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シリーズ公共放送インタビュー

  公共放送の位置づけ

―公共放送の基本的な任務について，翁教授

はどのようにお考えですか？

翁氏：6 つあると考えています。
　その①は「普遍的サービス」です。それは
あらゆる分野の番組を扱うということであって，
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1998 年に開局した公共

テレビで，初代から 3 期 9 年間理事を務め，商業局の中華テレ

ビ 1）や，少数派住民向けの客
ハッカ

家チャンネル，原住民チャンネル 2），

国際放送の宏観チャンネルなどを包括した公共放送グループ化

の推進などに取り組んだ。翁氏は，公共テレビが抱える最大の

課題は，政治的二極対立が鮮明な台湾で，政権の意向に左右さ

れない立場を確立することにあると考えている。

 台湾のメディア事情として最も特徴的なことは，①
政治的二極対立の影響，②過当競争下における極端
な商業主義，の2点である。放送の分野に関して言う
と，まず①ではほとんどの商業局が，与党国民党系（党
の旗の色から「藍」派と呼ばれ，TVBS・東森・中天・
中国テレビなどが該当）もしくは野党民進党系（同様に

「緑」派と呼ばれ，民視・三立などが該当）のどちらか
に分かれている。このため中立を標榜する公共テレビの
存在意義は大きいのだが，逆に中立のイメージがある
がゆえに，藍・緑の両派とも公共テレビに影響力を行使
しようとする傾向が目立つ。特に2008 年の総統選挙で
勝利し8 年ぶりに政権奪還を果たした国民党は，民進
党政権時代に選出された現理事長の更迭を画策，現理
事長に批判的な公共テレビの労組はこれを基本的に支

持しているが，市民団体からは反発の声も上がってい
る。そしてこの理事長ポストをめぐる内紛は，現理事長
と反理事長側の間で訴訟合戦を引き起こし，理事会の
機能は2010 年7月現在，マヒ状態のままである（詳細
はｐ45の表）。

また②の商業主義に関して言うと，2,300万人の人口
規模の中で200を超すテレビチャンネルがひしめく台湾
では，経営状態が厳しい局が多く，コスト削減が番組
の質低下を呼ぶ悪循環に陥りがちである。番組の中に
実質上の広告を挿入するプロダクト・プレイスメント（PP）
も横行し，その是非をめぐる論争も活発化している。こ
うした中，商業主義から超然とした立場を取る公共テレ
ビの役割の重要性は高い。実際，公共テレビは番組の
質に関して定評があり，台湾の優秀なテレビ・ラジオ番
組に贈られる「金鐘賞」では毎年入選作品数が各局の
中でトップクラスである。しかし，台湾では受信料制度
が導入されておらず，主要な財源である政府からの交付
金は，1998年の発足時が年間12億元（約33億円）で，
その後年々減少し，2001年以降は年間9 億元（約25 億
円）に据え置かれている。このため公共テレビは恒常的
な財源不足の状態に陥っている。

翁秀琪  氏

【 第 3 回・台湾 】

翁秀琪氏（政治大学特別招聘教授）に聞く
～政治的二極対立からの自立を目指す公共テレビ～
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イギリス・ドイツ・日本の公共放送では行われ
ていますが，台湾では公共テレビが後発の放
送局ということもあって，少なくとも今は十分と
は言えません。
　その②は公正・独立のニュース報道です。こ
れは台湾でぜひやる必要があります。もともと台
湾の公共テレビのニュース報道は，デイリーニュー
スは禁止で特集のみという形でスタートしました。
その後，デイリーニュースも解禁されましたが，
取材クルーは同じ公共放送グループに加入した
中華テレビと合わせても 60 組しかありません。
しかも公共テレビと中華テレビのニュース部門の
統合の試みは，結局失敗に終わりました。

　その③は，高齢者・青少年・少数派エスニッ
クグループなどのための番組制作で，これは商
業局が手がけない分野です。
　その④は，国家アイデンティティと文化の反
映です。台湾では国家アイデンティティをめぐっ
て「藍」と「緑」の内部抗争がありますが，イ
ギリスや日本にはこの問題がないので，BBC や
NHK は本当に幸運だと思います。この内部抗
争がもとで現在の公共テレビ理事会の運営が
行き詰っているのは，台湾にとって不幸なこと
です。
　私が第一期から第三期まで公共テレビの理事
をしていたとき，職員の大部分は「藍」派だっ

たのですが，彼らにはこうしたイデオロギーを
公共テレビの内部に持ち込まないよう指示しま
した。記事・番組を作る際に，自分のイデオロ
ギーを出してはいけないと言ったのです。この
問題に関しては制度を整えたので，今公共テレ
ビが役員人事で内部抗争をしているものの，番
組自体はきちんとしたものが出るようになってい
ます。ただ，政府というものは，「藍」であれ「緑」
であれ，メディアに関しては自分の陣営に有利
な計らいをする傾向があるのです。
　その⑤は，イノベーション＝革新と，高品質
のコンテンツです。このことは強調すべきだと
思います。
　その⑥は，国民の世界観を高めるというこ
とです。今は「世界市民」の時代であること
を考える必要があります。私が公共テレビの理
事をしていたとき，PBI（Public Broadcasters 
International ＝国際公共放送会議，世界の
公共放送機関の代表者が集まって公共放送の
役割と将来像について話し合う会議）などによ
く出かけました。台湾の公共テレビは BBC や
NHK に比べるとちっぽけな存在ですが，だか
らこそ，より積極的に国際的な場に参加する必
要があるのです。公共放送が世界観を高める
ことで，国民の世界観も高まると思います。

台湾では公共テレビを発足させるにあたって，当
時野党だった民進党が，ニュースが国民党寄りの
内容になることを懸念したことから，報道は当初デ
イリーニュースを扱わないことになった。デイリー
ニュース解禁後の2006年7月，公共テレビは，商
業局から公共放送に移行した中華テレビをグループ
の一員に取り込んだが，両者のニュース部門の統合
は，双方のニュース価値判断に大きな差があったこ
となどから難航，結局ニュース部門は事実上，再度
分離することになった。

台湾では，自分が何人かと聞かれたときに，「台
湾人」，「中国人」，「台湾人かつ中国人」という3通
りの答えがあり，住民の間に国家アイデンティティに
関するコンセンサスが存在しない。特に建前として
中国大陸との統一を掲げる国民党などの「藍」派と，
台湾独立を綱領に持つ民進党などの「緑」派の間で
は，国家アイデンティティをめぐって根本的な対立
が存在している。
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  公共放送の適正規模

―世界各国の公共放送を見ると，資金的に充

実し，商業局と競合しながらあらゆる分野の番

組を手がける局と，少ない資金でより限定され

た分野の番組を提供する局に分かれるようです

が，翁教授は公共放送の規模はどの程度が望

ましいと考えていますか？

翁氏：私たちが 1990 年代に放送局の「公共
化運動」をしていたときは，地上テレビ局は全
て公共化したいと思っていました。民進党はこ
れをいったんは受け入れましたが，実際は商
業局で公共化されたのは中華テレビだけでし
た。過去の歴史を見ずに理想だけ言っても非
現実的だということを実感しました。しかし歴
史の制約があるのは韓国も同じですが，韓国
では指導者のリーダーシップで KBS や MBC
が公共化されました。台湾は民主的過ぎると
いうか，指導者の決断力が足りないというか，
まあ，結局は政権を獲得した民進党にとって，
メディアの問題の優先度が低かったということ
ですね。公共放送のグループ化も民進党の政
策だったのですが，政策が打ち出された後，
新聞局長がコロコロ変わり（メディアを管轄す
る行政院新聞局のトップである新聞局長は，
民進党政権時代の 8 年間で計 8 人が務めた），
この政策についてよく知らない人もいて，分かっ
た頃にはまた交代するという状態でした。中
華テレビの公共化については，予算がどのく
らい必要になるか説明したのに，民進党は約
束を守らず中華テレビに予算を配分しませんで
した。ただ，公共放送の規模を大きくしたい
気持ちはあるのですが，先ほど述べた「国家
アイデンティティ」の問題が解決していない状

態で規模だけ大きくした場合，中国中央テレビ
（CCTV）のようになりかねない（政権党の主
張のみを報じる大規模放送局の意味）という
懸念はあります。

  公共放送の財源のあり方

―公共放送の財源についてですが，今は政府

からの交付金が公共テレビの財源の大部分を

占めています。本来望ましい形というのが他に

ありますか？

翁氏：放送局が受信料を集めるシステムは，
集金のコストがかかりますし，台湾人は日本人
ほど順法精神がないので，なかなか機能しに
くいところがあります。私は呉豊山氏（元自立
早報社長，現監察委員）が理事長を務めてい
た時代（1998 年～ 2004 年）に，水道や電気
の料金に上乗せして徴収することを提案しまし
た。月 100 元（約 270 円）を上乗せできれば
70 億元（約 190 億円）を上回る収入となり，
公共放送の発展に役立ちますが，この方法を
導入するには立法が必要で，結局実現しません
でした。ただ，現在は国民党が立法院で圧倒
的多数を占めているので，本気でやろうと思え
ば導入できます。なぜ国民党は導入しないので
しょうかね。
　政府交付金というのは，経費の使用等にあ
たって政治圧力がかかるという問題がありま
す。ただ法律上は，行政院新聞局は主管機関
として公共テレビの予算編成に「協力」すると
なっているだけで，不合理な部分について意
見を言うことはできても，新聞局が自分で内容
を決めたり，予算を削ったりすることはできま
せん。もちろん立法院は一般市民の代表です
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から，予算の使い方等について公共テレビを監
督する権限はありますが，これまでのように立
法院が公共テレビ予算の凍結を乱発したのは
酷すぎます。

  公共放送の組織のあり方

―台湾の公共放送は 2006 年以降グループ化

を進めたわけですが，公共放送の組織はどうあ

るべきでしょうか？

翁氏：今の公共放送グループには，法律の後
ろ盾がありません。公共放送グループにラジオ
は入るのかとか，国際放送は以前のように僑務
委員会に戻すのかといった点を明確に定義して
おく必要があります。

　そのためには公共テレビ法の修正が必要で，
新聞局が提示した修正案を見たところ，以前よ
りは政府予算の規模も充実してよくなっていま
すが，まだ足りないと思います。

  ニューメディア時代への対応

―公共放送はデジタル化，ニューメディアの時

代にどう対応していくべきですか？

翁氏：これはとても重要な問題です。これま
では公共放送のことを英語で Public Service 
Broadcasting（PSB）と呼んできましたが，今
後は Public Service Media（PSM）へと移行
することになります。そのメリットは，公共放送
サービスの対象が拡大するということです。特
に青少年の世代に関しては，これまで公共放
送が浸透してきたとは言えません。公共放送が
今後 PSM に発展するには，どういう新たなサー
ビスを提供し，どういうビジネスモデルをつく
るのかという点が鍵になります。インターネット
2.0 の時代には，多数が多数に情報提供を行

公共テレビ本部（台北）

公共テレビ提供

公共テレビの予算をめぐっては，公共テレビ法に
年間の交付金額が9 億元（約25 億円）と明記され
ていて立法院が削除することは法改正を行わない限
りできなくなっている。そこで民進党政権時代に立
法院で多数を占めていた野党国民党は，公共テレビ
の運営は効率性に問題があるなどとして，公共テレ
ビの予算の一部凍結を繰り返し，このうち2008年
分の予算に関しては，半額にあたる4.5 億元（約12
億円）を翌2009年4月まで凍結した。

公共放送グループは，公共化した中華テレビが
2006年7月に加入したのに加え，2007年1月にそれ
まで行政院の客家委員会が管轄していた客家チャ
ンネル，同原住民族委員会が管轄していた原住民
チャンネル，同僑務委員会が管轄していた国際放送
の宏観チャンネルの3つを公共テレビに移管して公
共放送グループの一員となった。しかし特に原住民
チャンネルや宏観チャンネルについて，行政院の部
局の管轄に戻すべきとの意見が出されている。
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うわけですから，ネットユーザーが作るコンテ
ンツが重要です。その点，公共テレビがネット
上で展開している PEOPO3）は，市民記者の研
修を実施するなど，よくやっていると思います。
2009 年末に京都で開かれた PBI で PEOPO
についての報告をしたら，BBC を含め非常に
よい反響があったと聞いています。報道の質に
問題があるという批判もありますが，ニューメ
ディアにおける市民の情報発信を進める過程で
避けられないものであり，それほど目くじらを
立てなくてよいと思います。

　翁教授は，商業局の過当競争が目立つ台湾
において，高品質の番組を充実させる必要を
感じており，これまで公共放送の拡充を求める
メディア NGO「媒体改造学社」の運動にも関
わってきた。大学のメディア研究者の中にはこ
うした考えを持つ人は多いが，一方で与党国民
党の関係者には，商業局の営業の自由を重視
し，公共放送の拡充を含む政府の“過剰な介入”
に反対する意見も多い。
　こうした公共放送の規模・カバー領域をめぐ
る議論に加え，今最も問題となっているのが

「政治的独立」の保持である。公共テレビが
発足した 1998 年当時は国民党政権で，2 年
後に政権交代が起きたが，当時の呉豊山理事
長は「どちらの政権の下でも公共テレビは政
治的独立を守った」との自負を示していた。そ
して現在でも，公共テレビの番組内容は政治
的独立が基本的に守られていると，翁教授を
はじめ関係者は指摘している。しかし 2007 年
末に発足した公共テレビの新体制では，社長
に相当する総経理に就任した人物が，視聴率
至上主義的な改革に加え，予算が増えないま
ま自主制作比率の向上を図ったこと，さらに

幹部人事で能力よりも縁故を重視したと指摘さ
れている点などが職員の反発を買った。この総
経理は当時与党だった民進党寄りと言われて
おり，国民党は 2008 年に政権を奪回後，公
共テレビの総経理や理事長に対する圧力を強
めることになった。
　まず公共テレビ理事を選出する審査委員に
自党の立法委員（国会議員）4 人を選出した
が，これに対し台湾のメディア NGO は「審査
委員は社会の公正人士でなければならない」
とした公共テレビ法に違反すると，厳しく批判
する声明を発表した。しかし，国民党はこうし
た批判を黙殺，公共テレビの理事数を増員す
る法案を通過させ，当時 13 人だった理事を 8
人増やして 21 人にした。これに対し監察院は
2009 年 12 月，8 人の理事を選出する際に立
法院での承認手続きが不十分だったと指摘し
たが，メディアを管轄する新聞局は手続きに問
題はなかったとして同月，理事会の開催を強
行，現理事長の鄭同僚氏を更迭し新理事長を
選出することを 13 対 1 の多数決で決めた。と
ころが同月，公共テレビの監事会は理事会に
出席した理事 8 人の資格に問題があるとして，
理事会の決議を無効とする決議を採択，さら
に鄭理事長は 2010 年 1 月，新理事 8 人の職
権停止仮処分を裁判所に申請，これがいった
んは認められたことから，逆に新聞局が理事
長の解任を求める申請を裁判所に提出，全面
抗争の様相となった。その後新聞局が提出し
た，鄭理事長側の理事 7人の職権執行停止仮
処分も 4 月に認められ，他にも理事 1 人が辞
任していたことから，公共テレビで活動可能な
理事は 21 人中 5 人にまで減り，理事会はマヒ
状態となった。 
　アジアにおける公共放送は，欧米と比べる
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と「政治的独立」の達成・維持に関して苦労
が多いように見受けられる。韓国の KBS はそ
もそも大統領が社長を任命しており，イ・ミョ
ンバク大統領は選挙の際に自らの言論特別補
佐官を務めていたキム・インギュ氏を社長に任
命，これに対し KBS 労働組合は就任式当日
にキム氏の出勤を阻止する実力行使に出るな
ど混乱が起きた。また香港の RTHK は「編
集権の独立」をうたってはいるものの，機構
自体が政府組織の一部である。2005 年に行
政長官に無投票当選した曾蔭権（ドナルド・
ツァン）氏は選挙運動の期間中に，RTHK の
競馬中継について「公共放送は娯楽事業に関
わるより政府の政策の説明などに重点を置く
べき」と述べた。曾氏の長官就任後，RTHK
は競馬中継を取りやめ，「当局の圧力に屈した」
と批判を受けることになった。台湾の公共テレ
ビも，視聴率が 0.1 パーセント強と高くないわ
りに，その「中立性」のイメージからか，様々
な政治的圧力がかかりやすい状態となってい
る。こうした状態から脱し「政治的独立」を
確保するには，究極的には台湾の政治的二極
対立構造の緩和が必要なのだが，公共テレビ
としては当面，その運営に関する情報公開を
一層進めることで，市民からの幅広い支持を
集める努力が欠かせないと思われる。

（やまだ けんいち）

〔インタビュー〕
国立政治大学（台北，2010 年 2 月 22 日）

次回　アメリカ　ジョージ・ワシントン大学のクリス
トファー・スターリング教授

注：
1） もともと中華テレビは教育部や国防部が株式

を所有する政府系の商業局だったが，2003 年
に当時の民進党政権が「党・政・軍のメディア
撤退」政策を打ち出したことから，同様の政府
持ち株商業局のうち，政府持ち株比率の高い中
華テレビを公共化，比率の低い台湾テレビを民
営化することになった。

2） 台湾では「先住民」は滅亡した種族のイメージ
があることから，先住民たちは「原住民」の呼称
を使うよう主張しており，本稿でもこれに従う。

3）PEOPO は，People Post（公民新聞平台）と呼
ばれる市民記者制度である。公共テレビに氏
名などの ID を登録すれば，一般の市民が自ら
取材・撮影した内容をネット上で発表できる
というもので，2010 年 6 月現在，3,880 人が登
録している。韓国のオーマイニュースと似た
システムだが，オーマイニュースには編集部
があって原稿の選択や修正を行っているのに
対し，PEOPO では人を中傷するような記事以
外は削除等の編集を行わないのが特徴である。
PEOPO の詳細については，拙稿「世界の公共
放送のインターネット展開　第 5 回　台湾公共
放送グループ・香港 RTHK」（『放送研究と調査』
2009 年 2 月号）を参照。

主な出来事 政権党

1998 公共テレビ開局 国
民
党

2000 政権交代

2006 中華テレビが公共放送グループ
入り

2007.1 客家チャンネル，原住民チャン
ネル，宏観チャンネル（国際放
送）が公共放送グループ入り

民
進
党

2007.12 現理事長が就任

2008 政権交代

2009.12 現理事長の更迭を理事会が決議

国
民
党

2010.1 現理事長が理事 8 人の職務停止
仮処分を裁判所に申請し認めら
れる

2010.4 行政院新聞局が申請した現理事
長派の理事 7人の職務停止仮処
分が認められる

表　公共テレビの歴史


