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サーが仕事を確保するため中国に流出するな
ど，テレビドラマ制作が“空洞化”することへ
の懸念も出てきている。本稿では筆者が2013
年1月下旬に台北で行った現地調査も踏まえ，
台湾のテレビドラマ放送の実態や，政府による
台湾ドラマ制作振興政策，さらに自主制作にこ
だわるテレビ局の取り組みを紹介し，台湾のテ
レビドラマ制作の今後の課題を分析する。

構成は以下のとおりである。

1. 台湾テレビ界の概況
2. 海外製，特に中国製テレビドラマの浸透

  はじめに

台湾で放送されるテレビドラマの中で，最近
「中国製」ドラマが急増している。台湾では従
来から日本ドラマや韓国ドラマが人気を集めて
いたが，最近は価格の安さを武器とする中国ド
ラマに各テレビ局が注目，既に海外ドラマの中
では韓国ドラマと双璧の存在となっている。

経営難に苦しむテレビ局にとっては，自前で
コストの高いテレビドラマを作らなくて済む中国
ドラマには大きな魅力があるが，一方でこうし
た流れを放置すると，台湾の俳優やプロデュー
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台湾で放送されるテレビドラマの中で，最近「中国製」ドラマが急増している。台湾では従来から日本ドラマや
韓国ドラマが人気を集めていたが，最近は価格の安さを武器とする中国ドラマに各テレビ局が注目，既に海外ドラ
マの中では韓国ドラマと双璧の存在となっている。経営難に苦しむテレビ局にとっては，自前でコストの高いテレ
ビドラマを作らなくて済む中国ドラマには大きな魅力があるが，一方でこうした流れを放置すると，台湾の俳優や
プロデューサーが仕事を確保するため中国に流出するなど，テレビドラマ制作が“空洞化”することへの懸念も出て
きている。比較的，経営状態の良い三立・民視・八大などの各テレビ局は自前の制作へのこだわりを見せるが，人
口2,300万人の台湾市場だけでは資金回収が難しく，作る以上は海外市場を目指す必要に迫られる。その場合，
やはり人口13億人以上の中国市場が重要になるが，中国市場開拓には数多くの難関がある。第一に，当局による
厳格な事前審査（検閲）で，直接政治に関する話題でなくても，場合によっては犯罪シーンやラブシーンなどが問
題視される可能性がある。第二に，中国の各テレビ局がテレビドラマを輸入する際，放送時間帯や放送時間量に
制限がある。これらはいずれも中国政府による明文規定がある規制だが，台湾のテレビ関係者は，この他にも中
国政府がテレビドラマの輸入にあたって，台湾のテレビ局に対し非公式に様々な要求をしてくるとの問題も指摘し
ている。三立と民視は，もともと台湾独立色が強く，中国政府とは距離がある野党民進党系のテレビ局だが，最
近の両局は中国政府への批判を遠慮しつつある。その背景には，中国側が三立や民視に対し，「中国に番組を売
りたければ，中国を批判する番組を止めよ」などと圧力をかけていることがあると関係者は言う。

中国テレビドラマ市場への進出はこのように難問山積だが，台湾のテレビ局が中国ドラマなどの「輸入専門」と
いう，当面は安楽に進める道をよしとしないのならば，中国への番組販売は避けて通れない。三立・民視・八大
などの各局は，ここ数年，統制強化が目立つ中国のメディア政策が，将来は開放に向かうことを期待して先行投資
をしているようにも見えるが，それが実を結ぶにはこの先まだ山あり谷ありと言えそうだ。
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  2. 海外製，
 特に中国製テレビドラマの浸透

人口が2,300万人の台湾で300近いチャンネ
ルがひしめきあうことで，必然的に「過当競
争」の状態が生まれた。各局は収支を合わせる
ため番組制作コストの削減に動き，手間隙の
かかるテレビドラマ制作よりコストの安い，視
聴者参加型政治討論番組などを増やすように
なった。しかしテレビドラマ自体への需要はあ
るので，当初は日本ドラマ，そして21世紀に
入ってからは韓国ドラマへの依存度を高めた。
そしてここ数年，急速に増えてきたのが中国ド
ラマである。

台湾政府の文化部が2013 年5月末にまとめ
た，放送・映画産業に関する研究調査報告に
よると，2008 年から2012年上半期にかけて
放送されたテレビドラマのうち，海外の作品
は恒常的に50％以上を占めてきたが，中でも
中国のテレビドラマは図のように，2008 年の
11.1％から2012年上半期の26.3％へと急増，
それまで圧倒的なシェアを誇っていた韓国ドラ
マと肩を並べた。特にゴールデンタイムの放送
時間に限ると，2012年上半期には韓国ドラマ

3. “空洞化”防止に向けた政府の振興政策
4. 「自主制作」維持目指す各テレビ局の取り組み
5. まとめ

  1. 台湾テレビ界の概況

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。このため主要な地上
テレビ局は台湾テレビ（1962年開局），中国テ
レビ（1969年開局），中華テレビ（1971年開局）
の3局とも国民党系の商業局で，1980年代ま
では寡占による莫大な利益を享受していた。

1980年代後半に台湾で民主化が始まり，80
年代末からは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んだ。当局は1993
年にケーブルテレビ法を公布してこうした状
況を追認，一挙に多様化が進むことになっ
た。地上テレビでも1997年に野党民進党系
の民間全民テレビ（後の民視テレビ）が，ま
た1998年には初の公共放送である公共テレ
ビがそれぞれ開局し，5局体制となった。し
かし，ケーブルテレビの普及率が違法受信
も含め85％程度にまで達した台湾では，古
い体質を引きずった局が多い地上局と比べ，
TVBS，東 森，中天，三立，年代，八大，
緯来などのケーブルテレビ向け衛星チャンネ
ルの人気が高く，広告市場の7割以上はこう
した衛星チャンネルが獲得するようになった。
政府はこうした衛星チャンネルの免許について，
新規参入を原則的に自由としたことから，2013
年5月現在の衛星チャンネル数は，台湾のチャ
ンネルが160，海外のチャンネルが113で合わ
せて273 1），地上5局のデジタル放送 20チャン
ネルと合わせて300近くにのぼっている。

図　台湾で放送されたテレビドラマの制作地
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のシェアが26.4％なのに対し，中国ドラマは
27.2％と，逆転してトップの座に就いた 2）。言
語の翻訳が不要で，番組の販売価格も安い中
国ドラマは，短期間で台湾のテレビドラマ市
場を席巻しつつある。そして台湾ドラマにとっ
て中国ドラマは，文化が近いだけにより直接
的な競争相手，ひいては「脅威」になりうる存
在である。

では，具体的にはどのような中国ドラマが
放送されているのだろうか。台湾のメディア関
係者によると，現代のドラマに関しては，政治
体制の違いなどもあって中国ドラマは魅力が感
じられない一方，歴史を描いた作品，特に豪
華絢爛な衣装が目を引く宮廷物などは台湾ドラ
マより制作に費用をかけていて人気が高いとい
う。台湾の視聴率調査会社「台湾AGBニール
セン」のデータを購入している大手テレビ局が，
筆者に示した2013年1月のある1日のデータで
は 3），上位80位までのランキングの中に，中
国ドラマとして『後宮甄嬛傳』（Empresses in 
the Palace）4），『新還珠格格』（New My Fair 
Princess）5），『西遊記』6）などが入っている。中
でも中華テレビと緯来テレビがそれぞれ版権を
得て同じ時期に放送している『後宮甄嬛傳』に
至っては，中華テレビが午後10時台と午後11
時台の2回，緯来テレビが午後7時台と午後11
時台の2回ずつ，計4回もランクインしている。

では次に，こうした中国ドラマを積極的に購
入しているテレビ局の実態を見ていく。こうした

“輸入派”のテレビ局にはTVBS，中華テレビ，
中国テレビ，緯来テレビなどがあるが，今回の
調査では，もともと与党国民党の持ち株会社
としてスタートし，現在は旺旺グループに属し
ている中国テレビを訪問，李泰臨社長に話を
聞いた。

李氏によると，中
国ドラマの購入は，
自社の経営改善に大
きく貢献していると
いう。中国ドラマは，
基本的に中国国内で
放送することで制作
資金を回収済みなの
で安 売りが 可能で，

例えば韓国ドラマと比べると価格は半分以下だ
と李氏は説明する。中国テレビが買い付ける中
国ドラマと韓国ドラマの比率は，3年前は韓国
ドラマが大部分だったのに対し，現在では中
国ドラマが70％を占めている。

また李氏は，こうした中国ドラマ躍進の背景
に，台湾の人材の中国“流出”があると指摘す
る。先述したように，台湾では多チャンネルに
よる過当競争のもとで日本ドラマや韓国ドラマ
の輸入が進む中，台湾ドラマの放送時間が相
対的に縮小し，台湾の俳優やドラマプロデュー
サーは仕事に困るようになった。一部の人材は
言語が通じる中国に流出したため，中国ドラマ
のレベルアップに貢献したといわれる。李氏が
以前中国に行った際，湖南ラジオテレビのトッ
プである欧陽常林氏から，「ここ10数年の我々
の成果は全て台湾人の貢献だ」と言われたとい
う。10数年前には一介の地方局に過ぎなかっ
た湖南ラジオテレビを，全国向け衛星チャンネ
ルの視聴率で中国中央テレビ（CCTV）と戦え
る，地方局随一の実力に育て上げた背景に，
台湾の俳優やプロデューサーらの貢献があった
というのである。

台湾人が中国でテレビドラマ制作にあたっ
た実例は，早い時期では2001年に既に『粉紅
女郎』という作品が見られる。これは台湾の漫

李泰臨社長



63

画家，朱徳庸氏の作品をCCTV系列の国際
電視がテレビドラマ用に制作したもので，台湾
人の伍宗徳プロデューサーが制作に携わった。
放送は中国と台湾の双方で行われ，台湾では
中華テレビが午後8時のゴールデンタイムに1
か月あまりの連続ドラマとして放送した。また，

『加油！暁恵』は2006 年，台湾の余倩倩ディレ
クターが台湾の俳優，鄭家楡さんや陳宇凡氏，
林煒氏らと共に中国で制作した現代恋愛ドラ
マで，中国国内に加え，台湾の民視テレビで
も放送された。さらに2009 年，台湾の李岳
峰ディレクターが台湾の俳優，江宏恩氏や「台
湾版広末涼子」と呼ばれる江祖平さんらと共に
中国で制作した『又見阿郎』は，CCTVドラマ
チャンネルでゴールデンタイムに放送され，同
年のCCTVドラマチャンネルにおいて最も出
色の作品の1つと言われた。

ここ10年余りのこうした台湾のプロデュー
サーや俳優の「中国進出」が，中国ドラマのレ
ベルアップと共に，台湾ドラマの“空洞化”懸
念を呼び起こしたのである。

  3. “空洞化”防止に向けた
 政府の振興政策

経済の成熟化に伴い製造業の勢いに陰りが
見え出した台湾にとって，コンテンツ産業の育
成は，ここ数年来指摘されている産業高度化
に向けた重要課題である。ところがその基軸
の1つとなるべきテレビドラマは，韓流ブーム
に続く中国ドラマの台湾市場進出の中で，“空
洞化”の危機さえ言われ始めている。この問題
を重視した政府の新聞局 7）は，台湾でのテレ
ビドラマ制作振興のため，2010 年から5 年計
画で本格的な予算措置を取ることにした。そ

して新聞局の業務が文化部に移転された2012
年には，2つの主なプロジェクトを実施した。

1つは，台湾ではまだ少ないHD映像で撮影
する，海外展開も可能な優秀作品5本を「旗
艦型連続ドラマ」として選定するもので，合わ
せて1.95 億台湾ドル（約6 億6,000万円）の補
助金を用意した。補助の条件は台湾を舞台に
したドラマであることで，民間プロダクション
を含む5 社の作品が企画書の審査を経て選ば
れた 8）。このうち台湾テレビの『雨後驕陽』は，
2012年12月に5 作品の先頭を切って撮影を開
始している。

もう1つは，テレビ用の映画・児童向け番組・
アニメ・ドキュメンタリーなどのジャンルも含め
た補助制度で，47本の作品に合わせて2.1億
台湾ドル（約7億円）の予算を計上した。文化
部の関係者は，こうした政策的支援によって，
台湾でテレビドラマを中心とするコンテンツ産
業の人材育成を進め，海外へのコンテンツ輸
出を推進すると共に，台湾各地に撮影基地が
出来ることで，観光振興にもつながるようにし
たいと話している。

  4. 「自主制作」維持目指す
 各テレビ局の取り組み

こうした政府支援の追い風も受ける中で，自
前でのテレビドラマ制作に注力しているテレビ
局の取り組みを紹介する。テレビドラマ制作に
は多額のコストがかかるため，自主制作に力を
入れるテレビ局は，相対的に経営状態が安定
している局が多い。とはいえ，台湾の2,300万
人の市場だけを対象にした場合，完全な資金
回収は難しく，作る以上は海外展開も視野に
入れることになる。

SEPTEMBER 2013
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4-1　三立テレビ
三立テレビ（SET）は1983年，オーナーの

林崑海氏が妻と義弟の3人で台湾南部の高雄
市に設立した家族企業で，当初はビデオ制作
業務などをしていたが，1993年に衛星チャンネ
ルの事業に参入した。娯楽中心の路線で人気

を集め，その
後「台 湾 台」，

「都会台」，「新
聞台」，「財経
台」，「国際台」
の5チャンネル
に業務を拡大
した。 テレビ
ドラマの海外
進出について
は，2003年に
シンガポールに

『台湾霹靂火』を，また2004年には上海テレ
ビ・四川テレビ・広東テレビに『MVP情人』を
販売するなど早くから積極的である。2012年
には海外進出強化に向け，5 億台湾ドル（約17
億円）をかけて，台北近郊の新北市に5つのス
タジオを備えた「華劇製作中心」を設立してい
る。テレビドラマ制作と海外展開について，営
業・渉外部門の張正芬副社長に話を聞いた。

張 氏 は， 三 立 は
番組の版権輸出によ
る収入が多く，全収
入の40％は海外から
の収入で，中でも中
軸となるテレビドラマ
は，現在15か国に輸
出していると説明す
る。台湾のテレビ局

によるドラマの制作は年間で2,100時間程度だ
が，三立はこのうち1,500時間分を制作してお
り，ドラマも台湾本土向けと海外向けに分けて
作っているという。台湾本土向けは台湾語 9）で
制作して「台湾台」で放送，一方，海外向けは
北京語 10）で制作して「都会台」で放送しており，
内容は全く別のものである。海外市場に関して
は，東南アジアのシンガポール・マレーシア・
インドネシアをはじめ，日本・韓国なども対象
となるが，張氏によると最大の売り先はやはり
中国だという。2012年以降は特に「優酷」「土
豆」といった動画サイトへの販売が多く，次い
で湖南ラジオテレビをはじめとする省レベルの
全国向け衛星チャンネル，地上テレビ局の順
で，一部は中国中央テレビ（CCTV）への販売
もあった。また，販売するテレビドラマの内容
は，「偶像劇」と呼ばれる人気俳優を起用した
現代恋愛ドラマを中心にしているという。

4-2　民視テレビ
民視テレビ（Formosa TV，FTV）は1997年，

国民党による地上テレビ独占状態を打破する
ため，野党民進党の蔡同栄氏らを中心に設立
された地上テレビ局である。台湾本土色が強
く，創立間もない時期からゴールデンタイムの
番組として台湾ドラマを放送，高い視聴率を

張正芬副社長

三立テレビ（SET）

民視新ビル完成予想図　（民視提供）
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誇ってきた。その一方で，高視聴率のドラマに
ついて，ストーリーを引き延ばして話数を増や
しているとか，俳優に休暇もとらせず酷使して
いるなどとの批判も一部に出ている。

経営は5つの地上局の中で最も安定してお
り，2013年7月には台北近郊の新北市林口区

に新本社ビルの建設
を着工した。新ビル
は14 階 建 てで12 の
HDスタジオを擁し，
2015年の完成を予定
している。民視テレビ
については，陳正修
経営企画室長 11）に話
を聞いた。

陳氏によると，中国ドラマの隆盛は2012年
に中国テレビが『三国演義』を放送してから本
格化し，自前作品中心の民視でさえ『西遊記』
の版権を購入して放送，3％以上の視聴率を稼
ぎだしたという12）。その背景として陳氏は，台
湾の俳優やプロデューサーが中国に行って撮
影を行うと，ギャラが5倍に跳ね上がる現状を
指摘する。これは中国ドラマの制作費が，平
均的な台湾ドラマよりはるかに高いことを反映
している。こうした中で特に台湾本土色が強い
民視のドラマを中国に売り込むのは難題だが，
民視では中国に会社を設立し，現地で制作す
る戦略を取っている。例えば民視が主導して
制作した『娘家』という作品は，台湾で放送し
た後，脚本を中国向けに書き直して中国人の
俳優を起用，権利の委譲を受けた中国の安徽
テレビが“自主制作”として放送したという。

4-3　八大テレビ
八 大 テレビ（Gala Television Corporation, 

GTV）は，1997
年に開局したテ
レビ局で，三立
と同様に前身は
ビデオ制 作 事
業者だった。娯
楽番組を得意と
し，現在は「第
一 台」，「総 合
台」，「戯劇台」，

「娯楽K台」の4
チャンネルで運

営している。八大も民視と同様，テレビドラマ
について海外からの購入と海外への販売を共
に手がけている。八大では，頼聡筆執行副社
長に話を聞いた。

頼氏は，八大の「戯劇台」チャンネルの番組
は韓国・中国・日本などのドラマが中心で，特
に韓国ドラマが約80％を占めるものの，最近
はやはり中国ドラマが増える傾向にあると説明
する。一方，自主制作のドラマはトレンディド
ラマが中心で，インドを除くアジア各地の市場
を開拓しているという。三立のように「台湾本
土向け」，「海外向け」と作品を明確に作り分け
ることはないが，台湾人の好みに合わせれば，
アジアでも通用するとの見方を示している。た

だし，純粋に台湾向
けの作品と比べ，海
外進出を目指す場合
は1話あたりのコスト
も3万～ 5万米ドルと
やや高くなるという。
また頼氏は，八大は
三立と比べても海外
販売戦略に強みがあ

八大テレビ（GTV）

陳正修経営企画室長

頼聡筆執行副社長
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ると述べ，テレビドラマでは収入の70％が番
組販売による海外からのものであることを強調
した。このうち日本市場については，台湾版の

『イタズラなKiss』，言 承旭（ジェリー・イェン）
氏主演の『ホットショット』などが，BSやCSの
プレミアムチャンネル，千葉テレビやテレビ神
奈川などでの放送実績がある。今後の海外市
場開拓の重点地域として頼氏は，中国・日本・
韓国の3か国を挙げたが，課題としては中国に
おける番組審査制度 13）と，日本や韓国におけ
る品質への要求の高さを指摘した。

  5. まとめ

台湾のテレビドラマ市場における，中国ドラ
マをはじめとした海外製ドラマの浸透と，それ
に対する台湾の各テレビ局の対応を見てきた。
台湾のように人口規模が小さな地域では，テレ
ビドラマの分野でも内需に頼るだけでは海外
と比べ制作コストで太刀打ちできず，もっぱら
輸入に頼る道と，海外市場開拓を前提にコスト
をかけてドラマ作りにあたる道のどちらかしか
なくなりつつある。このうち三立・民視・八大
などは後者の道を取っているのだが，この道に
も少なからぬ課題がある。まず目指す海外市
場だが，文化的な要因でアジアが中心にならざ
るを得ないとすると，やはり人口13億人以上の
中国市場が重要になってくる。しかし，中国市
場開拓には数多くの難関がある。第一に，先
述した当局による厳格な事前審査（検閲）であ
る。政治に関する話題でなくても，犯罪シーン
やラブシーンなどが場合によっては問題視され
る可能性がある。第二に，中国の各テレビ局
がテレビドラマを輸入する際，放送時間帯や放
送時間量に一定の枠が設けられており，いくら

でも売れるというわけではない。具体的には，
放送時間帯で，午後7 ～ 10時のゴールデンタ
イムには海外の作品を放送できない他，放送
時間量では，当該局が放送するテレビドラマの
うち海外作品は25％以下にするなどの制限が
ある。これらはいずれも中国政府による明文
規定がある規制だが，台湾のテレビ関係者は，
この他にも中国政府がテレビドラマの輸入にあ
たって，台湾のテレビ局に対し非公式に様々な
要求をするとされる問題も指摘している。三立
と民視はもともと，台湾独立色が強く中国政府
とは距離がある野党民進党系のテレビ局だが，
最近の両局は中国政府への批判を遠慮しつつ
ある。その背景には，中国側が三立や民視に
対し，「中国に番組を売りたければ，中国を批
判する番組を止めよ」などと圧力をかけている
ことがあると関係者は言う14）。実際，台湾のテ
レビ関係者によると，中国にテレビドラマを販
売するにあたり，最も魅力的な相手は中国中央
テレビ（CCTV）なのだが，CCTVは中国政府
の影響力が強い上，保守的でもあり，基本的
に市場経済の論理で動いている湖南ラジオテ
レビのような地方局，優酷のようなネット動画サ
イトと比べ販売が難しいという。

こうした諸問題をクリアする方法として，例
えば日本やアメリカのアニメ業界が取り組んで
いる，中国側との共同制作という道はどうだろ
うか。この場合，制作費を抑えると共に，中国
と自国双方での放送を見込めるが，先述した
中国テレビの李泰臨社長によると，中国との共
同制作は「やってみると難しい」と言う。まず
撮影の際，特定の対象について「これは撮る
な」といった干渉を受ける。また最近，中国と
の共同制作では中国側が豊富な資金を擁する
ことが多いが，資金拠出比率に合わせ中国主
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導で制作した場合，台湾市場にはなじまない
作品になってしまうという。

このように中国テレビドラマ市場への進出は
難問山積で，しかも問題は基本的に中国側に
あって，台湾側の努力だけでは解決できないも
のである。もともと台湾側には中国ドラマの輸
入制限が特にないのに対し，中国側には台湾ド
ラマの輸入制限があるという，貿易上の“不公
平”な関係がある。しかも台湾市場は規模が小
さいため，こうした“不公平貿易”に対して中国
ドラマを台湾市場から締め出すという対抗措置
が交渉カードとして使いにくいのが現状だ。

だが，台湾のテレビ局が中国ドラマなどの「輸
入専門」という当面は安楽に進める道をよしとし
ないのならば，中国への番組販売は避けて通
れない。三立・民視・八大などの各局は，ここ
数年統制強化が目立つ中国のメディア政策が，
将来開放に向かうことを期待して先行投資をし
ているようにも見えるが，それが実を結ぶには，
この先まだ山あり谷ありと言えそうだ。

（やまだ けんいち）

注：
 1） 台湾の国家通信放送委員会（NCC）のホームペー

ジ http://www.ncc.gov.tw/default.htm 参照。
 2） 文 化 部 影 視 及 流 行 音 楽 産 業 局「2011 影 視

産 業 趨 勢 研 究 調 査 報 告」 の 第 二 章『 電 視
産 業 調 査 』http://tcm.tier.org.tw/Files/
monographic/2011052912251.pdf 参照。ただし，
韓国ドラマのシェアが急減した背景には，NCC
が各衛星テレビチャンネルの免許更新の際に，
ゴールデンタイムでの韓国ドラマの放送を減らす
など，番組内容の多様化を求めていたこともある。

 3） 台湾 AGB ニールセンは，筆者の問い合わせに対
し，「料金を払っている顧客以外には視聴率デー
タを開示しないことになっており，データを購入
したテレビ局に聞いてほしい」と回答している。

 4） 中国の若手女流作家，流潋紫氏の同名の小説を
映画用に作り直した，清朝の雍正帝時代におけ
る後宮の権力争いをテーマにした作品。2011
年 11 月から中国でテレビ放送が始まり，2012

年 3 月からは台湾の中華テレビが放送，その後，
緯来テレビなどでも放送されている。また日本
でも BS フジが 2013 年 6 月 18 日から月～金の
毎日，午後 5 ～ 6 時の時間帯に放送している。

 5） 台湾の女流作家瓊瑤氏の作品『還珠格格』を湖
南ラジオテレビ局などがテレビドラマ用に再
制作した，宮廷恋愛劇。1998 年に『還珠格格』
のタイトルで放送されたテレビドラマが大ヒッ
トしたため，今回は『新還珠格格』と名付けら
れた。台湾では中華テレビが放送している。

 6） 唐僧の三蔵法師が孫悟空や猪八戒らを従え，経
典を求めてインドを目指す歴史上有名な物語
を，浙江省の制作会社が制作し，2010 年に中
国各地の省レベルの衛星チャンネルで放送。台
湾では民視や緯来が放送している。

 7） 台湾では従来，メディア業界は行政院（内閣に
相当）の新聞局が管轄していたが，2006 年に
独立規制機関「国家通信放送委員会」（NCC）
が設立されたのに伴い，新聞局の業務はメディ
ア産業振興のための指導・奨励のみと大幅に縮
小された。その後 2012 年 5 月に新聞局は廃止
され，台湾ドラマ振興計画などの関連業務は文
化部に引き継がれた。

 8） 選ばれた 5 つの作品と制作会社，補助金額は以
下のとおりである。
① 『龍飛鳳舞』　民視　3,000 万台湾ドル（約 1

億円）
② 『彩虹的那一邊』　中華テレビ　3,000 万台湾

ドル
③ 『巷弄裡的那家書店』　夢田影像　4,000 万台

湾ドル
④ 『雨後驕陽』　台湾テレビ　4,500 万台湾ドル
⑤ 『英雄秀秀』　三立　5,000 万台湾ドル

 9） 中国の福建省で話される福建語とよく似た言語
で，福佬（ホーロー）語とも言う。台湾のおよ
そ 70％の人々にとっての母語であり，台北以
外の地域では日常的に使われている。

 10） 中国本土及び台湾で公用語として使われる言語
で，通常「中国語」と言えば北京語を指す。

 11） 中国語の肩書は「主任秘書兼企画室経理」となっ
ている。

 12） チャンネル数が 300 近くにのぼる台湾では，視
聴率が 1％に達すると，かなり人気のある番組
と見なされる。

 13）  中国ではテレビドラマなど海外番組を輸入する
際，中国共産党の教義に反する内容がないかど
うかなど，厳格な事前審査（検閲）が行われる。

 14）  三立を含む台湾メディアの「対中配慮」につい
ては，拙稿『中国への「配慮」強まる台湾・香
港メディア（上）』放送研究と調査　2013 年 5
月号参照。
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