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 はじめに

中国では，ここ2～3年，言論の自由をめぐ
る事件が次々と噴出している。そのうち最も注
目を集めたのは，世界中で報道された2006年
1月の「氷点週刊」停刊事件だったが，もともと
言論の自由が全くない体制下ではこうした事
件は起こらない。中国でも改革開放政策のも
とで一定の規制緩和が行われ，その中でメディ
ア界に一層の自由化を求める声が高まってい
ることの表れと言える。「氷点週刊」は処分さ
れたが，一方で，中国共産党がこれまで宣伝
してきた歴史を見直すよう求める点で「氷点週
刊」と共通点があった中国中央テレビ（CCTV）
のドキュメンタリー番組『大国崛起』は共産党
の機関紙「人民日報」が賞賛の記事を掲載する
など，当局の反応は正反対のものとなった。

本稿では，「氷点週刊」の元編集主幹である李
大同氏が著作の日本語版の出版にあたって来日し
たのを機に，李氏へのインタビューを交えながら，「氷
点週刊」停刊事件や『大国崛起』を主な材料として，
中国のメディアが置かれた現状を分析したい。

  市場経済化に伴うメディアと政府の摩擦

中国でメディアと政府の間に摩擦が生じるよ
うになったのは，市場経済化の影響が大きい。

文化大革命で疲弊した経済を立て直すため，
鄧小平氏の指導下で市場経済の導入や対外開
放を進める「改革開放政策」が1979年に始まっ
て以来，中国のメディアは大きな変化を遂げた。
それまではメディアの役割は共産党の政策の宣
伝に限られていたが，市場経済の導入・拡大
に伴って各メディアの収入源は政府が配分す
る予算から，広告や購読料などの自主財源に
置き換わっていった。広告や購読料の収入を
増やすためには，番組や記事の内容が一般の
消費者から支持されなければならない。従って

「マルクス・レーニン主義・毛沢東思想」といっ
た教条主義的な内容を報じるメディアは次第
に少なくなった。しかも市場経済化で放送・新
聞・雑誌など各メディアは急速に量的拡大を遂
げ，メディア間の競争も非常に激しくなったこ
とから，他のメディアと差別化する「売り物」が
必要になってきた。その際中国で基本的に未開
拓の分野は2つあり，1つは徹底した商業主義，
もう1つは当局への批判を含む報道（中国語で
は「監督報道」という）である。どちらもここ数
年強化・拡大されてきたのだが，3年ほど前か
ら当局はその双方，特に「監督報道」の拡大ひ
いては言論の自由の拡大に対する懸念を深め，
管理強化に舵を切ることになる。

2004年3月，メディア管理の元締めとも言え
る中国共産党中央宣伝部を強く批判した北京
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大学の焦国標助教授の文章『中央宣伝部を討
伐せよ』がインターネット上に掲載され，焦助
教授が大学を追われる「焦国標事件」が起こっ
た。また同年6月には，「中国青年報」の盧躍
剛ニュースセンター副主任が，上部機関であ
る中国共産主義青年団の中央書記処常務書記
の講話に公然と反対する文書をネット上で発
表した「盧躍剛事件」が起き，盧氏も配置転換
を余儀なくされた。党組織の上意下達のシス
テムが弛

し か ん

緩し始めていると見た共産党は，こ
の頃からメディア管理を目に見える形で強化
した。CCTVの夜のメインニュース『新聞聨播』
では2004年から2005年にかけて，「宣伝」を目
的とする企画ニュースが急増，一方で「監督報
道」の草分けとされるCCTVのニュース評論番
組『焦点訪談』では，同じ時期に「監督報道」が
急減，「“訪談”あって“焦点”なし」と酷評され
るに至った。また，具体的な規制措置として，
 Ⅰ  政治的に微妙なテーマについては取

材・出稿を新華社に限定
 Ⅱ 記事や評論を実名で書くことを指示
 Ⅲ 地元以外のメディアの取材を原則禁止
 Ⅳ ネットの管理強化
 Ⅴ 外資へのメディア開放の抑制
などを同時期に次々と打ち出した 1）。

 「氷点週刊」停刊事件

2004年から2005年にかけ，当局によるメ
ディア管理が強化される中，広東省の南方
グループをはじめとする開明的なメディアは
次々と編集責任者が更迭され，牙を抜かれて
いった。こうした状況下でも何とか奮戦して
いたのが，大手メディアでは北京の日刊紙

「新京報」と中国青年報付属の週刊新聞「氷点

週刊」だった。しかし2005年12月，新京報
の編集責任者3人が一挙に更迭される人事が
明らかになり，怒った記者らが事実上のスト
に突入する「新京報事件」が起きた。結局3人
のうち2人を現職に復帰させることで妥協が
図られたが，この時点で共産党中央宣伝部に
とっては「氷点週刊」がほぼ唯一の「眼中釘」

（目の上のたんこぶ）となったのである。
「氷点週刊」停刊の直接の原因となったの

は，2006年1月11日発行の号に掲載された，
中山大学の袁

え ん い じ

偉時教授の文章『近代化と歴史
教科書』である。袁教授は，例えば「義和団
の乱」について，中国の歴史教科書が「正義
の戦い」という一面的な評価をしていること
に異議を唱え，義和団が中国人を含めキリス
ト教徒をむやみに殺害したり，鉄道を破壊し
たりした行為は批判されるべきだと論文の中
で主張しているのだが，この主張は知識人の
多数からは支持を得たものの，ネット上で「憤
青」（怒れる青年）と呼ばれる民族主義者た
ちから激しい非難を浴びることになった。そ
れから「氷点週刊」が停刊処分を受けるまで，
共産党中央宣伝部がどのように動いたのか，
同部はこれまで事件に関して一切コメントせ
ず，機関紙の「人民日報」も事件に関する記
事を掲載していないので詳細は分かっていな
い。ただ，李氏本人はインタビューの中で，
当局が袁教授の論文を停刊の理由に挙げるの
は「口実に過ぎない」との見方を示している。

彼の著作 2）を読んだ筆者の印象でも，中央
宣伝部は袁教授の論文に衝撃を受けたという
よりは，以前から「氷点週刊」の「不聴話」（言
うことを聞かない）を苦々しく思っていたよ
うである。「氷点週刊」は停刊処分の前に，3
週間連続で中央宣伝部に逆らう記事を掲載
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していた。まず2005年11月23日発行の号で
は，かつて毛沢東の秘書を務めたこともある
長老で，著名な民主改革派の李鋭氏のイン
タビューを掲載した。実は李鋭氏は2003年
に「二十一世紀世界報道」という新聞のイン
タビューでおおっぴらに中国の政治体制改革
を主張し，この新聞がすぐに停刊となってし
まった“前科”のある人物で，それ以後中国の
メディアには一切登場していなかった 3）。ま
た，11月30日発行の号では，武漢大学法学
部教授の学術著作における盗作行為を暴露し
た。この教授は「氷点週刊」記者の取材を受け
たとき，「この件に首を突っ込むな。中央宣
伝部が黙っていないし，「氷点週刊」の総編集
長もおまえたちを放っては置かないぞ」と“忠
告”したという 4）。さらに同12月7日発行の号
では，元政治局常務委員で，6・4天安門事件
で失脚した胡啓立氏の回想『私の中の耀邦』を
掲載した。胡耀邦氏は1986年の学生運動への
対応がまずかったとして失脚した元総書記だ
が，2005年11月18日に生誕90周年を迎えた
際，共産党は盛大な記念行事を開催している。
にもかかわらず中央宣伝部はこのとき，メディ
アが胡耀邦氏を懐古する文章を発表するのを
禁止，新華社の記事のみ発表を許可した 5）。   

本格化する当局の管理強化の中で，李大同
氏のような人物が“粛清”されるのは，単に時
間の問題に過ぎなかったのかも知れない。

 李氏への援護射撃と当局の妥協

しかし，かつての中国と違うのは，単にメディ
アの人間が“粛清”されたり，自己批判を余儀な
くされたりして終わるわけではないということ
だ。李氏は自己批判をするどころか，「氷点週

刊」の停刊と編集主幹からの更迭を聞くとすぐ
さま反撃に立ち上がり，公開抗議文を発表，翌
日の朝から世界中のメディアが李氏のオフィス
や携帯に電話をかけてきたという6）。しかし中
国人が海外メディアの取材を受けるのは，勇気
のいることである。当局には「国家機密漏

ろうえい

洩罪」
という武器があるので，ほとんどの中国人は“言
論の自由”などという敏感な問題で海外メディ
アの取材を受けようとはしないのだ。

昔だったら李氏は獄につながれてもおかしく
ないのだが，そうならないでいる背景には，海
外メディアの監視はもとより，中国の社会が以
前よりも民主化し，多様な価値観を認めるよう
になってきて，李氏を支援する知識人も少なく
ないことがある。2006年2月14日には，元新華
社副社長の李普氏や，元人民日報社長兼編集
長の胡績偉氏など13人が連名で，中央宣伝部
の自己批判や「氷点週刊」の全面復刊，さらに
報道保護法の制定によるメディアの権利の保
障を要求する共同声明を発表した。また同じ日
に，「氷点週刊」に執筆していた賀衛方氏ら13
人の学者・編集者・弁護士も連名で，胡錦濤
総書記をはじめとする9人の党政治局常務委員
に対し，停刊処分の撤回を要請する公開書簡
を提出した。当局は李氏の編集主幹解任は撤
回しなかったが，袁教授への反論を掲載する
ことなどを条件に，「氷点週刊」が1か月後に復
刊することを認めた。新京報事件でもそうだっ
たが，メディア側の反撃にあった当局は，一定
の妥協をして事態の収拾を図ったのである。

 当局のお墨付きを得た『大国崛起』

「氷点週刊」をめぐる騒動から数か月たっ
た2006年11月，CCTVの経済チャンネルで，
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全12作のドキュメンタリーシリーズ『大国崛
起』が放送された。この番組は，アメリカ・
ロシア・イギリス・フランス・ドイツ・スペ
イン・ポルトガル・オランダそれに日本の9
か国が，過去500年の間にいかなる経緯をへ
て大国に成長したのかを描いたものである。
放送開始以来，視聴者から大きな反響があり，
インターネット上でも議論の的となった。反
応は比較的肯定的なものが多く，CCTVは早
くも11月27日から再放送を開始，12月1日
には共産党機関紙の「人民日報」が『歴史に未
来を照らさせる』と題した記事を掲載，『大
国崛起』を高く評価した。この記事では『大
国崛起』の内容について一部の学者からは異
論が出ていることを認めたうえで，胡錦濤総
書記のブレーンといわれる北京大学国際関係
学院の王

おう

緝
しゅうし

思院長が，「テレビを通じて世界
の歴史，特に大国が生成する歴史を紹介する
ことは，他のメディアではできないような効
果を生み出す。作品は人々にいろいろなこと
を考える材料を与えており，こうしたことは
もっとすべきである」と述べた発言を紹介す
る。『大国崛起』は当局のお墨付きを得たわ
けである。では，この作品のどこが従来にな
かった視点なのだろうか。

ドイツ篇やイギリス篇など，作品の一部
はCCTVの関連サイト（http://vsearch.cctv.
com/）から見に行くことができる。筆者はこ
のうちロシアについて見てみたが，1917年の
ロシア革命後，レーニンやスターリンの時代
にいかに大国としてのソビエト連邦が築かれ
ていったかが描かれている。従来の中国の教
科書的な描き方であれば，中国が19世紀に
帝政ロシアから北方の領土を蚕食された経緯
や，1950年代から70年代頃のソビエトの“覇

権主義”に対する批判といった，「愛国主義」
を鼓舞する内容が中心になるはずなのだが，

『大国崛起』ではそうした描写は全くなく，こ
れまでの中国政府の公式的立場から比較的自
由なスタンスで番組を制作しているように見
える。また，大国化の過程でスターリンが工
業化を急ぐため農民から過酷な収奪を行った
ことも北京大学の教授のインタビューなどで
示されており，全体として「歴史の客観的再
評価」を試みている印象を受けた。というのは，

「農民からの過酷な収奪」は現在の中国でも大
なり小なり行われていて，政治的には当局は
扱いたくない材料だからである。実際，番組
の担当者が中国メディアのインタビューを受
けた際も，「いかに客観的かつ公平に9か国の
大国への成長を解読するか」が困難な課題で
あったと説明している。また，CCTVの関係
者によると，日本については戦後の経済発展
を中心に描かれているということで，「抗日映
画」が氾濫してきた中国のテレビ番組の中で
は，新しい視角を提供したものと言える。

こうした「歴史再評価」は，共産党指導部の
了解がなければできないことであり，「人民日
報」で番組が高く評価されたこともそのことを
裏づけていると言えよう。中国人には，現在の
問題を歴史上の事実を借りて暗に語るという
習性があり，歴史と現代は完全には切り離せ
ないのである。実際に中国政府がある程度ま
で「歴史再評価」を容認していると見られる事
実も最近散見される。2005年9月に胡錦濤総
書記が行った「反ファシズム勝利60周年」の演
説では，抗日戦争の中で国民党が前線で日本
軍と戦った事実を認めた。共産党はこれまで
国民党は日本軍と戦うのに消極的で，共産党
が抗日戦争の主軸だったという主張を続けて
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きたので，胡錦濤演説はある種の「歴史再評価」
と言うことができる。また，上海という地域限
定ではあるが，従来の歴史教科書と比べ反日
色が大幅に薄まった内容の教科書が2006年9
月から中学や高校で使われているという7）。

「歴史再評価」における言論の自由化が重
要なステップであることは，李大同氏も同意し
ている。李氏によると，「氷点週刊」の編集主
幹として言論の自由の拡大を図ろうとしたとき
に，彼が取った方法は，段階的な作戦だった。
まず「国語」教育という，トラブルが少なそう
なテーマから手をつけ，これがうまくいったの
で次に「歴史」教科書をテーマにした。これが
うまくいけば次は「政治」だったのだが，途中
で座礁してしまったというわけである。しかし

「歴史再評価」については『大国崛起』に見られ
るように当局も一定の寛容性を示している。

そして「政治」に関わりそうな部分でも，こ
こにきて重要な「開放」政策が打ち出された。
それは2007年1月1日から北京オリンピックが
終了する2008年10月17日まで，外国メディア
に対する取材規制を緩和するという法規の制
定である。これまでの規制では，外国人記者
が中国国内を取材で動いたり，中国人にイン
タビューを行ったりする場合は，事前に政府
当局の許可が必要だった。しかしこれでは通
常の取材はまだしも，緊急時の取材には全く
間に合わない。筆者は北朝鮮のキム・イルソ
ン主席が死去した1994年7月に北京に駐在し
ていたが，NHK国際部からは「すぐ北朝鮮国
境に行って欲しい」という要請が来た。しかし
北朝鮮と国境を接する遼寧省丹東市で正規の
取材をするには，遼寧省外事弁公室の許可が
必要で，申請から通常2～3週間は待たされて
しまう。外国メディアはどこも，こうした規制

の抜け道を探すのに四苦八苦してきたのであ
る。それが今回の規制緩和後は，事前の許可
は不要とし，インタビューも当人の了解だけで
よいとされた。そして一部の外国メディアは1
月になると早速，政治的に微妙な人物のイン
タビューを行ったのである。そのうちの一人は，
1989年の天安門事件で失脚した趙紫陽元共産
党総書記の秘書だった鮑彤氏だった。そして
もう一人は少数民族の独立を主張したりスパ
イ行為を行ったりしたとして懲役15年の刑に
処せられ，アムネスティ・インターナショナル
が「良心の囚人」に認定しているモンゴル族の
ハダ氏の妻である。しかし上海の人権派弁護
士鄭恩寵氏については，公民権を停止されて
いるとの理由で許可されなかったという8）。

こうした事例を見てくると，「氷点週刊」停
刊事件の頃と比べ，数か月で言論の自由をめ
ぐる状況が改善したようにも見える。この間
には，2006年9月に江沢民前総書記派の中枢
の一人だった陳良宇上海市党書記が違法な経
済活動を理由に免職となったうえ当局に拘束
される事件があり，権力のバランスが江氏か
ら胡錦濤総書記に傾いたとされている。

しかし李大同氏は必ずしも状況が好転したと
は考えていない。中国が言論の自由に関して最
近行っている政策は「内外有別」というのである。
外国のメディアが中国について書くことや，仮
に中国人であっても海外のメディア向けに書く
ことについては，ある程度大目に見るというもの
だ。『中央宣伝部を討伐せよ』によって北京大学
助教授のポストを追われた焦国標氏は，現在香
港やアメリカのメディアに寄稿して収入を得て
いる。また李大同氏の書いた文章も香港や日本
など海外では発表されており，彼らが日本に来
ることも当局は阻止していない。しかし，中国
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国内に関しては厳しく規制され，二人とも国内
で署名付きの文章を発表することはできない。

ただ筆者は，「内外有別」政策は，昔と比
べれば一定の進歩と考える。彼らの文章は確
かに中国国内のテレビや新聞では発表できな
いが，インターネットの海外のサイトにはい
くらでも掲載されている。中国の複数のメ
ディア関係者は，中国国内からでも当局の封
鎖を破るソフトウェアなどさまざまな手段を
使えば実はこうした海外のサイトにアクセス
できると指摘している。もちろん中国の言論
人である李大同氏からすれば，一般の中国人
全てに重要な情報を提供するのが義務なの
で，現在の自由化のレベルは全く不十分で，
今後も当局との間で言論の自由をめぐる陣取
り合戦を続けるということになる。

 おわりに

中国における言論の自由をめぐる最近の動
きについて，「氷点週刊」停刊事件や『大国崛起』
を主な素材として見てきたが，現状はなかな
か複雑であり，今後を見通すことは簡単では
ない。悲観的にならざるをえない要素は多く，
特に西側メディアで日々報道される個別の事
件は当局の厳しい姿勢を裏づける。最近の香
港の新聞「サウスチャイナ・モーニング・ポス
ト」の報道だけ見ても，江沢民元総書記が軍
事委員会主席のポストを退く見込みという特
ダネをニューヨーク・タイムズが伝えた後に
拘束された同紙北京支局助手の趙岩氏は，地
裁で受けた懲役3年の判決が高裁でも覆らな
かった（12月2日付）。スパイ容疑で懲役5年
の判決を受けた香港籍のシンガポール紙記者
程翔氏について記事を書いた学者の陸建華氏

は，国家機密漏洩罪に問われ懲役20年の判決
を受け（12月20日付），汚職や土地の強制収用
の問題を報道していた北京の月刊誌「百姓」の
編集長も更迭された（1月1日付）。

その一方で言論の自由の拡大を思わせる現
象も少なくない。「氷点週刊」をめぐる問題
を素早く全世界に伝える役割を果たしたイン
ターネットの世界においては，先述の『大国
崛起』でさえも「この番組は“国家本位”で“個
人”の姿が見えない。イギリスやアメリカは

“個人の尊重”を基本としており，“国家本位”
ではない」とか，「この番組の根底に流れる
論理は“建設的なちょうちん持ち，理性的な
おべっか”といったところだ」などと厳しい
批判が展開されている。こうした議論は，「『大
国崛起』は為政者の大国化への野心という視
点から見た作品で，人民にとっては無意味だ」
と切り捨てる李大同氏の見方に近く，ネット
上では匿名ながら「第二，第三の李大同」が
続々と現れているようにも見えるのである。
中国で今後言論の自由化がどの程度のスピー
ドで進むかは，2007年秋の党大会後の指導
部の新体制がどうなるかということと共に，

「言論の自由は誰かがくれるものでなく，我々
が勝ち取るものだ」と述べる李大同氏のよう
な言論人がどれだけ出てくるかにも影響され
そうである。　　　　　　（やまだ けんいち）

注：
1）詳細は拙稿「中国，メディア自由化にブレーキ」

（『放送研究と調査』2005 年 10 月号）参照
2）『「氷点」停刊の舞台裏』2006 年 日本僑報社
3）同著 105 ページ
4）同著 73 ページ
5）同著 72 ページ
6）同著 65 ページ
7）「読売ウィークリー」2007年1月21日号21～24ページ
8）1月2日付「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」




