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  I. 四川ラジオテレビ集団

四川省は中国のちょうど中央部に位置し，
面積は48.8万平方キロと日本より大きく，
人口は8,750万人に達する 1）。この四川省で
2003年12月，四川テレビ・四川人民ラジオ

  はじめに

中国の放送局といえばまず思い起こされる
のは，唯一の国家レベルのテレビ局である中
国中央テレビ（CCTV）で，本誌でも24時間
ニュースチャンネルなど数々の取り組みを報
告してきた。しかし広大な中国は31もの省・
直轄市・自治区に分かれており，各省内では
省レベルのテレビ局の方がCCTVよりも身
近な存在で，視聴率も高かったりする。この
うち北京・上海などの放送メディア集団は比
較的有名だが，内陸部の放送局の実態はほと
んど知られていない。そこで筆者は2006年
9月，内陸部では比較的放送番組のレベルが
高いと専門家から指摘されている四川省と重
慶，それに広西チワン族自治区について，現
地調査を行った。その結果，各地の放送局で
は予想以上に国際化に向けた取り組みが進ん
でいる他，市場化・デジタル化という課題に
も着実に対応しているとの印象を受けた。本
稿では，これらの地方放送局の現状を，日本
との関係を含めて見ていくが，特に最近中国
では全国的に「韓流」ブームで，日本の番組
は影が薄くなっていると言われることから，
各地の放送関係者が日本を含む海外の番組の
購入についてどのような考えを持っているの
かをまとめて紹介したい。

「国際化」にまい進する中国の地方放送局
～四川・重慶・広西の現状調査報告～
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それにケーブルネットワーク会社などを統合
して設立されたのが四川ラジオテレビ集団
（写真1）である 2）。四川テレビなどはそれま
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が，集団の設立に際し
て「市場化」を進めるため，組織を行政から
切り離した。これは後述する重慶ラジオテレ
ビ集団や成都ラジオテレビも同様である。四
川ラジオテレビ集団（以下四川集団）では現
在およそ3,000人の従業員が番組制作・映像
伝送・広告・新聞発行などの業務を行ってい
るが，その全体状況については，主に鍾叙昭
副総裁（写真2）に話を聞いた。

四川集団ではテレビチャンネルが全国向け 3）

を含め9つ，ラジオチャンネルが5つある（表1）。
テレビ・ラジオともチャンネルごとに番組制
作責任者がいるが，財務面は集団本部が集中
管理して各チャンネルに予算を配布，番組編
成上の調整も本部で行う。年間の収入は6億
元（約90億円）で，その大部分は広告収入に
よっている。番組制作能力は年3,000時間で，
ニュースや特集は基本的に自前で制作する

が，テレビドラマなどはほとんどがプロダク
ションからの購入で，全体での自主制作比率
は他地域のメディア集団とほぼ同じ30%前
後になるという。

四川集団の大きな特色は，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だ。国際テレビ祭を
始めたきっかけの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大テレビ祭と言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。また2005年には初めて特
定国のテーマデーを設け，ドイツとフランス
が参加した。四川集団はイタリアの公共放送
RAIやドイツのDW（ドイチェ・ベレ）といっ
た外国の放送局と共同制作を行うなど，国際
化には非常に熱心なのだが，日本との関係は
現状では必ずしも十分でないということで，
鍾氏は，2007年10月26日から3日間開かれ
る予定の次期テレビ祭では，ぜひ「日本デー」
を設け，日本のテレビ番組ひいては日本文化
の紹介にあたりたいと意欲を示した。

番組制作に関するより具体的な話は，現
在は四川集団の一部門となった四川テレビ
の海外・社教センター主任である孫剣英氏
（写真3）に聞いた。孫氏は中国ドキュメンタ

表1　四川集団

テレビチャンネル ラジオチャンネル

1 （全国向け）総合 1 （全国向け）
 ニュース総合

2 文化・観光 2 文芸

3 経済 3 交通

4 ニュース・情報 4 経済

5 テレビドラマ 5 少数民族向け

6 娯楽・スポーツ

7 女性・子ども

8 科学技術・教育

9 公共
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リー学術協会常務副会長も務めている，ド
キュメンタリー制作の重鎮で，四川テレビが
過去10年間にドキュメンタリー番組で20以
上の国際的な賞を獲得するのに大きく貢献し
た。ドキュメンタリー作品には四川省を中心
に自然を扱ったものが多く，中国の国家重点
保護野生動物であるサルの金

き ん し こ う

絲猴やパンダ
の生態を描いた作品，峨眉山や九寨溝の絶
景を紹介する作品などがある。また，人文
系では四川省に少数民族が多いこともあっ
て， 羌

　きょう

族・彝
い

族などの住民の暮らしぶりを
描いたものが見られる。孫氏は主要作品の
大部分について制作に関わってきたが，こ
うしたドキュメンタリー作品が国際的な賞を
次々と獲得し，世界中に販売できるだけの競
争力を持てた理由はどこにあるのか。孫氏
は，四川省が自然資源に恵まれていることに
加え，四川テレビが比較的早い時期から対外
協力を重視する姿勢を打ち出し，制作担当者
が国際的な番組制作手法を理解していること，
それに四川国際テレビ祭の存在を指摘する。
四川テレビは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
組んでいた。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「聯合拍撮」（共同撮影）が主流に
なっていった。こうした国際協力はイギリス
のBBC，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，コストを下げるメリットがあると孫
氏は言う。また，NHKが1965年に設立した
教育番組コンクール「日本賞」の関係者が，ア
ジアの都市に集まって教育番組に関する最新
の情報や意見を交換する「日本賞アジアフォー
ラム」で，2005年の開催予定地ソウルがKBS
の都合で中止を余儀なくされた際は，急遽打
診を受けた四川テレビがわずか3か月の準備
で成都でのフォーラム実施にこぎつけたとし
て，孫氏は国際交流の豊富な経験に自信を示
した。

最近中国政府は国産アニメの振興を図ろう
と，2006年9月からは午後5時から8時まで
のゴールデンタイムに外国産アニメを放送す
ることを禁止する措置を打ち出したが，四川
テレビでも海外と協力しながら主に女性・子
どもチャンネルでアニメを展開していく方針
である。孫氏はそのため2006年3月に訪日し
た他，中国国内のアニメ関係者とも積極的に
会っている。そして四川テレビは2007年10
月頃にアニメ博覧会の開催を予定しており，
現在業者向けのものとするか，一般市民向け
とするか検討している。孫氏は，中国のアニ
メ関係の人材の3分の1は四川省出身で，四
川は労働コストの安さもあって中国西部地域
におけるアニメ人材育成の基地になっている
と四川の強みをPRする。

写真 3
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ここ1～2年中国では，3つ星以上のホテル
などを対象と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ことにしたり，
国内メディアに対しても政治的に微妙な問題
は新華社の原稿を使うよう強制したりするな
ど，内外を問わずメディアへの規制色が強ま
る一方である。この現象をどう見るかについ
ても聞いてみたが，孫氏は規制強化の事実を
否定はしない一方，「テレビ放送の“開放”は
全体的な趨

すう

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。海外メディ
アとの関係でも，全く協力できないわけでは
ない」と説明した。また，湖南ラジオ映画テ
レビ集団が制作し，2005年には4億人が見た
といわれる中国版「スター誕生」の歌謡番組

『超級女声』に対し，低俗化との批判が出てい
ることについては，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の判断を示した。

  II. 重慶ラジオテレビ集団

重慶市はもともと四川省に属していたが，
人口増加などを受けて1997年，北京・上海・
天津と並ぶ国の直轄市に昇格した。四川省
の東隣に位置し，面積は8万2,400平方キロ，
常住人口は郊外を含め2,798万人 4）にのぼっ
ている。重慶ラジオテレビ集団（写真4）は
2004年11月に重慶テレビ・重慶人民ラジオ・
重慶経済ラジオ・ケーブルネットワーク会社
などが統合して成立，人員は4,000人で年商
は10億元（約150億円）を超し，規模的には
四川集団よりも大きい。この重慶集団では，
主に盧盛琴対外交流センター主任（写真5）に
話を聞いた。

重慶集団では，テレビが全国向け衛星チャ
ンネルをはじめ合わせて10チャンネル（デ
ジタル有料チャンネルを除く）あり，ラジオ
は5チャンネルある（表2）。全国向け衛星テ
レビチャンネルは全国31の省・直轄市・自
治区レベルのテレビ局の中では人気が高く，
2005年が視聴率・満足度の総合評価で5位，
2006年には3位に食い込むときもあった。

具体的に好評の番組として盧氏はまず，10
年以上続くテレビドラマ『霧都夜話』を挙げ
た。重慶は霧が立ち込める日が多いため「霧
都」と言われるが，その重慶を舞台に重慶方

写真 4

写真 5
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言で語られる25分間のドラマである。重慶
方言は他の地域では聞き取りが難しいはずだ
が，字幕をつけて全国向けチャンネルで放送
している。特徴は，出演者が全て一般公募
によって決められ，採用の際に演技の巧拙は
問わないとしていることだ。番組内容が“庶
民の生活に近い”ことがセールスポイントに
なっているという。この他，法律・裁判など
をテーマとした番組『拍案説法』やトーク番組

『龍門陣』なども全国向けチャンネルで好評を
得ているが，盧氏は全国で人気を集める秘訣
として「ブランドの確立」を挙げた。例えば
湖南集団の衛星チャンネルは娯楽番組に強い
という評価が既に確立しているが，同様に特
色のある「重慶ブランド」を作る必要がある
ことを早い時期から提起しているという。そ
して今後力を入れる分野として，重慶市の十
大重点項目ともなっている全国レベルの「ア
ニメ基地」建設を挙げた。アニメの制作は重
慶集団と四川美術学院が出資した会社が担当
し，番組は青少年チャンネルで放送する。

海外との交流については，アメリカ・イギ

リス・ノルウェーなどと幅広く行っており，
2005年にはアメリカの招請を受けエイズの現
状を現地取材した。また日本との関係では，
2002年に民間戦争賠償要求裁判の取材のた
めクルーを日本に派遣し，20分間の特集番組
を作っている他，重慶総領事館から提供を受
け，日本の温泉の紹介番組なども放送してい
るという。ただ，日本は欧米と比べ情報提供
にあまり積極的ではないとの思いもあるよう
だ。例えば重慶集団がデジタル有料チャンネ
ルで放送を始めた「自動車・オートバイチャ
ンネル」に対して，欧米の自動車メーカーは
せっせと最新の資料を送ってくるが，日本企
業にはそうした動きがまだないという。

重慶集団のもう1つの特徴として，デジタ
ル化の進展も指摘できる。特に市内のバス
やタクシー向けに行う地上デジタル放送は，
2004年12月に試験放送を開始した後，2005
年6月には本放送に移行，現在1,500台のバ
スと200台のタクシーにテレビが装着されて
いる。技術方式はこれまでヨーロッパ方式の
DVB-Tだったが，中国政府が地上デジタル
の中国独自方式とされる「GB20600-2006」の
採用を決めたことから，機器メーカーが無料
で手直しをすることになるという。また収入
は今のところ広告に頼っているが，ラジオ映
画テレビ総局の許可が出たら，スクランブル
方式でバスやタクシーに課金する方針であ
る。またケーブルテレビのデジタル化につい
ては，2005年に公聴会を開いて月額料金を
12元（約180円）から20元（約300円）に値上
げすることを決め，その一方でデジタルセッ
トトップボックスの無料配布を始めた。2008
年末までに市街地400万戸のデジタル化を完
了させる予定である。ただ「自動車・オート

表 2　重慶集団

テレビチャンネル ラジオチャンネル

1 （全国向け）総合 1 ニュース

2 ニュース 2 経済

3 科学・教育 3 交通

4 都市 4 音楽

5 娯楽 5 都市

6 生活

7 ファッション

8 公共

9 テレビドラマ

10 青少年
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バイチャンネル」をはじめとするデジタル有
料チャンネルについては利用者の拡大を優先
するため，2007年上半期までは無料で提供す
ることを決めている。さらにインターネット
プロトコルを使ったビデオサービスのIPTV
について2005年にラジオ映画テレビ総局に
申請を提出，許可がおりるのを待っている他，
携帯向け放送についても試験を行っている。

  III. 成都ラジオテレビ

四川省の省都である成都市には，省全体を
放送範囲とする四川集団の他に，成都市一帯
の約3,000万人を対象に放送を行う成都ラジオ
テレビ（写真6）がある。省レベルの放送局や集

団と比べ規模はやや小さくなるが，それでもテ
レビがニュース総合など6チャンネル，ラジオ
が4チャンネルある（表3）。ここでは主に馬向
陽副台長（ナンバー2）（写真7）から話を聞いた。

成都ラジオテレビは，1987年に設立され
た成都テレビと，その後相次いでできた成
都経済テレビ，成都ケーブルテレビの3局が
2002年に合併，さらに2005年末にラジオ局
とも合併して成立した。テレビ局・ラジオ局
の合併は集団化と同様，放送メディアの統合
による競争力強化が目的だが，成都ラジオテ
レビでも広告や番組購入などを統一的に行う
ことになった。これはチャンネルごとに広告
集めや番組購入を行うより，広告主や番組販
売者との交渉の上で有利になれるからで，重
慶集団でもこうした面で統合メリットを享受
しているとのことだった。

成都のテレビ市場をめぐっては，全国レベ
ルのCCTV，省レベルの四川テレビ，そして
市レベルの成都テレビが主なプレーヤーとし
て競合することになるが，視聴率は各局の広
告収入に直結するだけに，三者間の競争の実
態がどうなっているのかは注目されるところ
だ。馬氏によると，視聴率上位番組ベストテ

テレビチャンネル ラジオチャンネル

1 ニュース総合 1 ニュース

2 経済情報サービス 2 交通

3 都市生活 3 音楽

4 ドラマ・映画 4 文化・娯楽

5 公共

6 子ども

表 3　成都ラジオテレビ

写真 6

写真 7
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ンのうち，以前は7～8番組を成都テレビが
押さえていたが，最近は四川テレビが追い上
げてほぼ互角となり，CCTVを含めた“3強”
時代を迎えているという。成都テレビの番組
で視聴率が高いのは主にニュースだが，中に
は毛色の変わったものもある。湖南集団が
2005年に全国向けチャンネルで放送し大反
響を呼んだ『超級女声』は，全国5か所で予選
を行ったが，そのうちの1か所が成都で，成
都テレビの第2チャンネルが湖南集団と協力
する形で事業を進め，地元向けに番組を放送
していたのである。見事1位に輝いた李宇春
さんが四川音楽学院の学生だったのをはじ
め，上位5人中4人が成都の予選を勝ち抜い
ていたこともあって，2005年の視聴率は最
高で18%まで達したという。そのせいか馬
氏も『超級女声』に対し低俗化との批判があ
ることについて，「私個人としては不健康な
ものとは思わない。社会に危害を与えるよう
なことはない」と反論していた。

デジタル化については，2006年からケー
ブルテレビのデジタル化を本格化させている
が，興味深かったのは成都市一帯を放送エ
リアとするバス向けの地上デジタル放送で
ある。全部で4,000台あるバスのうち1,200台
にテレビを取り付け，2005年10月頃から放
送を開始しているが，実は四川集団も同様の
サービスに取り組もうとしており，成都市以
外の地域では2006年9月から試験放送を始め
ている。成都ラジオテレビからすると，4,000
台程度のバスを対象とする小さな市場に2つ
の事業者が参入すれば，共倒れは避けられな
い。先に参入した成都ラジオテレビを尊重す
るよう，現在四川集団との間で調整を進めて
いるとのことであった。

成都ラジオテレビは，市レベルの放送局と
しては珍しく，国際交流にも力を入れていた。
1988年に早くも英語を含めた2か国語放送の
番組を始めた他，アメリカ・韓国・イスラ
エルなど十数か国との間に協力関係があり，
2004年には11か国の関係者を招請して「成
都・テレビ国際検討会」を開催している。ま
た2006年末か2007年初頭には，番組改編を
行って国際ニュース番組を新たに設ける方針
である。海外の映像については，政治・経済
などのニュースは新華社や中国国際ラジオ局
から配信されるものを使い，それ以外の話題
は他のルートで集めることにしている。

日本関係については，重慶総領事館から提
供される日本の自然・民俗・伝統技術などに
関する映像を昼の時間帯に3～5分程度使うこ
とがあり，視聴率はさほど高くないが反応は
悪くないという。ただ馬氏は，メインチャンネ
ルでは放送時間枠と提供を受けるコンテンツ
の尺がうまく合わないので，尺が合いやすい
英語放送の枠で出すことが多いと話していた。

  IV. 広西チワン族自治区

広西チワン族自治区は，広東省の西隣に
ありベトナムと国境を接する，面積23.67万
平方キロ，人口4,925万人の自治区であり，
人口の40%近くを占める少数民族の中では，
チワン族が大多数を占めている。1人当たり
GDPは年7,196元（約11万円）で全国の31省
市自治区の中では28位となっている 5）。広西
では四川や重慶のような放送メディアの「集
団化」は行われていないため，以下テレビ局・
ラジオ局・ケーブルネットワーク会社のそれ
ぞれについて見ていきたい。
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IV-1 広西テレビ
広西チワン族自治区の区都南寧にある広西テ

レビ（写真8）は，現地の経済発展のレベルから
すると大変に国際化が進んだテレビ局であるこ
とが特徴だ。国際化については国際部の安亜中
主任（写真9），その他の番組関係は主に番組営
業センターの孫剣濤主任（写真10）に聞いた。

広西テレビは従業員が1,000人あまり，去
年の売り上げは3.3億元（約50億円）の規模
で，チャンネルは全国向けのニュース総合な
ど合わせて7チャンネルである（表4）。この
うち公共チャンネルは，四川集団・重慶集
団・成都ラジオテレビの各テレビチャンネ
ルにもあり，大都市の区レベルで取材した
ニュースをまとめて放送するチャンネルであ
る。これら7チャンネルについて詳しく聞い
ていくと，「総合芸能」や「都市」「公共」チャ
ンネルでも一部テレビドラマを放送している
という。中国のテレビ局ではこうしたケース
は多く，第1チャンネル以外は「専門チャン
ネル」だったはずではないかとの疑問も出て
くる。これについて孫氏の回答は明快だった。
チャンネル区分の原則は「番組類型」による
のではなく，「視聴者」によるというのである。
例えば「総合芸能」は20代の若者向け，「都市」
は都市部の女性向けといった具合に，視聴者
層に応じてチャンネルを分けた方が，広告主
のニーズにも合うと孫氏は指摘した。

全国向けチャンネルの人気度だが，CCTV
を除く省レベルのテレビ局の中では2005年
が6位，2006年上半期も6位と，経済発展の
レベルを考えるとかなり健闘していると言え
そうだ。具体的な番組としては，人徳と才能

写真 9 
▲

写真 8

写真10 

▲

表 4　広西テレビ

チャンネル

1 （全国向け）ニュース総合

2 総合芸能

3 都市

4 テレビドラマ

5 スポーツ

6 情報

7 公共
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を併せ持つ「徳才兼備」の美女を探訪する『尋
找金花』や，中国ファッション協会の協力を
得て作るファッション番組『時尚中国』など，
市場経済化に対応したものが目立つが，その
一方で『東盟印象』（東盟=ASEAN）という
国際的な番組も見られた。国際部主任の安氏
によると，この『東盟印象』はASEAN各国
の歴史・文化・現状などを主に紹介する番組
で，2004年に始まった当時は『風起南方』と
いうタイトルで放送されていた。広西テレビ
ではこの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る。そして各局が
作った番組は放送後に送ってもらい，字幕を
つけて全国向けチャンネルで放送するという
のである。外国番組の放送について中央政府
の規制が厳しい現状を考えると，先進的な取
り組みと言えそうだ。招請といっても交通費
は各国のテレビ局の負担だが，現地の滞在費
は広西側が持つということなので，国際化の
ためには経済的負担もある程度容認するとい
う方針がうかがわれる。

もう1つの驚きは，2006年7月から毎日午
後6時半～7時半の1時間，情報チャンネル
で『全球資訊』という国際ニュース番組をス
タートさせたことである。地方のテレビ局が，
国際ニュースに特化した番組を，毎日ゴール
デンタイムに1時間放送するというのは，日
本の常識では考えにくい。素材は中国国際ラ
ジオから提供を受けるというが，情報チャン
ネルは地元向けのチャンネルなので，こうし
た番組へのニーズが本当にあるのだとする

と，広西の人々の「国際化」は中国国内でも
かなり高いレベルにあると言えるだろう。

日本との関係では，先述した熊本放送との
定期交流以外に，2005年に愛知万博の取材
のため2クルーを派遣したり，日本の領事館
から提供を受けた3～5分程度のビデオを番
組で紹介したりしている。

IV-2 広西人民ラジオ
広西テレビのすぐ隣にある広西人民ラジオ

（写真11）では，チワン族の覃理愛副台長（ナ
ンバー 2）（写真12）に話を聞いた。広西人民
ラジオは1950年に設立され，現在は従業員
が370人，売り上げは今年の目標が5,000万
元（約7億5,000万円）と，テレビより一桁近

写真11

▲写真12
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く小さい規模になるが，それでも合わせて6
チャンネル（表5）で一日103時間の放送を出
している。中でも「交通」・「文芸」などのチャ
ンネルに混じって，これも地方のラジオ局で
は珍しい海外向けチャンネルがあったことが
注目された。これはベトナム向けに一日合わ
せて8時間行っている放送で，ベトナム語の
放送が1時間×6回の計6時間，広州語の放
送が30分×4回の計2時間となっている。ベ
トナム北部には広州語が分かる人も少なくな
いことから広州語での放送も行われていると
のことだった。またベトナムとの間では2005
年から，15分～20分程度の番組を月1回交
換する交流も行っており，ベトナムからは中
国語で作った番組が送られて来るという。

IV-3 広西ケーブルネットワーク会社
広西で放送デジタル化の推進にあたるの

は，ケーブルテレビの設備を管理運営する
「広西ラジオテレビ情報ネットワーク株式会
社」（写真13）である。広西では先述のよう
に放送メディアの集団化が行われていないた
め，テレビ局とケーブルネットワーク会社は
組織的には一体化していないが，広西ラジオ
テレビ情報ネットワーク株式会社の李徳剛社
長（写真14）は広西テレビの副台長（ナンバー
2）を兼任しており，実際は両者の関係はき

わめて深いといえる。広西のケーブルデジタ
ル化は，このところ猛スピードで進んでい
る。中国全土で1億2,600万世帯にのぼるケー
ブルテレビ加入世帯のうち，デジタル化が完
了したのは2005年末現在で413万 6），2006年
11月でも1,000万前後と見られている。しか
し人口規模では全国の4%足らずに過ぎない
広西で，デジタル化を完了した世帯数は，こ
の1年あまりの間にわずか1,500軒から144万
軒に急増したのである（図1）。広西の経済発
展段階を考慮すると，そのデジタル化は大成
功を収めているといえよう。李社長によると，
こうした成功の原因は，広西全体のケーブル
事業者を一体化する事業統合を成し遂げたこ
とが最も大きい。中国では通常，ケーブル事
業者は各地域に分散しており，アメリカや台

表 5　広西人民ラジオ

チャンネル

1 （全国向け）ニュース総合

2 経済

3 教育・生活

4 文芸

5 交通

6 海外向け

写真13

写真14
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湾のようなMSO=Multiple System Operator
による業界の寡占化はあまり進んでいない。
広西でも，もともとは14市76県で合わせて
90のケーブル事業者が存在したのだが，こ
れらの事業者が別々にデジタル化を行おうと
した場合，カバー人口が少ないため投資に見
合った収益は全く期待できない。そこで広西
では，これらの事業者の統合作業を2003年
に開始，各地の事業者が共同出資して広西全
土を管轄する資本金11.3億元（約170億円）の
株式会社の設立に至ったのである。この統合
作業は中国の他の地域では難航するところが
多いが，広西でうまくいった理由は何であろ
うか。李社長は，公平・合理的な利益分配と
株主重視を挙げる。まずケーブルネットワー
クの資産評価を第三者に行わせること，そし
てデジタル放送の投資による赤字は親会社が
当面かぶり，従来のアナログ放送からあがる
利益はデジタルと切り離して，株主である各
地域のネットワークに分配することである。

広西では2005年8月にデジタル化に伴う
ケーブルテレビ基本料金改定の公聴会を開
き，それまで月14元（約200円）だった料金を
都市部で26元，農村部で25元（いずれも400
円弱）に値上げすることを決めた。そして同年
9月からは，広西や深圳のメーカーから購入

したデジタルセットトップボックスの無料配
布を始め，ほとんど皆無に近かったデジタル
化の世帯数が一挙に拡大することになった。

セットトップボックスの無料配布がケー
ブルデジタル化普及の1つの鍵であることは
間違いないが，肝心のサービス内容について
はどうなっているのだろうか。李社長は，デ
ジタル化でアナログ時代と比べ6つの新しい
サービスが加わったと指摘する。それは

① 約60に増加したテレビチャンネル
② 約20あるラジオチャンネル
③ 映画・ニュースの録画などのNVOD7）

④ 株式市況
⑤ 新しい政策・法規などの行政情報
⑥ 天気予報，健康・旅行・衣食住等の情報

であり，特に多チャンネルや高画質・高音質，
天気予報などの情報サービスが人気を集めて
いるという。さらに，デジタル化による多チャ
ンネル化の中で，広西ラジオテレビ情報ネッ
トワーク株式会社でも有料チャンネルという
付加価値業務に力を入れており，現在「欧州
サッカー」「囲碁」「子育て指南」など 6 チャ
ンネルを買いつけている。このうち日本の
サッカー中継まで含まれる「欧州サッカー」
チャンネル（写真 15）は月 188 元（約 2,800 円）

写真15

図 1　広西ケーブルテレビデジタル化世帯数
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もかかる（商業用の場合は年 1 万元 = 約 15
万円）が，「囲碁」や「子育て指南」は月 20
元（約 300 円）ということで，ネットワーク
会社では今後も有料チャンネルを増やしてい
きたいとしている。李社長は，衛星直接受信

（DTH）や IPTV という新規の競争相手が出
現しようとする中，ケーブルネットワークに
危機感が生まれたことが，こうした急速なデ
ジタル化進展の背景にあると話している。

一方，バスやタクシーなどの移動体向け地
上デジタル放送は広西ではまだ始まっていな
かった。広西では都市部でもバスの台数が少
なく，路線も短いという問題があり，携帯向
け放送もセットでないと収益モデルが作りに
くいと李社長は見ている。今後事業が中央政
府から許可を受けた場合でも，事業主体を広
西テレビにするか，ネットワーク会社にする
か，まだ決まっていないという。 

  V. 「韓流」ブームと日本のドラマの課題

最近の中国では，日本で『チャングムの誓
い』というタイトルで放送されていた『大長
今』が大ヒットするなど，「韓流」ブームがた
けなわで，かつて1980年代に『おしん』をは
じめ高倉健・山口百恵らが出演する作品が中
国を席巻した頃の面影はない。中国各地で今
日本のテレビドラマがどう評価されているの
か詳しく知るため，今回訪問した全てのテレ
ビ局や集団でこの問題について聞いてみた。

四川集団の鍾副総裁によると，四川集団が
年間3本まで購入できるというテレビドラマ
などの海外番組について，2005年と2006年
は全て韓国の作品になり，1980年代や90年
代と比べ，日本の作品は明らかに減少したと

いう。その理由について鍾氏は，
① 韓国の作品は「生活感」「情感」に富む
② 韓国作品の方が日本より価格が安い
③ 韓国の方が売り込みに熱心
④ 近年日中関係が良くないことの影響

の4点を指摘した。また，四川テレビの孫氏は，
日本のドラマに対して「興味がわかない」こ
とを最大の理由に挙げる。中国人のドラマの
好みはこれまで日本→アメリカ→香港→台湾
→韓国と移行してきており，最近は韓国でさ
え人気にかげりが見られるという。そして日
本の作品の人気が低い具体的な要因として，
番組の“テンポ”が遅いことがあると孫氏は
指摘する。日本の作品は“細かく”“深い”が“遅
い”，一方でアメリカの作品はテンポが速く，
今の中国はアメリカの影響を受け番組のテン
ポが速くなっているというのである。

重慶集団では，テレビチャンネル運営セン
ターの鄧昌明副主任が，「中国ではドラマは通
常20話～30話のシリーズで放送するが，日本
の場合10話あまりしかないことが多く，扱い
にくい」と両国の放送習慣の違いを指摘した。

また成都ラジオテレビでは，かつて『おし
ん』や高倉健の出演する作品などを放送した
ことがあるものの，最近は「儒家思想」に合っ
ている韓国モノの買い付けが中心だという。
もっとも市レベルのテレビ局が海外作品を買
うのは経済的に大変なため，中国国内の別の
放送局で既に放送された「中古品」を買うこ
とが多いそうだ。

広西テレビでは，テレビドラマの購入は，
やはり韓国の作品が多く日本のものは少ない
という。その理由については，
① 日本のドラマは韓国のものと比べて距

離感が大きい
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② 韓国のドラマは全ての世代の中国人が見
るが，高齢者は日本のドラマを見ない

③ アニメ化・ロマンス化が行き過ぎている
などの点を挙げていた。

今回ヒアリングを行ったどの地域でも，日
本の作品が「韓流」に押されていることは否
めない事実で，その原因も価格・内容・番組
構成のあり方から営業努力・政治に至るまで，
様々な問題が複合していると言える。今後日
本が世界に冠たる「コンテンツ大国」を目指
すとすれば，中国市場の攻略は欠かせないだ
けに，取り組みの強化が求められるだろう。

  おわりに

今回四川・重慶・広西という，内陸部の放
送局の現状を見てきたが，比較的先進的な取
り組みをしている地域を選んだとはいえ，筆
者の予想をはるかに超える形で国際化・市場
化・デジタル化が進んでいることに驚きを覚
えた。各地域の放送局のチャンネル数などを
見ても，放送サービスの多様性は少なくとも
量的には満たされているといえよう。特に国
際報道強化の傾向が各地方放送局に見られた
ことは，最近の中国のネット上などで目立つ

“極端なナショナリズム”の抑制という観点か
らは大きな意味を持つと思われる。もちろん，
中国において放送メディアは，共産党政権か
ら最も強くコントロールを受けるメディアで
あることは否定できず，言論・報道の自由化
という課題は残されたままである。また，『超
級女声』ブームやこの番組への関係者の肯定
的な見解からすると，中国の放送メディアは
今「市場化」と称する商業主義への道をひた
走っているようにも見える。中国のメディア

関係者の中にもこうした商業主義化の弊害を
警告する声があるが，一方で中国政府のメ
ディア支配を告発した「焦国標事件」8）で話
題を集めた中国のメディア研究者，焦国標氏
はこの問題に関する筆者の質問に対し，「言
論の自由が規制されている国では，メディア
における商業主義の進行は基本的にプラスの
価値を持つ」との判断を示した。商業主義に
よって扇情的な言論や報道・番組が出てきて
も，一方でそれを正そうとする動きも出てく
るものであり，商業主義すらない規制状態と
比べれば進歩であるとの考えである。今後地
方局を含む中国の放送メディアが「国際化」

「市場化」「デジタル化」の進む中で，「言論・
報道の自由」や「商業主義」の問題にどう対応
していくのか，注目される。

（やまだ けんいち）

注 :
1）中国研究所編『中国年鑑 2006』による
2）中国の放送メディアの「集団化」= グループ化

は，経営資源の統合による競争力強化などを目
的に全国の 17 か所で既に実施されたが，メディ
ア関係者によると，一部の集団で経営不振が表
面化したことなどから，ここ 1 ～ 2 年は新規の
集団化は停止状態にある

3）中国の各省・直轄市・自治区レベルのテレビ局
は，衛星を通じて全国に放送するチャンネルを
1 つずつ割り当てられている

4）いずれも中国研究所編『中国年鑑 2006』による
5）同上
6）2006 年中国広播影視発展報告による
7）Near Video on Demand の略。VOD がいつで

も見たい映画が見られるサービスであるのに対
し，NVOD は，例えば同じ映画を時間をずら
して何回か送出するサービス

8）北京大学の焦国標助教授がメディアの管理を担
当する中国共産党中央宣伝部を“討伐”するよ
う呼びかけた文章が，彼の友人によってイン
ターネット上に流され，大変な反響を呼んだ事
件。このあと焦氏は大学を事実上解雇されるな
どの“制裁”を受けたが，今も国内に留まって
香港やアメリカのメディアに向けた原稿の執筆
を続けている


