台湾の 独立規制機関 ようやく成立
〜政治対立に翻弄され前途多難〜

山田賢一
の全民テレビが，1998 年には政治的中立をう

はじめに

たった公共テレビがそれぞれ開局した。また

台湾では，放送と通信の融合に対応すると

2000 年には民進党の陳水扁氏が総統選挙で

共に，政府からの独立性を高めたメディア規制

勝利して政権交代が起きたが，野党となった

機関として，NCC（National Communications

国民党は中国テレビの株式を握りつづけるな

Commission，国家通信放送委員会）が 2006 年

ど，メディアへの強い影響力を保った。

3 月正式に発足したが，委員の相次ぐ就任辞

こうしたメディアの状況に対し，有識者か

退などで危機にさらされている。その背景に

ら「政治的に偏っている」との批判が強まっ

は，台湾における二極化した激しい政治対立

たこともあって，陳水扁政権は 2003 年 2 月，

があり，もともとの構想では政党・政府・軍な

「党・政・軍のメディアからの撤退」政策を提

どによるメディアへの介入をなくすという目的

起，次期総統選挙を間近に控える中で国民党

を持っていた NCC が，与野党による露骨な陣

などの野党も相次いで賛成を表明したため，

取り合戦の舞台と化してしまった。本稿では，

同年 12 月，ラジオ・テレビ 3 法の修正案 1）が

う余曲折にさらされた NCC の誕生までの過程

立法院（国会）を通過した。3 法の修正によっ

を紹介し，台湾におけるメディア 独立規制機

て，政府や政党は民営のラジオ・テレビ事業

関 のあり方について考察する。

に投資することや役員に就任することが禁じ
られ，台湾テレビ・中国テレビ・中華テレビ

NCC 設立に至る歴史
台湾では，中国大陸での内戦に敗れ 1949 年

における政府や政党の持ち株は 2 年以内に処
分することを求められた。この結果，国民党

に渡ってきた国民党が，一党支配体制のもと

系の企業が所有していた中国テレビの株や，

言論の自由を厳しく制限してきた。主な地上

政府所有の台湾テレビの株は民間に売却され

テレビ局は長年の間，
台湾テレビ・中国テレビ・

ることになった。また中華テレビは，軍や教

中華テレビの 3 局に制限された。3 局の株式

育部が所有していた株を，公共テレビを運営

はいずれも国民党や政府が所有して支配下に

する財団法人「公共電視文化事業基金会」に無

置いたほか，新聞も同様に国民党の宣伝道具

償譲渡して公共テレビグループの一員となる

に過ぎなかった。その後台湾の民主化が進む

ことが決まり，党・政・軍とメディアの関係は，

につれ，多様なメディアを求める声が高まり，

カネ・ヒトの面では断ち切られた形になった。

1988 年には新規の新聞発行が解禁，地上テレ

一方，アメリカの放送・通信に関する独立規

ビ局も 1997 年に当時野党であった民進党系

制機関である FCC（Federal Communications
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Commission，連邦通信委員会）などに範を取っ

その他の法律事項の規定」
，
「通信・放送資源

た NCC の設立を定めた「通信放送基本法」が

の管理」
，
「通信・放送競争秩序の擁護」
，
「通信・

同じく 2003 年12 月に立法院を通過し，委員会

放送事業者間の重大な争い及び消費者保護の

設立の具体的な手続きなどを定めた「国家通信

案件の処理」
，
「通信・放送業務の監督，調査

放送委員会組織法」
（以下「NCC 組織法」
）も

と裁決」
，
「通信・放送関連の法令違反事件に

2005 年10 月に成立，このまま NCC が順調に

対する取締りと処分」などを定めている。

成立すれば，一連の「党・政・軍のメディアか

NCC の機構については第四条で，専任の委

らの撤退」改革は完成するはずであった（両法

員を 13 人置くとしている。行政院が作成した

の全文訳は末尾に記載）
。

法案では 7 人だったのが野党案の採用によっ
て大幅に増加したもので，各政党が自らの推

NCC の法規・機構

薦する人物を送り込もうとした結果と言われ，

NCC は ア メ リ カ の FCC や イ ギ リ ス の

専門家の間では「多すぎる」と問題視されてい

Ofcom（Oﬃce of Communications， 放 送 通

る。また第六条と第七条では，
「職務を司る 3

信庁）など，通信・放送事業を統一的に規制・

年前から，政党の専任職務を担当したり公職

監督する，政府からの独立性の高い機関を参

の選挙に参加したり政府機関・公営事業にお

考に計画された。通信放送基本法の第一条に

ける有給の職務を担当したり顧問になったり

は，
「消費者の利益を保障し，多元的な文化

していないこと」
「離職後 3 年以内は，離職前

の質を高めるため，特に本法を制定する」
，

5 年以内の職務と直接関係のある営利事業の

第五条には「弱者の権益を尊重し，多元的な

理事，監査役，支配人，執行業務の株主や顧

文化の均衡ある発展を促進しなければならな

問になってはならない」などと，委員の要件を

い」と記されている。また第十一条では，透

定めている。そして第九条では，毎週 1回委

明性・合理性・無差別待遇の原則に則って「通

員会議を開催すること，会議の決議は委員の

信・放送プラットフォームの融合を促進しな

過半数の同意をもって行うこと，各委員は同

ければならない」としている。そしてこの基

意意見書もしくは不同意意見書を提出するこ

本法をベースに NCC の具体的な機構・任務

とが出来，会議の決議と合わせて公布するこ

などを定めたのが，NCC 組織法である。

ととされている。第十二条では，通信・放送

同法ではまず第一条で「党・政・軍のメディ

法令に違反する事項について，警察に協力さ

アからの撤退という精神を厳守し，通信・放

せることが出来ると記している。第十三条で

送の健全な発展を促進し，メディアの専門性・

は，NCC は通信放送監督管理基金を設置する

自主性を擁護」する目的のために NCC を設置

と規定し，その運営資金については政府が予

するとしている。そして NCC の職務について

算手続きに従って支出するほか，通信・放送

第三条で，
「通信・放送監督政策の制定，法

監督業務による許可料・周波数使用料・審査

令の制定，立案，修正，廃止及び執行」
，
「通信・

料などの収入の一部，基金の利子等の収益な

放送事業運営の監督管理と免許証の交付」
，

どがあてられるとしている。基金の用途とし

「通信・放送伝送内容のクラス分け制度及び

ては，通信・放送監督業務のため必要となる
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支出や，通信・放送産業に関する制度の研究

一致団結して投票した結果，野党系の 8 人は

及び発展などが挙げられている。

すんなり通過，与党系と野党系の委員はそれ
ぞれ 5 人対 8 人で，野党系優位が一段と拡大

NCC をめぐる政治対立の経緯

する結果となった。

政治の影響から独立した規制機関を目指し

NCC 委員の選考が実際は党派色の濃厚なや

た NCC が，与野党の政治対立に翻弄される

り方で行われたことに対し，与党の推薦を受け

ことになったきっかけは，NCC 組織法の制定

委員に選出された清華大学教授が抗議のため

にあたって，誰に NCC 委員を選ぶ権限を与え

就任を拒否，与党内には立法院の議席比率を

るのかという問題であった。行政院（内閣）が

もとに委員選考を行うことは行政権の侵犯で憲

2003 年 9 月に提出した法案では，NCC 委員の

法違反だとして，憲法裁判所にあたる司法院の

選出について第四条で，
「主任委員，副主任委

大法官会議に解釈を求めるよう主張する声が

員及び委員は行政院長（首相）が具申して総統

高まった。これを受けて行政院は大法官会議

がこれを任命する」となっている。法案の第六

に対し，NCC 組織法第四条などが憲法違反に

条で「同一政党籍の委員が委員の半数を超え

当たるかどうかの解釈と NCC 発足の一時停止

てはならない」として一定の制限を課している

の仮処分を求める申し立てを行い，NCC の早

ものの，基本的には行政院が委員を選べる内

期発足を求める野党側との対立はピークに達し

容であった。しかし立法院で多数を占める野

た。こうした中で既に選出された NCC 委員の

党は，これでは NCC が政府寄りの委員中心に

うち新たに 3人が，2月中旬に NCC の「政治化」

なってしまう恐れがあると考え，立法院が主導

を理由に就任を辞退，13人の定員のうち発足

権を握れる野党案を提出して対抗した。2005

前から 4 人が欠員という異常事態となった。

年10 月に強行採決で可決された野党案では，

大法官会議では憲法解釈のための審査会を

NCC 委員の選出方法について第四条で複雑な

3 月8日に開くことを明らかにする一方，2 月

手続きが示されている。それによると，まず各

17日に NCC 発足の一時停止の是非に関して

政党が立法院の議席比率に応じて，11人の学

投票を行ったが，一時停止に賛成した大法官

者・専門家を推薦し，NCC 委員会を選出する

は，可決に必要な 3 分の 2 に達しなかった。

審査会をつくる。すると，現状では与党系と

このため行政院は野党の主張に配慮して同日，

野党系はそれぞれ 5 人と 6 人になる。次に委

辞退者を含む NCC 委員12 人の任命に踏み切

員の候補者としては，各政党が立法院に占め

り，NCC は 22日の初会合で主任委員・副主

る議席の比率に応じて 15 人，行政院が 3 人を

任委員などを選出，3 月1日に正式に発足した。

推薦する。すると与党系の候補者は議席比率
で 7 人，行政院と合わせると 10 人になり，一

今後の見通しと NCC の抱える課題

方野党系の候補者は 8 人になる。審査会では

NCC は難産の末，ようやく発足したが，前

この 18 人の候補について，最終的には審査委

途は多難である。まず大法官会議の憲法解釈

員の 2 分の 1以上の同意を可否の条件と第四

がもし「違憲」と出た場合，NCC 組織法第四条

条で規定しているため，野党系の審査委員が

などの改定と NCC 委員選出のやり直しが求め
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られることになるが，その場合立法院で多数を

台湾における 独立規制機関 運営の難しさ

占める野党の抵抗は激しいものとなるだろう。

高邁な理想を掲げた NCC は船出早々暗礁

また仮に「合憲」という結果になったとしても，

に乗り上げた形だが，台湾のような政治風土

現在の NCC 委員に占める与党系と野党系の委

では，そもそも 独立規制機関 が成り立つの

員は，与党系の 3人（野党系は 1人）が就任を

か疑問を呈する声もある。つまり台湾では，

辞退したことから 2人対 7人とバランスを失し

「台湾人意識・独立色」の強い与党と，「中国

た形のままである。野党側は，与党系委員の相

人意識・統一色」の強い野党の間で鮮明なイ

次ぐ辞任は，憲法解釈を有利に進めるための政

デオロギーの違いがあり，一般市民であれ，

府の圧力によるものと反発する一方，与党側は

学者・専門家であれ，完全に中立な人材を見

仮に憲法解釈が合憲だった場合，委員の補充

つけるのは非常に困難である。TVBS の問題

は与党系を優先すべきだと主張しており，委員

でも，与党側が「実質上の株主」を重視して

の補充がすんなりいく保証もない。また，NCC

違法と主張するのに対し，野党側は「形式上

委員は報道・通信・法律・経済の 4 分野の専門

の株主」を重視して違法でないと主張するの

家をあてるとしているのに，通信を専門とする

は，いずれも「TVBS は野党寄り」という認

3人の委員がいずれも就任を辞退しているため，

識があり，それに基づく政治的利益の考慮が

補充なしでは委員会が機能しない状態である。

純粋な法解釈に優先するためである。

NCC が早期に機能しないとなると，メディ

メディア論を専攻する政治大学新聞学科の

アに関する様々な問題は，棚上げ状態が続

馮建三教授は，NCC 問題に関する筆者の質

かざるを得ないことになる。例えばケーブル

問に対し，「党派性の存在自体は止むを得な

向け衛星テレビ局大手 TVBS の株主が，形

いが，今の政党は全体の利益を考えず，あま

式上は台湾資本が 53% を占めていたものの，

りにも狭い視野で短期的利益に固執してい

実質的には 100% 香港資本であることが明ら

る」と批判する。その一方で馮教授は，台湾

かになった問題では，2005 年 11 月，メディ

が置かれたメディア環境を考えると，NCC

アを管理する行政院新聞局が衛星ラジオテレ

ができればすべて問題が解決するというわけ

ビ法違反を理由に 100 万元（約 360 万円）の罰

にはいかないが，NCC が情報公開を通じて

金と 12 月 20 日までの改善を求める処分を出

透明度を高めること，そしてテレビ局の免許

した。しかし TVBS はとりあえず罰金を払う

更新の際に，少数派住民のための番組を増や

一方で不服の申し立てをしている。これは新

すなどの条件をつけることで，現在の新聞局

聞局ラジオテレビ課の業務が NCC に移管さ

よりもメディア規制機関としての役割を改善

れれば，NCC は野党系優位なのでより有利

しうると述べている。今後の NCC の行方に

な裁定を期待できるという思惑があるものと

注目が集まっている。

見られている。この他にも，2005 年 7 月に免
許更新を拒否された「東森新聞 S 台」などの
処分見直し問題など，NCC が直面する課題
は少なくない。

（やまだ けんいち）

注
1） ラジオ・テレビ 3 法の修正条項全文は，『放送
研究と調査』
（2004 年 3 月号）の拙稿「メディ
ア 自立化 への第一歩」参照。
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通信放送（原文は「通訊伝播」
）基本法（2003.12.26 立法院通過 2004.1.7 公布）
第一条

科学技術の流れに沿って，通信・放送の健全な発展を促進し，国民の権利を守り，消費者の利益を保障し，
多元的な文化の質を高めるため，特に本法を制定する。

第二条

本法の用語の定義は以下の通りである。
一・通信・放送 : ケーブル・地上波・衛星又はその他の電子伝送設備によって音声・映像・文字又はデー
タを送り届けることを指す
二・通信・放送事業 : 通信・放送業務を経営することを指す

第三条

通信・放送の管理事項を有効に処理するため，政府は法に基づいて独立の職権を行使する通信放送委
員会を設置しなければならない。国家の通信・放送における資源配分の計画及び産業界の指導，奨励
は行政院の担当機関が法に則りこれを行う。

第四条

政府は通信放送監督管理基金を設置し，通信・放送監督業務に必要な支出に対処しなければならない。

第五条

通信・放送は人間の尊厳を守り，弱者の権益を尊重し，多元的な文化の均衡ある発展を促進しなけれ

第六条

政府は通信・放送の新技術とサービスの発展を奨励しなければならず，正当な理由なしにこれを制限

ばならない。
してはならない。通信・放送関連の法規の解釈と適用は，新技術とサービスの提供を妨げないことを
原則としなければならない。
第七条

政府は異なる伝送技術を差別して管理することは避けねばならない。ただし希少な資源の分配に関し

第八条

通信・放送技術の規格制定及び関連する審査の業務は，相互適用を促進することを原則としなければ

第九条

通信・放送事業は消費者の必要に応じて情報を公開し，公平で合理的なサービスを提供することによっ

てはこの限りではない。
ならない。
て，消費者の権益を保障しなければならない。
第十条

通信・放送における希少な資源の分配と管理は，公平・効率的・便利・調和的及び技術中立的である
ことを原則としなければならない。

第十一条

政府は必要な措置を取り，通信・放送プラットフォームの融合を促進しなければならない。

第十二条

政府は通信放送委員会の計画に合わせて必要な措置を取り，通信・放送へのアクセス改善と通信・放

第十三条

通信放送委員会は通信・放送の健全な発展，国民の権利の擁護，消費者利益の保障，多元的文化のレ

前項のプラットフォームの融合は，透明性・合理性・無差別待遇の原則に符合しなければならない。
送サービスの普及を促進しなければならない。
ベルアップ，弱者の権益の保護及びサービスの普及等のために，毎年成果の報告と改善の提案を行わ
なければならない。改善の提案が現行の法律の修正に及ぶ場合は，通信放送委員会は法修正の方針と
その理由を説明しなければならない。前項の成果報告及び改善提案は，適当な方法によって積極的に
公表すると共に，立法院に事後報告しなければならない。
第十四条

自然災害又は緊急の事故が発生，もしくはその恐れがある時には，政府は公共の利益に基づいて，通信・
放送事業者に必要な対応措置を取るよう求めることが出来る。

第十五条

通信・放送の発展のため，政府は積極的に国際協力を促進しなければならず，必要な場合は法に基づ

第十六条

政府は通信放送委員会の成立から二年以内に，本法の掲げる原則に従って，通信・放送に関する法規

き民間団体に業務を委託することが出来る。
を修正しなければならない。前項の法規の修正・施行がなされる前に，本法の規定と抵触する事柄に
ついては，通信放送委員会は本法の原則に基づいて法律の解釈と適用を行うことが出来る。本法の規
定と競合する事柄についても同様とする。
第十七条
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本法は公布日より施行する。

APRIL 2006

国家通信放送（原文は通訊伝播）委員会組織法（2005.11.9 公布）
第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

憲法が保障する言論の自由を実現し，党・政・軍のメディアからの撤退という精神を厳守し，通信・
放送の健全な発展を促進し，メディアの専門性・自主性を擁護し，通信・放送の管理事項を有効にと
り行い，通信・放送市場の公平で有効な競争を確保し，消費者と弱者の権益を保障・尊重し，多元的
な文化の均衡ある発展を促進し，国家の競争力を強化するため，特に国家通信放送委員会（以下本会と
略す）を設置する。
本会設立の日より，電信法，廣播電視法（ラジオ・テレビ法）
，有線廣播電視法及び衛星廣播電視法を
含む通信，放送に関わる法規は，本会の職務に関わることになり，もともと交通部，行政院新聞局，
交通部電信総局に属していた職権の主管機関は本会へと変更される。その他の法規で本会の職務に関
わるものも同様とする。
本会は下記の事項を処理する。
一・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
二・通信・放送事業運営の監督管理と免許証の交付
三・通信・放送システムと設備の審査
四・通信・放送工事技術規格の制定
五・通信・放送伝送内容のクラス分け制度及びその他の法律事項の規定
六・通信・放送資源の管理
七・通信・放送競争秩序の擁護
八・安全な情報流通のための技術規格と監視
九・通信・放送事業者間の重大な争い及び消費者保護の案件の処理
十・通信・放送における海外事務と国際交流・協力案件の処理
十一・通信・放送事業に関わる基金の管理
十二・通信・放送業務の監督，調査と裁決
十三・通信・放送関連の法令違反事件に対する取締りと処分
十四・その他の通信・放送事項の監理
本会は全て専任の委員を十三人置く。このうちの一人を特任の主任委員とし，対外的に本会を代表する。また
二人を副主任委員とし，その職務は事務官の第十四職等と照合する。その他の委員の職務は事務官の第十三職
等と照合する。委員の任期は三年とし，任期満了後一回の再任を可能とする。
本会委員は電信・情報・放送・法律或いは財政経済などの専門的な学識や実務経験があることをもとに，
各政党が各界からの推薦を受け，立法院に占める議席の比率に応じて計十五人を推薦し，さらに行政
院長が三人を推薦し，指名審査委員会（以下審査会と略す）がこれを審査する。各政党は本法施行日か
ら十五日以内に推薦を終えなければならない。
審査会は本法施行日から十日以内に，各政党が立法院の議席比率に応じて推薦した十一人の学者・専門家で
結成しなければならない。審査会は推薦人リストを受け取ってから二十日以内に審査を終えなければならず，
また審査は公聴会の手続きを公開し，記名投票で表決を行わなければならない。審査会はまず審査委員全体
の五分の三以上の同意を可否の条件とするが，もし同意した者が十三人に達しない場合は，欠員分について
は審査委員の二分の一以上の同意を可否の条件とする。行政院長は審査会が同意したリストに基づいて七日
以内に委員を指名し，立法院が同意した後委員の任命を行わなければならない。
前二項の推薦は，各政党が期限内に終えない場合，推薦を放棄したものと見なす。
本会は任命後三日以内に会合を開いて成立させ，主任委員と副主任委員を互選しなければならず，行政院長
は選出後七日以内に任命しなければならない。主任委員と副主任委員は異なる政党の推薦した人物でなけれ
ばならない。行政院長の推薦した委員は与党の推薦した委員と見なす。
委員の任期が満了となる三か月前に，第二項・第三項の手続きに従って新しい委員を指名しなければ
ならない。委員の欠員が過半数に達した場合は，欠員数は第二項・第三項の手続きに従って補充し，
補充した委員の任期はもとの委員の任期満了までとする。
第一期の審査会で必要となる人員と予算については，本会の準備処が支出する。第二期の審査会で必
要となる人員と予算については，本会が支出する。
主任委員が欠員となるか又は事故等で職権を行使できなくなった場合，副主任委員が代理を務める。
主任委員・副主任委員が共に欠員となるか又は事故等で職権を行使できなくなった場合，その他の委
員の中から代理主任委員を一人選出する。

APRIL 2006

61

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条
第十一条

第十二条
第十三条

62

本会の委員は職務を司る三年前から，政党の専任職務を担当したり公職の選挙に参加したり政府機関・
公営事業における有給の職務を担当したり顧問になったりしていないこと，政府機関・公営事業が任
命した有給の職務を担当したり顧問になったりしていないことが求められる。ただし本法により任命
した委員はこの限りではない。
本会は法に基づき独立した職権を行使する。
本会の委員は党派を超えて独立した職権を行使しなければならない。任期中は利益回避の原則を厳守しな
ければならず，政党活動に参加したり政府機関・公営事業の職務を担当したり顧問になったりしてはなら
ない。また通信・放送事業や関連団体のいかなる専任或いは兼任の職務も担当してはならない。
本会の委員は離職後三年以内は，離職前五年以内の職務と直接関係のある営利事業の理事・監査役・
支配人・執行業務の株主や顧問になってはならない。
本会の委員は離職後三年以内は，離職前五年以内に行ってきた業務と直接利益関係のある事項につい
て，自らもしくは他人のために利益を図る目的で，直接又は間接的にもとの機関又はその所属機関と，
関連する業務についての相談・処理をしてはならない。
本会の処理する事務は，委員会議の決議を内部組織に授権し分担して責任を与えた場合を除き，委員
会議の決議をもってこれを行わなければならない。
下記の事項は委員会議の決議を必要とし，前項にある授権は行えない。
一・通信・放送の監理政策，制度の制定と審議
二・通信・放送における重要計画及び方案の審議・審査
三・通信・放送における資源分配に関する審議
四・通信・放送に関わる法令の制定・立案・修正及び廃止についての審議
五・通信・放送業務の公示案・許可案・処分案の審議
六・編制表，会議規則及び業務処理規程の審議
七・内部組織の分担責任明細表の審議
八・人事室・会計室及び保安監察室以外の部門におけるリーダーの選出・任命に関わる審議
九・予算と決算の審査
十・その他の法によって委員会議が決議すべき事項
本会は毎週一回委員会議を開催する。必要な場合，臨時会議を開くことが出来る。
委員会議は主任委員を主席とし，主任委員が事故等で出席できない場合は副主任委員が代理を務める。主
任委員・副主任委員が共に出席できない場合はその他の委員が一人を主席に選出する。
会議の決議は，委員の過半数の同意によってこれを行わなければならない。各委員は当該決議に対し
て同意意見書もしくは不同意意見書を提出することが出来，会議の決議と併せてこれを公布する。
本会は委員会議の決議を経て，委員会議の分科会を開くことが出来る。
本会の委員は委員会議の決議によって，その専門とする分野や本会の職務に応じ，本会の関連する業
務を分担して監督指導しなければならない。
委員会議が開かれる際は，学者・専門家を招請したり，関連機関・事業者・団体から担当者を列席さ
せたりして，事実や意見を陳述させることが出来る。
委員会議が第三条又は第八条の民衆の権益に関わる重大事項についての行政命令・行政計画又は行政処分を
審議する場合，行政手続法第一章第十節の公聴手続きの規定を適用し，公聴会を開かなければならない。
本会は主任秘書一人を置き，その職務は事務官の第十二職等とする。
本会の関係者は交通部郵電司・交通部電信総局及び行政院新聞局広播電視事業処の現有人員が，業務
の移管に伴って転籍することを原則とする。
本会の各職名の官等，職等及び定員は，別途編制表でこれを定める。
本会は警察の主管機関と相談して専門の警察部門を置き，通信・放送法令に違反する事項の取締りに
協力させることが出来る。
本会が必要とする人件費は，法定予算の手続きによって定めなければならない。
本会は通信放送基本法第四条の規定により，通信放送監督管理基金を設置する。資金の出所は以下の
通りである。
一・政府が予算手続きに従って支出する
二・本会が通信・放送監督業務を行い，本会の監督する事業者から特別許可料，許可料，周波数使用料，
電信番号使用料，書面審査料，認証料，現場審査料，免許料，登録料，及びその他の規定手数料の百
分の五から十五。ただし政府が公開の競売・入札によって割当てたもの・周波数及びその他の限定的
又は定額の特別許可免許提供による収入は含まない
三・基金の利子等収益
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第十四条

第十五条

第十六条

第十七条

四・その他の収入
通信放送監督管理基金の用途は以下の通りである。
一・通信・放送監督業務のため必要となる支出
二・通信・放送産業に関する制度の研究及び発展
三・委託事務に必要とされる支出
四・通信・放送監督人員の訓練
五・国際交流・協力の推進
六・その他の支出
通信放送監督管理基金の収支・保管及び運用の方法については，行政院が定める。
第二項第二款から第四款における基金の金額の範囲が通信放送監督管理基金の用途に支出できない場
合は，政府が公務予算手続きにより支出しなければならない。
本会は年度予算の執行中に成立し，転籍人員の人数及び業務の割り当てにより必要とされる各種の経費
は，転籍元の機関が元の予算の範囲内で調整し支出することが出来，予算法第六十二条及び第六十三
条の規定に拘束されない。
本法施行前には，交通部郵電司・交通部電信総局及び行政院新聞局広播電視事業処の現職人員が業務
の移管に伴って本会に転籍する際，その官等・職等・就職期間・待遇・退職・解雇・補償その他の福
利及び仕事条件等は，保障されなければならない。
前項の人員は，公務員試験法・公務員任用法の特別試験及び転籍規定の拘束を受けない。ただし再度転
籍する場合，元々試験を行った機関とその所属機関及び本会の職務限りとする。
第一項の人員でもともと交通事業人員任用条例第八条第一項の規定により転任する者は，もともとの
転任規定を適用する。ただし再度他の交通行政機関ではない部署に転任した場合，交通事業人員任用
条例第八条第二項の規定によって処理する。
第一項の人員で新しい仕事の待遇がもとの仕事より低い場合，その本棒（年功）は公務員俸給法第十一
条の規定によって俸給の支給を行う。技術又は専門性による加算がもとの加算額より低い者に対して
は，差額を補塡してもよい。その差額は待遇の調整に合わせて同等化する。主管人員が調整の結果非
主管人員になった場合，主管職務の給与加算は行わない。
第一項の人員で，もともと中華民国八十五年（1996 年）七月一日の電信総局組織改革の際に留任した者，
及び中華民国八十五年七月一日から中華民国八十七年（1998 年）六月三十日の間に中華電信株式会社から
電信総局に協議転籍した者は電信総局に留任した者と見なし，既に組織改革前後の待遇差について補塡
を受けたがまだ同等化していない人員は，組織改革前後の待遇差を補塡する方式で処理する。
本法施行前に，中華民国八十五年七月一日電信総局組織改革における留任人員は，中華民国八十四年
（1995 年）七月一日から中華民国八十五年六月三十日までの間に，もし当該退職基金費用の元利につい
て自ら不足分を負担していない場合，中華民国八十四年七月一日公務員退職法修正施行前の任職時の
年収に準じて計らなければならない。
第五項の人員は，かつて電信総局の組織改革以前に交通部の準備した関連の管理法規に基づいて雇用
した業務服務員，技術教員臨時補佐（実習員臨時補佐）
，用務員の年収，その補償方式は，行政院の規
定により処理する。
通信放送基本法施行日から本会成立日に至るまで，通信・放送関連法規の元々の主管機関が下記の各
項について行った決定で，権利を侵害された法人団体や個人は，本会成立から三か月以内に本会に対
し再審査を求めることが出来る。ただし既に行政救済の手続きを取った者は，この限りでない。
一・通信・放送監督政策
二・通信・放送事業運営の監督管理，免許証の交付・更新，ラジオ・テレビ事業の停止，免許証の交付・
更新又は免許取り消し処分
三・ラジオ・テレビ事業組織とその責任者・代理人資格の審査
四・通信・放送システム及び設備の審査
五・ラジオ・テレビ事業設立の許可及び許可の廃止，電波発射パワーの変更，放送停止又は免許取り
消しの処分，株式の譲渡，名称又は責任者の変更の許可
再審査による決定で，原状回復が求められた場合，政府はすぐに原状回復をしなければならない。も
し原状回復が出来ない場合は，補償しなければならない。
本法は公布日より施行する。
本会成立後，各関連機関の人員・財産の転籍が完了するまでの間，本会の関連業務は本会が統一して
各機関と調整する。
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