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 はじめに

過去数年間，悪化の一途をたどっていた日
中関係は，2006年10月に安倍首相が中国を
訪問し，当面靖国神社参拝問題を棚上げする
形で関係改善の第一歩を踏み出した。しかし
これによって中国人の対日感情が好転したと
は必ずしも言えない。中国の大手ネット事業
者である捜狐（Sohu）や網易（NetEase）のサ
イトで日本について議論する「論壇」を見に
いくと，安倍首相の訪中後も相変わらず日本
を激しく罵る言葉に満ちている。一方日本の
一部の週刊誌・月刊誌も露骨な見出しで中国
を攻撃している。このように日中関係は単に
政治指導者間の問題だけでなく，メディアの
報道・論評に影響された国民感情のぶつかり
合いになってきているのが現状である。中国
専門家の学者やジャーナリストらが，日中両
国間のコミュニケーションに関する問題を研
究するNPOの「日中コミュニケーション研究
会」では，両国のメディア間の相互理解増進
を目的に，外務省の協力を得て3年前から毎
年1回，中国のメディア関係者を日本に招請
し，国際シンポジウムを開催してきた。2006

年にこの事業を引き継いだ国際善隣協会で
は，従来の交流が活字メディアに偏っていた
ことから，今回は中国各地の放送メディア
関係者を同年11月のシンポジウムに招請し，
各局が日本に関してどのような番組を制作・
放送しているのかを中心に報告してもらっ
た。本稿では，シンポジウムの内容を紹介す
ると共に，各局の番組のうちビデオを入手で
きたものについて，日本の描かれ方などを具
体的に検討し，中国の放送メディアで伝えら
れる「日本」について検証してみたい。

シンポジウムの概要

11月25日に東京で行われたシンポジウム
には，中国研究者やビジネスマン，中国人留
学生などを中心におよそ200人が参加した。
報告を行った放送局は，以下の10局である。

中国のラジオ・テレビは日本をどう伝えているか
～日中国際シンポジウムより～

山田賢一　　

国家レベル 中国中央テレビ（CCTV）

省レベル 広東テレビ，四川テレビ
広西テレビ，湖南テレビ

市レベル 北京人民ラジオ，大連テレビ
長春テレビ，済南テレビ

香　　港 フェニックステレビ（鳳凰衛視）
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本稿ではこのうち日本に関する番組への具
体的言及があった9局について，

I 日本語番組を定期的に放送する局
II 日本の番組を輸入して放送した局
III 日本のテレビ局と共同制作を行った局
IV 日本に関する番組を制作・放送した局

の 4 つに分けて紹介する。
記述にあたっては，まず各氏の報告の概要

を紹介し，その後必要に応じて筆者が当該番
組の構成や内容を分析することとする。

 Ⅰ 日本語番組を定期的に放送する局
①大連テレビ 李若鵬 キャスター

大連は地理的に日本
と近く，日本との経
済・文化面の交流は非
常に深い。大連に進出
した日系企業は3,000
社を超え，大連に住む
日本人も5,000人以上
いる。歴史的な関係も
あって，大連では630万の人口の1割以上が
日本語を学んでいる。最近は駐在日本人や大
連市民から市政府やテレビ局に対し日本語番
組の開設を求める声が強く，2004年に市レ
ベルのテレビ局では全国初の日本語番組『桜
の風』が誕生した（筆者注:こうした新規番組を立

ち上げるにはSARFT=国家ラジオ映画テレビ総局

の許可が必要になる。李氏によると，この番組の許

可を得るため大連市共産党委員会宣伝部の職員が北

京に赴いてSARFTに根回ししたという。当時は日

中関係が厳しい時期で，大連テレビを威嚇するよう

な反対意見のメールも来たそうだが，その中で番組

をあえてスタートさせたことは，大連市と大連テレ

ビの並々ならぬ意思をうかがわせる）。
番組のキャスターについては，男性は「大

連ニュース」のキャスターを20年やっている
自分が担当し，女性は福岡テレビのキャスター
を招聘した。毎週午後0時10分から20分間放
送する番組として，2004年5月23日にスター
トしたところ，大きな反響があった。「外国の
番組のようだ」「日本語を勉強するまたとない
機会」といった声や，「文化交流のステージを
提供してくれた」という日本人の反応もあっ
た。番組の作りは日本人と日本語を学習する
中国人の双方に配慮し，「週間ニュース」「第
二の故郷」といったコーナーのそれぞれで日本
語と中国語の字幕をつけたほか，日本のニュー
スも紹介するようにした。素材としては，テ
レビ西日本・名古屋テレビ・テレビ宮崎など
提携関係にある日本の地方テレビ局との間で，
ほぼ毎週番組交換を行っている。視聴率は3%
前後と従来の同じ時間帯の番組より高く，最
高時は7.6%に達した。後任の女性キャスター
も日本のテレビ局から招聘し，住居の他に月
5,000元（約7万5,000円）の生活費と日本との1
往復分の航空運賃を支給している。

番組の影響力拡大のため，2004年にのど
自慢大会を開催することにし，中国人は日本
語の曲を歌い，日本人は中国語の曲を歌うと
いう形式で行ったところ，日中から計580人
が参加した。大会の模様を放送した番組の視
聴率は19.8%と大連テレビでの年間最高の数
字を記録し，その後も2005年は21.5%，2006
年は20.5%と高水準を保っている。また2005
年には愛知万博や東京・福岡・京都などの都
市に出張取材して，観光地や歌舞伎，宝塚歌
劇などを紹介する番組を制作した。さらに同
年，全国を対象に日中作文コンテストを開催
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し，日本・広東・上海などから合わせて800
を超す作品が集まった。2005年4月に反日デ
モが北京や上海などで起きた際も，大連には
反日的な活動は全くなかった。

李氏が帰国後，日中シンポのニュースを取り

上げた12月10日放送の『桜の風』のDVDを送っ

てもらい，視聴した。キャスターを務める李氏

と高瀬美咲氏のツーショットで番組が始まり，

二人が話す日本語にはすべて中国語の字幕がつ

く。まず日中シンポと特集についての簡単な紹

介，そして週間ニュースとなる。ニュースの内

容は，「大連日本商工会忘年会」「NTTコムが大

連のソフトウェア団地に進出」「日中シンポ」「経

済開発区につながる道路の開通」「大連空港を利

用する観光客が600万人を突破」「大 湾税関ス

タートから10周年」「大連市がビジネス環境変

化都市ランキングで国内3位に」「女性作家手芸

展」と，日本関係・経済関係のニュースが中心で

ある。その後の特集では，日本航空の客室乗務

員の訓練をテーマにし，高瀬キャスターと中国

人女性リポーターが実際にお辞儀や客への物の

受け渡しの訓練に参加する。そして最後のワン

ポイントコーナー「日語小知識」では，「質問」と

いう言葉のように，漢字が同じでも意味が中国

語と日本語で異なる言葉を取り上げ，それぞれ

どういう使い方をするのかを説明する（中国語で

は問い詰めるという意味）。20分間にわたってコ

マーシャル以外は日本語での放送で，しかも中

国のテレビにつきものの「政治ニュース」もなく，

ひときわ異彩を放つ印象だった。

②北京人民ラジオ 冉迪 外国語チャンネル長
北京人民ラジオは，1949年にできた，北

京市一帯を放送エリアとする大型国有ラジオ

局で，現在ニュース・
スポーツ・音楽など8
チャンネルの放送を
行っている。2000年
から海外との提携拡大
に乗り出し，既に20
以上の海外ラジオ局で
我々が制作した番組を
放送した。現在はアメリカ・イギリス・韓
国・日本などの主要なメディアと協力関係に
あり，共同での番組制作や中継も頻繁に行っ
ている。自局の番組を海外で放送する時間
は一日あたり100分にのぼる。2004年9月に
は「北京外語台」を設立，省や市レベルのラ
ジオ局としては初めての外国語放送チャンネ
ルとなった。このチャンネルでは現在，一日
18時間放送を行い，ニュースや娯楽・スポー
ツなどの情報を，英語と中国語で北京に居住
する外国人や旅行客に提供している。  

日本との関係では，2004年8月から，LOVE 
FM（注:福岡市に本社を置く九州国際エフエム。福

岡全土や九州北部をカバーエリアとし，日本語のほ

か英語・中国語・韓国語などで放送）と提携関係
を結んでいる。日本側からは毎月4回，『我
愛九州』という九州を紹介する番組の提供を
受け，外国語チャンネルとニュースチャン
ネルの番組『グローバル60分』で放送してい
る。外国語チャンネルからは毎月『今日北京』

『人物訪談』を合わせて8本提供し，日本で放
送している。そして外国語チャンネルでは
2006年12月31日から，毎週1時間，日本の
音楽や観光情報を紹介する日本語番組を始め
る。こうした情報へのニーズは大きいが，知
識は少ないのが現状で，少しでもニーズに応
えたい。
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中国では，海外向けラジオ放送として，中国

国際ラジオ（CRI）が以前から日本語を含む38の

外国語での放送を行っているが，地方ラジオ局

による定期的な日本語放送はきわめて珍しい。

中国事情に詳しい関係者は，こうした動きの背

景に，胡錦濤政権が対日関係改善に取り組む基

本方針があると話している。

 Ⅱ 日本の番組を輸入して放送した局
①中国中央テレビ（CCTV）高蘭雲 高級ディレクター

1980年代に入局後，
初めて翻訳した日本の
テレビドラマはNHK
の『極楽家族』で，1983
年1月に放送した。日
本のテレビドラマの中
国 語 版 をCCTVが 放
送したのは初めてだっ
たが，次男に先立たれてしまった老夫婦が，
他人だが優しい若者に出会い，一緒に暮らす
ことになるというストーリーだった。日本の
テレビドラマが写実主義で道徳をたたえ，中
国の視聴者もよく理解でき，受け入れられる
ものだとの印象を持った。

このあとCCTVは，日本テレビの『犬笛』，
TBSの『茜さんのお弁当』，フジテレビの『北
の国から』などを次々と放送したが，最も注
目されたのは1985年に放送したNHKの『おし
ん』（少女編）だった。視聴者に非常に喜ばれ
たため，全編を輸入することにし，50回に編
集して1986年に放送した。当時，夜の放送時
間帯に『おしん』のタイトル曲が聞こえると町
には人がほとんど見られなくなり，みな家で

『おしん』を見ていると言われた。最近では，

TBSの『智子と知子』，フジテレビの『バスス
トップ』，中部日本放送の『キッズウォー 1』な
どがあり，2002年に放送したNHKの『すず
らん』は，初回の視聴率が0.35%だったのが，
2003年の再放送時は最高時で0.82%に達した

（注:中国では都市部を中心にケーブルテレビの普及

が進んでおり，各家庭は50チャンネル以上の番組を

見られることが多いため，再放送で0.82%は比較的高

い数字である）。再放送時には，「人物が非常に
細かく描かれている」「雪に覆われた小さな
駅，童話のような世界，海の深さのような父
の愛に，とても感動した」などと，多くの視
聴者がインターネット上に番組を評価する文
章を掲載した。

2006年3月にはフジテレビの『白い巨塔』
を放送し，大きな反響を呼んだ。最高視聴率
は0.76%だったが，ネットを中心に多くのマ
スコミが，ドラマの人物・俳優の演技・吹き
替えなどについて評論を行った。「北京青年
報」は，「日本のテレビドラマは，従来から
シナリオの構造と映像の制作において精

せ い ち

緻で
あるという特徴を持つが，『白い巨塔』は中
でも抜きん出ている」と評した。ネット上で
は，「『白い巨塔』を見て，医療道徳を語る」
と題した討論も行われた。反響の大きさから，
2か月後に同じ時間帯で再放送を行った。海
外ドラマの再放送はCCTVでは初めてのこ
とだ。

自分が見た時の印象だが，主人公の財前五
郎は，自分の役にたたないものはいっさい切
り捨てようとする冷たさの一方で，毎月母に
仕送りをするなど良心の片鱗

りん

ものぞかせ，単
なる善人悪人でない多面的な人間性を描いて
いると思った。最後に十年間自分の息子に
会っていなかった母が息子の遺体を前に，泣
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かずにただ「五郎，よく頑張ったね，ご苦労
様!」と言ったせりふには，母の息子に対する
あらゆる感情が含まれ，心を揺さぶられた。
視聴者の声の中には，「最後の2回を見た時，
めちゃくちゃに泣いた。リアルな表現によっ
て，自分の欲望を追求してきた人物に対して
も，少し同情し，理解することができた」と
いうものもあった。

『白い巨塔』は描写が細かく，少しもいい
加減なところがない。例えば病棟回診の際，
一般の医者は階段を使うのに，教授だけがエ
レベーターを使えるという事実が，教授の権
威を表しており，財前があれほど教授になり
たいと考えた理由のひとつではないかと理解
できる。視聴者の中には，「『白い巨塔』を見
るのは大変疲れる。ドラマでは医学界の暗黒
面をたくさん告発しているし，登場人物の瞬
間的な目つき，微笑み，さらに眉を寄せるこ
とも次のストーリーの伏線になっていて，細
かいところまで見逃さずにいてこそ見続けて
いける」との声もあった。また，「『白い巨塔』
は残酷な真実で人の心を傷つけたが，私たち
は傷ついた後，もっと多くのものを収穫した」
と言う視聴者もいた。この他，スクリーンに
出ている人物の構図・照明・顔色・画面の白
黒対比は絵画のようで，ある生物学の専門家
は医学関係の表現が非常に専門的で真実だと
評価した。

CCTVでは週に約26時間，海外のテレビ
ドラマを放送し，週1本海外映画を放送して
いるが，その中には韓国・アメリカ・日本・
タイ・インドなどの作品が含まれる。テレビ
ドラマはさまざまな国の縮図であり，世界各
国のテレビドラマを放送することは国際文化
交流と相互理解の最も良い方法と考える。日

中両国が相手国のドラマを放送することを呼
びかけたい。

中国で日本のテレビドラマが良く見られたの

は，主に高倉健や山口百恵が活躍していた1980

年代であり，『白い巨塔』は久しぶりのヒット作

である。中国で日本のテレビドラマが最近低調

な理由については本誌1月号で詳述したが，高氏

はシンポジウムで出た質問に対し，日本の作品

は全体で11～13話しかなく毎日2～3話ずつ放

送する中国の習慣に合わないという点を指摘し

た。同時に，「日本のテレビ局はあまりサンプル

テープを提供してくれない」とも述べ，いい作品

があるかどうか調べられるよう，サンプルテー

プの積極的な提供を日本側に呼びかけた。

今回『白い巨塔』がヒットした背景には，中国

でも市場経済化に伴って「医は算術」という傾向

が強まり，金を払えない人は追い出すような病

院が増えているという，医療道徳の退廃がある

と見られる。一方善人悪人の二元論を超えた番

組ということが中国では新味を感じさせている

ようでもあり，共通の問題意識と中国にはあま

り見られない味付けがうまく調和してヒットに

至ったものと思われる。

②湖南テレビ 張若波 拓展部主任
湖南テレビは，娯楽

番組を売り物とした全
国向け衛星チャンネル
の人気が高く，2005年
の『超級女声』（注:一般

公募の女性15万人から歌

の審査で優秀者を選抜，最

後は携帯電話からのショー

トメッセージによる投票で1位を決めるという，中国
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版『スター誕生』といったイメージの番組。中国全土

で4億人が見たといわれ，一大ブームを巻き起こした）

をはじめ，2006年は『大長今』（チャングムの
誓い）や『おしん』が評判を呼んだ。このうち『お
しん』は，1回分を40分に編集し，一日に1回
分か2回分を放送した。なぜ『おしん』にした
かの理由は3つある。1つは，最初の放送から
20年以上経っているが，主人公の刻苦奮闘は
今でも支持を得られるだろうということであ
り，関係者が投票を行った際，自分は『おしん』
に賛成票を入れた。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，3つ目はやはりヒットした『大
長今』と同じく，女性の刻苦奮闘を描いた作品
ということだ。『おしん』については事前の宣
伝にも力を入れ，放送から二日目で視聴率は
全国向けテレビチャンネルの中で2位に上昇，
結局6%を超える高視聴率を獲得した。

 Ⅲ 日本のテレビ局と共同制作を行った局
①香港フェニックステレビ 黄海波 ディレクター

2005年と06年にフェ
ニックスとテレビ朝日は
共同で，日中の有識者
が議論を戦わせる番組
を企画した。戦後60
年となった2005年は，
小泉首相の靖国神社参
拝や東シナ海ガス田
問題，歴史教科書，釣魚島（注:尖閣列島の中国

名）などの問題によって日中両国の関係は冷
え込み，政府・民間を問わず交流の窓は閉ざ
された。フェニックスとテレビ朝日はメディ
アがこうした状態を打破する必要があると考

えた。たまたまフェニックスには『時事弁論
会』，テレビ朝日には『サンデープロジェクト』
という時事問題の討論番組があり，テレビ朝
日から提案を受けると，わずか1か月半後の
8月9日にフェニックスで生放送による番組
が実現，テレビ朝日も8月21日に編集した番
組を放送した。放送後，日中両国で大きな反
響があり，目的は達せられた。靖国神社・東
シナ海ガス田など両国間の「敏感」な問題で，
従来日中双方の有識者が一緒に議論したこと
のないような話題もみな言及された。中国側
の視聴者は，みな「時間が短すぎる。十分に
議論が尽くされたとは言えない」との反応で，
中には「日本のゲストにもっと発言させるべ
き」という声もあった。また，大多数の視聴
者から，次の日中討論会に期待する意見が寄
せられた。テレビ朝日の『サンデープロジェ
クト』でも日中討論の際は視聴率が上がった。
2006年7月25日には，「ポスト小泉時代の選
択」というテーマで第二回の日中討論が行わ
れ，フェニックスでは生で放送した。放送後
の反応は，共通して「第一回の時より成熟し
理性的，双方の観点が良く示された」という
ものだった。テレビ朝日では7月31日に放送
され，とても良い反響があった。幸いなこと
に放送から2か月後に安倍首相の中国訪問が
実現し，日中両国の政治関係に実質的な改善
がもたらされた。我々の日中討論会の観点を
両国の指導者層が認識していたかは不明だ
が，少なくとも中国の唐家璇国務委員は高く
評価していた。両国の指導者の行動と我々の
期待が一致したことは喜ばしい。  

両国間のとても「敏感」な話題について，修
正の利かない生放送で論争するという番組を
実現するのは，並大抵のことではなかった。
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2005年の第一回討論の時は，関係者は神経質
と言っていいほど緊張していた。一方討論会
に出席した田原総一朗氏は，こうした番組の
提案に応じるほど中国の言論の自由のレベル
が高まったとは想像していなかったと述べた

（筆者注:香港は1997年にイギリスから返還されて中

国の一部になったが，言論の自由のレベルは中国本

土よりはるかに高い。しかし一部の反中国政府系メ

ディアでなく，中国政府から一定のお墨付きを得て

いるフェニックスが日中討論会の企画に乗ってきた

ことは，やはり注目すべき点と言える。「こういう番

組でもすぐOKが出るのか」という筆者の質問に対し，

黄氏は「劉長楽オーナーがOKすれば決まりだ」と答

えた）。岡本行夫氏はいつになく謙虚な様子で，
「台湾問題について触れてもいいですか?」な
どと質問したので，私は笑って「何でも言い
たいことを言ってください」と答えたが，二
人とも『サンデープロジェクト』に見られる鋭
く攻撃的な議論は少なめだった。これに対し
中国側の馮昭奎氏（元中国社会科学院日本研
究所副所長）は日頃の理性的で温厚な主張が
影を潜め，多少感情が高ぶっており，一部の
発言は「制御不能」な状態だった。彼はおそら
く多くの中国人が注目する日中討論会で，明
確な主張をしないと自らの立場がなくなると
いう無形の圧力を感じていたのだろう。もち
ろん馮氏も理性的な視点を忘れてはいなかっ
たし，フェニックスの何亮亮評論員も日頃よ
り温厚な話しぶりだった。私がこの日中討論
会で最も心配したのは，日本側の二人があま
りに刺激的な発言をして，視聴者の強い反発
を引き起こすことだった。実際は，出席者は「何
が民族の自尊心に関わる敏感な問題なのかよ
く分からない」という状態で注意深く話して
いた。この時期は日中間の対話は，メディア

であれ政治家であれ，見知らぬ人同士の関係
のようであり，このことは日中関係の悪化と
いう事実以上に憂慮すべきことであった。し
かし翌年の日中討論会ではこの問題は大いに
改善され，双方とも理性的に自らの視点を述
べた。こうした討論会が多ければ多いほど，
出席者の気持ちも落ち着き，双方が問題を検
討する余地も大きくなる。我々もテレビ朝日
もこの日中討論会を継続していきたいと考え
ており，こうした意思疎通の場を設けるのは
我々メディアの責任である。

2005年8月に放送されたフェニックステレビ

の日中討論番組のビデオを筆者も見てみた。最

初に受けた印象は，司会者の黄海波氏（北京出身）

が，かなり中立的な立場で議事進行を行ってい

た点である。フェニックステレビは，人民解放

軍出身の劉長楽氏がオーナーで，中国国内では

「第二中央テレビ」とも言われている。従ってそ

の論調は基本的には中国政府寄りと考えて良い

のだが，日本通でもある黄氏が極力中立的な立

場を守ったことが，討論会の価値を高めたよう

に思えた。

次に具体的に内容を見ていく。田原氏と岡本

氏の発言には同時通訳がつき，両氏はまずそろっ

て「日中間の問題は多くが誤解によるもので，そ

れを解きたい」と挨拶する。これに対し馮氏は冒

頭から，「靖国神社は正しい歴史観と誤った歴史

観の問題であり，小泉（注:ママ）の政治・外交精

神は異なる意見に対し聞く耳を持たず，扇動的

なものだ」などと日本を厳しく批判した。議論は

まず歴史問題から始まり，黄キャスターが日本

側の二人に過去の歴史について質問した。この

中で両氏は，「過去の戦争ではアジアの人民にも

災難を与え，我々はみな反省している」などと答
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えた。続いて小泉首相の靖国神社参拝について

同様に日本側への質問が行われ，両氏は「当時の

指導者のためでなく，命令を受けて戦争に行き

亡くなった人を悼んでいる」などと説明した。こ

れに対し馮氏は，「自分は違う意見だ。岡本氏の

言うことは理解できるが，小泉（注:ママ）は総理

大臣であり，公人であって私人ではない」と追及

した。岡本氏は，「馮氏の考えは理解する」と答え，

田原氏は「日本人は悪人でも死んだら罪はなくな

ると考える」と，日中間の文化の違いを指摘した。

これに対し何氏は，靖国神社にA級戦犯が祀ら

れていることを問題視した。

次に扶桑社が出版した歴史教科書についての

議論に移り，田原氏が満州事変の記述につい

て，関東軍が自ら満鉄を爆破し中国側に責任を

押し付けようとした事実を認めていると説明し

た。これに対し馮氏は，「日本の村町外相（注:マ

マ。町村外相を言い間違えたものと思われる）が日

本の歴史教育は明治維新で終わっていると言っ

た」「1950年代～60年代頃から，侵略を進出に

書き換えさせた」などと追及，岡本氏が「中学・

高校向けの26種類の教科書はいずれも“侵略”と

記述している」「扶桑社の教科書の採択率は0.1%

にとどまる」などと防戦に努めた。次に何氏が，

南京虐殺事件について日本の右派勢力が問題の

重大さを言わず死者の数にだけこだわっている

のは，悪い影響を与えると述べ，日中両国の学

者が落ち着いた環境の下で研究・議論すべきだ

と結論付けた。一方田原氏は中国政府の言う中

国人被害者の数が，400万人⇒800万人⇒1,500

万人⇒2,000万人などと時をおって増えている

ことを指摘し，同様に日中共同の研究を呼びか

けた。最後に馮氏が「歴史問題は日中関係のすべ

てではない」と未来志向の発言をして歴史問題を

締めくくった。

次に経済・貿易関係の議論に移った。日本側

は日中間の経済関係の深まりや，対中ODAの

60%は実質的な贈与であることなどを指摘した

が，中国側はロシアから引こうとしている石油

パイプラインや東シナ海のガス田をめぐる日中

の角逐に関して，日本の主要メディアが強硬な

主張をしていると問題視した。議論の途中で視

聴者からインターネットやファックスで寄せら

れた意見の紹介になり，「中国人民は文化の違い

は理解できるが，誤った歴史観を，文化を理由

に包み隠すことは許されない」「石原慎太郎（注:

ママ）は選挙のために民族主義を利用するな」な

どとする中国人視聴者の意見が示された。

また，台湾問題に関しては，岡本氏が「日本は

台湾独立を支持しない。台湾の将来は双方が平和

的に話し合って決めれば良い」と説明した。これ

に対し馮氏が「日本の一部の政治家は岡本氏と違

う」などと懸念を示し，岡本氏は「中国が武力で

台湾を統一しようとしたら問題だ」と反論した。

まとめの議論の中で，ドイツと日本との比較

が取り上げられ，田原氏が「誤りは認めるが，ユ

ダヤ人を抹殺しようとしたナチスドイツとは違

う」と説明したのに対し，岡本氏は「加害者が被

害者にもっと悪いやつがいると言ってもダメだ」

と反論，「日本」対「中国」といったレベルを超え

た議論も垣間見られた。

以上詳しく討論の内容を見てきたが，その理

由は，日中両国民の相手に対するイメージ形成

の面で，歴史認識問題がきわめて重要な役割を

果たしており，今回の討論会ではそれが浮き彫

りになったためである。また，フェニックスは

香港のテレビ局ではあるが，北京語で放送して

いることから中国本土でも多くの人が衛星放送

で視聴している（注:中国本土では，3つ星以上のホ

テルや外資系企業のオフィス，高級幹部の住宅など
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を除くと基本的に衛星放送の直接受信は認められて

いないが，実態としては非合法の視聴も多い）。特

に2001年の米同時多発テロの際に即座に現場中

継を始め，政治指導者の判断を待とうとして放

送をためらったCCTVを圧倒する実績を残して

以来，知識階級から一定の支持を集めていると

言え，その議論の中国世論への影響力の大きさ

は無視できない。2005年の第一回討論では，筆

者も面識がある馮氏が，日頃の言動からは想像

もつかないほど感情的な発言を繰り返していた

ことがとても印象的で，黄キャスターの指摘す

るように，中国人視聴者の前で「愛国主義者」を

演じなければならない圧力を馮氏は感じていた

ようである。馮氏はネット上で時々極端な民族

主義者から罵られていることから，彼の微妙な

立場は理解できなくもない。これに対し日本の

出席者2人はいずれも現実的な議論を展開し，黄

キャスターが懸念したように中国人視聴者を激

怒させる内容にはならなかったが，もし日本の

右派系の雑誌に寄稿する論者が出ていた場合，

混乱を招いた可能性が高い。もっとも日中関係

についての専門性ということで言えば，馮氏が

日本専門家である以外，各出席者は必ずしも日

中関係に専門的知識を有するわけではなく，何

を基準に人選をしたのか黄キャスターに確認し

てみた。すると彼も専門性のことは気にかけて

いたものの，他に適当な人材が見つからず，む

しろ専門性が深い人より，全体の構図がつかめ

る人物の方が視聴者に分かりやすいのではとい

う配慮もあって決めたという。

 Ⅳ 日本に関する番組を制作・放送した局
①長春市人民政府新聞弁公室 劉国君 副主任

（注:この番組は長春市政府の広報部門に所属す

る劉氏が制作を提案し，

演出の総責任者を務めた

ため，番組を放送した長

春テレビや吉林テレビで

なく劉氏が報告を行った）

今回紹介するドキュ
メンタリー『母之愛
―中国母親和日本遺
孤』は，中国の養父母と日本の残留孤児の間
にあった感動的な物語を，歴史を口述する方
法でつづったものである。1945年に日本が戦
争に敗れてから帰国するまでの間に，多くの
日本人の子どもが中国の土地に置き去りにさ
れた。年齢は13歳から生まれて数日という子
までいて，中国の東北地区だけで5,000人以
上にのぼった。東北地区における日本帝国主
義の14年間に及ぶ植民地支配は人民に深い災
難を与え，女性や子どもを中心に多くの人が
侵略者によって殺害された。またこの戦争は
一般の日本人民にも深い災難を与えた。善良
な中国人は残留孤児たちに援助の手を差し伸
べ，自らも豊かではない中で，彼らを育てる
責任を引き受けた。1972年に日中の国交が正
常化された後，一部の日本人残留孤児は肉親
を探し当て，中国の養父母は別れにはらわた
がちぎれる思いで，涙しながら彼らを長い旅
路に送り出した。多くの孤児は日本に帰って
からも，養母を実の母のように思い，育てて
くれた恩を忘れず，養父母が幸福な晩年を送
れるよう孝行を尽くした。

『母之愛』は2003年7月から11月にかけて
撮影され，撮影班は，資料や手がかりがわず
かで当事者も高齢化し記憶が衰えるという困
難の中，数十人の当事者，証言者を取材した。
そして貴重な個人の写真や資料を集め，政府
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の関係部署や歴史研究者にも相談して意見を
求めた。取材先は中国の東北三省をはじめ東
京・名古屋・大阪にもおよび，両国にとって
の重要な歴史的出来事を全面的に紹介した。 

このドキュメンタリーは平素とかわらない
中に荘重さを持った基調で，画面での語りに
は評論を加えず，視聴者には真実の姿の映像
を通して当時の歴史を感じ取ってもらうよう
にした。個人の口述と歴史の背景を融けあわ
せ，現実の記録と歴史の回顧を統合して，個
人の運命から大きな歴史の事実を反映させ
た。一つ一つの涙を誘う小さな物語を通じて，
地域・文化・民族を超えた最も偉大な人間性
の美を表現し，養父母たちが体現した中華民
族の広い心を示した。日本に帰国した残留孤
児の畑山昭子さんが中国の養父母を見舞う訪
問を糸口に，中国の養父母たちが残留孤児を
引き取って養育し，孤児が日本に帰国するま
でを番組に構成していった。

2004年7月に長春市で完成記念式典を行
い，その後長春テレビ・吉林テレビで放送す
ると，国内で大きな反響があった。式典に出
席した中央政府の担当者も作品に高い評価を
与えた。香港のサウスチャイナ・モーニング
ポストやCCTV，新華社など数十にのぼる
新聞・ラジオ・テレビなどでニュースが流さ
れ，多くのネットサイトや地方の新聞でも転
載された結果，数日のうちに関連の報道は数
百件に達した。その後も多くの人が取材に来
たり，寄付を提供したりした。自分は撮影の
過程で，戦争の残酷さと非人間性を深く感じ
た。『母之愛』は中華民族の広い心をたたえ，
日本と世界の人々が中国とその伝統，中国人
を理解するために役立つ。この2年あまりの
間に，番組に登場した何人かの養父母は世を

去った。我々テレビ界の人間は，より多くの
時間と精力をかけて，社会における「真善美」
を記録しなければならない。

『母之愛』は約55分のドキュメンタリーで，

冒頭に1980年代以降日本に帰国した残留孤児

20人の名前と養父母の名前が紹介される。この

うち主に登場するのは，畑山昭子さん（中国名・

孫艶平），塩原初美さん（中国名・杜冬梅），小林

恵子さん（中国名・王雅君）らで，20人の字幕で

の紹介が終わると，畑山（孫）さんの日本語の語

りが始まる。彼女は自分の日本名は夢の中の名

前に過ぎず，「孫艶平こそが，私の命のすべてな

のです」と話す。そして画面は2003年7月，17

年前に日本に帰国した畑山（孫）さんが，長春に

85歳の養母を見舞うシーンになる。抗日戦争の

資料映像などをはさんで，畑山（孫）さんが昔の

思い出を述懐する。ある日実母が亡くなり，中

国人に預けられることになる。そこで養母の曾

秀蘭さんの語りとなり，「周りの人たちはみな（子

どもを）要らないと言ったが，夫が育てようと

言ったので引き取った」と話した。次に畑山（孫）

さんが「親戚は，“Y頭”（注:女の子をけなして言

う言葉）を学校に行かせてどうする，どうせ嫁に

いく子だと言ったが，母は“Y頭”も人間だと言っ

てくれた」と振り返る。そして同年9月に畑山（孫）

さんが日本に帰国する別れの瞬間までを，たん

たんとカメラが映していた。また，塩原（杜）さ

んは，「私は結核で痩せていたので，養父母の家

族はみな，病気の子どもを育てるより豚を飼っ

た方がいいと言ったが，養父母は自分を病院に

連れて行き，4回手術を受けさせた。母は指輪を

売って自分に菓子を買ってくれた」と涙をためな

がら述懐した。塩原（杜）さんは現在，養母を日

本に呼んで暮らしているが，その生活について
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は「えびやかには日本でも高価だが，母には高血

圧症があるので肉よりもえびを食べさせている。

母はもう90歳だが，日本で死なせるわけにはい

かないので，来年5月に中国に連れて行く」と語っ

た。このほか番組には，中国の養父母たちを時々

訪問する大阪の教師，福井啓子さんも登場し，「養

父母の話を聞いて日本の子どもたちに教えたい

と思った」「もし日本で同じことが起こったら，

たぶん中国の子を育てることはできなかったと

思う。日本人の子を育ててくれたことを本当に

感謝している」と述べている。そして最後にもう

一度，20人の字幕が紹介され，「5,000人あまり

の残留孤児のうち，2,400人あまりが日本に帰国

した」「抗日戦争での3,500万人の死傷者の大部

分は女性や子どもだった」という字幕が流れて番

組を終えた。

全体を見た印象としては，確かに養父母の子ど

もに対する深い愛情を感じる場面が少なからずあ

り，感動させられた。もっとも中国人すべてが“広

い心”を持っていたわけではなく，養父母の家族

が一様に「病気の子どもを育てるより豚を飼った

方がいい」と言ったシーンに見られるように，こ

こに登場する感動的な養父母は，実は例外的な人

格者とも言える。しかし生活がきわめて困難だっ

た当時の状況を考えれば，「豚の方がいい」とい

う発言も責めることはできず，日中間の悲惨な戦

争の歴史を後世に伝えるという観点からすれば，

貴重なドキュメンタリーと言えよう。

強いて難点をあげるとすれば，中央政府の担

当者が式典に出席していることから分かるよう

に，当局のお墨付きの作品であるがゆえに，日

本人からすると宣伝色が強いように見えること

だ。残留孤児が中国人の同級生に「日本鬼子」と

いじめられたことや，残留孤児やその家族が中

国の地を離れる背景に，日本の豊かさへのあこ

がれがあることなどは，このドキュメンタリー

では捨象されている。日中両国の国民がそうし

た点も認識した上で作品を見ることが，相互理

解に役立つと思われる。

②広東テレビ 施燕峰 海外センター副主任
広東テレビが日本を

含む海外との協力に
よって制作した番組
に，24回シリーズ（1
回42分）の歴史ドキュ
メンタリーで，2年半
かけて作り上げた『百
年留学』がある。中国
からの留学の歴史を見る時，日本は重要な役
割を担っている。1896年に清国の政府が最
初に日本に留学生を派遣してからの20年間
は，日本への留学生の総数は同じ時期に欧米
に留学した留学生の数十倍に上る。これがい
わゆる「留日狂飆」（狂飆=すさまじい暴風）
である。辛亥革命と中華民国の建国は日本留
学ブームと密接に関わっている。革命を組織
し，指導した人物の大部分は，かつて日本に
留学している。日本への留学生の中から，政
治家・軍事指導者・作家などが多数輩出され，
現代の中国社会に深い影響を与えた。

広東テレビでは，『百年留学』を制作する
には，日本でのロケが絶対必要だとの結論に
達した。撮影班は2005年7月2日から17日に
かけて日本を訪れ，当時留学生が比較的集中
していた大阪・神戸・福岡・仙台・札幌・東
京の6都市で取材・撮影を行った。日中友好
協会の協力の下，関連の大学・政府機関・研
究者の取材から，これまでほとんど知られて
いない史実・史料を発掘できた。魯迅と仙台
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のつながりは深く，彼が当時下宿の大家に
贈った写真は，ひとつの物語を引き出した。
彼が通った階段教室は，もとのまま保存され
ており，今後も永久保存されるという。「孫
中山」（注:中国では孫文を通常孫中山と呼称する）

の元の名は孫文だが，中山という名前の来歴
は，彼の日本での活動と関係があった。「中
山伯爵府」がもとあった場所を取材し，「孫
中山」に改名した謎が解けた。今回の日本で
の撮影の過程で，日本の多くの友人たちが
我々の作るドキュメンタリーを高く評価し，
日本のメディアの取材もたくさん受けた。

中国人の日本留学110周年を記念し，広東
テレビは欧米同学会・日本国駐広州総領事
館と協力し，日本留学に関するテレビ番組の
撮影を11月15日から30日にかけて行ってい
る。番組のテーマは現在の日本留学および日
本の教育の制度と現状で，20分の作品を5本
作ることにしている。 

『百年留学』の中の第4回で紹介される『留日

狂飆』を見てみた。20世紀初頭の日本留学ブー

ムの実情や背景を現地取材と歴史研究者の証言

で構成している。番組はまず，中国革命で孫文

と共に指導的役割を果たした黄興が1916年に

死去した上海・武康路の映像で始まり，黄興が

1902年に正規の留学生として来日し，中国留学

生会館の評議員として，学生に革命へのオルグ

活動を行う状況を説明する。そして孫文から「革

命のために役立つ留学生はいないか」と聞かれた

宮崎滔天が，「黄克強（注:黄興のこと）が良い」と

答え，宮崎の紹介で知り合った孫文と黄興がた

ちまち意気投合する様子を，研究者の証言を交

えて描いている。また，留学熱が起きた背景と

して，日清戦争で大国の清が日本に敗れたこと

の衝撃と，1901年～06年にかけて清国自身も

日本留学を奨励したこと，日本の側にも過去千

年にわたって中国から多くのことを学んだお返

しの気持ちや，ロシアとの対決に備え，中国を

味方にしようとする戦略，中国人を教育して日

本の国益につなげようとする思惑などから，中

国人の留学生を歓迎する面があったと指摘する。

取材班が早稲田大学を訪れる場面では，史料は

あまり残っていなかったものの，当時の食事の

メニューが見つかった。メニューに出てくるお

かずの大部分は広東の家庭料理で，当時留学生

の大部分が広東省から来ていたことが分かる。

辛亥革命前に日本に来ていた中国人留学生は3万

人いて，特に早稲田大学では学生の5人に1人

が中国人だったこともあると解説が入る。また，

1898年に戊戌の政変で改革派が打倒された後，

多くの人材が難を逃れるため日本にやってきた

ことも紹介される。そして1905年，孫文や黄

興などを中心に「中国同盟会」が東京で結成され，

日本が中国人留学生を中心とした，清朝打倒の

ための革命根拠地となっていく経緯が描かれて

いる。「日本留学」をテーマにしていることもあっ

て，全体的に日本が悪く描かれるところは少な

く，中国の歴史ドキュメンタリーの中ではかな

り客観的な作り方をした作品といえる。

③広西テレビ 安亜中 国際部主任
広西テレビが衛星を

通じて全国発信してい
る番組の1つに『ファッ
ション中国』があり，
中国で流行している
ファッションや有名モ
デルをテーマに毎日放
送している。これまで
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に国内だけでなく，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
ション文化界に取材を行ってきた。2006年9
月，『ファッション中国』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は，2006
年初めから日本のファッション界と緊密な
連絡を取り，8月に『Japan Fashion Week in 
Tokyo』の組織委員会は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。
9月3日に『ファッション中国』の撮影班が東京
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し，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てく
れた。撮影班は期間中，渋谷・原宿・表参道・
有楽町・台場などファッションにおける中核
的な地域を取材し，38回にのぼるファッショ
ン発表会を全編録画，日本の新人デザイナー
コンテストも取材した。さらに森英恵・コシ
ノヒロコ・岩谷俊和など20人あまりの有名デ
ザイナーやファッション界の有名人にインタ
ビュー，広西テレビが版権を持つ大量のファッ
ション関係映像資料を入手した。森英恵はイ
ンタビューに対し，「私は中国には長い間好感
を持ってきました。まるで一つの家庭のよう
に調和がある感じで，今回の『ファッション中
国』の番組を通じて，より多くの中国の人たち
に日本のファッションとデザイナーを知って
いただきたいと思います」と述べた。

広西テレビがこのように日本のファッション

界から「熱烈歓迎」されたのは，『ファッション中

国』が全国向けの衛星チャンネルで放送されるか

らに他ならない。少なくともケーブルテレビに

加入している1億2,600万戸の世帯の大部分で

は，『ファッション中国』を見られるわけで，湖

南テレビの『超級女声』同様，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構図が見ら

れる。実際に10月9日に放送された25分間の番

組を見た。まず「中国モデルの星コンテスト」の

選手たちが男女10人ずつ紹介され，それぞれ「携

帯電話で私に投票してください」などと5秒から

10秒程度で視聴者に挨拶する。女性の最年少は

15歳の若さである。そして8分ほど過ぎたとこ

ろから『Japan Fashion Week in Tokyo』の紹介

が始まる。この日はコシノヒロコ特集で，時々

コシノヒロコへのミニインタビューが入る以外，

番組の終わりまでほぼずっと，舞台上をモデル

が歩き続ける。中には乳首が透けて見える服装

もあり，なぜCCTVがこうした番組を手がけ

ないのか分かる気がした。また番組は基本的に

映像主体で語りはなく，外国の音楽をBGMに，

ファッションのテーマについて説明する字幕が

短く入るだけである。この番組から見える日本

は，インターネットの「論壇」で語られる「軍国主

義復活国家」とは似ても似つかない日本である。

④済南テレビ 季衛国 ディレクター
済南は山東省の省

都で，済南テレビは
1985年に放送を開始
し，今は8チャンネル
で放送している。2001
年に記者として日本
を訪問した際，日本の
同業の女性が休日返上
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で，渋谷の街頭で20人あまりの若者を取材
するのを手伝ってくれた。若者たちの大部分
は中国の悠久の歴史や文化に好感を持ち，今
の中国を理解することにも大きな関心を示
した。帰国後『訪日紀実』という番組を制作，
済南テレビ・山東テレビチャンネル・中国黄
河テレビで放送したところ，大きな反響が
あった。視聴者は日本の同業者の職業精神に
強く賛同し，番組を通じて日本の若者が中国
をどう見て，日中友好の未来をどう考えてい
るか知ることができた。『おしん』，『燃えろ
アタック』，『一休さん』などのテレビドラマ
は中国の視聴者を深く感動させ，多くの作品
は人の一生に影響したとさえ言えよう。中国
の視聴者はさらに多くの日本のテレビドラマ
や映画を見たいと思っており，特に庶民の日
常生活や，教育の状況について知りたい。

 おわりに
今回のシンポジウムで筆者がやや意外に感

じたのは，中国の各テレビ局が日本について
扱う番組が予想以上に多かったことである。
大連のように日本との経済関係が特別に深い
地域は分かるが，北京人民ラジオでも定期的
な日本語番組が始まることになったり，広西
テレビが日本のファッション界を徹底取材し
たりという動きには，正直目を見張らされた。

なぜ意外感が強かったかと言うと，中国の
メディア政策への認識が背景にある。中国の
メディア管理は，最も厳しいのがテレビで，
次がラジオ，新聞，雑誌ときて，最も緩いの
がインターネットという具合に，メディアご
とに管理のレベルが異なっている。反日的な
内容は，インターネットにはあふれているも

のの，中国政府は日中関係の一層の悪化，さ
らには中国の世論の矛先が日本から“日本に
毅然と物を言っていない”中国政府に向かう
のを恐れ，テレビをはじめとする主要メディ
アに対しては“反日的”報道を規制してきた。
一方，日本に好意的な番組については，小泉
政権の5年間，日中関係が低迷し，日本を扱
うこと自体ややはばかられる雰囲気が中国メ
ディアの中にあったので，とても放送できな
いだろうと考えていたわけである。

しかし今回の各氏の報告を聞く限り，筆者
はある程度考えを改めざるを得ないと感じ
た。確かに日本関係の番組があるテレビ局を
探し出して招請したという面はあるのだが，
それにしても各局の番組では，インターネッ
トの論壇に見られるような日本への偏見は少
なく，一定の評価ができる作りになっていた
と言える。特に今回は省レベルのテレビ局の
健闘が目立ったが，日本の政府であれ，企業
であれ，メディアであれ，省レベルのテレビ
局は全国発信のチャンネルを持っているとい
う事実を前提に，今後こうしたテレビ局との
関係構築を模索する必要があると思われる。

（やまだ けんいち）


