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シリーズ公共放送インタビュー

  はじめに

今回は世界的に公共放送の重要な役割の1つ
とされている「少数派住民向け放送サービス」
のあり方について，台湾で現在起きている論争
を2人の有識者へのインタビューで紹介し，少
数派住民向けチャンネルの公共性をめぐる問題
を考察する。台湾では，今や人口比率が全人
口の2％にまで低下した原住民 1）のためのテレビ
チャンネルとして，2005年から「原住民チャンネ
ル」（Taiwan Indigenous TV, TITV）が存在す
る。こうした少数派住民向けの放送は，広告市
場が小さく商業局による運営は難しいことから，
公共放送局が運営するのが一般的だが，ニュー
ジーランドのマオリテレビのように，公共放送局
のTVNZとは別にマオリ族の諸団体が政府と
共同で運営する形態もある（ただしマオリテレビ
も公共放送と位置づけられている）。現在，台
湾の原住民チャンネルは公共テレビを中核とす
る公共放送グループの一員だが，原住民の間に
は，圧倒的多数派の漢民族が主導する公共テ
レビの傘下にあることへの不満から，チャンネ
ルの運営主体を原住民の団体に移すよう要求す

る動きがある。本稿では，まず原住民チャンネ
ルの成立過程と現況に触れた上で，チャンネル
の運営主体を原住民団体へ移すよう求める主張
と，公共放送グループへの残留を求める主張の
論争を紹介する。主要な論点は，
① 原住民チャンネルは誰が運営すべきか
② 原住民チャンネルは誰に向けて放送するか
③ 現実的課題は何か
の 3 点である。

  原住民チャンネルの成立過程と現況

台湾の人口構成は非常に複雑で，全体の約
98％を占める漢民族は，エスニックグループとし
てさらに3つに分かれる。第二次世界大戦の終
戦前から台湾に住んでいる福

ホーロー
佬人が人口全体の

約70％を占めるのをはじめ，戦後中国大陸から
渡来した外省人が約13％，漢民族だが独自の
言語・文化を持つ客

ハ ッ カ

家が約15％を占める。一方
の先住民である原住民は，タイヤル族・パイワン
族・アミ族など14の種族に分かれている2）。台
湾では戦後，外省人を中心とした国民党の一党
支配の中で，客家や原住民の言語・文化は抑
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少数派住民向け放送は誰が運営すべきか
～「住民団体」か「公共放送局」かの論争～
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  「原住民団体による運営」派　孔文吉氏

原住 民チャンネ
ルの運営を公共放
送グループから切り
離すべきという動き
のリーダー的存在と
なっているのは，与
党国民党の立法委
員（国会議員）で，
タイヤル族 4）の孔文

吉氏である。孔氏は台湾大学を卒業後，イギリ
スのラフバラー（Loughborough）大学で原住民
メディア研究の博士号を取得，公共テレビ理事
や台北市原住民事務委員会主任委員などを歴任
し，2005年から山地原住民枠選出の立法委員
を務め，現在2期目である。

① 原住民チャンネルは誰が運営すべきか

―原住民チャンネルを公共放送グループから切

り離す活動をされていますが，その基本的な理

由は何でしょうか？―　

孔氏：公共放送グループの中核は公共テレビで
すが，今の公共テレビの理事 21 人のうち，原
住民は 1 人しかいません。今の原住民チャンネ
ル長の人事を決める際，当初漢民族の公共テ
レビ理事が候補に挙げられたので，私は反対
しました。チャンネル長の人事は象徴的なポス
トですから，原住民でなければいけないのに，
公共テレビの理事会では漢民族をトップにする
案が出たのです。一方，私が条例案を作って
2010 年 1 月に設立した財団法人原住民族文化
事業基金会（以下，基金会と表記 5））は，理事長・

圧されてきたが，民主化に伴ってこうした少数派
住民が言語・文化の保存への自己主張を強め
るようになった。そこで民進党に政権交代した
後の2003年に客家チャンネルが，また，2005
年に原住民チャンネルが，それぞれ独自の言語・
文化の保存を主な目的とする少数派住民向けテ
レビチャンネルとしてスタートした。当初，原住
民チャンネルは客家チャンネルと同様，政府が
予算を組んで商業局を対象に入札を行い，落札
した局が1年間の番組制作を請け負っていた 3）。
しかしこの方法では，毎年担当局が代わるた
め，人材やノウハウの蓄積が難しいという問題
があった。また商業局は利益の確保を優先し，
番組の質が低くなるという批判にもさらされたた
め，原住民チャンネルは2007年から，客家チャ
ンネルと共に，公共テレビが中核となる公共放
送グループに加入した。

原住民チャンネルは現在，ケーブルテレビ及
び中華電信のIPTVサービスの「MOD」で毎
日24時間放送されており，うち3分の2は再放
送である。2010年の予算は3億元（約8億4,000
万円）で，制作時間数は前年と同じ2,190時間
だった。14の各種族の言語による放送が全体
の40％を占めるよう，行政院（内閣）の担当部
署である原住民族委員会から求められている
が，人口が最も少ない邵

サオ

族については，キャス
ターが確保できないため，各種族の言語で放
送できるニュースは13言語にとどまっている。
現在のチャンネル長は，タイヤル族のMasao・
Aki氏が務めているが，その選出の際，公共
テレビは当初漢民族の人物を内定したため，
原住民の間で反発が起きたという経緯がある。
このことも原住民チャンネルの運営を原住民団
体が行うべきだとする主張の1つの背景となっ
ている。

孔文吉 氏



64 　AUGUST 2011

事務局長共に原住民で，理事の過半数も原住
民です。原住民チャンネルの本旨は原住民への
サービスにあるのですから，その運営権は公共
テレビではなく，基金会に任せるべきだと思い
ます。

―公共テレビによる運営には具体的に問題が

ありますか？―

孔氏：民進党政権の時代に選ばれた公共テレ
ビの理事長と社長は，民進党政権を批判しな
かったのに，国民党の馬英九政権が誕生した
とたんに，原住民チャンネルが馬総統の批判を
しました。公共テレビの理事の間で権力闘争も
続けられていましたし，旧体制下の公共テレビ
には問題があると思ったのも，私が原住民チャ
ンネルの公共放送グループ離脱を推進した要因
です 6）。ここ数年で原住民チャンネルに関する
公聴会を 6 ～ 7 回はやりましたが，そこで公共
テレビの理事が自ら原住民チャンネルのキャス
ターを兼務したり，原住民の人材養成訓練を実
施したりして収入を得ている問題を追及しまし
た。他にも幹部が自分の親戚を職員に採用す
るケースなど，人事や資源分配が公平でないと
訴えてきました。原住民チャンネルの運営権を
基金会に移行させれば，私は報道に干渉しま
せん。ただ幹部の人事権は掌握します。

―今，公共テレビ法の改正案が作られています

が，この中で原住民チャンネルの位置づけが

決まっていくわけですね？―

孔氏：民進党時代に選出された理事長・社長の
下で公共テレビが 2010 年に提出した改正案で
は，原住民チャンネルは公共放送グループに残

すことになっていました。そこで私は管轄部署
である行政院新聞局の局長に対し，「この案を
通すのならあなたを辞めさせる」と警告しまし
た。新聞局は私の主張を取り入れて案を作り直
しているようです。

② 原住民チャンネルは誰に向けて放送するか

―孔立法委員は原住民チャンネルの視聴者と

してどういう人たちを想定しますか？―

孔氏：原住民を主とするということです。原住民
の生活や文化を漢民族に伝えるという仕事は，
公共テレビがやれば良いことです。

③現実的課題は何か

―現在，原住民チャンネルは放送用スタジオ

や撮影機材など，独自の放送設備を持ってい

ません。公共放送グループにいれば，公共テレ

ビから格安の値段で設備を借りることができま

すが，切り離した場合，設備をどうするのかと

いう問題が起きませんか？―

孔氏：設備は公共テレビから借りても，商業局
から借りても良いのです。私が草案を書いた原
住民族文化事業基金会設置条例では，放送事
業の実施に関して，「公共テレビに委託すること
ができる」となっており，「委託しなければなら
ない」とは書いてありません。重要なのは，人
事・予算・番組制作に関する基本的な権限を原
住民の団体である基金会が掌握することです。
基金会は，原住民のメディアを指導・育成する
組織として，法に則って設立されたのですから，
原住民チャンネルもそちらに任せるべきです。
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―テレビはコストが高いことや，原住民は一定

の地域に集住していることが多いことを挙げ

て，原住民チャンネルはむしろラジオで放送し

た方が良いとの意見もありますが，この点はど

うお考えですか？―

孔氏：台湾ではラジオは聞かれていません。テ
レビは最も有効なメディアですし，原住民の言
語・文化保存にとって象徴的な意味もあるので，
多少コストがかかってもテレビで放送すべきで
す。世界各国の政府は，それぞれの国の原住
民がテレビ局を作ることを援助する義務がある
と思っています。今後，基金会に原住民チャン
ネルの運営権が移転したら，広告を導入するこ
とも考えられますが，基本的には政府が支援す
る必要があります。

 「公共放送グループ残留」派　林福岳氏

グループへの残
留を主張する議論
はメディア研究者
に 多 い が， 中 で
も少数 派住 民向
けメディアの研究
に造詣 が深いの
が， 東 華大 学 の
林福岳准教授（中

国語では助理教授，漢民族）である。林氏は
地域コミュニティーにおけるメディアの専門家
で，政治大学新聞研究所で博士号を取得し，
2002 年から東部の花蓮県にある東華大学民
族学院で原住民のメディアに関する研究を進
めている。

①原住民チャンネルは誰が運営すべきか

―林助理教授は，原住民チャンネルの公共放

送グループ残留を主張されていますね。―

林氏：最初に申し上げて置きますが，私の議論
は孔氏と正面から対立しているわけではありま
せん。原住民が自らのメディアを持ちたいと考
えることには賛成しているのです。国連にも原
住民の権利宣言があり，原住民固有の権利を
原住民に返すことが必要です。また，漢民族
が中心の台湾の主流メディアによる原住民報
道は，往々にして誤り・誤解・偏見・差別があ
りましたし，原住民へのステレオタイプ的な理
解に陥っている問題がありました。さらに原住
民の求めるサービスは多数派の市民の求める
サービスとは異なるので，特別のチャンネル，
特別の方式で行う必要がありますし，原住民
が自らの意見を表明する公共空間も必要なの
です。

―それではなぜ公共放送グループから切り離さ

ない方が良いと考えられるのですか？―

林氏：まず理念について話しましょう。原住民
チャンネルの運営主体が公共放送グループか，
基金会かを問わず，必要な理念的価値は 3 つ
あります。
Ⅰ  原住民の主体性
Ⅱ  （政治的な）独立・自主
Ⅲ  公共のためのサービス

Ⅰの主体性については，基金会は理事の大
部分が原住民なので，そう心配していません。
ただし，公共テレビに問題があったかというと，
私はそうは思いません。原住民チャンネルの意

林福岳准教授
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思決定機関として，諮問委員会が作られてい
ますが，原住民から選出された公共テレビの理
事が委員会のトップを務めています。自分もこ
の委員会のメンバーですが，10人余りいる委員
の大部分は原住民で，漢民族は3人だけです。
諮問委員会が決めたことに公共テレビの理事会
がノーと言ったことはこれまで1回もなく，実質
的な主体性はあるのです。原住民テレビの職員
についても，政府は原住民の比率を60％以上
にと言っていますが，実際は80％以上に達して
います。

Ⅱの独立・自主についてですが，公共テレビ
は公共テレビ法の中に政治からの独立・自主
が明記されています。ただ，原住民チャンネル
の予算は本来公共テレビと同様に行政院から
直接交付されるべきなのですが，現在は行政
院の担当部署である原住民族委員会から来て
います。このため，原住民族委員会の役人が
原住民チャンネルの幹部を交代させるよう要求
するケースがある他，特に立法委員から不満
が寄せられることが多いのです。例えば「自分
を紹介する放送時間が短い」とか，「もう1回取
材しろ」などと言ってきたり，親族が作った制
作会社に仕事を回せと言ってきたりします。独
立・自主が明記された公共テレビの傘下でこの
調子ですから，現職の立法委員である孔氏が
原住民チャンネルの運営権を基金会に移そう
と活動していることには，独立・自主の確保と
いう点で懸念を持たざるを得ません。また，現
在の原住民族委員会のトップは理性的な人で
すが，将来もそういう人物がトップを務める保
証はありません。

Ⅲの公共のためのサービスとは，金儲けを
したり特定の人物のためにつくしたりすることな
く，公共の利益を基準に運営するということで

す。この点については，もし基金会が能力を証
明できれば，運営権の移譲に賛成することがで
きます。

② 原住民チャンネルは誰に向けて放送するか

―原住民チャンネルの番組の視聴者層につい

ては，どうお考えですか？―

林氏：原住民チャンネルの番組について，他の
エスニックグループを無視して良いとは思いませ
ん。そうすると，原住民を“隔離”するようなこ
とになりかねないからです。こうした放送を「原
住民向け」「その他のエスニックグループ向け」
として完全に切り離すことは良くありません。多
様性というものは，様 な々構成員がコミュニケー
ションを重ねながらできていくものです。

③ 現実的課題は何か

―理念の問題に続いて，現実的な問題として

はどのようなことがありますか？―

林氏：原住民チャンネルは今自前の放送設備を
持っておらず，他のテレビ局から借りないといけ
ません。過去数年間，公共テレビは自局の設
備を定価の 40％の値段で原住民チャンネルに
貸し出しました。もし運営権を基金会に移せば，
公共テレビは商業局と同じ値段で貸そうとする
かも知れません。孔氏や基金会の幹部は，今
の原住民チャンネルの番組の質が低いと批判し
ていますが，設備の賃料が上がれば，番組の
品質は上げようがないでしょう。また，実際の
制作を商業局に委託するとなれば，毎年担当
局が代わるとか，利益を優先して番組の質が
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落ちるとか，公共放送グループに加入する以前
の問題が復活するだけです。

もう1つの問題は，基金会の計画立案能力に
ついてです。基金会は原住民チャンネルの運営
権を獲得する前提で，チャンネル運営計画書を
行政院原住民族委員会に提出しました。ところ
が，基金会には自分で計画書を作る能力が不
足していたため，原住民チャンネルに計画書作
りを手伝わせたのです。これから運営権をもぎ
取ろうという相手に手伝ってもらうというのは矛
盾を感じます。また，原住民族委員会で基金
会の計画を審議するチームを作っており，自分
も委員の1人ですが，メンバーの全員が「この
計画ではまだまだ不十分」との見方をしていま
す。一言で言えば，基金会にはメディア運営の
専門能力が不足しているのです。基金会には1
年前から，「公共テレビより自分たちの方がうま
く運営できることを，原住民族委員会・公共テ
レビ・原住民といった各関係者に納得させて欲
しい」と言ってきましたが，この1年間，それが
まだ証明できていないのです。

―原住民向け放送について，テレビはコストが

かかるので，ラジオを利用すべきではという意

見についてはいかがですか？―

林氏：原住民の居住地域を考えると，ローカル
ラジオ放送というのは実務的な考え方としてあ
りえます。例えば同じ種族でも様々な方言があ
り，アミ族では 6 ～ 7 つ，14 族ではあわせて
42 の方言があります。こうした方言の尊重も考
えた場合，テレビは万能でないことが分かりま
す。私がコストの問題を重視するのは，あまり
にコスト無視の運営をすれば他のエスニックグ
ループの不満を呼びかねないからです。

  まとめ

2人の議論を総括すると，全般的に原住民
チャンネルの公共放送グループからの「切り離
し」派の孔氏が「原住民主体」という理念に最
大の価値を置くのに対し，「残留」派の林氏は

「原住民主体」に加え，メディアとしての政治的
な「独立・自主」，さらには「公共のためのサー
ビス」という，より多くの価値のバランスを重視
していることが分かる。また，原住民チャンネ
ルの視聴者層について，孔氏が基本的に原住
民向けのサービスであり，原住民が見てくれれ
ば良いと考えるのに対し，林氏は各エスニック
グループ間の融和という目的のためには，より
幅広い視聴者層の開拓も目指すべきだと考えて
いる。さらに現実的な課題については，孔氏
が特に問題がないとしているのに対し，林氏は
基金会のメディア運営能力が現状では未熟だと
懸念している。

原住民チャンネルの今後についてだが，行
政院は2011年3月，公共テレビ法改正案を承
認，その内容が公表された。ところが事前の
公聴会の際には改正案の中にあった「少数派
エスニックグループ向け放送サービスの保障」
という文言が，発表された行政院の案からはな
くなっていた。この問題について行政院の担当
部署である新聞局の江啓臣新聞局長（当時）は
2月に筆者が行ったインタビューで，原住民チャ
ンネルの運営を公共テレビが担当するか基金会
にゆだねるかを，行政院原住民族委員会が選
択できるようにするとの方針を示しており，原住
民族委員会にゲタを預けた形になっている。こ
れに対してメディア学者などで作るNGOの「媒
体改造学社」は，少数派エスニックグループ
向け放送は公共メディアが担うべきとの観点か
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ら，行政院の案に失望と抗議を表明した。
孔氏が訴える「原住民主体」という価値は，

長年漢民族による土地・言語・文化といった各
面での侵食を受けてきた原住民にとって譲るこ
とのできないものと言える。しかし，その価値
自体は林氏も強く肯定しており，問題はその先
にある。原住民チャンネルの関係者の間では，
孔氏がよく原住民チャンネルに「あのニュースは
良くないからやめろ」などと電話をかけてくるこ
とに不満を持つ声がある。また，メディア学者
の間でも，「原住民主体は当然だが，孔氏1人
が原住民全体を代表する資格があるのか」とし
て，孔氏の行為に選挙対策などの政治的目的
があるのではと疑う声も少なくない。実際に原
住民の中には孔氏と異なる意見の持ち主がい
て，原住民チャンネルの運営を基金会に移行さ
せる案について，原住民の間で幅広いコンセン
サスがあるとは言えない。

真に少数派住民のためになる少数派住民向
けチャンネル運営という視点で見た場合，理念
的にはメディアとしての政治的な「独立・自主」
確保の問題が，また現実的には少数派住民の
間でのメディア人材の養成や，多数派住民の経
済的負担についての合意形成，さらに原住民内
部での合意形成といった課題が，台湾のケース
では残されていると言えよう。 （やまだ けんいち）

2人へのインタビューは，孔氏が2011年2月
21日，林氏が2月25日に，それぞれ台北で，
中国語（北京語）によって実施した。

注：
1）「原住民」は，マライ・ポリネシア系の先住民で，

彼らは「原住民」の呼称を主張していることから，
本稿ではこれに従う。

2） 従来は 9 つの種族に分類していたが，原住民の
権利意識が高まる中で，言語の違いなどによる
区分を明確化するなどして，2011 年 6 月現在，
14 にまで増加している。

3） 公共テレビも入札に参加していたが，2 回の入札
ではそれぞれ商業局の台湾テレビと東森テレビが
落札した。

4） 正確には孔氏の父はタイヤル族から分かれたセ
デック族だが，本人はタイヤル族と称している。

5）基金会は原住民の主体性と原住民のメディアアク
セス権の確立を目的に設立された。基金会の理
事長の任命は所轄官庁である行政院原住民族委
員会のトップである主任委員が行う。

6） 民進党時代に選出された公共テレビ役員につい
て，鄭同僚理事長は 2010 年を通じて行政院新
聞局との訴訟合戦に追われ，馮賢賢社長は 2010
年 9 月，反鄭理事長派の主導する理事会で解任
された。公共テレビの人事紛争の詳細は，拙稿

「揺らぐ公共放送の『政治的独立』～台湾公共テ
レビの事例から～」（『放送研究と調査』2011 年
6 月号）参照。

次回：アメリカの NPO（非営利）メディアであるボイス・
オブ・サンディエゴ（Voice of San Diego）のスコット・
ルイス（Scott Lewis）CEO


