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はじめに

中国でインターネット人口の増加が止まらない。
2009年末の数字では，ネットユーザーは前の年
より8,600万人増加して3億8,400万人，普及率
は28.9％に達した。中国におけるインターネット
は，既存のメディアより自由度が高く，ユーザー自
らの情報発信も可能なことから，特に若い人たち
がアクセスするメディアの中心的存在になりつつ
ある。最近はネットが報じる「特ダネ」を既存メ
ディアが後追いするケースも多く，ネットにはメディ
アの自由化を牽引する役割への期待も持たれて
いる。その一方で共産党の一党独裁下にある中
国では，当局によるネット規制が次 と々打ち出さ
れ，最近は「締め付け強化」が進んだとの声も多
く聞かれる。本稿では，中国のインターネットと
言論の自由をメインテーマに，2010年1月に東京
と札幌で開かれた日中メディア国際シンポジウム1）

の諸報告と議論を紹介しつつ，中国におけるネッ
トがメディアひいては中国社会そのものをどこま
で変えられるのかという観点から考察を行う。

1. 中国におけるインターネットの概況

中国でインターネットの利用が本格化したのは，
大手通信事業者の中国電信が64Kbpsの国際専

用回線をアメリカから北京と上海につないだ1995
年1月からとされている。中国科学院に設置され
た「中国インターネット情報センター」（CNNIC）が
年2回行っているネット普及度調査によると，初
回調査の1997年には62万人だったユーザー数
は，2009年末現在，3億8,400万人と600倍以
上に膨れ上がり，世界一の座を確保している。
ユーザーによるネット利用の中身については，音
楽が85.5％と最も多かったが，ニュースが78.7％，
動画視聴が65.8％，ブログが53.8％など，既存
のメディアの機能を一部代替するような，情報収
集や交流のための利用も多くなっている2）。もっと
もネットメディアは，それ自体がニュース取材を行
うわけではない。民間の主要サイトである新浪
（sina），捜狐（Sohu），網易（NetEase）などは，
いずれも中国共産党の機関紙「人民日報」や中
国国営の通信社「新華社」がネットで発信してい
る「人民網」や「新華網」，それに地方紙などか
ら年間契約でニュースを購入している。それなの
にネットで最近「特ダネ」が多いのは，既存メディ
アの記者が，当局の規制によって書けなかった
「特ダネ」を自分のブログ上で発表したり，一般市
民が自ら携帯電話などで撮影した写真やビデオ
をネット上に載せたりするからである。もちろん，
こうした報道や言論を放置しておくことは，共産
党の一党独裁に悪影響を与えかねないので，中

ネットの普及は中国メディアを
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国政府は2000年10月に「中華人民共和国電信
条例」と「インターネット情報サービス管理規則」
を施行したのをはじめ，新たな規則や規定を乱
発，「国家の安全」や「社会的公共利益」を理由
にネット上のコンテンツに厳しく目を光らせている。
実際，2008年12月にネット上で発表された，共
産党の一党独裁廃止などを求める「08憲章」に
ついて，これを起草した民主活動家の劉暁波氏
は，発表の直前に拘束されたあと，国家政権転
覆扇動罪で起訴され，2009年12月に懲役11年
の判決を受けた（10年2月の控訴審判決で刑が
確定）。そして10年2月16日に中国のネット上で
「劉暁波」や「08憲章」という言葉で検索を行っ
たところ，ヤフーチャイナではいずれも未表示と
なったほか，グーグルチャイナでは「当地の法律
に従い，一部表示しない内容がある」との注意
書きをつけたうえで，検索結果全体の56万4,000
件のうち2,910件のみが表示された。表示されて
いたのはいずれも劉暁波氏や民主化運動を批判
する内容の文章であった。
さらに2010年1月には，アメリカの検索最大
手のグーグルが，中国政府による厳しいネット
検閲や，同社の無料メールサービスの「Gメール」
が中国内からとみられるハッカー攻撃を受けた
ことなどを理由に，現在30％以上のシェアを持
つ中国市場からの撤退を検討していると表明し
た。この問題については，アメリカのクリントン
国務長官が「インターネットの自由」について演
説し，中国政府によるネット上の政治的な検閲
を批判したが，中国政府も反論して国際問題化
し，2月中旬現在，解決のめどは立っていない。
このように中国のネットはこれまでのメディア
状況を変えたことは間違いないが，西側の先進
諸国と比べるとかなり多くの制約が存在するこ
ともまた事実なのである。

2. 浮上する「ネット・ジャーナリズム」

では次に，東京・札幌国際シンポジウムでの
中国側報告者の報告をベースに，中国における
ネットが持つようになった「ジャーナリズム機能」
について見ていく。シンポジウムでネットの全体
状況を紹介したのは，人民日報のサイトである人
民網の輿情監測室（世論測定室）の单学剛副秘

書長である。单氏の報告
によると，中国の3大重
要サイトとされる人民網，
新華網，中国中央テレビ
（CCTV）系の央視国際，
それに4大商業サイトの
新浪，捜狐，網易，騰訊

（Tencent）を合わせた毎日の新規ニュースは2
万本を超え，一日のニュース閲覧は20億回を超
えている。また，ネットユーザーが時事問題など
について意見を交わす「論壇・BBS」の数は130
万に達し，利用者は1億人に上っている。ブロ
グを開設した人は1億8,200万人いて，その中に
は政府の役人や記者が含まれるほか，「意見領
袖」と呼ばれる著名なネット評論家も登場してい
る。ネットユーザーのうちニュースを読む人は2億
6,600万人いて，その多くがニュースの後ろにある
コメント欄に自らの意見を書き込んでいる。さら
にツイッターに代表されるミニブログの利用も盛ん
で，中国では少なくともネットの「インフラ」に関し
ては，世界の先端に並んでいることを示した。
次に单氏は，輿情監測室の調査結果として，
2009年に起き社会的反響の大きかった77件の
ニュースのうち30％近くにあたる23件がネット
上の「特ダネ」だったことを明らかにした。ネッ
ト上の特ダネはたとえ辺鄙な農村で起きた事件
であっても，内容によってはネットユーザーから

单学剛副秘書長
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の強い反響を呼び起こし，大手のテレビや新聞
が後追いをする形で瞬く間に全国的な注目を集
めることになる。そこで地方政府も世論の声に
押される形で何らかの対応を余儀なくされるこ
とが多く，单氏はこうした動きを「官民の間の好
ましい相互連動」と肯定的に評価，人民網が
開設している「地方指導者へのメッセージ」と
いう，ネットユーザーの声を載せるコーナーに，
既に省レベルの指導者38人から回答が寄せら
れたことを紹介した。
一方单氏の調査結果で衝撃的だったのは，
一般市民が不正などを告発する窓口をどこに求
めるかという点である。最も多かったのはネッ
トで35.8％，次が一般のメディアで31.3％，共
産党の規律検査委員会が17.2％，検察院が
11.4％，上級の政府機関が3.3％，警察は0.5％
だった。つまり一般市民は，何か不正を告発し
ようとした際に，警察は最ももみ消されやすく，
党や政府の部門はメディアほど信用できず，メ
ディアも既存メディアよりネットが信用できると
考えていることを調査結果は示しており，「官民
の間の好ましい相互連動」という評価と矛盾す
る面もある。

3. ネットが大きな影響を与えた諸事件

2009年はネット上の特ダネが多かったことを見
てきたが，こうしたネット上の特ダネもしくはネッ
トユーザーの反響の強さがもとで全国的に注目
を集めたニュースが具体的にどのようなものだっ
たのかについて，国際シンポでも何らかの言及
があった主な事案の概要をまず紹介していく。
Ⅰ　鄧玉嬌事件

鄧玉嬌事件は最も代表的な事案で，09年5
月，湖北省のホテル従業員の女性，鄧玉嬌さん

が，鄧さんを娼婦と思った客から性的サービスを
強要されそうになって，客の一人である地方官僚
を果物ナイフで刺し死亡させた事件である。彼
女は当初「故意殺人」の容疑で警察にこう留さ
れたが，その後所持品から睡眠薬が見つかった
ため，警察は精神鑑定のため彼女を病院に送っ
た。病院にいる間，彼女は父親に「病院から暴
力を受けている」などと助けを求めていた。この
事件はネット上では，役人が弱い立場の女性に
婦女暴行しようとしたという構図で捉えられたた
め，鄧さんに同情する意見が沸騰，ネットユー
ザーの中には真相究明のため現地調査を行う
「市民ジャーナリスト」も現れた。地方政府はこう
した市民ジャーナリストや新聞記者への妨害を
試みたが，最終的にはネット世論の圧力が高ま
るなか，6月の一審判決は，鄧さんの行為につい
て「過剰防衛」としながらも「自首」を認め，彼
女の精神状態が正常でなかったという認定と合
わせて，刑事罰を免除した。
Ⅱ　「かくれんぼ」事件

これは09年2月に雲南省の収容所で起きた
事案で，樹木の違法伐採でこう留されていた
24歳の男が，収容されてから11日後に突然死
亡したものである。現地の警察は死因につい
て，収容所の同僚と「かくれんぼ」をしていて
壁にぶつかり，頭を強く打って死亡したと説明
した。しかしこの内容がネット上で報じられる
と，ネットユーザーの間からは「常識ではあり
えない」と当局の発表に疑問を呈する声が噴
出した。数日後，当局は発表内容を訂正，死
亡した男は収容所内の「ボス」から殴られたの
が本当の死因とされた。この事件をめぐって，
ネット上では「かくれんぼ」が「見え透いたう
そ・言い訳」を指す新語として流行することに
なった。
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Ⅲ　「グリーン・ダム」事件

「グリーン・ダム」とは，中国政府が09年7月
から全てのパソコンにインストールを義務づけよ
うとした検閲ソフトのことで，中国名は「緑壩・
花季護航」という。政府当局はこのソフトにつ
いて，未成年者をネット上に蔓延するポルノから
守ることを目的に挙げており，悪質なコンテン
ツをせき止める緑のダムという意味を持たせた
ようだが，ネットユーザーからは「真の目的は当
局にとって都合の悪い情報の封鎖」であるとの
疑念が高まったほか，海外のパソコンメーカー
の間でも当惑が広がった。北京オリンピックの
「鳥の巣」をデザインしたアーティストの艾未未
氏が，ネットユーザーに対して義務化の始まる
7月1日にネット使用を取りやめる形での抗議行
動を呼びかけたほか，北京市の弁護士はこの
問題を担当する情報工業化省の李毅中大臣を，
市民の通信の自由を侵犯した罪などで裁判所
に告発した。内外からの反発が強まる中で，当
局は6月30日になって，グリーン・ダムの義務
づけを延期することを明らかにした。
Ⅳ　杭州暴走車両事件

これは09年5月，杭州の資産家の息子が乗
用車を運転中，24歳の会社員を撥ねて死亡さ
せた事案である。事故の翌日，杭州市の交通
警察は記者会見で，事故当時の車の時速が70
キロだったと発表したが，目撃者の証言では被
害者が衝突の際5メートルくらい飛び上がり，さ
らに20メートル以上も離れた地点に飛ばされた
ということで，警察発表への疑念が高まった。
その後警察は加害者のスピード違反を認め，実
際の時速は84キロ～101キロと認定した。警察
が当初発表した時速の「70」は，事実を欺く「欺
実」と中国語で音が同じであることから，ネッ
トユーザーの間では「欺実馬」事件（「馬」は

「km/時」を表す中国語と同じ発音）とも呼ばれ
ている。
Ⅴ　石首事件

これは09年6月，湖北省石首市のホテルで
一市民が奇妙な死に方をしたのに，警察が自殺
と発表したことから，地元民による大規模な抗
議行動に発展した事案である。死亡したのは
23歳のコックで，ホテルの3階から転落して死
亡しているのが見つかった。警察は自殺と発表
したが，家族が遺体を見たところ，鼻と耳の内
部に既に固まった血の塊があったり，ほかにも
傷跡が見つかったりしたのに，現場の周囲には
血の跡が無かった。またこのホテルでは1999
年にも建物からの転落で女性従業員が死亡す
るという，似たようなケースが起きており，婦女
暴行の後で証拠隠しのために殺害されたとのう
わさが出ていた。転落の翌日，警察は遺族の
反対を押し切って強制的に遺体の運び出しを行
おうとし，遺族や現場にいた民衆から阻止され
たが，その後も死者への同情や警察への不満
を持つ人々が次 と々集まってきて，警察との間
で大規模な衝突となった。こうした衝突の模様
はネットで広く全国に伝えられ，人民日報は評
論の中で，地方政府が事件の処理に際して情
報公開を怠ったと批判，石首市のトップである
共産党市委員会書記はその後免職となった3）。

これらの事案に共通するのは，政府当局者が
うその発表をしたり，真の目的を隠したりして問
題をやり過ごそうとした結果，ネットユーザーた
ちの強い反発を招き，問題が雪だるま式に大き
くなったという点である。これらのケースを見て
いくと，いずれもネットの力によって，従来であ
れば「臭いものにフタ」で葬られてしまいかねな
い案件が，一定の改善を見たことが認定できる。
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4. 既存メディアをジャーナリズムに
　引き込むネット

次に，こうした諸事件の1つで，シンポジウム
で報告のあった「番禺事件」について詳細に見
ていきたい。報告を行ったのは，リベラルな論
調で調査報道にも積極的な広東省の南方都市

報の長平首席研究員であ
る。長氏はもともと南方
日報グループの「南方都
市週刊」の副編集長をし
ていたが，2008年のチ
ベット暴動に関して，中
国メディアが客観的に事

件の真相を報道できるよう政府に呼びかけた
評論が，民族主義的なネットユーザーから攻撃
を受け，研究員に“左遷”された経歴を持つ人
物である。長氏が紹介したのは，地元の広州
市の番禺区で起きた，ごみ焼却場建設計画を
めぐる住民の反対運動である。報告によると地
元政府は5年以上前からこの計画を進めていた
が，周辺住民には一切内容を知らせていなかっ
た。そして環境アセスメント等の法的手続きを
とらないまま記者発表を行い，断固として推進
する方針を示した。住民の大部分はプロジェク
トに反対だったが，政府系地元紙の番禺日報
は，番禺区の人民代表（議員）70人余りがごみ
焼却場の予定地を視察したニュースをトップ記
事で掲載，彼らが「焼却場建設は民心を得た
プロジェクトであり，強く支持する」と述べたと
報じた。政府がこのプロジェクトを強行しようと
した背景には，広州市政府幹部の親族が受注
企業の関係者だったことがあるとされている。
これに対して地元住民は09年11月23日，
1,000人以上が広州市政府の建物前に集まり，

午前8時半から午後2時半にかけて，スローガ
ンを叫んだり座り込みをしたりして抗議の意思
表示をした。最後は数百人の警察官に追い払
われる形となったが，長氏によるとこの運動は，
1989年以来広州市内で発生した最大規模の抗
議活動であったという4）。
抗議活動の際のスローガンは，「不被代表」（自

分の意思に反して代表されない）というものだっ
た。これは70人余りのいわゆる「人民代表」の
行為に対して，住民の意思に反して住民の代表
を騙っていると批判したものである。そしてこの
スローガンにも，実はネットの影響が現れている。
2009年には，特にネット上で，「被・・」という言
葉が流行した。自らの意思に反して何かされてし
まうという意味である。例えば「被就業」という
言葉がある。中国でも大卒者が急増するなかで，
大卒者の就職率が下がる傾向にあるのだが，大
学当局は評価の低下を恐れて就職率を高めに
発表したい。そこで時には架空の企業と未就職
学生の間の就職合意書を捏造したりするのだが，
これによって未就職学生は「被就業」（就職させ
られた）と表現することになる。他殺が疑われる
事件について警察が自殺と発表した場合は，「被
自殺」（自殺させられた）となる。番禺区の住民
の場合は，70人余りの人民代表によって「被代
表」（自分の意思に反して代表された）ことになる
ので，それを認めないとして「不被代表」のスロー
ガンを打ち出したわけで，長氏はこのスローガン
には，住民の権利意識の成熟があると評価する。
では1,000人以上の住民による抗議活動は
どのように組織されたのか。長氏はこの面でも
ネットの影響が強かったと指摘する。携帯電話
のショートメッセージや電子メールはもちろんだ
が，問題についての詳細な議論もネット上の「論
壇」で展開されていた。ごみ焼却場の問題が

長平首席研究員
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主に議論されたのは「江外江」というコミュニ
ティー論壇だったが，「江外江」は，もともとは
買い物や育児など生活面での話題を語る場で
あった。こうした論壇の方が政府の監視を潜り
抜けやすいという意識が地元住民の間にあった
ようにも思われる。また論壇上では常に「ここ
では政治の話題は討論できません」と表示する
など，当局の取り締まりを恐れて政治問題をタ
ブー視する住民の不安心理への配慮も見られ
た。また長氏によると個人ブログやツイッター
も大きな役割を果たした。ある女性評論員の書
いた社論は，新聞で発表されることを禁止され
たため，彼女は自分のブログに「ごみ焼却は重
要な問題である」と書いて住民への注意喚起を
行った。また抗議活動当日には，7～ 8人の参
加者が携帯電話からツイッターに現場の状況を
書き込む形で，抗議活動の周知を図った。
ごみ焼却場建設問題はこうした住民の強い
反対が功を奏し，12月20日に番禺区の共産党
書記が住民との対話の場で，建設工事を停止
するとともに，今後住民の利益と密接に関わる
政策の実施に当たっては，広く民意を聞く新規
定を市政府が設けたことを明らかにした。
ネットが普及した中国では，住民運動もネッ
トを最大限に活用しながら進められており，番
禺事件はそれが一定の成果をあげた事例とい
える。そして重要なことは，この事件では当初
既存メディアの番禺日報が広州市政府の意向に
沿った報道をしたのに対し，一部のジャーナリ
ストや地元住民がネットに依拠して抵抗，ネッ
ト情報の広がりが既存メディアにも客観報道へ
の圧力をかけることになった。もちろん当局が
報道禁止を厳命した場合，既存メディアは基本
的に従わざるを得ないのだが，ネットの頑張り
は政府当局の宣伝業務を担わされている既存メ

ディアを大なり小なりジャーナリズムの側に引き
込む役割を果たしているといえる。

5. 「弱者の武器」パロディーの活用

また番禺事件の報告の中で長氏は，ネット上
でこの問題についての「パロディー」（中国語で
「悪搞」）が現れたことを紹介した。
有名な映画に出てくる挿入歌の歌詞の一部を
広州市幹部とその親族の名前に置き換え，メディ
アの取材に対して親族との姻戚関係を否定する
広州市幹部を揶揄する内容だった。長氏はアメ
リカの政治学者ジェームズ・スコットを引用し，パ
ロディーを「弱者の武器」と位置付ける。政府批
判などの直接的な主張をする言論が取り締まりに
遭うおそれがある場合，皮肉や風刺の形でオブ
ラートに包んで発表するのである。ネット上のパロ
ディーは多種多彩だが，長氏はそのうちの１つ，「反・
反低俗」を紹介した。芸術作品である裸婦の絵
画にセーラー服などを着せている。これは「反ポ
ルノ」を理由に，政府に都合の悪いコンテンツを何
でも取り締まるやり方が，実際は芸術作品を侮辱
する行為のようなものだと皮肉っているのである。
次に報告したクリエーターの胡戈氏は，まさに
パロディーで有名になった人物である。報告によ

パロディー作品「反・反低俗」
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ると，彼は2005年12月，
著名な映画監督の陳凱歌
氏の作品「無極」が大々
的に宣伝されているのを見
て，自分もこの映画を観よ
うと思った。中国では映
画館で映画を見るのは出

費が大きいので，庶民は通常ネット上で海賊版を
見ているのだが，胡氏は作品への期待から，奮
発して映画館に行った。ところが作品を観てみる
と内容は全くつまらないもので，メディアの宣伝と
は大違い，胡氏は騙された気分になった。そこ
で胡氏は，この作品のパロディー版を作ってネッ
ト上に流し，作品の出来の悪さを批判しようと考
えた。当時，既にネット上には作品を批判する文
章が多く見られたものの，こうした声は大きな影
響力を持たなかったため，パロディー映像を制作
する意欲が強まったのである。8～ 9日間程度で
作品は完成，友人たちにファイルで配った。する
と数日のうちにファイルはネットを通じて全国に拡
散，ネットユーザーの間ではこのパロディー作品
に高い評価が与えられ，既存メディアも記事とし
て取り上げた。ところがその後，パロディーの形
で批判された陳凱歌氏が突如胡氏を相手取って
名誉毀損の裁判を起こしたのである。当時定職
にもついていなかった胡氏は非常に怖い思いをし
たという。しかし胡氏にとって予想外の味方が現
れた。陳氏による訴訟提起のニュースが伝わる
と，一般市民からニュースメディアまで，非常に
多くの人たちが胡氏を支持する立場に立ち，協力
を申し出る弁護士までいた。最終的に陳氏は訴
訟を取り下げ，胡氏はパロディー作家としての名
声を手に入れた。著名な映画監督という社会に
おける「強者」に対し，一介の市民に過ぎない「弱
者」がパロディーで立ち向かって勝利したこの事

案は，中国における市民社会成熟の兆しとともに，
「弱者の武器」の力量を示すものとなった。
胡氏は報告の中で自作のパロディー作品を紹
介したが，そのうちの1つは，アリババというネッ
トショッピング事業者のコマーシャルだった。コ
マーシャルはアメリカのブッシュ前大統領のそっ
くりさんが記者会見を行っている場面から始ま
る。そこにイラク人の記者に扮した男が靴を投
げつけ，ブッシュ前大統領のそっくりさんも靴を
投げ返すなか，「流れ弾」に当たる人も出て，や
がて二手に分かれて大規模な靴の投げあい「戦
争」となる。そのうち一方が特大サイズの靴を用
意，これを「大量破壊兵器」として攻勢を仕掛
ける。窮地に陥った陣営は，自分たちも特大の
靴を用意しようとするが，どこの靴屋にも置いて
いない。そのとき1人がふとひらめくのである。
「アリババがある！」全編で2～3分とやや長め
のコマーシャルだが，戦争の愚かさを風刺しな
がら最後には笑えるようになっていて，広告主の
アリババの評判も良かったという。
こうしたパロディーは，既成の権力や秩序に
対し，婉曲的な形で異議を申し立てるもので，
中国では主にネットを通じた形で，こうした市
民による権力への消極的抵抗が普遍化しつつ
あるといえそうである。

6. 今後の課題と展望

国際シンポにおける中国側の報告をベースに，
中国メディアにおけるネットの役割の拡大を見て
きたが，今後の展望と課題についてはどうであ
ろうか。シンポの際に日本側のコメンテーターを
務めた東京新聞の清水美和論説副主幹は，イ
ンターネットは中国における政治・社会改革のカ
ギを握るものだと評価する。清水氏は現在の共

胡戈氏
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産党政権が，経済高度成長の中で権威主義的
な政治体制に自信を深めており，「上からの民
主化」にはあまり期待できないとしたうえで，番
禺区の住民の活動に見られる民意の力の成長
がインターネットによるネットワーク化とあいまっ
て今後共産党政権に政治改革を迫ることになる
と予想する。ただ一方で清水氏は，ネットがナ
ショナリズムを鼓舞する危険性についても触れ
る。清水氏は「どんなに激しい民間の権利要求
や政府批判の言論も『愛国』の主張の前には勢
いを失う」と述べ，中国の軍備拡張について中
国のネット上では支持する声が圧倒的であること
を指摘した。また，北海道大学の高井潔司教
授も同様に中国のナショナリズムの問題への懸
念を示した。これに対し中国側出席者からは，
北京外国語大学の展江教授が，過去数年でネッ
ト上では，日本の首相の靖国神社参拝など日中
関係にマイナスになるような話題が減少し，「日
本車は買うな」といった主張も影を潜めるように
なったと指摘，中国のナショナリズムは必ずしも
増大する一方のものではないとの認識を示した。

7. まとめ

中国におけるネットの普及は，これまで共産党
の強い統制下にあった既存メディアからの限られ
た情報しか得られなかった市民に対して多彩な
情報を供給するようになった。また同時に，ユー
ザー側からの発信とユーザーの相互交流機能の
拡大を通じて，さまざまな社会問題を明るみに出
し，一般市民にとってより良い解決策を見出すた
めの重要な役割を果たしつつある。もちろん，例
えば特定の人物を俎上にあげて徹底的にプライ
バシーを暴く「人肉捜索」など，ネット上の行為
の行き過ぎが指摘される事案もしばしば見かけ

られるが，全体としてはネットの情報流通・交流
の機能は市民から高く評価されているといえる。
しかしその一方で，ネットの「破壊力」を警
戒する中国政府が，ネットを含めたメディア管
理の強化に動いていることも事実であり，ネッ
トが中国メディアひいては中国社会を変えてい
く力について，短期的には悲観論も少なくない。
さらに，一見タブーがないと思われるネット上で
も，ナショナリズムへの批判や懐疑の声はたち
まち「ネット民族主義者」たちの集中砲火を浴
びるなど，ナショナリズム＝「政治的に正しい
言論」という構図が変わる兆候はほとんど見ら
れないことも大変気がかりである。筆者はシン
ポジウムのあとで中国側のある出席者に，将来，
中国の高度成長がストップしたとき，経済格差
や汚職などさまざまな矛盾のはけ口として，ネッ
ト上のナショナリズムを当局があおるおそれが
あるのではないかと質問してみたが，答えは「大
いにありうる」であった。
中国のネットが今後真の意味で中国のメディ
アそして社会を変えていくためには，現在の中
国社会の諸矛盾の解決にあたって，ナショナリ
ズムへの誘惑をいかに乗り越え，言論の自由化
や政治体制の民主化に舵を向けられるか，そう
した問題意識を持ったネット活用が欠かせない
と思われる。

（やまだ けんいち）

注：
1）このシンポジウムは北海道大学大学院メディア・
コミュニケーション研究院附属東アジアメディア
研究センターが外務省の助成を受けて開催したも
ので，東京と札幌で研究者やビジネスマンなど，
のべ 250人余りが参加した

2）http://www.cnnic.cn/ 参照
3）これらの事案の内容は，人民網・新華網等の報
道によった

4）1989 年は民主化運動を武力で弾圧した第二次
天安門事件のあった年で，当時の民主化運動は
北京以外の主要な都市にも波及していた


