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報道を控えるよう，現地の親中派の人物など
も動員して働きかけてきたとされる2）。しかし
その頃はまだ，香港メディアの自由度は高いと

 はじめに

台湾や香港のメディアでは，近年，中国を
褒めたたえる報道が増える一方，中国政府に
マイナスとなるニュースは扱わない，もしくは小
さく扱う傾向が出ている。2002年からほぼ毎
年，『世界報道自由度ランキング』を発表して
いる「国境なき記者団」1）の2013年版データに
よると，図1のように，台湾・香港に関しては
共にここ数年，順位の低下傾向が表れている。
その背景として指摘されるのが，「中国要因」
である。

1997年に香港が中国に返還された後，中国
は香港メディアに対し，中国にマイナスとなる

中国への「配慮」強まる
台湾・香港メディア（上）
～中国への“迎合”目立つ台湾メディア～

　　　　メディア研究部   山田賢一　

台湾や香港のメディアでは，近年，中国を褒めたたえる報道が増える一方，中国政府にマイナスとなるニュース
は扱わない，もしくは小さく扱う傾向が出ており，その背景として「中国要因」が指摘されている。特に中国と台
湾・香港の間で経済が緊密化するのに伴い，こうした傾向が顕著になっている。台湾や香港では，不動産事業な
どを経営する実業家がメディアのオーナーを務めているケースが一般的で，中国政府を怒らせることがビジネスに
マイナスの影響を及ぼすおそれから，オーナーが編集部に中国への配慮を求めているとの指摘が現地では出てい
る。本稿ではまず，中国を褒めたたえる報道が増加しているとされる台湾メディアの実態について，中国ビジネス
で多大の利益を上げている食品事業者「旺旺グループ」のメディア事業進出と，中国に批判的なコメントで人気が
あった三立テレビの時事評論番組『大話新聞』の司会者降板問題を取り上げる。双方の事例などから，台湾の大
手メディアで中国報道が一定の枠にはめられつつある実情が見えてくるが，一方で旺旺による買収が表面化したり
んご日報（中国語表記：蘋果日報）の部数が50万部から40万部に減少するなど，一般市民が市場を通じてメディ
アの“親中化”への抵抗を見せる動きもある。また，ネットの普及が，こうした大手メディアの報道が「中国寄り」
になることへの防波堤になると期待する声も出ている。とはいえ，台湾で新聞や放送といった既存メディアは今で
も圧倒的に主流メディアの役割を果たしており，今後台湾と中国との経済関係が一層緊密化する見通しの中で，既
存メディアの中国報道に関しては，その客観性や批判性について，悲観的な見方が多い。

図1　『世界報道自由度ランキング』
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 1. 台湾メディアの歴史と現況

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の一党支配による
権威主義体制が続いた。こうした体制下では
言論・報道の自由が制限され，当局の意向に
忠実なメディアのみが認められていた。新聞
は，1951年に創刊された聯合報と1958年に
創刊された中国時報 3）という，いずれも国民党
系の2大紙による寡占体制が続いた。またテ
レビに関しては，1962年に台湾テレビ（台視），
1969年に中国テレビ（中視），1971年に中華テ
レビ（華視）がそれぞれ地上放送を始めたが，
いずれも国民党系の商業局で，この3局による
寡占体制が長期間維持された。

こうした状況に変化が起きたのは民主化が
始まる1980年 代 後半で， まず1988年に新
聞の新規発行が解禁となった。またテレビも
1980年代末から正式な許可がないままケーブ
ルテレビの普及が急速に進み，当局は1993年
にケーブルテレビ法を公布して，こうした現状
を追認した。これによって新聞・テレビとも多
様化が進んだが，新聞は国民党系と野党民進
党系に二分され，人々の政治に対する意見を
両極化させた。またテレビについては，政府
がケーブルテレビ向け衛星チャンネルへの新規
参入を原則的に自由としたことから，2013年1
月現在，海外チャンネルも含めたチャンネル数
は288に上っている。人口2,300万人という限
られた広告市場の中で，各局は生き残りのた
め制作コストを削減し，それに伴う番組の質の
悪化が指摘されている。

こうした中で，台湾メディアの基本的な構図
を示すと，表1のようになる。その特徴は次のと
おりである。

評価されていた。ところが2003年に中国本土
と香港の経済貿易緊密化協定（CEPA）が調
印された頃から自由度が急落，また台湾でも，
2010年に中国との間で両岸経済協力枠組み合
意（ECFA）が調印される前後から，やはり自
由度が低下している。

では，中国と台湾・香港の間で経済が緊密
化することと，メディア報道の間にどういう関
係があるのか。台湾や香港では，不動産事業
などを経営する実業家がメディアのオーナーを
務めているケースが一般的である。こうした
オーナーの中国ビジネスが拡大すればするほ
ど，中国政府を怒らせることがビジネスにマイ
ナスの影響を及ぼすおそれが大きくなっていく
ため，オーナーが編集部に中国への配慮を求
めているとの指摘が現地では出ている。

台湾や香港で，新聞社や放送局に今，何が
起きているのか，2013年1月中旬から香港・
台湾の順に1週間ずつ行った現地調査の結果
も踏まえ，2回に分けて報告する。本稿ではま
ず，中国を褒めたたえる報道が増加していると
される台湾メディアの実態を見ていく。構成は
以下のとおりである。

1. 台湾メディアの歴史と現況
2. 最近の事例に見られる「中国要因」の実態

2-1　旺旺グループのメディア進出

2-1-1　経緯

2-1-2　旺旺系メディアの報道内容

2-1-3　関係者の声

2-1-4　政府当局の対応

2-2　三立テレビの人気番組司会者降板

2-2-1　経緯

2-2-2　関係者の声

3. 台湾メディアへの“中国の影響”まとめ
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表1　台湾メディアの基本構図

新聞 テレビ

国民党（与党）系
・中国時報
・聯合報

・中国テレビ
・中天テレビ
・TVBS
・東森テレビ

民進党（野党）系 ・自由時報
・民視テレビ
・三立テレビ

中立
・りんご日報
（蘋果日報）

・公共テレビ
・年代テレビ

（りんご日報提供）

18 　MAY 2013

① 与党国民党系のメディアが多く，その中に
は古くからある中国時報・聯合報・中国テ
レビなどに加え，新興勢力の中天テレビ・
TVBS・東森テレビなどもある

② 野党第一党の民進党系のメディアもあり，自
由時報は部数で最大手，民視テレビと三立
テレビも視聴率でトップクラスと好調な業績
である

③ 与野党から中立的なメディアは少なく，り
んご日報は自由時報と共に現在の二大紙の
一角を占めるが，公共テレビは平均視聴率
が 0.2％程度と低く，その影響力は限られ
ている

中国との関係については，国民党が経済的
実利を重んじて融和的・親中的な政策を取る一
方，民進党は民主・自由の価値を強調して中
国とは一線を画す政策である。また国民党や
民進党との関係では中立のりんご日報は，中国
政府に対しては，民主・自由を主張する観点か
ら，かなり批判的と言える。

 2. 最近の事例に見られる
　　　　　  「中国要因」の実態

2-1　旺旺グループのメディア進出
2-1-1　経緯

台湾メディア界で，最近“中国からの影響”
を指摘する声が強くなった最大の要因は，2008
年に新規にメディア事業に進出した旺旺グルー
プ（Want Want Group）のケースである。旺旺

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，2012年の売り上げ
は33.6億ドル（約3,200 億円），利益は5.5億ド
ル（約520 億円）に上っており4），その大部分が
中国市場に依拠している。旺旺は2012年9月，
日本が実効支配する尖閣諸島近くの領海に侵入
した台湾漁船に対し，出港資金を提供したこと
でも知られている。

2008年11月，老舗の中国時報グループが，
経営悪化が原因で旺旺に経営権を委譲する
と，台湾のメディア研究者の間から懸念を示す
声が上がった。その理由は次の3点である。
① 中国時報グループは，中国時報が 2002 年

から 2005 年にかけて中天テレビと中国テレ

蔡衍明 氏
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ビの経営権を相次いで取得したため，一大
クロスメディア所有グループとなっているが，
旺旺にはそもそもメディア経営の経験が全く
なく，巨大メディアグループを適正に運営で
きるのか疑問

② 旺旺は，蔡衍明オーナーによるワンマン経
営の色彩が強い

③ 中国時報グループの買収後，系列のメディア
で中国を肯定的に扱うニュースが急増して
いる

メディア研究 者を中心につくるメディア
NGO（メディア監視団体）の「媒体改造学
社」などは，台湾の独立規制機関であるNCC

（National Communications Commission，
国家通信放送委員会）に対し，旺旺が申請し
た中国テレビや中天テレビの役員人事変更につ
いて，厳格な審査を求めた。NCCでは，現行
の法体系に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から，旺旺に
よる役員人事変更申請を基本的に許可した。
ただし，メディア集中による多様性の喪失を防
ぐという観点から，旺旺傘下の中国テレビと中
天テレビについて，双方の理事や監事を兼任
することは認めないなど，承認に当たって複数
の条件を付けた。両局を統合運用することで
効率向上を図りたい旺旺は，この結論に納得
せず，その後，傘下のメディアを使って，大々
的なNCC批判に乗り出した。7人のNCC委員
のうち，特に旺旺に批判的だったとされる3人
については，顔写真付きで名指し批判する広
告を，傘下の中国時報はもとよりライバル紙の
りんご日報にも出稿，メディアNGOから「公
器濫用」との批判が高まった 5）。

しかし，旺旺はこうした批判にひるまず，

2010年10月，ケーブルテレビ事業大手の「中
嘉網路」の買収で合意，メディア事業の一層の
拡大に動いた。これに対してはメディアNGO
からさらに強い反対の声が上がった。その背景
には，台湾におけるケーブル事業者の持つ「独
占的地位」の問題がある。

台湾では先述のように，1980年代末までは
国民党系の3つのテレビ局による寡占が長く続
いており，視聴者の間ではより自由度の高い放
送へのニーズが高まっていた。このため1980
年代末にケーブルテレビが導入されると瞬く間
に普及が進み，現在の普及率は，政府統計で
61％，実際は85％とも言われる 6）。まさに「ケー
ブル王国」の実態があるのだが，台湾でのケー
ブルテレビ運営は47の地区に分かれて行われ
ており，事業者の数は59，つまり大部分の地
区では，1社しか運営していないので，視聴者
はケーブル事業者を選ぶことができない。さら
に，ケーブル事業者とチャンネル事業者の関係
も同様である（図2）。台湾には288のチャンネ
ルがある（うち台湾向けのニュースチャンネル
は11，総合チャンネルは約25）が，1つのケー
ブル事業者がアナログサービスの中で載せら
れるチャンネル数は100程度，つまり3分の2

図 2　台湾におけるケーブルテレビの構図

チャンネル
事業者

ケーブルテレビ
視聴者

ケーブルテレビ
事業者
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（りんご日報提供）

20 　MAY 2013

近くのチャンネルはケーブルテレビのサービス
に載せてもらえないので，チャンネル事業者と
ケーブル事業者の間の力関係は，圧倒的にケー
ブル事業者が有利である。そういう状況の下
で，チャンネル事業者は，ケーブル事業者が
不満を持つようなニュースを報道できるかどう
かが問題となる。

実際に旺旺による中嘉網路の買収をめぐっ
ては，メディアNGOが活発に反対運動を行っ
たが，チャンネル事業者はそうした活動をほと
んどケーブルテレビ向けチャンネルで報道しな
かった。中嘉網路のユーザーは109万世帯と
台湾のケーブルMSO7）で最大規模を誇ってお
り，旺旺批判につながるニュースを報道すれ
ば，中嘉網路のパッケージサービスから自局の
チャンネルが外されかねないという懸念がある
ものと放送関係者は見ている。

このように様々な形で報道の自由・言論の自
由が萎縮する状態は，1950年代からアメリカ
で「Chilling Effect」という法律用語として用い
られてきたが，中国語ではこれを「寒蟬効果」
と訳している。寒い時期の蟬は大声で鳴けな
いということで，チャンネル事業者の旺旺問題
に関する沈黙は，「寒蟬効果」を流行語の座に
押し上げた。

このような旺旺のメディア事業拡大に対し，
大手メディアの中で強く批判していたのは，新
聞最大手の1つ，りんご日報であった。りんご
日報はもともと香港の実業家の黎智英（Jimmy 
Lai）氏が香港で始めた朝刊紙で，2003年に台
湾に進出して台湾版りんご日報を創刊した。宅
配よりもコンビニエンスストアでの流通を重視す
ることで流通コストを抑える一方，事件や芸能
人のゴシップ，大きなカラー写真などを売り物
にする週刊誌的な紙面を売り物に，短期間で

部数を50万部にま
で伸ばした。黎オー
ナーは1994年に中
国の李鵬首相（当
時）を「大バカ者」
と罵る文章を傘下
の週刊誌に発表し
たため，自らが経営
していたアパレル会

社「ジョルダーノ」の中国進出を邪魔され，売却
を余儀なくされた人物で，その中国政府への批
判は厳しいものがある。従って，“中国を褒めた
たえる報道”を続ける旺旺のメディア事業拡大
は，黎氏にとっても単なる新聞業界での競争相
手という以上に，「批判すべき対象」であった。

ところが2012年11月，旺旺は，このりんご
日報グループに対しても買収を仕掛け，破格の
高値を提示することで合意を得た。買収の対
象は，台湾のりんご日報と，系列の週刊誌「壹
週刊」などの活字メディアで，台湾プラスチック
グループの経営者など他の財界人との共同出資
であるとはいえ，買収額は160 億台湾ドル（約
510 億円）に上った。しかもりんご日報のビル等
の設備は買収対象の資産に含まれていなかった
ため，その経済
合理性を疑問視
する声が相次い
だ。市民団体や
メディアNGOな
どの反発は一層
強まり，政府に
対して次の2点
を強く要求する
運動を展開する
ことになった。

黎智英（Jimmy Lai）氏

台湾りんご日報
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① 旺旺のりんご日報買収不許可
② メディアの過度な集中を規制する

「メディア独占禁止法」
（中国語で「反媒体壟断法」）の制定

2-1-2　旺旺系メディアの報道内容
“中国を褒めたたえる”報道が目立つとされ

る旺旺系のメディアだが，ここでその内容を簡
単に見ておきたい。グループの中核メディアで，
最も“変身”が著しいとされる中国時報につい
て，2013年3月中旬の中国関連の報道を紹介
する。

3月16日には，「習国家主席（の外遊）に同
行　彭麗媛夫人が魅力を発揮へ」という見出し
の記事が，彭夫人の写真と並んで紹介されて
いる。内容の多くはイギリスのフィナンシャル・
タイムズからの引用だが，彭夫人が「宋美齢 8）

以降初めての，国際的影響力を持った中国の
ファースト・レディー」と称賛すると共に，「彼
女は情熱的な人物で，必ず人々の心をつかむ
だろう」とする友人の話を紹介している。また
同日，李克強首相に関する記事では，「中国
の最高指導者層の中で最も英語が得意」と述
べ，李首相が北京大学法律学科に在籍中にイ
ギリスの法学者Lord Denning 氏の著作『The 
Due Process of Law』を翻訳したことを取り
上げている。

3月17日の記事では，国務院台湾弁公室主
任から外相に異動となった王毅氏について，

「台湾のことを最もよく知る大陸 9）の外相」「資
質は万全，新世代外交官の典型」などという
見出しを付けて紹介している。また同日，新
たに副首相に就任した劉延東氏など3人の女
性指導者について，「新任首長　三輪の金花」
との見出しで報じている。一方，野党民進党

に近い自由時報には，同じ時期に中国指導者
に対する肯定的な人物紹介は一切見られない。

3月18日には，王毅外相が台湾との関係に
ついて「両岸10）の同胞は家族であり，民族の
復興は，両岸が手を取り合って協力して初め
て完全に意義のある復興となる」と述べたこと
を紹介しているが，同日の自由時報は，李克
強首相の同様の発言に対し，台湾で中国との
関係を所管する行政院大陸委員会が異なる見
解を表明したことをトップニュースにしている。

この数日間に限らず全体として，中国時報は
中国に肯定的な報道が多く，自由時報は逆に
否定的な報道が多くなる傾向がある。

また，台湾のメディアNGO「新聞公害防治
基金会」では，自由時報・りんご日報・中国時
報・聯合報・聯合晩報の主要5紙について内
容を検証し，毎月報告書を出しているが，その
中で実質的には「中国の（特に地方）政府の広
告」と見られる記事が中国時報・聯合報・聯合
晩報という“親中派”メディアに多く見られる
ことを指摘している。 2012年の1年間にニュー
ス記事の体裁で掲載された中国による“実質
的な広告”は，中国時報11本，聯合報 56本，
聯合晩報 29本の，合わせて96本に上るとし
ている。

具体例を見てみると，2012年3月に福建省
の蘇樹林省長（知事に相当するが，省内の地
位は省共産党委員会書記に次ぐナンバー 2）が
台湾を訪問した際，中国時報は福建省アモイ
市の投資先としての有望性を強調する記事を
掲載したが，これについて台湾のネットメディア

「新頭殻」（New Talk）は，アモイ市政府のメ
ディア担当責任者が「（記事掲載に関して）中
国時報から領収書が届き次第，彼らの口座に
入金する」と答えたと報道している。この問題
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で行政院経済部から「両岸人民関係条例」11）

違反で40万台湾ドル（約130万円）の罰金を科
された中国時報は，「広告費など金銭のやり取
りはない」として行政院訴願委員会に訴えたも
のの，同委員会は「関連の記事はもっぱら台湾
企業などに中国大陸への投資を呼び掛ける広
告行為であり，仮に金銭の授受がなかったとし
ても違法」との裁定を下している。

2-1-3　関係者の声
では，こうした旺旺のメディア事業拡大につ

いて，関係者はどう見ているのか。特にケーブ
ルテレビ大手「中嘉網路」の買収と，りんご日
報グループの買収を中心に，2013年1月の現
地調査でヒアリングした関係者の声を以下にま
とめて紹介する。

① 学生団体

★反媒体巨獣青年連盟　林飛帆氏

　「旺旺系メディアの一方的な報道に不満」

旺旺のメディア事業拡大に最も敏感に反応し
たのは，学生たちであった。「反媒体巨獣青年
連盟」12）は，2012年7月以降，フェイスブック
による呼び掛けを通じ，様 な々機会に集会・デ
モ・座り込み等の抗議活動を行っている。呼び
掛け人で台湾大学政治研究所に在籍する林飛

帆氏に聞いた。
林 氏 に よると，

「反メディア独占」
の運動が活発化し
たのは，「走路工事
件」13）がきっかけだ
という。林氏による
と，当日，旺旺の
中嘉網路買収に反

対するデモに参加していた学生たちは，自分た
ちがまるで金銭目的であったかのように報道さ
れたことを非常に不満に思ったという。

そして，この事件が旺旺による「自作自演」
ではないかと疑わせる1枚の写真を，7月28日
に1人の学生がフェイスブックに転載したこと
から，問題は新たな展開を見せた。その写真
は，旺旺系の時報週刊の副編集長が学生の抗
議活動の現場に来ているのを写したもので，こ
の学生はなぜ記者でなく高級幹部が取材現場
にいるのか疑問を呈したのである。林氏による
と，これに対して旺旺系の中天テレビは，24
時間ニュースチャンネルでのニュースの中で，
毎正時のニュースごとに15分間にわたり，この
学生個人を攻撃したという。学生の活動仲間
が大手メディアの攻撃に遭ったのを受け，7月
31日に学生700人が中天テレビ前に集まり抗議
活動をした。林氏は，台湾で700人の学生が
テレビ局前で抗議行動を行うのは十分なニュー
ス価値があると考えていた。ところが，三立や
TVBSといったケーブルテレビ向け大手チャン
ネルは，こうした動きをほとんどニュースとして
取り上げなかった。林氏らは，既に“寒蟬効果”
が顕在化していると，危機感を深めていった。

台湾で「記者の日」14）にあたる9月1日にも「反
メディア独占」を旗印にしたデモが呼び掛けら
れたが，このときの参加者は1万人近くに上り，
その半数以上は学生だったと林氏は言う。7月
の一連の事件を機に，テレビ報道がほとんど
されない中でも，学生を中心にメディア問題へ
の市民の関心は高まっていった。そして2013
年1月に，「反メディア独占」を3大テーマの1
つとして民進党が呼び掛けたデモには，10万
人が参加するなど，この問題への関心は衰え
ていない。林飛帆 氏
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こうした中，林氏ら学生の一部には，この
問題が中心都市の台北だけで語られているの
ではないかとの問題意識が生まれた。フェイス
ブックなどネットでの情報流通が盛んでない地
方にも「反メディア独占」の重要性を伝えたい
と考え，林氏らは2013年1月，全島縦断遊説
キャラバンを敢行した。台湾大学・中国文化
大学・輔仁大学などの学生数人が，借りた小
型トラックに乗って，1月19日，北部の基隆か
ら遊説を開始，2月1日に南部の屏東に至るま
で，街頭で市民に「反メディア独占」を訴えた。
林氏にインタビューした1月25日には，一行は
中部の彰化県に到達していたが，林氏だけ一
時台北に戻り，インタビューの後，また現地に
入るとのことだった。これだけ社会運動に力を
入れていると，学業には一定の支障が出ざるを
得ないというが，林氏は「それでもやる価値が
ある」と断言した。

今後の運動の目標について，林氏は2つの
点を挙げた。1つは，市民運動の活発化によっ
て政府に圧力をかけ，りんご日報などの旺旺
への売却を阻止すること，もう1つは，やや長
期的な目標で，台湾全土の学生・NGO・市民
記者15）たちと連携し，「草の根メディア」をつく
ることである。そして大学卒業後もこうした活
動を継続したいと意欲を示した。

② ジャーナリスト団体

★台湾新聞記者協会　陳暁宜会長

　「りんご日報買収で“特ダネ”消滅を危惧」

次は上記の「反媒体巨獣青年連盟」などの
市民団体と共に，反メディア独占運動の中核
を担っているジャーナリスト団体「台湾新聞記
者協会」である。中国語の「新聞」は「ニュー
ス」の意味であり，テレビやネットメディアの関

係者も含め個人ベー
スで参加しており，
会員は約300人であ
る。協会の陳暁宜
会長（ 所属は自由
時報）に聞いた。

陳 氏 に よると，
台湾新聞記者協会
は運動の中で，デ

モの主催や抗議活動に加え，「反メディア独
占法」の制定といった法制化のための活動や，
国際的な支持拡大のための呼び掛けにも力を
入れているという。例えばフェイスブック上で
は，アメリカの著名な学者であるチョムスキー
氏や，中国の建築デザイナーで民主活動家の
艾未未（アイ・ウェイウェイ）氏らも台湾におけ
る「反メディア独占」運動に支持を表明するな
ど，国際的な広がりを見せている。

陳氏は旺旺のメディア事業拡大の中で，中
国時報など伝統あるメディアが旺旺の蔡オー
ナーによって“私物化”されたと批判する。例
えば，中国時報の女性記者が，自分の書いた
原稿がどのように“改ざん”されたかをフェイス
ブック上で暴露して会社を辞めるなど，多くの
記者が旺旺による買収後，中国時報を去った
という。また，台湾で著名なアメリカの大学
教授の余英時氏が「反メディア独占」運動を
支持する手紙を学生たちに送ったことを，自
由時報が一面のトップ記事で報じたところ，旺
旺系の中国テレビ・中天テレビ・中国時報など
は，自由時報のオーナーで不動産業を経営す
る林栄三氏のことを“不動産投機家”などとし
て，1週間攻撃し続けたと陳氏は説明した。

次に，旺旺によるりんご日報グループの買収
について，陳氏は大きな危機感を表明した。り

陳暁宜 氏
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んご日報や系列の週刊誌「壹週刊」は，2012
年6月，国民党の大物政治家の林益世行政院
秘書長（官房長官に相当）の汚職疑惑を報道，
林秘書長を辞任に追いやるなど，果敢に不祥
事を暴露することで知られている。陳氏による
と，りんご日報や壹週刊が報道した「特ダネ」
は他のテレビ局などが追随することが多く，台
湾のメディア界への貢献は非常に大きいという。
りんご日報グループがもし旺旺に買収された場
合，こうした暴露記事が出てこなくなってしまう
おそれがあると陳氏は懸念している。

最後に陳氏は，こうした報道における「中国
要因」の問題は，香港やマカオにも共通するも
のだとして，香港・マカオの記者協会と協力し
た取り組みを強めると共に，中国の比較的独
立性の高いジャーナリストを台湾に招へいする
交流事業なども実施することで，中国本土・香
港・マカオ・台湾それぞれの報道の自由の確
保に努めたいと抱負を述べた。

③ メディア売買の当事者

中嘉網路とりんご日報グループ双方の買い
手である旺旺だが，取材申請に対し，「蔡オー
ナーは台湾にいないので対応できない」との回
答だった。確かに蔡オーナーは通常中国にいる
ことが多いのだが，3年前に取材を申し込んだ
ときは，オーナーの代理として，グループのメ
ディア部門である中時集団の蔡致中会長特別
補佐が取材に応じている。従って，今回旺旺
が，質問に対する文書での回答も含めて応じな
かった背景には，中嘉網路やりんご日報グルー
プの買収をめぐり，台湾で様々な批判を受けて
いることが影響している可能性がある。

一方，売り手の方だが，台湾のりんご日報本
社は旺旺同様，取材に応じなかった。そこで

本部がある香港りんご日報と，台湾りんご日報
の労働組合にアクセスしたところ，いずれも取
材できることになった。

★香港りんご日報　張剣虹編集長

　「台湾の“言論の自由後退”に失望し売却」

香港りんご日報の張剣虹編集長は，りんご
日報グループの黎智英オーナーとの関係が深
く，旺旺への売却問題で本人から直接その理
由の説明を受けていた。張氏によると，黎オー
ナーは2000年に台湾で国民党から民進党へ
の政権交代が起きたとき，台湾が今後民主的
で自由な開放社会に向かうことを期待し，愛着
を感じたことから，台湾でのメディア事業参入
を決意したという。ところが2008年，国民党
が政権に返り咲いたあと，黎オーナーの目か
ら見ると台湾における言論の自由はむしろ後退
し，政権への失望感が高まったという。

黎オーナーは2009年，台湾でテレビ事業へ
の進出を図り，「壹テレビ」というテレビ局をつ
くって他局から大規模な人材引き抜きを行った
他，最新のHD（高画質）テレビ機材も揃え，
ニュースや映画など複数のチャンネルの免許を
申請していた。ところが，映像が撮れていない
事件などのニュースを，CGを使って再現する「動
新聞」16）という手法が，犯罪被害者の人権を侵

害するなどとしてメ
ディアNGOから強
い反発を招いたこと
もあり，独立規制
機 関のNCCは 約2
年間にわたって，壹
テレビによるニュー
スチャンネルの免許
申請を認めなかっ張剣虹 氏
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た 17）。さらに免許取得後も，台湾のケーブル事
業者は，中嘉網路が旺旺による買収合意の後，
壹テレビを自らのチャンネルパッケージに組み込
む方針を突如変更したのをはじめ，多くが壹テ
レビのチャンネルを載せることに消極的だった。
このため壹テレビは開局以来大赤字が続き，黎
オーナーが台湾のメディア事業撤退を決断する
大きな要因になったと見られている。

張氏によると，黎オーナーにとってメディアは
単なるビジネスではない。もし単なるビジネスで
あるならば不動産事業をやった方がましであり，
あえてメディアを手掛けるのは圧制や汚職に対す
る怒りがあるからだという。そして黎オーナーが
最終的に台湾のメディア事業を撤退する理由に
ついて，「もう台湾を好きでなくなった」と言った
と張氏は説明した。この発言には黎氏の自己弁
護の要素もないとは言いきれないが，かつて李
鵬首相を「大バカ者」と自らのメディアで罵った
人物だけに，「メディア経営は金儲けだけが目的
ではない」という主張には一定の説得力がある。

★台湾りんご日報労組　蔡日雲代表

　「編集権の独立堅持を要求」

次は，台湾りんご日報労働組合の蔡日雲代
表である。蔡代表は，りんご日報の労働組合
員1,000人を代表して経営側との交渉に当たっ
ているが，旺旺の蔡オーナーが傘下のメディア
で報道内容への干渉と見られる行為を行って
いることに不満を示し，りんご日報の組合員は
団結して編集権の独立堅持を要求していると
述べた。そして，蔡オーナーや共同買収に当
たっている他の財界人らが口頭では既に，「現
状維持，人員削減せず，専門性尊重」の3点
を承認したことを明らかにすると共に，こうし
た姿勢を口約束でなく，「編集に関する申し合

わせ」として文 書
化するよう求めてい
ると述べた。ただ，
文書化の際に，組
合側は編集権の独
立と共に，編集長と
して不適切と判断さ
れた人物の罷免権
も要求しているのに

対し，経営側は編集長罷免権の付与は人事権
への干渉として難色を示しているという。

今後，大きな政治事件などがあった際に，
編集権独立が本当に守られるのかについて聞
くと，蔡代表は，「まだ大きな事件が起きてい
ないので対応がどうなるかは分からない」と答
え，りんご日報グループの編集権独立の維持
に一抹の不安感を見せていた。

④ 政党関係者

次に，与党国民党と野党第一党の民進党の
立法委員（国会議員）の声を紹介する。

★国民党　蔡正元立法委員

　「法規制がない以上，買収に問題なし」

国民党は，中核議員の1人で，メディア問題
での発言も多い蔡正元氏に聞いた。蔡議員は，
旺旺によるりんご日報グループの買収について，
新聞・雑誌の分野に関する法規制は，「中国
資本は認めない」ということ以外何もないと述
べ，仮に買収が成立してりんご日報・中国時報
を合わせた新聞市場のシェアが50％近くに達し
ても問題はないとの立場を示した。そして台湾
の憲法 18）には出版の自由，新聞社を買う自由が
あるので，旺旺のりんご日報グループ買収を政
府が阻止することは，民主社会の基本原則に

蔡日雲 氏
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違反するとの考えを
表明した。メディア
NGOなどが旺旺の
蔡オーナーのメディ
ア経営に関する適
格性を問題視してい
る点については，「そ
れを行えば政治的
審査になってしまう。

政府がメディアを管理すべきではない。蔡オー
ナーが嫌いな人は，旺旺系の新聞を読まなけれ
ば良い」と述べ，法律が禁止していないことは
自由という原則に則った対応をすべきと主張し
た。また放送メディアを含むメディア全体の問
題についても，デジタル化・ネット化が進展する
中で，メディア独占はそもそも不可能であるとし
て，過剰な規制には反対する立場を表明した。

一方で蔡議員は，「メディア独占禁止法」を
今後制定すること自体には賛成であると述べ，
1つのメディアが市場の50％以上を取るべきで
ないということを目安とすべきと述べると共に，
クロスメディア所有規制については，テレビと
活字は別物で，活字メディアの方が規制は緩く
てよいとの考えを示した。全体として，メディ
ア業界に関して「自由放任」を主張しているが，
報道の「質」の問題には触れていない。メディ
アには「ジャーナリズム」の側面と「ビジネス」
の側面があるが，蔡議員は「ビジネス」の側面
を重視していると言え，国民党の基本政策と
符合している。

★民進党　管碧玲立法委員

　「りんご日報買収は中国政府の意向を反映」

一方民進党については，中核議員の1人で，
メディア問題に詳しい管碧玲氏に聞いた。管議

員は，りんご日報の
年間利益は日本円
にして30 億円程度
であり，買収に500
億円以上の巨費を
投じる経済的合理
性はなく，旺旺は
中国政府の意向に
沿って動いていると

主張した。また，りんご日報が2012年1月の
総統選挙の際，民進党候補の疑惑を執拗に追
及するなど，民進党に対しても厳しいメディアで
あると指摘した上で，こうした独立メディアの
存在は台湾のために必要だとの立場を示した。

また「メディア独占禁止法」の問題に関して
管議員は，ネットが普及したといってもまだま
だ弱体なので，テレビや新聞の独占禁止は重
要だと指摘，法制化を推進する意向を示した上
で，これとは別にネットメディアの育成を今後
の課題に挙げた。管議員は，メディアにおい
て「ジャーナリズム」の果たす公共性の役割を，

「ビジネス」より優先すべき価値ととらえており，
もともと1986年に台湾の民主化を求めて結成さ
れた民進党の基本政策と符合している。

2-1-4　政府当局の対応
様々な関係者の声を紹介してきたが，次はこ

の問題への政府当局の対応である。台湾でメ
ディアを管轄してきたのは，従来は行政院新
聞局だったが，2006 年に独立規制機関として
NCCが発足してからは，放送メディアの規制
監督業務はNCCに移管された。そこで問題に
なるのは，旺旺による中嘉網路の買収事案は
NCCの管轄だったが，りんご日報グループの
買収は，活字メディアのためNCCの管轄外で

蔡正元 氏 管碧玲 氏
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一元的に対応できないということである。この
ためりんご日報グループ買収の事案は，一般
的な産業における買収事案と同様，日本の公
正取引委員会にあたる「公平交易委員会」が
担当することになった。企業合併に関する公
平交易法上の規定では，企業が合併前の段
階で市場の4分の1以上のシェアを持つ場合，
委員会への申請が義務付けられている。りん
ご日報の日刊紙市場でのシェアは4分の1を超
えているため，委員会ではりんご日報グループ
買収の売り手と買い手双方に対し，申請書の
提出を求めた。

★公平交易委員会　孫立群委員

　「“メディア独占禁止”が審査の重点」

委員会のこの事
案に対する審査の
基本的な方針など
を，現地調査を行っ
た1月21日，当時8
人いた委員19）の1人
である孫立群委員
に聞いた。孫委員
は，「メディア独占

禁止」は普遍的価値であるとして，これを審査
の重点に置くことをまず表明した。また買収の
可否については，「現在の段階では白紙だ」と
述べた。委員会の決定に対して企業が不満を
持った場合，行政院訴願委員会に申し立てた
り，裁判所に訴訟を起こしたりすることも可能
なだけに，委員会としても審査は慎重を期さざ
るを得ないのである。

規定では，各社の申請書の受理が完了して
から30日以内に合併の可否を判断することに
なっているが，必要があれば 30日間延期する

ことができる。取材後，委員会では各社の申
請書が出そろったのを受けて，遅くとも2013
年5月6日までに結論を出すことになった。

★ NCC 石世豪主任委員

　「メディアの過度な集中は対応の必要」

一方， メディア
独占禁止法を求め
る声 に 対して は，
NCCが窓口となっ
て，草案作りにあ
たった。その最中
の1月22日，NCC
の石世豪主任委員
に話を聞いた。石

主任委員はまず旺旺の蔡オーナーのメディア経
営の専門性について疑問の声が出ていることに
ついて，「市場によるテストが最善」と述べ，専
門性への評価は市場を通じて読者すなわち一
般市民が行うべきとの見方を示した。その上で
石主任委員は，「メディアの過度な集中の問題
は対応する必要があるという点で，委員の間に
共通認識がある」と述べ，シェアの面などで一
定の規制をかける方針を示した。

取材後，2月
20日にNCCは

「メディア独占
禁止法」の草
案を公表した。
このうちクロ
スメディア所
有規制などの
主な内容は次
のようになっ
ている。

孫立群 氏

石世豪 氏

NCC（国家通信放送委員会）
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○ 閲読率が 10％以上の新聞や雑誌メディアは
放送局を買収できない

○ 新聞・雑誌・放送などのメディア間で合併が
行われる場合，合併後のテレビチャンネル

（ニュース以外）の視聴率が 20％以上もしく
はニュースチャンネルの視聴率が 15％以上
になるケースは許可しない

全体に非常に詳細な数値基準が設けられて
いる他，現在，こうした基準を超過する事業
者については，2年以内に株式を処分するよう
求め，満たせない場合は罰金も科すとしてい
る。閲読率や視聴率の調査方法にもよるが，
草案がこのまま成立すれば，旺旺が進めるメ
ディア事業拡大に影響が出るのは確実である。

この法案に対し，事業者の間からは，「厳し
すぎる。放送業界への衝撃は大きい」と反発
する声が上がっている。もともと放送業界は，
2,300万人の人口にチャンネル数が288あって，
むしろ「過当競争」が問題になっているので，
こうした反発が出てくるのは驚くにあたらない。
一方，ジャーナリスト団体の台湾新聞記者協会
は，法案に示された視聴率や閲読率をどう測
定するかが，この法律が機能するかどうかのカ
ギになるとしている。事業者の自主申告や，事
業者が支払う費用で行われる調査会社の統計
ではその数字が操作されるおそれがあるという
わけである。NCCでは，各界の意見を聴取し
た上で，2013年6月末をめどに行政院に送付，
その後立法院（国会）の審議にかける方針で，
3月18日には公聴会も開催した。

2-2　三立テレビの人気番組司会者降板
2-2-1　経緯

旺旺のメディア事業拡大と並んで2012年に
台湾メディア界を揺るがせたのは，ケーブル向

けの大手チャンネル
事業者三立テレビ
をめぐる事案だっ
た。野党民進党に
近いとされる三立テ
レビで5月末，10年
間にわたって続いて
きた人気評論番組

『大話新聞』が，突
然打ち切りとなったのである。三立テレビに対
しては抗議の電話が殺到した。番組の司会者
を10年間務めた名物司会者の鄭弘儀氏は，番
組の中で降板の理由について，「家族の面倒を
見たい」と説明した。

しかし，鄭氏はその後も別の複数のテレビ局
やラジオ局で番組司会者をしており，メディア
関係者の間で「家族の面倒を見たい」との言明
を信じる人はほとんどいない。突然の降板劇
の背景には，三立の経営陣が，テレビドラマ
制作を推進する方針を取っていることがあると
の指摘が出ている。テレビドラマ制作には多
額の費用がかかるため，人口2,300万人の台湾
市場だけでは資金回収が難しい面があり，海
外市場開拓を図ることが不可欠である。その
際，東南アジア市場も視野に入るが，より魅
力的なのは，同じ中国語が通じる中国大陸の
市場である。三立も最近，中国へのテレビド
ラマの売り込みに力を入れているのだ。その一
方，『大話新聞』司会者の鄭氏は，中国の人権
問題や民族問題について，中国政府に対し歯
に衣を着せない批判をしていたため，こうした
番組を快く思わない中国から三立テレビに圧力
がかかったとの説が広がった。

そして，この説が強まることになった背景に
は，1冊の書籍の出版があった。鄭氏の番組に

鄭弘儀 氏
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よくコメンテーターとして出演していた，ジャー
ナリストの鍾年晃氏が執筆した『私の大話人
生』である。この本の中では，鄭氏が番組を
降板した真の理由は，会社側からの番組内
容への干渉だったとされている。具体的には，
1989年に中国政府が民主化運動を武力で弾圧
した「天安門事件」をはじめ，「チベット独立」，

「ウイグル独立」といった話題に触れてはならな
いと会社が鄭氏に要求したと記述されている。

2-2-2　関係者の声
① 当事者
★三立テレビ番組営業担当者
　「三立テレビは“反中国”でない」

三立テレビの経営者は，この問題について
これまで公式に説明したことはない。直接鄭
氏の話を持ち出すと取材に応じない可能性が
高いとみて，テレビドラマなどの番組の海外展
開というテーマで林崑海オーナーに取材を申し
込んだ。しかし林オーナーは日頃南部の高雄
に在住しているとして，代わりに番組営業担当
者が応対した。中国市場を開拓する上での課
題についてこの人物に尋ねた際，「三立がして
いることは馬英九政権への監視 20）であって，

反共ではな
い。中国も
このことを
理解しつつ
ある」と答
えた。三立
がこれまで
中国と国民
党の双方を
批判してき
たのを，今
後は国民党
批判に限定するという立場に変更したことを事
実上言明したことになる。

★鄭弘儀氏を良く知るメディア関係者

　「三立の社長が中国批判自粛を要求」

一方，番組を降板した鄭氏はこれまでのとこ
ろ，沈黙を守っている。そこで，鄭氏を良く知
るメディア関係者（ここではA氏としておく）に
接触し，匿名を条件に話を聞くことができた。
A氏によると，三立の社長が幹部を通じ，鄭
氏に対して特定のテーマを番組で取り上げな
いよう要求していたという。その具体的内容に
ついてA氏は，ウイグル独立，チベット独立，
ダライ・ラマ，6・4天安門事件，ラビア・カーディ
ル 21），法輪功 22）を挙げており，先述の著作の
内容と基本的に一致している。

また，鄭氏が事の真相について沈黙してい
る理由について，A氏は2つの点を挙げた。1
つは，鄭氏は過去10年間，三立テレビと協力
して仕事をしてきており，辞めるなり悪口を言
いだすようなことはしたくないし，そもそも問題
の原因は三立でなく，中国にあるという認識
である。もう1つは，訴訟への懸念だという。

鍾年晃 氏 著『私の大話人生』

三立テレビ

鍾年晃 氏 著『私の大話人生』
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2008年に政権交代した後，鄭氏は様々な国民
党政権への批判を行う中で，既に6件もの訴
訟を起こされた。例えば台北の南約80キロの
ところにある苗栗県で，農地収用に反対した農
民の土地が収穫の直前に荒らされた事件を取
り上げた際は，苗栗県の県長（県知事）から苗
栗の裁判所に訴訟を起こされたため，毎回現
地に出向く必要から仕事に大きな支障が出たと
いう。A氏によると，鄭氏は番組降板問題で
何らかの発言をすれば，また訴訟を起こされ
るおそれがあると懸念しているのである。また
A氏は，旺旺の蔡オーナーが鄭氏に対し，「自
分は4年前は小物だったが今は違う。北京の
後ろ盾がある」と述べたとして，台湾メディア
界における蔡オーナーの影響力増大も今回の
番組降板の背景にあるとの見方を示した。つま
り三立は中国にテレビドラマを売り込みたいだ
けでなく，蔡オーナーが買収した中嘉網路が，
三立をケーブルテレビのパッケージから外すこ
とを恐れているというわけである。

最後にA氏は，「鄭氏は自由・民主・法治・
人権という価値観をもとに中国を批判し，劉暁
波 23）はなぜ刑務所にいるのかと追及してきた。
台湾が自由国家なら，なぜラビア・カーディル
やダライ・ラマが台湾に来られないのかと国民
党政権も批判した。こうした番組がなくなって
しまうことは，蔡オーナー系のメディアが中国
を褒める報道が増えること以上に深刻な問題
だ」と締めくくった。

② 政党関係者
★国民党　蔡正元立法委員

　「悪口を言えば番組を売れないのは当然」

政党関係者は旺旺の問題と同じ人物にインタ
ビューしている。まず国民党の蔡議員だが，鄭

氏の番組降板問題について，「中国の悪口を言
えば，中国に番組を売れないのは当然」と述
べた。つまり，親中派の色彩が強い国民党の
議員も，鄭氏が降板した理由が「三立がテレビ
ドラマを中国に売るため」と見ているのである。
そして蔡議員は，番組の継続や終了を決める
のはテレビ局の経営者であって，政府が関与す
べきことではないと述べ，ここでも自由放任に
よる市場選択を重視する考えを示した。

★民進党　管碧玲立法委員

　「民進党系の局も中国報道は及び腰に」

一方，民進党の管碧玲議員は，三立のオー
ナーと親しい民進党の有力者である謝長廷氏
の派閥に所属しているため，三立の内情に詳し
かった。管議員によると，三立は現在，林崑
海オーナーと張栄華社長の間で会社の運営方
針に違いがあり，林オーナーは台湾本土優先，
張社長は中国市場重視の考えがあるという。
そして現状は社長主導の体制になりつつある
ため，今回の問題が起きたとの見方を示した。
そして，これまで民進党系とされてきた三立テ
レビや民視テレビが，テレビドラマの海外展開
のために中国問題の報道で及び腰になっている
と，危機感をあらわにした。

 3. 台湾メディアへの
　　　　　“中国の影響”まとめ

旺旺による中嘉網路やりんご日報グループ
の買収，そして三立テレビの人気司会者の番
組降板問題を見てきたが，そこに共通して見ら
れるのは，「対中国ビジネス」を「客観報道」や

「批判的報道」に優先させるメディアオーナー
の意向である。これは，かつて香港りんご日
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報の台湾進出を進めた黎智英オーナーが「一
切のタブーを設けない」として台湾りんご日報
を運営した方針とは対照的である。メディア関
係者によると，台湾りんご日報が創刊されたと
き，同業者から多くの記者を引き抜いたのだ
が，移籍した記者たちはみな「自由にものが
書けるようになった」と喜んだという。そうして
瞬く間に50万部と台湾の朝刊紙最大手の一角
にのし上がったりんご日報だが，関係者による
と最近は政治ニュースが減少し，旺旺による
買収合意の影響が既に紙面に見え始めている
という。旺旺による買収が明らかになった後の
りんご日報の報道で，問題視された事案は2
つある。1つは，著名な財界人である辜濂松氏
の死去のニュースで，りんご日報が大きな記事
で扱ったことに対し，ネット上で「りんご日報
は転向した」との批判が出た。これは辜濂松
氏が，りんご日報グループの買収に手を挙げ
た財界人の1人である辜仲諒氏の父親であるこ
とが背景にあるが，りんご日報の編集関係者
は，「死去した人物を尊重したもので，批判は
不公平」と反論している。もう1つは，台湾の
週刊誌「商業週刊」が，大手財閥の統一グルー
プにおけるオーナーの孫の人事に関する記事
を書いたところ，発売日に統一グループ系の
セブン-イレブンの店に雑誌が置かれなかった
という“事件”である。ネット上で統一への批
判が強まったことから，セブン-イレブンは「事
務的ミス」と弁明した上で，午後から急きょ店
頭での販売を始めた。この“事件”について，
各メディアは大きく報道したが，りんご日報の
記事は小さかったため，「流通ルートとして重
要な統一グループを恐れたから」とネット上な
どで批判を受けている。これに対し編集担当
者は「編集部で議論した結果」だとして，正当

性を主張している。しかし2つの事案とも，黎
オーナーの時代であれば違う紙面になってい
た可能性があるように思われる。

りんご日報のある高級幹部は，「既に会社を
辞める覚悟はできている」と同業者に打ち明け
たという。この幹部に3月下旬，電話で連絡を
取ることができたので実態を聞いたところ，中
国政府への批判を辞さない点やメディア集中
への反対という論調は変わっていないとした上
で，蔡オーナー個人への批判を控えるように
なったことや，一部のニュースの扱いに若干影
響が出ていることは認めた。

また，三立の『大話新聞』が打ち切りになっ
た後，後継番組がスタートしたのだが，司会
者の女性が鄭氏と同様，「番組内容に関して圧
力を受けた」として辞任の意向を表明，上層部
の慰留の結果，2012年12月，この番組をゴー
ルデンタイムの午後9時から，視聴率が低い
午後 2時の時間帯に移して継続することになっ
た。この“事件”も鄭氏の降板が「中国要因」
であるとの説を強める一因となった。

一方，『大話新聞』などと同様の政治討論番
組で，現在非常に人気のある番組がある。年
代テレビで毎晩10 時から放送している『新聞
追追追』で，その内容は国民党の馬英九政権
を強く批判するものである。筆者も台湾滞在中
に見てみたが，国民党内で最も馬英九総統に
批判的な羅淑雷立法委員が鋭い舌鋒で政権批
判を繰り返し，民進党の立法委員もこれに同
調するという内容で，従来「中立」とされてき
た年代テレビでこうした番組が放送されること
が台湾では大きな話題となっていた。しかしそ
こで見逃せないのは，『新聞追追追』で批判さ
れているのは，あくまで比較的“親中的”とさ
れる台湾の国民党政権であって，中国そのも
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のではないということである。三立テレビの番
組営業担当者が「三立がしていることは馬英
九政権への監視であって，反共ではない」と
証言していたことと合わせ，台湾メディアの中
国報道が一定の枠にはめられつつあることが
見て取れる。実はこうした傾向は香港メディア
でも見られ，“親中的”とされる香港特別行政
区政府の梁振英行政長官への批判はするもの
の，中国政府への批判は及び腰というもので
ある。

こうした傾向に対し，国民党の蔡議員や
NCCの石主任委員が指摘していた，「市場の
選択」はどの程度機能するのか。確かに，り
んご日報は旺旺による買収が表面化して以降，
部数が50万部から40万部に減少しており，中
国時報も旺旺系列となってから部数の減少や
無料配布の増加といった現象が起きていると
いう。少なくとも旺旺が当初期待していたよう
な効果は上がっていないと言える。またメディ
ア関係者の間では，フェイスブック等を含む
ニューメディアが既存メディアの代替役を果た
すことへの期待感も出ている。

とはいえ，台湾で新聞や放送といった既存
メディアは今でも圧倒的に主流メディアの役割
を果たしている。従って，メディア集中の問題
に関しては，今後の法規制次第である程度歯
止めがかかる可能性があるものの，今後，台
湾と中国との経済関係が一層緊密化する見通
しの中で，既存メディアの中国報道に関しては，
その客観性や批判性について，悲観的な見方
が多い。

次号では，同様に中国に「配慮」した報道
が目立つ香港の現状を報告する。

（やまだ けんいち）

補記：原稿執筆後の3月26日，旺旺のりんご日報グルー
プに対する買収事案について，旺旺の蔡オーナー
が撤退の方針を示したと報道された。りんご日
報グループの黎オーナーは，テレビ事業の売却
方針は変えないものの，台湾りんご日報の経営
には復帰する意向を示している。

注：
1）言論の自由の擁護を目的としたジャーナリストに

よる非政府組織で，パリに本部を置く。世界報
道自由度ランキング作成には，14 の団体と 130
人の特派員，ジャーナリストらが各国のレベルを
評価するため，50 の質問に回答する形式で指標
をつくっている。詳細は http://en.rsf.org/ 参照。

2）例えば親中派メディア「鏡報」の創始者である徐
四民氏が，香港の公共放送 RTHK に対し，「い
つも中国政府を罵倒している」などと批判してい
たことは有名である。詳細は高橋茂男『返還後，
香港の言論の自由は変化したか―「RTHK」（ラ
ジオ・テレビ香港）批判を巡る問題を検証する』
社団法人中国研究所　中国研究月報 1999 年 1
月号 21 ～ 22 ページ参照。また他にも香港メディ
ア関係者の間で「中国政府の働きかけ」に関する
証言は多い。

3）この「中国時報」はもともと資本・オーナー共に
中国本土とは無関係で，国民党の蔣介石政権が
名乗る“中華民国”が中国全土を代表する政権と
の建前に基づいて，台湾には「中国」名を語る
企業が「中国テレビ」等，今も残っている。

4） 旺 旺 のホームページ http://www.want-want.
net/ 参照。

5）詳細は，拙稿『「言論の多様性」と「公正な報道」
には何が必要か』放送研究と調査　2009 年 9 月
号参照。

6）政府統計と実態に大きなずれがあるのは，台湾で
は勝手に線をつなぎ，視聴料金を払わないままケー
ブルテレビを見ている家庭が相当あることによる。

7）MSO（Multiple System Operator）は，各地域
の小規模ケーブル事業者が番組購入などを有利
に行うために設けている，統括運営の事業体。
台湾では中嘉網路（CNS）・凱擘（KBRO）・台
湾寛頻（TBC）・台固媒体（TFN）・台湾数位光
迅科技（TOP）の大手 5 社でほとんどのシェアを
占めている。
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8）蔣介石夫人で，1930 年代から 40 年代にかけて，
抗日戦争への支持をアメリカに呼び掛ける遊説外
交を盛んに展開したことがよく知られている。

9）「大陸」とは中国のことで，台湾では統一派・親
中派のメディアは中国のことを「大陸」と呼び，
独立派・本土派のメディアは「中国」と呼んでいる。

10）「両岸」は「台湾海峡両岸」，つまり中国と台湾を
指す。

11）「両岸人民関係条例」では，中国大陸地区の物品・
労務などの販売促進をもたらすような“広告”を
掲載する場合，所轄官庁への事前申請が必要と
されている。

12）「メディア・モンスター」の出現を阻止するためと
して，台湾各地の大学生が結成した組織。詳細
は http://www.facebook.com/pages/%E5%8F
%8D%E5%AA%92%E9%AB%94%E5%B7%A
8%E7%8D%B8%E8%81%AF%E7%9B%9F/29
0394250978496?fref=ts 参照。

13）「走路工」とは，一定の手当を受け取って，選挙
の際に特定の候補の選挙集会に参加するなど，
金銭を対価に「サクラ」を演じることを言う。「走
路工事件」は，独立規制機関の NCC が，旺旺
による中嘉網路の買収を条件付きで承認する決
定をした 2012 年 7 月 25 日に起きた。当日，学
生と見られる 60人ほどの人が NCC の前に集まっ
て抗議したが，中国時報系の週刊誌「時報週刊」
の記者は，白衣を着た 1 人の女性が参加者に「参
加手当」としてお金を配っている現場を確認した。
そして 27 日付けの時報週刊の紙上で報道し，抗
議活動を呼び掛けた中央研究院（台湾の最高学
術研究機構）副研究員の黄国昌氏に対し，「走
路工」の元締めではないかと厳しく追及した。ま
た旺旺系の中天テレビも時事討論番組の中で，
コメンテーターらが黄氏に集中砲火を浴びせた。
ところが黄氏は関与を全面否定，その後 8 月 29
日になって旺旺は，黄氏が事件と無関係であった
ことを認め陳謝する羽目となった。この事件の首
謀者はいまだに不明である。

14）台湾では 9 月 1 日を，記者の社会貢献に感謝す
る日として定めている。

15）台湾では，一般市民が「市民記者」（中国語で「公
民記者」）として様々な社会問題を取材・撮影し，
ネット上で「報道」することが一般化している。
そのプラットフォームとして良く知られるのが，台

湾公共テレビのサイトで展開されている「公民新
聞」である。詳細はhttp://www.peopo.org/参照。

16）「動新聞」は，ニュースを分かりやすくする1 つ
の方法として導入され，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
報のネットサイト上で試験的にサービスを始めた。
登録した有料会員のみに視聴させる形を取ってい
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。

17）詳細は拙稿『自由化による過当競争が招く事業
免許紛争』放送研究と調査　2011 年 9 月号参照。

18）“中華民国憲法”（詳細は http://www.president.
gov.tw/Default.aspx?tabid=64 参照）を指す。

19）公平交易委員会の定員は 2013 年 1 月末までは 9
人だった（欠員 1 人）が，2 月からは 7人となった。

20）中国語で「監督」。日本語の「監視」より弱いニュ
アンスで，「批判的にウォッチする」の意味。

21）海外亡命ウイグル人でつくる組織「世界ウイグル
会議」の議長。新疆ウイグル自治区におけるウイ
グル民族の人権問題を世界各国で訴えているが，
中国政府は彼女を東トルキスタン・テロリスト勢
力の一員であるとして，チベットのダライ・ラマに
対するのと同様，厳しい批判を浴びせている。

22）吉林省出身の李洪志氏を創始者とする気功集団。
1999 年，中国政府への抗議の一環として，政府
指導者が居住する中南海を1 万人のメンバーで取
り囲んで座り込みをしたのが原因で，中国政府に

“邪教”と認定され取り締まりを受けている。法
輪功側はその際，逮捕されたメンバーの臓器が
摘出され，臓器移植に使われるケースが多発した
と抗議している。

23）中国の民主活動家で，中国政府に逮捕され，懲
役 11 年の判決を受けて服役中の 2010 年にノー
ベル平和賞を受賞した。
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