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中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
～党の「宣伝」・「管理」との関係～
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中国では，改革開放によってメディアの運営に「広告」が導入されて以来，メディアは純粋な政府資
金による運営から，広告収入を中心とした運営に漸次移行した。その間，政府のメディアに対する位置
づけは「党の宣伝のための道具」であり続けたのだが，広告収入への依存度が高まるにつれ，「100％の
宣伝道具」から，「宣伝道具であるが，視聴者・読者・広告主のニーズにも応える」という両面的な存
在に変質していった。2001年末に中国がWTOに加盟するなど，中国経済の世界経済との一体化が進む
中で，中国メディアの世界でも「市場化」と「国際競争」の荒波が強く意識されるようになり，政府も
2001年にメディア運営の「市場化」に向けた基本政策を打ち出すに至った。

しかし，ここ数年の中国政府のメディアに対する現実の政策実施状況を見る限り，「市場化」とは矛
盾をはらむ「党によるメディア管理」を強調するケースが多く，市場化改革が壁にぶつかっているよう
にも見える。「市場化」と「党によるメディア管理強化」にはどのような相互関係があるのか。本稿で
は，中国で最もメディア管理が厳しいとされるテレビ，特にこれまで実際に訪問調査を行った地方の省
レベルのテレビ局を中心にその市場化改革の進展について紹介する。そしてそれをもとに政府当局の管
理・規制の動きを含め，市場化の進 度やその障害について考察する。

結論的に言うと，省レベルの地方テレビ局では，全国向けの衛星チャンネル放送開始を機に，全国の
広告市場のパイ獲得に向けた市場化への動きが加速しており，少なくともその機能面で見ると「宣伝」
機能の衰弱化が進んでいる。もちろん宣伝機能の衰弱化が，直ちに西側社会のような言論･報道の自由
化への道を意味するわけではない。しかし当局による管理強化は，積極的な「党の宣伝」であるよりは，

「市場化」に伴って強まってくる「言論の自由化」や「当局への批判」への要求を阻止するという消極
的な対応に留まるものであり，実は「市場化」が進んだからこそ対症療法としての「管理強化」を行わ
ざるを得なくなっているのだと考えられる。従来党はメディアに対して「これを書け」と言ってきたの
だが，最近は一部のキャンペーンを除くともっぱら「これを書くな」という，受け身の対応になってき
ている。そしてメディアを全体的に見ても「宣伝」よりは「市場化」への傾斜が進みつつあり，こうし
た「宣伝」の空洞化はやがて「党によるメディア管理」が問い直される事態を招くことになると考えら
れる。
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はじめに

中国では，改革開放が始まった1978年以降，

党機関紙を含む新聞やテレビに広告が導入さ

れた。メディアの収入源が全て当局から配分

される予算だった時代が終わり，広告収入の

比率がその後一貫して高まっていくことで，

メディアは当局の意向を聞くだけでなく，読

者・視聴者や広告主の意向に配慮する必要性

が増し，当局に対するメディアの相対的独立

性は高まることになった。本稿で用いるメデ

ィアの「市場化」とは，メディアの主要な収

入源が広告になることで，メディアが「市場」

すなわち読者・視聴者や広告主の声を第一に

考えて運営を行うことを指す。こうした「市

場化」は改革開放の30年の間に一貫して進

行，新聞・テレビ・雑誌など各メディアの数

が飛躍的に増加し多様化すると共に，市場で

の支持を得られないメディアは，党機関紙

『人民日報』のように共産党が直接支援する

ケースを除き，退場せざるをえない状況にな

っている。さらに20世紀末から本格的に普及

が始まり，現在は中国国内で２億人以上のユ

ーザーを持つインターネットは，既存メディ

アと違って個人が情報発信できるという特性

を持ち，限定的とはいえ政府当局に批判的な

言論も散見されるようになっている。そして

ネットのサイトで最も人気があるのは，「新

浪」「網易」「捜狐」「百度」といった国営で

ない民間資本で運営される企業である。中国

メディアの世界でも大きな変革が起きている

ことは疑いないところである。

その一方で，ここ数年，中国におけるメデ

ィア規制をめぐるニュースを目にすることが

多い。外国メディアに対する規制はもともと

表面化しやすいが，インターネットの普及な

ど情報化が進展する中で，中国国内のメディ

アに対する規制もしばしば報道されるように

なった。「市場化」とは基本的に規制緩和の

意味を持つ西側社会の感覚で見ると意外感も

あるが，これをもって「中国ではメディア管

理が強まっている」と結論づけるのは，間違

ってはいないものの，若干近視眼的な印象も

受ける。そもそも北朝鮮のようにメディア管

理が完成している国では，「○○新聞の編集

長が，政府に批判的な記事が原因で更迭され

た」といったニュースは出てこないのである。

中国でも毛沢東の時代にはそうであった。最

近中国でメディア管理の強化を印象づける事

案が多いのは，改革開放政策の中で，メディ

アの「市場化」が進み，メディアが当局の直

接的な管理から離れつつあることが原因では

ないかと思われる。直接管理でないからこそ，

放置しておけば増大する一方となるメディア

の当局に対する「遠心力」を抑える必要性が

却って強まるというわけである。

本稿では省レベルの地方テレビ局をテーマ

とし，数局の現地調査を中心にまず「市場化」

の実態を明らかにする。そしてこうしたメデ

ィアの「市場化」が，中国共産党の基本イデ

オロギーともいえる「宣伝のためのメディア」

という位置づけや，そのメディア政策にどの

ような影響を与えているのか，今後の展望も

含めて論じる。その前にまず中国という共産

主義国家体制がメディアをどう位置づけ，ど

う運営してきているのかから見ていきたい。
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１－１ 歴史

中国共産党のメディア政策と言えば，「メ

ディアを自らの宣伝の道具にしている」とい

うのが欧米や日本での共通認識といえるだろ

うが，華中科学技術大学の孫旭培特任教授に

よると，その嚆矢は1942年に共産党が根拠地

の延安で発行していた『解放日報』の編集方

針転換に見られる。それまで主に国際ニュー

スをトップ記事としていた報道から，共産党

の中心的活動をトップ記事にするようにな

り，党機関紙は「宣伝」を第一にするという

原則が確立した１）。この後1956年のいわゆ

る「百花斉放，百家争鳴」の時期に，党機関

紙の『人民日報』が①報道の範囲を拡大し，

ニュースを多く掲載する②自由な討論を展開

し，社会の言論を明らかにする③文章を書く

態度を改善し，活発な雰囲気を作る，とした

紙面改革を打ち出すなど，一定の自由化を打

ち出したこともあったのだが，共産党批判が

噴出する中で，翌年一転して批判を大弾圧す

る「反右派闘争」が始まり，言論・報道への

管理は著しく強化されたのであった。

その後1958年の「大躍進」運動では，急進

的な共産主義化が失敗し，1959年から３年連

続の飢饉で数千万人が餓死するという災難と

なったが，被害の実態は全く報じられなかっ

た。さらに1966年の文化大革命では，当時党

内で非主流派となっていた毛沢東が，人民解

放軍の機関紙『解放軍報』や上海の『文匯報』

を使って党中央を攻撃，自派の人間を派遣し

て『人民日報』を「接収」するという荒療治

に出て，政治の表舞台に立っていた劉少奇国

家主席や 小平総書記（いずれも当時）の追

い落としに成功，メディアは権力闘争の片棒

を担ぐ道具となっていた。

1976年に毛沢東が死去すると，まもなく４

人組が逮捕されて文化大革命が終結，1977年

には当時党中央党学校の副校長だった胡耀邦

が言論・報道の改革に乗り出した。胡耀邦は

当時の人民日報社長兼編集長の胡績偉と連携

し，「毛沢東主席の意思決定はすべて断固と

して擁護しなければならない」という当時主

流だった観点に人民日報紙上で鋭い批判を行

った。胡耀邦はその後1978年に党中央宣伝部

長に就任，宣伝部の全職員に対して次のよう

な講話を行った。「思想理論活動，イデオロ

ギー活動，報道出版活動などは，全てそれ自

身の法則と特徴を備えており，それを十分に

尊重しなければならない。特に，過ちを犯す

のを許し，過ちを改めるのを許し，一撃の下

にやっつけてはならず，ともすれば人の意見，

創作，言論をたちどころに切り捨てるという

ことがあってはならず，片言隻句を取り上げ

て反対してはならず，当てこすりをしてはな

らない」２）。

そして胡耀邦は党総書記に選出された後，

全国のあらゆる報道事業の従事者に対し，思

い切って真実を語ることを要求，批判と暴露

の記事を書くよう励ました３）。それを受けて

新華社記者の戴煌は大躍進運動がもたらした

大飢饉による農村の惨状を，20年後になって

記事にした。彼はこうした事態を招いた元凶

に対して怒りの炎が燃え上がるのを禁じえな

くなり，記事の中で「あれらのほらを吹き，

大言壮語を言い，勇ましい言葉を吐くことに

よって出世した輩は，次々にのたれ死にして
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いく庶民を前にして，自分の髪の毛一本すら

差し出したことがない。彼らはいつもの通り

顔をてかてかさせ，太鼓腹を突き出している。

考えても見よ，なんとこの世のものとは思え

ぬ惨劇ではないか！」と書いた４）。

これらの記述を見ると，胡耀邦の時代には

現在よりもはるかにメディアに活気があった

ことが分かる。しかし胡耀邦は「ブルジョア

自由化反対」を叫ぶ党内の保守派に足を引っ

張られ，1986年の学生運動への対応が軟弱だ

と非難されて失脚した。その後1989年に胡耀

邦の追悼から始まった学生の民主化運動で

は，報道関係者も「言論・報道の自由」を求

めてデモに参加したが，天安門事件で当局の

武力弾圧を受け挫折した。その後の中国共産

党のメディア政策について戴煌は次のように

述べている。「特に丁関根をトップとする中

央宣伝部は，前に洪禹同志が論評したような

『四人組』を粉砕する以前の中央宣伝部に戻

ってしまった。つまり中央宣伝部はイデオロ

ギーの検査所と化し，中央宣伝部の幹部は程

度の差はあっても思想の検査官となり，中央

宣伝部の機能はすなわち管理し，締め上げ，

押さえつけることにあるかのようだった」５）。

その後も朱鎔基が首相の時代に中国中央テ

レビ（CCTV）の調査報道番組『焦点訪談』

を支持・激励するなど，部分的にメディアの

政府批判を容認する動きはあったものの，大

きな流れとはならなかった。

このように中国の歴史の中では，共産党支

配の下でもメディアの一定レベルの自由化を

模索する動きはあったわけだが，天安門事件

以後は「政治」に関わる自由化は影を潜め，

経済面に限定した「市場化」が進められるよ

うになったのである。

１－２　現状　

中国のメディア管理の元締めは，中国共産

党中央宣伝部である。中国共産党にとって

「宣伝部」は，人事をつかさどる「組織部」と

並び最も重要度の高い機関の１つであり，党

中央宣伝部長は通常，党の最高指導部である

政治局の委員を兼任する。そして実際のメデ

ィア管理は党の指導の下で政府（国務院）が

行うが，このうち活字メディアについては新

聞出版総署，放送メディアについては国家ラ

ジオ映画テレビ総局（SARFT）がそれぞれ管

轄する。地方のメディアについては各地方の

管轄部門が基本的に対応することになる。

法的な枠組みについては，憲法第35条に

「中華人民共和国の公民は，言論・出版・集

会・結社・デモ行進の自由を有する」と明記

されているが，これは抽象的な規定に過ぎず，

憲法第35条の条文を担保する具体的な法律

がない。例えば報道の自由などを定める「新

聞法」については1980年代に草案も作られた

が，保守派の強力な反対で難航が続いたあと，

1989年の天安門事件によって雲散霧消，いま

だに「新聞法」は日の目を見ていない。また，

従来から刑法に「反革命罪」（現在は国家転

覆罪）という罪が存在し，放送分野ではラジ

オテレビ管理条例（ラジオテレビ法も現状で

は存在していない）第32条で「国家の統一

を害するもの」「民族の分裂をあおるもの」

「国家の機密を漏洩するもの」の放送を禁じ

るなど，報道を取り締まる条項は整備が進ん

でおり，実態として中国共産党の意向に反す

る報道はできないようになっている。

ここまで中国のメディア管理について政治

的・法的な側面から見てきたが，次に経済的
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な側面から見てみる。中国のメディアと言え

ば，従来はいわば党の直営である党機関紙が

主流だったわけだが，改革開放政策によって，

広告や購読料など自前の収入に主に依拠して

運営する新聞・雑誌やテレビ局の数が大幅に

増えた。中国共産党は，こうした多様化した

メディアへの対応を，「直接管理」から「間

接管理」に切り替えてきている。宣伝を担当

する党中央宣伝部が各メディアに対して報道

内容などの基本方針を示し，これに沿って業

務を行うようにと指示するのだが，細部につ

いては各メディアに任せ，問題が生じた場合

処分するというやり方である。こうした方法

は，メディアがどんどん多様化する中では現

実的な対応であった。そもそも運営資金の裏

づけがないのに党で全部管理することには無

理があるし，メディアが多様化すればするほ

ど「直接管理」がやりきれなくなるのは目に

見えている。

こうしたメディアの「市場化」は基本的に

は「商業化」を意味し，行過ぎれば「低俗化」し

て共産党の基本原則と抵触する部分も出てく

るのだが，そもそも豊かさ肯定の物質主義に

大きく舵を切った共産党にとって「低俗化」は

主要な問題ではない。むしろ欧米式の「言論

の自由」によって自己の存立基盤を脅かされ

ることの方がよっぽど重大な問題である。従

って現在の党のメディア管理は，自らにとっ

て危険になるような「言論の自由」を抑制する

ことが一義的な課題なのだが，2003年の「焦

国標事件」６）や2006年の「氷点週刊事件」７）

に見られるように，以前と比べると一部のメ

ディア及びメディア関係者の抵抗も目立つよ

うになってきている。「宣伝のためのメディ

ア」というこれまでの位置づけには，動揺が

起き始めているようにも見える。「中央宣伝

部を討伐せよ」の著者である元北京大学准教

授の焦国標氏はこの問題について筆者に，中

央宣伝部がメディアに対して振るう刀が「鈍

刀」になったと述べた。刃先が鈍って，以前

ほどバッサリ切れなくなったというわけであ

る。そして焦国標氏も氷点週刊の編集主幹だ

った李大同氏も，毛沢東時代なら監獄行きか，

へたをすると死刑になるはずだが，現在も逮

捕は免れ，北京で海外メディア向けに原稿を

書きながら生活している。従って，メディア

管理を強化する措置はいろいろ打ち出されて

いるのだが，国際世論への配慮などもあって，

以前と比べると取締・処分といった点では及

び腰になっている側面もあるのである。

では次に，メディア「市場化」の実情につ

いて，現地調査の結果を中心に紹介していく。

中国のメディアは現在，テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌・インターネットなど各分野で多

様化が進んでいるが，メディアによって当局

による管理のレベルには強弱がある。最も管

理が緩く，市民の不満の捌け口ともなってい

るのがインターネットで，雑誌・新聞・ラジ

オ・テレビの順に管理が強化されていく。今

回テレビ局の変貌を主なテーマとしたのは，

当局の管理が最も厳しいメディアにおける

「市場化」の実態を見ることが，メディア全

体の「市場化」の進 度を測る１つの物差し

になると考えたためである。また省レベルの

地方テレビ局にスポットをあてたのは，従来
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全国を対象にしたテレビ放送が中国中央テレ

ビ（CCTV）によって独占されていた状態が，

省レベルの地方テレビ局の衛星チャンネル進

出によって打ち破られ，テレビ界においても

本格的な競争時代が始まったことを念頭に置

いたものである。以下，筆者がこれまでに直

接現地調査を行った地方テレビ局を中心に現

状を紹介していく。

中国のテレビ局は，全国レベルがCCTV1

局であるのに対し，省レベルの地方局（以下

省級テレビ局と表記）は31の省・市・自治区

にそれぞれ１局ずつ（一部２局）存在する。

1980年代から90年代にかけて山間部などの視

聴対策として始まった衛星放送は，広告の導

入・拡大と相まって，その後各省級テレビ局

に大きな影響を与えるようになる。各局が全

国向けに１チャンネルの衛星チャンネルを持

つようになったことで，全国規模の広告主か

ら広告収入を得られる可能性が広がったため

である。このことに最も早く気がついたのは，

湖南テレビ（現在は湖南ラジオ映画テレビ集

団に統合されており，以下湖南集団と表記）

であったが，その後他の多くの省級テレビ局

も湖南集団に追随した。

今回紹介する省級テレビ局は，湖南集団の

ように「市場化」に前向きな局を中心とした。

もともとは30あまりの省級テレビ局に「市場

化」についてのアンケート調査を行う予定で

あったが，当局の関係者からの十分な協力が

得られなかったため，個別調査によることに

した。2008年６月の調査対象は貴州省・広東

省の合わせて４局にとどまったので，全体状

況をよりよく反映できるよう，過去３年の間

に調査した３局と，中国の文献で詳しい記述

のある２局を加えて紹介することとする。そ

の結果，対象局が図１のように，中国の揚子
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江以南，つまり南部地域に偏ることになった。

中国では全般に北部と南部では南部の方が開

放的な傾向があり，今回紹介する中国の省級

テレビ局は，全国平均よりも先進的･開放的

な局であることは留意しておく必要がある。

2008年６月の調査の対象局は，貴州省の貴

州テレビと，広東省の南方テレビ・広東テレ

ビ・深 集団の合わせて４つで，

①チャンネル構成

②広告収入における衛星チャンネルの比重

③番組編成（ニュース，ドラマ等の構成比や

自主制作比率など）

④番組制作（購入）の特徴

⑤ニュース報道

⑥経営管理（人事・コスト管理・成果主義等）

⑦「市場化」と「宣伝」の矛盾への対応

といった点を中心にヒアリングを行った。ま

た，それ以外の局についてもこうした点につ

いての関係者の発言や動向を中心にまとめ

た。では，今回調査した４局を紹介する前に，

1990年代から省級テレビ局の中で「市場化」

の「パイオニア」的役割を果たしてきた湖南

集団から見ていく。

２－１「娯楽路線」歩む「市場化」の先

駆者―湖南集団―

衛星チャンネルで圧倒的な視聴率

中国の大手視聴率調査会社CSM（央視索

福瑞＝ CCTV 系列の調査会社と外資系の

Taylor Nelson Sofresによる合弁会社）の調査

結果によると，2007年７月～９月における各

省レベルの衛星チャンネルの視聴シェアラン

キングは，湖南衛星チャンネル（湖南衛視と

表記，以下同様）が3.1％で，２位の江蘇衛

視の1.5％の２倍以上という，圧倒的な実力

を見せつけた８）。

湖南衛視を運営する湖南集団は，2000年12

月に全国に先駆けて設立されたメディアグル

ープで，湖南テレビや湖南人民ラジオ・瀟湘

映画製作所・湖南電広伝媒（広告会社）・湖

南省ケーブルネットワーク会社などから構成

されている９）。現在はテレビが11チャンネル，

ラジオが５チャンネル，それに傘下の映画製

作会社グループ，３つの新聞，総合ニュース

ネット，それに10社あまりの系列会社によっ

て，ニューメディア・テレビショッピング・

ホテル・旅行業などを含む多角化経営を行っ

ている。グループの総資産は 100億元（約

1,600億円），年商は34億元（約540億円）に

達している。また2007年に湖南衛視は，省レ

ベルの衛星チャンネルで５年連続広告の増加

幅がトップとなり，広告収入は12億元（約

200億円）を突破した10）。

筆者が湖南集団の現地調査を行ったのは

2005年10月と本稿執筆時点の３年近く前だ

が，メディア運営の基本はその後も変わって

いないので，「市場化」をキーワードに当時

の関係者の声を振り返ってみたい11）。

大ホームランとなった『超級女声』

湖南衛視は 1997年の放送開始当時から

「娯楽重視」をかかげ，スターの裏話などを

紹介する芸能番組『快楽大本営』が人気を博

していた。この流れを一気に爆発させたのが，

2005年に全国的な旋風を巻き起こした『超級

女声』であった。湖南衛視の李浩総編室主任

（現在も同じ職位）によると，この番組はま

ず2004年に地元湖南省向けの娯楽チャンネル

で放送されたもので，一般市民から女性の参

加者を募り，その歌を審査して優秀者を選抜
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するという内容だった。こうした番組自体は

以前からあったのだが，『超級女声』の新し

さは，選抜の過程を番組で逐一紹介し，最後

に残った女性が「庶民からスターへ」という

成功物語の夢を実現できる点にあった。2004

年には地元の長沙をはじめ，武漢・南京・成

都の４都市で予選を行ったところ，17歳～22

歳の若い女性を中心に，下は５歳から上は82

歳まで，全国から４万人あまりが参加した。

そして最終選考で１位から３位までに選ばれ

た女性については，湖南集団の系列会社がプ

ロモーションを行い，歌手としてデビューさ

せることにした。番組の評判が良かったのを

受けて，2005年に番組を全国向けチャンネル

に移し，予選会場も５か所に拡大したところ，

参加者は15万人に達した。予選の経過はダイ

ジェストでの放送だが，10人まで絞り込んで

からは毎週金曜日の午後８時半からというゴ

ールデンタイムでの生放送である。そして最

後は視聴者が携帯電話のショートメッセージ

で，良かったと思う選手に投票して１位を決

める。最終ラウンドの視聴率は12.0％，視聴

シェアでは39％という，ケーブルテレビで数

十チャンネルを見られる中国にあっては驚異

的な成績をあげたのであった。

この番組制作を見てみると，湖南集団が放

送メディア「市場化」の先頭を切って，「視

聴率の向上」「広告収入の増加」に向けた工

夫を重ねていることが分かる。全国各地で予

選を行うのは，湖南集団という地方メディア

の全国における知名度を上げるための手段に

なっている。視聴者が良かったと思う選手に

投票するというシステムは，視聴者に「自分

も選考に関与できる」という参加意識を持た

せただけでなく，ショートメールの利用増加

によって，通信会社からも3,000万元の収入を

得たという12）。さらに成績優秀者を歌手とし

てデビューさせることは，シナジイ効果が期

待できる関連事業の開拓になっている。

「宣伝の道具」から「娯楽の道具」へ

こうしたヒット番組，新機軸の開拓を可能

にした背景として，李浩主任は，番組制作者

に経費の使い方の自主権を持たせる「制片人

制（番組制作者責任制）」の採用や，視聴率

と番組の影響力を重視する「能力主義」の導

入を挙げていた。しかしこうした改革は他の

テレビ局でも導入されており，湖南集団の成

功には，さらに深い独自の理由があるように

思われた。この点について，湖南集団の劉恵

東副社長（当時）は，４つの点を指摘した。

第一は「人」の要因で，かつて湖南テレビの

トップ（台長）や湖南集団の会長を歴任した

魏文彬氏の貢献だという。劉氏は，魏氏こそ

がテレビを「宣伝のための道具」から「大衆

の消費・娯楽のための道具」に変身させた立

役者だと指摘する。そして湖南省の政治指導

者がこうした魏氏の改革を支持したことも非

常に大きかった。第二は「歴史・文化」の要

因で，湖南の人には積極的に新しいものを取

り入れようという気質があるという。確かに

湖南省は，毛沢東・胡耀邦・朱鎔基といった

ハイレベルの政治指導者を輩出しており，そ

の多くが時流に抗してでも筋を通そうとする

大胆な人物である。第三の要因は，「地理的

特性」である。改革開放後新しい番組スタイ

ルのモデルとなったのは香港のテレビ番組だ

ったが，香港のすぐ隣の広東省では，住民が

自宅に受信装置を取り付けて香港の番組を見

たため，広東のテレビ局は長期にわたって視
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聴率と広告収入の低迷に見舞われた。一方広

東省のすぐ北に位置する湖南省は，香港から

比較的近いにもかかわらず香港のテレビ電波

が届かなかったため，香港のスタイルを取り

入れつつ，広告収入への悪影響も避けられた

という。第四は放送メディア市場における位

置づけで，CCTVや北京テレビのように首都

に本拠地を置くメディアは，当局の目が厳し

いので思い切った改革がしにくいのに対し，

湖南省は北京から遠く離れているという“メ

リット”がある。また，湖南省は経済規模が

小さいため広告市場も小さく，テレビ局が成

長するためには域外に市場を求めなければな

らなかった。このように経済的に立ち遅れた

地元にとどまらずに，大きな「域外広告市場」

を狙う戦略は，後述する貴州テレビや広西テ

レビなども同様で，中国では経済的に発展し

た地域の放送局ほど改革色が強いとは限らな

いのが特徴である。

他局に先駆けて海外番組を発掘

湖南集団はまた，海外番組の利用という点

でも先進的な取り組みで成果をあげている。

日本では『チャングムの誓い』というタイト

ルで放送された，韓国のテレビドラマ『大長

今』の中国語版について，湖南集団の番組売

買センターが2005年に中国国内では独占権を

持つ条件で買い付け，全国向けチャンネルで

放送したところ，大ヒットとなった。中国の

テレビ局が外国のテレビドラマを購入する場

合，厳しい輸入枠で縛られているのだが，限

られたチャンスを中国の他のテレビ局に先駆

けてものにしたわけである。また2006年には

1980年代にCCTVが放送して高視聴率を記録

したNHKの連続ドラマ『おしん』を輸入，

１回分を40分に編集して１日に１回か２回分

を放送し，これも評判を呼んだ。番組担当者

だった湖南テレビ拓展部の張若波主任（現在

も同じ職位）によると，輸入ドラマに『おし

ん』を選んだ理由は３つあった。１つ目は，

最初の放送から20年以上たっているが，主

人公の刻苦奮闘は今でも支持を得られると思

われたこと，２つ目は，反戦的な色彩が強い

という意義があり，世界各国でも評判が良か

ったこと，そして３つ目はやはり大ヒットし

た『大長今』と同じく，女性の刻苦奮闘を描

いた作品ということである。また『おしん』

の放送にあたって事前の宣伝に力を入れたこ

とも追い風となり，結局６％を超える視聴率

を獲得したという13）。このように急成長を遂

げた湖南集団は，今では多くの省レベルのテ

レビ局にとって「模範」であるとともに，追

いつき，追い越すべき「目標」となっている

のである。

中央政府の「干渉」への対処が課題

こうした市場化改革では先進的な湖南集団

にとって，悩みの種は中央政府の“干渉”で

ある。湖南集団が2002年に巨大メディア企業

ニューズ・コープの系列会社であるSTARと

の間で，戦略的提携関係を結ぶ合意書に調印

した際，国家ラジオ映画テレビ総局（SARFT）

はこれを認めず，提携は棚上げとなった。ま

た，2005年に『超級女声』が大ヒットした後，

SARFTは「青少年の健全育成に悪影響がある」

ことを理由に，この番組の2006年の放送認可

をなかなか出そうとせず，結局年齢制限など

規制強化をした上でやっと放送に同意した。

しかもその後07年９月には，一般市民が参

加した形のコンテスト番組を夜のプライムタ
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イムに放送することを禁止するなどとした規

則を発表，各省級放送局は午後７時半から10

時半の間はこうした番組を放送してはなら

ず，放送する場合も携帯電話による投票は禁

止とした。湖南集団ではこうした規制強化の

動きを受け，コンテスト番組以外の分野で人

気番組を発掘する方針に転換している。

２－２ 貧困地域から全国の広告市場に

攻勢―貴州テレビ―

全国で最も貧しい貴州省

次に，2008年６月に現地調査を行った各省

級テレビ局を順に見ていく。まずは内陸部の

貴州省にある貴州テレビである。貴州テレビ

は，1968年から放送を始め，現在は従業員約

1,500人，年商は４億元（約64億円）である。

貴州省は元々経済的な発展が遅れた地域で，

省内の１人あたりGDPも年7,000元あまり（約

11万円）と全国31の省市自治区の中で最下

位14）となっている。また，中国人民大学新聞

学院がまとめた「中国メディア発展指数報告

（2008）」によると，メディア自身のコンテン

ツ生産能力や利益を生み出す力，それにメデ

ィアが本拠を置く地域の経済レベル・消費水

準などを総合した「中国メディア発展指数」

を算出したところ，貴州省は31省市自治区

の中で29位にとどまっている15）。

番組の80％は外部から購入

こうしたあまり恵まれない環境にある貴州

テレビがどうやって躍進をとげたのか，局の

トップである白方芹台長へのインタビューか

ら紹介していく。白氏は記者出身で，20年以

上貴州テレビで仕事をしており，これまでに

副台長４年，台長３年の豊富な経験を有して

いる。白氏によると，

貴州テレビは現在，衛

星チャンネル（ニュー

ス総合）をはじめ，地

上アナログチャンネル

として「公共」「映

画・ドラマ･文芸」「生

活」「スポーツ」「科学・教育・健康」「経済」，

さらにデジタルチャンネルとして「囲碁」「撮

影」「買い物」と合わせて10チャンネルを運

営している。中国では日本と比べ専門チャン

ネル化が早く進んでおり，省レベルでの地方

テレビ局でも多チャンネル運営は一般的であ

るが，貴州省の経済レベルを考えると10チャ

ンネルというのはかなり多いという印象を受

ける。特に，全国的にも有料チャンネルとし

ての成功例が少ないデジタルチャンネルを３

つ手がけているのは，なかなか意欲的と言え

る。白台長は，買い物チャンネルは2008年か

ら，あとの２チャンネルも今後１～２年で黒

字化するとの見通しを示した。

番組の自主制作比率はニュースを中心に全

体の約20％という。言い換えれば，80％の番

組は制作会社などからの買い付けということ

になる。ニュース以外の分野では，「市場化」

がかなり進んでいると言えそうだ。とはいえ

人気番組について聞いたとき白氏は，真っ先

に夜６時半からの地元のニュース番組『貴州

新聞聨播』を挙げた。『新聞聨播』はもとも

と，CCTVが全国向けに夜７時から放送して

いる最も宣伝色の強い番組だが16），各省レベ

ルでも省内向けに作られている。しかし，こ

の発言は，建前に過ぎないと考えられる。筆

者は，貴州テレビの実務担当者から「『貴州

新聞聨播』はコストが高いくせに視聴率が低
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い」との証言を得ているのである。台長の立

場上，最大の宣伝番組である『貴州新聞聨播』

は人気番組ということにしておきたいのであ

ろう。そもそも本当に人気番組であったら，

放送時間帯は中国におけるゴールデンタイム

である午後７時から10時までの間に置かれる

はずである。ゴールデンタイムは広告収入が

多くなる時間帯なので，できるだけ視聴率の

高い番組を入れたいわけだが，この時間帯を

はずしているのは，視聴率が高くないからで

ある。また，『貴州新聞聨播』は衛星チャン

ネルで放送しているのだが，貴州省のニュー

スを他省の市民が見たいと思うとは考えにく

い。これは，貴州省の指導者が，中央の指導

者に自分の活躍ぶりを見てもらいたいから

で，どの省でも同様の措置が取られていると

いうのが中国のメディア関係者の説明であ

る。

「金をかけず，大手局と正面衝突せず」

一方白台長が挙げたその他の人気番組につ

いては，いずれも説得力のあるものだった。

例えば週１回放送している有名人ゲストとの

対談番組『論道』だが，この番組のホストは

かつて対外貿易経済協力省次官として中国の

WTO加盟交渉に奔走した，ボーアオアジア

フォーラム秘書長の竜永図氏で，竜氏が自ら

の人脈を駆使してジャッキー・チェン（成龍）

などの大物を呼んでくるというのが売り物に

なっている。なぜ竜氏を担ぎ出せたかという

と，彼が貴州省出身だからで，貴州テレビで

はこうした地元出身者の活用に知恵を絞って

いるのである。また，『中国農民工』という

番組は，貴州省から省外に出稼ぎに行ってい

る400万人の農民工の暮らしぶりなどを紹介

する番組で，貴州省をはじめとする全国の農

民工に加え，一般の市民にも見てもらい貴州

を知ってもらうという目的がある。さらに

『今日往事』『徐説密史』など，歴史をテーマ

にした番組も多いが，これについて白氏は，

「北京や上海で作られる番組と正面衝突せず，

金をかけずに一定の人気を集められる番組」

を基本方針としていると言う。

他省の広告市場に攻め込む

貴州テレビが衛星チャンネルに注力する理

由については，白氏は次のように説明した。

貴州は鉱産物などの資源は豊富だが経済的に

は立ち遅れており，広告市場も小さく，上海

テレビと比べると広告料金はずっと安い。と

ころがテレビ放送に必要な機材に払うコスト

は上海テレビと貴州テレビで差がない。この

問題を解決するには，衛星チャンネルを強化

して，他省の広告市場に攻め込むよりないと

いうわけである。貴州テレビは広告市場が大

きな地域を攻略するため，現在北京・上海・

広州にそれぞれ現地事務所を設けている。こ

うした努力の結果，今では衛星チャンネルの

収入の80％以上は省外企業が広告主となって

おり，衛星チャンネルは１チャンネルだけで

全体の収入の60％～70％を占めているとい

う。また，2007年の貴州テレビの収入は，省

内の他の全てのメディアの収入の合計よりも

多く，全国を相手にした運営の成果は明瞭で

ある。

他省の経営難のテレビ局を“併合”

貴州テレビの躍進ぶりをさらに全国に印象

づける「事件」が2007年９月に起きた。貴州

テレビと甘粛テレビが合弁で，甘粛テレビの

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
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衛星チャンネルなどの運営を担当する「蘭州

智誠同輝文化伝播有限公司」という広告会社

を設立したのである。合弁会社設立の背景に

は，甘粛テレビの経営難があった。甘粛省と

貴州省は経済的に立ち遅れた地域ということ

では共通しているのだが，貴州テレビの広告

収入は甘粛テレビを圧倒していた。そこで甘

粛省の政治指導者は，甘粛テレビの衛星チャ

ンネルと「飲食文化チャンネル」の運営を事

実上貴州テレビにゆだねることを承認したの

である。そのことは，合弁会社の出資比率が

貴州51％，甘粛49％であることや，合弁会社

の社長・業務担当副社長・財務担当副社長が

いずれも貴州から派遣されていることから明

らかである。白台長はこの事案について，

「甘粛側もこうした方式を望んでいた。発足

からわずか１年足らずで甘粛テレビの視聴

率・広告収入などは大きく改善し，甘粛省の

トップである共産党委員会書記は甘粛テレビ

を表彰した」と述べた。

成果主義を導入した人事制度改革

次に，経営管理の面

でどのような改革が行

われてきたかを見る。

全体状況については，

人事・給与・教育など

を担当する政工処の安

学武副処長に聞いた。

安氏によると，貴州テレビでは1980年代末

から広告収入を得るようになったが，1994年

の段階では，年間の広告収入は400万～500

万元（約6,400万円～8,000万円），これに対し

政府予算は年500万元～600万元（約8,000万

円～9,600万円）と，収入の半分以上が政府

から来る金であった。しかしメディアを含め

た市場化改革が進む中で，テレビ局への政府

支出についても，「全額支出」→「不足分の

差額支出」→「定額補助」という方向に移行

しつつあった。このため貴州テレビでは，

1990年代半ばから人事制度の改革に取り組ん

だ。従来は年功序列的な「正式職工」という

身分の従業員ばかりだったが，この「正式職

工」の採用を抑制，「編制外聘用」という，

成果主義を強めた評価を行う身分の従業員を

増やしていった。さらに清掃・警備などの業

務は関連会社に任せることにし，現在の人員

構成は「正式職工」が430人，「編制外聘用」

が560人，関連会社約10社の社員が500人あ

まりなどとなっている。「正式職工」の採用

を抑制したのは，成果主義の他にも理由があ

った。「正式職工」を増やす場合，貴州省共

産党委員会の承認が必要になる。しかし貴州

テレビが自ら稼いだ収入に関しては，自らの

判断で「編制外聘用」の人材を増やしたりで

きるので，機動的な人事管理が行えるのであ

る。

チャンネル運営に“会社請負制”導入

そして驚いたことに，地元向け地上チャン

ネルである科学・教育・健康チャンネルにつ

いては，運営を「貴州科健文化伝媒有限責任

公司」という関連会社に請け負わせていた。

安氏によると，このチャンネルが貴州テレビ

の直轄だった2002年には，収入が40万元に対

して支出が140万元と大幅な赤字だった。そ

こで関連会社請負制を導入し，初年度は80万

元補 するものの，２年目からは補 をなく

し，３年目からは利益の40％を貴州テレビに

上納させるという仕組みにした。請負会社は
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物品をできるだけ安いところから買うなどコ

スト削減に努め，結局黒字化を実現したとい

う。

広告部門主導のテレビ局運営

さらに安氏は，「貴州テレビで最も重要な

部門」として，広告部門を挙げた。この発言

は，貴州テレビの「市場化」のレベルをまざ

まざと物語っている。そして広告部門でも成

果主義の徹底が図られており，2000年からは

「ゼロ基本給制」を実施しているという。例

えば広告営業のために会社の電話を使ったと

して，その電話代は営業担当者の負担になり，

もし契約が一切取れなければ給料はマイナス

になってしまうのである。その一方で年度の

売り上げ目標額に達した場合は，一部を担当

者の間で分配できるという。日本人の感覚で

は相当厳しい職場という印象だが，こうした

「ゼロ基本給制」は他の地域のテレビ局でも

導入しているところがある。

“会社請負制”で支出削減を徹底

安氏が指摘した科学・教育・健康チャンネ

ルの請負システムが成功した点について，

「科学・教育チャンネルは からない」とい

う中国テレビ界の定説に反するものだったの

で，その詳細について，チャンネルの責任者

（総監）で，貴州科健文化伝媒有限責任公司

の韋世林社長に話を聞

いた。科学・教育・健

康チャンネルは，「科

学によって貧困地域で

ある貴州の人々の生活

を変える」ことをモッ

トーに，世界の科学の

成果を紹介するチャンネルで，アメリカのデ

ィスカバリーチャンネルから番組の提供を受

けているほか，日本についても大使館の協力

で，ゴミの回収・再利用技術や海洋の環境保

護，健康的な生活の送り方などについて紹介

しているという。このチャンネルがいかに赤

字体質を脱却したかだが，韋氏は「公司化」

（会社化）によって，従業員のやる気が向上

すると共に，視聴者のニーズに合わせた番組

作りに取り組んだことを指摘する。赤字が出

ても補 がないとなれば，まず支出の削減に

全力を挙げることになる。貴州科健文化伝媒

有限責任公司では，タクシーを利用するにも

３人の関係者の押印が必要となるなど，支出

の管理が非常に厳しい。また，ディスカバリ

ーチャンネルとの交渉では，50分間で定価30

万ドルの番組を，「貧困地域の振興」という

大義名分で説得し，無償で提供してもらうこ

とになったのである。2001年の段階で，全国

で26の省級テレビ局が作っていた「科学・教

育チャンネル」は，広告収入が振るわないこ

となどから，その後半数以下に減ってしまっ

たが，唯一「公司方式」を採用した貴州では，

チャンネルがなくなるどころか，2007年には

支出400万元に対して1,000万元を超す収入を

あげ，貴州テレビ本体に500万元を上納した

という。

固定的視聴者層を獲得して差別化

「科学・教育チャンネルは からない」と

いう定説を覆した理由について，韋氏はコス

ト削減のほかに次のような点を挙げた。まず

自らのチャンネルが他のチャンネルと同質化

しないよう，特色を打ち出し，固定的な視聴

者層を固めることである。市場調査の結果に

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
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よると，科学・教育・健康チャンネルの主な

視聴者は40～75歳の年齢層で，一定の文化・

経済基盤を持っていた。そしてこうした視聴

者や広告主と定期的な交流の場を設けて意見

を聞く中で，主力番組の放送時間を午後９時

半からと遅めにすることなどを決めた。こう

した様々な工夫で視聴率は0.7％とまずまず

の数値を確保，コスト削減の効果が黒字に結

びついたわけである。もっともこうした革新

的な取り組みの際に常に問題になるのが，中

央政府の意向である。いかに経済的に成功し

ても，共産党がダメといえばそれまでとなる。

韋氏はこれについて，「国家ラジオ映画テレ

ビ総局（SARFT）が先に貴州で全国会議を開

いた際に，我々のシステム改革・経営改革な

どを是認した」と述べ，チャンネルの「公司

化」経営が当局のお墨付きを得たことを明ら

かにした。さらに韋氏は，メディアにおける

「市場化」（＝経済）と「宣伝」（＝政治）の

矛盾の問題についても，「経済の基礎がなく

なってしまえば，どうして政治を語ることが

できようか」と述べ，「市場化」の重要性を

強調したのであった。

番組購入まで手がける広告部門

次に，政工処の安氏

が「貴州テレビで最も

重要な部門」と評した

広告部門にもヒアリン

グを行い，主に広告運

営センターの石登強副

主任から話を聞いた。

石氏によると，貴州テレビの広告部門の業務

は，他のテレビ局より幅が広い。その１つは，

衛星チャンネルの全国カバーを拡げる業務で

ある。全国各地に衛星チャンネルが受信でき

るようにすることを中国語で「落地」という

が，貴州テレビの衛星チャンネルに関しては，

主要都市における「落地」は完了，全国のカ

バー人口は省級衛星チャンネルの中では８位

の6.1億人に達し，さらに拡大中である。も

ともと貴州テレビが衛星チャンネルの放送を

始めた1992年から94年までは，コスト節約の

ため雲南テレビと１日おきに交替で電波を出

していたことを考えると，大変な躍進といえ

るだろう。そしてもう１つの特徴は，通常の

テレビ局では総編室（編成）か番組部が行っ

ている番組購入を，広告運営センターが行っ

ていることである。このシステムでは当然，

「広告が取れる番組を買おう」という流れが

強まるから，「市場化」は一段と進むことに

なる。また，番組購入担当者によると，番組

の購入は担当者個人の意見で決めるわけでは

ないという。試聴用のビデオをまず，性別や

年齢の分布が貴州省の平均に近くなるように

選んだ30人のモニターに見せ，その際の評判

が良ければ買う，といった方式を取っている

のである。あるいは，他の省のテレビ局の地

上チャンネルで放送して評判が良かったが，

貴州省ではまだ放送されていない，といった

番組も積極的に買うようにしている。海外ド

ラマの輸入割り当ては１局につき年20集（＝

20話）に過ぎないが，全国のテレビ局との間

で売買を繰り返せば，結構コンテンツは集ま

るのである。また収入増加策の１つとして番

組購入担当者は，「我々が買い付けたテレビ

ドラマについては，他の地方局の地上チャン

ネルに放送権を売ってから自局の衛星チャン

ネルで出すようにしている」と述べた。自局

が買った番組であっても，限られた地域であ
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れば，先に放送されても構わないという発想

である。

石氏によると，こうした市場化運営は1998

年から本格化し，広告部門のトップである広

告部（当時の呼称）主任が公開選抜方式で決

められた。そのとき，広告部副主任から主任

に選ばれたのが現在貴州テレビのトップであ

る白台長で，彼は収入増加など様々な「承諾」

（＝公約）をさせられたという。広告部門の

出身者がテレビ局のトップになれるというの

は，貴州テレビにおける広告部門の地位の高

さを示すことに他ならないだろう。

また，「公司化」の貴州テレビだけに，広

告部門も「公司」が作られていた。「貴州天

馬広告公司」である。貴州テレビと同じ建物

に入居しており，会社のトップは広告運営セ

ンターの副主任が兼務しているのだが，貴州

テレビ以外の広告も取れるのが「公司化」し

た１つのメリットである。天馬公司は貴州省

では唯一，「全国広告企業100強」に名前を連

ねている。しかし貴州テレビでは，先に紹介

した科学・教育・健康チャンネルと，生活チ

ャンネルの２つの地上チャンネルでは，「公

司化」により，広告を含めた自主経営が行わ

れている。１つのテレビ局に広告部門が３つ

もあって，競合や効率の低下は起きないのだ

ろうか。石氏は，それぞれ対象となる市場も

基本的に異なるので，少々競合があっても問

題は少ないと答えた。「市場化」に対する確

かな信頼を示すものだった。

「庶民の生活に根ざしたニュース」重視

最後に，広告部門や「公司」と比べ若干影

が薄い感があったニュース部門である。ニュ

ースセンターの楊茂林主任に聞いた。ニュー

スはドラマなどと比べ

共産党の管理が厳しい

のは間違いないが，だ

からといって全ての番

組が低視聴率というわ

けでもない。特に最近

は，「民生新聞」（庶民

の生活に根ざしたニュース）という新たなカ

テゴリーのニュース番組が，全国的に人気を

呼んでいる。『新聞聨播』や『貴州新聞聨播』

は指導者の地方視察や政府部門の会議といっ

た内容が中心なのに対し，「民生新聞」では，

物価の動向や道路の渋滞といった話題を中心

に取り上げるのである。地上チャンネルの

「公共チャンネル」で午後６時半から８時ま

で放送している『百姓関注』（庶民の関心）

は，「民生新聞」の代表的番組だが，省都の

貴陽で視聴率が10％以上に達するなど，省内

平均で２％の『貴州新聞聨播』よりもかなり

高い成績である。とはいえ，ニュース部門は

やはり広告部門とは異なる遺伝子を持ってい

るようだ。楊氏は，視聴率への考え方につい

て，「今は全てのテレビ局が視聴率を“魔物”

扱いしているが，視聴率が高いほど良いとい

うわけではない。最近我々は，“緑色視聴率”

（視聴質を重視する考え）の概念を打ち出し

ている」と述べると共に，報道が「プラスの

宣伝を主とする」との基本原則に変わりがな

いこと，ニュースも含め「なんでも娯楽化」

といった最近の風潮に，貴州テレビが反対し

ていることを強調した。
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２－３放送メディア激戦地の広東省

ａ「全面的市場化」を導入した最後発局

―南方テレビ―

７年前に開局した「全国最新」の南方テレビ

次に，改革開放政策が最も早く始まり，経

済の市場化も最も進んだ広東省のテレビ局を

紹介していく。最初は2001年12月，省内で

広東テレビに続く２番目の省級テレビ局とし

てスタートした南方テレビである。全国の各

省市自治区には通常省級テレビ局は１つだけ

だが，上海では上海テレビに加え，1993年に

上海東方テレビが新規に放送を開始した。し

かしその後放送メディア集団化政策の中で両

局は上海文広メディアグループとして一体化

したので，現在省級テレビ局が独立した形で

２つあるのは広東省だけである。また，南方

テレビは省級テレビ局では最も新しく設立さ

れた局になる。2004年１月に，広東テレビ・

南方テレビ・広東人民ラジオなどは「南方ラ

ジオ映画テレビメディア集団」を設立してい

るが，実態としては広東テレビと南方テレビ

の運営はそれぞれ独立した形で行われている。

「ナマズ効果」で競争力向上へ

しかし放送メディア集団化政策はそもそも

各地のテレビ局・ラジオ局・ケーブルテレビ

局などを統合する方向で動いていたのに，広

東省だけが逆の動きを

していたのは一体なぜ

なのか。南方テレビの

余瑞金副台長に聞い

た。余氏によると，こ

れは広東省の放送メデ

ィアが置かれた特殊な

状況と関係があるという。改革開放政策が広

東省で真っ先に始まったのは，広東省が世界

経済との窓口である香港に隣接していたから

に他ならない。対外開放に伴って香港からは，

資本や技術に加えて西側の文化や情報も続々

と広東省に流れ込んだ。既に1990年代には広

東省の各家庭は衛星放送の受信装置をつけ，

（非合法にもかかわらず）香港のテレビ局で

あるTVBやATVの番組を楽しんでいたので

ある。既に市民にそうした既得権益があるこ

ともあって，中国政府は海外からのメディア

進出の要求に対し，広東省一帯（珠江デルタ

地帯）のみを「特区」のような形で一部開放

するという対応を打ち出した。現在広東省一

帯では，TVB，ATV，STAR，MTV，タイ

ム・ワーナー，フェニックスなど，香港・マ

カオそれにアメリカの各放送メディア合わせ

て９チャンネルが合法的に視聴できる。こう

した海外メディアの「侵攻」に対処するため，

あえて内部の競争も強める方策を打ち出した

というのである。余氏はこれを「ナマズ効果」

と説明した。イワシの群れにナマズを１匹放

つと，イワシの群れ全体が活性化するという

ものである。

徹底した「市場化」運営

もっともテレビ局をゼロから作るのは難し

い。放送メディア集団化政策が打ち出される

前，広東省には広東テレビの他に，広東経済

テレビと広東ケーブルテレビという，規模の

小さいテレビ局が存在した。他の省ではこう

した局は省級テレビ局に吸収されたのだが，

広東ではこの２局をもとに南方テレビという

第二の省級テレビ局を設立したわけである。

そして新規設立のテレビ局だけに，広東テレ
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ビより「市場化」を徹底する方針が打ち出さ

れた。政府の補助金は一切なく，自らの力で

黒字を確保しなければならない。従ってコス

ト管理は至上命題である。南方テレビのオフ

ィスは，広東テレビの付属施設を間借りして

いるため，自社ビルはおろか入り口の門すら

ない。従業員は全員が一種の契約社員であり，

幹部人事も競争による選抜である。考課にあ

たっては，同僚や部下の意見も点数になって

反映される。いわば「市場」「能力」「効率」

に徹したテレビ局ということになろうか。そ

の結果，広東テレビが2,000人の人員で６チ

ャンネルの運営をしているのに対し，南方テ

レビは500人で５チャンネル，総収入はそれ

ほど変わらないという。放送開始直後の2002

年には年収は4,600万元（約７億4,000万円）

に過ぎなかったが，2007年には６億3,000万

元（約100億円）に躍進した。現在広東省の

省都広州市内では，広東テレビ・南方テレ

ビ・広州テレビ・CCTV・海外メディア（主

に香港）の５強が視聴率を分け合う形になっ

ているという。

広東テレビとの「分業」関係

しかし南方テレビは広東テレビを駆逐する

ことが期待されているのではもちろんなく，

広東テレビと適切な「分業」関係を築くこと

が求められている。その結果，「市場化運営」

にとって有利な要素と不利な要素が共に出て

きた。有利な要素は，「ニュース」を基本的

に広東テレビに任せ，南方テレビはテレビド

ラマなどに注力するというものである。南方

テレビのチャンネル構成は，「都市（衛星チ

ャンネル）」「経済」「総合芸能」「映画･テレ

ビドラマ」「子ども」の５つだが，「ニュース」

もしくは「ニュース総合」は含まれていない。

都市チャンネルと経済チャンネルには一部ニ

ュース系の番組があるのだが，貴州テレビの

関係者が言っていたように，ニュースは「金

がかかるわりに視聴率がいまひとつ」だとす

るなら，ニュースチャンネルはない方が経営

上はメリットが多いことになる。一方，不利

な要素は，衛星チャンネルを広東語で放送し

ていることである。衛星チャンネルは全国カ

バーなのだから，標準語である北京語を使う

のが当然だと思うのだが，余氏は広東語を使

う理由について，「世界の華僑向けサービス」

と説明する。確かに華僑の出身地は広東省が

圧倒的に多いのだが，東南アジアなどのカバ

ー領域を広げても広告収入の増加は大して期

待できないだろう。余氏も衛星チャンネルに

利益が出ないことは認めている。とすれば広

東語による衛星チャンネルの放送は，「華僑

向けサービス」という政府の意向を反映した

目的と，北京語の衛星チャンネルを持つ広東

テレビとの分業ということが要因と思われる。

“「市場化」と「宣伝」は両立”

こうした「市場化」放送局に関しては，

「視聴率至上主義」「宣伝軽視」といった批判

が投げかけられる恐れが常にあると思われる

が，この点について余氏は，次のように説明

した。視聴率については「万能薬」という見

方と「諸悪の根源」という見方があるが，ナ

イフは人を殺すことにも料理にも使える道具

であり，バランスを取ることが重要である。

また，「市場化」（＝経済）と「宣伝」（＝政

治）は必ずしも対立するものではなく，指導

者の考えと庶民のニーズは融合させることが

できる。
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余氏は教条主義者の批判をかわすノウハウ

も用意しているようであった。

ｂ 香港からの視聴者奪還に成功

―広東テレビ―

広東語チャンネルが主軸

次は同じ広東省で南

方テレビよりずっと早

い 1960年から放送を

開始した広東テレビで

ある。広東テレビのチ

ャンネル構成は，アナ

ログが「衛星」・「珠

江」・「スポーツ」・「公共」・「ニュース」・

「アニメ」の６チャンネルで，2007年の広告

収入は10億元（約160億円）にのぼる。陳永

光副台長によると，各チャンネルのうち衛星

と珠江が総合チャンネル，また珠江は広東語

による放送となっている。広東省では日常使

われるのが北京語でなく広東語のため，視聴

率は珠江が最も高く，６チャンネルの中でシ

ェアが60～70％を占めるという。また広東テ

レビでは，デジタル有料チャンネルにも力を

入れており，ゴルフ・欧州サッカー・英語教

育・戯曲・ペット・展示会・不動産の各チャ

ンネルを擁している。さらに2006年から30人

で構成するニューメディアセンターを立ち上

げ，携帯向け・バス向け・地下鉄向けの放送

やストリーミング方式のインターネットテレ

ビなどに取り組んでいる。

香港のテレビ局を逆転

広東テレビについて注目される点は，香港

のテレビ局との競争関係である。先に述べた

ように，広東省では1990年代から衛星による

香港のテレビチャンネルの受信が一般化し，

広東テレビをはじめとする広東省内のテレビ

局は広告収入の面で大きな打撃を受けた。し

かも2001年以降，香港を含む海外チャンネル

の「落地」が広東省一帯については一部認め

られたことから，広東テレビはさらに影響を

受ける恐れがあった。ところが2006年11月

に来日した広東テレビの中堅幹部と筆者が面

会した際，この幹部は自信満々な様子で「も

う香港のテレビは追い抜いた」と宣言したの

である。実際，広州市内でかつて70％のシェ

アがあった香港のテレビチャンネルは，現在

のシェアが30％を切ったと言われる。この

「逆転」について，一般的に言われている理

由は次の２点である。

①香港の番組制作スタイルを広東テレビなど

広東省内のテレビ局が習得した

②かつて禁じられていた広東語での放送が香

港のテレビと同様に認められた

この問題を当事者がどう見ているか聞いて

みたが，陳氏は次のように答えた。

香港が強かったのはテレビドラマとニュー

スである。このうちテレビドラマについては，

中国国内の作品がレベルアップし，特に歴史

物では香港よりも良くなった。ニュースにつ

いては，広東テレビは「民生新聞」（庶民の

生活に根ざしたニュース）に力を入れた結果，

視聴率が上昇，特に毎晩９時から10時まで珠

江チャンネルで放送している『今日関注』は，

広告収入の10分の１にあたる１億元以上を獲

得している。

香港のテレビ局との厳しい競争に直面する

中で，広東テレビが視聴率の向上に注力して

きたことは確かである。既に1994年に筆者が

広東テレビを訪問した際に，ニュース番組の
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担当者は香港との競争圧力の存在と視聴率向

上の必要性を強調し，ニュースについても

「住宅問題」「物価問題」といった，庶民生活

に密接な問題を取り上げるようにしていると

述べていた。また今回陳副台長も番組評価の

あり方について，業界や専門家が評価する

「公共サービス機能」と視聴率で決まる「経

済機能」の２つあるとした上で，テレビドラ

マの評価は「経済機能」の要素が90％以上と

説明した。

衛星チャンネル強化が今後の課題

このように広東テレビにおいても主に香港

との競争という点で「市場化」が進展を見せ

ているのだが，若干意外なのは，広東テレビ

の衛星チャンネルの視聴率が低いことであ

る。衛星チャンネルは湖南集団や貴州テレビ

にとっては，他省の広告市場を獲得できる

「金のなる木」だったが，なぜ経済先進地域

である広東テレビの衛星チャンネルが，30あ

まりある省級の衛星チャンネルの中で上位10

位にさえ入らないのか。この原因については

２つ考えられる。１つは広東省の広告市場が

十分大きいので，他省の市場に攻め込む必要

性が湖南や貴州ほど大きくなかったこと，も

う１つは，衛星チャンネルの担当者が認めて

いたことだが，衛星チャンネルの１つの基本

任務が「政治任務」（＝宣伝）ということで

ある。衛星チャンネルが不振という問題につ

いて陳氏は，「広東は香港のテレビ局による

市場占領から脱することがまず重要だった」

と述べている。つまり衛星チャンネルより，

広東語放送としてTVBやATVと直接競合す

る珠江チャンネルに力を入れてきたというこ

とだが，衛星チャンネルでも最近「財富」と

いう特色を打ち出そうと経済センターを新設

しており，今後の発展が注目される。

ｃ テレビドラマ中心の番組編成

―深 集団―　

副省級で衛星チャンネル保有

次は深 ラジオ映画テレビ集団（以下深

集団）である。深 集団は深 テレビや深

ケーブルなどが統合して2004年６月に成立し

た放送メディアグループで，総資産は30億

元（約480億円），年商は20億元（約320億円）

あまりで，３分の２が広告収入，３分の１が

ケーブル事業の収入である。深 集団では主

に張崢主任編輯に話を聞いた。深 市は中国

に５つある経済特区の

１つだが，実は省レベ

ルの市ではなく，深

集団は「副省級」の放

送メディアということ

になる。にもかかわら

ず深 集団は衛星チャ

ンネルの許可を得て，2004年から全国向けに

放送を始めている。これは深 が香港・マカ

オに近接し，香港・マカオとの情報交流の窓

口になっているという，政治的な要素も関係

しているものと見られる。実際，衛星チャン

ネルには『直播港墺台』という，香港・マカ

オ・台湾関係のニュースを中心とする番組が

ある。

デジタル含めテレビ12チャンネルで放送

深 集団はラジオ４チャンネル，テレビが

アナログ８チャンネル，デジタル有料４チャ

ンネルの放送を行っている。テレビチャンネ

ルの内容は，アナログが「衛星（総合）」・

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
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「都市（総合）」・「テレビドラマ」・「経済生

活」・「娯楽」・「スポーツ健康」・「子ど

も」・「公共」（広東語）で，有料デジタルが

「HD娯楽」・「DV（Digital Video）」・「買い

物」・「移動体向け（バスや地下鉄）」となっ

ている。「副省級」で12というチャンネル数

はかなり多い印象だが，張氏は「デジタル化

で100チャンネル見られる時代なので，1局

で12チャンネルでも別に多すぎることはな

い」と説明する。広告収入が最も多いのは都

市チャンネルで年２億6,500万元（約42億円），

衛星チャンネルは年１億5,000万元（約24億

円）程度である。

衛星チャンネル番組の40％がテレビドラマ

衛星チャンネルは4年前の放送開始後，最

初の２年間はさえなかったものの，その後急

速に発展し，現在では省級衛星チャンネルの

中で10～15位につけており，中でも『直播港

墺台』は３～４位の人気だという。もっとも

深 集団の衛星チャンネルはもともと政治的

要因があると考えられており，張氏も衛星チ

ャンネルの目的について，地元以外の地域の

広告市場を獲得するという「経済効果」と，

共産党の宣伝という「社会効果」（張氏は

「政治効果」でなく「社会効果」という言葉

を使った）のどちらが主とは言いにくいと答

えている。しかし番組構成を見てみると，ニ

ュースが約10％なのに対し，「庶民に人気が

ある」というテレビドラマは約40％，どうも

深 集団のホンネは「経済効果」にあるよう

である。実際，深 集団のヒアリングに先立

って中国のメディア研究者から，「深 集団

は政治的には保守的なことを言う可能性があ

るが，その場合は“市場化”を大胆に推し進

めていることをカムフラージュしているも

の」とのアドバイスを受けており，実態は番

組構成から判断する方が適当かと思われる。

深 集団も「民生新聞」重視

深 集団でも香港のテレビ局との競争関係

について聞いてみたが，張氏も広東テレビと

同様，「民生新聞」というジャンルのニュー

ス充実を挙げた。特に四川大地震のときは，

深 に四川省からの出稼ぎ者が140万人もい

ることから，現地に記者を派遣した他，個人

の安否情報も報道したという。

もう１点，「市場化」の進展を示すのは，買

い物チャンネルである。中国では韓国や台湾

と比べると，物流システムの不備などから買

い物チャンネルは全般に不調で，深 集団で

もいったん撤退していた。しかし2006～07

年にかけて物流の問題が改善したため，2008

年３月から再開，買った際の特典や返品シス

テムなどを充実させてチャンネル運営を軌道

に乗せようとしている。この他，HDチャン

ネルをCCTV，上海文広メディアグループに

次いで2008年からスタートさせるなど，ニュ

ーメディアへの対応も着々と進んでいる。

２－４　「女性」テーマに全国の視聴者

獲得―広西テレビ―

貴州同様に貧困地域の広西チワン族自治区

ここまで2008年６月に現地調査を行った４

つの地方テレビ局・放送集団を見てきたが，

次に2006年９月に現地調査をした２つの地方

テレビ局・放送集団を見ていく。最初は，広

西チワン族自治区の広西テレビである。

広西チワン族自治区は，貴州省と同様に経

済的な発展が遅れた地域で，区内の１人あた
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りGDPは年1万2,000元あまり（約20万円）と

全国31の省市自治区の中で26位17），また，中

国人民大学新聞学院がまとめた「中国メディ

ア発展指数報告（2008）」における「中国メデ

ィア発展指数」は，31省市自治区の中で27位

にとどまっている18）。その一方で，広西テレ

ビの衛星チャンネルは，過去３年続けて各省

都におけるゴールデンタイムの視聴率が省級

衛星チャンネルの中で10位以内と健闘してい

る。また衛星チャンネルは，北京・上海・天

津など全国の各省都を完全にカバー，視聴可

能人口は４億3,400万人に達した 19）。２年前

の現地調査で番組営業センターの孫剣濤主任

（現在も同じ職位）と国際部の安亜中主任

（当時）に行ったヒアリングなどをベースに

その理由を探ってみたい。

「美女探訪」や「ファッション」番組に人気

広西テレビの第一の特色は「女性」である。

衛星チャンネルの看板番組に，毎週土曜日放

送の『尋找金花』という，人徳と才能を併せ

持つ少数民族の美女を探訪する番組がある。

また，中国ファッション協会の協力を得て毎

日放送するファッション番組『時尚中国』も

人気が高く，いずれも現在放送が続いている。

安亜中氏によると，取材は国内だけにとどま

らず，イタリア･フランス・日本・韓国・ロ

シア・モンゴルなど各国のファッション文化

界を対象としてきた。2006年９月には『時尚

中国』の放送開始２周年を記念し，撮影班を

東京に派遣，『Japan Fashion Week in Tokyo』

春夏作品発表会を取材，中国のテレビメディ

アが大規模な国際ファッション発表会の全編

を録画する初めての取り組みだった。これを

実現するにあたって広西テレビは同年初めか

ら日本のファッション界と緊密な連絡を取

り，発表会の組織委員会は８月，中国のテレ

ビメディアに対しては初の招請状を広西テレ

ビに出した。そして９月３日に撮影班が東京

に入ると，班の全員に「組織委員会指定メデ

ィア」と表記した腕章を配布，会場のどこに

でも出入りできるという特別な便宜を図っ

た。組織委員会が広西テレビを厚遇したのは，

広西テレビが全国発信できる衛星チャンネル

を持っていることが決定的に重要な背景とな

っている。撮影班は期間中，38回にのぼるフ

ァッション発表会を全編録画，森英恵などの

有名デザイナーへのインタビューも含め，広

西テレビが版権を持つ大量の映像資料を入手

した。発表会の様子は『時尚中国』の中でシ

リーズとして放送されたが，コシノヒロコ特

集では，舞台上を歩くモデルの乳首が透けて

見える服装もあり，CCTVが手がけるにはあ

まりにも「開放的」「商業的」な番組に，地

方の勇敢な局が挑戦しているという形であっ

た20）。

「ASEAN重視」がもう１つの特色

広西テレビのもう１つの特色として，広西

チワン族自治区がASEAN加盟国のベトナム

に隣接しているという地理的状況を背景とし

た「ASEAN重視」がある。区都の南寧では

毎年ASEANと中国の間の協力関係を深めよ

うという国際会議が開かれている。そこで

ASEAN各国の歴史・文化・現状などを主に

紹介する番組『風起南方』が2004年からスタ

ート，現在は『聨線東盟』（東盟＝ASEAN）

という名前になっている。また，広西テレビ

では2004年から毎年１回，ASEAN10か国の

テレビ局と日本・韓国の友好関係にあるテレ
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ビ局（日本は熊本放送，韓国はKBS全州放送

総局とCJB＝清州放送）を広西に招請し，各

局に広西についての特集番組を作ってもらう

という取り組みをしていた。各局が作った番

組は放送後に送ってもらい，字幕をつけて衛

星チャンネルで放送するという。外国番組の

放送について中央政府の規制が厳しい中での

広西の「国際化」の進展ぶりに，２年前の広

西訪問時には少なからず驚いたのだが，その

後中国のメディア関係者から聞いたところに

よると，「ASEAN」の方は政治的要因が強い

という。もともと域外広告市場の獲得のため，

広西テレビが「女性」に力を入れていたとこ

ろ，地元の当局である広西チワン族自治区共

産党委員会の不興を買い，広西とASEANの

関係強化という政治目的に資する番組を作る

ことになったというのである。広西テレビ自

身は「市場化」にまい進しようとし，地方当

局が一定のタガをはめているという構図が垣

間見られる。

２－５　海外メディアと共同制作など提

携強化―四川集団―

「国際テレビ祭」を開催する国際派

次は同じく2006年９月に調査した四川ラジ

オテレビ集団である。この集団は2003年12月

に四川テレビ・四川人民ラジオ・それにケー

ブルネットワーク会社などを統合して設立さ

れたが，集団の設立にあたっては「市場化」

を進めるため，それまで四川省広播電視（ラ

ジオテレビ）局という行政機構に属していた

四川テレビなどの事業体を行政から切り離し

た。テレビチャンネルは現在「衛星」「文

化・観光」「経済」「ニュース・情報」「テレ

ビドラマ」「娯楽･スポーツ」「女性･子ども」

「公共」の８チャンネルである。四川集団の

特色は，1990年に全国で最初に「国際テレビ

祭」を開催し，現在も２年に１度実施してい

ることである。そのきっかけの１つとして，

NHKの連続ドラマ『おしん』が中国で放送

され大反響を呼んだこともあったという。四

川省の放送界でも日本や欧米のノウハウを取

り入れ，番組制作を革新しようとの気運が高

まったのである。また，四川省はパンダや九

寨溝などの観光資源に恵まれているため，

「四川を世界にPRしよう」との思いが市民に

広く共有されていることも背景にある。今で

は上海と並ぶ２大テレビ祭といわれる四川国

際テレビ祭には，世界各国から5,000人以上の

関係者が集まり，番組の展示・売買をはじめ，

放送設備機器の展示会，ドキュメント番組の

国際賞選考などが行われる。

海外メディアとの共同制作に力点

番組制作関係で話を聞いた四川テレビ海

外・社教センターの孫剣英主任（当時）によ

ると，四川テレビは比較的早い時期から対外

協力を重視しており，1980年代から「協拍」

（撮影協力）という方式で外国と協力した番

組作りに取り組んできた。しかし「協拍」では

四川テレビは政府の許可証を取るのが主な仕

事で，資金を出し版権を持つのは外国側だっ

たことから，四川テレビ側には不満が残った。

そこで90年代以降は次第に双方の投資比率

に基づいて版権を分け持つ「聨合拍撮」（共同

撮影）が主流になっていったという。こうし

た国際協力はイギリスのBBCやドイツの

ZDF・DWをはじめアメリカや日本とも行っ

ており，ノウハウの吸収だけでなく，共同制

作して双方の国で放送することで，コストを
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下げるメリットもあると孫氏は指摘した。

毀誉褒貶のコンテスト番組も「問題なし」

四川集団を訪問した２年前は，湖南衛星チ

ャンネルの『超級女声』が大ブームになる一

方，低俗化の批判も出ていたことからその点

も孫氏に聞いてみたが，孫氏は「そうした批

判はメディア界では少数であり，視聴者が喜

ぶ番組を作ることに何の問題もない」と答え

た。また，国家ラジオ映画テレビ総局（SARFT）

が３つ星以上のホテルを対象にした海外のテ

レビ放送について新規のチャンネルを認めな

い方針を打ち出すなどメディアの規制色が強

まっている問題についても，孫氏は「テレビ

放送の“開放”は全体的な趨勢で逆行はでき

ない。規制は一部の番組に対する短期的なも

のだ」と述べ，海外メディアとの協力関係に

ついても引き続き推進したいとの意向を示し

た。

２－６「専門チャンネル」で差別化

―旅遊衛視・安徽衛視―

衛星チャンネルを観光情報に特化した海南

次にこれまでに筆者が訪問したテレビ局以

外で，中国国内の文献で紹介されている特徴

的な局を２つ取り上げる。海南省と安徽省だ

が，いずれも衛星チャンネルのみの記述なの

で，テレビ局全体でなく衛星チャンネルとし

て紹介したい。そのうちの１つは，海南ラジ

オテレビが母体となって作られた衛星チャン

ネル運営会社の「旅遊衛視」である21）。

海南省では，1999年10月に中国の省級テレ

ビ局では最後の衛星チャンネルとして海南ラ

ジオテレビ局による「海南衛視」がスタート

した。しかし海南省は中国南端の孤立した島

で，人口は少なく，工業も発展していなかっ

た。このため「宣伝」中心の衛星チャンネル

では広告収入が限られ，生存もおぼつかない

状況であった。そこで21世紀初頭になると，

海南省共産党委員会・省政府・海南ラジオテ

レビの三者はこの「海南衛視」をいかに改革

するか検討した。そして衛星チャンネルに一

般的な「ニュース総合」という位置づけを放

棄し，海南省の豊かな観光資源を生かして観

光情報専門チャンネルに生まれ変わる方針を

決めたのである。もっともこうした改革には

中央政府のお墨付きが必要だが，省級テレビ

局の経営難を認識し始めた国家ラジオ映画テ

レビ総局（SARFT）は，午後７時から７時半

までのCCTVのニュース番組『新聞聨播』を

観光情報専門チャンネルでそのまま放送する

ことを条件に，転換を認めた。そして2002年

１月に「海南衛視」から「旅遊衛視」への名

称変更を実施，その後も毎年番組改定を繰り

返した。視聴率は上昇に転じ，2002年に

1,000万元だった収入は，2003年に3,000万元，

2004年に9,000万元（約14億4,000万円）と高

度成長を遂げた。

運営に民間資本も導入

この「旅遊衛視」だが，観光専門チャンネ

ルであることの他に，放送業界以外からの民

間資本を導入しているという特徴がある。軍

系企業の保利集団と北京大学系の北大華億が

共同で保利華億公司を設立し，この会社と海

南ラジオテレビが「海南海視旅遊衛視伝媒有

限責任公司」を設立してチャンネル運営にあ

たっている。

「旅遊衛視」が完全な専門チャンネルでか

つ民間資本の導入まで認められた背景には，

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相

NHK放送文化研究所年報 2009│291

*p269-302_中国の  09.1.19  3:07 PM  ページ291



軍系企業の存在があると思われる。香港のフ

ェニックステレビ（鳳凰衛視）が中国大陸で

の放送について，広東省一帯や３つ星以上の

ホテルなど一部の区域以外では合法化されて

いないにもかかわらず，都市部の市民に幅広

く視聴され，取り締まりも行われないのは，

フェニックステレビのオーナーである軍出身

の劉長楽氏の存在が大きいと見られている

が，それと似た構図である。メディアという

中国政府にとって極めて重要な分野において

特別扱いが認められるのは，特別な背景を持

った人物・会社に限られるのである。従って

旅遊衛視は省級衛星チャンネルの中でも特異

なケースといえる。

「テレビドラマ専門チャンネル」の安徽

次は安徽テレビによる衛星チャンネル「安

徽衛視」である。安徽衛視は1997年からスタ

ートしたが，当時「ニュース総合」の衛星チ

ャンネルが乱立する中で，安徽衛視は専門チ

ャンネル化による差別化を志向した。そして

綿密な市場の調査・分析の結果，2003年に

「テレビドラマ」を主体とする方針を打ち出

した。省級テレビ局の衛星チャンネルは，い

ずれも高視聴率が期待できるテレビドラマに

食指を動かしたが，「テレビドラマの安徽衛

視」というブランドを先に確立した安徽衛視

は，仮に他のチャンネルが同じドラマを放送

しても安徽衛視の方が視聴率で上回るという

結果をもたらした。また安徽衛視では「専門

化」を追求するため，１億元（約16億円）あ

まりをかけて北京に「テレビ番組制作基地」

を設立，外部の制作会社と共同でテレビドラ

マ制作にあたるようになった。

省級衛星チャンネルで２位に食い込む

安徽省は貴州や広西と同様，経済的には立

ち遅れた地域であるため，安徽衛視でも広告

主の80％は省外の企業となっており，全国を

対象にした番組制作という方向性は明確であ

る。2003年の段階で，衛星テレビチャンネル

上位10傑に食い込んだ省級衛星チャンネルは

２つだけ（あとは全てCCTV）であったが，

安徽衛視は湖南衛視と共にその一角を占めた。

２－７　地方テレビ局「市場化」まとめ

ここまで，衛星チャンネルを持ち全国に番

組を発信している地方の省級テレビ局の実情

を，現地調査の結果を中心に見てきたが，主

要な調査項目への各局の対応について，表１

にまとめてみた。なお，調査時にヒアリング

を行っていなかった項目や，ヒアリングをし

たが明確な解答がなかったもの，これといっ

た特徴がなかったものについては，空欄にし

てある。

まず，チャンネル構成の特徴についてだが，

ニュースチャンネルという，「宣伝」と関連

の深いチャンネルの有無と，「買い物」「ゴル

フ」「不動産」「観光情報」といった「市場化」

と特に関連の深いチャンネルの有無をチェッ

クしてみた。これだけで十分な判断材料には

ならないのだが，あえて当該チャンネルの有

無だけで言えば貴州テレビ・深 集団は「市

場化」志向が特に強く，湖南集団・南方テレ

ビも強い，また広東テレビは「市場化」と

「宣伝」の両立で，広西テレビと四川集団は

やや「宣伝」重視ということになる。

次に広告収入における衛星チャンネルの比

重だが，地元の広告市場が非常に大きい広東
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省の３局で低い他は，全て衛星チャンネルの

比重が高くなっている。つまり「市場化」に

積極的な省級テレビ局は，既に全国区のテレ

ビ局に変身していると言ってよいだろう。

番組編成面では，貴州テレビ・南方テレビ

などで，テレビドラマなどを外部の制作会社

から購入する比率が高くなっている他，深

集団の衛星チャンネルではテレビドラマの比

率がニュースの４倍に達するなど，全体に視

聴率を取りやすいテレビドラマを外部から購

入して多く放送する傾向が見られる。それを

突き詰めたのがテレビドラマ専門チャンネル

化を図った安徽テレビの衛星チャンネル「安

徽衛視」であり，観光情報の専門チャンネル

となった海南ラジオテレビ局を母体とする

「旅遊衛視」と共に，差別化戦略による広告

市場獲得の意図が見られる。

番組制作（購入）の特徴は各局で様々だが，

いずれも「市場化」を前提とした個性化戦略

の一環といえそうである。

ニュース報道については，貴州テレビ・広

東テレビ・深 集団の３者で「民生新聞」（庶

民の生活に根ざしたニュース）の重視がうた

われている。「民生新聞」は，指導者の動静

や政府部門の会議などを主な内容とする伝統

的なニュースと比べると「宣伝」色が薄く，

視聴率も上がりやすいので，「民生新聞」の

重視は「市場化」重視と見ることができる。

経営管理の分野では，貴州テレビと南方テ

レビで契約社員制の導入やコスト管理の重視

が進んでいるほか，湖南テレビも含め人事管

理の面で能力主義・成果主義の重視が強調さ

れていた。一方旅遊衛視では，軍系企業・民

間資本が参加した経営という異例の方式が打

ち出されていた。

最後に「市場化」と「宣伝」の矛盾につい

表 1
省級テ 
レビ局 湖南集団 調査 

項目 
なし なし なし あり なし 情報 

チャンネル 
ニュース・ 
情報 
チャンネル 
 

なし なし 

貴州テレビ 南方テレビ 広東テレビ 広西テレビ 四川集団 旅遊衛視 
（海南） 

安徽衛視 

表 1

ニュースチ
ャンネルの
有無 

“市場化”
チャンネル 

買い物チャン
ネル 

ゴルフチャ
ンネル 
不動産チャ
ンネル 

買い物チャ
ンネル 

観光情報チ
ャンネル 

広告収入に
おける衛星
チャンネル
の比重 

低いが上昇
中 

高い 高い 高い 高い 高い 高い 低い 低い 

「市場化」
と「宣伝」
の矛盾 

建前は“市
場化も宣伝
も” 

“女性”は
「市場化」
“ASEAN”
は「宣伝」 

『超級女声』
に問題なし 

CCTVの 
『新聞聨播』
のみ中継 

「宣伝の道
具」から 
「娯楽の道
具」へ 

“経済の基礎が
第一” 

“必ずしも矛盾
しない” 

“衛星チャ
ンネルには
政治任務あ
り” 

番組編成 衛星チャン
ネルはテレ
ビドラマ中心 

観光情報に
特化 

テレビドラ
マに特化 

全体の80％は
外部から購入 

テレビドラマ
は90％以上購
入 

番組制作・
購入の特徴 

「女性」重
視「ASEAN」
重視 

海外メディ
アとの提携
重視 

娯楽重視 
海外番組重
視 

金をかけず大
手局と競合せ
ず 

“香港を追
い越せ” 

ニュース報
道 

「民生新聞」
重視 

「民生新聞」
重視 

「民生新聞」
重視 

経営管理 行政機関か
ら分離 

軍系企業・
民間資本の
参加した運
営 

能力主義 契約社員増 
チャンネル運
営“外注” 
広告部門主導
成果主義 

コスト管理重
視 
“全員”契約
社員 
市場化微底 
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てだが，筆者に対し表立ってどちらかを優先

すると明言したところはなかった。しかし貴

州テレビの科学教育健康チャンネルの責任者

は，「経済（＝市場化）の基礎がなくなって

しまえば，どうして政治（＝宣伝）を語るこ

とができようか」と述べていた他，湖南集団

の副社長も自らの先達がテレビを「宣伝のた

めの道具」から「大衆の消費・娯楽のための

道具」に変身させたと語っている。また四川

集団の番組担当者も，「市場化」の権化とも

いえる湖南集団の『超級女声』について，

「何の問題もない」と断言するなど，各省級

テレビ局の本音は「市場化」の方にあるとう

かがわせる発言が目立った。

全体としてまとめると，少なくとも今回紹

介した各局は，程度の違いこそあれ「市場化」

にまい進を続けているということが言える。

特に貴州テレビのように経済発展が遅れた地

域のテレビ局が，広告部門主導による運営で

収入を拡大したばかりか，特定のチャンネル

の運営を新設した公司（＝会社）に請け負わ

せたり，他の省のテレビ局を事実上併呑する

に至ったことは，政府当局の管理が最も厳し

いはずのテレビ界においても「市場化」の波

が押し寄せていることの現われに他ならな

い。では次に，こうした地方テレビ局などの

「市場化」について，中央政府はどう考え，

どのような政策を取っているのかを見ていき

たい。

３－１　「市場化」の基本政策

条件付き市場化推進の「17号文件」

中国で放送業界を管轄するのは，国務院の

国家ラジオ映画テレビ総局（SARFT）であり，

中国共産党中央宣伝部の指導のもと，放送分

野の政策策定・運用にあたっている。SARFT

が「市場化」に関連して近年打ち出した政策

で，重要性が高いと言われているのが，2001

年８月に党中央宣伝部・新聞出版総署と共同

で関係部門に通達した「出版メディア・放

送・映画の改革の推進に関する若干の意見」

で，通常「17号文件」と呼ばれる 22）。17号

文件の全文は公表されていない 23）が，中国

人メディア研究者の西茹氏はその内容につい

て以下のように説明している。

まず前文で，中国メディアは「人民大衆の

精神文化面のニーズが急速に高まり」，「ハイ

テクがコミュニケーション領域に広く応用さ

れ」，「まもなくWTOに加盟する」などとい

った新しい情勢に直面していると指摘し，そ

のためメディアは「チャンスをつかみ，改革

を深め，さらに発展を速める」ことが求めら

れていると述べている。また，改革の基本原

則と方針に関して，次のように指示している。

第一に，改革は国情を十分に考慮すべきで

ある。メディアの改革は，「社会主義市場経

済の原則と新聞・雑誌・書籍などの出版業と

ラジオ・テレビ・映画業などの内在的な需要

に従い，経済領域における成功を収めた改革

の経験および海外の有益な方法を参考にすべ

きであり」，メディア従事者の意欲の向上に効
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果的でなければならない。第二に，改革は発

展を中心に競争力を高めるべきである。その

ため，「構造調整や市場統合を促進し，産業

の最適化やグレードアップ及びスケールメリ

ットの拡大を促進すべきである」。第三に，

改革は「党性の原則，団結，安定，鼓舞，プ

ラス面の宣伝を主とする方針」，「確実に正し

い方向を掌握することを堅持しなければなら

ない」。さらに，「いかなる状況においても，

メディアが党と人民の『喉と舌』であること

を変えてはならない。党がメディアを管理す

ることを変えてはならない。党がメディアの

人事権を掌握することを変えてはならない」

と述べている。最後に，この改革の重要な目

標は，「産業構造の調整，メディア製品構造

の調整，組織構造の調整，地域構造の調整と

いった構造調整を促進し，地域にまたがる経

営と複数のメディアにまたがる経営を進め，

メディア産業の集中度を高める」ところにあ

ると指摘した24）。

この17号文件の内容から見て取れるのは，

中国が市場経済化を進める中で，WTOへの

加盟もあってメディア業界も国際競争の波に

巻き込まれかねないという危機感と，それに

対処するため，メディア業界が，業種や地域

を越えた経営規模の拡大を含む構造調整によ

って競争力を強化すべきという方針である。

その一方で17号文件は，「党によるメディア

管理」の必要性も再三強調しており，「市場

化」と「党によるメディア管理」の間に存在

する矛盾については素通りしている。こうし

た矛盾する２つの事柄を並列させるのは中国

共産党の統治の中でしばしば見られるパター

ンである。 小平は「二つの手でつかむ」と

して，片手に「改革開放」，もう一方の手に

「４つの基本原則」25）をつかむよう求めてい

た。また「社会主義市場経済」という言葉も

典型的な例で，党内の潮流が保守的な時期は

「社会主義」が強調され，開放的な時期は

「市場経済」が強調されてきた。しかし現在

の中国の経済システムが社会主義だと思って

いる人は，もはやあまりいないだろう。この

問題については，「市場経済」が実態を示し，

「社会主義」は単なるスローガンといっても

いい状態になったわけである。では，「党に

よるメディア管理」も今後単なるスローガン

になっていくのであろうか。「基本方針」と

しての17号文件が出された後，実際にどのよ

うな政策運営が行われてきたのかを国家ラジ

オ映画テレビ総局（SARFT／以下SARFTと

記す）の動きを中心に検証したい。

３－２「市場化」をめぐる現実の政策

運営

海外メディアへの部分的開放

17号文件が出された後のSARFTの政策は，

「市場化」と「党によるメディア管理」とい

う矛盾を含む課題の両立に腐心するものであ

った。時系列的に見ていくと，まず01年10月

から12月にかけ，ニューズ・コープが38％の

株式を所有する香港のフェニックス，同じく

ニューズ･コープ系のSTAR，それにアメリカ

のAOLタイムワーナーが相次いで，広東省一

帯（珠江三角州）でのケーブルによる配信を

認可された。これは同年12月の中国のWTO

加盟を視野に入れた「市場化」の動きである。

また，同年12月には，CCTV・中国人民ラジ

オ・中国国際ラジオの３者を中心にした「中

国ラジオ映画テレビ集団」が発足，これは海

外勢との競争を意識した放送メディア統合の

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
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動きである。しかしこの放送メディアグルー

プ化は，メディアの側から自発的に進めよう

としたものではなく，当局の主導によるもの

だった。実際は経済的基盤で圧倒的な優位に

あるCCTVが財務や組織の統合に抵抗，グル

ープ化の動きはその後全く骨抜きにされたの

である。また，これとは逆のケースもあった。

02年12月，地方テレビ局の雄である湖南集団

が，ニューズ・コープ系のSTARと提携する

ことで合意した事案は，その後SARFTの反対

にあって挫折，「市場化」はあくまで「党によ

るメディア管理」を脅かさないことが前提で

あることを示した。03年１月には，STAR・

フェニックス・ブルームバーグTVの３社が，

３つ星以上のホテルなど一部の区域で，中国

全土向けの衛星放送を認可された。これも

「市場化」の一環ではあるが，「党によるメデ

ィア管理」を脅かさないよう，視聴できるの

は外国人と一部の党幹部に限定されている。

04年２月には，中国国内のテレビ番組や映

画の制作会社に対する海外資本の出資を，中

国側の持ち株が過半数を占めるとの条件付き

で認める方針が打ち出された。これを受けて

アメリカのバイアコムは同年３月，上海文広

メディアグループと合弁で，子どもや青少年

向けの番組制作会社を設立すると発表した。

ところがこの事案もその後，海外の放送事

業者が合弁会社を設立する際の中国側パート

ナーを１者に限定する方針などをSARFTが

打ち出したため暗礁に乗り上げ，結局08年９

月段階でも合弁の番組制作会社は設立されな

いままとなっている。

相次ぐ規制強化措置

また，「市場化」に伴って番組や広告の低

俗化などの弊害が指摘されると，SARFTは規

制強化の措置を次々と打ち出すようになった。

04年４月には各テレビ局に対し，犯罪をテ

ーマとしたテレビドラマや映画などの放送を

午後11時以降に変更するよう通達した。ま

た同年12月には「ラジオ・テレビの編集者，

記者の職業道徳準則」と「ラジオ・テレビの

アナウンサー，キャスターの職業道徳準則」

を公表した。そこでは編集者と記者に対して

党の路線・方針･政策を堅く守って執行する

こと，国家の秘密を守ること，取材先から金

銭を受け取らないことなどを求め，さらにア

ナウンサーとキャスターに関しては，知名度

を個人的な利益の追求や違法行為の隠ぺいな

どに利用してはならないとした。

06年４月には，テレビの歴史ドラマについ

て，政治・軍事・宗教などが主要なテーマも

しくは重要な要素となるものは審査を受けな

ければならず，検閲者の意図に著しく反した

ものは放送許可を与えられないとする規制強

化策を発表，さらに各地方放送局に対し，国

際ニュースの報道はCCTVまたは中国国際ラ

ジオから提供される素材を使うこととし，外

国の報道機関から直接提供を受けることがな

いよう警告した。同年９月からは，午後５時

から８時までの間，子ども向け外国アニメ番

組の放送を禁止する措置を導入した。

07年１月には，コンテスト形式の番組など

に低俗で質の悪いものが多いとして，管理強

化を打ち出した。これは湖南テレビの歌謡コ

ンテスト番組『超級女声』が05年に全国的に

大ヒットしたあと，これに類する番組が急増

したことを受けたもので，SARFTの王太華総

局長は，各テレビが過当競争で質の悪い番組

を作らないよう監視する方針を示した。監視
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の対象としてはこの他，犯罪・暴力・不倫な

どを描くドラマも含まれるとした。また

SARFTは同月，全国向け衛星チャンネルを持

つ国内の各テレビ局に対し，２月から８か月

間，午後５時から８時の時間帯には「中国を

肯定的に伝え，倫理観を高めるようなテレビ

ドラマ」のみ放送するよう通達を出した。07

年９月には，一般市民が参加した形のコンテ

スト番組を夜のプライムタイムに放送するこ

とを禁止するなどとした規則を発表した。新

規則では，各省レベルの放送局は，午後７時

半から10時半の間はこうした番組を放送して

はならず，放送する場合も携帯電話による投

票は禁止とした。

この他，07年７月に北京テレビが放送した

「段ボール入り肉まん」問題26）をめぐり，北

京テレビが報道は虚偽だったと陳謝したのを

受けてSARFTは，中国共産党中央宣伝部・

新聞出版総署と連名で同月，全国各地のメデ

ィア管轄部門に通知を出した。通知では，

「段ボール入り肉まん」報道が全く根拠のな

いものであり，社会に極めて悪い影響を与え

たと述べると共に，各メディアに対し，メデ

ィアへの投書やインターネットに掲載された

情報などについて，確認の取れていないもの

を掲載・転載することがないよう求めた。

08年に入ってからも規制強化は続く。SARFT

は２月，CCTVや各省市自治区の放送行政部

門などに対し，５月から海外アニメの放送禁

止時間を延長するなど，一層の規制強化を行

う通達を出した。これにより海外アニメの放

送禁止時間帯は，午後５時から８時までだっ

たのが，午後９時までと１時間延長された。

また国産アニメの比率を70％以上とするよう

求めた。SARFTは規制強化の目的について，

「未成年者の思想道徳建設のために優れた国

産のアニメを提供し，中国のアニメ業界の発

展に良好な環境をつくるため」と説明してい

る。

また香港メディアなどの報道によると，

SARFTは３月，女優の湯唯を起用するコマ

ーシャルの放送中止を各放送局に求めた。湯

唯は07年にヴェネチア国際映画祭でグラン

プリを受賞した，アン・リー（李安）監督に

よる「ラスト・コーション」で主役の女スパ

イを演じ一躍有名になった女優だが，映画の

中での激しい性描写に加え，抗日戦争中に日

本側についた中国人特務機関員を暗殺するた

めの女スパイが，逆にその男に愛情を感じ暗

殺を放棄するというストーリーが問題視され

た可能性が指摘されている。

管理強化の背景に政治・社会・経済的要因

以上のように「17号文件」以降の実際の

SARFTの政策運営を見ると，当初「市場化」

に重心を置いていたのが，その後次第に「党

によるメディア管理」に重心を移したように

も見える。あるいは，「市場化」を進める過

程で様々な問題が表面化したため，その対応

としての様々な管理強化策が表面化したと見

ることも可能かと思われる。いずれにせよ

「市場化」は一筋縄ではいかないことは確か

だが，最近のメディア管理強化の各措置には，

「政治」「社会」「経済」というそれぞれの面

の要因がある（いくつかの要因が複合してい

るケースもある）と考えられるので，以下検

討したい。

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相

NHK放送文化研究所年報 2009│297

*p269-302_中国の  09.1.19  3:07 PM  ページ297



３－３　管理強化の諸要因

「政治」―海外メディアの「自由」を警戒　

まず「政治」的要因であるが，これが最も

基本的かつ重要な要因であることは間違いな

いだろう。党のメディア管理という大原則に

少しでも悪影響を与えそうなものは排除され

るのだが，海外メディアによる「言論の自由」

「報道の自由」といった思想はその典型であ

る。湖南集団とSTARの提携合意が挫折を余

儀なくされたこと，海外放送メディアとの合

弁会社の設立が棚上げになったことなどは，

国内メディアが海外メディアに侵食される恐

れという経済的理由以上に，直接には統制で

きない海外メディアによって「自由」を持ち

込まれるという政治的理由が大きな比重を占

めていると思われる。国内メディアを通じた

進出でさえ過敏になっているのだから，海外

メディアが直接中国国民にコンテンツを提供

するなどというのは論外ということになる。

海外のテレビチャンネルが見られるのは一貫

して３つ星以上のホテル，外資系企業や党幹

部の集合住宅に限られている。外国の報道機

関から直接国際ニュースを購入することの禁

止もこうした視点に基づいている。ただ，北

京・上海などの大都市では違法な衛星直接受

信が横行し，多くの一般市民がフェニックス

の北京語放送や台湾のテレビ放送などを視聴

していることや，その気になれば当局の管理

の網の目をくぐり，インターネットで世界中

の情報にかなりアクセスできることを考える

と，こうした諸規制も厳密に執行されている

とは言い難い。

「社会」―“青少年の健全育成”が錦の御旗

次に「社会」的要因だが，SARFTは規制を

正当化するためによくこの論理を使っている。

例えば，「犯罪」をテーマとする番組やアニ

メ番組の放送時間帯の制限，それにコンテス

ト番組への規制強化は，“青少年の健全育成”

という大義名分がある。また，編集者・記

者・アナウンサー・キャスターの職業道徳準

則の制定は，金を受け取ってちょうちん記事

を書くようなメディア関係者が横行し，視聴

者から顰蹙を買っていることへの警告の意味

が強い。ただ，こうした諸規制には，共産党

内の保守派からの批判に配慮している面もあ

り，そういう意味では政治的要因も含まれて

いるといえよう。

「経済」―産業振興目的も

一方「経済」的要因としては，外国産アニ

メの放送時間帯制限や国産アニメの比率設定

が典型的なものといえる。アニメは以前から

「ちびまる子ちゃん」「ドラえもん」など日本

のコンテンツが中国で好評を博してきたが，

それによって中国共産党のメディア管理に影

響が出たなどという話は聞かない。むしろ中

国政府が振興を図っているアニメ産業の支援

という色彩が強い。

複合要因のケースも

さらに，３つの要因が複雑に重なりあって

いることもある。07年９月に発表された，一

般市民が参加した形のコンテスト番組を夜の

プライムタイムに放送することを禁止するな

どとした新規則などはそのケースといえよう。

青少年の健全育成という点では「社会」的
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要因だが，携帯電話による投票の禁止には，

「政治」的要因が感じられる。というのは，

湖南集団の『超級女声』では，携帯電話によ

るコンテスト参加者への「人気投票」のシス

テムが視聴者から熱狂的支持を集めたのだが，

共産党はこれがいつ政治指導者への「人気投

票」に発展するか，気が気でないのである。

一方，放送時間の制限や携帯電話による人気

投票の禁止は，事実上コンテスト番組を締め

出すものという業界関係者の見方もある。そ

うなれば，湖南集団を先頭に次々とコンテス

ト番組に参入した地方テレビ局には不利に，

一方SARFTのお膝元にあって，最初からコ

ンテスト番組のような毀誉褒貶のある番組を

手がけることが難しいCCTVには有利に働

く。ではSARFTには，地方テレビ局を抑え

つけてでもCCTVに肩入れする動機があるの

だろうか。実はこれが大いにあるのである。

というのは，地方テレビ局を直接管轄するの

は各地方のラジオテレビ担当行政部門（広電

局）であり，税金も基本的に各地方に納めて

いる。一方CCTVは唯一の国家級テレビ局で

あり，税金は国とSARFTに分けて納めてい

る。2006年～10年の第11期５か年計画中の

上納金は，国税30.9億元（約490億円）に対

し，SARFTへはなんと56.3億元（約900億円）

である 27）。従ってSARFTには経済的な観点

から，CCTVに有利となるバイアスがかかっ

た政策を打ち出す傾向があると考えるべきで

あろう。

以上見てきたように，SARFTの放送メディ

アに対する政策は，2001年以来「市場化」を

ベースに置きながらも，実際には「政治」

「社会」「経済」各面での様々な理由から「党

によるメディアの管理」の色彩が強く出たも

のとして運営されてきた。中国共産党の政治

体制が，毛沢東時代のような個人のカリスマ

的支配から集団指導体制に移行し，強力なリ

ーダーシップよりも妥協による運営の側面が

強くなってくる中で，「市場化」と「党によ

るメディア管理」の一方に偏らないようバラ

ンスを取りながらの政策運営が今後も当分は

続く可能性が強いと思われる。中国のメディ

ア研究者として高名な中国人民大学の喩国明

教授は，中国政府の今

後のメディア政策につ

いて，「短中期的には

引き締めを続けるが，

長期的には“市場化”

と“党のメディア管理”

の矛盾は「淡化」（薄

まる）し，報道も含め自由化に向かう」と話

すが，長期とはどのくらい先なのかについて

は明確な見通しを示さなかった。

しかし地方テレビ局について見ると，その

運営に関して既に地殻変動が起き始めてい

る。湖南集団のように全国の広告市場で大き

なシェアを獲得したテレビ局は，収入が大幅

に増加するため番組制作・購入に金をかけら

れるようになり，視聴率が上がるのでさらに

広告収入が増加するという好循環が生まれて

いる。一方地方指導者の「宣伝」という従来

中国の地方テレビ局「市場化」の諸相
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の任務に固執しているテレビ局は，衛星チャ

ンネルの「落地」にかかる費用負担に耐え切

れず，甘粛のように運営の主導権を他省のテ

レビ局に明け渡す事例まで出てきている。筆

者が08年６月に面会したSARFTの関係者も，

「今後省級衛星チャンネルのうち，全国的に

影響を持てるのは４～５チャンネルに絞られ

てくる」との見通しを示しており，地方テレ

ビ局は「経済力」の強弱による再編が迫りつ

つあるのである。この再編が今後どのように

進められるのかは，「市場化」の進行による

「宣伝」の一層の空洞化を招く可能性もある

ことから，目が離せない。

また，市場化志向の強い地方テレビ局が現

在たどっている道を，過去の歴史も踏まえて

考察すると，以下のような背景があるのでは

ないかと思われる。「市場化」を進めるにあ

たっては，庶民のニーズに応える必要がある

わけだが，そのためには２つの道がある。１

つは汚職や権力乱用といった党・政府の問題

を暴露する権力批判という，「表門」から入

る正攻法である。しかしこの表門は共産党支

配になって以降，大きく開かれたことがなく，

時に開明的な指導者が門を開こうとしては，

守旧勢力に押しつぶされるということを繰り

返してきた。テレビ局のように当局の管理が

最も厳しいメディアにとって，この表門から

入ろうとするのは，あまりにリスクが高すぎ

るのである。そこで彼らは「裏門」の入り口

を探す。「宣伝」とは直接関係のない「娯楽」

などにシフトすれば，取り締まられるリスク

を最小限にしながら「宣伝」に辟易とした庶

民をひきつけることができるのではないか。

中国の省級テレビ局の衛星チャンネルは，ほ

とんどが「ニュース総合」をうたっているが，

実際はテレビドラマなどの比率が高い局が多

い。また，ニュースの扱いでも，伝統的な

「宣伝」中心のニュースから「民生新聞」に

シフトすることで，やはりある程度は庶民の

ニーズに応え視聴率を上げられるのではない

か，と考える。「宣伝」という当局から求め

られる任務について，正面からは反対しない

もののバカ正直にやったりはしないというこ

とである。

まとめ

中国のメディアは広告の導入を機に，従来

の「党の宣伝100％」のメディアから，「党の

宣伝＋大衆のニーズへの対応」という，複数

の役割を持つメディアに変質した。特に省レ

ベルの地方放送局では，衛星チャンネルの出

現によって広告の全国市場が開かれたこと

で，「宣伝」よりも「大衆のニーズへの対応」

に力を入れるほど収入が増え経営が安定・発

展することが明らかになり，「市場化」に乗

り遅れたものは淘汰されかねない情勢となっ

ている。もちろん中央政府は「党によるメデ

ィア管理」を断固として譲らないが，このメ

ディア管理自体も従来と比べるとかなり変質

してきている。従来は政府が「これを書け」

「これを放送しろ」と命令しメディアはそれ

に従っているだけだったのだが，今のメディ

アは放っておくとすぐに「市場化」「商業化」

の道を歩き始め，「宣伝」を無視しかねない。

そこで「これを書くな」「これを放送するな」

という「禁止」型の指示が多発するようにな

ったのである。しかしこれまでに筆者が訪問

した地方テレビ局で受けた印象では，こうし

た地方局はSARFTの管理・規制を良いもの

と受け取ってはおらず，チャンスがあれば
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「市場化」を加速したいと考えているようで

あった。従って，「管理」はある程度できて

も「宣伝」させるのは難しく，また仮に「宣

伝」させても視聴率が伴わないので実効性に

欠けるというのが現状と思われる。中国メデ

ィア大学広告学院の黄升民院長は筆者に対

し，「改革開放以後，中国のメディアにおい

て宣伝ニュースの量は別に減っていない，た

だ娯楽など宣伝以外の情報が急増した」と説

明した。新聞なら１面は相変わらず指導者の

動静でも，その裏のページから庶民のニーズ

に応えた大量の生活情報があるわけで，庶民

が1面を読んでいるかには疑問がある。例え

ば全盛期に600万部の部数を誇った党機関紙

『人民日報』は指導者の動静など今でも「宣伝」

中心の紙面だが，現在の部数は200万部あま

り，しかも関係者の証言によると，「オフィ

スに大量に山積みになっているが，誰も読ま

ない」という。

中国の省級テレビ局の現状を見てくると，

中国政府のメディア政策において「宣伝」は

既にかなり形骸化しており，当局は「管理」

という消極的な対応にすがっているのが実態

かと思われる。こうした状況は複雑な利害関

係もあって簡単に変わるとも考えにくいが，

その不自然さからして永遠に続くとも到底思

えず，中国政府は将来，メディアに対し「表

門」の扱いをどうするのか決断を迫られるこ

とになろう。

（やまだ　けんいち）
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