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中国，メディア自由化にブレーキ
山田賢一   　

はじめに
中国では，1年くらい前からメディア報道

の中で「批判」よりも「宣伝」の色彩が濃くな
りつつある。共産党の一党支配が続く中国で
は，もともとメディアは党の宣伝の道具であ
るが，改革開放が始まってからは大衆の多様
なニーズに応える事業者としての側面を強
め，一定の枠内で政府に対する批判的な報道
も行われていた。ここへ来てそうしたメディ
ア自由化にブレーキがかかってきた背景とし
ては，貧富の格差拡大など社会構造の変化を
指摘する声がある一方，営利主義に走るメ
ディア自体への批判も少なくない。

本稿では，メディア自由化の経緯と最近こ
れを抑えだした政府の諸施策を紹介しつつ，
中国メディアの現状と今後の見通しについて
考察する。

 １.  メディア自由化の経緯
（1）「党の代弁者」の顔と「事業者」の顔

中国メディアの歴史を概観しておくと，
1949年に中華人民共和国が建国されて以降，
中国は共産党の一党支配が続いており，メディ
アも基本的には一貫して「党的喉舌」（党の喉
と舌 = 党の代弁者）であり続けた。テレビを
含めメディアの運営資金はいずれも政府予算
から出ていて，メディアは党から「これを報道
せよ」と言われて報道する側面が強かった。

しかし市場経済や外国資本・技術の積極的
導入を図る「改革開放」が始まった 1979年以

降，放送局や新聞社などは次々と広告を取る
ようになり，広告が政府予算に代わって収入
の主軸となっていった。

広告を増やすには，視聴率や部数を伸ばす
ことが欠かせないが，そのためには大衆が魅
力を感じる話題を提供しなければならない。
各メディアは住宅・教育といった市民にとっ
て身近な問題に取り組んだり，芸能やスポー
ツの情報に力を入れたりしはじめ，純粋な「宣
伝道具」としての存在から，市場経済の下で
大衆のニーズに応える「事業者」としての側
面を併せ持つ存在になっていったのである1）。
（2）「批判」報道の登場

中国のメディアを表現するときに，「報喜
不報憂」（当局にとって喜ばしい記事は書く
が，都合の悪い記事は書かない）という言葉
がよく使われる。これは現在もほぼあてはま
るが，一部には日本の調査報道のような当局
への批判を含む報道（中国語では「監督報道」）
も見られる。中国で唯一の全国をカバーする
テレビ局である中国中央テレビ（CCTV）が，
1994年から毎晩7時半過ぎに放送している

『焦点訪談』は，まさにこの「監督報道」を売
り物にした番組である。地方政府が農民から
管理費など様々な名目で恣

し い

意的な費用の取り
立てをしている問題を暴露したり，違法な森
林伐採の現場に潜入したり，取材者の身に危
険が及びかねないテーマもある。

この番組が生まれた背景には，1992年に
当時最高実力者の鄧小平氏が行った南方視察
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で，「思想をさらに解放し，改革開放をさら
に大胆に行え」と述べたこと，そして同年の
党大会で「メディアによる監督の重視」が江
沢民総書記の報告に盛り込まれたことがあっ
た。しかし党の宣伝を業務としてきたメディ
アが，本当に「監督報道」を行えるのか ?

当時視聴率が低い朝の番組で試験的に「監
督報道」を始めていた CCTV の楊偉光台長

（社長に相当）はニュース担当の瀋紀副台長に
こう言ったという。「もしゴールデンタイム
にそうした番組を作るとしたら，難度は高く，
リスクも高い。しかしもしうまくいけば，大
評判になるだろう。君たちはやる気があるか?
もしあるのなら，夜7時のニュースの後にあ
る時間帯をあげよう」。そして瀋副台長は「楊
台長，我々はやります」と答えたという 2）。

この番組は放送開始以来大変な反響を呼
び，視聴率30% レベルを保つ長寿番組とし
て，CCTV の広告収入の飛躍的成長にも一
役買ったのであった。「監督報道」には取材・
報道される側から様々な妨害・圧力がかかっ
たが，朱鎔基前首相の強力な支持などもあっ
て，番組は今日まで続いている。
（3）「批判」が権力上層部に及ぶケースも

『焦点訪談』は確かに批判精神を持った「監
督報道」をしているが，批判の対象は政府な
らば通常地方の郷・鎮レベル（県や市の下）
であり，中央政府や省レベルの指導者が直接
やり玉にあがることはありえない。ところが

「監督報道」が一般化する中で，一部のメディ
アあるいはメディア関係者がさらに大胆な批
判を敢行するケースも最近散見されるように
なってきた。

まず，2003年3月に起きた「孫志剛事件」
を見てみたい。この事件は，湖北省出身で大

学卒業後に広州で就職した孫志剛氏が，暫定
居住証を所持していなかったため浮浪者の収
容施設に送られ，所内の労働者などから暴行
を受けて死亡したものである。この問題は同
年4月に広東省の新聞「南方都市報」がスクー
プし，その後インターネットや雑誌などの各
メディアで，犯人を厳しく処罰するようにと
の要求が噴出した。事態の広がりを受け当局
は暴行の当事者を逮捕し，中央政府も 6月に

「都市生活流浪乞食人員救助管理方法」とい
う新しい法令を制定，都会に出て物乞

ご

いをし
ている人間への対応を「収容・送還」から「救
助・管理」に改めた。このケースは中央政府
まで動かした「監督報道」であったのだが，
その一方で「南方都市報」は，「批判」を受け
面子をつぶされた形となった広東省政府の怒
りを買い，後に編集者が汚職容疑で逮捕され
る遠因になったと見られている 3）。

次に，メディア報道そのものではないが，
北京大学の助教授がメディア管理の元締めで
ある共産党中央宣伝部を批判した文章「中央
宣伝部を討伐せよ」が 2004年3月にインター
ネット上に掲載された「焦国標事件」である。
この文章は，中央宣伝部の幹部が賄

わ い ろ

賂を受
け取って「監督報道」を差し止める問題など，
激しい当局批判で貫かれている。焦助教授は
これを親しい友人の間で回覧させていたが，
いつのまにかネット上に掲載され，大反響を
呼んだ。中国関係者によると，焦氏は北京大
学で担当の講座を外されるなどの“制裁”を受
けているという。

さらに，党機関紙の編集者が党幹部を公然
と批判した「盧躍剛事件」も言論の自由を求
める大胆な挑戦として注目を集めた。舞台
となったのは，共産党の若手幹部の登竜門
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で胡錦涛総書記の出身母体でもある「中国共
産主義青年団」（以下共青団）と，その機関
紙「中国青年報」（以下青年報）である。共青
団の趙勇中央書記処常務書記は 2004年5月，
青年報で講話を行った際，「共青団は青年報
に対して絶対的な権威を持っている」「言う
ことを聞かないやつは出て行け」などと述べ
た。これに対して青年報の盧躍剛ニュースセ
ンター副主任は同年6月，趙書記に対する公
開の批判文書をインターネット上で発表し，
趙書記の講話が「こらしめ・脅し・無知に満
ち満ちている」と非難した 4）。盧氏はこのあ
と胡錦涛総書記から名指しで批判されたもの
の，職場には留まっているという 5）。

 ２.  自由化にブレーキ   「監督」から「宣伝」へ

「大衆のニーズに応える」ものとして始
まった言論・報道の自由化の動きは，インター
ネットや大衆紙といったメディアの普及と多
様化によって，予想以上の展開を見せた。当
局はこのままメディアを放置すれば，共産党
にとっての“建設的批判”というメディアに課
せられた役割を逸脱しかねないという認識を
持ち，メディア管理強化に舵を切ったようだ。

筆者は過去3年間，ほぼ毎日中国中央テレ
ビのニュース番組を視聴してきたが，特に最
近，「宣伝企画」が増え「監督報道」が減って
きている印象を受けた。本稿では，CCTV の
代表的なニュース番組とニュース評論番組で
具体的な報道内容の変化を分析してみたい。

分析の対象は，CCTV の第一（総合）チャ
ンネルで毎日午後7時から 7時半まで放送さ
れている夜のメインニュース『新聞聯播』と，
7時40分頃から 10分間あまり放送されてい
る，先述のニュース評論番組『焦点訪談』と

いう，最も代表的で視聴率も高い番組とした。
そして最近の番組と過去の番組を数値的に比
較できるよう，『新聞聯播』においては一般
に宣伝キャンペーンの色彩が強い「連載企画」
の本数を調べ，『焦点訪談』においては「監督
報道」と認定できる企画の本数を調べた。
（1）『新聞聯播』の「連載企画」

今年6月と 7月の 2 か月間における連載企
画のテーマと本数を表1-1に掲げる。この間
の連載企画は 8 つあり，それぞれ以下のよう
な内容である。

①「先鋒」⇒人民に尽くした模範的共産党
員を紹介する「時代先鋒」

②「保先」⇒共産党員の先進的な取り組み
を紹介する「実践“三個代表”重要思
想保持共産党員先進性」

③「直撃」⇒夏の穀物収穫期における各地
の収穫状況を紹介する「直撃三夏」

④「経典」⇒中国革命の聖地が改革開放
でどのように変

へんぼう

貌したかを紹介する「経
典中国」

⑤「抗日」⇒抗日戦争の英雄をシリーズで
紹介する「永遠的豊碑―抗日英雄譜」

⑥「節約」⇒資源やエネルギーの節約を呼
びかける「建設節約性社会」「節約中国
―節約在你我身辺」の 2 つの企画の総称

⑦「科学」⇒胡錦涛総書記が提唱する「科
学的発展観」を各地の生活の中で実現
しようとする「落実科学発展観」シリー
ズの総称

⑧「英雄」⇒建軍 84 周年を記念し軍の現
況を紹介する「走進英雄団隊」

これらはいずれもキャンペーン性の強いシ
リーズ企画で，中でも「先鋒」「保先」「経典」

「抗日」「科学」は党の宣伝の色彩が濃く，党
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機関紙の人民日報でもそれぞれ全く同じ名前
の連載企画が掲載されている。

次にこうした連載企画の本数を過去1年半
分について，筆者の記録に残っている分で調
べたところ，1日のニュースの中に平均して
何本の企画があったかについては，2004年
上半期が 0.61本（140日で 85本），2004年下
半期が 0.90本（114日で 103本），2005年上半
期が 1.50本（142日で 213本），そして 2005
年7月は 3.77本であった。
（2）『焦点訪談』の「監督報道」

「監督報道」の定義は，日本の調査報道の
ように，①独自の取材で，②政府や企業など
の不正や失態を暴いて批判するものとした。
今年6月と 7月の 2 か月間における『焦点訪
談』のテーマをあげ，このうち「監督報道」と
認定できるものは○をつけて表2-1に示した。

そしてこの『焦点訪談』についても同様に過

去1年半分について調べたところ，番組の中で
「監督報道」の占める比率は，2004年上半期が
53%（141日で 75本），2004年下半期が 29%（121
日で 35本），2005年上半期が 18%（147日で
27本），そして 2005年7月が 13% であった。

以上の結果を見ると，2004年下半期のデー
タがやや不足しているという問題はあるが，
全体の傾向として「宣伝企画」が増え「監督
報道」が減る傾向にあるのは否めない。比較
的記録が残っている 2004年5月のケース（表
1-2，表2-2）を，今年の 6 ～ 7月と比べてみ
ると，違いは明らかである。5月25日の『焦
点訪談』では，開発行為に伴う耕地の強制収
用問題が取り上げられているが，こうした農
民への補償を十分に行わないままの耕地の強
制収用が最近全国各地で頻発したことが，農
村における暴動・騒乱の多発を招いたと中国
の関係者は指摘している。そして党中央宣伝

表1-1　『新聞聯播』における連載企画（2005 年 6月～7月）

6月1日 なし
2 日 先鋒 保先
3 日 直撃 先鋒
4日 直撃 保先
5日 直撃 保先 保先
6日 直撃 保先 経典
7日 直撃
8 日 保先
9 日 直撃 保先

10 日 保先 先鋒
11日 保先
12 日 保先
13 日 先鋒 直撃 保先
14日 先鋒 直撃
15日 直撃 保先
16日 抗日 先鋒
17日 直撃 抗日 保先
18 日 直撃 保先 抗日
19 日 直撃 保先 抗日
20 日 抗日 保先
21日 抗日
22 日 先鋒 抗日
23 日 直撃 先鋒 保先 抗日
24日 抗日
25日 先鋒 抗日 保先
26日 抗日
27日 抗日
28 日 抗日
29 日 節約 保先 抗日
30 日 節約 保先 抗日

7月1日 抗日 先鋒
2 日 節約 保先 抗日
3 日 科学 抗日
4日 節約 科学 抗日
5日 節約 抗日
6日 節約 抗日
7日 抗日
8 日 抗日
9 日 科学 節約 節約 抗日

10 日 節約 節約 保先 抗日
11日 科学 保先 節約 抗日
12 日 保先 抗日 節約
13 日 先鋒 保先 英雄 抗日 節約
14日 先鋒 保先 科学 節約 抗日
15日 科学 保先 抗日 節約
16日 科学 節約 節約 保先 抗日 経典
17日 節約 節約 先鋒 保先 抗日
18 日 節約 節約 保先 抗日 先鋒
19 日 科学 節約 保先 抗日
20 日 科学 節約 節約 抗日
21日 科学 節約 節約 保先 抗日
22 日 科学 保先 節約 抗日
23 日 科学 節約 節約 保先 抗日
24日 科学 保先 節約 節約 経典 抗日
25日 科学 先鋒 節約 抗日
26日 先鋒 科学 節約 抗日
27日 科学 保先 先鋒 節約 抗日
28 日 科学 先鋒 保先 抗日
29 日 科学 保先 節約 抗日
30 日 科学 保先 英雄 抗日
31日 科学 保先 抗日

5月1～14日 なし

15日 執政為民

16 ～18日 なし

（19日データなし）

20 日 なし

21日 直撃

22 ～ 31日 なし

計（30 日中） 2 本

表1-2　『新聞聯播』における
連載企画（2004年5月）

計 117 本
計 60 本
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部は，土地の強制収用をめぐるトラブルにつ
いて，「メディアは勝手に報道してはならず，
必要がある場合でも新華社の原稿を使うよう
に」との規定を出したとされる 6）。

これは，各メディアが耕地の強制収用の問
題を報道した場合，似たような案件を抱える
全国の他の地域で，問題が暴動や騒乱に発展
するのを警戒しての措置と見られる。

 ３.  具体的な規制措置

前章では最近のメディア報道の実態を概観
したが，次に自由化へのブレーキとして，具
体的にどのような措置が取られてきたのかを
見てみたい。
（1）取材・出稿の新華社限定

最近では 4月に中国各地で起きた反日デモ

がそうであったが，政治的に微妙なテーマに
ついて，当局は，多様な報道を認めると混乱
の元になると見て，政府の管理が行き届い
ている国営の新華社にしか取材を認めない。
CCTV や新聞社の関係者によると，反日デモ
の際は独自の取材は許可されないばかりか，
現場に行っただけで“クビ”にするとの警告ま
で出されていたという。新華社限定の規制は，
2003年5月の「周正毅事件」7）などでも行われ
たと言われるが，最近この規制がかかるケー
スは多く，当局が政治的に問題だと判断する
テーマの範囲が広がっているものと見られる。
（2）出稿「実名制」の導入

中国では最近，記者や評論家の書く原稿で
ペンネームを使うケースが目立っていた。「監
督報道」や評論で批判される政府や企業から

表 2-1　『焦点訪談』におけるテーマ（2005 年 6月～7月）

「監督報道」　計 4 本
「監督報道」　計 7 本

6月1日 農村子弟の教育
2 日 模範的郵便配達員
3 日 ウイグル族の英雄
4日 中国の「ブランド」1
5日 中国の「ブランド」2
6日 〇 公立校が私立校経営 ?
7日 〇 森林破壊
8 日 虚偽報道防止
9 日 中日韓共同歴史書

10 日 靖国 A 級戦犯 1
11日 靖国 A 級戦犯 2
12 日 黒龍江洪水
13 日 〇 火災現場調査
14日 子どもを愛する老人
15日 〇 住宅補修基金管理問題
16日 〇 農産物市場の混乱
17日 緑化の取り組み
18 日 行政情報公開
19 日 ジャンクメール
20 日 パンダ
21日 麻薬取り締まり1
22 日 麻薬取り締まり2
23 日 月探索プロジェクト
24日 洪水対策
25日 広西の洪水
26日 〇 ワクチン予防接種で死者1
27日 大雨後に鉄道復旧へ
28 日 会計検査報告
29 日 〇 ワクチン予防接種で死者 2
30 日 幼児売買事件

7月1日 物権法草案
2 日 遠隔教育
3 日 安徽省の発展
4日 麻薬対策
5日 大卒者が西部地域に赴任
6日 抗日戦争
7日 日本の老兵が謝罪
8 日 ロンドンテロ
9 日 〇 幹部子女のみ入学可 ?

10 日 賭博への反省
11日 鄭和南海遠征 600 周年
12 日 〇 内モンゴルの事故の背景
13 日 抗日展覧会
14日 東北の森林保全
15日 〇 炭鉱事故報告のウソ
16日 台湾の大学生と交流
17日 模範的ボランティア
18 日 ジャンクメール1
19 日 ジャンクメール 2
20 日 抗日英雄
21日 青年の創業支援
22 日 ロンドンテロ
23 日 人民元切り上げ
24日 チベットの模範党員
25日 貧困家庭の学生
26日 四川の奇病 1
27日 虚偽報道の背景
28 日 ミサイル部隊の英雄
29 日 ニセ薬摘発
30 日 〇 人工スキー場の問題
31日 四川の奇病 2

〇は監督報道

5月1日 「文明的習慣」の呼びかけ
2 日 農民対策
3 日 〇 公共図書館がネットカフェに
4日 西部地域で頑張る若者
5日 テレビドラマの規定
6日 〇 温州肺病問題
7日 〇 教育現場のウソ
8 日 〇 新聞の購読強制
9 日 未成年の思想道徳建設

10 日 イラク虐待
11日 米が中国の犯罪者を送還
12 日 （データなし）
13 日 〇 “まずまずの生活”のウソ
14日 〇 鉱山採掘問題
15日 〇 西安宝くじ詐欺 1
16日 〇 不動産会社の詐欺
17日 中台関係
18 日 〇 西安宝くじ詐欺 2
19 日 （データなし）
20 日 学生の社会実践
21日 〇 違法な屠殺
22 日 出版の知的所有権保護
23 日 〇 農村合作医療の問題点
24日 〇 西安宝くじ詐欺 3
25日 〇 耕地の強制収用
26日 〇 医者の欲ボケ
27日 〇 事故報告のウソ
28 日 〇 薬の価格が高いワケ
29 日 〇 西安宝くじ詐欺 4
30 日 〇 養老保険金詐欺
31日 国産アニメ振興

表 2-2　『焦点訪談』におけるテーマ
（2004 年 5月）

「監督報道」　計（29 日中）18 本

 １.  メディア自由化の経緯
（1）「党の代弁者」の顔と「事業者」の顔
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は様々な妨害工作があったからである 8）。し
かし中国政府は今年3月，「虚偽報道の根絶」
を理由に，記事や評論を実名で書くよう求め
る規定を導入した。中国のメディア研究者に
よると，この規定によって「監督報道」が減
るといった影響を受けているという。
（3）「非地元メディア」の取材・報道抑制

中国では，もともとメディアは政府当局と密
接な関係にあるため，「監督報道」を行うのは難
しいのだが，地元でなければやりやすいという
面はあり，例えば広東省のメディアの記者が黒
龍江省の問題を取材して書くといった「異地監
督報道」のケースがよく見られる。しかし香港
の月刊誌『争鳴』によると，中国共産党中央弁
公庁はこうした「異地監督報道」を止めるよう求
める文書を各地に通知し，中央のメディアが地
方を批判する報道であっても，批判を受ける地
方と意思疎通を図るよう求めた9）。中国のメディ
ア研究者によると，現在「異地報道」が認めら
れているのは，北京と上海のメディアに限ら
れているという。その理由として考えられるの
は，「異地監督報道」を最も活発に行ってきたの
が「南方週末」など広東省のメディアであること
だ。「南方週末」は，党中央宣伝部から批判さ
れる回数が最も多いメディアと言われている。
（4）インターネットの管理強化

中国におけるインターネットは，2005年6
月末現在でユーザーが 1億300万人10）と 8年
前の 100倍以上に達するなど，急速に普及が
進んでいる。そしてネット上では一般の市
民がチャットルームで自らの意見を表明する
といったことが，既存メディアよりはるかに
自由な形で行われてきた 11）。当局は 2000年
10月には「中華人民共和国電信条例」や「イン
ターネット情報サービス管理規則」を施行す

るなど，早くからインターネットに関する様々
な規制を行うと共に，最近は特定の情報への
アクセスを物理的に遮断するソフトを導入し
ている。例えば，「雅虎中国」（ヤフーチャイナ）
で「民主」や「民主化」という検索を行ってみ
ると，“エラー”表示が出てくる。また，1999
年に中国の指導者が居住する中南海を包囲す
る抗議活動を行い，その後弾圧を受けている
気功集団「法輪功」に関しては，「法輪功」はも
ちろん，指導者の「李洪志」，機関紙の「大紀元」
のいずれも“エラー”となる。さらに，1919年
に起きた反帝国主義の大衆運動の記念日であ
る「五四」は検索可能だが，1989年に民主化運
動が武力で鎮圧された記念日の「六四」は“エ
ラー”となり，少数民族問題に関わる「チベッ
ト独立」や「ウイグル独立」も“エラー”となる。

この他，インターネット事業を管轄する情
報産業省は，ブログを含む国内のすべての
ウェブサイトについて今年6月末までに登録
し関係者の詳細情報を提供することを義務づ
けた。そして 6月末現在で未登録のサイトに
ついては一時閉鎖し，再開のためには 10日
以内に地方の通信行政当局に登録手続きをす
るよう求めた。当局はそれまでも人気のある
サイトの運営事業者に対して，政治的に微妙
なニュースを掲載しないことや，チャットに
おける問題発言を削除することなどを求めて
いたが，このサイトの登録制の導入で一層の
規制強化が図られたわけである。
（5）「外資」への開放抑制

中国政府は，放送デジタル化の過程でチャ
ンネル数が大幅に増える見通しになったこと
から，優良コンテンツの確保や国内事業者の
国際競争力強化のため，外資と合弁で番組制
作会社を作ること（ニュースを除く）を認め
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る方針を 2004年2月に打ち出した。外資の
出資比率が 50% 未満という条件はついてい
たが，これを受けてアメリカのバイアコムは
同年3月，上海文広集団との間で子どもや青
少年向けの番組制作会社を合弁で設立すると
発表し，北京テレビとの間でも合意が近いこ
とを明らかにしたのである。

ところがバイアコムと上海文広集団の合弁
会社は今年7月現在でもまだ設立に至ってお
らず，逆に 7月6日にラジオ映画テレビ総局
が新たに出した「ラジオ映画テレビ系統地方
外事工作管理規定」の第7条では，「ラジオ局，
テレビ局は海外機構にチャンネルを貸し出し
たり，海外機構と合弁や合作でチャンネルを
経営したり，合弁や合作で定期的な番組や生
放送の番組を作ってはならない」との条項が
盛り込まれた。これについて中国の放送メ
ディア関係者は，「合弁の番組制作は可能だ
が，チャンネル経営には関与させないという
方針を再確認したもの」と話している。さら
に 8月には海外の衛星テレビチャンネルに対
して新たに国内で放送する権利を認めないこ
とを明らかにし 12），海外メディアへの開放
政策にもストップがかかったことを示した。

 ４.  メディア自身の問題

これまでメディアの自由化に当局がブレー
キをかけた実態を見てきたが，これについて
メディア自身の責任を問う声もある。かつて
当局の宣伝道具だったメディアにとって，「直
接的な共産党批判」以外はある程度黙認する
という自由の拡大状況が生まれても，この自
由が責任や規律を伴うとの自覚が十分ではな
いという指摘である。

第一に，当局が管理強化の理由に挙げた「虚

偽報道」がある。7月27日の CCTV『焦点訪
談』で取り上げられた虚偽報道の実態を見て
みよう。例えばあるフリーライターが書いた

「有名なスターが病死」という記事は，実際
は生きている本人にそのニュースが伝わって
激怒するところとなったが，フリーライター
はネット上で別の映画俳優が病死したとの
ニュースを見て「作文」することを思いついた
という。また，家具会社が競争相手を貶

おとし

める
ため，知り合いの記者に頼んで相手の製品の
質に問題があるという記事を書かせたケース
もあった。そして最近はこういうニュースが
あっという間にネット上で全国に広まるので
ある。CCTV のインタビューに対して市民は

「彼らは記者というよりは作家だよ」「娯楽関
係のニュースにウソが多いです」などと答え，
市民の間にもメディア情報にはウソが含まれ
るとの意識があることをうかがわせている。

こうした事態が起きる背景には，メディア
の商業化，つまり政府予算に頼らず広告や購
読料で生計を立てねばならず，かつ激しい競
争にさらされているメディアの実態があるわ
けだが，責任の自覚が欠けているジャーナリ
ストが少なくないことも確かである。

責任の自覚に欠ける典型例は「有償新聞」
の問題である。「有償新聞」とは，取材先の
企業などから金品を受け取って書く“提灯記
事”のことだが，中国では改革開放が進むに
つれ，この問題が深刻化した。10年あまり
前，筆者の友人のテレビ局記者は，「有償新
聞」の問題について，「自分の給料は月300元
だ。日本製の粉ミルクを買うと 2週間分でな
くなる。どうやって生活すればいいのか ?」
と述べた。つまり記者の給料が安いことが「有
償新聞」の温床になることを示唆したわけだ。
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しかし最近の記者は給料が上がっており，「有
償新聞」を書く言い訳は成り立たない。とこ
ろが，広告を取ってくるとその一部が自らの
収入になるというシステムができたため，「有
償新聞」の問題はさらに悪化した面がある。
中国のテレビ関係者によると，ある地方テレ
ビ局では，記者が広告を取ってきた場合，広
告収入の 5% は現金で支給され，またそれと
は別に 10% が自らの経費として使えるとい
うシステムをとっていたという。

国家ラジオ映画テレビ総局では 2004年12
月に「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，この中
で再度，取材先から金銭を受け取らないこと
を求めている。これを受けて各メディアは対
応策を発表しており，光明日報では「記者は
広告を取ってはならない」との規定を公表し，
違反したケースがあった場合は社の担当部署
に電話で連絡するよう呼びかけている 13）。

この他，メディア間の競争激化を背景に，特
に芸能やスポーツのニュースにおいてプライバ
シーの侵害が目立ったり，性に関する記事や放
送がますます大胆になったり，市民の愛国的な
感情を煽

あお

るような排外的な報道・評論が目立っ
たりしていて，有識者から批判を浴びている。

おわりに
中国のメディアは，党の「宣伝一色」の時代

から「宣伝 + 大衆のニーズに応える」という両
面性を持った存在に移行してきたのだが，そ
の過程で「監督報道」の拡大が当局の危機感を
呼び起こしたほか，メディア自身の規律の不
足もあって，自由化にブレーキがかけられた。
中国のメディア研究者によると，当局が管理

強化の理由をメディアの“乱れ”に求めるのは
言い訳であり，貧富の格差拡大や農民の土地
の強制収用による抗議行動の頻発など，社会
の「不安定化」が根本にあるという。そして胡
錦涛政権の基盤が必ずしも強くない現状では，
こうしたメディア管理の強化は長く続くと予
想する。中国のメディアにとって本当の意味
での「春」が来るには，ジャーナリズムとして
の自律や責任感の涵

かんよう

養と共に，中国社会の「安
定化」も必要条件になるという考え方だ。

しかし，「メディア自由化」と「中国社会の
安定化」は，そもそもどちらが先に来るのか
という根本的な問題については，メディア関
係者の間でも意見の対立が残されている。

（やまだ けんいち）
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