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  1  はじめに

台湾では，食品会社の旺旺グループが既存
メディアの買収によってテレビと新聞の経営に
乗り出したが，このことが台湾におけるメディア
のあり方に関する根本的な問題提起として議論
を巻き起こした。メディア研究者の間からは，
旺旺のあり方に強い批判の声が上がり，旺旺も
傘下のメディアを使って反撃するなど，激しい
論争となっている。

論点の1つは，旺旺が大手の地上テレビ局と
ケーブルチャンネル向け衛星テレビ局，それに
大手の新聞社を傘下に置く，いわゆる「クロス
メディア所有」のメディアグループとなったこと
であり，その「集中度」の高さが言論の多様性
に影響しないかという点である。もう1つの論
点は，これまでメディアと縁もゆかりもなかった
旺旺が，オーナーの発言力が極めて強い企業
風土の下で，メディアの責任を自覚して公正な
報道ができるのかという点である。特に旺旺は
中国でのビジネスで多大な収益を上げているこ
とから，旺旺が大手メディアを握ることで，中
国への批判的な報道が自粛されるようになると

の懸念が台湾では強い。
本稿では，この一連の動きを事例として，報

道の根幹を成す「言論の多様性」と「公正な報
道」について考える。

  2  旺旺による中国時報グループの買収と
　   その後の経緯から生じた問題

（1）背景―台湾メディアの歴史的特性―
台湾では，戦後蔣介石政権の軍隊が進駐し，

長期にわたって国民党一党支配による権威主
義体制が続いた。こうした体制下では言論の自
由がないことから，そもそも言論の多様性を目
的とする「メディア集中排除」の概念や法規制
が基本的に存在しなかった。

しかし1980年代末になると新聞の新規発行
が解禁され，ケーブルテレビも急速に普及する
など，メディアの自由化・多様化が一気に進ん
だ。ところが新聞・テレビ共に乱立状態となっ
た結果，多くのメディアは経営が悪化し，新聞
では2005年に『中時晩報』が停刊，2006年に
は『大成報』『中央日報』『台湾日報』『星報』『民
生報』が相次いで停刊となるなど，ここへ来て
再寡占化の動きが出てきている。またテレビ局

「言論の多様性」と
「公正な報道」には何が必要か

～台湾旺旺集団のメディア進出をめぐって～
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も，人口2,300万人の台湾で200ものチャンネ
ルが乱立したため，その多くが赤字経営であ
る。中でも赤字が深刻な地上局の中国テレビ
は2005年12月，それまで株を所有していた国
民党が『中国時報』を主体とするメディアグルー
プに経営権を譲渡，クロスメディア所有の形を
とる「メディア集中」の動きが見られた。こうし
た中，メディア研究者の間では，言論の多様性
を維持するため，欧米諸国のようなメディア集
中排除規制が必要だとする議論が出始めた。

（2）旺旺のメディア進出の経緯
中国時報グループは傘下に『中国時報』『工

商時報』『中時晩報』の各紙を擁していたのに
加え，2002年にはケーブルチャンネル向け衛星
テレビ局の中天テレビを買収，さらに2005年
には中国テレビの経営権も握るなど，クロスメ
ディア所有による経営規模拡大を進めた。しか
し，グループ内の各メディアの経営は，中天テ
レビが比較的好調だったものの，中国テレビの
赤字は止まらず，また新聞も夕刊紙の『中時晩
報』が停刊に追い込まれた他，『中国時報』の
部数減少にも歯止めがかからなかった。中国
時報グループは傘下のメディアを一括して売却
することにしたが，そこで買収に手を挙げたの
が旺旺グループだった。

旺旺グループは1962年に食品会社として設
立されたが，1976年に現在のオーナーである
蔡衍明氏の父親が経営権を持つと，当時まだ
20歳だった蔡氏は経営に参加，翌年には社長
ポストに就いた。その後，日本の製菓会社か
ら技術導入して生産した「旺旺せんべい」が大
ヒット，中国や日本などに進出すると共に，製
品も牛乳，スナック菓子などに多様化した。
2008年には香港の株式市場に上場，同年の売

り上げは前年を42％上回る15億5,000万ドルあ
まり（約1,500 億円），利益は2億6,000万ドル
あまり（約250 億円）に達している1）。

中国時報グループが2008年11月に旺旺へ
の経営権委譲を発表すると，メディア研究者
の間からは，旺旺がメディア経営の経験を持
たない上，オーナーのワンマン色が強いことへ
の懸念の声が上がった。学者やジャーナリス
トでつくる台湾のメディアNGOも，中国テレビ
と中天テレビの役員人事変更申請を受けた独
立規制機関の国家通信放送委員会（National 
Communications Commission,以 下NCC）に
対し，テレビや新聞の公共性・公益性を理由に，
旺旺への経営権委譲について厳しい審査をす
るよう求めた。

ラジオテレビ法13 条と14 条2）にはメディア
の株主や経営陣の変更に関する許認可権限
が行政の管轄部門にあることが定められてお
り，新聞局からその業務を受け継いだ NCC
は，「言論の多様性維持」が民主社会の重要
な要素との認識から，裁量権を行使すべきと
の判断に傾き，行政手続法107条3）に基づい
て，「メディア集中」の問題を主要なテーマとし
た公聴会を開くことにした。2009 年5月8日に
開催された公聴会では，旺旺とメディア研究
者・メディアNGOの間で熱を帯びた論争が交
わされた4）。

論争のポイントは，
① テレビや新聞といった主要メディアにおける

報道の自主自立はどのように担保されるか
② メディアが集中度を増してゆく中で，言論の

多様性はどう担保されるか
の2点に整理できる。この2点に関するメディ

ア研究者・メディアNGO側と旺旺グループ側
の主張，それを受けてNCCが出した決議，そ
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の後の事態の展開をまとめておく。

（3）論点 1：報道の自主自立
メディア研究者・メディア NGO の主張

報道の自主・自立に関してメディア研究者やメ
ディアNGOは，旺旺が中国時報グループの経
営権を握った後，系列のメディアで中国を肯定
的に取り上げるニュースが急増するなど，報道の
客観性・公平性に疑問があることを提起した。

公聴会でメディア研究者を代表して発言した
のは，中正大学放送学科の羅世宏准教授，中
央研究院社会研究所の瞿海源研究員，またメ
ディアNGOを代表して発言したのは，台湾新
聞記者協会の荘豊嘉理事長，台湾媒体観察教
育基金会の郭力昕理事などである。

このうち羅氏は，中国時報グループの経営
権を旺旺が取得した後，中国との交流に関す
る肯定的なニュースが大幅に増えた他，傘下の
新聞が同じグループのテレビ局を紹介する記事

（筆者注：例えば中国時報が中国テレビや中天
テレビの番組を紹介する記事）も急増したと述
べ，報道の内容面の問題を指摘した。

瞿氏は，かつての中国時報グループオーナー
の余紀忠氏が知識を尊重し思想のあるメディア
人だったのに対し，旺旺の蔡衍明オーナーは金
の力でメディアを買おうとする商人で，学位は無
用のものだとか，メディアを使って政治に介入す
るなどと公言していると述べ，蔡オーナー個人
を厳しく批判した。特に蔡オーナーが「他のメ
ディアに罵られるのを座視するより自らのメディ
アで罵り返せ」と言ったとされることなどを取り
上げ，メディア人としての資格を問いただした。

荘氏は，中国時報の経営権を旺旺が握った
後，中国時報の社員から得た情報として，蔡
オーナーが馬英九総統の批判をしてはならな

いと社員に要求したことを明らかにすると共に，
中天テレビのキャスターが，馬総統はオタクで
あるとのニュースを読み上げたことで職を失っ
たとして，旺旺傘下のメディアでは記者の権利
が保障されていないと述べた。

郭氏は，旺旺が中国の福州で実施し，傘下
のメディアで大々的に報道した中国との交流事業

「海峡フォーラム」について，中国との交流のあり
方を定めた両岸人民関係条例に違反していると
して罰金処分を受けたのに，罰金は払った上で
報道を続けるなど法律を無視したと批判した。

そして4人はいずれも旺旺の傘下のメディアの中
国報道について問題があるとの認識を示したが，
その背景には，旺旺が中国でのビジネスで多大な
利益を上げていることから，旺旺が大手メディアを
握ることで，中国への批判的な報道が自粛される
ようになるとの懸念が台湾の中で強いことがある。

旺旺グループの主張

公聴会で旺旺側を代表して発言したのは，
中国テレビ代理人の李念祖弁護士，中天テレビ
代理人で旺旺の蔡衍明オーナーの子息の蔡紹
中氏，中国テレビ役員代表の林聖芬氏，中天
テレビ役員代表の鄭優氏などで，報道の自主
自立の問題については次のように主張した。

蔡氏は，4月にオーナーの蔡衍明氏が従業
員にあてた手紙を紹介する形で，蔡オーナーが
台湾のメディアに投資する動機は，海外に事業
を拡張して成功した後「故郷に錦を飾る」こと
であり，中国時報グループを買収したのは，蔡
オーナー個人の判断により自己資金で行ったも
のであると述べた（筆者注：これは，中国時報
グループの買収に中国資本が関与しているとい
う噂への反論である）。一方林氏は，30年以
上仕事をした中国時報での経験を語り，1986
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年に野党民進党が結成された際，他のメディ
アがいずれも与党国民党に気兼ねする中，中
国時報だけがその事実を報道したことなど，
過去の業績を強調した。そして今後は中国テレ
ビの会長として，公正・客観・迅速な報道を行
う方針を表明すると共に，各役員の経歴に触
れ，メディアの役員にふさわしい専門性を有す
ると説明した。

（4）論点 2：メディア集中と言論の多様性
メディア研究者・メディア NGO の主張

もう1つの論点は，多くのメディアが特定のグ
ループによって所有されることで，言論の多様
性が失われるのではないかという点である。こ
の点について先述の3氏は次のように述べた。

羅氏は，中国テレビと中天テレビを合わせた
広告収入シェアは全体の3割に達しているとし
て，メディア集中度の高さを問題視した。

瞿氏は，NCCが3年前の第21回会議で，中
国時報グループのクロスメディア所有に関し，
将来この問題を重視するとの決議を採択してい
ることを指摘し，問題をさらに先送りしてはなら
ないと主張した。

また郭氏は，NCCに対し，こうした大手メディ
ア買収の事案については，事前に政府の担当
部局の許可を得るよう義務付けると共に，厳し
い基準を設けるべきとの立場を示した。

旺旺グループの主張

メディア集中の問題に関しては，旺旺傘下の
各メディアの市場シェアはそれほど大きくないと
主張することで，批判されているような事実を
否定した。また，現行の法体系にはクロスメディ
ア所有を禁止・規制する具体的条項が存在し
ないことを強調しつつ，中国時報グループの時

は問題視されなかったクロスメディア所有が旺
旺の場合だけ問題視されることは差別的待遇
にあたると主張した。

市場シェアについては鄭氏が，中国テレビと
中天テレビを合わせたテレビ広告収入に占める
シェアは2007年で12.9％，視聴率のシェアでも
11％あまりであると説明した5）。

李氏は，中国時報と中国テレビが長期にわ
たって赤字であった事情を説明し，効率化によ
る経営改善の必要性を強調した。

また現行法制下で，なぜ旺旺グループのケー
スだけが問題となるのかについて，同業者の立
場でTVBS代表の範立達代表が発言し，中国
時報グループが中天テレビと中国テレビを買収
した際には公聴会は開かれなかったのに，今
回はなぜ開かれたのかと疑問を示し，NCCの
行政権限が際限なく拡張されることへの懸念を
示した。また緯来テレビと年代テレビの代表も
同様の発言をした。

さらに大手メディアの買収について，事前に
当局の許可を得るべきとするメディアNGOの主
張に対し，李氏は，ラジオテレビ法13条と14
条の規定に言及した上で，中国テレビは上場企
業でその株式は毎日売買されており（筆者注：
旺旺の持分は44％），株式所有者の変更につ
いてはNCCではなく証券取引担当部局の管轄
だとして，NCCは役員の変更についてのみ審理
すべきと主張した。

（5）NCC の決議
公聴会の結果を受けてNCCは5月27日，両

局の役員人事変更案について，行政手続法93
条と94条6）に基づき，それぞれ7項目の条件と
若干の要望事項を付けた上で人事変更案を承
認するとの決議を採択した。NCCが求めた条
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件と要望は，表の通りである。
中国テレビと中天テレビは現在，饒聖雄氏

が中国テレビ社長と中天テレビ会長を兼任する
など，数人が両局の役員を兼任している。つ
まり，両局はグループ経営を行うことで経営効
率化を図ろうとしているのだが，NCCはメディ
ア集中による多様性の喪失を防ぐ視点から，
こうした動きに待ったをかけたのである。それ
は人事の問題にとどまらず，要望の形ではある
が，番組共用の自粛なども求めている。しか
し，NCCが求めた条件と要望は，その多くが
両局にとってコストの増大を余儀なくされるも

のである。役員の兼任が認められなければ，
人件費の増加に加え，グループ経営による効
率化も阻害されるだろう。番組共用を自粛すれ
ば，別の番組を制作もしくは購入する必要が生
じる。中国テレビの夜8時からの番組は韓国や
日本のドラマをよく放送しているが，これを台
湾制作のドラマにすればコストは確実に高くな
る。再放送を減らすことも同様である。従って，
200チャンネルによる過当競争の渦中にある中
国テレビと中天テレビにとって，両局のみにこ
のような規制がかけられることは不公平との不
満が当然出てくることになる。

中国テレビに関する条件

① 理事・監事で中天テレビの理事・監事を兼任するものは，
3 か月以内に変更すべきで，兼任は認めない

② 1 年以内に少なくとも1 人の独立した理事を置くことと
する

③ 各部門のマネージャー以上の社員については中天テレ
ビの職務との兼任は認めない。広告・業務部門と番組
部門はいずれも（中天テレビと）独立したものとし，ス
タジオも（中国テレビと中天テレビが）それぞれ独自に
設置する。中天テレビと共同での番組購入は認めない

④ 3 か月以内に倫理委員会を設置し，3 か月ごとにネット
上で番組内容についての報告を行う

⑤（地上デジタル放送における）メイン・ニュース・娯楽
の各チャンネルについて，それぞれ独立した番組編集
人員を置き，3 か月以内に内部管理体制の改善計画を
提出する

⑥ もし中国を含む外資の中国テレビ株所有が明らかに
なった場合は，本件の許可を撤回する

⑦ NCC がクロスメディア所有について具体的な法規制を
実施した際には，中国テレビはこの規定を遵守する

中国テレビに関する改善要望

① 3 か月以内に，毎週金曜日から日曜日にかけての番組
を中天テレビと共用している実態を改善する

②（地上デジタル放送における）メインと娯楽の各チャン
ネルについて，毎日 9 時から17 時の間の番組が広告
のような内容になっている問題を改善する

③ 地上アナログ放送のメインチャンネルにおいて，午後 8
時からの時間帯に台湾制作の番組を放送する

④ 初回放送の番組比率を 3 分の 2 以上に引き上げる

中天テレビに関する条件

① 理事・監事で中国テレビの理事・監事を兼任するものは，
3 か月以内に変更すべきで，兼任は認めない

② 1 年以内に少なくとも1 人の独立した理事を置くことと
する

③ 各部門のマネージャー以上の社員については中国テレ
ビとの職務の兼任は認めない。広告・業務部門と番組
部門はいずれも（中国テレビと）独立したものとし，ス
タジオも（中国テレビと中天テレビが）それぞれ独自に
設置する。中国テレビと共同での番組購入は認めない

④ 3 か月以内に倫理委員会を設置し，3 か月ごとにネット
上で番組内容についての報告を行う

⑤ ニュース・娯楽・総合の各チャンネルについて，それ
ぞれ独立した番組編集人員を置き，3 か月以内に内部
管理体制の改善計画を提出する

⑥ もし中国の中天テレビ株所有が明らかになった場合は，
本件の許可を撤回する

⑦ NCC がクロスメディア所有について具体的な法規制を
実施した際には，中天テレビはこの規定を遵守する

中天テレビに関する改善要望

① 3 か月以内に，毎週金曜日から日曜日にかけての番組
を中国テレビと共用している実態を改善する

② 娯楽チャンネルについて，毎日 9 時から 17 時の間の
番組が広告のような内容になっている問題を改善する

NCCの決議
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（6）その後
       ～旺旺の NCC 批判とメディア研究者の反発～

NCCの決議が発表されると，旺旺は直ちに
以下のような声明を発表した。
① 旺旺が中国時報グループに投資したのは，

台湾を愛するためであり，蔡家が投入した資
金は 100％自己資金であり，中国資本は全く
含まれないことを保証する

②  NCC が提起した付帯条件は，もし法令に基
づく規則で，業界に一律に適用されるという
のならこれに従う。もし旺旺のみに適用され
る条項であれば，いっさい受け入れられない

③ 中央法規標準法によれば，政府機関は法に
依って行政を行わねばならず，人民の権利を
制限するには必ず法律の根拠が必要である。
NCC は何の法律的根拠もなく中国テレビと中
天テレビに付帯条件を付けたのは，違法な権
限の濫用である。もし NCC の決議によって，
両局の株主の権益が侵害された場合，NCC
の委員全員がその責任を負うべきである
旺旺はその後，傘下のメディアで大々的な

NCC批判に乗り出した。特に旺旺への規制強
化に積極的だったとされる3人のNCC委員に
ついては，写真付きで名指しの批判をする広告
を，傘下の中国時報に加え他紙のりんご日報に
も掲載した。NCCは中国テレビと中天テレビに
求めた条件のうち⑥と⑦を取り消したが旺旺は
納得せず，NCC批判を継続した。

旺旺はさらに，旺旺に批判的な記事を書い
た記者や学者に対しても矛先を向け，1週間以
内に陳謝することを要求，応じなければ法的手
段をとるとした内容証明郵便を送りつけた。し
かし，こうしたやり方はさすがに言論の自由の
侵害と見なされ，6月16日，大学のメディア研
究者150人が連名で旺旺に抗議する声明を出

し，場合によっては旺旺傘下のメディアのボイ
コットも辞さない姿勢を示した。また台湾記者
協会が呼びかけた「メディアはオーナーの私物
ではない」との声明にも4日間で16団体，224
人が署名，一転して旺旺への批判が高まる形
となった。旺旺の蔡衍明オーナーは6月18日，
急遽台湾大学や政治大学，世新大学のメディ
ア研究者を訪問，陳謝はしなかったものの和解
に向けての善意を表明，激化していた対立はよ
うやく一段落した。

  3  考察

台湾における旺旺グループのメディア所有を
めぐる一連の動きを見てきたが，これを素材と
して「言論の多様性」と「公正な報道」を守る
ための条件について考えてみたい。

役員兼任と多様性の確保
既に見たように，NCCは中国テレビと中天テ

レビの役員兼任を認めないという形で多様性
の確保を図ろうとしているようである。しかし，
NCCの決議に対して不服があれば行政訴訟を
起こすことができるので，旺旺が今後訴訟で争
い続ける可能性もあり，今後の事態の進展は
流動的である。現時点で言えることは，NCC
の決議は「メディア集中」に関する法律が不備
な中，裁量によってできるだけ多様性の維持を
図ろうとしたものであり，その意図は理解でき
るものの問題も少なくないということである。そ
もそも，両局の役員の兼任を認めないことや，
両局がスタジオを別々に持つことが，実際に多
様性の維持に役立つのだろうか。NCCの決議
が発表された後，旺旺のとった対応を見れば，
オーナーのワンマン経営の影響は明らかで，こ
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うした形式的な規制は無意味ではないかと思
われる。同時に，旺旺が傘下のメディアを使っ
てNCCを批判し，旺旺に批判的な学者や記者
を内容証明郵便で“脅し”たことは，それまで
NCCの「越権行為」に批判的だった一部の学
者を含めて，旺旺の「言論の自由侵害」にこぞっ
て反対する結果を招いたのも事実で，NCCと
旺旺の双方が傷つく形となった。

「メディア集中」と「公正な報道」の関係
次に「メディア集中」と「公正な報道」の関係

だが，「メディア集中」はメディアの質を確保す
るのに必要な経営の安定化のためにある程度
必要な側面もあり，本来最も重要なのは「公正
な報道」と考えられる。しかし「公正な報道」
には全ての人に共通な「物差し」がなく，客観
的な指標をつくれない問題がある。これに対し

「メディア集中」は広告収入もしくは視聴率・部
数のシェアという形で数値化することができる
ので，数量規制で過度なメディア集中を排除す
ることにより多様性が確保され，それがある程
度公正な報道の実現につながることが期待され
る。しかし，今回の旺旺のケースは，「メディア
集中」のレベルは過度に大きいとまではいいに
くいが，「公正な報道」の視点からは疑問が多
く提起された事案である。もちろん，「公正な
報道」への疑問が大きいほど，「メディア集中」
がより問題視されるわけだが，いずれにしても
今後は，「メディア集中」に関する数量的な規制
の導入と共に，「公正な報道」の確保に向けた
措置の検討が必要になると思われる。

メディア規制をめぐる政治状況
しかし国民党が総統ポストに加え，立法院

の議席の4分の3を占める台湾の政治状況を見

ると，こうしたメディア規制を導入することは非
常に難しい。国民党はもともとメディア事業に
関して，業者間の自由な競争にゆだねることを
是認し，「公共性」や「文化」などを理由に政
府がおせっかいを焼くことに否定的である。そ
してさらに大きな問題は，民進党から政権を奪
回した国民党の馬英九政権が，経済的には自
由競争を是認する一方で，政治的にはメディア
管理強化の性格を強めていることである。馬英
九政権は発足後まもなく，「公共メディア」の性
格を有していた中央通信社や国際放送の中央
ラジオに国民党の“党工”（党職員）を送り込み，
従業員に対し「馬英九総統を批判してはならな
い」といった指示を出したと言われる7）。また，
公共テレビの理事の数を15人から21人に増員
したことも，新規の理事に自派の人物を送り込
んで役員人事に介入しようとしているとの批判
を浴びている。こうした政権が，「メディア集中」
の弊害を排除し，「公正な報道」の確保に真剣
に取り組むかは疑問である。

背後に見え隠れする中国の影
特に旺旺に関しては，批判の少なからぬ部分

が，「中国ビジネスで恩恵を受けている企業の
ため，報道が親中的になる」との懸念であった。
しかし，中国との関係改善と対中ビジネスの拡
大は，馬英九政権の基本政策であり，その点
からすると，旺旺が経営するメディアグループは
政権にとっては「友好的」メディアである。旺
旺は繰り返し，中国時報グループを買収したの
は自己資金であり，中国資本は一銭たりとも含
まれないと強調しているが，中国ビジネスで多
額の利益を上げていれば，中国に関する報道で
客観・公正を貫ける保障は何もなく，中国資本
による経営と実際は大差ないのではないか。こ
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の問題に関しては，香港のケースが参考になる。

“先進”事例としての香港
香港はイギリス領時代，言論の自由を謳歌

し，中国本土における政治関係の内部情報が
盛んに流通する，中国情報発信基地でもあっ
た。それが1997年の香港返還以後，香港の
メディア経営者の中に，中国でビジネスを行う
人物が増え，中には中国政府の諮問機関であ
る全国政治協商会議の委員に選出されるケー
スも見られた。こうした中，香港のメディアは
一部を除いて中国報道に関して「大人しくなっ
てきた」とされており，香港記者協会は2009
年7月5日に発表した年次報告で，天安門事件
20周年の報道が低調だったことなどを挙げて，

「香港のメディアが中国政府に対する批判を控
え，自己検閲が強まっている」と警告した8）。
中国と経済的な一体化が進む中で，香港メディ
アの中国報道が萎縮するようになったというわ
けである。もちろん台湾は香港と違い，現在，
中華人民共和国の統治下にはないのだが，台
湾の中国との経済的なつながりが強まる中で，
台湾のメディアは民進党の陳水扁政権の時代
から，既に一部を除いて中国を肯定的に報道
する傾向が強まっていた。中国との経済交流
に積極的な国民党が総統ポストと議会の大多
数を握る中，こうした傾向は今後強まることが
予想され，旺旺はその尖兵になっているという
こともできる。

今後，台湾メディアが「公正な報道」を確保
していくには，「メディア集中」の進展の中で多
様性をいかに確保するかの問題に加え，中国
の経済的な影響力がますます強まる中で，台湾
メディアの「香港化」の問題に十分留意する必
要がある。　　　              （やまだ けんいち）

注：
1）旺旺のホームページ http://www.wantwant.

com.cn// 参照
2）ラジオテレビ法 13 条「ラジオ，テレビ事業の

組織及びその責任者と従業員の資格は，新聞局
の規定に符合しなければならない」，同 14 条

「ラジオ，テレビ事業の放送停止，株式の譲渡，
名称及び責任者の変更は，新聞局の許可を要す
る」。但し新聞局の業務の大部分は，NCC 発足
に伴って漸次 NCC に移管されている

3）行政手続法 107 条「行政機関は関係者の意見を
聞く必要があると判断した場合，公聴会を開く
ことが出来る」

4）公 聴 会 の 詳 細 は h t t p : / / w w w . n c c . g o v .
tw/chinese/content .aspx?site_content_
sn=1696&is_history=0 参照

5）公聴会での景文科技大学の荘春發教授の報告に
よると，中国時報と工商時報の活字メディアにお
けるシェアは 2008 年で 15.49％である。なお，メ
ディア研究者と旺旺の間で市場シェアの数値に大
きな差が存在するが，実際は NCC の資料で，中
国テレビが地上テレビの広告収入に占めるシェア
が 25.26％，中天テレビがケーブルテレビの広告
に占めるシェアが 7.22％となっている。分母が違
う数字なので単純に足し合わせるべきものではな
く，台湾ではケーブルテレビ広告の収入が地上テ
レビ広告の収入より大きいことを考えると，旺旺
の言う数字が実体に近いと見られる

6）行政手続法 93 条「行政機関は行政処分を行う裁
量権を有する際には，付帯条件を付けることがで
きる」同 94 条「前条文の付帯条件は，行政処分
の目的に反することはできず，当該処分の目的と
正当で合理的な関係がなければならない」

7）詳細は拙稿「新政権の“圧力”に揺れる台湾の
公共放送」（『放送研究と調査』2009 年 4 月号）
を参照

8） 香 港 記 者 協 会 の 年 次 報 告 は http://www.
hkja.org.hk/site/Host/hkja/UserFiles/File/
annualreport/annual_report_2009_lowres.pdf
参照


