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シリーズ公共放送インタビュー

＜解説＞ 台湾の商業放送・公共放送の歴史
台湾では1962年から1971年にかけて相次いで開

局した台湾テレビ・中国テレビ・中華テレビの3局が
いずれも与党国民党系の商業局で，その後，1980
年代末から普及したケーブルテレビの各チャンネル
も全て商業局であった。公共テレビは，商業局がテ
レビ市場を完全に押さえた後の1998年になってよう
やく開局した後発局のためもあって，視聴率は総合
チャンネルでも長期間にわたって平均0.1％前後にと
どまり，番組の質に定評があるにもかかわらず，台
湾のテレビ界における存在感は薄い。

  公共放送の位置づけ・規模

―まず公共放送の基本任務について，胡さん

はどうお考えですか？

胡氏：伝統的には① inform（情報を知らせる）
② educate（教育する）③ entertain（人を楽し
ませる）の 3 つと言われていますよね。ただ台
湾の場合，公共テレビ法では③の部分につい
ては言及しておらず，「商業局の不足を補う」と
述べるにとどまっています。しかし個人的には，
いまの台湾は商業局のシェアが大き過ぎるの
で，公共メディアをもっと機能させて，商業局
と公共放送の均衡の取れた二元体制を作るの
が良いと思います。

胡元輝（こ・げんき）

氏は台湾の多くの

メディアに在籍し

て経験を積んだ人

物 であ る。 聯 合

報の記者にはじま

り，TVBS 報 道

部編集長，民視テ

レビ報 道 部 計 画

担 当 責 任 者， 自

立 晩 報 社 長， 台

湾テレビ社長，中

央通信社社長など

を歴任し，2004

年 12 月から 3 年間は，公共テレビ社長（中国語は「総経理」だが，

執行役員の色彩が強いので，ここでは社長という呼称とする）

として，国際報道強化などの諸改革に取り組んだ。現在はネッ

トメディア「新頭殻（NewTalk）」や IPTV 向けの番組制作会社

「愛爾達テレビ（ELTA TV）」の顧問，それに国立中正大学コミュ

ニケーション学科の准教授などを兼任している。

台湾では政治的二極対立を反映してメディアも与党国民党系

の「藍派」（国民党の旗の色が藍色であることによる）と野党

民進党系の「緑派」（民進党の旗の色が緑色であることによる）

に二分されているのだが，胡氏はその双方での仕事（聯合報と

TVBS は藍派で，民視は緑派）を経験していることが特徴で

ある。公共放送にとっては政治的中立性が重要な要件とされて

おり，その点では胡氏はふさわしい人物といえそうだ。その胡

氏が公共テレビの社長時代に，政治的中立性の維持に加え，

商業局との関係など，運営上どういった点に苦心したのかを中

心に聞いた 1）。

胡元輝  氏

【 第 8 回・台湾 】

胡元輝氏（元公共テレビ社長）に聞く
～経営の現場から見た公共テレビ～
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―では公共放送のシェアはどのくらいが適切な

のでしょうか？

胡氏：ヨーロッパでは公共放送のシェアは 20％
～ 40％以上ありますが，アメリカは 3％くらい
ですね。私は公共放送グループ 2）全体で 20％
が適正規模と考えているので，このシェアを目
安に予算を配分するのがいいと思います。現在
の政府交付金は台湾の市民 1 人当たり年間 39
元（約 110 円）ですから，まずは交付金を 2 倍
に増やした上で公共テレビが頑張れば，10％ま
では実現できるでしょう。
　商業局はどうするのかという問題になります
が，台湾ではこれまで，量さえ多ければいいと
いう感じでテレビ免許をむやみに開放したため，
チャンネルが増えすぎて質の低下を招きました。
銀行や証券会社はいまどんどん統合しているの
ですから，商業局も同じようにやればいいので
す。例えば地上局の台湾テレビは，ケーブル向
け番組供給事業者の「非凡」に買収されたことで，
収支が改善して利益が出るようになりました。

  公共放送の財源のあり方

―公共放送のシェア拡大には財源も必要にな

りますが，財源のあり方についてはどうお考え

ですか？

胡氏：政府の政策や経済情勢に左右されにく
く，政府の干渉から独立しやすいという点で，
受信料制度が一番良いと思います。政府交付
金の場合，政府は「俺の金だ」と言う傾向が
あります。また，広告に依存するのは広告主か
らの影響を受けるのでダメです。しかし受信
料制度の導入は現実的には難しいので，次善

の策として政府交付金になります。

  公共放送と政治・政府との関係

―公共テレビの財源の大半が政府交付金とい

う中で，政治・政府との関係はどうあるべきで

すか？

胡氏：私は「Arm's length」という言葉を使っ
ています。腕の長さと同じくらいの距離を保つ
ということです。現実として，政治・政府と全く
無関係というわけにはいきませんからね。公共
テレビは政治・政府から一定の距離を保つとい
う点で，開局後これまで十数年間は良くやって
きたと思いますが，政治家は常に公共テレビに
影響力を行使しようとしていることに注意する
必要があります。そうした動きを抑えるのに必
要なものが 3 つあります。それは，
① 良い制度
② 経営者・職員の「闘争心」
③ 市民の力
です。①の良い制度というのは，例えば BBC
における charter（特許状）や agreement（協
定書）のようなものを指しますが，台湾ではこ
の部分が最も欠けています。②は経営者や番
組のキャスターなどの関係者が，政治圧力をは
ねのける気力・勇気のことです。1926 年にイギ
リスで 500 万人のストが起き，政府が BBC に
政府の声を伝えるよう求めた時，BBC の創始
者は首相に書簡を出してはっきり「ノー」と言
いました。③の市民の力については，台湾でも
徐々に成長しつつあると思います。
　その一方で，公共テレビに対する監督（＝
チェック）ももちろん必要ですから，私は社長
の時代に，立法院（国会）・行政院（内閣）そ
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れに市民からの監督を歓迎しました。

  組織運営とコンプライアンス

―外部からの監督以外に，組織内部の監督の

システムはどうお考えですか？

胡氏：公共テレビの場合，理事会（中国語は「董
事会」）と執行役員会（中国語は「経営団隊」）
がありますが，両者の線引きをきちっとするべ
きだと思います。いまの理事会は必ずしも監督
するだけではなく，重要な政策決定に関与し
ています。しかし理事会のメンバーは，社会
団体の役員やメディアを専攻していない学者
が大部分です。理事長以外は非常勤で，メディ
アについてもシロウトの人が大部分なのに，ど
うやって監督したり，政策決定に関与したりで
きるというのでしょうか。

―外部であれ内部であれ，きっちり監督を行え

るためには情報公開・コンプライアンスの充実

が欠かせないのではありませんか？

胡氏：世界各国を調べてみると，情報公開の
レベルが台湾より上の国もあったので，こうい
う点は学びたいと思いました。公共テレビは法
律に基づいて年次報告書を作成していますが，
それ以外の情報公開は形骸化していた面もあ
りました。
　理事会の会合内容，財務，それに政策や
番組の変更などについても説明した方が良いと
思って取り組みました。視聴者の意見について
も，単に対応するだけでなく，回答内容を公
開することにしました。しかし視聴者サービス
の強化を指示した際に，部下から「お金が結

構かかります」と言われたので，とりあえず派
遣社員を2人増やして対応することにしました。

  胡社長の取り組んだ改革① ―国際化―

―胡さんは社長時代に，国際化の推進を掲げ

ておられましたが，どのように取り組まれたの

でしょうか？

胡氏：まず国際部という部署を新設しました。
目的の 1 つは，ヨーロッパや日本などとの国際
協力による番組制作です。それから国際的な
番組交換もあります。南アフリカの SABC（南
アフリカ放送会社，公共放送）などとの間で，
相互にこれは良いと思う番組を無料で使えるよ
うにする協力関係の構築に動きました。さらに
主に在外華僑・華人を対象とした国際放送の
宏観チャンネルに加え，国際英語チャンネル
の創設を計画しましたが，政府に予算を削ら
れ，実現しませんでした。
　一方，取材の方では，それまでなかった海
外支局の創設に取り組み，まずはワシントン
に支局を作りました。その後は北京・東京・
ブリュッセルにも作る方針だったのですが，自
分が社長を辞めたら計画が見直しに遭い，最
後はワシントンからも撤退して海外支局はゼロ
になってしまいました。しかし私は台湾の市民
の国際理解を深めるには，少なくともアジア
には海外支局を置くべきだと思っています。ま
た，自分が社長の時には毎週月曜から木曜に
かけて毎日 40 分間，『国際新聞』というニュー
ス番組を放送していたのですが，視聴率が低
かったせいか，これも打ち切りになってしまい
ました。
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   胡社長の取り組んだ改革②
　　　　　　　　―デジタル化推進―

―台湾ではデジタル化の進捗状況は思わしく

ないようですが，胡さんは社長の時どうやって

デジタル化を推進されましたか？

胡氏：デジタル化の実施にはお金がかかるので，
台湾の商業局はリスクを恐れて試験や投資をし
たがりません。ですからデジタル化を進めるに
は，公共テレビが伝送プラットフォームの中核
になって，政府がそこに資金を投入するという
形が不可欠だと思います。ところがデジタル化
の特別予算として要求した 92 億元（約 250 億
円）のうち，半分以上が立法院でカットされ
44 億元（約 120 億円）に減ってしまったので
す。このため予算の使い道はインフラ設備に限
られ，公共テレビが予定していたデジタル4チャ
ンネルの新設は不可能になりました 3）。

  胡社長の取り組んだ改革③
    ―商業局と調整しながらの拡大・発展―

―胡さんが社長の時代は，公共放送に追い風

が吹いているようにも見えましたが，商業局は

どういう反応だったのですか？

胡氏：商業局はいつも「公共テレビは俺たち
の金を使って運営している」と言いました 4）。
彼らは公共放送との競争を嫌がりますから，
競争自体は避けられないとはいえ，できるだ
け直接ぶつからないように工夫しました。結
果的に失敗したデジタルの新規 4 チャンネル
の提案も，文化・芸術といった商業局との競
争が少ない分野を志向していましたが，ニュー
スチャンネルの創設については特に商業局が
難色を示しました。しかし，商業局がいま放
送しているニュースチャンネルは，視聴率は
結構ありますが，政治的に「藍派」と「緑派」

＜解説＞ 台湾の放送デジタル化の概況

台湾はケーブルテレビの普及率が違法受信も含
め85％に達する「ケーブル大国」であり，ケーブル
向け衛星チャンネルが普及したため，地上放送の
商業局は多くが広告収入の伸び悩みで経営が悪化
していた。このため公共テレビを含む地上テレビ5
局は共同して2004 年7月に地上デジタル放送を開
始，各局が 3チャンネルずつ持つ多チャンネル化に
よってケーブルからの視聴者奪還を図った。しかし
ケーブルテレビは80 ～ 100のチャンネルが見られ
るのに対し，地上デジタルは15チャンネルにとどま
り，また経営難から新規チャンネルも魅力のあるコ
ンテンツを用意できず，地上デジタル放送の受信機

（セットトップボックス）普及は，放送開始から6 年
あまりたった今も進んでいない。さらにケーブルテ
レビ各局も，現在利益が出ていることから，リスク
のあるデジタル化投資には消極的で，中国などと
比べるとデジタル化のスピードはきわめて遅いのが
実態である。

＜解説＞　公共放送のグループ化

公共放送は民進党の陳水扁政権の時代に，拡
大の方向性を打ち出していた時期があった。

経営が悪化していた商業局の中華テレビが 2006
年1月，公共化されることになった他，2007年1
月には，それまで行政院の担当部署が管轄し，番
組制作を毎年入札で商業局に委託していた少数派
エスニックグループ向けの客家チャンネルと原住民
チャンネル，それに海外向けの宏観チャンネルの3
つも公共テレビの管轄下に入った。これによって地
上デジタルチャンネルを除いても5チャンネルを擁
する「公共放送グループ」が出来たのだが，公共テ
レビ法の改正が先送りされたため，グループは法
的に明確な根拠を欠いたまま発進する形となった。
しかも公共放送の拡大には先発の商業局が強い警
戒感を示したため，当時議会で多数を占めていた
野党国民党も慎重な姿勢を示し，グループの旗艦
である公共テレビは様々な圧力にさらされることに
なった。
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にはっきり分かれ，一方の立場の話ばかりし
ています。「藍」と「緑」双方の声を紹介す
ること，商業局があまり扱わない国際ニュー
スや地方ニュースを重視することを基本的な
コンセプトとするニュースチャンネルを作れ
ば，商業局と棲み分けができると思ったので
すが。また大リーグで活躍した王建民投手の
ケースでも，1 年目は商業局がどこも中継しな
いのでうちがやったのですが，王投手が大活
躍してからは商業局 4 社で中継放送権を争う
ようになったので，降りることにしたのです。

  公共テレビの諸課題

―胡さんが社長をされた3 年間を総括してみる

と，特に苦労されたのはどういう点でしたか？

胡氏：私の任期中には，3 つの大きな変化があ
りました。それは「公共放送グループ化」「デ
ジタル化」「国際化」です。そうした中で苦労
したというか残念だったのは，公共テレビの内
部でも外部でも，公共放送グループの発展と
いうことについてコンセンサスがなかったこと
です。多くの人は反対とは言わないまでも無理
解・無関心であり，一部の政治家などは強く
反対しました。また内部でも自己本位なところ
があって，特に中華テレビが問題でした。もっ
とも公共テレビの社長は，私の前任者と私は
いずれも外部からの起用で，後任者が内部昇
格なのですが，内部昇格になってから，一番
トラブルが多くなったのは皮肉なことです。
　いまの公共テレビは「藍派」と「緑派」の
政治対立の場になってしまっています。「藍」
と「緑」はどちらもおかしな部分があり，政
治家に気を許してはいけません。こうした状態

が続くことで，一般市民が「何を騒いでいる！ 
公共放送には拡大・発展する資格はない！」
と思うようになることが私の最も恐れている事
態です。

　胡氏にインタビューして強く感じたのは，彼
が目指した公共放送改革が理念的に非常に
しっかりしたものだったにもかかわらず，その
多くが実現できず失敗に終わってしまったとい
うことである。
　失敗した理由のうち最も大きいのは，やは
り財政的な裏づけの欠如であろう。そもそも
公共テレビは年間の政府交付金が 9 億元（約
25 億円）しかなく，企業や市民からの寄付な
どを含めても 14 億元（約 38 億円）にとどまっ
ている。台湾では公共放送が商業局よりも後
発で，商業局の圧力によって「小規模」であ
ることを余儀なくされていることの影響であ
る。デジタル放送における 4 つの新規チャン
ネルが実現しなかったことも，海外支局の新
設が進まないことも，視聴者対応の充実に「外
部パワー」を活用せざるを得ないことも，公
共テレビの財政難から来ることである。
　公共テレビは胡氏の退任後，当時政権与党
だった民進党に近いとされた馮賢賢氏が社長
に就任したが，この人事がその後公共テレビ
に対する政治的圧力を一層際立たせることに
なった。馮氏に反発した当時野党の国民党は，
多数を占める立法院で公共テレビ予算の半額
凍結といった措置を連発，2008 年の政権復
帰後はさらに公共テレビの理事を当時の 13 人
から 21 人へと 8 人増員，自派の人材を送り込
むことで，民進党時代に選出された理事長と
社長の追い落としを図ったのである。これに
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対し理事長が訴訟を提起して行政院新聞局と
の訴訟合戦となり，公共テレビの理事会は 1
年近く空転した。胡氏が嘆いている，退任後
の公共テレビの「政治化」とはそういうもので
あった。
　公共テレビの役員人事を巡っては，その後，
21 人の理事のうち 6 人を野党民進党から推薦
することなどで妥協が図られ，新しい理事長が
選出されるとの情報もある。しかし 2010 年 12
月 3 日に予定されていた理事会は 12 月中旬に
なっても開かれておらず，先行きは依然不透明
なままである。今後公共テレビが政治的中立
を守りつつ，馮氏の在任中に政治対立の中で
棚上げ状態になっていた，グループ化・デジタ
ル化・国際化という課題に的確に対処していけ
るのか，役員や職員に課された責任は重い。

　（やまだ けんいち）

〔インタビュー〕
台北，　2010 年 2 月 26 日

次回　アメリカ　元 FCC 委員長のディック・ワイリー
氏と，同じく元 FCC 委員長のリード・ハント氏

注：
1）台湾のメディア界の現状については連載 3 回目

の「翁秀琪氏に聞く」『放送研究と調査』2010
年 9 月号を参照。

2） 公共放送はもともと公共テレビのみだったが，
2006 年に中華テレビが公共化された他，2007
年には少数派住民向けの客家チャンネルと原住
民チャンネル，それに海外向けの宏観チャンネ
ルも公共テレビを中核とする公共放送グループ
の一員となった。公共放送グループの詳細につ
いては，拙稿「公共放送拡大に向かう台湾～“過
当競争”改善への期待と課題～」（『放送研究と
調査』2007 年 6 月号）を参照。

3） 公共テレビはデジタル化でチャンネル数が増
えた場合，「児童・青少年」，「文化・芸術」な
ど 4 チャンネルを新設すべく，関連の予算要求
をしていた。

4） 有線廣播電視法（ケーブルラジオテレビ法）
第 53 条の規定では，ケーブルテレビ局は毎年
の利益の 1％を有線廣播電視事業発展基金に納
め，基金から 30％の金額を公共テレビに交付
することになっている。また廣播電視法第 14
条之 1 にも同様の規定があるが，地上放送の商
業局の多くは近年赤字続きな上，利益の出てい
る局も会計処理を工夫するなどして納付金を納
めていない。


