 
 ３  公共放送グループの運営は
　　　　　　　         “改善傾向”

現地調査では，まず公共放送グループの鄭
同僚会長にヒアリングを行った。鄭氏は5チャ

ンネル体制（普及度の
低いデジタル放送を除
く）になってほぼ2年
たった公共放送グルー
プの全体状況について，

「公共テレビと中華テレ
ビの統合はまだ低レベ
ルの段階だが，公共テ鄭同僚 氏
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レビと客家チャンネル，原住民チャンネルにつ
いては人事を含めてうまく統合が進んでいる」
と評価する。そして特に，鄭氏が会長に就任し
てからの1年間について，各局・チャンネルごと
に次のように総括した。
・公共テレビ

視聴率が以前の 0.11％から 2008 年は 0.16％
と過去最高水準にまで上昇 6）し，番組の質
の高さを基準に受ける賞も増加した

・中華テレビ

景気の低迷で広告価格が低下する中で，赤
字額は 2006 年の 5.9 億元から，2007 年が 5.1
億元，2008 年が 3.5 億元と徐々に改善した 7）

・客家チャンネル

年 4.6 億元（約 12 億円）の予算で，優秀な
番組に贈られる金鐘奨を公共テレビの次に多
い 4 つ獲得した

・原住民チャンネル

2008 年の番組コンテストで最終選考まで
残った

・宏観チャンネル

同じ予算の中で，新規に制作・購入した番組
の放送が増えた
そして鄭氏は，公共放送グループ全体で年

20 億元程度の予算で，年間広告収入が合わせ
て250 億元に達する商業局よりも多くの金鐘奨
を受賞した事実を評価して欲しいと述べた。

自己評価で多少甘くなっている部分があると
しても，番組の質・視聴率・収支といった基本
的な評価要素に関しては，特に大きな問題は見
当たらない。むしろ台湾で問題になっているの
は，視聴率競争のため血なまぐさい事件の報
道や有名人の“おっかけ”ばかりに狂奔する商
業局のほうであり，メディアを専攻する学者の
中で公共放送グループのパフォーマンスを問題

視する声はほとんどない。では，なぜ国民党か
ら厳しい「監視」を受けるのか。

鄭氏は原住民チャンネルの「部落面体面」と
いう番組についての国民党からのクレームを口に
した。番組のテーマ・観点・登場人物などあらゆ
る面で文句がつく。極端な場合になると，別の
原住民代表の議員が30秒映っていたのに，自
分は28 秒だったとのクレームまであるという。こ
れは，台湾の選挙が最近の日本のように，候補
者がテレビに登場する回数やその際のイメージな
どの影響を受けやすいことがある。特に原住民
チャンネルは特殊なチャンネルで，原住民の人々
の間での視聴率はとても高いことから，議員は
そこで批判的に扱われるのをとても気にするとい
うわけである。そのためもあってか，国民党は，
客家チャンネル・原住民チャンネル・宏観チャン
ネルについて，各番組の予算執行には事前に政
府の担当部署の承認を要するとの決議案を立法
院に提出した。ちなみに，公共放送グループの
各テレビ局・チャンネルへの予算配分の構図は，
図1のようになっている。つまり現状では，各チャ
ンネルへの予算は行政院から一括して来るので
はなく，行政院の各担当部署の予算から各チャ
ンネルに対して交付されているのである。

これに対し鄭氏は，原住民チャンネルを公共
放送グループから切り離すことになる可能性も

図1　公共放送グループの各テレビ局・
チャンネルへの予算配分構図

行政単位

行政院

行政院客家委員会

行政院原住民族委員会

行政院僑務委員会

 テレビ局・チャンネル

→ 公共テレビ（年9億元）

 中華テレビ（なし）

→ 客家チャンネル（年4.4億元）

→ 原住民チャンネル（年3.5億元）

→ 宏観チャンネル（年1.5億元）
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あるが，寄付などを含めても年4億元（約11億
円）程度の予算では，独立したテレビ局として
運営するのは難しいとして抵抗する姿勢を見せ
ている。

また鄭氏は，国民党が再三にわたって公共テ
レビの予算凍結を行う理由について，「表向き
は“成績が良くない”ということだが，実際に成
績は上がってきている。口に出来ない本当の理
由は“俺の言うことを聞け”ということだ。しか
し公共テレビには独立自主の公約があり，会長

が報道部に電話をして
その記事を放送するな
とは言えない」と語る。

次により具体的な状
況について公共テレビ
の馮賢賢総経理に聞い
た。 馮 氏 は2007年12
月に就任した後，視聴

率の向上を重視すると共に，ニュースや時事討
論番組の強化に力を入れてきた。ニュースに関し
ては，2008年から福佬語 8）によるニュースを12
時～ 13時と18時半～ 19時にかけて放送，視
聴率は0.2 ～ 0.3％と公共テレビの番組平均を上
回った。また，新しい時事討論番組『有話好説』
を2008年3月からスタート，このうち週1回は南
部の高雄で行うなど，南部地域の住民へも配慮
している。視聴率向上対策の目玉は再放送を減
らすことで，従来は20時台，21時台でも再放送
が多かったのに対し，2008年は18時～ 23時ま
では極力再放送を行わない方針を打ち出し，初
回放送の時間を年間で700時間増やした。もっ
とも政府予算は増えないので，コスト削減に努
めることで対応したということである。しかし
関係者によると，こうした改革を進めた馮氏が
国民党の最大のターゲットになっているという。

その理由として，馮氏が民進党政権時代の新聞
局長と良い関係だったと指摘する声もあるが，番
組面では2つの点が考えられる。1つは福佬語
のニュースを始めたことである。台湾では，第二
次大戦後に中国大陸から台湾に渡ってきた「外
省人」と，それ以前から台湾に居住している「本
省人」の間に生活習慣や価値観などの面で隔た
りがあり，選挙の際も外省人は国民党に投票す
ることが多いのに対し，福佬語を話す本省人は
民進党に投票することが比較的多いという特徴
がある。台湾政治に詳しい関係者によると，多
くの国民党関係者にとって，公共テレビが福佬

語ニュースを始めることは，民進党を利する行為
に映る。本来，人口の70％を占める人々の日常
言語を使ったニュースがなかったこと自体，異常
なことなのだが，台湾では蔣介石総統の時代に，
少数派の外省人による支配の中で福佬語の使
用が厳しく禁じられていた歴史があり，福佬語
のニュースが2008年にようやく始まったのもこう
した歴史的な背景があるのである。

もう1つは時事討論番組『有話好説』で，週
1回の放送を南部の高雄で行うことが，国民
党関係者からすると民進党支持者の多い南部
を優遇する行為に見えるのである。馮氏による
と，『有話好説』に関しては2008年3月1日に
放送を開始したが，馬英九政権が発足した5
月20日以降になって「このような番組はやるな」
といった圧力がかかるようになった。そして中
央通信社が配信する公共テレビ関係の記事も
一方的なものが多くなったという。馮氏はこう
した状況について，10月にフランスで開かれた
PBI（Public Broadcasters International， 国
際公共放送会議）の席上，記者の質問に答え
る中で，「新政権になって以来，公共テレビの
独立性を破壊する動きが目立っている」「新政権

馮賢賢 氏
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は公共テレビを接収すると脅し，理事や経営陣
を取り替えると脅している」「馬英九新総統は就
任演説の際に，台湾メディアの独立自主を守る
と言ったが，実際は逆のことをしている」などと

“暴露”した。この発言に国民党は反発，10月
30日の立法院教育及文化委員会で，公共テレ
ビの2009年の予算の半額をまたも「凍結」，双
方の対立は先鋭化した。

 ４  国民党・政府の立場
公共テレビへのこうした圧力を強める国民党

や政府の言い分も直接聞くため，国民党につ
いては中華テレビの記者出身である盧秀燕立法

委員にヒアリングを行っ
た。盧氏は公共放送グ
ループそのものを否定
するつもりはないとした
上で，その幹部人事に
ついては，民進党政権
の時代には民進党に近
い人間が幹部に登用さ

れたとの見方を示した。また，グループ化した
ことで本来経営が効率化されるべきなのに，民
間と比べて人の数も金のかけ方も多すぎると批
判した。公共放送のあり方について，台湾では
ヨーロッパや日本とは違う「小さくて美しい」存
在を目指すべきだという。盧氏が商業局時代の
中華テレビ出身のせいもあろうが，国民党には
このように商業局の利益を重視し公共放送の肥
大化を警戒する声が多い。

また盧氏は，民進党時代の2003年に提起さ
れた「党・政・軍のメディアからの撤退」政策
については，政府のメディア干渉は少なくすべ
きで，この政策は国民党政権でも変わらないと
述べた。そこで中央通信社の副社長人事につ

いて質すと，「この人事については論争がある。
メディアの幹部は，メディアの経験や専門性が
あったほうが良い。副社長は立派な人物だが，
社会の誤解を招くことは少ないほうが良い」と答
え，国民党のメディア政策も必ずしも十全のも
のにはなっていないとの認識を示した。メディ
アにどう対処するかという点で，国民党の中も
必ずしも一枚岩ではないことをうかがわせた。

国民党に追随する新聞局
一方，メディアを管轄する政府部門である行

政院新聞局については，ラジオテレビ事業処
の何乃麒処長にヒアリングを行った。立法院に
よる公共テレビの予算凍結問題について何氏
は，公共放送グループがグループとしてチャン
ネル構成をどう統合していくのかなど，将来的
なマクロ計画を立法院が要求したのに，きちん
とした計画が出てこなかったためと説明する。
そして公共テレビは立法院の「合理的な要求」
に早く答える必要があるとの立場を示した。ま
た何氏は公共テレビについて，「人員は商業局
より多いが，番組は少ない。鉄飯碗（「親方日
の丸」の意味）と思っている面，効率性の低い
面がある」と述べた。さらに中華テレビが公共
化したのに政府が全く予算をつけず，中華テレ
ビの公共化が「空洞化」していると指摘される
ことについては，「中華テレビには不動産がたく

さんあるが有効利用し
ていない。中華テレビ
は効率の悪さを棚に上
げて予算を要求してい
る」などと批判，一貫し
て「経営」の視点から
の議論を繰り返した。

新聞局ラジオテレビ

盧秀燕 氏

何乃麒 氏



107APRIL 2009

事業処の何処長と国民党の盧立法委員の公
共放送グループに関する議論には，共通点が
ある。それは評価基準がいずれも経済効率で
あって，番組の「質」には触れていないことで
ある。

政府が与党の政策を執行する存在と考えれ
ば，何氏のこうした立場は驚くには当たらない
が，筆者が新聞局の関係者から聞いた話では，
2008年5月に新政権が発足してから，新聞局
の雰囲気ががらりと変わったという。何氏はヒ
アリングの際，民進党政権時代のメディア政
策を厳しく批判する発言もしており，立法院が
わずかに野党優位だった民進党政権の時と比
べ，議会と政府の双方を圧倒的な勝利で制し
た国民党政権に，新聞局が擦り寄っていると
の印象は否めなかった。

 ５  野党の立場
国民党政権の公共放送をはじめとしたメディ

ア政策を，野党に転落した民進党はどう見て
いるのだろうか。現地調査の際に予定が合わ

なかった管碧玲立法委
員に対し，2009年2月
に電話でインタビューし
た。管氏は国民党の目
的は「全面的なメディ
アコントロール」にある
と指摘する。公共テレ
ビの理事数を増やす提

案，公共テレビや客家チャンネル，原住民チャ
ンネルの各番組予算について政府の担当部署
の事前の承認を求める提案，中央通信社や中
央ラジオの人事はいずれもこの流れの一環だと
いう。また管氏はこの他に，馬英九総統が台
北市長の時に副市長として仕えた側近中の側近

が，最近になって台湾の大手新聞である「りん
ご日報」系の新設テレビ局のCEOに就任する
ことになった事実も挙げる。さらに行政院の高
速道路局が世論調査を委託する際に，与党系
の新聞社である聨合報に本来の価格の2倍以
上の金額を支払ったとして，政府当局がメディ
アの「買収」にも乗り出していると批判した。

公共放送に関しては，公共テレビの時事討
論番組『有話好説』について，「学術界の人間
を呼んできて議論する地味な番組で視聴率も
影響力も高いとはいえないにもかかわらず，国
民党は容認しない」と述べ，現国民党政権が
いかなる批判も許さないという体質になってい
るとの見方を示した。その上で管氏は公共放
送のあるべき姿について，編集権が独立した
メディアとして，商業局が出来ないことをやる，
具体的には多元的文化を紹介し，老人や青少
年といった社会の弱い立場の人たちの声を取り
上げることを挙げた。

しかし管氏は，これまで民進党寄りとされて
きた民視テレビが馬英九総統のインタビューを
批判的視点抜きで放送したことや，同じく民進
党寄りとされてきた三立テレビで鋭い政府批判
が人気を集めている司会者の降板が取りざたさ
れたことなどを挙げ，台湾のメディア状況につ
いて少なくとも短期的には悲観的にならざるを
えないとの見方を示した。

 ６  メディア監視 NGO や市民の動き
台湾は商業テレビ局による過剰な視聴率競

争や，新聞社のイデオロギー優先の報道など，
メディアに関する問題が非常に多く，アメリカ
の調査会社が2006 年に行った調査では，日
本・中国などアジア太平洋地域の10の国・地
域の中で，台湾のメディアへの市民の信頼度

管碧玲 氏
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は1％と最低だった 9）。一方，そのせいでもあ
ろうが，台湾では学識経験者や市民の間でメ
ディアを監視するNGOの活動が活発である。
公共放送の拡充運動や子どもに良い番組の
推薦などを行っている「台湾媒体観察教育基
金会」など“提言型”NGOのほか，個々の報
道を詳細に分析し，各メディアに改善を求める

「新聞公害防治基金会」など“告発型”NGO
も見られる10）。こうしたメディア監視 NGOは，
2008 年10月に国民党が公共テレビの役員人
事の審査委員に自党の立法委員4人を送り込
んだことを，媒体改造学社と台湾媒体観察教
育基金会が共同で厳しく批判するなど，新政
権のメディア政策への警戒を強めていた。そ
の後事態の進行につれ，NGOの反発も一層強
くなっていった。11月6日，中国の民間団体トッ
プの台湾訪問をめぐって，これに反対するデモ
を行った野党支持者と警察の間で暴力を伴う
衝突が起きたが，この際警察当局は，一部の
デモ参加者に激しい暴行を加えた上，当日暴
力を振るった民衆の写真やビデオを提供するよ
う求める文書を多くのメディアに対して出した
のである。媒体改造学社と台湾媒体観察教育
基金会は連名で11月18日声明を発表，警察
の行為は報道の自由を侵害するものだとして強
く抗議すると共に，各メディアやカメラマンに
対し，警察の不合理な要求を断固拒否するよ
う呼びかけた。この問題ではジャーナリストの
国際組織であるIFJも19日，「警察のこうした
行為はジャーナリストを窮地に陥れる」として，
台湾の警察にメディアを通じた証拠収集をや
めるよう呼びかけた。

さらに12月9日，立法院の教育及文化委員
会が公共テレビの2009年度予算について，今
後政府の担当部署に対して番組ごとに企画や

制作費の明細を提示し，事前に許可を得るよう
求める付帯決議を採択すると，メディアNGO
は「公共テレビを守れ！」と広く市民に呼びかけ
る運動に乗り出した。媒体改造学社が中心と
なって公共テレビの予算凍結の即時解除と公
共テレビの自主独立を求める署名活動を始めた
ところ，署名は3週間足らずで88団体，合わ
せて15万近くに達した。また，2009年1月1日
には3,000人が参加して立法院を包囲するデモ
も行われ，公共テレビの経営陣も，こうしたメ
ディアNGOの要求に沿って運営コストや給料
体系などの情報公開に応じる方針を表明，市
民に直接支持を訴える姿勢を明確にした。そ
してこの問題をめぐっては，台湾のメディアも，
野党民進党に近い最大手の自由時報はもとよ
り，中立系のりんご日報，さらには国民党系
と見られてきた中国時報までが「公共テレビは
民進党政権の時代にも政府から嫌われており，
中立のメディアと言える」などと公共テレビへの

“政治介入”を批判する記事を掲載，国民党は
孤立無援の状態となった。馬英九総統は年末
にテレビ局のインタビューの中で，「公共テレビ
の運営に介入するいかなる指示も出していない」
と強調，メディアNGOの市民を巻き込んだ運
動は，一定の成果を上げたようである。

 ７　妥協を模索する政権与党
馬英九政権は公共テレビの問題について表

面的には政治介入を認めないものの，新聞局
の局長だが外交部出身のためメディア事情に
疎いうえ，たびたびメディアに電話をするなど
して不評を買っていた史亜平氏を駐シンガポー
ル代表に転出させるなど，事態の収拾に乗り出
した。後任の新聞局長にはメディア経験のある
人材を起用し，関係が悪化した国民党と公共
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放送グループの間で調停工作を行った。その
結果，凍結が長期間続いた公共テレビの2008
年予算については，社会の公正人士による公
共テレビ運営についての評価グループを作って
検討させることなど，4つの条件をつけた上で
解除することに国民党が同意した。ところが野
党民進党は，客家チャンネル・原住民チャンネ
ル・宏観チャンネルの予算について番組ごとに
事前に政府の担当部署の承認を得るとした国
民党の付帯決議が1月13日に立法院を通過し
たことに反発，公共テレビの予算凍結解除の
文書への署名を拒否した。与党側の譲歩は全
く不十分との立場を示したもので，公共放送グ
ループをめぐる攻防はさらに不透明な状況を呈
することとなった。

 おわりに
台湾で新政権が発足してからのメディア環境

をめぐる変化の中で，公共放送グループが置
かれた苦境の実態について見てきた。公共テレ
ビが発足して10年間，視聴率こそ長く低迷が
続いていたものの，その番組の質の高さと政治
的中立性は，有識者から高く評価されてきた。
それだけに新政権発足後，公共放送グループ
への圧力が急速に高まった背景には，中央通
信社や中央ラジオの人事などからも，国民党
によるメディアコントロール強化という思惑があ
ると見るのが大方のメディア関係者の見方であ
る。国民党がもともと権威主義体制のもとで
長期間一党支配をしてきた政党であるという歴
史的・文化的な問題に加え，民進党政権時代
は政府が少数与党だったのに対して，現在は
国民党が総統のポストに加え議会でも4分の
3を握る圧倒的な勢力を確保していることを考
えると，台湾の公共放送さらにはメディア全体

にとって厳しい環境が続く可能性が強い。中
央通信社を抗議のため辞職し，台湾新聞記者
協会会長となった荘豊嘉氏は，こうした報道の
自由の危機に対処するには，記者同士の情報
交換の強化や海外メディア団体との連携が必
要と考えてIFJやRWB（Reporters Without 
Borders＝国境なき記者団）などと緊密に連絡
を取り，国際世論の喚起に努めている。民主
化した台湾における報道の自由が“逆行”の道
をたどることにならないか，今後注意深く見て
いく必要がある。

（やまだ けんいち）
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1）台湾では，「先住民」は既に消滅した住民との
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com.tw/）参照
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り，視聴率の数値は通常日本より一桁以上低く
なる

7）中華テレビは公共化した後も政府からの予算投
入はなく，広告収入に頼る経営が続いている

8）福佬語は台湾語とも言い，台湾の人口の 70％
を占める福建系のエスニック ･ グループが日常
使用している言語で，台湾の「国語」である北
京語とは発音が大きく異なる

9）中央通信社記事（2006 年 10 月 24 日）
10）メディア監視 NGO の詳細は，拙稿「メディア

の“行き過ぎ”を監視～台湾のメディア NGO
の取り組み～」（『放送研究と調査』2004 年 12
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