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稿では，2011年2月に台北で行った現地調査
をもとに，事後規制による免許取り消しと事前
規制（ここでは，免許交付前の段階における
規制という意味）による免許申請却下の事案
各1例を取り上げ，過当競争のテレビ市場にお
ける事業免許政策のあり方について考察する。
構成は以下の通りである。

1	 台湾の衛星チャンネル概況
2	 衛星チャンネルの規制政策
3	「年代」総合チャンネル免許取り消し
4	「壹テレビ」免許申請却下
5	 有識者の見方
6	 考察

	1		台湾の衛星チャンネル概況
台湾のケーブルテレビ向け衛星チャンネルの

パイオニアは，1993年に香港と台湾の資本が合
弁で設立したTVBSである。この後，東森・三
立・年代・緯来・八大・非凡・中天など複数のチャ
ンネルを運営するテレビ局が次 と々現れ，また
海外の事業者についてもNHK，BBC，CNN，
HBO，CINEMAX，Discoveryなどがそれぞ
れ認可を得ている。2011年5月現在のチャンネ
ル数は，台湾本土の事業者が82社の167チャン
ネル，海外が30社の104チャンネルとなっている。
こうした衛星チャンネルは，ケーブルテレビの普
及率が違法視聴も含め約85％まで上昇する追い

	はじめに
台湾では，かつては国民党の一党支配の下

で，テレビ事業は長期にわたって国民党系の地
上テレビ3局による寡占体制が続いてきた。し
かし，1980年代末からの自由化・民主化に伴っ
て，ケーブルテレビが急速に普及，政府当局も
ケーブルテレビ向けに番組供給を行う衛星チャ
ンネル事業者についての新規参入を原則自由化
した。その後衛星チャンネル数は急増，2011
年5月の段階で，台湾の人口2,300万人に対し，
チャンネル数は台湾の事業者の分だけで167に
上っている。

こうした「過当競争」の中で，各局は生き残
りのため，番組制作費の削減やなりふり構わ
ぬ増収策に走っている。特定のレストランか
ら金銭を得て宣伝していると見られる“グルメ
番組”なども多く，視聴者から独立規制機関
である国家通信放送委員会（NCC=National 
Communications Commission1））への苦情が
絶えない。こうした中，最近NCCがコンテンツ
規制違反を理由に，衛星テレビチャンネルに対
し免許取り消しや免許申請の却下といった「強
権」を相次いで発動し，事業者の強い反発を呼
んでいる。

広告市場の低迷で番組制作費の削減が進む
日本のテレビ界の現状も視野に入れつつ，本

自由化による過当競争が招く事業免許紛争
〜台湾衛星テレビチャンネルの事例から〜

　　　　メディア研究部（海外メディア研究） 山田賢一　
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（衛星ラジオテレビ法第 17 条）
② 番組は広告と区別しなければならない
（同法第 19 条）

の 2 点を基本とした規制を行い，違反した場合
「警告」「罰金」「一定期間の放送停止」「免許
取り消し」といった処分を科すことになっている

（同法第 35 条～ 41 条）。「番組広告化」など
の違反の認定については，問題があると指摘さ
れた番組をメディア学者や社会団体の代表など
の委員でつくる委員会に諮り，19 人のメンバー
のうち 10 人以上の出席を確保した上で，多数
決で「番組広告化」と認定した場合に違反とさ
れる仕組みで，この点は NCC にもそのまま引
き継がれている。

しかし，免許取り消しといった「強権」の発動
は，言論の自由化が進んだ台湾において，特に
野党陣営から「政府による言論の自由の侵害」と
批判されるおそれが強く，従来はそうした措置に
至ることはほとんどなかった。このため多くのテ
レビ局は過当競争を勝ち抜くため法律違反のリス
クに対し“大胆”になり，近年は日本円にして100
万円規模の罰金処分が頻発していた。そして民
進党政権時代の2005年には，新聞局が衛星
チャンネルの免許更新にあたって開いた有識者
による審査委員会で，罰金処分の回数が多かっ
た「東森新聞S台」など7チャンネルの免許更新
申請が却下となった。このとき，世論調査では
免許取り消しを支持する声の方が多かったが，当
時野党だった国民党が，野党に近い報道をして
いた東森新聞S台への処分は言論の自由の侵害
と強く反発，行政院に処分撤回を求めた東森新
聞S台の訴願が後に認められた。NCCが発足し
た目的の1つに，こうした免許行政が政権与党の
恣意で行われないようにすることもあった。

アメリカのFCC（=Federal Communications 

風の中，台湾テレビ・中国テレビなどの既存の地
上テレビ局から広告市場のシェアを奪う形で成長
してきた。テレビ広告売上高全体の中での地上
テレビ局のシェアは1993年には90％以上を占め
ていたのだが，衛星チャンネルの攻勢を受け，10
年後には30％以下にまで落ち込んだのである。

しかし，台湾でも経済の高度成長が終わり，
広告市場自体の伸びが鈍ってくると，膨大な
チャンネル数の存在は，明らかに「供給過剰」
を意味した。

各衛星チャンネルは生き残りのため，政治家
や評論家を招いてのトーク番組など制作コスト
の安い番組をつくったり，再放送を多くしたり
した。中でもメディア学者などが問題視したの
は，特定の企業や商品の宣伝色が強い番組で
ある。こうした番組は，各局が企業から金銭
を受け取って制作していると見られ，テレビ局
にとっては副次収入の増加につながるが，台湾
では「番組広告化」として，衛星ラジオテレビ
法違反に問われる。一般視聴者からの番組に
対する苦情を受け付けているNCCのもとには，
この「番組広告化」に関する告発が2009年に
は325件，2010年には456件あった。

	2　衛星チャンネルの規制政策
新規参入の「原則自由」を定めた衛星チャン

ネルの規制政策が策定されたのは，NCCがで
きる前の，行政院（内閣）の新聞局（「新聞」は
中国語でニュースの意味）が放送事業を管轄し
ていた時期だった。その基本は新規参入を原
則許可する一方で，番組内容について
① 法律が禁止する規定に違反してはならず，児

童や少年の心身の健康を妨げてはならず，公
共秩序や善良な風俗を妨げてはならない



96 　SEPTEMBER 2011

Commission）に範を取った独立規制機関とし
て，2006年2月に発足したNCCは，通信・放
送監督政策の制定，法令の制定・立案・修正・
廃止及び執行を管轄し，具体的には通信・放
送事業運営の監督管理と免許証の交付から通
信・放送関連の法令違反事件に対する取締りと
処分に至るまで，幅広い業務を担当する。従っ
て衛星チャンネルへの免許付与・更新や免許取
り消しなどの措置はNCCにゆだねられている。

	3		「年代」総合チャンネル免許取り消し
「年代」の正式名称は年代網際事業股份有

限公司（ERA Communications Inc.）で，1981
年に地上テレビ局の台湾テレビ向けに総合芸能
番組を供給する番組制作会社としてスタートし
た。その後衛星チャンネルを幅広く展開，総合
チャンネルに加え，ニュースや娯楽，それに日
本などの海外向けチャンネルを擁する大手テレ
ビ局の1つに成長した。

この年代テレビの総合チャンネルの免許更新
が行われたのは2009年12月だったが，免許期
間中の6年間に「番組広告化」を中心とする違
反の件数が49件，罰金が合わせて1,675万元

（約4,700万円）に達したことが，他局と比べて

も極めて多いとして問題視された。そこでNCC
の免許更新業務小グループは当初，免許取り
消しを提言したが，学者を中心に7人の委員で
構成するNCCの本会議では，視聴者や放送局
の従業員の権益を保障する観点から，条件付
きの免許更新という結論に至った。条件は以下
の2点である。
① 免許更新から1 年間，衛星ラジオテレビ法 17

条及び 19 条に違反する事案を起こさないこと
② 免許更新から半年間，番組の初回放送比率

を 40％以上に保つこと（ただし，この条項は
年代側が自ら公約したもの）
このうち①は「低俗番組」及び「番組広告化」

の問題だが，②については衛星テレビチャンネ
ル間の過当競争の中で，番組の制作費を浮か
せるため再放送を増やしている台湾ならではの
問題である。

実際は免許更新後の2010年2月から7月に
かけて「番組広告化」と認定される事案が3件
あったことから，NCCは同年12月，ついに年
代総合チャンネルの免許取り消しを本会議で決
議，翌週以降の放送停止を命令した。

この処分に対し，年代は「言論の自由の侵
害」などと強く反発した。年代とNCCの主な対
立点は以下の3点である。

（Ⅰ）  「番組広告化」という，委員の主観に左
右されかねない違反を理由に免許を取り消
すことの是非

（Ⅱ）  初回放送比率 40％という数値の妥当性
（Ⅲ）  「一定期間の放送停止」でなく，いきなり

「免許取り消し」を行うことの是非
筆 者 が2011年2月に現 地で行ったインタ

ビューに対して年代テレビの王宜陵執行理事
は，まず（Ⅰ）について，広告時間の制限など
は客観的な指標であり，事業者が守る気になれ年代テレビ



97SEPTEMBER 2011

ば守れるが，「番組
広告化」は番組を視
聴する委員の主観に
よって認定されるた
め，守ろうと思って
も違反にされるおそ
れがあると言う。客
観的な指標によらな
い免許取り消しは，

規制当局による言論の自由侵害になるという主
張である。また，（Ⅱ）についても，王氏は「も
ともとそうした数値規制がない上，公共テレビの
ケースは38％など，他にも守れていないテレビ
局はたくさんある」と不満を示した。そして（Ⅲ）
では，NCCの処分の仕方がいきなり「免許取り
消し」に至ったことが過剰な対応だと述べ，今
回の処分で年間の売り上げが3億元（約8億
4,000万円）失われたとして，行政院に処分撤回
を求める訴願を行ったことを明らかにした 2）。

これに対しNCCの担当部署である運営管理
部と放送コンテンツ部の担当者は筆者のインタ
ビューに対し，（Ⅰ）について，「番組広告化」
に関わる問題は言論や報道の自由とは無関係
だと強調した。その上で，番組広告化と認定さ
れた年代の番組内容について，30分～ 1時間
の間ずっと特定の商品について議論し，「この
商品はとても良い」と言ったり，商品購入のため
の連絡先の電話番号を言ったりしており，違法
性は明確だとした。また（Ⅱ）については，も
ともと40％という数値は年代側が免許更新のた
めに自ら公約したものであり，NCCを批判する
のは筋違いだと述べた。そして（Ⅲ）について
は，本来免許取り消しだったものを執行猶予に
したのだから，たとえ1回の違反でも免許取り
消し処分を行うことに問題はないと述べた。

	4		「壹テレビ」免許申請却下
年代総合チャンネルの免許取り消しはNCC

による「事後規制」の案件だが，これから取り
上げる壹テレビの事例は，新規チャンネルの申
請を許可しないという「事前規制」の案件であ
り，衛星チャンネルの参入を原則自由とする基
本方針との関係でより大きな議論を呼んでいる。

壹テレビはもともとゴシップ記事などで有名
な香港の新聞「りんご日報」に代表されるメ
ディアグループ，壹傳媒有限公司（Next Media 
Ltd）系列のテレビ局である。壹傳媒は2003
年に台湾版りんご日報を創刊して台湾の新聞
市場に進出，短期間で部数を50万部程度ま
で飛躍的に伸ばした。そしてそのゴシップ路線
で台湾のテレビ市場にも進出しようと壹テレビ
を設立，その際，過当競争市場で勝ち抜くた
めの秘密兵器として用意したのが，「動新聞」
と名づけられたCGニュースであった。
「動新聞」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
ある。ニュースを分かりやすくする1つの方法と
して導入し，壹テレビの衛星チャンネル免許を
申請中だった2009年11月，りんご日報のネッ

王宜陵執行理事

壹テレビ
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トサイト上で試験的にサービスを始めた。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，実際はりんご日報の紙面
に掲載されたQRコードを携帯電話で読み取
ればアクセスできたため，事実上こどもを含め
誰でも見ることができた。

ところが試験サービスから1週間ほど経つと，
「動新聞」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。
① 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・加害者双方の人権を侵害

② 犯罪の詳細を描くことで，未成年者等に対し
て犯罪を教唆するおそれがあり，特に性暴力
やセクハラの事件は問題

③ 詳細な自殺報道が自殺を誘発するおそれ
④  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
この問題で台北市政府は，「飲酒後に3P，

女子大生が性暴力と訴え」などのネット上の「動
新聞」ニュースについて，未成年者の視聴禁止
のレーティングを怠ったとして，児童及び少年
福利法違反で50万元（約140万円）の罰金を科
し，りんご日報は急遽レーティングシステムを導
入した。

このような経緯があったことから，壹テレビ
が申請していた総合・ニュースなど5チャンネル
の免許申請に対するNCCの審査は特に慎重な
ものとなった。ネット上で問題になったものを，
より幅広い視聴者が想定されるテレビで展開さ
れては，さらに問題が大きくなるからである。

NCCは壹テレビに対し，免許交付には，特
に事件ニュースにおいて「動新聞」を使わない
よう要求したが，壹テレビは運営面で配慮す

るとしたものの，テレビへの新規参入の最大の
売り物である「動新聞」の使用中止には応じな
かった。その結果，壹テレビへの免許交付は，
最初の申請から約2年経った2011年7月現在で
も，基本的にニュースを扱わない「映画」「スポー
ツ」の2チャンネルだけで，「総合」「ニュース」「娯
楽」の3チャンネルは免許申請が繰り返し却下
されている。その理由についてNCC本会議の
結果をまとめた公式文書では，「青少年の保護
やテレビ番組等級分け処理規則 3）に基づけば，
3チャンネルの放送内容は規則に違反している
おそれがある」としている 4）。現在壹テレビはこ
の3チャンネルについて，ネット上でWeb TVの
形でサービスを行っている。

この問題で壹テレビとNCCの主な対立点は
以下の3点である。

（Ⅰ）「動新聞」の是非
（Ⅱ） 事前規制の是非
（Ⅲ） 総合・ニュース等，各チャンネルの役割

分担のあり方
壹テレビの運営責任者である壹傳媒の朱華

煦行政総裁（CEO）は，2月に筆者が行ったイン
タビューに対し，まず（Ⅰ）について，動画を使っ
てニュースを出すことは法律で禁じられていない
と原則論を展開すると共に，NGOとの意思疎通
に努めた結果，Web TVの「動新聞」に対する

反対の声が最近聞
かれないことも強調
した。また（Ⅱ）に
ついて朱氏は，免許
を出すと将来規則違
反をするおそれがあ
ることをNCCは 不
許可の理由に挙げて
いるが，まだ弊害が朱華煦行政総裁



99SEPTEMBER 2011

生じるか分からない段階で「おそれ」を理由に
免許申請を却下するのは行政権の濫用だと主張
した。そして（Ⅲ）については，NCCは「総合」

「ニュース」「娯楽」の各チャンネルの内容が似
通っているというが，総合チャンネルにもニュー
スはあり，総合チャンネルとニュースチャンネル
で一部の番組が重複するのは当然だと述べた。

これに対しNCCは，（Ⅰ）について，現在審査
中の3回目の申請では，性暴力や家庭内暴力の
扱いといった点で改善は見られるものの，そもそ
も「動新聞」はドラマ化した手法でニュースを出
していて真実性に問題があり，本来のニュースと
は言えないとした。そして科学ニュースなどを分
かりやすく説明するCGはともかく，社会ニュース
の再現のCGはニュースの本質をゆがめるとの見
解を示した。次に（Ⅱ）については，
・ニュースは真実でなければならない
・ ニュースは「普通級」（こども等への視聴制
限がないこと）でなければならない

の 2 点については事前規制が正当化されるとし
た。また（Ⅲ）については，当初の壹テレビの
計画案では，5 チャンネルとも従業員数や設備，
運営規則などがほとんど同じであり，各チャン
ネルの役割分担を明確にすべきと述べた。

	5		有識者の見方
年代と壹テレビの免許をめぐる紛争につい

て，現地調査の際，約10人の有識者からヒア
リングを行ったが，最大公約数的な回答は，「年
代は違反が多かったので免許取り消しも止むを
得ないが，壹テレビは『動新聞』の問題が残っ
ているものの，一度は免許を出すべき」という
ものだった。具体的な内容については，メディ
アNGOとメディア学者の見方をそれぞれ紹介

する。
メディアNGOは，台湾のメディア界で最近問

題になった，政府や企業による広告を一般記
事のように装って出す「置入性行銷」5）に反対し
ようと，各種団体が共同で設立した「反収買新
聞連盟」のメンバー 4人に聞いた。連盟では特
に壹テレビの問題について，構成団体の間でコ
ンセンサスをとるのが難しいと述べた。NCCが
政策的に「事前規制」をかけるのは望ましくな
いが，壹テレビの「動新聞」にも問題があると
いうのである。

一方，メディア学者で世新大学の陳清河教
授は，年代のケースについて，もともと免許取り
消しにするべきところを「執行猶予」にした事案
であり，年代は2つの条件を受け入れるとサイ
ンしていたので，NCCの措置は妥当だと評価し

た。そしてこの事案
の背景について，年
代の報道自体は与
野党から中立に近
かったものの，オー
ナー自身は与党国
民党支持なので免
許取り消しはないと
高をくくっていたが，

「反収買新聞連盟」のメンバー

陳清河教授
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NCCは「独立規制機関」なので必ずしも国民党
の言う通りには動かなかったと説明した。一方，
壹テレビのケースについて陳氏は，自分がNCC
委員であれば「原則自由」の方針に従って免許
を付与するが，公民団体や女性団体が「動新聞」
に反対しており，壹テレビが公約した内容の改
善についても不十分で問題は残るので，実際に
違反があれば取り締まるべきと述べた。そして
壹テレビへの免許付与が難航している背景につ
いて，「動新聞」以外に，既存のテレビ各局が
壹テレビの新規参入による競争激化を恐れて反
対していることもあるとの見解を示した。

またメディア関係者の間では，壹テレビが商
業テレビ局では珍しく与党国民党と野党民進党
の双方と距離を保つ中立的な放送局で，政府
や企業による広告を一般記事のように装って出
す「置入性行銷」を行わないと公言している唯
一の商業局であることを評価する声も多く，公
民団体や女性団体以上に壹テレビの新規参入
に好意的だった。

	6		考察
台湾の衛星チャンネルにおけるNCCの免許

政策をめぐる紛争を見てきたが，言論・報道の
自由という理念から言えば，行政当局が1つの
テレビチャンネルの生殺与奪の権限を握ること
は，好ましいことではない。その一方，「メディ
アは公器」という理念から言うと，台湾に乱立
する衛星テレビチャンネルの少なくとも一部に，

「公器」の自覚に欠ける，もしくは「倫理より生き
残ることが大切」という意識の蔓延が見られる
ことも事実である。実際NCCの対応について，
少なくとも一般視聴者からNCCに寄せられる意
見については，NCCに賛同する声が多いという。

また，台湾公共テレビの役員人事をめぐって政
府側と公共テレビ経営陣の抗争が起きた際は，
メディアNGOなどが「公共放送を守れ」という
デモを敢行し数千人の市民が集まったが，今回
年代や壹テレビの事案で「言論・報道の自由を
守れ」という市民レベルの運動が起きたことは
今のところない。従って，参入が原則自由とい
う基本方針の下での衛星チャンネルの免許政策
に関しては，NCCが情報公開を徹底する前提
で，時に強権発動することも容認されると思わ
れるが，それが「事前規制」まで含んでも良い
のかについては議論が分かれる。過当競争の
弊害を重視する論者は，事前規制を容認する
傾向があり，逆に新規参入を広く認め自由競争
による業界の活性化を重視する論者は，事前
規制より事後規制に重点を置く傾向がある。

一方，放送事業者による自主規制はどうなっ
ているのかというと，事業者の団体である「中
華民国衛星ラジオテレビ事業商業同業公会」6）

が2006年に「新聞自律執行綱要」を作成して
おり，この中で以下のようにニュース報道の原
則を示している。
・ 法律で禁止されている規定に違反したり，こ
どもの心身の健康を損なったり，公共秩序や
善良な風俗を犯したりしてはならない

・ 性暴力やセクハラ，家庭内暴力に遭った被害
者を保護する責任を果たす

・個人のプライバシーを尊重
・国籍，宗教，性別等による差別を避ける
・誤報は訂正処理を行う

また，陳水扁前総統の汚職事件に関連して，
息子夫婦を各メディアが追いかけていた際，空
港で取材するときに「メディアスクラム」が生じ
ないよう規律を保つなど，「自律」が実際に機能
したケースもある。しかし，この同業者団体の
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創設時に，オーナーが理事に就任していた年
代が，総合チャンネルについて番組広告化など
の違反が最も多かったとして，結局免許取り消
しになったことを考えると，「自律」にも限界が
あると言わざるを得ない。

従って根本的には，人口2,300万人の台湾
において271チャンネルもの衛星チャンネルが
存在することの問題が避けて通れない。言論・
報道の自由はもちろん極めて重要な価値である
が，台湾では過当競争の結果，各局とも経営
が苦しくなり，番組コストの削減競争や「番組
広告化」のおそれのある番組の制作に走って
いる現実が厳然としてある。通常の産業では，
過当競争の際は経営悪化によって弱小事業者
の撤退や，より競争力のある事業者による合併
などの措置が取られ正常化していく。ところが
台湾の衛星テレビチャンネルに関しては，経営
者が「テレビチャンネルを所有することで政界と
のパイプが作れる」などと考えて赤字でも経営
を続けがちなため，こうした動きはまだほとん
ど見られない。今後再編に向け，事業者が自
主的に取り組めるか，政府が何らかの形で関与
するのかが注目されるが，台湾における激しい
二極対立の政治風土を考えると，政治の関与
は極力避けることが望ましく，事業者の自主的
な再編というシナリオがあるべき姿だろう。

広告市場の低迷や，それに伴う番組制作費
の削減など，商業局をめぐる厳しい状況では似
た環境にある日本でも，チャンネル数が台湾よ
り少ないとはいえ今後 BS局への新規参入があ
ることを考えると，自由化による業界活性化と
いうメリットと同時に，過当競争による番組の
質の低下の問題を考慮に入れた放送政策のあ
り方の議論が求められる。

（やまだ けんいち）

補記　  原稿執筆後の 7 月 20 日，NCC は壹
テレビのニュースチャンネルの 3 度目の免許申
請に対し，壹テレビ側から計 7 項目の公約が
提起されたことを受け，7人の委員全員が壹テ
レビによる7 項目遵守という条件付きでその
ニュースチャンネルに免許を付与することを決め
た。主な項目は以下の通りである。
・ 今後壹テレビが放送する内容は NCC に提出

したデモテープの内容を最低の基準とし，さ
らに不断の改善を図る

・ 壹傳媒グループは免許取得後半年以内にグ
ループ内倫理委員会を設置し，ニュース倫理
への監督を強化する

・ 性，暴力，裸体に関する CG は作成しない
・ CG の運用は慎重に行い，真実性を原則とし，

登場人物の言動について音声付きでの再現は
行わない

 注：
1）NCC の組織・運営に関しては，『放送研究と調査』

（2007 年 7 月号）の拙稿「政治対立に翻弄される
台湾の“独立規制機関”」及び『放送研究と調査』

（2010 年 6 月号）の拙稿「国際比較研究：放送・
通信分野の独立規制機関　第 1 回　台湾 NCC」
を参照。

2）行政院への訴願はその後不受理となったので，年
代は行政訴訟を提起した。

3）テレビ番組等級分け処理規則（電視節目分級処
理弁法）によると，番組の内容によって，全ての
人が見られる「普通級」のほか，「保護級」「補導
級」「制限級」の 4 つに分類し，地上テレビとケー
ブルテレビのそれぞれで，各級の番組の放送時間
を決めるという仕組みをつくり，こどもを有害な番
組から守ることにしている。ニュース番組は「普通
級」でなければならないとされている。

4） NCC のホームページ http://www.ncc.gov.tw/
default.htm 参照。

5）「置入性行銷」については，『放送研究と調査』（2011
年 7 月号）の拙稿「台湾メディアを揺るがす『ニュー
スを装った広告』＝『置入』」を参照。

6）2006 年に発足し，2011 年 3 月現在，会員は東森，
三立，年代等の主要事業者をはじめ海外の事業
者など計 40 社である。


