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  はじめに
北京オリンピックが開催された2008年，日

本のテレビには中国に関する番組やニュースが
溢れた。その多くは急速な経済発展の陰で噴
出する様々な矛盾，チベットや新疆での人権弾
圧，食料品への薬物混入などをセンセーショ
ナルに伝えるもので，そうしたテレビの中国報
道と日本人の対中イメージ悪化との関係が指摘
されている。

NHK放送文化研究所が中国と韓国の研究
者と共同で1999年10月に実施した「相手国イ
メージとメディア」の調査によれば，日本人の
74.4％が中国に関する情報を地上テレビから入
手していると答えており，他のメディアを圧倒し
ている1）。インターネットが普及した今日，その
数字には多少の変化があると思われるが，日
本人の対中イメージの形成にテレビが与えてい
る影響は非常に大きい。

新中国成立から今日まで，日本のテレビは
中国をどのように伝えてきたのだろうか，そして
それは日本人の対中イメージの形成にどのよう
な影響を及ぼしてきたのだろうか。本稿はテレ
ビの中国報道の変遷と，日本人の対中イメージ
の変化の関係を探る研究の第一歩として，日
本のテレビが中国をどのように伝えてきたのか
を振り返りたい。

日本のテレビの中国報道を振り返る場合，本
来なら番組だけではなくニュースも取り上げるべ
きであり，またNHKの中国取材番組が質・量
ともに民放を圧倒していた1970 ～ 80年代はと
もかく，90年代以降は民放の中国取材番組も
相当に充実し，広く視聴されてきたことを考えれ
ば，民放の番組も当然取り上げるべきである。
しかし現実にはアーカイブの未整備などにより，
過去に放送された民放の中国取材番組を調査・
分析することは現状ではほぼ不可能である。そ
こで今回は，NHKアーカイブスに保存されてい
る番組と台本，各種の放送記録や『NHK年鑑』
などの資料2）を調査・分析し，日本のテレビが
中国をどのように伝えてきたのかを，NHKの特
集番組を中心に振り返ることとする。

 1. 中国報道の草創期
（1963 ～ 70 年）

中国報道の草創期は，中国側の意図を離れて
番組を取材・制作することは難しい時代だった。

NHKが中国を初めて本格的に取材した番組
を放送したのは1963年のことであり，その後
64年と65年にも中国を長期取材し，シリーズ
番組を放送している。この3つのシリーズの特
徴は，中国側が見せたい模範的な現場を駆け
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足で取材して回り，中国側の説明をそのまま受
け入れて中国の現状を伝えている点にある。そ
こでは中国の貧しさや遅れはある程度指摘され
ているものの，人民公社に代表されるような新
中国建国後の様 な々取り組みについては肯定的
に紹介され，批判的な視点は乏しかった。しか
しそれも，当時の中国が外国メディアの取材を
極端に制限し，取材を許可するにしても完全に
当局のコントロール下に置いていたことを考えれ
ばやむを得ない事態であった。厚いベールに包
まれた中国の姿を伝えることは，そこに様々な
制約からくる限界があるにしても，テレビが取り
組まなければならない課題だったのである。し
かし，中国が文化大革命で混乱した60年代の
後半には中国取材がまったく実現せず，中国関
連の番組もほとんど放送されなかった。

報道特集「中華人民共和国」
1963年に北京と上海で日本工業展覧会が開

催されたのを機に，中国政府はNHK取材班の
入国を許可し，報道局のメンバーからなる取材
班が，9月23日から12月13日まで，北京，瀋
陽，太原，武漢，南昌，長沙，杭州，上海な
どを取材・撮影した。その間，日本工業展覧
会を訪れた周恩来首相，天安門広場での国慶
節パレード，陳毅外相と取材班の会談の模様
なども撮影している。取材内容は12月に報道
特集「中華人民共和国」3回シリーズ（「第1集
　北京・東北」63年12月26日，「第2集　上海」
63年12月27日，「第3集　武漢・西北」63年
12月28日）として放送され，翌64年の1月19
日には総集編が放送されている。NHKアーカ
イブスには総集編だけが保存されている。

取材班の関心は当時激しさを増していた中ソ
論争，市場や大衆食堂などから垣間見える庶

民生活，小学校における思想教育，大学にお
ける民兵訓練，人民公社での集団作業，工場
での自力更生などに向けられている。番組は中
国側が手配した模範的な現場を取材・撮影し
た内容で，ナレーションの内容も中国側の説明
をそのまま受け入れた部分が多い。基本的に
中国の「現状」を肯定的に紹介し，批判的な
視点の乏しいものだった。

中国初の核実験
1964年10月16日，中国は初の原爆実験に成

功した。NHKは北京放送の17日午前0時から
の発表に合わせ，総合テレビの放送時間を延長
して特集番組を放送した。この中で，「決して最
初に核兵器を使用することはない，非核保有国
には使用しない，威嚇の手段に使わない」という
三原則を述べた中国政府声明の全文を伝えた。

海外取材番組「中華人民共和国」
1964年に中国政府は，再び NHK取材班の

入国を許可し，報道局のメンバーからなる取材
班が，9月27日から11月26日まで，北京，延
安，洛陽，上海，無錫，桂林などを取材・撮
影した。その内容は，海外取材番組「中華人
民共和国」として，翌65年2月から3月にかけ
て5回シリーズで放送され，5月2日には総集
編が放送されている。NHKアーカイブスには
シリーズ5回すべての番組が保存されている。
「 第1集　 若 い世 代 」（65年2月18日）は，

北京の小学校で行われている授業，少年宮で
の子どもたちの活動，北京石油学院で学ぶ大
学生，農村で農作業に従事する師範大学の大
学生，若い女性民兵の訓練などを取材し，国
家がすべてに優先する中国において，若い世
代がどのような教育を受け，どのような考えを
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を通じて，すべてを国家優先に仕向けている事
実についても批判的に伝えている。しかし，番
組の基調は，「中国の庶民の生活水準はまだま
だ低いが，新しい国造りにまい進する晴 し々さ
が感じられる」というもので，革命成功後15年
を経た中国の姿を好意的に伝えている。

海外取材番組「中国文明の伝統」
1965年に中国政府は，中国の歴史や文化を

取材・撮影することを目的としたNHK取材班
の入国を許可した。番組制作局のメンバーを中
心とする取材班は，65年10月26日～ 66年1
月14日まで，北京，上海，西安，洛陽，鄭州，
蘇州，揚州，曲阜，泰山，済南，広州などを
取材・撮影した。その内容は，海外取材番組

「中国文明の伝統」として，66年2月から3月
にかけて7回シリーズで放送され，4月には総
集編も放送された。このシリーズは，四千年
の歴史を持つ中国文明を生んだ風土はどのよう
なものか，そこで生まれた伝統文化は今日どの
ように受け継がれているのかを，現代の中国の
人々の表情とともに伝えようとしたものである。
NHKアーカイブスにはシリーズ7回すべての番
組が保存されている。
「第1集　文明のあけぼの」（66年2月6日）

は，西安郊外にある藍田遺跡，半坡博物館，
阿房宮跡の発掘，河南省安陽県で発見された
殷墟，北京の故宮博物館，済南の東山省博物
館などを取材し，黄河で生まれ，黄土で育っ
た中国文明のあけぼのの姿を描いた。
「 第2集　 古 都長 安」（66年2月13日）は，

西安とその郊外を訪れ，城壁と鼓楼，大雁塔，
華清池，西安碑林，イスラム教寺院の清真寺
などを取材し，国際都市として繁栄した唐代の
長安の姿を描くとともに，現在の西安に残る伝

持つようになっているのかを伝えた。
「第2集　市民のくらし」（65年2月25日）は，

北京の百貨店，上海の大衆娯楽場，上海の模
範的な工場労働者一家の一日の生活などを取
材し，中国の庶民の生活の一端を紹介するとと
もに，北京監獄での政治犯に対する思想教育
の様子や，北京の一人民として暮らす元満州国
皇帝溥儀氏へのインタビューなども伝えている。
「第3集　農村をゆく」（65年3月4日）は，陝

西省北部の延安県柳林人民公社と小学校，江
蘇省無錫の太湖の畔にある人民公社の漁業生
産大隊などを訪れ，人民公社の集団作業や農
民の生活ぶりを伝えるとともに，風光明媚な桂林
の灕江を船で下りながら，鵜を使っての魚とりや，
過酷な船引き労働の様子なども紹介している。
「第4集　生きている伝統」（65年3月11日）

は，北京大柵欄の同仁堂漢方薬店と北京中医
学院の取材から中国医学の現状を，洛陽の白
馬寺と上海の静安古寺の取材から仏教の現状
を，上海京劇院とある女優の生活の取材から
演劇界の現状を伝えた。
「第5集　自力更生」（65年3月18日）は，上

海の第一鋼鉄工場や洛陽の東方紅トラクター
の工場を訪れ，ソビエトの援助打ち切り後，自
力更生により国産工作機械による生産が軌道
に乗っていること，上海郊外の馬陸人民公社
を訪れ，農業生産が3年間の自然災害を乗り
越えて回復していることを伝えた。

このシリーズでは，「中国の良い面ばかりでは
なく，遅れた面，古い面も取材したいと伝え，
中国側もこれを受け入れた」というだけあって，
市場では軽工業製品が非常に高価なこと，工
業の技術水準が著しく遅れていること，農業で
は化学肥料や農薬が不足し，機械化も遅れて
いることなども指摘している。また，思想教育
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統的な生活の様子も紹介した。
「第3集　仏教文化 」（66年2月20日）は，

玄奘三蔵の墓がある西安郊外の興教寺，鑑真
和上が修行した揚州郊外の法浄寺，唐代の仏
教芸術を伝える洛陽郊外の龍門石窟，今も多
くの僧が修業する蘇州郊外の霊巌寺などを取
材し，中国仏教の歴史を描くとともに，社会主
義中国における仏教の現状を伝えた。
「第4集　長城と運河」（66年2月27日）は，

遊牧民族の侵入を防ぐために築かれた万里の
長城，歴代の皇帝が「封禅」の儀式を行った
聖地・泰山，孔子廟がある曲阜，蘇州の郊外
にある寒山寺，杭州にある岳飛廟，古来より
物資輸送の大動脈であった大運河などを取材
し，中国の歴史を振り返った。
「第5集　大衆と伝統文化」（66年3月6日）

は，北京の京劇学校で京劇の練習をする若者
たち，工場で「下放労働」に参加している俳優
たち，上海音楽学院で伝統音楽を学ぶ若者た
ち，上海の「大世界」で大衆を前に演じられる
雑技などを取材し，社会主義中国における伝
統芸能の現状を伝えた。
「第6集　魯迅のこころ」（66年3月13日）は，

かつて魯迅と内山完造が親交を深めた上海の
旧内山書店，魯迅が生まれ育った江蘇省の紹
興，北京に残る魯迅故居，魯迅の未亡人・許
広平さんへのインタビューを通じて魯迅の生涯
を振り返るとともに，魯迅の小説が現代中国に
残したものは何かを描いた。
「第7集　北京」（66年3月20日）は，天安

門広場，故宮博物館，明の十三陵，北海公園
など，北京とその郊外にある観光名所を紹介
するとともに，朝の出勤風景，市場の賑わい，

「胡同（フートン）」と呼ばれる古い住宅街に住
むある家族の姿を通じて，北京の庶民生活の

様子を伝えた。
このシリーズは中国各地の寺院や遺跡，博

物館などを駆け足で取材し，中国の歴史と文
化，現在の庶民の生活を紹介したものである。
番組の作り自体は様々な名所旧跡や文物の羅
列といった感を免れないが，当時の日本人が
初めて目にする中国文明の遺産の数々であり，
多くの日本人が抱く中国の歴史と文化への興
味・関心にある程度応えるものであった。

文化大革命の時代
しかし， この「 中国文 明の 伝 統 」以降，

NHKによる本格的な中国取材はしばらく行わ
れなかった。文化大革命が始まると取材班の
入国が認められなくなったためである。中国で
いったい何が起きているのかが世界のメディア
の注目を集めたが，1966年8月から67年1月
まで岩波映画製作所のスタッフが北京，ハルビ
ン，長春，瀋陽，鞍山，撫順などを訪れ撮影
した（67年10月にドキュメンタリー映画「夜明
けの国」として公開）以外，各国の映像メディ
アはほとんどその実態をとらえることができな
かった。そうした中でNHKは，報道特集「文
化大革命」（66年9月4日），報道特集「紅衛兵
旋風の4か月・文化大革命のゆくえ」（66年12
月18日）など，文化大革命の実像に迫ろうとす
る番組を放送した。また，中華人民共和国建
国20周年にあたる69年10月1日の直前には，
特別番組「中華人民共和国の20年」（69年9月
30日）を放送した。これは，中国共産党創立
から抗日戦争と国共内戦を経て中華人民共和
国が誕生するまでと，その後の社会主義建設，
大躍進運動，文化大革命といった新中国20年
の歩みを中国の記録フィルムで紹介した番組で
ある。
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 2. 日中友好ムードを醸成した時代
（1971 ～ 80年）

1971年になると中国の国連復帰，アメリカのニ
クソン大統領の電撃的な訪中発表など，テレビは
中国に関して様 に々報道するようになる。そして，
72年に田中首相が中国を訪問して日中国交正常
化が実現すると，日本のテレビの中国報道は日中
友好ムード一色になっていった。そしてそれは78
年の日中平和友好条約調印と鄧小平副首相の来
日に関する報道，80年のNHK特集「シルクロー
ド」の放送開始でピークを迎えることになる。

中国の国連復帰
中国に関する話題が初めて衛星中継を使って

お茶の間のテレビに伝えられたのは，1971年10
月26日に開かれた中国の国連代表権問題をめぐ
る国連総会であった。総会では中国を支持する
アルバニア案が76対35の大差で可決され，中
国の国連復帰3）が実現した。NHKはニューヨー
クの国連本部から総会の模様を衛星中継し，特
別番組などを放送した。事前の各国代表演説，
討論，評決の進行，復帰決定の瞬間，退場する
台湾の国民党政府代表，ニューヨークでの反響
など，特別番組を含め，計6回衛星中継を受信
した。民放各局も中国国連復帰決定関連の特
別番組を放送した。それは，NTVの「ワイド
ニュース」「中国の国連入り決まる」，TBSの「中国，
ついに国連参加へ」「中国，国連加盟決定」，フ
ジテレビの「特別報道番組」「どうなる内外情勢」，
NETの「国連，中国招請を決議」，東京12チャ
ンネルの「中国の国連加盟実現へ」などである。

ニクソン大統領の中国訪問
1971年7月，アメリカのニクソン大統領の補

佐官キッシンジャーが秘密裏に中国を訪問し周
恩来首相と会談した。ニクソン大統領は7月15
日にテレビでキッシンジャーの訪中を発表する
とともに，翌年5月までにニクソン大統領が訪
中することで合意した旨の両政府の同時発表
声明を読み上げて世界を驚かせた。NHKと民
放各局は衛星中継で送られてきたニクソン発表
の映像を，ニュースや番組の中で伝えた。

72年2月21日，ニクソン大統領が中国を訪問
し，毛沢東主席・周恩来首相と会談した。そ
の結果，両国が関係の正常化に向かうことで一
致，2月27日には上海で共同声明（上海コミュ
ニケ）を発表した。ニクソン大統領の訪中に際
して特派員の入国を認められなかったNHKと
民放各局は，アメリカの三大ネットワークから
衛星中継映像を受けて特別番組を編成した。
NHKは「日曜特集　アメリカと中国～協調と対
立の歴史～」（2月20日），「ニクソン大統領北京
到着」（2月21日），「米中会談始まる」（2月21日），

「ニクソンを迎えた中国」（2月22日～25日），「米
中共同声明発表　ニューヨークタイムズ・レスト
ン記者に聞く　米中共同声明と日本外交　米
中会談と国際政治」（2月27日）などの特別番組
を放送した。民放各局も，NTVが5本，TBS
が2本，フジテレビが2本，NETが5本のニク
ソン大統領訪中関連の特別番組を放送した。

田中首相の中国訪問と日中国交正常化
1972年7月に田中角栄が首相に就任し，中国

との関係改善に前向きな姿勢を示すと，それに
呼応するかのように中国の上海バレエ団が来日，
各地で革命劇「白毛女」などを上演し，日中友
好ムードを盛り上げた。NHKは7月29日に上海
バレエ団の上演の模様を特別番組「中国上海
舞劇団公演―白毛女」として放送した。そして
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田中首相が9月に中国を訪問することが発表さ
れると，訪中に向けた特集番組が放送されるよ
うになる。NHKは9月5日から3夜連続で特集

「日本と中国」（①戦後の日中関係，②国交正常
化と日本の進路，③経済交流の展望）を放送，
9月19日には特別番組「断絶の軌跡～日中関係
の100年～」を放送した。これは清朝末期から，
日清戦争，日露戦争，辛亥革命，満州事変，
日中戦争を経て日本の敗戦にいたる日中関係史
を，記録フィルムに現場に居合わせた人々の証
言フィルムを交えながら構成した番組である。

72年9月25日から30日まで田中首相が中国
を訪問，毛沢東主席・周恩来首相などと会談，
9月29日には日中共同声明が調印され，日中国
交正常化が実現した。田中首相の訪中に際し
てNHKと在京民放4局は共同制作機構（NHK
と民放から計 70人の要員を派遣）をつくって，
北京－東京の衛星中継を実施した。NHKは9
月25日から30日まで特別番組編成を組み，北
京からの衛星中継映像を軸に，「田中総理中国
へ」（9月25日），「田中総理北京到着」（9月25
日），「日中首脳交歓」（9月25日），「スタジオ
102・北京リポート」（9月26日～ 30日），「ニュー
ス特集・北京報告」（9月26日～ 27日），「日
中首脳交歓～田中総理主催晩さん会」（9月28
日），「日中共同声明発表」（9月29日），「日中
国交回復成る」（9月29日），「日中国交回復と
日本の進路」（9月29日），「田中総理記者会見」

（9月30日），「田中総理訪中終わる」（9月30
日），「帰国した大平外相にきく」（9月30日）な
どの番組を放送した。在京民放4局も，NTV
が12時間55分，TBSが14時間34分，フジテ
レビが11時間41分，NETが10時間30 分の
田中首相訪中関連の特別番組を放送した。こ
の間，北京―東京間の衛星中継の回数は23

回，計31時間45分におよんだ。人民大会堂
での周恩来首相と田中首相の挨拶や乾杯を繰
り返す両国首脳の映像は視聴者に鮮烈な印象
を与え，日本に一大中国ブームを巻き起こした。
　
海外取材番組「中国」

1973年4月，日中国交正常化を機にNHKに
よる本格的な中国取材が8年ぶりに実現した。
取材班は4月22日から6月3日まで，北京，上
海，延安，大寨などを訪れ，人間に焦点をあて
ながら都市と農村の民衆の生活を中心に取材し
た。その内容は6月から7月にかけて，海外取
材番組「中国」3回シリーズとして放送された。
「第1集　文革後の文芸」（73年6月20日）

は，故宮博物館の陳列品，北京工芸美術工場
の作業と美術品，上海京劇団の練習と現代京
劇の公演，北京の雑技団による公演などを取
材し，文化大革命を経て中国の文芸がどのよう
に変化しているかを紹介した。
「第2集　継続する革命～農村～」（73年6月

27日）は，上海郊外にある馬橋人民公社，延
安郊外の農村の生活，「農業は大寨に学べ」で
有名な大寨の人民公社などを取材し，中国の
農民がどのように自力更生に取り組んでいるか
を紹介した。
「第3集　工業都市上海」（73年7月4日）は，

かつての共同租界・日本租界，上海造船所，
上海工作機械工場などの取材と，革命委員会
事務室主任の鄭国柱さんと上海工作機械工場
の労働者の李公民さんの日常生活を通じて，
工業都市上海の姿を紹介した。

このシリーズは中国側が外国人などへの参
観用に用意した模範的な劇団や人民公社，工
場の取材がほとんどであり，ナレーションも中
国側の説明をそのまま引用した部分が多く，
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60年代に放送された番組と同様に，中国の現
状を好意的・肯定的に紹介している。

周恩来首相と毛沢東主席の死去
1976年1月8日に周恩来首相が死去すると，

NHKは特別番組「周首相の死と中国・座談会
と記録フィルム」，TBSはニュースデスク「特集・
周恩来首相死去」，フジテレビは「周恩来首相
逝く，どうなる今後の中国」，NETは「周恩来
首相をしのぶ」，東京12チャンネルは「周恩来
首相の死と今後の中国」などの番組を放送し
た。また，北京で周恩来首相の追悼大会が開
かれた際には，NHKと民放各局に対して，北
京電視台（のちの中国中央電視台）からフィル
ム素材が提供され，中国中央広播事業局から
衛星回線料金の中国側部分が提供された。

76年9月9日に毛沢 東主席が死去すると，
NHKは「毛沢東死す」（9月9日），NTVは「毛
主席の死を悼む」，TBSは「JNNニュースデスク」
時間延長，フジテレビは「毛主席逝く」， NET

「中国の星・毛主席死去」，東京12チャンネルは
「毛沢東主席死去」などの特別番組を放送した。

NHK 特集「中国 '77」
1976年4月に放送を開始したNHK特集が，

中国を初めて本格的に取り上げたのは，77年8
月に放送されたNHK特集「中国'77」3回シリー
ズである。
「第1集　四人組追放以後」（77年8月11日）

は，北京では毛沢東選集第5巻の発売風景，
天安門広場，大柵欄，崇文門の野菜市場，万
里の長城などを取材，上海ではミシン工場や

「一般」の家庭を訪問，長沙では人民公社，
洛陽では東方紅トラクター工場を訪れて多くの
市民にインタビューし，四人組時代の苦労と追

放後の変化を聞き出すとともに，各地の「四人
組批判集会」の模様を伝えた。
「第2集　革命を継ぐ世代」（77年8月18日）は，

若者が毛沢東思想の学習にいかに取り組んでい
るかを，湖南省・韶山にある毛沢東の生家を見
学にきた中学生，北京の北京師範大学附属第二
中学校の生徒と中央民族学院の学生，上海の上
海市少年宮で課外活動に取り組む小中学生，洛
陽の龍門石窟や洛陽博物館で文化財保護に取り
組む若者，南京の人民解放軍兵士，西安郊外の
人民公社の小中学生への取材を通じて描いた。
「第3集　開けゆく内モンゴル」（77年8月21

日）は，内モンゴル自治区の中心都市フフホト
で，競技場，毛織物工場，芸術学校を取材，
草原地帯では移動住居「パオ」に暮らす一家
や，人民公社の衛生員，踊りを披露する文芸
隊，下放青年，民兵の訓練，モンゴル相撲の
大会などを取材し，新中国成立以降の草原に
生きる人々の生活の変化を伝えた。

中国側が見せたい模範的な現場を駆け足で
取材するという手法には大きな変化はないが，
このシリーズでは庶民に直接マイクを向けて話
を聞き，その証言を軸に番組を構成している点
に特徴がある。中国側が用意した模範的な回
答も多いが，庶民の本音も随所に語られてい
る。このことは，四人組追放以降，外国人の
取材に対する中国側の規制が若干緩んだこと
と関係があるだろう。シリーズ全体としては中
国の現状をこれまで以上に肯定的・好意的に
紹介しており，日中友好ムードを醸成するのに
一定の役割を果たしている。

日中平和友好条約調印と鄧小平副首相の来日
1978年8月12日の日中平和友好条約調印の

際には，NHKと民放在京キー局が共同取材
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チームを北京に派遣，人民大会堂での調印式
の模様を衛星中継で伝えた。NHKは，「日中
平和友好条約調印」を，第1部は調印式の模
様を伝える衛星中継映像を中心に，第2部は
スタジオで調印式と園田・華国鋒会談，園田
外相記者会見などの映像を見ながら，ゲストに
今後の日中関係などについて話を聞く形で放送
した。民放各局も日中平和友好条約調印に関
連した特別編成を組んだ。

78年10月，中国の鄧小平副首相が日中平
和友好条約批准書交換のために来日すると，
NHKと民放各局は，鄧小平副首相歓迎式典
や日中平和友好条約批准書交換式典，鄧小平
副首相記者会見の模様を中継放送したほか，
鄧小平副首相来日関連特別番組を放送した。
NHKは「鄧小平副首相来日」（10月22日），「鄧
小平副首相歓迎式典」（10月23日），「日中平
和友好条約批准書交換式典」（10月23日），「鄧
小平副首相歓迎晩さん会」（10月23日），「鄧
小平副首相記者会見」（10月25日），NHK特
集「鄧小平副首相の6日間」（10月27日）を放
送した。民放各局は日中平和友好条約批准書
交換式の模様を，TBS，フジテレビ，NTVが
特別番組で中継放送，東京12チャンネルはワ
イドニュースの中で中継放送した。鄧小平副首
相来日に関する一連の放送は視聴者の大きな
関心を集め，日中友好ムードを一段と高める役
割を果たした。

NHK 特集「中国東北 2000 キロ」
NHKは1978 年10月，NHK特集「中国東

北2000キロ」を2夜連続（前編10月5日，後編
10月6日）で放送した。これは，中国の東北部，
遼寧省の瀋陽，黒竜江省のハルビンなどの諸都
市，不毛の原野に誕生した大慶油田などを取材

した番組である。かつて多くの日本人が住んだ
旧満州の地が新中国誕生後にどのような状況に
あるかはほとんど日本には伝わっていなかっただ
けに，終戦後33年を経て初めて目にする中国東
北部の姿は視聴者の関心を集めた。

NHK・CCTV のシルクロード共同取材
1979年5月，NHKは中国中央電視台（CCTV）

とシルクロード共同取材に関する議定書に調印
した。これにより，シルクロードを日中共同で取
材することが正式に決定し，NHKは中国に300
万ドル（約6億円）の協力費を支払うことで合意。
この年の8月から，NHKと中国中央電視台との
共同取材による中国領内シルクロードのロケー
ションが始まった。

NHK 特集「シルクロード」
NHKは1980年1月，NHK特集｢シルクロー

ド」の本放送にさきがけて，「シルクロードを翔
ぶ」（1月7日）を放送した。これは，二千年に
わたる歴史の足跡が刻まれたシルクロードを空
中撮影でたどった番組である。

また，3月には「秘境　シルクロードへの誘
い」（3月31日）を放送した。スタジオに作家の
司馬遼太郎氏，井上靖氏，陳舜臣氏を招き，
取材フィルムのハイライトを見ながら，絹だけ
ではなく，思想，芸術，宗教などが運ばれた
シルクロードの魅力を紹介した。

NHKは80年4月から翌81年3月にかけて，
NHK特集「シルクロード」の中国シリーズを12
回にわたって放送した。
「第1集　遥かなり長安」（80年4月7日）は，

秦の始皇帝が造らせた数千体の兵馬俑坑，シ
ルクロードの開拓者・張騫の陵墓，唐の高宗
皇帝と則天武后が眠る乾陵，玄奘三蔵が建立
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した興教寺などを訪ね，かつての国際都市・
長安の姿を詩情豊かに描いた。作家の陳舜臣
氏が出演している。
「第2集　黄河を越えて～河西回廊1000キロ

～」（80年5月5日）は，蘭州から黄河を渡り，
祁連山脈にそって武威・張掖・酒泉などのオア
シス都市を経て嘉峪関まで旅し，河西回廊の
歴史と現代を描くとともに，炳霊寺の磨崖仏，
中国最大の水力発電所劉家峡ダム，少数民族・
裕固（ユーグ）族の暮らしなどを紹介した。
「第3集　敦煌」（80年6月2日）は，4世紀

から千年以上にわたって造営が続けられた敦
煌の莫高窟の塑像や彩色壁画などの仏教美術
を詳細に伝えるとともに，玉門関の烽火台や
現在の敦煌の街の様子なども紹介した。作家
の井上靖氏が出演している。
「第4集　幻の黒水城」（80年7月7日）は，チ

ンギスハーンに攻め滅ぼされた西夏王朝の古城・
カラホト（黒水城）への，外国人としてはスウェー
デン中国合同探検隊以来50年ぶりとなる日中共
同取材班の踏査行の様子を軸に，カラホトから
の様 な々出土品を紹介しながら，11世紀から13
世紀に栄えた西夏（タングート）の文化を描いた。
「第5集　楼蘭王国を掘る」（80年8月4日）は，

さまよえる湖ロプノールの西岸に栄えた楼蘭王国
の遺跡への，人民解放軍の協力を得た日中共同
取材班の踏査行の模様と，発掘された貴婦人の
ミイラなどから神秘の王国の姿に迫った。
「第6集　流砂の道～西域南道 2000キロ～」

（80年9月1日）は，タクラマカン砂漠と崑崙
山脈にはさまれた流砂の道・西域南道を旅し，
楼蘭王国のミーラン遺跡，タクラマカン砂漠に
眠るニヤ遺跡へのラクダを連ねての踏査行の
模様に，遺跡からの出土物を交えながら，東
西文明交流の実りの豊かさを浮き彫りにした。

「第7集　砂漠の民～ウイグルのオアシス・
ホータン～」（80年10月6日）は，古来シルクロー
ド交易の至宝といわれた崑崙玉の産地・ホータ
ンを訪ね，玉の売買所，絹織物工場，バザール，
絨毯工場，回教寺院，ククヤ油田などの様子
を紹介するとともに，タクラマカン砂漠に眠る
ホータン王国の寺院遺跡ダンダンウイリクを空
から探した。
「第8集　熱砂のオアシス・トルファン」（80年

11月3日）は，天山山脈の北麓に位置し，多民
族が共存するシルクロードの十字路として栄え
たオアシス都市トルファンを訪ね，ウイグル族の
生活とともに，高昌故城，交河故城，ベゼクリ
ク千仏洞，地下水路カレーズの遺跡などを紹介
し，トルファンの歴史を描いた。作家の陳舜臣
氏が出演している。
「第9集　天山を貫く～南疆鉄道～」（80年12

月1日）は，建設中のトルファンと天山南路の要
衝コルラを結ぶ南疆鉄道の旅と，ラクダ隊によ
る天山越えの旅を取材して新旧の難路を対比す
るとともに，天山の民トルフト族の生活や，シク
シン千仏洞の遺跡などを紹介した。
「第10集　天山南路・音楽の旅」（81年1月5

日）は，天山南路のオアシス都市クチャで，日
本の宮廷音楽・雅楽に大きな影響を残したとい
われるクチャ音楽を訪ね歩くとともに，クチャ
の郊外にある西域最大の仏教遺跡スバシ古城
なども紹介した。
「第11集　天馬のふるさと～天山北路～」（81

年2月2日）は，かつて漢の武帝が「天馬」と呼
んだ良馬の産地である天山山脈の北麓にあるイ
リ高原を訪ね，天山北路の歴史を振り返るとと
もに，遊牧民ハザックの生活と結婚式，セリム
湖畔で開かれる遊牧民の交易会などを紹介し
た。作家の司馬遼太郎氏が出演している。
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「第12集　民族の十字路～カシュガルからパ
ミールへ～」（81年3月2日）は，天山南路と西
域南道が合流する中国最西端の都市カシュガ
ルで，イスラム教徒の断食の祭り，幼稚園，バ
ザールなどを訪ねるとともに，パミール高原で
は，キルギス族の遊牧の様子やタジク族の結
婚式の様子などを紹介した。

喜多郎の音楽と石坂浩二の語りによって放送
されたこのシリーズは，視聴率が毎回20％を
超える大ヒット番組となり，日本に一大シルク
ロードブームを巻き起した。番組が大きな成功
を収めた理由は，世界でもっとも行くことが難
しいと思われた秘境の地を冒険感覚で見せるこ
とで，日本人の多くが抱いていた中国の歴史や
文化に対するあこがれに応えた点にあった。こ
の番組は日中の友好ムードを頂点にまで高める
役割も果たした。番組は「私たち，シルクロー
ド日中共同取材班は」というナレーションを頻
繁に用い，取材班の車列や取材班のメンバーを
常に被写体とすることで，この困難な取材が日
本のNHKと中国のCCTVのスタッフの協力に
よって実現したことを印象づけた。また，取材
が人民解放軍や鉄道局といった中国側の機関
の全面的な協力を得て進められた様子も，視
聴者に中国人は親切で友好的な人々であるとい
う印象を残した。

中国残留日本人孤児の問題
この時期，中国残留日本人孤児の問題が日

本の人々の関心を集めるようになった。
NHK は 1980 年 9月に NHK特集「再会～

35年目の大陸行～」（80年9月19日）を放送し
た。これは，「日中友好手をつなぐ会」の山本
慈昭会長を団長とする訪中団の旧満州・中国
東北部への旅に同行取材した番組で，訪中団

は中国残留日本人孤児315人に面会し，2組の
親子が再会を果たした。番組は大きな反響を
呼び，日本の人々が中国残留日本人孤児の問
題に目を向けるきっかけとなった。　　

81年3月に中国残留日本人孤児47人が肉親
捜しのために初来日すると，NHKは「おはよう
広場～ 36年目の再会を求めて・中国残留孤児
の帰国～」を放送，以後来日調査のたびに孤
児たちをスタジオに招いて「肉親の手がかりを
求めて」を放送した。

81年12月にはNHK特集「故国の壁～中国帰
国者の日々 ～」（81年12月14日）を放送。残留孤
児など，1万人を超えた中国からの帰国者を取材
し，言葉，教育，就職，身元引受人との不和な
ど，彼らが直面する故国・日本の壁を描いた。

82年3月に放送したNHK特集「わが母なる
国へ～ 37年後の中国残留孤児～」（82年3月8
日）は，82年2月に中国残留孤児60人が肉親
捜しのために来日したのを機に，戦後37年たっ
た時点で孤児たちを取り巻く困難な状況を，日
中両国に取材して浮き彫りにした。

86年2月には，NHK特集「二つの祖国～中
国残留日本人孤児～」（86年2月7日）を放送
し，日本側の孤児問題解決の裏側で進行する
新たな悲劇を，引き裂かれた2つの家族を日中
同時に取材することで描いた。

 3. 秘境ものが関心を集めた時代
（1981 ～ 88年）

1980年代に入ると日中間には歴史問題を中
心とした摩擦が起こり始め，中国側の対応に対
する不満も日本国内にくすぶり始めた。82年7
月に「人民日報」が日本の歴史教科書検定を批
判，9月に中国政府が日本政府の見解を評価し
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「外交決着」するという最初の教科書問題が起
こった。85年8月には中曽根首相の靖国神社
参拝に北京の学生たちが反発し，9月には反日
デモに発展。翌86年6月には中国政府が日本
の歴史教科書「新編日本史」の検定合格に不
満を表明するという出来事が起こった。しかし，
こうした事態は日本人の対中イメージの悪化に
はすぐには結び付かなかった。それは，テレビ
が競って中国の秘境地帯を取材し，雄大な自
然や珍しい動植物とそこに住む少数民族の生
活・伝統文化・信仰などを紹介する番組を放送
したことが影響していたと考えられる。こうした
中国の「秘境もの」は日本人の中国に対する関
心と，日中友好ムードを持続させる上で一定の
役割を果たした。

NHK 特集「西蔵　世界の屋根を行く」
1981年6月，NHKはNHK特集「西蔵　世

界の屋根を行く」を2回シリーズで放送した。
これは，長く外国人の入国が許されなかった
禁断の地・チベットへのテレビによる初めての
リポートである。
「前編　ラマ教の都ラサ」（81年6月22日）

は，古都ラサに，中世以来の壮麗さを今に伝
えるポタラ宮殿，巡礼者がひしめくチベット仏
教の総本山ジョカン寺，チベット医学の原典を
秘蔵するラサ病院などを訪ね，数々の文化遺産
とあつい信仰に生きるチベットの人々の暮らし
を紹介した。
「後編　ヒマラヤ千古の道」（81年6月29日）

は，ラサからネパール国境までの千キロにおよ
ぶ巡礼の道を，高峰シシャパンマに挑む日本女
子登山隊に同行して取材し，タシルンポ寺院で
の荘厳なチベット仏教の儀式，太古から伝わ
る鳥葬など，秘境チベットの風俗を紹介した。

テレビで初めて伝えられたチベットの文化・
宗教・風俗は視聴者の大きな関心を呼び，視聴
率は前編が18.9％，後編が17.8％を記録した。

NHK 特集「秘境雲南」
NHKは1984年5月，NHK特集「秘境雲南」

を2回シリーズで放送した。これは，日本古代
稲作とのかかわりが深い地として注目を集める雲
南にテレビカメラが初めて入り，少数民族の歴史
と文化，祭り，風土と人々の生活を描いた番組
である。
「1　玉龍雪山への道」（84年5月25日）は，

麗江納西（ナシ）族自治県の標高5,990メートル
の玉龍雪山の山麓に，母系制大家族生活を営
むナシ族を訪ね，彼らの独特の生活文化・信仰
を紹介するともに，大理白（ペー）族自治州で開
かれた様 な々少数民族のパレードの模様などを
伝えた。
「2　水と乙女と竜王の祭り」（84年5月28日）

は，雲南省の最南端に位置する西双版納（シー
サンパンナ）に，農耕文化発祥の地のひとつと
も言われる傣（タイ）族の農村地帯を訪ね，美
しい水田と入母屋造の高床式住居で営まれる
生活を紹介するとともに，竜船による競争，孔
明灯の打ち上げ，水かけ祭り（潑水節）などの
正月行事の模様を伝えた。

NHK 特集「秘境チベット」
NHKは1984年10月，81年以来二度目のチ

ベットを取材した番組，NHK特集「秘境チベッ
ト」を2回シリーズで放送した。
「第1回　天上の高原を行く」（84年10月19

日）は，チベットの中心ラサからチベット仏教
とヒンズー教の聖地カイラス山まで2,500キロ
を旅し，ラマ教のタルシンポ寺院，標高4,000
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メートルを超えるチャンタン高原の大草原に生
息する野生のロバやマーモットなどの珍しい動
物，遊牧民のテントでの生活などを紹介した。
「第2回　地上の曼陀羅カイラス」（84年10

月21日）は，チベット最南端の聖地カラカス山
の全容を明らかにするとともに，テントで自給
生活をしながら巡礼する人 ，々五体投地をしな
がらカラカスを一周する人々など，千数百年続
く巡礼者の苦行の姿を紹介した。　

また，翌85年の3月には，このシリーズの
総集編としてNHK特集「秘境チベット　聖地
カイラス巡礼」（85年3月19日）を放送した。

NHK 特集「大黄河」
NHKは1986年1月，シルクロードに続く日

中共同取材番組であるNHK特集「大黄河」の
本放送を前に，NHK特集「大黄河　悠久の旅」

（1月2日）を放送した。この番組はスタジオに
作家の井上靖氏と陳舜臣氏を招き，黄河への
思い，黄河と日本の関係，歴代王朝の威信を
かけた黄河探索の歴史などの話を聞いた。

そして，86年4月から翌87年3月まで，NHK
特集「大黄河」を10回のシリーズで放送した。
このシリーズは中華文明のふるさと大黄河5,000
キロを訪ね，悠久の歴史と壮大な大河の姿を描
こうとしたものである。
「第1集　遥かなる河源に立つ」（86年4月13

日）は，日中共同取材班が中国の歴代王朝が
威信をかけて送り出した黄河河源探索隊の跡を
たどり河源に到達するまでの探索行を，その河
源地帯に住むチベット族の生活や結婚式，ま
た，一日のうちに四季の表情を見せる高原地帯
の自然の姿を織り込みながら描いた。
「第2集　激流　筏下り」（86年5月11日）は，

空気を入れて膨らませた羊の皮袋を並べた羊皮

筏子（ヤンピーファーズ）と呼ばれる筏で黄河
第一の大屈曲部を下りながら，青海省・四川省・
甘粛省にまたがる黄河上流地域の自然や，そこ
に暮らす人々の生活や信仰の姿を紹介した。
「第3集　大いなる支流の遺産」（86年6月8

日）は，古来より漢民族と少数民族を結ぶ文化
の十字路だった黄河支流の湟水のほとりにター
ル寺を訪ね，釈迦誕生会に寺を見下ろす丘で
行われる幅30メートル，長さ50メートルの絹地
に刺繍で描かれた大タンカ（巨大な仏画）の御
開帳の全貌を伝えた。
「第4集　知られざる異境の民」（86年7月

13日）は，四川省の黄河上流域で紅軍兵士と
して長征に参加した老人に出会い，人口わず
か5,500人のボウナン族，モンゴル帝国の屯田
兵の末裔と伝えられるトンシャン族，中央アジ
アのサマルカンドから移り住んだといわれるサ
ラール族などを訪ね，イスラム教徒である彼ら
の生活・文化・信仰を紹介した。
「第5集　オルドスの興亡」（86年10月12日）

は，古来幾多の民族が興亡を繰り返したオルド
スの大地で，漢民族と700年にわたって抗争し
続けた遊牧の民・匈奴の城跡，不思議な西夏
文字を残した西夏王国の陵墓，チンギスハーン
の騎馬軍団の末裔たちを訪ね，黄河中流域の
壮大な歴史ドラマを描いた。
「第6集　地中の百万都市」（86年11月9日）

は，陝西省北部の黄土高原を訪ね，穴を掘っ
て造られた住居「窰洞（ヤオトン）」，大地を揺
るがす勇壮な舞「腰鼓（ヨーコ）」，伝統的な結
婚式，独特の食文化，旧正月（春節）の行事な
ど通じて，過酷な風土に生きる陝北農民たちの
暮らしを描いた。
「第7集　民族と文明のゆりかご」（86年12

月14日）は，黄河文明が芽生えた黄河中流域
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で，中華民族の祖先といわれる黄帝陵，藍田
遺跡・半坡遺跡，聖天子「堯」を祀った廟など
を訪ね，青銅器・甲骨文字から唐三彩に至る
までの歴代王朝の出土品などを紹介しながら，
文明生成のドラマを綴った。
「第8集　暴れ竜を治める」（87年1月11日）

は，過去2,000年に大小1,500回もの洪水を繰
り返してきた黄河の治水をめぐる歴史と，解放
軍機による氷結爆破作戦，黄土高原での緑化
事業，防災訓練，堤防修理といった現代の洪
水対策の様子を紹介し，暴れ竜とのたたかい
の実情を描いた。
「第9集　仏陀の道」（87年2月8日）は，甘

粛省にある炳霊寺石窟と麦積山石窟，山西省
にある雲崗石窟，河南省に龍門石窟を訪ね，
そこにある仏像などを紹介しながら，仏教文化
が黄河とその支流ぞいに東へと進み日本に伝
わったことを描いた。
「第10集　大河・渤海に到る」（87年3月8日）

は，黄河下流域に位置する山東省を訪ね，歴
代皇帝が「封禅」の儀式を行った泰山，40年
ぶりに孔子生誕大祭が復活した曲阜の孔子廟，
1960年代に開発が始まった勝利油田を紹介す
るとともに，河口は黄河が運んだ泥土が堆積し
て広大な干潟となり，満潮のときだけ黄河と渤
海の水がひとつになる様子を伝えた。

宗次郎が音楽を，緒方拳が語りを担当した
このシリーズは「シルクロード」のような大ブー
ムを巻き起こすことはなかったが，番組で紹介
される雄大な自然と，珍しい宗教行事，貴重
な文化遺産が話題を呼び，毎回10％台後半の
視聴率を記録した。また，日中共同取材班を
被写体として，日本側と中国側のスタッフが協
力して困難を乗り越える様子を描くという「シ
ルクロード」以来の演出手法が踏襲され，日中

の友好ムードを持続させる上で一定の役割を果
たした。

NHK 特集「秘境・興安嶺をゆく」
NHKは1988年7月から8月にかけて，中ソ

国境地帯に広がる興安嶺の大自然とそこに暮ら
す人々を取材したNHK特集「秘境・興安嶺を
ゆく」を4回シリーズで放送した。
「1　狩猟の民・オロチョン」（88年7月18日）

は，原生林の中を動物たちを追って移動する狩
猟の民・オロチョン族に同行し，独特の狩りの
仕方，暮らしと信仰を紹介するとともに，ハン
ダハンと呼ばれる巨大な鹿を仕留め，解体する
様子などを伝えた。
「2　けものたちの大地」（88年7月25日）は，

黒竜江に沿って広がる広大な森林地帯・小興安
嶺に，ハンダハンとそれを追うオオカミなどの野
生動物の姿を紹介するとともに，大湿原の四季
の風景を，そこに暮らす生き物とともに伝えた。
「3　追跡2000キロ・海を越えたツル」（88年

8月1日）は，鹿児島県の出水で越冬するマナヅ
ルがどこから飛来するのかを調べるために，世
界有数のツルの繁殖地・黒竜江省ザーロン自然
保護区を取材し，ツルの子育ての様子を伝える
とともに，幼いツルに標識番号が入った足輪を
つけて放し，海を越えて2,000キロを旅するツ
ルの渡りの謎に迫った。　
「4　国境の大河・黒竜江」（88年8月8日）は，

中ソ国境の黒竜江に漁労の民ホジェン族を訪
ね，彼らの生活と黒竜江の大自然を紹介すると
ともに，卵がキャビアとして珍重される巨大な
チョウザメ漁の様子を伝えた。

オロチョン族のハンダハンの狩りや，ホジェ
ン族のチョウザメ漁の様子は大変珍しいものだ
が，本来シリーズの中心となるべき興安嶺の自
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然，とくにハンダハンやオオカミなどの野生動
物を撮影することには失敗している。

 4. 天安門事件にいたる現代史と  
　  改革開放が伝えられた時代

（1989 ～ 2000 年）

1989年6月，北京で天安門事件が起こり，テ
レビが人民解放軍が民主化運動を武力で弾圧
する様子を詳しく伝えると，日本人の対中イメー
ジは一気に悪化した。民放のニュースやワイド
ショーが伝える中国情報が大きな影響力を持つ
ようになっていた90年代，日中間には様 な々軋
轢が発生した。94年の広島アジア大会の際の
台湾要人の日本入国問題，永野法相の南京大
虐殺否定発言，96年の台湾総統選を牽制して
中国が実施したミサイル演習，日本の右翼団体
による魚釣島への灯台設置に反発した中国学生
の反日行動，来日した江沢民主席が新共同宣
言に歴史問題で「深い反省と心よりのお詫び」を
明記するように求める事件などである。民放の
ニュースとワイドショーはこうした歴史問題・台
湾問題をめぐる日中間の軋轢を頻繁に伝えた。

NHKは天安門事件にいたる中国現代史と，
歴史問題の理解につながる日中の現代史に題
材をとった特集番組やドラマを数多く放送した。
また，中国で進められる改革開放政策と，急
速な経済成長などについても詳しく伝えた。

天安門事件
1989年4月17日に北京の天安門広場で，胡

耀邦追悼と民主化を求める学生デモが始まっ
た。4月26日に「人民日報」が学生デモを「動
乱」と規定すると，デモはさらに拡大，5月17
日には北京で100万人の民主化要求デモが行わ

れた。中国政府は5月20日，北京に戒厳令布
告，6月4日には民主化運動を武力で弾圧した

（天安門事件）。
NHKは学生たちの運動の盛り上がりの当初

の段階から，5月4日の学生の民主化要求運動，
5月17日の100万人デモ，趙紫陽総書記と李鵬
首相の天安門広場の学生との会見，戒厳令布
告，人民解放軍による武力鎮圧，鄧小平登場
などの動きに際して，特設ニュース，放送枠拡
大，深夜放送などで詳細に伝え続けた。北京
に持ち込まれたKuバンド地上局は，戒厳令布
告ですべての衛星伝送がストップするまで，現
地で取材した生 し々い映像を24時間体制で日
本に送り続けた。衛星伝送が禁止された後も独
自のルートによって，現地で取材された映像は
東京に送られ続けた。天安門広場を見下ろす
北京飯店の取材本部のカメラは，6月6日に当
局によって撤収を求められるまで，戒厳令下の
軍の動静や，1人で20両の戦車を止めた学生の
抵抗などをとらえた。北京情勢を伝えた「NHK
ニュース・トゥデー」（6月5日）は番組スタート
以来最高の視聴率21.0％を記録した。この間
NHKは，NHKスペシャル「中国学生は主張す
る」（5月7日），NHKスペシャル「北京でなに
が起きているか～中国・民主化運動～」（5月26
日）などの特集番組を放送した。

民放各局も北京の模様を詳報し，テレビ朝日
「ニュースステーション」（6月5日）は天安門事件翌
日の北京情勢を伝え，視聴率22.3％を記録した。

NHK スペシャル
「天安門・激動の 40 年　ソールズベリーの中国」

NHKは1989年9月，NHKスペシャル「天
安門・激動の40年　ソールズベリーの中国～
前編・後編～」（9月23日）を放送した。これ
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は，長く中国報道にたずさわってきたソールズ
ベリーが中国各地に権力者たちの足跡をたどり
ながら，中華人民共和国建国から大躍進，文
化大革命，そして天安門事件にいたる中国の
激動の40年を描いた番組である。ソールズベ
リーの見識豊かな語りと迫力ある記録映像が
大きな反響を呼んだ。

NHKスペシャル
「張学良がいま語る～日中戦争への道～」

NHKは1990年6月と8月に，台北で張学良
への単独インタビューに成功した。その内容は
12月にNHKスペシャル「張学良がいま語る～日
中戦争への道～」（12月9日），磯村尚徳対談「張
学良～私の中国・私の日本～」（12月10日）とし
て放送された。奉天軍閥・張作霖の長男として
生まれ，満州事変の中国側の当事者であり，中
国の歴史を大きく変えた西安事変の主人公であ
る張学良が，54年の沈黙を破って語った中国と
日本の現代史は，日本だけではなく，中国・香
港・台湾・シンガポールでも大きな話題となった。

NHKスペシャル「いま世界が動く」　
NHKは1991年5月18日，NHKスペシャル

「いま世界が動く　第2回　東方に社会主義の
大国あり」を二部構成（第1部　中国でいま何
が起きているか，第2部　世界は中国をどうみ
ているか）で放送した。第1部では共産党の機
関紙「人民日報」や幹部を養成する共産党の中
央党校，深圳経済特区や上海証券取引所など
への取材を通じて，社会主義の堅持と改革開
放路線の堅持という難しい課題に立ち向かう中
国共産党の姿を描いた。第2部では中国をめぐ
る国際情勢を，世界各国の専門家の意見を通
じて探った。

NHK スペシャル「アジアと太平洋戦争」
NHKは1992年8月，NHKスペシャル「アジ

アと太平洋戦争」2回シリーズを放送した。
「第1回　日米戦は重慶で始まった」（92年8

月10日）は，日本軍による中国の臨時首都・重
慶への無差別爆撃がどのように世界の注目を集
め，やがてアメリカを対日戦争に導くことになっ
たのかを描いた。
「第2回　埋もれた延安報告」（92年8月11

日）は，1944年に中国共産党の根拠地・延安
を訪れ，毛沢東とも会見したアメリカの軍事視
察団の報告書と記録フィルムをもとに，太平洋
戦争下の知られざる米中関係を描いた。

日中国交正常化 20 周年
NHKは1992年9月，日中国交正常化20周

年を機に，NHKスペシャル「周恩来の選択～
中日国交正常化はこうして実現した～」（9月27
日）を放送した。これは，田中首相の訪中と日
中国交正常化がどのように実現したのかを，関
係者の証言をもとに明らかにしようとした番組
で，これまで知られることがなかった周恩来首
相を中心とした中国側の動きに焦点をあて，日
中交渉の舞台裏を描いた。

NHKはまた1993年1月，日中国交正常化20
周年を記念して中国中央電視台（CCTV）と共
同制作したドラマ「土曜ドラマ・大草原に還る日」
を3回シリーズ（「第1回　戦火の少女」93年1
月16日，「第2回　大草原の教師」93年1月23
日，「第3回　人の愛・地の愛」93年1月30日）
で放送した。これは中国残留日本人孤児の運命
を，初めて中国側の視点で描いたドラマである。

天皇陛下の訪中
1992年10月に天皇陛下が中国を訪問。6日
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の間に北京・西安・上海を訪れ，各地で親善を
深めた。NHKと民放各局は歓迎式典や歓迎晩
さん会の模様を衛星中継で放送した。NHKは
ニュースのほかに，「天皇・皇后両陛下中国ご
訪問歓迎式典」（92年10月23日），「天皇・皇
后両陛下中国ご訪問歓迎晩さん会」（92年10月
23日）などの衛星中継映像を軸にした特集番組
を放送した。民放各局も天皇陛下の中国訪問
の模様をニュースなどで詳報した。

NHKスペシャル「毛沢東とその時代」
NHKは1993年12月，NHKスペシャル「毛

沢東とその時代」を前編（12月25日），後編（12
月26日）で放送した。この番組は毛沢東生誕
100周年を機に，毛沢東周辺の人々の証言，膨
大な記録フィルム，公開された旧ソ連の資料を
交えながら，激動の中国20世紀を描いたもの
である。前編では毛沢東の誕生から抗日戦争
勝利まで，コミンテルン，スターリン，蔣介石と
の相克を軸に描き，後編では国民党との内戦
に勝利し，自らの理想とする国家建設を始めた
毛沢東が，人民公社を核とする大躍進運動に
挫折し，ついには文化大革命の悲劇を引き起こ
すまでを描いた。

NHKスペシャル「始皇帝」
NHKは1994年9月 か ら11月 に か け て，

NHKスペシャル「始皇帝」を3回のシリーズで
放送した。
「第1回　謎の軍団・兵馬俑」（94年9月23日）

は，初めて撮影された兵馬俑の全貌から，始
皇帝の中国統一を可能とした秦の軍事力がどの
ようなものだったのかを明らかにし，中国覇権
の秘密を探った。
「第2回　覇王・中国に君臨す」（94年10月

21日）は，強大な軍事力で中国大陸を統一し
た始皇帝が，どのように中国という国家の原形
を築いていったのかを，文字や度量衡の統一，
流通機構の整備，道路網の建設，法体系の確
立などの諸政策から明らかにした。
「第3回　不老不死への夢」（94年11月25日）

は，永遠に生きることを願った始皇帝が，自ら
の陵墓の地下に造らせたという地下宮殿をCG
で復元し，そこに込められた不老不死への夢
を描いた。

NHKスペシャル「中国・12 億人の改革開放」
NHKは1994年10月から翌95年9月にかけ

て，NHKスペシャル「中国・12億人の改革開放」
を11回シリーズで放送した。このシリーズは，
改革開放政策の開始から15年を経て，急激な
経済成長を遂げる中国の各地を取材し，変貌す
る中国社会の深層に切り込もうとしたものであ
る。
「第1集　総設計師　鄧小平」（94年10月9

日）は，三度の失脚と復活を繰り返した鄧小平
が，農民の労働意欲を高めた「生産請負制」，
海外からの資本導入を促進した「経済特区」，
史上類を見ない「社会主義市場経済」といった
政策をどのように打ち出してきたか，改革開放
の軌跡を描いた。
「第2集　上海ドリーム」（94年11月13日）

は，土地使用権の譲渡が認められて以来，再
開発ブームに沸く上海を取材し，東洋のマン
ハッタンを目指し奔走する人 と々，開発で郊外
へ移転を余儀なくされる人々の姿を通じて，改
革開放の鍵を握るといわれる上海大改造計画
を描いた。
「第3集　出稼ぎ少女たちの旅路」（94年12

月18日）は，出稼ぎ農民の最大の輩出地・四
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川省と沿岸の開発都市・深圳を取材し，農村
少女たちの出稼ぎの旅，都市での工場労働の
日 ，々送金を待つ故郷の家族の姿などを通じ
て，中国の経済成長を支える民工潮（出稼ぎ
ブーム）の実像に迫った。
「第4集　正義は人民法院に在り」（95年1月

8日）は，離婚を求める訴訟，商標利用をめぐ
る訴訟，行政幹部の汚職事件など，上海の高
級人民法院が取り扱う訴訟の現場や裁判の舞
台裏などを取材，法治国家への脱皮を目指す
中国の司法制度の現状を伝えた。
「第5集　広州青春グラフィティ」（95年2月

12日），改革開放が進展した広州で，事業に成
功して億万長者となった青年実業家，夢を求め
ながら挫折する出稼ぎ青年，音楽に自らのメッ
セージを託そうとするロックグループなどの姿を
追い，改革開放が中国の若者たちにどんな変
化をもたらしているかを描いた。
「第6集　さらば黄土の大地」（95年3月12

日）は，中国政府が進める，黄土高原の貧困地
帯から農民を移住させる「三西プロジェクト」を，
実際に移住することになったある一家を中心に
取材し，貧富の差が拡大する中国と，宿命的
な貧しさを背負った農民たちの現実を描いた。
「第7集　新疆カザフ国際列車」（95年4月

30日）は，92年に開通した新疆ウイグル自治区
のウルムチと，カザフスタン共和国のアルマトイ
を結ぶ国際鉄道で旅しながら，改革開放が国
境地帯に暮らす少数民族にどのような影響を及
ぼしているのかを伝えた。
「第8集　瀋陽　国営企業の冬」（95年5月

14日）は，市場経済，独立採算の浸透の中で，
合併，破産，失業という荒波に翻弄される遼寧
省瀋陽の国営企業の労働者と企業改革に悪戦
苦闘する工場長の姿を通じて，国営企業が直

面する厳しい現実に迫った。
「第9集　今日的人民解放軍～経済建設を擁

護せよ～」（95年6月18日）は，国防費の不足を
補い，国家の経済建設を支援するという名目の
もと，軍需の民需転換「軍転民」によって，家
電製品や自動車生産，ホテル経営，通信衛星
の打ち上げといった経済活動に乗り出した人民
解放軍の素顔に迫った。
「第10集　福建発　ニューヨーク行き」（95

年7月9日）は，一攫千金を夢見てニューヨーク
に流れ込む中国福建省からの密航者と，彼ら
を安い労働力として利用することで成功を収め
る「新華僑」の姿を通じて，チャイナタウンの
過酷な現実を描いた。
「最終回　巨龍はどこへ行く～超大国への条

件～」（95年9月10日）は，中国科学院が作成
した「チャンスと挑戦」に沿って，郷鎮企業の
発展，国際ルールに沿った商取引の確立，環
境汚染問題など，21世紀に向けて中国が克服
すべき課題について伝えた。

このシリーズは改革開放の光と影を描こうと
する意欲的な企画であったが，海外メディアに
よる中国取材に様々な制約がある状況下での
取材であり，番組からは当局の許可を得ながら
影の部分を取材することがいかに難しかったか
が伝わってくる。

日中共同制作ドラマ「大地の子」
NHKは1995年11月から12月にかけて，日

中共同制作ドラマ「大地の子」を7回（「第1回
　父二人」11月11日，「第2回　流刑」11月
18日，「第3回　再会」11月25日，「第4回　
日本」12月2日，「第5回　兄妹」12月9日，「第
6回　父と子」12月16日，「第7回　長江」12
月23日）にわたって放送した。このドラマは山
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崎豊子の同名の小説をもとに岡崎栄が脚本と
演出を担当したもので，戦争末期の混乱の中で
親と離別した主人公が中国人夫妻に育てられ，
文化大革命の嵐に巻き込まれながらも日中協力
の製鉄所建設に携わり，ついには実の父との
再会を果たすという物語である。迫力ある映像
と真に迫った演技で多くの視聴者に深い感動
を呼び起こし，最高視聴率は20.3％を記録し
た。その後も総合テレビと衛星放送で何度も再
放送されたが，そのたびに話題を呼び続けた。
「大地の子」は，シーンのほとんどを中国の

現地ロケで撮影したこと，文化大革命という
当時中国ではまだタブーとされていたテーマを
正面から取り上げた点で画期的なドラマであっ
た。そのため結果的には中国では放送されな
かった。このドラマは日本人の視聴者に，激動
した現代中国の現実を伝えるとともに，様々な
苦難に直面しながらも深い愛情で日本人孤児の
主人公を育て続けた養父母と，文化大革命の
嵐の中で日本人であることを理由に主人公を激
しく迫害する人 と々いう，相反する二つの中国人
イメージを提示した。

NHKスペシャル
「故宮～至宝が語る中華五千年～」

NHKは1996年1月，NHKスペシャル「故宮
～至宝が語る中華五千年～」の本編放送を前に，

「プロローグ　皇帝のコレクション」（96年1月2
日）を放送した。この番組は中国歴代の皇帝が，
自らの権力の象徴として集め続けた故宮文物
が，日中戦争，国共内戦の戦乱の中，どのような
経緯で台北と北京に分かれて保存されることに
なったのか，故宮文物の数奇な運命を，当時を
知る移送責任者の証言などを交えて描いた。

NHKは96年4月から翌97年3月にかけて，

NHKスペシャル「故宮～至宝が語る中華五千
年～」を12回シリーズで放送した。これは，台
北と北京，二つの故宮博物館に納められた故
宮文物を時代の証言者として，中華五千年の
歴史を描くシリーズである。
「第1集　神　人と共にあり～先史・殷・周～」

（96年4月7日）は，故宮文物の中から，古代
神聖国家の誕生を告げる玉器，絶対的な神の
存在を示す殷の青銅器，人間らしい感情を表
現するようになった周の青銅器を証言者として，
神々の時代から人間の時代への転換が，いつ
どのような社会的要因によって実現したのかを
明らかにした。
「第2集　百家争鳴　乱世に競う～春秋戦国

～」（96年5月5日）は，500年以上にわたって
激しい戦乱が続いた春秋戦国時代に，なぜ孔
子・孟子・老子・荘子といった諸子百家と呼ば
れる多くの思想家が生まれたのか，青銅器や
鉄器などの故宮文物を証言者に，中国思想の
背景にあったもの，人々が目指した理想社会と
は何だったのかを探った。
「第3集　皇帝　天下を制す～秦・漢～」（96

年6月9日）は，始皇帝が穀物など容積を量る
単位を全国一律にするために作った度量衡の升

「秦量」と，漢の時代の度量衡の升「漢量」と
いう故宮文物を証言者に，その後二千年の中
国政治体制を方向づけた秦・漢の国家理念に
迫った。
「第4集　書聖誕生～六朝～」（96年7月14

日）は，漢民族が遊牧騎馬民族に中原の地を
奪われた試練の時代，なぜ「芸術家」が生ま
れ，人々に大きな影響を与えるようになったの
かを，書聖・王羲之が残した文物と彼が歩んだ
生涯を軸に探った。
「第5集　仏の道はるか～五胡十六国・北魏
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～」（96年8月25日）は，史上初めて遊牧民族
（鮮卑族）が中原を支配した北魏時代，なぜ中
国に仏教が花開いたのかを，北魏の都に造営
された石窟寺院に残された文物と，民族融合
にかけた北魏の仏教政策から探った。
「第6集　長安の春～隋・唐～」（96年9月29

日）は，民族も国籍もない国際的な国家・唐が
なぜ生み出されたのかを，民族融合が色濃く
見られる隋時代の故宮文物と，漢族伝統の色
に北方遊牧民族の白とペルシャの青を加えるこ
とで完成した「唐三彩」に代表される唐時代の
故宮文物を手がかりに解き明かした。　
「第7集　大唐の落日～唐・五代～」（96年10

月27日）は，貴族社会が崩壊し，庶民の社会
に移行していく歴史の大転換期を，唐末期の
大書家であり忠臣として知られた顔真卿が残し
た書，五代十国時代の磁器や山水画，文化芸
術の振興に力を注いだ南唐の三代目の王・李煌
にまつわる文物などで描いた。
「第8集　夢の都　開封～北宋～」（96年11

月24日）は，経済と文化が繁栄した北宋が，な
ぜ金の侵入を受けてあっけなく滅亡したのかを，
当代屈指の芸術家であり，絵画や陶磁器の傑
作を生み出した北宋第八代皇帝・徽宋の生涯と，
彼にまつわる文物を通じて浮き彫りにした。
「第9集　美は江南にあり～南宋～」（96年12

月22日）は，江南の地で洗練された文化を花開
かせた南宋で，陶磁器などの文化商品がいかに
生み出され，貿易を通じて日本，そして世界に影
響を与えたかを，故宮文物を通じて明らかにした。
「第10集　亡国の文人たち～元～」（97年1

月26日）は，東西交流と高い科学技術によって
生み出された景徳鎮の青花磁器と，逆境に立
たされた漢民族の文人たちが完成させた文人
画を通じて，モンゴル族の元王朝時代が中華

文明に果たした役割を描いた。
「第11集　紫禁城風雲録～明～」（97年2月

23日）は，故宮博物院最大の文物ともいえる紫
禁城と，商工業が発達した江南で生み出され
た織物，文人画，陶磁器などを通じて，漢文
化の集大成を築き上げた明王朝時代が，中華
文明の中で担った役割を明らかにした。
「第12集　最後の王朝～清～」（97年3月30

日）は，広大な版図と膨大な人口を治めるため
に盤石な体制を築き，王朝の正当性を示すた
めに故宮文物の大半を収集した満州族の清王
朝第6代皇帝・乾隆帝の生涯を通じて，清朝
が直面した様 な々難局を描いた。

このシリーズは粘り強い交渉の末に，中国と
台湾に離ればなれとなった故宮の文物をテレビ
番組の中で会合させ，中国の歴史を魅力的に
伝えることに成功し，対中イメージが悪化する
中で薄れていた日本人の中国文化に対する関心
と畏敬の念を呼び起こした。

日中共同制作
「中国揚子江　悠久の長江・三峡」

NHKは1996年11月，日中共同制作「中国
揚子江　悠久の長江・三峡」（11月1日～ 11月4
日）を放送した。この番組は，長江下り約650
キロの船旅を，4日間（24時間50分）にわたっ
て生放送するというもので，衛星を自動追尾す
るCSハンターを使って，移動する船上などから
の生放送を実現した。長江流域の自然と文化，
流域に住む庶民の飾らない姿は，視聴者に新
鮮な印象を残した。

香港返還
1997年7月1日，イギリスが香港を中国に返

還する式典が香港で行われた。NHKは特別番
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組「香港返還」（7月1日）を中継放送した。民
放各局も特別編成で香港返還を伝えた。フジ
テレビは「香港・ひと月住んで・・・」（7月1日），
テレビ朝日は「中国沿岸1万8000キロを行く」（7
月1日），「衝撃！香港割譲・サムライ時代のアヘ
ン戦争情報」（7月1日），TBSは「香港返還・
アグネス一家は見た」（7月1日）などの番組を放
送した。

 5. 驚異的な経済成長と様々な矛盾が
     伝えられた時代 （2001 ～ 08 年）

天安門事件以降に影響力を持つようになっ
た民放のニュースとワイドショーの中国報道は，
2000年代に入るとますますその影響力を増大
させていった。そうした中で，日中間には90
年代よりも深刻な摩擦が起こり続けた。01年8
月には，小泉首相が靖国神社に参拝し，中国
政府が反発。03年10月には，西安の西北大
学文化祭で日本人留学生が「下品なパフォーマ
ンス」を行ったとして中国人学生の反発を招き
反日デモに発展。04年8月には，中国で開催
されたサッカー・アジアカップの試合で，中国
人観客から日本チームに対して激しいブーイン
グが浴びせられ，試合終了後に日本大使館の
公用車へ暴力行為が行われるという事件が発
生。翌05年4月には教科書検定と小泉首相の
靖国神社参拝の問題，東シナ海の海底資源を
めぐる紛争，日本の国連安保理常任理事国入
り問題などを原因に，中国各地で反日デモが発
生した。4月9日には北京で1万人規模の反日
デモが，4月16日には上海で5 ～ 6万人規模の
反日デモが発生した。一連の反日デモの様子を
ニュースとワイドショーは連日伝え続けた。そ
の多くが反日デモの経過をセンセーショナルに

伝えるもので，デモ発生の原因や歴史的な背景
を伝えるものはほとんどなかった。視聴者の多
くは中国の人々がなぜこれほどまでに反日感情
を抱くのかまったく理解できず，日本料理店な
どを破壊する中国の若者の姿に強い憤りを覚え
た。こうしたニュースとワイドショーの中国報道
の姿勢は，08年に発生した冷凍ギョーザ事件，
チベット暴動と聖火リレー騒動などでも繰り返
された。

NHKの特集番組はこうした事態を受けて，
日中の歴史問題をテーマとした番組を放送する
とともに，北京オリンピックを前に急激に変貌
を遂げる中国の多様で複雑な現実を，庶民の
視点で描く大型シリーズを放送した。

NHKスペシャル「21 世紀　変貌する中国」
NHKは2002年9月28日に，NHKスペシャ

ル「21世紀　変貌する中国　中国とどう向き
あうか～日中国交正常化30周年～」を二部構
成（第1部　日中関係は今，第2部　友好から
パートナーシップへ）で放送した。この番組は
日中国交正常化30周年を機に，東京と北京の
スタジオを衛星でつなぎ，両国の専門家が政
治・経済・社会などあらゆるテーマで議論を交
わし，21世紀の日中関係のあり方を探ろうとし
たものである。10月には激変する中国の現在を
描くNHKスペシャル「21世紀　変貌する中国」
3回シリーズを放送した。
「第1回　高級人材が帰ってきた」（02年10

月5日）は，「海亀派」と呼ばれる最先端の技
術や知識を持つ留学経験者たちが次 と々帰国
し，ベンチャー企業を設立したり，ハイテク企
業のトップに就任したりする姿を通じて，「海亀
派」の力を梃子に，世界経済の第一線に躍り
出ようとする中国の今を描いた。
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「第2回　中国共産党　新たな戦略」（02年
10月6日）は，党幹部の一般からの公募，熾
烈な党幹部選抜競争，これまで認められなかっ
た企業家の党への受け入れなどを取材し，党
員数6,600万人の世界最大の政党・中国共産党
の変革の最前線を伝えた。
「第3回　自動車大国への道」（02年10月13

日）は，外国メーカーの力を借りながら巨大な
自動車産業を築き，世界市場に進出しようとす
る中国の姿を，ある自動車工場で働く技術者を
通じて描いた。

NHKスペシャル「新シルクロ－ド」
NHKは2005年1月，NHKスペシャル「新シ

ルクロ－ド」の「長時間プロローグ～ 25年目のシ
ルクロード～」（1月1日）を放送した。この番組の
第一部では，1980年から放送されたNHK特集

「シルクロード」に登場した人物や風景を25年ぶ
りに訪ね，変わり行くシルクロード，変わらない
シルクロードを描いた。第二部では，「新シルク
ロード」の音楽監督を務めるヨーヨー・マと，演
奏を担当したシルクロード・アンサンブルを取材
し，番組のテーマ音楽が出来るまでを紹介した。

そして1月から12月にかけてNHKスペシャル
「新シルクロ－ド」の中国パートを10回シリーズ
で放送した。
「第1集　楼蘭　四千年の眠り」（05年1月2

日）は，楼蘭の西約100キロにある小河墓遺跡
の発掘調査に密着取材し，出土した3,000年か
ら4,000年前の白人種のミイラと副葬品，調査
に基づいて再現されたCG映像などから，楼蘭
王国より千年以上前の楼蘭の謎に迫った。
「第2集　トルファン　灼熱の大画廊」（05年

2月20日）は，20世紀初頭に列強の探検隊に
よって剝ぎ取られ，世界に散逸したベゼクリク

千仏洞の極彩色の仏教壁画「誓願図」を，綿
密な調査とデジタル技術を駆使して復元し，中
央アジア仏教美術の最高峰と称される美の世
界と，それを生み出した豊かな風土を描いた。
「第3集　草原の道　風の民」（05年3月20

日）は，約1,400年前に馬の機動力を生かして
ユーラシアの広大な大地を支配したトルコ系の
騎馬遊牧国家・突厥の痕跡を「草原の道」にた
どり，その栄枯盛衰に思いをはせた。
「第4集　タクラマカン　西域のモナリザ」（05

年4月17日）は，紀元前1世紀頃から約千年に
わたって西域南道に栄えた仏教王国ホータンの
遺跡ダンダンウイリクで行われた日中合同調査
隊による調査の模様と，2002年に出土した「西
域のモナリザ」と呼ばれる壁画を通じて，古代
仏教王国の芸術と，その美の秘密に迫った。
「第5集　天山南路　ラピスラズリの輝き」（05

年5月15日）は，約1,600年前に数多くの経典を
翻訳し，仏教思想の東への伝播に大きな役割を
果たした鳩

く ま ら じ ゅ う

摩羅什の生涯を，彼と縁があるキジ
ル石窟の絢爛たる青色の仏教壁画の世界ととも
に紹介することで，思想の道としてのシルクロー
ドの風土と歴史を描いた。
「第6集　敦煌　石窟に死す」（05年6月19

日）は，敦煌・莫高窟の北窟に残る絵師や修行
僧が暮らした痕跡や，1900年に発見された敦
煌文書などから，歴史に名を残すことのなかっ
た庶民の「生と死」の物語を描いた。
「第7集　青海　天空をゆく」（05年9月18日）

は，青蔵高原を東西に貫く「青海の道」1,800キ
ロを完全踏破するとともに，モンゴル系の騎馬民
族・吐谷渾の王族のものと考えられる熱水大墓
遺跡から出土した大量の絹織物などから，知ら
れざる「天空のシルクロード」の実像に迫った。
「第8集　カラホト　砂に消えた西夏」（05年
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10月16日）は，日本の総合地球環境研究所と
中国が共同で行った調査と現地ルポを重ね合
わせ，西夏王国の軍事・交易の拠点として栄え
たカラホトが，気候変動にともなう砂漠化によっ
て滅亡したことを明らかにした。
「第9集　カシュガル　千年の路地に詩が流

れる」（05年11月20日）は，天山南路と西域南
道が交差する交通の要衝・カシュガルを訪れ，
ナン職人を目指す少年，「アクサカル＝白髭」と
呼ばれる長老，観光客に踊りを見せる少女の
姿を，「ディラクエ＝魂の叫び」という音楽にの
せて伝え，改革開放の荒波の中を生きるウイグ
ルの人々の心を描いた。
「第10集　西安　永遠の都」（05年12月11

日）は，2004年に発見された日本人遣唐使・
井真成の墓誌と再現映像，開発が進む西安の
ルポなどを通じて，国際都市として繁栄した唐
代の長安，デジタルシルクロードの起点を目指
す現代の西安という，二つの国際都市の姿を時
空を越えて描いた。

シリーズ「新シルクロード」は最新の発掘成
果やデジタル技術を駆使して25年ぶりにシルク
ロードを描いたが，番組構成を重視した結果，
以前視聴者を引き付けた紀行性が希薄となっ
た。また，シルクロードそのものが視聴者に
とってそれほど魅力的な題材ではなくなってい
たこともあり，以前のような大きな話題を集め
ることはできなかった。視聴率も毎回10％前
後だった。

日中の歴史問題
日中の歴史問題をめぐる対立が激しさを増す

中，NHKは2006年8月，歴史問題をテーマと
した2本のNHKスペシャルを放送した。
「日中戦争～なぜ戦争は拡大したのか～」（06

年8月13日）は，上海での攻防戦がなぜ日中の
全面戦争に拡大していったのか，南京攻略後
なぜ虐殺事件が起きたのかを，日本・中国・ド
イツに残る史料，戦闘に参加した兵士たちの証
言，アメリカに残る映像などで描いた。
「日中は歴史にどう向き合えばいいのか」（06

年8月14日）では，日中両国の外交当局者を取
材し，戦争責任に対する立場の違いと，それを
どう処理してきたかを検証した上で，日中は歴
史にどう向き合えばよいのかをスタジオで討論
した。

NHKスペシャル「激流中国」
NHKは2007年4月から翌08年7月にかけ

て，NHKスペシャル「激流中国」を13回シリー
ズで放送した。このシリーズは，中国が北京オ
リンピックを前に経済成長優先から真の大国に
向けて転換を図ろうとする中で，激流となって
押し寄せている様々な矛盾を記録することで，
知られざる中国の姿を浮き彫りにしようとした
意欲的な企画である。
「富人と農民工」（07年4月1日）は，一代で

巨万の富を築き上げた会社社長と，貧しい農村
から天津に出稼ぎに出た農民工の家族に密着
し，格差はなぜ拡大し続けるのか，貧困から
抜け出せない理由は何かを問うた。
「ある雑誌編集部　60日の攻防」（07年4月2

日）は，時事問題を扱う雑誌「南風窓」の編集
部に密着し，自由化と統制のはざまで揺れる中
国メディアの実態を描いた。
「青島老人ホーム物語」（07年5月6日）は，

青島の老人ホームの入居者と，それを取り巻く
人間模様を通じて，一人っ子政策の中で急激
に高齢化が進む中国で，老人の面倒を誰がみ
るのかを問うた。
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「北京の水を確保せよ～しのびよる水危機～」
（07年6月10日）は，建設ラッシュや街の緑化
などで北京の水需要が急増するなかで，水の不
正利用や盗難を取り締まる当局の活動，北京の
水確保の犠牲となる地方の姿など追い，知られ
ざる水問題に迫った。
「民が官を訴える～土地をめぐる攻防～」（07

年9月9日）は，開発業者や地方当局による強
引な土地収用や住宅立ち退き要求に，弁護士
の力を借りて当局を相手に行政訴訟を起こした
住民の姿を通じて，中国の土地問題の深刻さ
を浮き彫りにした。
「チベット　聖地に富を求めて」（07年10月7

日）は，青海チベット鉄道の開通によって開発と
観光ブームに沸くチベットで漢族のホテル経営者
と，そこで働くチベット族の従業員に密着するこ
とで，秘境に富が流入することの意味を問うた。
「密着　共産党地方幹部」（07年11月4日）

は，失業やその救済に奔走する東北の幹部と，
恵まれた社会保障制度を導入した南部の幹部
に密着し，彼らが背負った課題，それを解決
しようとする姿を通じて，共産党員幹部が直面
している厳しい現実を浮き彫りにした。
「訴えられたカリスマ経営者～追跡・ブランド

騒動～」（07年12月9日）は，合弁パートナーで
ある外国企業から商標利用をめぐって訴えられ
た飲料メーカーの会長に密着し，固有ブランド
の消滅，偽ブランドの横行といった中国のブラ
ンド事情に迫った。
「5年1組　小皇帝の涙」（08年1月6日）は，

昆明のある公立小学校の5年生の悩みや苦し
みの訴えを通じて，一人っ子政策が続く中国で
蔓延している学歴崇拝，成績至上主義，激し
い受験競争の問題を浮き彫りにした。
「上海から先生がやってきた～貧困の村で～」

（08年3月2日）は，上海の名門大学から黄土
高原の最貧困地域にある中学校にボランティア
教師としてやってきた女学生と生徒たちに密着
し，貧しさの原因は何か，彼らを救う手立ては
あるのかを問うた。
「北京　怒れるニュータウン～沸き上がる住

民パワー～」（08年4月6日）は，管理組合を
作って「自治」に乗り出そうとするニュータウン
の住民と，それを妨害しようとする管理会社や
共産党組織との確執を通じて，「草の根民主」
の可能性を模索した。
「病人大行列～ 13億人の医療～」（08年6月

15日）は，少しでも高度な医療を受けようと北
京の公立病院に徹夜で並び，高額な医療費を
負担する庶民の姿を通じて，中国で深刻化する
医療格差の現実を浮き彫りにした。
「告発 せよ　摘発 せよ～環境破壊との闘

い～」（08年7月13日）は，ダム建設をめぐり
NGOと地方当局が激しくぶつかる雲南省の農
村と，住民からの通報で当局が汚染企業を取
り締まる杭州市を取材し，経済成長と環境保
護をどう調和させるべきかを問うた。

NHKスペシャル「激流中国」は，これまで
の中国の今を伝えた番組とは，取り上げたテー
マの深刻さと取材の深さにおいて一線を画する
ものであった。中国の貧困地帯に暮らす農民
たちが直面する過酷な現実，当局の強引な土
地収用に訴訟を起こして立ち向かう住民，治
療を受けるために徹夜で並ぶ人 ，々環境問題
をめぐって当局と激しくぶつかるNGOの姿な
ど，以前の中国では到底取材することができ
なかったテーマをリアルな映像で描き，中国の
現実の姿を伝えることに成功している。こうし
た敏感なテーマでの取材を中国側が許容した
のは，北京オリンピックを前にした07年1月に



65JANUARY 2009

中国政府が海外メディアによる取材を自由化し
たこと，同時期に中国の飾らない庶民の姿を
伝える番組「関口知宏の中国鉄道大紀行」が
放送されていたこととも関係があるだろう。ま
た，現地での取材とロケーションをサポートす
る中国人のリサーチャー，コーディネーターが
実力を蓄えてきたことも，深い取材を可能とす
る大きな原因だった。ニュースやワイドショーの
中国報道の多くがステレオタイプの中国イメー
ジを伝え，嫌中ムードを助長している状況を乗
り越えるためには，テレビは複雑で多様な中
国社会の現実を，庶民の目線で繰り返し伝え
る必要があることを示したのである。

「関口知宏の中国鉄道大紀行」
NHKは2007年4月から6月にかけてと，同

年9月から11月にかけて，「関口知宏の中国鉄
道大紀行～最長ルート36,000キロをゆく～」を
放送した。これは俳優の関口知宏が春と秋の
二度にわたって，中国各地を鉄道（最長ルート
3万6,000キロ）で旅した様子を伝える番組で，

「日めくり版」を春50回（4月9日～ 6月15日），
秋50回（07年9月10日～ 11月23日）放送した
ほか，多数の特集番組や総集編を放送した。
番組で繰り広げられる車中や鉄道沿線での関
口知宏と中国の一般の人 と々の交流が面白く，
中国の現実の姿を国家レベルではなく，庶民の
レベルで伝えることに成功している。

冷凍ギョーザ事件
2008年1月，中国で製造された冷凍ギョーザ

に薬物メタミドホスが混入し，それを食べた日
本人が食中毒症状を訴えるという事件が発生し
た。NHKは，ニュースで事件の経緯，日本の
捜査当局や厚生省の動き，冷凍ギョーザを生産

した天洋食品と中国側当局の動きを詳しく伝え
るとともに，NHKスペシャル「“食の安全”を
どう守るか～冷凍ギョーザ事件の波紋～」（3月
30日）を放送した。民放各局もニュースやワイド
ショーで事件について頻繁に伝えた。それらの
番組の報道姿勢は，中国での薬物混入の可能
性は低いと発表した中国側当局を批判し，冷凍
ギョーザを生産した天洋食品の冷凍食品の問題
としてではなく，中国食品全体の安全性の問題
に結び付けるものが多く，日本人の中国食品へ
の不信感，警戒感を煽る結果となった。

チベット暴動と聖火リレー騒動
2008年3月14日にチベットで「自由なチベッ

ト」を求めてデモ行進した僧侶数百人を当局が
逮捕，それに抗議するチベット人が暴動を起こ
すという事件が発生した。テレビのニュースは
その模様を詳しく伝えた。チベット暴動をめぐ
る報道は四川大地震の発生によって一時期減
少するが，北京オリンピックの聖火リレーが世
界各地を回り始め，チベット支持者がそれを妨
害し始めると再び増加していった。そしてその
騒動が日本の長野に持ち込まれると，ニュース
やワイドショーの報道はピークに達し，その多
くは冷凍ギョーザ事件の影響もあってか，中国
を一方的に悪者として描くものだった。

四川大地震
2008年5月12日，四川省で大地震が発生，

多くの住宅，小学校の校舎，病院などが倒壊
し，多くの犠牲者が出た。中国当局が外国の
メディアが現地に入って自由に取材することを
許可したこともあり，NHKと民放各局は現地で
の取材映像や衛星中継映像を使って，被害の
状況を詳しく伝えた。報道のピークは日本の緊
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急援助隊の救援活動の開始（5月16日）であり，
援助隊の現地での活動や中国側の対応や反応
をNHK，民放ともに詳しく伝えた。NHKは，
NHKスペシャル「中国・四川大地震」（5月24日）
を放送した。

北京オリンピック
2008年8月に北京オリンピックが開催される

と，NHKは地上放送，衛星放送合わせて約
654時間にわたって放送，民放各局も約326時
間にわたって放送した。NHKと民放を合わせる
と，放送時間の総計は約980時間におよんだ。

土曜ドラマ「上海タイフーン」
NHKは2008年9月から10月にかけて，土

曜ドラマ「上海タイフーン」を6回（第1回「さよ
なら日本」9月13日，第2回「女ひとりの戦い」
9月20日，第3回「再チャレンジの街」9月27日，
第4回「許せない男」10月4日，第5回「よみ
がえる女たち」10月11日，第6回「ありがとう
上海」10月18日）にわたって放送した。このド

ラマは，日本で行き場を失った30 代の日本人
女性が，急速に発展する国際経済都市・上海
で複雑な競争社会に立ち向かい，やがて国籍
を超えた人間関係を得て，自分の「幸せのか
たち」を見つける物語である。物語はほとんど
が現代の上海を舞台に進行し，登場するのも
普通の日本人と中国人である点において今まで
になかったドラマである。ドラマからは等身大
の中国人と中国社会の姿が伝わってくる。

 6. テレビの中国報道の変遷と
     日本人の対中イメージの変化

これまで，テレビが中国をどう伝えてきたか，
その変遷をNHKの特集番組を中心に見てき
た。これに，内閣府が1978年から毎年実施し
てきた「外交に関する世論調査」の中の「中国
に対する親近感」の変化のグラフ4）を重ね合わ
せると，日本のテレビの中国報道の変遷と，日
本人の中国に対する親近感の変化にはある程度
の相関関係があることを読み取ることができる。

内閣府　外交に関する世論調査「中国に対する親近感」
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テレビの中国報道の草創期である1963 ～ 66
年，NHKは中国を長期取材した3つのシリー
ズ番組を放送した。これらのシリーズ番組は中
国側が手配した現場や人物を取材したもので，
ナレーションも中国側の説明をそのまま受け入
れた部分が多かった。中国の遅れや貧しさは
指摘していても，新中国建国以降に共産党が
進めてきた様 な々政策については基本的に好意
的，肯定的に紹介しており，批判的な視点が乏
しいものだった。これらの番組が視聴者に伝
えた中国のイメージは，「貧しくても新しい国造
りにまい進する中国の人 」々というものであり，
来るべき日中友好時代の対中イメージの下地を
作った時代ということができるだろう。しかし，
中国が文化大革命で混乱した60年代の後半，
テレビは中国で何が起きているのか，ほとんど
伝えることはできなかった。

1971年になると中国の国連復帰，アメリカのニ
クソン大統領の訪中発表などで，テレビの中国
報道はにわかに活況を呈する。そして，72年に
田中首相が中国を訪問し日中国交正常化が実現
すると，テレビは日中の友好ムードを醸成する番
組を放送し，日本に中国ブームを巻き起こした。
そしてそれは78年の日中平和友好条約調印，鄧
小平副首相来日に関する一連の特集番組，80
年のNHK特集「シルクロード」の放送でひとつ
のピークを迎えた。内閣府の調査でも，「中国に
親しみを感じる」と回答した人の割合は，80年5
月に78.6％を記録している。

1980年代に入ると，82年の最初の教科書問
題の発生を皮切りに，日中間には歴史認識をめ
ぐる様 な々問題が発生したが，日本人の対中イ
メージが直ちに悪化することはなかった。その
一つの要因と考えられるのは，テレビが放送し
た数多くの中国の秘境を取材した番組の影響で

ある。チベット，雲南，黄河流域などを紹介し
たこれらのシリーズ番組は視聴者の中国への関
心を持続させ，70年代に形成された友好イメー
ジを維持させたと考えられる。

しかし，1989年に北京を中心に発生した民
主化運動を人民解放軍が武力弾圧する模様が
テレビを通じて詳細に伝えられると，日本人の
対中イメージは一気に悪化する。内閣府の調査
でも，天安門事件後の89年10月に「中国に親
しみを感じる」と回答した人の割合は，前年の
68.5％から51.6％に急落している。

悪化した対中イメージは1992年に天皇陛下
が訪中し，テレビが各地での歓迎行事や中国の
人 と々の交流の模様を伝えると若干回復した。
しかし，90年代後半にテレビを通じて改革開
放政策によって中国が急激な経済成長を遂げ
ている様子が伝えられると，96年3月の台湾沖
での中国のミサイル演習に関する報道と相まっ
て中国脅威論が台頭し，日本人の対中イメージ
は再び悪化していった。

2001年8月の小泉首相の靖国神社参拝を
きっかけとする日中関係の悪化は，04年8月の
サッカー・アジアカップでの中国人観客の反日
行動，05年4月に中国各地で繰り広げられた
反日デモによって最悪の状況に陥った。テレビ
はニュースやワイドショーでこれらの出来事を繰
り返し伝えたが，その多くが事態の推移をセン
セーショナルに伝えるのみで，事件発生の原因
や歴史的背景などを掘り下げて伝えるものは少
なかった。その結果，内閣府の調査でも，反日
デモ発直後の05年10月には，「中国に親しみを
感じる」と回答した人の割合は32.4％と過去最
低を記録し，「中国に親しみを感じない」と回答
した人の割合は63.4％に達した。こうしたニュー
スとワイドショーの中国報道の姿勢は，08年
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に発生した冷凍ギョーザ事件，チベット暴動と
聖火リレー騒動でも繰り返された。そうした中
で07年4月から08年7月にかけて放送された
NHKスペシャル「激流中国」は，テレビがステ
レオタイプの中国イメージを助長する報道から
脱却するためには，複雑で多様な中国社会の
現実を国家のレベルだけではなく，庶民のレベ
ルで捉え伝えることが必要であることを示した
のである。

今回は日本のテレビが中国をどう伝えてきた
かを，NHKの特集番組を中心に振り返ること
で，日本のテレビの中国報道の変遷と，日本
人の対中イメージの変化の関係をある程度浮き
彫りにすることができた。今後はこれらの番組
の内容のより詳細な分析，NHKのニュースの
調査と分析，視聴者に対する調査，さらには
民放のニュースや番組の調査と分析を行い，テ
レビが日本人の対中イメージの形成にどのよう
な影響を与えているのかを明らかにしてゆく必
要があるだろう。

（ながい さとる）

注：
1）原由美子・塩田雄大「相手国イメージとメディ

ア～日本・韓国・中国世論調査から～」NHK
放送文化研究所編『放送研究と調査』2000 年 3
月号，日本放送出版協会。調査によれば，「日
本人が中国に関する情報を入手する媒体」は，
地上テレビ 74.4％，新聞 12.4％，雑誌・週刊誌
3.2％，衛星放送・CATV2.8％，知人などの話
2.6％。また「日本人が見たことがある中国関
連番組」は，ニュース 59.7％，ドキュメンタリー
35.2％，映画 23.8％，情報番組 13.6％，ドラマ
6.8％だった

2）NHK アーカイブスに保存されている番組と台
本のほかに，NHK 編成計画室 NHK スペシャ
ル事務局編『NHK 特集　13 年間の記録（昭
和 51 ～ 63 年度）』，NHK 編成局スペシャル番
組部事務局編『NHK スペシャル放送記録　

VOL.1 ～ 1,000（平成元年 4 月 2 日～ 9 年 6 月
8 日）』，NHK 編成局スペシャル番組部編『平
成 9 年度放送記録　NHK スペシャル　ドキュ
メントにっぽん』，NHK 編成局スペシャル番
組部編『平成 10 年度放送記録　NHK スペシャ
ル　ドキュメントにっぽん』，NHK 編成局スペ
シャル番組部編『平成 11 年度放送記録　NHK
スペシャル　ドキュメントにっぽん』，NHK
編成局スペシャル番組部編『平成 12 年度放送
記録　NHK スペシャル　にんげんドキュメン
ト』，NHK 編成局スペシャル番組部編『平成
13 年度放送記録　NHK スペシャル　にんげ
んドキュメント』，NHK 放送総局 NHK スペ
シャル番組センター編『平成 14 年度放送記録
　NHK スペシャル　にんげんドキュメント』，
NHK 放送総局スペシャル番組センター編『平
成 15 年度放送記録　NHK スペシャル　にんげ
んドキュメント』，NHK 放送総局スペシャル番
組センター編『平成 16 年度放送記録　NHK ス
ペシャル　にんげんドキュメント』，NHK 放送
総局スペシャル番組センター編『平成 17 年度
放送記録　NHK スペシャル　にんげんドキュ
メント　日本の，これから　にっぽんの現場』，
NHK 放送総局スペシャル番組センター編『平
成 18 年度放送記録　NHK スペシャル　にん
げんドキュメント　日本の，これから　にっぽ
んの現場』，NHK 放送総局スペシャル番組セ
ンター編『平成 19 年度放送記録　NHK スペ
シャル　日本の，これから　にっぽんの現場』，

『NHK 年鑑』1963 ～ 2008（1963 ～ 1966 は日
本放送協会編，1967 ～ 1983 は日本放送協会総
合放送文化研究所編，1984 ～ 1999 は日本放送
協会放送文化調査研究所編，2000 ～ 2008 は日
本放送協会放送文化研究所編）日本放送出版協
会 1963 年～ 2008 年，日本放送協会編『20 世
紀放送史　上・下』日本放送出版協会 2001 年
3 月などを参照

3）国連は 1949 年の中華人民共和国成立後も台湾
の国民党政府を全中国を代表する正統政府とし
てきたのであり，アルバニア案の可決は中国代
表権の交替を意味していた

4）内閣府世論調査報告書平成 20 年 10 月調査「外
交に関する世論調査」1．日本と諸外国との関
係（3）日本と中国　ア　中国に対する親近感


