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1. はじめに

国際的に注目される東南アジアの国ミャン
マーは，日本の1.8倍の国土を持ち，人口は
5,141万人（2014年9月）。人口の7割を占めるビ
ルマ族の他，多数の少数民族が暮らしている。

日本から飛行機で8時間，ヤンゴン空港に
到着するなり，ミャンマーが変化の波の中にあ
ることがわかる。米ドルを現地通貨チャットに
替えるための両替所では，欧米やアジアから
のビジネスマンや観光客が列を作っている。空
港からタクシーに乗り，市内に向かうと，すぐ
に激しい渋滞に巻き込まれる。乗用車の数が
急激に増え，交通事情が一気に悪化したらし
い。市の中心部の路地には露店が立ち並び，
湧き上がるような人の波で活気に満ちている。

多くの人が携帯電話・スマートフォンを持っ
ている。市内には，携帯電話の販売所があち
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送化”する方針が示され，現場レベルで改革が進められている。新たにニュース部門を設置した他，市民の街頭イ
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力を行っており，MRTV職員に公共放送とは何か，ニュース・番組はどうあるべきかなどを指導している。

MRTVは公共放送を目指して組織改革を確実に進めており，その方向性は評価できる。しかし，職員の意識改
革，人材確保，政府の干渉からの編集権の独立など課題は残されている。さらに，秋に予定されている総選挙を
前に公共放送化のための法案審議は止まったままで，ミャンマーのメディアの民主化が順調に進むのかどうか，今
後の展開を注視する必要がある。
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らこちらにあり，様々な携帯電話がガラスケー
スに並んでいる。携帯電話は決して安いとは言
えないが，価格が下がり，庶民にも手が届くよ
うになってきたという。

2011年の民政移管後，急速に経済が開かれ，
消費経済が台頭し始めたミャンマーは今，変革
の真っただ中にある。政治，経済，社会，文化，
すべてが変わろうとしている。その変化の最先
端をいくのが，メディアである。メディア環境も
新しい時代に合わせ，激変している。

 

2014年9月， ミャン マーのメディア改 革
を考える国際会議がヤンゴンで開かれた。
UNESCO（国連教育科学文化機関）やEU

（ヨーロッパ連合）など国際機関の協力のもと，
ミャンマーの政府，メディア関係者などが一堂
に会し，より自由なメディア環境のために何が必
要かを話し合った（3rd Conference on Media 
Development in Myanmar：2014）。目指す
のは，「国際的な基準と要件を満たす」メディ

ア環境である。そのために表現の自由，報道
の自由を実現することが課題として認識されて
いるが，放送分野の改革については，大きく2
つの柱がある。1つは，かつては国営放送しか
なかったテレビ・ラジオ放送に，商業放送が
参入したこと。そして，もう1つはこれまで軍事
政権の声を伝える道具として存在していた国営
MRTVを，公共放送に転換することである。

国営放送，商業放送ともに，日本との関係
を深めている。2014年，日本とミャンマーの国
交樹立60年に合わせて，国営MRTVでは，
毎日夜9時から15分間，NHK国際放送が制
作したミャンマー語のラジオ番組の放送を始め
た。日曜日には，日本語講座も放送している。
また，商業放送のチャンネルでは，NHKの大
河ドラマや連続テレビ小説の放送が始まった。

このような大きな変化の真っただ中にある
ミャンマーの放送事情を調査するため，2015
年2月8日から15日まで，現地を訪ねた。中心
都市ヤンゴンと首都ネピドーで，商業放送と国
営放送の関係者に聞き取りを行った。

本稿では，まず，ミャンマーの放送の歴史を
概観した後，商業放送の現状について整理する

（2章）。次に，国営MRTVを公共放送にする
ために進められている改革の状況を報告する（3
章）。最後に，ミャンマーにおけるメディアの現
状を考察し，課題を提示する（4章）。

2. ミャンマーの放送事情

2-1　ミャンマー　放送の歴史

現 在 の 国 営MRTVの前身に あたるBBS
（Burma Broadcasting Service）は1946年，
イギリスによって設立された。

1948年のミャンマー（当時ビルマ）独立直後

ミャンマーの略史

11 世紀半ば ビルマ族による統一王朝成立
1886 年 イギリス領インドに編入される
1948 年 独立

1988 年 民主化要求デモにより社会主義政権崩壊。
国軍がデモを鎮圧し，政権を掌握

1990 年

総選挙でアウン・サン・スー・チー氏率いる
国民民主連盟（NLD）が圧勝したが，政府
は民政移管のためには堅固な憲法が必要
だとして政権を譲らず，スー・チー氏を自宅
軟禁下に置く

2003 年 軍事政権が民主化「ロードマップ」を発表

2006 年 首都をヤンゴンから北に 300キロのネピ
ドーに移す

2008 年 新憲法草案採択のための国民投票で新憲
法承認

2010 年 11 月 総選挙実施。NLD はボイコット
2011 年 1 月 国会召集

2011 年 3 月 テイン・セイン氏が大統領に選出され，新
政権発足。民政移管実現
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は，表現の自由が保障されたが，1950年，非
常事態準備法が制定され，それ以降，表現の
自由，言論の自由が制約されていった。テレビ
やラジオの放送に関しても検閲された。BBCな
ど外国の放送は受信を妨害され，外国のジャー
ナリストの入国は禁止された。

MRTVでは，1980年にテレビ放送を開始し
た。ヤンゴンの中心部に建つ旧放送センター（ネ
ピドーに本社が移る前の放送拠点）は，日本の
支援で建設されたもので，正面玄関の壁には，
感謝のコメントが残されている。

1995年に，国防省が管理・運営するMWD
が開局した。2001年，MRTVは英語でのテレ
ビ国際放送MRTV-3を始めた。このようにチャ
ンネルが増えても，約70年間変わらず，放送
は，ラジオ，テレビともに，すべて政府の管理
の下で行われてきた。

2-2　商業放送の誕生と現在

フォーエバーグループの参入

2000年代半ば，民間企業が一部，放送に関
わるようになった。2004年，財閥系の「フォー
エバーグループ」が，情報省と共同出資という
形で，ミャンマーで最初の24時間娯楽チャンネ
ルを開設した。MRTV-4である。

続いてフォーエバーグループと情報省が，海
外の映画やスポーツなどを放送する有料のチャ
ンネル5 networkを始めた。

その後，フォーエバーグループは独自のチャ
ンネル4TVや，タイの放送局TV3との共同運
営でChannel 7を始めた。

フォーエバーグループでは，いち早くDVB-T，
DVB-T2方式で地上デジタル放送を始めた。
現在，フォーエバーグループが運営する有料
の多チャンネル・プラットフォームでは，中国
CCTVの国際放送，韓国KBS，アリランテレ
ビ，イギリスBBC（ワールドニュースと娯楽，
子供番組）など海外のチャンネルも見られてい
る。契約数は公表されていないが，2013年の
時点で約25万件とBBCが報じている。

また，ラジオ放送についても，フォーエバー
グループでは，マンダレー FMなどを市当局と
共同で所有，運営している。

旧放送センタービル（上）と，「日本政府との友情と
協力の証」の文字が書かれたパネル（下）

ミャンマーの主なテレビチャンネル

MRTV 国営放送。1946 年ラジオ放送開始。1980 年
テレビ放送開始。

MRTV-4

2004 年， フォーエ バーグル ープ 財 閥と，
MRTV, 情報省が共同出資して放送を開始。
フォーエバーグループは，5 network, 4TV, 
Channel 7 の有料・無料チャンネルを順次開設
している。

MWD 国防省が管理・運営するチャンネル。1995 年，
放送開始。

MITV
国際放送。かつて情報省が MRTV-3 の名称
で管理していたが，2010 年からシュエ・タン・
ルイン社が 50% 出資し，共同運営。

MNTV シュエ・タン・ルイン社が地上放送で開設した
チャンネル。
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シュエ・タン・ルイン社の参入

現在，ミャンマーの商業放送には，「フォー
エバーグループ」と「シュエ・タン・ルイン社」
という大きく2つの民間メディアグループがある。

シュエ・タン・ルイン社は，建設，鉱業，公
共交通機関やホテル，銀行，農業など幅広くビ
ジネスを手掛けている。

シュエ・タン・ルイン社は，2008年，10万人
以上の犠牲者を出したサイクロン・ナルギス災
害の後，被災地での情報提供を行うため，ラ
ジオ「シュエFM」の設置許可を得て，放送業
界に進出した。国営MRTVのニュースを放送
するなど，MRTVと協力関係にあるが，完全
に民間企業が運営する初めてのラジオ局であっ
た。現在は，10の地域でFM局を設置し，放
送を行っている。

ミャンマー初の商業衛星放送 SKY NET

シュエ・タン・ルイン社は，テレビ事業にも
進出する。2010年11月，ミャンマーで初めての
衛星放送プラットフォーム事業SKY NETを開
始した。

現在，SKY NETでは海外の番組を含めて，
130 ～140チャンネルの有料サービスを行ってい
る。イングランドのサッカーのプレミアリーグや日
本のJリーグ，海外のニュースやドラマも見られ
る。2012年8月からはNHKの外国人向けテレ
ビ国際放送「NHKワールドTV」の放送を開始
した。同時に海外在留日本人向けの「NHKワー
ルド プレミアム」もSKY NETでの配信が始
まった。

SKY NETでは，24時間のニュースチャンネル
Up-to-Dateや議会チャンネル，少数民族チャンネ
ル，教育チャンネルなど10チャンネルの独自コンテ
ンツを放送し，そのための番組制作を行っている。

SKY NETを見るためには，パラボラアンテ
ナとセットアップボックスの設置など初期費用が
40ドル必要で，月々の契約料も4つのパッケー
ジがあるが3～14ドルかかる。当初は，有料テ
レビの契約者は都市部に住む富裕層が中心で
あったが，費用を下げたことで，順調に増加傾
向にあるという。契約数は公表されていないが，
フォーエバーグループより少ないといわれている。

シュエ・タン・ルイン社では，有料の衛星放
送に加えて，無料の地上放送MNTVをヤンゴ
ン，ネピドー，マンダレーの3大都市圏で開始
した。2015年2月からは，地上デジタルとアナ
ログのサイマル放送を行い，今後，放送エリア
を拡大していく予定だという。

MNTVは24時間，情報番組やドラマ，バラ
エティーの他，ニュースを放送している。地上
波で独自にニュースを取材し，放送している唯
一の商業放送局で，平日の夜8時45分からは
BBCにも10分間のニュース枠を提供している。

また，2014年春から，NHKの朝の連続テレ
ビ小説『カーネーション』，大河ドラマ『篤姫』な
どNHKの番組の放送をスタートした。MNTV
には，日本企業を含むスポンサーがつき始めて
いるが，広告収入は十分ではなく，採算は厳し
いという。

シュエ・タン・ルイン社の国際展開担当
テト・ウィン氏（右）と MNTV のサイ・ゾム・ファン総局長
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国際放送も一部民営化

MRTVの国 際 放 送MRTV-3は， か つて，
ミャンマー政府の海外向け宣伝機関として位置
づけられてきた。そのMRTV-3にシュエ・タン・
ルイン社が50％出資し，2010年3月，MITV

（Myanmar International TV）と名前を変え，
職員もMRTV-3とシュエ・タン・ルイン社の両
方から集められた。　

オフィスはヤンゴンにある旧MRTV本社ビル
の中に置き，スタジオもMRTVのスタジオを使
用している。しばらくの間は，情報省の管理が
厳しかったが，その後，政府の影響から脱して，
独自のニュース取材，番組コンテンツの制作を
始めた。

主な視聴者のターゲットを，国内を訪問する
外国人と海外に暮らすミャンマー人コミュニティ
に置き，ニュースの他，ミャンマーの生活や文
化を紹介するドキュメンタリーや，経済の最新
の動きなどを放送している。ミャンマーの隠れ
た価値を探し，知ってもらうことに重点を移し
ているという。MITVはネットでライブストリー
ミングしており，海外から見ることもできる。

 

3. MRTV ～“公共放送化”への道

喧騒と活気あふれるミャンマーの中心都市
ヤンゴンから北に300キロ，飛行機で1時間程
度飛ぶと，ネピドーに到着する。2006年に新
しく誕生した人工的な首都である。高原を切り
拓いて，幅の広い立派な道路を縦横に整備し，
巨大な国会議事堂をはじめ，政府庁舎を作り，
区画整理されたホテルゾーンに洒落たホテルが
建ち並ぶ。しかし，街には，政府関係の仕事
以外に大きな産業はなく，道路は閑散とし，街
を歩く人もまばらだ。

そのネピドーからさらに山間の道を車で1時
間，途中，セキュリティチェックポイントを何度
か通る人里離れた場所に，国営MRTVの本
部放送センターがある。あえて辺鄙な場所に放
送局を建設したのは，反政府グループから襲
撃されるおそれがあったからだと聞いた。

2章で紹介したような商業放送の参入に加
えて，ミャンマーのメディア改革のもう1つの柱
が，情報省と一体化した国営MRTVを政府の
監督下から切り離して，「公共放送」にすること
である。

ミャンマーには， 放 送に関する法 律は，
1989年の「国営企業法（The State-owned 
Economic Enterprises Law）」と1996年の「テ
レビ・ビデオ法（The Television and Video 
Law）」の2つがある。これに加えて，海外の放
送法を研究したうえで新たに放送法を起草した。

MRTVの公共放送化を盛り込んだ法案は
2014年2月に政府で承認され，議会に提出さ
れた。ミャンマー政府もMRTVの公共放送化
に賛成しているとはいえ，まだ法律は成立して
おらず，現在も法的には，MRTVは国営放送
である。

MITV ゾー・テッ・マウン局長（右から 2 番目）と
MITV 報道部員たち
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ただし，現場レベルでは，公共放送化に
向け，改革が進められている。本 章では，
MRTVが現場でどのような取り組みを行ってい
るのかを報告する。

“People-Focused ”（人々を中心に考える）

現場レベルでの改革は多岐にわたっている
が，主に，技術分野などハード面と，放送コン
テンツ，人材育成などソフトの分野で取り組んで
いる。その中で，MRTVの職員たちの口から繰
り返し聞かれたのが，人 を々中心に考えるという
意味の“People-Focused”という言葉である。政
府のためではなく，人々のために役に立つ放送
を出す放送局に変わることを目指している。

技術面の改革では，地上デジタル化が一
番の課題として挙げられる。ミャンマーでは，
ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国に合わせ
てDVB-T2を採用した。2013年10月にデジタ

ル化を開始し，2020年までの全国カバーを目
指している。

チャンネル数も増やした。総合編成のメイン
チャンネルの他，地上デジタル放送で少数民族
のための放送を行うチャンネルや農業チャンネ
ル，議会チャンネルを始めた。

2013年にはホームページで，番組のライブス
トリーミングを開始した。

 

放送時間も延長している。かつては，平日は
1日9時間の放送だったが，徐々に増やし，現
在は16時間放送している。

こうした中で，「公共放送」に転換するための
一番の改革が，ニュース報道部の新設である。

MRTVにいる3,000人の職員は，情報省に雇
用された人たちで，これまで政府のプロパガン
ダ機関としての役割が期待されてきた。それゆ
えに，放送局に取材記者はおらず，取材やニュー
ス制作の方法を学んだり，ジャーナリスト教育を
受けたりしたこともなかった。ニュースは1日3回
放送していたが，原稿は情報省のニュース部が
書き，MRTVに送ってきた。それを，MRTV
のアナウンサーが読み上げればよかった。

それが民主化の中でメディア改革の一環とし
てMRTVの公共放送化の方向性が示された
ことで，MRTVでは独自にニュースを取材し，

ネピドーから MRTV へ向かう道

MRTV 放送局
民族衣装で放送する少数民族向けチャンネル
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放送できる体制作りに取りかかった。

3-1　ニュース報道局の新設

MRTVでは2013年2月にニュース報道部門
を立ち上げた。ニュース取材のための支局を，
ヤンゴンとマンダレーに開設した。さらに，少
数民族チャンネルのために全国11か所に取材
拠点を設置した。

以前は1日3回だったニュースの放送を14回
に増やした。

朝10時，午後1時30分，午後3時にニュー
スの編集会議が開かれる。どんなニュース項
目があるのか，“ネタ”の候補の中から，実際に
どのニュースを取材するのかなどを話し合う。
報道機関としてはごく普通の会議ではあるが，
MRTVの職員にとっては新しい経験である。

取材は，記者，カメラマン，編集担当のチー
ムで行うのが基本で，ヤンゴンに10チーム，ネ
ピドーに3 ～ 5チーム，マンダレーに3チームを
置いているという。

この日，全国からトップ選手が集まる総合ス
ポーツ大会を控えて，その準備の様子を取材す
るという記者に同行させてもらった。東南アジ
ア版オリンピックといわれるSEA Games（東南
アジア競技大会）に向け，選手強化を兼ねた注

目の大会だという。取材にあたったウィン・ミャ・
ツァン・ダールン記者は，1年余り前に事務職
から記者になったばかりで，選手やコーチへの
インタビューも少々自信なさそうだ。かつては，
MRTVが独自にインタビューをすることはなく，
情報省が取材相手を手配し，Q&Aも作成して
いたという。

そのため，自分の意思で質問内容を考えてイ
ンタビューをすることも新しい経験で，ウィン・
ミャ・ツァン・ダールン記者は，「記者になった
ころは，楽しくなかった。最近ようやく面白さ
がわかってきた。テレビを見る人がどんなこと
を知りたいのかをイメージして話を聞くようにし
ている」と話す。

 

市民の声『People Talk』の放送

MRTVでは2013年，市民の声を聞く新しい
番組を始めた。『People Talk（人々は語る）』と
いうタイトルで，市民のインタビューを収録し，
15分程度に編集して，週3回，月，水，金曜
日に放送している。

筆者が訪問した日は，少数民族の1つ，シャ
ン族の声を特集していた。シャン族の農家は，
これまで政府から米しか作ることを許されてい
なかったが，最近，ゴムの木や白檀の栽培など

午後 1 時半の会議は，午前と午後のシフトの
引き継ぎのためほぼ全員が揃う

インタビューするウィン・ミャ・ツァン・ダールン記者
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も認められた。しかし，多くの農民が栽培方法
を知らず，戸惑っているという声が紹介されて
いた。この他，作物を運びやすくするために道
路整備を求める声など，山間の不便な暮らしの
窮状を訴える内容である。
『People Talk』の放送が始まった当初は，市

民の側も番組の趣旨を理解せず，また制作する
MRTV側も方向性が定まらず，政府への一方
的な批判や政治家個人への中傷などもあったと
いう。しかし，最近では，建設的な意見も多く，
政府の関係者も前向きに捉え，政策を進めるう
えで参考にしているという。

 

根強く残る政府の影響

MRTVでは，このように独自にニュース取材
を行い，番組制作を始めているが，今も政府
の影響は残っている。

1日14回放送するニュースのうち，夜8時か
らの1時間のメインニュースは，情報省が完全
に管理している。ニュースオーダーは情報省が
決める。原稿も情報省から送られてくるものを
アナウンサーが一言一句間違えずに読むことが
求められている。

MRTVのニュース部では，この日のトップ
ニュースは，「教育改革法案に反対する学生デ
モ」，2番目は「アウン・サン将軍の生誕100年

記念式典開催」を挙げていたが，8時のニュー
ス項目は，以下のようなものであった。

同じアウン・サン将軍の式典のニュースであっ
ても，情報省の原稿では，議会の正副議長が
出席したという視点で伝えられるなど，MRTV
の原稿とは切り口が異なっていた。

 

3-2　国際協力の内容

MRTVの公共放送化は，国際的な支援のも
とで進められている。BBCやドイチェ・ベレな
ど，かつてはミャンマーの体制批判をしていた
放送局がこぞって国際協力に乗り出している。

イギリスの公共放送BBCは，ニュース報道
の体制作りと人材育成を中心に支援を行ってい
る。取材の拠点となる報道室もBBCが協力し

MRTV ニューススタジオ

1 大統領令「外国人登録証の有効期限」

2 副大統領　少数民族との食事会主催

3 上下両院の議長　アウン・サン将軍生誕 100 年式典に
参加

4 上院議長　国内外のジャーナリストと面会

5 教育改革法の改正案について，対話集会開催

6 陸軍将軍　マレーシア軍主催の晩さん会出席

7 陸軍将軍　ASEAN 非公式会合から帰国

8 選挙管理委員長　オーストラリア選挙委員会の委員と
面会

情報省管理下のニュース項目

モウ・ツザー・アウン報道局副局長（左から 2 番目）
と MRTV のニュース部の職員たち

JULY 2015
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て作られた。
ネピドーの本部放送センターに作られた新し

い報道室には，テレビニュース，ラジオニュー
ス，インターネットのニュースの各部が集められ
た。お互いに情報を共有し，それぞれのメディ
アの特徴を生かして，効率的に放送できる体制
を作るためである。規模は全く違うが，2013年
に運用が始まったロンドンのBBC本部の報道
フロアも同じアイデアに基づいてデザインされて
いる。

 

BBCの職員は常駐しているわけではないが，
繰り返しMRTVを訪れ，1か月程度のパッケー
ジの研修を実施している。研修では，取材方
法や原稿の書き方，インタビューの仕方など，
ニュース取材の基礎から教育している。

研修内容は多岐にわたる。過去の研修メ
ニューを見てみると，

・定時ニュースの制作方法
・ニュース・プレゼンター教育：現代のテレビ報

道スタイル，マナー，インタビュー方法，他の
プレゼンターとの掛け合い

・モーニングショーの制作方法：番組の全体設
計，構成のデザイン，プレゼンター，放送ま
での流れ

・カメラ撮影と編集
・公共放送入門（公共放送とは何かについて理

解を深める）
・ニューススタジオ担当技術スタッフ訓練
・（経営陣のための）公共放送ガバナンスなど

BBCでは，MRTVの職員をロンドンに招待
し，BBC本部での仕事を見てもらい，「公共放
送とは何か」について，理解の促進を図ってい
る。ロンドンのBBC本部を訪問したモウ・ツ
ザー・アウン報道局副局長は，報道・教育・娯
楽のバランスや政権との距離について考えさせ
られたという。

一方，オーストラリアの公共放送ABCはラ
ジオ番組の制作支援を行っている。公共放送
として，どのようなテーマの番組を作ればいい
のかを一緒に考え，協力して制作している。筆
者が訪問した2月は，主に，出産や母子の健
康についての啓発番組を制作していた。

3-3　有力メディアとしてのラジオ

テレビの普及が進んでいるとはいえ，テレ
ビを所有している世帯は全体の48％（BBC：
2015）で，都市部に集中している。一方，地方
や山岳地帯の住民にとっては，今もラジオが，
人々が情報を得るための中心的なメディアと
なっている。MRTVのティン・スエ会長は，ラ
ジオについて次のように話している。
「ミャンマーでは，ラジオはテレビより人気が

ある。視聴者の数もより多くいるということが
調査でわかっている。だからこそ高品質のラジ
オ番組を制作する必要がある」

都市部でもラジオのリスナーは増加している
という。その背景には，自動車とスマートフォ
ンの増加がある。ミャンマーでは，近年，スマー

これから運用が始まる MRTV の新しい報道室
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トフォンやカーステレオでFMを聞く人が増加
し，一種の「FMブーム」のような状況が起きて
いるという。

MRTVでは，これまで中波で国の中部・南
部をカバーし，辺境地域では短波放送を行って
きたが，2012年度からFM放送を始めた。現
在，MRTVでは，FM局や送信所を国内各地
に増設している。2014年度に18か所，2015年
度には35か所で送信所の設置を進めている。

今後，地方でもコミュニティベースでFMを
広げていきたいと考えているという。MRTVで
はすでに一部の地方の住民に向け，コミュニ
ティFMで，少数民族の言葉を使っての放送を
行っている。都市部以外の多くの住民にとって
は，ラジオが唯一の情報源であり，ラジオがテ
レビに取って代わられるというような状況にはな
いという。

MRTVでは，ラジオの放送時間をかつての
1日14時間から18時間に増やし，ニュースの放
送回数を6回から10回に増やした。

ミャンマーでは，2001年までMRTVが 唯
一のラジオ放送局であったが，2002年にCity 

FMが誕生した。その後，フォーエバーグルー
プとシュエ・タン・ルイン社がラジオ放送に参入
するなど，ラジオでも国営放送の独占が終わり，
商業放送との併存というテレビ放送と同様の動
きが見られる。

3-4　MRTV 会長インタビュー

MRTVの改革について，どう考えているのか，
MRTVのティン・スエ会長に話を聞いた。ティ
ン・スエ会長は，もともと情報省出身でかつて
はメディアの検閲を担当していたこともあるが，
今では，MRTVの公共放送化を推進するキー
マンといわれている。

まず，そもそもなぜ公共放送を目指すことに
なったのかを聞いた。

ティン・スエ会長：近年，政府が民主化を進め

ています。複数政党制をとり，民主的な選挙

で政府が選ばれています。それに合わせてメ

ディアも民主化すべきです。どのようにメディア

を改革するかという過程で，国際的に協力を

得るための会議を2012 年に開催しましたが，

そのときに，政府から独立した放送局のあり方

として，EU諸国にあるような公共放送化が適

切であると方向性が示されたのです。

田中 : 公共放送化のための改革は多岐にわた
るようですが，最も大変だったことは何でしょ
うか。

ティン・スエ会長：2 つあります。1つは，法

律の整備です。2013 年以降，法律を草案し，

議会で議論されています。一番大きな課題は，

政府の職員や国会議員の中には，公共放送が

ミャンマーの主なラジオ放送局

MRTV

Channel1：ミャンマー語と英語の番組を交互
に放送。ニュース，音楽，ドラマなど。
Channel2：少数民族のための放送。シャン
族，カレン族，カチン族など，8 の少数民族
言語で放送。

City
FM

政府機関のヤンゴン市開発委員会が運営す
る国内初の娯楽 FM ラジオ。2002 年に放送
開始。

マンダレー 
FM

情報省，マンダレー市開発委員会，フォーエ
バーグループが共同運営する娯楽 FMラジオ。
2008 年に放送開始。

Thazin 
FM

国防省が管理・運営。ミャンマー語，英語の他，
11 の少数民族の言語で放送。

シュエ
FM

シュエ・タン・ルイン社が所有する SKY NET
が放送。

JULY 2015
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何なのかを理解していない人が多くいたことで

した。一方で，民間のジャーナリストの多くが，

MRTVはいつまでも国営から抜けられないと，

私たちの改革を懐疑的に見ていました。です

から公共放送化の利点を何度も説明して回りま

した。

もう1つは，職員の意識改革です。MRTVは

長年，国営放送でしたので，マネジメントの面で

も，職員の意識を変えることが必要でした。公

共放送としての責務，説明責任を持たせる必要

があったのです。まず経営陣の意識改革が重要

で，必要なことでした。

さらに，MRTVの職員は，ジャーナリストと

しての基礎を理解していませんでした。彼らを

責めることはできません。政府の監督下にある

放送局という時代を経験してきたので，仕方の

ないことです。今，職員が，政府を見るのでは

なく，人々に焦点を当てた視点を持つよう修正

しています。

職員の能力向上に向けた，日本のNHKや

JICA（国際協力機構），BBC，ABCなどから

の多くの支援に感謝しています。これまでに

800人以上の職員が研修を受けました。技術

の向上に加えて，考え方，意識を変えることが

必要です。これからも，日本をはじめ，国際的

な支援をお願いしたいと思います。

田中：公共放送には，大きく2 つのタイプがあ
ります。BBC や NHK のような公共放送と，ア
メリカのような公共放送です。MRTV は将来，
どんな公共放送を目指しているのでしょうか。

ティン・スエ会長：ミャンマーにとって，公共放

送はなくてはならないものだと思います。です

からMRTVもBBCのように強くあるべきです。

ミャンマーは文化の異なる少数民族が多数いる

国で，100を超える言語があります。しかも内

戦が続き，貧困にあえぐ人も多いのですが，そ

うした中で，MRTVはすべての人に役立つこと

が求められます。人種や年齢の違い，性別を

越えてすべての人に届ける。商業放送にはでき

ないことです。どれだけ多くの人がタイムリーな

ニュース・情報を必要としているのか考えると，

強い公共放送に向けた発展が必要です。

田中：MRTV では，独自にニュース取材を行っ
ていますが，一方で，夜 8 時のニュースに見ら
れるように，今も情報省の管理下にあります。
将来，本当に独立した編集権を持てるのでしょ
うか。

ティン・スエ会長：確かに，重要な課題として，

編集権の独立を認識しています。それがなけ

れば公共放送とは言えません。公共放送化に

向けて，私たちは，正しい軌道に乗っていると

思います。組織も作り変えました。人材教育も

しています。公共放送への準備は着 と々進んで

います。「編集権の独立」と「職員の意識」，こ

の2点が残された大きな課題です。

ティン・スエ会長
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ただ，法律が施行されれば，海外の支援も

ありますし，編集権の独立も実現すると，私は

楽観視しています。それまで政府の管轄下に

あることは，ある程度仕方のないことかもしれ

ません。現時点で，夜8時のニュース以外は，

視聴者の関心に合わせてニュースを放送してい

ます。法律で公共放送になれば，政府とは別

の公共放送の監督機関が作られます。

財源に関しては，70％が議会から拠出され

ます。残りは広告収入など自分たちで何とかし

なければなりませんが，実際には50％程度は

自分たちで稼げると思います。受信料も検討し

ましたが，ミャンマーの人にとっては負担が大き

いのです。

いずれにしても，法律が成立すれば，編集

権の独立が保障されます。改革を始めて2年が

たちました。後2年ぐらいで，外国にも誇れる

公共放送になっていたいと思います。

現在，その法律は，秋に予定されている総
選挙を前に議会での審議が止まり，事実上棚
上げされている。勢力争いの中で，実際に選
挙が行われるかどうかも不透明であるとの報道
もある。そうした中で，公共放送化が逆戻りす
ることはないのか，最後に聞いてみた。

ティン・スエ会長：民主的な社会では，政権交

代は起こります。しかし，新しい政権になった

としても，公共放送化に関してUターンはあり

ません。私が会長である限り，この方向が変

わることはありませんし，公共放送化に向け，

私は最大限の努力を続けます。

情報省出身とはいえ，ヨーロッパの公共放送
を一生懸命勉強したというティン・スエ会長は，

今，公共放送化へ向けた強い決意を持ってい
る。また，支援を行っている国際機関の目もあ
り，公共放送化をやめるという選択肢には簡単
には戻れないだろう。ティン・スエ会長は，メ
ディア改革について「遅すぎる」という批判もあ
れば，逆に「早すぎる」という批判もあると話
す。それでも，MRTVを公共放送にする動きは，
不可逆的な流れになりつつあると感じた。

4. 考察とまとめ

2011年の民政移管後に始まったメディア改革
は，着実に成果を上げている。2012年には検
閲が廃止された。2013年には新しいメディア関
連法案が作成され，14年に政府が承認した。
国営放送MRTVを公共放送にする改革も着実
に進められている。

かつてはブロックされていた海外の情報も，
急激に流れ込んでいる。BBCのニュースがミャ
ンマー国内で見られる。反軍政・民主化勢力の
放送局でノルウェーから放送を出しているDVB

（ビルマ民主の声）や，報道の自由を推進するた
めアメリカ政府が資金を出すRFA（ラジオ・フ
リー・アジア）がミャンマー国内に事務所を設
立することを許可された。

Reporters Without Borders（国境なき記者
団）では，毎年「報道の自由」の順位を発表し
ている。世界180か国についてランク付けをす
るもので，ミャンマーは，報道の自由の順位を
上げた。かつては，北朝鮮，中国，ベトナム，
ラオスなどと並んで170番台だったが，去年は
144位になった。まだ，報道の自由は不十分だ
とはいえ，着実に改善が進んでいることが認め
られた。

2014年9月，ミャンマーのメディア改革を考

JULY 2015
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える国際会議で，UNESCOのイリナ・ボコバ
事務局長は「ミャンマーのメディア環境は劇的
な変化を見せている。これは，政治・経済・
社会開発の中心にメディア改革を置いたミャン
マー政府の意欲を反映したものである」と評価
した（3rd Conference on Media Development 
in Myanmar：2014）。

しかし，以前に比べ改善しているからといっ
て，問題がすべて解決したわけではない。ミャ
ンマー政府は検閲を廃止したとはいえ，表現
の自由は法的に保障されていない。筆者が話
を聞いたRFAの幹部は，報道内容について
ミャンマー政府から裁判を起こされるなど，取
材報道内容を自己規制させるような圧力がある
と話す。実際，2015年3月には，2人のジャー
ナリストが名誉棄損の罪で懲役 2か月の判決
を受けたり，フェイスブックに載せた内容が問
題だと身柄を拘束されたりしたジャーナリストも
いると報じられている（Committee to Protect 
Journalists：2015a・b）。

RFAでは，今年秋に予定されているミャン
マーの総選挙でどのような報道が行われるの
か，外国の報道機関に選挙を自由に取材させ，
報道の自由を認めるのかを注目しているという。

MRTVの公共放送化について，筆者が現地
調査で感じた主な課題として，次のような点が
挙げられる。

人材確保

優秀な人材を確保する難しさに直面してい
る。放送局の場所が不便なところにあり，職員
の多くは集団で寮生活を送っている。人材募集
を行っても，決して魅力的とは言えない場所に
ある放送局で働きたいという人材は限られてい

るという。そのため，現在の職員の顔触れを見
渡しても，20代，30代で放送の経験が余りな
い若い人が多い。さらに，優秀な人材が，商
業放送に流出しているという話を聞いた。

職員の意識改革

一方で，ベテランの職員は，国営放送時代
の働き方が染みついていて，ニュースや番組を
放送する前に，「お上」の確認を求めたり，自
己規制したりする傾向が強いという。独自に取
材をしても，最終的には，職員の意識が変わら
なければ，本当の意味で独立した報道機関に
はなれないという声も聞かれた。

法整備

現在のところ，法律上，MRTVは国営放送
である。現場レベルで改革を行っているとはい
え，国の意向で将来逆行する可能性はゼロと
は言えない。しかし，法的に公共放送と位置
づけられれば，時の政権の意向にかかわらず，
独立性は守られることになる。その意味では，
まず，公共放送化のための法案を通すことが
重要である。

法案自体は2014年に議会に提出されている
が，審議は進んでいない。総選挙を控えてお
り，それを前に，公共放送化法案が採択され
ることはないだろうという。総選挙の後，次
の政権が速やかに法案を成立できるかどうか，
どのような放送行政を進めるのか，不透明さは
残る。

市民の理解

ティン・スエ会長は，MRTVの改革は「市民
の声を聞きながら行う」と話している。MRTV
は，公共放送化された場合でも民間企業に比
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べ，安定した予算を持ち，広範な放送ネットワー
クがある。一部，広告を導入しても，広告主を
惹きつけやすいという意見もある。しかし，今
まで，軍事政権の声としてのマイナスイメージを
根強く持つ人もいるMRTVが，法的，制度的
に公共放送になったとしても，市民の信用を得
なければ，真の公共放送とは言えないだろう。

以上のような課題は残されているとはいえ，
ミャンマーのメディアに急激な変化が起きてい
るのは間違いない。現状からの変化は，時に
警戒を呼び，時に改革の歩みを遅らせ，一時
的にせよ揺り戻しが起きたりするかもしれない。
しかし，変化の波は，逆流させたり，完全にあ
らがったりすることはできないほど大きなものに
なってきていると感じる。

さらに，ミャンマーのメディア改革は国際支
援のもとで進められており，海外の目が注がれ
ている限り，ミャンマー政府も簡単には，後戻
りできないであろう。

国際支援は，ヨーロッパの諸機関の他，韓
国や中国，タイなども参加して，「国際協力競争」
の様相になっている。そうした中でも，MRTV
は目指す公共放送のモデルとして，BBCに加
えてNHKを挙げ，今後も，機材などハード面
の支援と，番組制作や人材育成での協力を希
望している。また商業放送シュエ・タン・ルイ
ン社も，日本の番組ソフトの提供で強い期待
を表明している。

メディア改革に対するミャンマーの期待に，
日本のソフトパワーを持って応えていくことは，
今，日本が取り組んでいる国際発信力の強化
の一助になるものと考えられる。

（たなか たかのぶ）

参考文献：

・BBC （2012） “BBC pay-TV channels launch in 
Burma for the first time” Dec. 17. 2012
http://www.bbc.co.uk/mediacentre/worldnews/
bbc-world-news-171212.html

・BBC（2015）“Myanmar profile – Media”
http ://www.bbc . co .uk/news/wor ld -as ia -
pacific-12991727

・Committee to Protect Journalists（2015a）
“Myanmar  conv i c t s  two  j ourna l i s t s  on 
defamation charges” March 19, 2015　https://cpj.
org/2015/03/myanmar-convicts-two-journalists-
on-defamation-cha.php

・Committee to Protect Journalists（2015b）
“Journalist detained over Facebook post in 
Myanmar”March 2, 2015 
https://cpj.org/2015/03/journalist-detained-over-
facebook-post-in-myanmar.php

・International Media Support （2012） “Change is 
in the air: An assessment of media development 
challenges and opportunities in Myanmar” http://
www.mediasupport.org/publication/myanmar-
change-is-in-the-air/

・JETRO（2013）“Yangon Style”
https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001289/7_
hall.pdf

・Khin Sabai （2014） “Myanma Radio & Television 
towards Public Service Broadcasting” in 
Broadcaster
http://content .yudu.com/Library/A2t20i/
Broadcaster042014/resources/26.htm

・Michelle Foster （2013） “The Business of Media 
in Myanmar, 2013” A report commissioned by 
Internews　https://internews.org/sites/default/
files/resources/Internews_Burma_Business_
Report2014.pdf

・総務省（2014）「世界情報通信事情　ミャンマー
連邦共和国」　http://www.soumu.go.jp/g-ict/
country/myanmar/

・3rd Conference  on Med ia  Deve lopment 
in Myanmar（2014）“Moving Towards a 
Sustainable Media Environment” Summary of 
Presentations and Conclusions. Sept. 18-19 2014
http://www.myanmarmediadevelopment.org/

・U.S. Campaign for Burma（2013） “Myanmar at a 
Media Crossroads: A Panel Hosted by Radio Free 
Asia”Sept. 18, 2013
https ://uscampaignforburma .wordpress .
com/2013/09/18/myanmar-at-a-media-crossroads-
a-panel-hosted-by-radio-free-asia/

JULY 2015


