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【シリーズ】

国際比較研究：放送・通信分野の独立規制機関

シリーズ開始にあたって

海外メディア研究グループは，各国の放送と
通信分野を規制監督する独立規制機関につい
て調査研究を進めている。このテーマ設定の背
景には，昨年（2009年）誕生した民主党政権が，
そのマニフェストの1つに「通信・放送委員会（日
本版FCC）の設置」を掲げていたことがある。
また，前政権が着手していた融合時代にふさわ
しい放送・通信分野の法体系の総合的な見直
しという課題も継承され，放送規制に何らかの
変更が加えられることも予想された。現政権誕
生以後の放送通信行政の経過をみると，政府の

“独立規制機関構想”は後退したものの，融合
法については進展がみられた。政府は，現行
の8つの関連法を4つに再編し，いわゆるハー
ド・ソフト分離への転換といえるレイヤー別の法
体系へ変更する改正案を国会に提出し，今国
会で審議される。小泉政権下の通称「竹中懇」
で開始された融合法議論から4年余りを経て，
いよいよ日本の融合法制が整備されつつある。

海外メディア研究グループはこれまでも，国
別にそれぞれの放送制度改革や規制の在り方
について調査研究をしてきた。今回はそれらの
研究を踏まえ，①「放送の独立性」とそれを
担保する仕組みとは何か，②制度上保障され
る「公共の利益」とは何か，③表現の自由と制
度規制の関係，という3つの論点を共通軸に，
各国の独立規制機関の組織や役割を含めたあ
りようについてあらためて調査を開始した。

その途中経過として，本誌3月号に概要を
掲載した。また，3月に開催された研究発表会
では，2月の現地調査を基にアメリカのFCC，

イギリスのOfcom，台湾のNCC，韓国のKCC
とKCSCについて，それぞれの組織・制度設
計の事実提示に加え，担当研究員の関心と各
国事情を踏まえた発表を行った。たとえば，ア
メリカFCCについては「放送の独立性」に焦点
を当て，民主党・共和党両派の委員長経験者
のインタビューを引用しつつ，三権分立が確立
した体制下における表現の自由の保障の理想
と現実を示し，イギリスOfcomについては，イ
ギリス固有の公共サービス放送規制の制度変
化とEUの視聴覚メディアサービス指令の国内
法制化を報告した。また，21世紀に入り，欧
米の独立規制機関をモデルに設立された台湾
と韓国については，その制度と運営を主に政
治からの独立の観点で報告した。

本号から開始する“国際比較研究：放送・通
信分野の独立規制機関”は，台湾のNCCから
スタートし，12月号まで韓国，アメリカ，イギリ
ス，フランス，ドイツ，イタリアとシリーズで7か
国8機関について報告する予定である。これま
での調査から，各国ともに規制機関には独立
性・透明性・公開性が制度上担保される仕組
みが取り入れられていること，インフラの融合
化や経済のグローバル化という環境のなかで，
経済活動を活性化させるシステムとしての役割
が拡大傾向にあることがみてとれる。その一方，

「放送」が各国の文化や公共性の理念と密接に
結びつくため，放送に関わる制度的変化の速
度は，必ずしも速いとは言えない。大括りにと
らえるとこのように言えるが，今後グループ内で
研究視点や現状認識の共有化をはかりながら，
調査研究を進めようと考えている。

（中村美子）
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  はじめに

NCC（=Nat iona l　Commun icat ions 
Commiss ion , 国家通信放送委員会）は，
通信・放送の融合という世界的な潮流と共に，
1980年代以降の台湾政治の民主化を背景に
2006年3月に設立された，放送と通信の分野
に関する独立規制機関である。アメリカのFCC
などに範を取り，政治圧力から独立した形で放
送や通信を管轄する任務が期待されたが，政
治的二極対立が激しい台湾において，NCCの
歴史はまさに「政治的独立」をめぐって苦悩し
てきた歴史でもある。本稿では，2010年2月
下旬に行った現地調査を踏まえ，NCCが具体
的な事案について行った対応とそれに対する関
係者の評価を検証しつつ，NCCの今後の課題
を考察する。全体構成は以下の通りである。

1.	 NCC設立の背景と目的
2.	 NCCの組織と業務内容
3.	 政府・議会等とNCCの関係
4.	 NCC 委員選出をめぐる政争
5.	 台湾の放送事情概況
6.	 NCCの“使命”をめぐる論争
7.	 重要な案件をめぐるNCCの対応と各界の声
8.	 NCCに対する評価と課題

  1. NCC 設立の背景と目的

設立の直接の契機となったのは，2003年に
当時与党だった民進党の陳水扁政権が打ち出
した「党・政・軍のメディア撤退」政策であっ
た。台湾では2000年に民進党が初めて国民党
から政権を奪取したものの，立法院で少数派
だったこともあり，メディアの大部分について，
野党となった国民党が依然影響力を持ってい
た。中国テレビや中国ラジオは国民党系企業
が株式を所有し，党幹部が役員を兼任するケー
スもあった。これに対し有識者を中心に，台湾
の市民の間でメディアにおける党派色の排除を
支持する意見が強まったこともあり，陳水扁政
権は「党・政・軍」がメディアの株式を所有した
り，役員を送り込んだりすることを禁止する方針
を打ち出した。2004年の総統選挙が近づく中，
国民党などの野党勢力もこの政策に賛成し，
2003年12月に「廣播電視法」（ラジオ・テレビ

 第 1 回  台湾 NCC（国家通信放送委員会）
	 　　　　　～「政治的独立」をめぐる苦悩～
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ポリネシア系の原住民 3）などから構成されるマ
ルチ・エスニック社会であることを反映している。

  2. NCC の組織と業務内容

NCCは発足当初13人の委員で構成したが，
多すぎて機動性に欠けるとの指摘があったこと
から，2008年の第2期から7人になり，現在
はこの7人の合議制で運営されている。委員に
選出される要件は，通信・情報・放送・法律・
財政経済等の専門知識や実務経験を持つこと
とされており，現在の委員は図1に示すように，
大学教授などの学識経験者が多い。

またNCCの組織図は図2のようになってい
る。委員長にあたる主任委員は，7人の委員に
よる互選で選出され，日常業務の遂行で指導
的な役割を果たすが，委員会議が開かれる際
は1人1票の原則のため，決議案の採決では
主任委員の意見が通らないケースもあった。

法），「有線廣播電視法」（ケーブルにおけるラ
ジオ・テレビ法），「衛星廣播電視法」（衛星に
おけるラジオ・テレビ法）の放送3法改正案が
可決・成立した。そしてこの改正廣播電視法の
第3条に，将来独立規制機関としてのNCCを
設立することが明記された 1）。

その後，NCCの最も核となる法 律として，
2004年に通信放送基本法が成立した。NCC設
立の目的については第1条に，「科学技術の流れ
に沿って，通信・放送の健全な発展を促進し，
国民の権利を守り，消費者の利益を保障し，多
元的な文化の質を高めるため，特に本法を制定
する」と記されている。また2005年には，NCC
の具体的な機構・任務などを定めた国家通信放
送委員会組織法（以下原則としてNCC組織法と
表記）が成立した。NCC組織法第1条には，「憲
法が保障する言論の自由を実現し，党・政・軍の
メディアからの撤退という精神を厳守し，通信・
放送の健全な発展を促進し，メディアの専門性・
自主性を擁護し，通信・放送の管理事項を有効
にとり行い，通信・放送市場の公平で有効な競
争を確保し，消費者と弱者の権益を保障・尊重し，
多元的な文化の均衡ある発展を促進し，国家の
競争力を強化するため，特に国家通信放送委員
会を設置する」と記されている2）。この両法の条
文によれば，NCCの主な目的は，通信・放送分
野における
Ⅰ　市場競争推進による消費者利益の実現
Ⅱ　多元的な文化の発展促進
Ⅲ　産業振興
の 3 つである。このうちⅡの「多元的な文化の発
展促進」は，台湾が福建省系の「福佬（ホーロー）
人」，漢民族だが独自の言語・文化を持つ客家

（ハッカ）人，戦後，中国大陸から台湾に渡って
きた外省人，昔から台湾に居住しているマライ・

図 2　NCCの組織図

図1　現在のNCC委員

主任委員 彭芸 政治大学教授 専攻 メディアと政治

副主任委員 陳正倉 台湾大学教授 専攻 産業経済学

委　員

李大嵩 交通大学教授 専攻 通信工学

翁暁玲 清華大学准教授 専攻 放送法，行政法，憲法

劉崇堅 台北大学教授 専攻 産業経済学，通信政策

鍾起恵 世新大学教授 専攻 放送の質，視聴率

謝進男 元ケーブル・通信事業経営者（電子工学）

総合企画部

参事・技監

北区監理部 秘書室
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技術管理部 倫理室

放送コンテンツ部

法律事務部

主任秘書

委員会議（７人）
主任委員
副主任委員
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運営スタッフは，かつて放送を管轄していた
行政院（内閣）の新聞局と，通信を管轄してい
た行政院交通部（電信総局を含む）からの移
籍者を含め約500人いる。

運営財源については，年間約17億円にのぼ
る人件費は全て政府予算から支出されるが，通
信分野の研究など業務費については，事業者
からの許可料・周波数使用料等の一部を充て
ることが認められており，2008年の業務費は
約14億円だった。

NCCの具体的な業務内容についてはNCC
組織法第3条で以下のように定められている。
①  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
②  通信・放送事業運営の監督管理と免許証の

交付
③  通信・放送システムと設備の審査
④  通信・放送工事技術規格の制定
⑤  通信・放送伝送内容のレーティング制度及

びその他の法律事項の規定
⑥  通信・放送資源の管理
⑦  通信・放送競争秩序の擁護
⑧  安全な情報流通のための技術規格と監視
⑨  通信・放送事業者間の重大な争い及び消費

者保護の案件の処理
⑩  通信・放送における海外事務と国際交流・

協力案件の処理
⑪  通信・放送事業に関わる基金の管理
⑫  通信・放送業務の監督，調査と裁決
⑬  通信・放送関連の法令違反事件に対する取

締りと処分
⑭  その他の通信・放送事項の監理

このように，法令の制定から事業免許の発
行，コンテンツのレーティング，競争秩序の維
持に至るまで，幅広い内容となっている。

  3. 政府・議会等とNCC の関係

世界各国の「独立規制機関」は，いずれも
政府や議会に一定の義務を負っているが，そ
の内容は微妙に異なる。ここではNCCと政府・
議会・市民・事業者などの関係について放送分
野を中心に概括する。

NCCは独立した職権を行使するとされている
が，委員は行政院長（首相）が選考し，立法院

（国会）の同意を必要とする。ただ全会一致で
はないので，与党が議会で過半数を占めてい
れば，NCC委員は理屈の上では全て与党系の
人間を配することが可能になる。このことは現
在，少数派の野党にとって大きな不満となって
いる。NCCは毎年，成果報告や改善提案につ
いて立法院への事後報告の義務があり，年度
報告書を提出している。

NCCが自ら制定した業務遂行のガイドライン
「国家通信放送委員会処理人民陳情案件要点」
には，一般の市民が特定の番組に問題がある
と思った場合，NCCに告発できることが定めら
れており，NCCは告発を受けてから30日以内
に案件を処理することとされている。

各事業者に対してNCCは免許の付与や更新
を行う他，放送の分野で法令に違反した番組
や広告に，警告や罰金処分を科すこともある。

  4. NCC 委員選出をめぐる政争

NCC設立への動きは，2004年に通信放送
基本法が成立するまでは与野党合意の下で順
調に進んでいたが，NCCの具体的な運営に関
して定めるNCC組織法の制定をめぐって，与
野党の対立が表面化した。最も大きな問題は，
NCC委員を選ぶ権限を誰に与えるのかという
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点であった。2004年の選挙では，総統選挙
で与党民進党の陳水扁氏が大接戦の末再選
を果たしたものの，立法院選挙では国民党な
どの野党が過半数を維持，行政府と立法府の

「ねじれ」現象が継続する形になった。このた
め野党側は，行政院長が委員を選出するとい
う行政院提出の法案に反対，立法院が主導権
を握れる野党案を提出して対抗した。2005年
10月に強行採決で可決された野党案では，13
人の委員を選ぶにあたって，複雑な手続きが
定めてあった。まず各政党が立法院の議席比
率に応じて，11人の学者・専門家を推薦し，
NCC委員選出の審査会をつくる（与党系と野
党系は5対6）。次に委員の候補者としては，
各政党が立法院に占める議席の比率に応じて
15人（与党系と野党系は7対8），行政院が3
人を推薦し，審査会がこの18人のうちから審
査委員の2分の1以上の同意を得た13人を選
出するというものである。審査では野党系の審
査委員が一致団結して投票したため，野党系
の候補者8人はすんなり通過したが，与党系と
行政院推薦の10人のうち5人が落選，行政院
推薦を含む与党系と野党系の人数比は5対8と
なり，単純に政党議席に比例してNCC委員を
選出した場合の6対7と比べ，野党優位が拡
大する形となったのであった。

NCC委員の選出が党派色の濃厚なやり方で
行われたことに対し，与党系の推薦で委員に選
出された1人が抗議のため就任を拒否，また他
の与党系2人と野党系1人も就任を辞退したこ
とから，第1期NCC委員は13人の定員のうち
4人もの欠員が生じた上，与党系と野党系が2
対7という，極めてバランスの悪い形でのスター
トを余儀なくされた。

2006年3月にNCCは発足したものの，野党

勢力に偏った人員構成から，与党からは「藍
CC」（「藍」は当時の野党勢力を指す）との批
判が相次いだ。与党内には立法院の議席比率
をもとにNCC委員の選出を行うことは行政権
の侵犯で憲法違反だと主張する声も出て，行
政院は憲法裁判所にあたる司法院の大法官会
議に憲法解釈を求めた4）。大法官会議は7月，
NCC委員の選出方法を定めたNCC組織法第
4条の一部の条文が，行政権の侵害にあたり
憲法違反であるとの解釈を示した。ただ同時
に，2年半の経過措置を設けるとして，2008
年末まではNCCが通信・放送行政に関して行
う決定は有効との判断を示した。このように与
野党の主張を折衷したような司法判断が出たこ
とから，NCCをめぐる与野党の対立は一層激
しくなった。与党側は，「違憲」の状態で選出
されたNCCには政策決定を行う正当性がない
として，委員の即時辞任を求めたが，野党側は

「大法官会議は政治圧力に屈した」などと批判
する一方，今後 2年半はNCCの決定は有効だ
として，委員に留任して引き続き職務に当たる
よう要請したのであった。

その後，NCC委員の選考は行政院長が行
い，立法院が同意権を行使するという現在の
方式に変更することで与野党の妥協が成立，
2007年12月にNCC組織法の一部修正案が立
法院を通過した。しかし2008年3月の総統選
挙で国民党が勝利したことから，行政府と立
法府の「ねじれ」は解消，野党となった民進党
は，NCC委員の選出に直接関与する余地がな
くなった。ともあれ，NCCがその発足当初か
ら政争の道具にされる不幸な歴史を背負ってき
たことは，その“政治的独立性”を考える上で
見逃せない点である。
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  5. 台湾の放送事情概況

次にNCCの放送分野における運営状況を議
論するための前提として，台湾の放送事情の概
況に触れておく。

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。主な地上テレビ局として1962年から
1971年にかけて開局した台湾テレビ（TTV），
中国テレビ（CTV），中華テレビ（CTS）の3局
はいずれも国民党の支配下に置かれていた。し
かし1980年代に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り，1980年代
末にはケーブルテレビが急速に普及，違法視
聴も含めると世帯の85％がケーブル加入という

「ケーブル王国」となった。地上テレビ局では，
1997年に当時野党だった民進党系の民間全民
テレビが開局（その後民視テレビに改名），ま
た1998年には台湾初の公共放送である公共テ
レビが開局し，5局体制となった。しかし後発
の公共テレビは，政府から交付される年間予
算が9億元（約27億円）にとどまっている上，
商業局を見慣れた市民の視聴習慣もあって，視
聴率は低迷を余儀なくされている。

台湾の放送界の現状で特徴的なのは，2,300
万人と限られた人口に対し，海外の事業者も含
めると200以上のテレビチャンネルがひしめき
合う「過当競争」という点である。各局は利益
を確保するために番組制作費を削減し，その結
果，番組の質の低下を招いている。また各局
の政治的立場が鮮明なのも特色で，現在の与
党である国民党に近い局にTVBS，東森，中
天，中国テレビなどがあり，野党民進党に近い
局に民視，三立などがある。

  6. NCC の“使命”をめぐる論争

NCCの概況・歴史と台湾の放送事情を前提
に，メディア関係者がNCCにとって最も重要な

“使命”と見なしているのは，以下の2点である。
1つは，台湾政治が，中国との関係をどう考える
かという基本理念の違いを背景にした「藍」「緑」

（緑は民進党系の野党勢力を指す）の二極対立
という構造の下に置かれた中で，政治的独立の
立場を守ることである。そしてもう1つは，過当
競争にあえぐ放送業界が陥りがちな「過剰な商
業主義」による番組の質の低下を防ぐことであ
る。この他，言論の多様性確保やデジタル化
の推進も重要な課題ではあるが，最も基本的な
使命は上記の2点に絞られると言えよう。では，
NCCのそれぞれの使命に関して，現在各界で
どのような議論が行われているか見ていく。

Ⅰ 政治的独立性をめぐる論争
①「地下電台」取締りの是非

現在のNCC委員は7人とも行政院長が選考
することから，野党民進党の間ではNCCが政
権寄りであるとの不満が根強い。最も議論を呼
んでいる具体的事案としては，「地下電台」とい
う非合法ラジオ局の取締りがある。「地下電台」
は長期間にわたって台湾に100局以上存在し，
摘発を受けて放送設備を押収されても，短期間
に復旧してまた放送を始める“ゲリラ”的なラジ
オ局である。もともと台湾のラジオ局は国民党
の一党支配時代に認可を受けた局ばかりで，立
場も国民党寄りだったが，反国民党の立場のラ
ジオ局は，聴取者のニーズはあっても許可が下
りないことから，「地下電台」として活動するこ
とを余儀なくされてきた。従って今でも「地下電
台」の大部分は民進党寄りで，番組の中で馬
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英九総統を罵ることも
多い。こうした「地下
電台」は，番組の中で
司会者が，事実上の
広告といえる薬の紹介
をして収益を上げてい
ることが多いが，与党
国民党はこれに異議

を唱える。李鴻鈞立法委員は筆者の取材に対
し，一部で「何にでも効く」などといってニセ薬
を売りつけるケースがあり，高齢者が多い聴取
者の健康に影響が出かねないと指摘，「NCCは
地下電台の取締りが手緩い」と批判した。こう
した声を受けてNCCは，2010年2月4日から「地
下電台」の一斉取締りに乗り出し，124局あった

「地下電台」を当面14局にまで減らした 5）。しか
し野党側はNCCのこうした取締りが“過剰”と
批判し，そもそも「地下電台」は後発の上，反
体制的ということで申請しても免許が下りなかっ
たのだから，取締りの前にラジオ周波数帯域の
公平な再分配が不可欠だと主張する。周波数
帯域の再分配に関しては，NCCも現在独占的
な立場にある中国ラジオから一部の周波数帯域
を返還させて再分配する方針を打ち出してはい
るのだが，その作業が遅 と々していることも野党
の不満の背景にある。
②「党・政・軍のメディア撤退」政策緩和

NCCの政治的独立性に関して最近注目され
ているもう1つの問題は，2003年に民進党の
陳水扁政権が打ち出した「党・政・軍のメディ
ア撤退」政策の緩和をめぐるものである。実は

「党・政・軍のメディア撤退」については，以
前から「党」に関しては積極的に進めてきたも
のの，「政」と「軍」に関しては必ずしも厳密
には実施されてこなかった面がある。例えば

IPTV 6）事業を行っている台湾最大の通信事業
者「中華電信」は，2009年3月現在，政府が
36％あまりの株式を所有している。また，2009
年9月に，台湾の携帯事業大手の「台湾大哥
大」がケーブル事業最大手の凱擘（KBRO，
旧東森）の買収を表明したが，台湾大哥大の
主要株主で台北富邦銀行を中核とする富邦グ
ループには，台北市政府が出資している（図3）。
世界各国でも政府が通信事業者の株式の一部
を所有するのは珍しくないが，通信・放送の融
合が進むとそうした投資は放送事業への投資
にもなり，台湾では「党・政・軍のメディア撤退」
政策に抵触するのである。

そこでNCCは，こうした間接投資も禁止す
るのは現実的ではないとの考えから，10％ま
での間接投資を条件付きで認める方針を打ち
出した。これに対して与党国民党は，「党・政・
軍のメディア撤退」政策そのものは変えないと
した上で基本的に評価しているが，野党民進
党は「馬英九政権によるメディアコントロール
強化」の目的があるとして反対している。実際，
2008年5月に馬英九政権が発足した後，中央
通信社や海外向けの中央ラジオ局に国民党の
幹部が経営者として送り込まれ，「馬英九総統
の批判をしてはならない」といった指示を記者
たちにしていたことが関係者の証言で明らかに

図 3　ケーブル事業者「凱擘」への出資の構図

李鴻鈞立法委員

間接投資が「党政軍のメディア撤退」に抵触
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なっている7）。
このようにメディアに関わる問題の多くが台

湾では「政治化」せざるを得ず，NCCが政治
的独立性を守るのには困難な事情がある。

Ⅱ “過剰な商業主義”の抑制をめぐる論争
現在の台湾で“過剰な商業主義”の典型とさ

れるのが，「番組広告化」の問題である。台湾
の廣播電視法（ラジオ・テレビ法）では，1982
年に追加された条文の中に，「広告は番組と明
確に分けねばならない」と書かれており，番組
の中に広告的な要素を盛り込むことは「番組
広告化」として違法とされている。しかし詳細
な規定はないので，過当競争に苦しむ各局は，
往々にしてその網をかいくぐって収入を増やそう
としている。例えば，特定のレストランを持ち
上げる番組を作り，そのレストランから金銭を
受け取るといった行為である。こうした行為が
NCCによって「番組広告化」と認定されれば，
事業者に対して警告さらには罰金処分が科され
る。2009年10月には，民視テレビの番組でコ
カコーラを手にした女優が「私はコーラが一番
好き」「飲むと気持ちが愉快になるの」などとせ
りふを述べた上，画面の3分の2をコカコーラ
が占めるときもあったとして，42万元（約125万
円）の罰金を科された。しかし，こうした処分
には事業者の反発も強い。特に最近は欧米な
どの先進国でも，番組の中に企業や商品の広
告を明示しないままもぐりこませるプロダクト・
プレイスメント（PP）について規制緩和の動き
がある。現在の廣播電視法はPPについての言
及はないため，事業者の間では法改正でPPを
公式に認めるよう求める声が強い。しかし一方
で，メディアNGOなどはPPに対する規制を強
化するよう求めている。

この問題に対するNCCの立場は，以下のよ
うなものである。「番組広告化」に関しては市
民からの告発も多く，問題がありそうなケース
は学者など13人で構成する審議会に番組を見
てもらう。そして過半数が違法と判断した段階
で処分を出す。また1回目の処分は警告のみと
し，2回目以降に初めて罰金を科すが，事業者
によっては何十回も罰金を科されるところすらあ
るという。番組広告化をはじめとした2009年1
年間の処分件数を見ると，衛星テレビチャンネ
ルが150件，地上テレビが35件，ラジオ局が
142件だったが，ラジオ局の場合，このうち警
告が53件，罰金が89件で，事業者は罰金を
払ってでも利益を優先する傾向が見られた。ま
たNCCでは，番組内容が違法かどうか判断す
る基準についても，企業の電話番号が入っては
いけないなどと明確にしており問題はないと説
明しているが，PPの取り扱いについては「政府
によるPPは禁止」8）としているものの，一般の
PPの是非あるいはどういう条件の下でPPを認
めるのかについてはまだ明確な方針を打ち出し
ていない。

こうした取締りは市民の間では支持する声が
強いものの，デジタル化でチャンネル数が今後
500程度にまで増えるとの予測もある中，有識
者の間では，取締りには限界があるので事業
者が自らを律する「自主規制」を奨励したほう
がよいとの意見もある。

  7. 重要な案件をめぐる
　　　　　NCC の対応と各界の声

次に，「政治的独立」や「過剰な商業主義の
抑制」などの諸課題が複雑にからみあった最
近の重要案件2件を取り上げ，NCCがどう対応
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し，その結論が各界からどのような評価を受け
たかについて，2010年2月下旬に台北で行った
現地調査も踏まえて見ていく。

Ⅰ 旺旺グループのメディア進出問題
①	事案の経緯

旺旺グループのメディア進出をめぐる問題に
ついては，本誌2009年9月号で詳述しており，
ここでは概略のみ紹介する。

1962年に創業した食品会社の「旺旺」は，
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」が大ヒットしたのをきっかけに
中国や日本などに進出し，業容を拡大した。
2008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）に達してい
る。この旺旺の蔡衍明オーナーが2008年11
月，経営が悪化していた中国時報グループを買
収することが明らかになると，メディア関係者
の間で大きな反響を呼んだ。

その理由は第一に，中国時報グループが中
国時報・工商時報・中国テレビ・中天テレビといっ
た主要な新聞とテレビをあわせ持つ「クロスメ
ディア所有」企業であったことである。台湾の
報道・言論界における一大勢力が，メディアに
関しては全く経験のない新興企業に買収された
ことが少なからぬ「ショック」であった。そして
第二に，旺旺の中国事業依存度が高いことが
あり，学者やメディアNGOの間では，公正中
立な報道ができるのか懸念する声が上がった。

こうした声を受けてNCCでは，旺旺が傘下
の中国テレビと中天テレビの役員人事変更を申
請 9）した際に，「メディア集中と言論の多様性」
をテーマにした公聴会を開くことにした。2009
年5月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。
旺旺は，メディア投資の資金が，噂される

ような中国資本ではなく，蔡オーナー個人の資
産であると強調すると共に，現在の台湾には
クロスメディア所有禁止を明記した法律がない
こと，グループのテレビ広告市場シェアも13％
程度にとどまることを説明した。一方，学者や
NGOは，旺旺に経営権が移行してから，中国
を肯定的に扱うニュースが急増したことを指摘
すると共に，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」と公言していたことを「メディアの私物化」
として批判，クロスメディア所有や大手メディア
買収の事案に関する規制強化を要求した。

公聴会の結果を受けてNCCは同月，7人の
一致した意見として，中国テレビと中天テレビ
の役員人事変更申請を条件付きで認める決定
を下した。その条件とは，
・中国テレビと中天テレビの役員兼任の禁止
・独立した理事 1 人以上の設置
・幹部社員の職務の兼任禁止
・スタジオ共用の禁止
・倫理委員会の設置
等であった。

中国テレビと中天テレビの間で経営資源を共
有することで経済効率を高めようとしていた旺
旺は，その手足を縛ろうとするようなNCCの
決定に猛反発した。旺旺は直ちに声明を発表，
NCCが提起した付帯条件について，「業界一律
に適用されるというなら従うが，旺旺のみに適
用される条項であれば一切受け入れられない」
と述べると共に，NCCが具体的な法律の根拠
もなく付帯条件を付けたのは，違法な権限の
濫用だとした。そして旺旺はその後，傘下のメ
ディアで大々的なNCC批判に乗り出した。特
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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ラ
イバル紙のりんご日報にまで掲載した。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，応じなければ法的措置を取る
とした内容証明郵便を送りつけた。

しかしこれに対し，大学のメディア研究者
150人が連名で「言論の自由の侵害」と旺旺に
抗議，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ことで，蔡衍
明オーナーは急遽台湾大学などのメディア研究
者を訪問，陳謝はしなかったものの和解に向
けての善意を表明した。旺旺はその後，とりあ
えずNCCの決定に従っているが，一方で行政
院訴願委員会に対して不服申し立てをしており，
この案件はまだ最終結論が出ていない10）。
②NCCの対応についての各界の声

次にこの問題について，現地調査でヒアリン
グをした様々な関係者の意見を紹介する。事
業者では，まず当事者である旺旺グループの

メディア部門，中時
集団総管理処の蔡致
中会長特別補佐に聞
いた。蔡氏は蔡オー
ナーと姻戚関係はな
く，工商時報で14年
間経済分野の記者を
務めたメディア人であ

る。蔡氏はNCCについて，事業者との意思
疎通が良くないとして，冗談めかしつつ「Non- 
Communication Commission」（コミュニケー
ションのとれない委員会）だと批判した。旺旺
が中国時報グループを買収した際の資金の出

所について，中国資本ではなく自己資金だと重
ねて説明したにもかかわらず，NCCが国家安
全局など行政院の関係部門を通じて資金の出
所の確認に当たったことが NCC不信の背景に
あるようだ。一方，旺旺グループのメディアが

「親中的」と言われることについて蔡氏は，「台
湾海峡両岸の平和を希望しており，それには中
国大陸と台湾の相互理解促進が重要だ。ただ，
大前提は“台湾第一”である」と述べたが，旺
旺が「親中派」であるのかないのかについての
質問には答えなかった。

一方，地上テレビ局
である民視テレビの陳
正修企画部経理（部門
長）は一層批判のトー
ンが高い。陳氏は旺
旺へのNCCの対応に
ついて，台湾にはクロ
スメディア所有の規制

法がなく，本来役員人事変更についてNCCの
同意は不要と述べた。従って公聴会の開催はと
もかく，役員人事変更申請に条件を付けるのは

「言論の自由と営業の自由をうたった憲法に違
反」と手厳しい。放送事業者の間ではNCCの
対応について，全体的には「管太多」（やたらに
管理しすぎ）という批判の声がやや多い。

これに対し，地上テレビ局の台湾テレビの黄
崧会長は，NCCの対
応を高く評価した。黄
氏はもともとケーブル
局「非凡」のオーナー
で，2007年に台湾テ
レビが政府系銀行な
どの所有株を入札に
かけて売り出し民営

蔡致中会長特別補佐

陳正修企画部経理（部門長）

黄崧会長
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化した際に落札に成功，その後会長に就任し
た人物である。NCCの旺旺グループへの対応
について黄氏は，「民主社会では自由競争が基
本だが，公正な審査を行う機関が必要」と述
べ，NCCが「メディアはカネだけでは動かせな
い」という理念をアナウンスする効果があった
と見る。黄氏は，赤字続きだった台湾テレビを
2009年には日本円で6億円あまりの黒字に転
換させた「中興の祖」であるが，地上テレビ局
は番組制作にしっかり金をかけることでケーブ
ルテレビ局に対抗すべきという，台湾の商業局
の経営者としてはやや珍しい独自の哲学を持っ
ている。

一方メディアNGO
の1つ， 新 聞 公 害 防
治基金会の盧世祥事
務局長は，「旺旺は中
国でビジネスをしてい
るので，クロスメディ
ア所有は特に大きな
問題になる」と述べ，

NCCによる規制強化を主張した。そして中国
への批判的な発言が最近影を潜めるようになっ
た化学業界大手「奇美実業」の元オーナー許
文龍氏を例に挙げ，台湾のビジネスマンは中国
でビジネスを始めると次第に物が言えなくなると
して，言論・報道の萎縮を懸念した。

また，台湾新聞記
者協会の荘豊嘉会長
は，NCCが旺旺の件
で公聴会を開いたこ
とについて，クロスメ
ディア所有によって言
論の多様性が影響を
受けかねないことを

考慮し，メディアNGOに発言の場を設けたこ
とを高く評価した。

旺旺の問題については，クロスメディア所有
に関する明文化された規制がない中で，公聴
会を開き役員変更人事に条件を付けたNCCの
対応に対し，メディアNGO側は言論・報道の
多様性や質の確保の観点から比較的肯定的な
反応を示したが，事業者側は法律の拡大解釈
を懸念する声が多かった。

Ⅱ　「動新聞」と「壱テレビ」免許付与問題
①	事案の経緯　

次は「動新聞」，りんご日報が2009年11月
にネット上で始めた，CGによる動画ニュースの
問題である。りんご日報は，香港の黎智英（ジ
ミー・ライ）氏が経営する新聞社で，「八卦
新聞」（芸能人のスキャンダルなどを扱うニュー
ス）や写真を重視し，全面カラー印刷を売り物
にしている。2003年に台湾に進出，コンビニ
などでの店売りを中心に短期間に部数を50万
部以上に拡大，自由時報と首位を争うまでに
なった。台湾でもシェア拡大のため香港と同様
の手法を使ったりんご日報が，その後センセー
ショナルなやり方をエスカレートさせたのが「動
新聞」だった。このサービスは，実際に起き
た事件などのニュースで，映像が取れていない
情報について，CGによる動画を作成して再現
するもので，りんご日報はニュースを分かりや
すく伝える1つの方法として導入した。自社の
ネットサイトに載せたこの「動新聞」は，登録
した有料会員のみに視聴させる形をとっていた
が，りんご日報の紙面に掲載されたQRコード
を携帯電話で読み取ることでアクセスできるた
め，事実上子供も含め誰でも「動新聞」を見
ることができた。すると試験サービスが始まっ荘豊嘉会長

盧世祥事務局長
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てから1週間ほどのうちに，その内容を見たメ
ディアNGOや人権団体から，以下のような批
判が噴出した。
・ ニュースの対象が犯罪や事故などの社会

ニュースに偏り，その細部を描くことで被害者
と加害者双方の人権を侵害

・ 犯罪の詳細を描くことで，未成年者等に対し
犯罪を教唆するおそれがあり，特にセクハラ
や性暴力の事件は問題

・ 詳細な自殺報道が自殺を増やすおそれ
・ CG 化した内容には想像による部分も含まれ，

実際は事実と異なる点もあるのに，「ニュース」
として報道するのは問題
筆者がこの時期にYouTubeにアップされた

「動新聞」を実際に視聴したところ，少年たち
による殺人事件を扱ったニュースで，加害者が
被害者に対して刃物を振り下ろす場面や，被害
者の遺体を投げ捨てる場面がCG映像になって
いたほか，警察での取調べに対し加害者の少
年が「殺してすっきりした」と供述する場面まで
音声付きで再現されていた。

各界から苦情を受けたNCCが取締りの法的
根拠に苦慮する中，台北市政府は11月25日，

「動新聞」のニュースのうち，「飲酒後に3P，
女子大生が性暴力と訴え」など3 項目につい
て，未成年者の視聴禁止等のレーティングを
怠ったとして，児童及少年福利法違反で50万
元（約135万円）の罰金を科し，翌日にも同様
の記事が残っていたとしてさらに50万元の罰
金を科した。その際台北市政府は，「動新聞」
がりんご日報掲載のQRコードからアクセスで
きる点を考慮し，りんご日報を市内の学校や図
書館で閲覧できないよう，購読停止などの措置
もとった。

これに対しりんご日報は，当初「報道の自由

の侵害」などとして市政府を訴える意向を示し
ていたが，26日に婦女新知基金会など15の団
体が合同でりんご日報に抗議した他，世論の
大勢も市政府の措置を支持する中で態度を変
え，28日から「動新聞」に“制限”と“無制限”
のレーティングシステムを導入，“制限”のニュー
スについては未成年者に視聴しないよう警告を
出す方針を表明，その後台北市長に対する訴
訟も行わないことを明らかにした。

この事案では世論
の中にNCCの“不作
為”に対する批判も出
たが，NCC放送コン
テンツ部の何吉森部
長は筆者の取材に対
し，「市民は法律を理
解していない。ネット

を管理する法律はなく，『動新聞』は児童及少
年福利法で対処するしかないが，これは各地方
政府の管轄になる」と述べ，「動新聞」のサー
バーがある台北市が対応するのは当然との見解
を示した。ともあれ大反響を呼んだ「動新聞」
は，レーティングの導入で一段落したのだが，
問題はこれで終わらなかった。

りんご日報が「動新聞」を導入した本当の目
的は，これをりんご日報が目指している台湾で
のテレビ事業進出の目玉にしようということで，
ネットはそのための実験場だった。2,300万人
の人口に対し200以上のチャンネルがひしめく
台湾のテレビ市場では，新規参入組は大きな
目玉がないとシェアを取れないと見たわけであ
る。りんご日報は既にNCCに対してニュースな
ど5つの衛星チャンネルの新規免許を「壱テレ
ビ」の名称で申請していたため，NCCは「動
新聞」に批判的な声が多い世論との板ばさみ

何吉森部長
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となった。NCCが委員会議で審議した結果，
7人の委員全員一致の結論として，5チャンネル
全てについて「差し戻し」とした。その理由に
ついてNCCは，「ニュースはレーティングシステ
ムで“18歳以上”などの制限があってはならな
いが，“動新聞”は制限があるためニュース番
組に用いることは不適切」というものであった。
その後，りんご日報はNCCの要求に沿って申
請書を再提出したが，NCCは2010年3月末，
当面は基本的にニュース番組がない「映画チャ
ンネル」のみ免許を付与することとした。
②	NCCの対応についての各界の声

事業者では，りんご日報のライバルである旺
旺グループの蔡氏は，青少年保護の重要性を
強調，「りんご日報は台湾にとって“災難”」と
まで述べて，この問題に関してはNCCを強く
支持した。

民視テレビの陳氏は，衛星チャンネル事業者
の団体が「動新聞」に関して議論し懸念を示し
たと述べたものの，りんご日報に対する反発は
示さず，「他社も動画ニュースを始めるのではな
いか」と予想した。

一方メディアNGOは，概して「動新聞」に
批判的である。台湾新聞記者協会の荘氏は，
主に事件のニュースを手がける「動新聞」につ
いて，そもそも記者も警察官も事件現場にいな
いのにCGによる正しい再現映像を作れるはず
がないと指摘，「動新聞」は科学・医療等の
ニュースに使用を限定するなど，何らかの規制
をNCCに求めた。「壱テレビ」の免許付与に
ついては，「動新聞」と一体の問題である以上，
NCCが免許賦与に前提条件を付けたことは適
切だったと評価した。

これに対し新聞公害防治基金会の盧世祥事
務局長は，「動新聞」には問題があるとした上

で，政府当局によるメディアへの「入り口規制」
に疑問を呈した。盧氏は，免許を付与した上
で，放送内容を見てから問題があれば処分す
るという「出口規制」をより重視している。こ
れは国民党の一党支配下で長年大手紙「聯合
報」の記者をしてきた盧氏が，政府が以前のよ
うにメディアの新規参入を拒否できる権限を持
つべきでないという哲学を持っているためと考
えられる。

さらに，野党民進党の管碧玲立法委員は政
治的な立場からこの問題を分析した。中国と

の関係が良くない民進
党にとって，“親中派”
と目される旺旺は「目
の上のたんこぶ」のよ
うな存在であり，旺旺
への規制は強化すべ
きとの議論になるのだ
が，りんご日報への

態度は異なる。これはりんご日報が中国政府と
も，国民党とも関係が良くないとされるためで，

「敵の敵は味方」という側面がある。このため
管氏はNCCがりんご日報に対して取っている
厳しい態度は「政治的背景がある」とやや批
判的に見ている。

全体的に見ると，事業者の側は主にりんご
日報のテレビ市場新規参入による競争激化へ
の懸念から，またメディアNGOの側は事件の
被害者や加害者への人権侵害への懸念から，
それぞれ「動新聞」に対し批判的な意見の表
明が目立ったが，野党民進党は現在の台湾で
国民党に近いテレビ局が多いことを念頭に，り
んご日報による「壱テレビ」の新規参入にやや
肯定的な立場であったと言える。

管碧玲立法委員
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  8. NCC に対する評価と課題

ここまでNCCの使命である「政治的独立性」
や「過剰な商業主義の抑制」を中心テーマに，
NCCの具体的な事案への対応や関係者の声に
ついて見てきた。発足から4年が経ったNCC
の運営に対する評価は，大きく言って以下のよ
うなものとなる。
「過剰な商業主義の抑制」に関しては，事業

者の中にNCCを高く評価する声も一部にあるも
のの，全体に「学者が多く，業界の内情を知ら
ない」「細かなことまで管理しようとする」といっ
た批判的な声が多かった。

一方，メディアNGOの側では，旺旺のメディ
ア進出問題での公聴会開催や「動新聞」をめ
ぐる「壱テレビ」の免許付与問題などで一定の
評価があった。その一方で，台湾新聞記者協
会の荘氏は，年代テレビの番組スタッフが番組
の問題点を内部告発して解雇された問題を取り
上げ，NCCの対応が極めて遅かったと述べて，

「多くの市民が NCCと年代のオーナーの関係が
深いと疑っている」と批判した。

これに対し，政治
大学の馮建三教授は，

「双方から批判を受け
るのは正常なこと」と
述べ，NCCが「 商 業
主義」的な事業者と

「反商業主義」的なメ
ディアNGOの利害を

それなりに調整しているとの見方を示した。
しかし事業者やメディアNGOが共に不満を

示したもう1つの問題として，どういった人材を
委員に任命するのかということがある。現在は
主に大学教授などの学識経験者から選考して

いるのだが，事業者からは「メディアについて
の専門性がない」「業界の実情を知らないので
失望した」との批判があり，メディアNGOから
も「記者や市民団体の出身者も必要」「通信や
メディアの実務経験者が不在」といった声が出
ていた。ところが現在のNCC組織法第7条に
は，NCCと業界の癒着防止のため，NCC委員
は離職後3年間，離職前5年以内の職務と直接
関係のある営利事業の役員になれないとの規
定があり，NCC委員の給料が月40万円程度と
いうこともあって業界人は就任に消極的である。
今後 NCC委員の構成をよりバランスの取れたも
のにするため何らかの工夫が必要になろう。

一方，「政治的独立性」に関しては，与党
国民党の李氏が「地下電台の取締りが手緩い」
としながらも一応ぎりぎりで合格点をつけてい
るのに対し，野党民進党の管氏はかなり批判
的で，第2期のNCC委員の選考方法自体を問
題視した。行政院長が全ての委員を選ぶとな
ると，委員全員が「与党系」となりかねないか
らである。しかし，もともと第1期の委員選考
に当たって，立法院での政党の議席に比例し
て委員を選出するという方式に当時少数与党
だった民進党が強く反発したのも事実である。
つまり政党の議席に比例した形で委員を選出
するやり方は，与党が行政府と立法府の双方
で多数を占めている場合はある程度均衡を取
る効果があるのだが，与党が議会で少数という

「ねじれ」現象がある場合は，行政府と独立
規制機関が対立する形になってうまくいかない
ことは，NCCの歴史が証明している。

台湾では政治的二極対立が鮮明なため，完
全な「政治的独立」や「政治的中立」は望め
ない面がある。そこで重要になってくるのは，
NCCの委員会議等の徹底した情報公開である。

馮建三教授
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NCCの委員を第1期から4年間続けている
唯一の人物である謝進男委員は，NCCの情報
公開は行政機関の中で1，2を争うレベルにあ
ると自負する。過去340回あまり行われた委員

会議は，会合の終了
後必ず記者会見を行っ
ているほか，ネット上
に会合の結果を掲載，
公聴会も全面公開して
いる。メディアNGO
の中には，委員会議
自体の公開や会議で

の発言者の特定を要望する声もあるのだが，こ
れについて謝氏は，「NCC委員が事業者やメ
ディアNGOにとって不利になる内容の発言をし
にくくなるという副作用がある」と指摘した。実
際，旺旺のメディア進出問題の際は，個別の委
員の発言内容は公表されていないにもかかわら
ず，旺旺は規制に積極的とされた3人の委員を
名指し批判するという事態が起きた。情報公開
の一層の推進は望ましいとしても，委員会議自
体の公開にはまだ課題が多い。

NCCの運営に対する各界の評価をまとめる
と，「過剰な商業主義の抑制」に関しては，当
事者に様々な不満はあるものの一定の利害調
整が行われていると言えるのに対し，「政治的
独立性」に関しては野党側が強い不満を持ち，
十分実現できていないことを示している。例え
ばアメリカのFCCや韓国のKCCでは5人の委
員のうち2人について野党側が推薦できる形に
なっており，NCCも何らかの形で野党が一部
の委員の人選に関与できる制度設計を行うこと
が，「政治的独立性」についてのコンセンサス
を確保するために重要だと思われる。

　（やまだ けんいち）

注：
1）放送 3 法の修正については，『放送研究と調査』

（2004 年 3 月号）の拙稿「メディア『自立化』
への第一歩」を参照。

2）両法の全文については，『放送研究と調査』
（2006 年 4 月号）の拙稿「台湾の“独立規制
機関”ようやく設立」を参照。

3）台湾では，「先住民」は既に滅亡した人々のイ
メージがあることなどから，彼ら先住民族は

「原住民」の用語の使用を主張しており，本稿
でも「原住民」を使用する。

4）NCC 発足前後の動きについては 2）に同じ。
5）3 月 12 日付『自由時報』
6）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するもので，「インターネッ
ト TV」とは異なり，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。

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

8）「政府による PP」とは，例えば行政院の経済部
や交通部といった省庁が，放送局にお金を払っ
て，大臣の単独インタビューなどを行わせると
いったケースのことで，政府当局は否定するも
のの，ひそかに行われていると言われる。

9）廣播電視法第 14 条と衛星廣播電視法第 13 条
に，放送事業者の役員人事等の変更は，主管
機関の許可を必要することを定めている。

10）詳細は『放送研究と調査』（2009 年 9 月号）の
拙稿「『言論の多様性』と『公正な報道』には
何が必要か」を参照。

謝進男委員


