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陳 本日は、中国におけるニュースメディア

の展開ということでお話しし、その後、自由討

論を楽しみにしております。 

現在、かなりのことが中国で起こっておりま

して、中国自体の急展開と同様に、メディア界

においても急展開がみられます。また最近来の

事象をみましても、かなりニュースメディアに

対して注目が集まっているところです。 

 

「埃及」（エジプト）を検索すると結果が

表示されない 

 

中国においては、メディアが急展開を示して

おりまして、それにつれて当然中国当局、政府

による締めつけも厳しくなっているところです。

現在、エジプトのニュースが世界じゅうを駆け

めぐっています。カイロにおける事情、デモが

起こり国民が大統領に辞任を迫って要求してい

るといったニュースは、いま世界じゅうの耳目

を集めているのですが、中国においても同じで

す。 

スクリーン上に現在示していますのは、ミニ

ブログで、「新浪」（シナ）といわれているも

のです。中国でツイッターというのは、いま、

ブロックがかけられていて、遮断されていて見

られません。この新浪で、例えば、いま、キー

でインプットします。「埃及（エジプト）」と

いうふうに、中国語に直して入れると何が出て

くるかといいますと、画面上では、「規則、法

則によりましてリサーチ結果は掲載することが

できません」と出てくるわけです。つまり、「埃

及」と入れてしまうと、それが敏感に反応して

ブロックがかかってしまうことになっているの

です。 

 中国は、技術力はかなり高度なものを持って

おりますので、巧みにインターネットに関して

フィルターをかけることができるわけで、情報

共有については、巧みに管理できるようになっ

ているのです。 

この長平さんのニュースというのは、よくご

存じだと思います、国際ニュースにもなりまし

た。 

長平さんは、ジャーナリストであったけれど

も、勤めていたメディアグループから解雇され

大きなニュースになりました。長平さんは、も

ともとブロガーであり、コラムニストでした。

2008 年にチベットについて記事を書いたこと

が問題視されまして、もう新聞に記事を書いて

はいけないと禁止令が下ったわけです。解雇さ

れたけれども、一応、給与の体制の中に、メデ

ィアグループの中で残っていたのですが、2 週

間前になって、辞任を迫られたという件なので

す。 

2 年前に、勤めていた新聞社に記事を書いて

いたけれども、もう記事を書くのはだめだと申

し渡されてしまったわけです。勤めていた先と

いうのは、南方にあり、非常に進歩的な新聞社

だったのです。自分の勤めている新聞社のため

には、もう記事を書かなくなったけれども、一

応、中国国内のほかの新聞には記事を書いて掲

載していたわけですが、上司がやってきまして、

「もう書いてはだめだ。書くのはだめだ」とい

われて、「でも嫌だ」ということで、長平さん

自身がお断りをした。それによっていや応なし

にやめざるを得なくなったということです。 

これは、中国人のジャーナリストに対して圧

力がかかった、あまたある例の一つにすぎない

わけです。検閲行為が横行しているわけですし、

それが原因となって解雇されるとか、もうこれ

以上記事は書いてはだめだといわれるケースは、

これのみならず、多々起こっているわけです。 

 

党中央宣伝部のメディア通達 

 

もう一つ、いかに中国において政府による取

り締まりが厳しくなっているかの例をお示しし

たいと思います。これは、2011年、ニュースに

ついて、中国共産党中央宣伝部からどのような

通達が出ているのかというものです。中央宣伝

部が、常にメディアの組織に対して、何はやっ

ていい、何はやってはいけないということを、

一々細かく通告してくるわけでして、これが最

新の内容です。非常に事細かに書いてありまし

て、実はこれは、メディアにリークされたもの
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なのです。 

この中に何が書いてあるのか。最初のところ

を読んでみます。 

1 月初め、北京で各省を代表する宣伝部の人

たちが会合を持ちました。その会議の結果出て

きた指令が以下のものです。新年と、それから

中国の旧正月、両方において、全人代及び政治

協商会議は、メディアに対して、所得の分配の

状況、株式の状況、不動産の状況などについて

は極めて慎重に報道すべし、もしくは報道しな

いように、といったことが書いてあります。と

いうのは、いまや中国人民の中で大きな問題に

なっているのが、生計に関する問題だからです。 

 

「自然災害の報道を控えよ」「記事の表彰

をするな」 

 

ほかにも事細かに指示が及んでおります。例

えば、メディアに対して自然災害、例えば 10

人以下の死亡者が生じたとしても、それについ

ての報道は控えよと厳しく書いてあります。で

すから、災害で1人死んでも大きなことですけ

れども、もちろんそれは報道してはいけないこ

とになっています。 

さらに、メディアの締めつけということで、

このごろ、住居の強制破壊がホットなトピック

になっています。つまり、開発をしなくてはい

けないということで、従前から住んでいた市民

の住宅を強制収用することが横行しているわけ

であり、それを発端として不幸な事件もちまた

で起こっているわけです。こういった事件に対

しての報道ぶりについては、メディアに対して

慎重に報道するように、もしくは報道しないよ

うに、と通達が出ているわけです。 

あと、さらに 1 条文加えられておりまして、

マスコミとして、その年の最優秀報道記事賞で

すとか、最優秀編集長賞ですとか、卓越した掲

載記事に対して、どんな賞も与えてはいけない

となっております。 

このように、メディアに対しての締めつけが

どんどん厳しくなっているということでありま

す。来年、2012 年には、第 18 回党大会が開か

れますので、それに向けてこのコントロールの

度合いは現状もしくはさらに強化されると予想

されます。 

これは皮肉ともいえるのです。というのは同

時進行で中国の政策として、国家が牛耳ってい

るメディア関係は、どんどん外に出ていく、国

際的に展開を広げる、かつ国際的に影響力を広

げるという路線をとっているからです。 

次に、もう少し詳しく中国国有メディアはど

のような展開を図っているのか。その中心人物

がこの 2人です。 

もちろん、右側の方はルパート・マードック

氏で、世界で強力な国際的なメディア、ニュー

ズコープのヘッドです。 

左側の若い方は国際的にはまだ知名度が高

くないのですけれども、メディアエグゼクティ

ブとして、中国内では今後注目していくべき人

物です。影響力も強いですし、極めて有能でも

あるのです。 

 

マードック系資産を買った中国の投資フ

ァンド 

 

2010 年の 8月にある発表がありまして、中国

メディアグループという企業が対象になって、

投資ファンドのヘッドであったこの黎瑞剛氏が、

マードックが中国に持っていた資産を買ったと

いうことになりました。その対象は 3つのテレ

ビチャンネルと、映画のライブラリーでした。 

この買収は国際的な注目を集めたのです。と

いうのは、まったく無名のファンドが突然出て

きまして、マードック系のグループが中国で持

っていた資産を購入してしまったからです。つ

まり、これはマードック側にいわせると、敗北

であったということです。 

買収されたチャンネルのいくつか、ここに書

きました「Ｖ」と「星空」というものなのです

けれども、それぞれ、いまや黎瑞剛氏のコント

ロール下に置かれてしまった。でも、ルパート・

マードックさん側もＳＭＧと連携しているので、

中国ビジネスは今後も拡張できるということに
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はなっているのですが、やはり、買収が成立し

てしまったこと自体、ルパート・マードック氏

側にとっては敗北であったといえるのではない

でしょうか。 

この買収というのは、全体のほんの一部しか

示してないわけでありまして、こぞって中国当

局というのは、このごろ投資ファンドを組みま

して、そこを原資として、中国国有メディアの

海外展開をサポートしているわけですし、その

他、国家所有のメディアグループに対して、い

ろんなサポートをやっているわけです。新華社

ですとか、ＣＣＴＶですとか、人民日報、チャ

イナ・デイリーといったような、政府がバック

になっているメディアをどんどんサポートして

いる。ですから、意図的に中国政府は、努力を

払い、また政策をつくることによって、国家が

絡んでいるメディアグループに対して、どんど

ん資金を出しているということであります。 

 

新華社が自前でテレビネットワーク 

 

昨年の 1月１日に、新華社が初めてテレビネ

ットワークを開始するということで、公式発足

の写真がここにあります。チャイナ・ニュース・

コーポレーションとしては初めて、ニュースを

報道するテレビネットワークを自分で持ったこ

とになるわけです。世界をみますと、ＡＰとか、

ＡＦＰとか、ビデオ素材をつくって、世界じゅ

うに配給・配信しているのですが、このような

形で、シンファニュースグループ（Xinhua News 

Group）がテレビネットワーク、もしくはチャン

ネルを自前で持つのは初めてであったわけです。 

いまやＣＮＣは、全世界に向かって放送をし

ています。最初はアジアから、いまはヨーロッ

パに至るまでということであり、世界じゅうで

放映されていますので、香港でも見られます。

香港ではケーブルニュースのほうで見られるわ

けですし、オンラインでも見られるようになっ

ています。 

シンファ・オンラインとか、ニュースネット

ワークのスイッチをひねると、こういうふうに

画面が出てきます。 

これは、ＣＣＴＶ（中国中央電視台）も同じ

ように世界拡大していることをみせたわけであ

ります。ＣＣＴＶ Live ですか、ＣＮＴＶ（主

にＣＣＴＶの番組をネットで発信する会社。「中

国網絡電視台」）と一緒になりました。チャン

ネルも、複数言語で展開されているわけで、世

界じゅうで、見られます。ネットテレビとも一

緒になっています。これは、第一面です。アジ

アカップで日本のチームが優勝したニュースで

す。対象は全世界なので、このようにリーチア

ウトしようとしているわけです。 

こちらは上海テレビが流している英語系の

チャンネルです。上海テレビのヘッドを務めて

いるのも、先ほど示した若い中国の方で、中国

語を話さない人たちに対してもリーチアウトし

ています。また同様の努力は、省のレベルでも、

また地方のレベルでも進んでおりまして、各省

それぞれ同じようにメディアファンドをつくっ

て、メディアをサポートするようにと奨励され

ております。メディア関連のプロジェクトなど

をつくって、海外拡大ができるように、海外で

主要資産を買収できるように、ということです。 

 

海外進出は、ソフトパワーを強化し発言権

を持ちたいから 

 

どうしてこのようなメディア拡大を目指し

ているのか。その目的は中国のソフトパワーを

強化するためです。また、国際的な場で、メデ

ィアがアジェンダを設定するときに、それなり

に発言権を持ちたいからです。現在、国際的に

出回っている情報には、かなりアンバランス状

態が生じております。やはり、いまでも、西側

の通信社が送ってくるニュースが、やっぱり世

界を支配しています。中国などの国々がもうち

ょっと国際的なメディアで、自分なりの発言権

を増したいと思うのは、正当な訴求ではないか

と思います。 

印刷メディア媒体についても同様に中国は

努力をしております。これは、チャイナ・デイ

リーの紙面ですが、昔とかなり変わっておりま

す。昨年の 3月、紙面大刷新が行われまして、
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大胆なデザインを使い、図形もたくさん使うよ

うになり、文字の形も明るくなった。また非常

にニュースチックになりました。 

こちらはチャイナ・デイリーのもう一つのカ

バーです。国慶節のときに撮ったものです。人

民日報ですと非常に公式性が高くて、政府の高

官が会議に臨んでいるような写真しか載せられ

ないのです。こちらの場合はかなり魅力的な内

容になっています。紙面の刷新を行うためにデ

ザイナーを雇いましたが、そのディレクターも

しくはデザイナーはアメリカの大手の新聞社で

やっぱりデザイナーを務めていた人です。 

ＣＣＴＶ等でも、採用する人たちの顔触れは

このごろ変わってきて、中国人以外を雇うこと

がかなりふえております。中国人以外のコピー

エディターを雇うだけでなく、テレビの前でし

ゃべる人も、中国人以外の人たちがふえてきて

います。 

 

ワールドメディアサミットを開催して存

在感を示した 

 

中国は国際メディアの世界でもリーダーに

なりたいと思っておりまして、2009年、 World 

Media Summit も中国で開催しました。開会の辞

を述べたのは胡錦濤主席ですし、世界のメディ

ア界のリーダーが招請されて会議が開かれ、メ

ディアの果たす役割、今後の展望ということで

討議がされました。 

これがそのサミットに出席した世界のメデ

ィアリーダーであります。ニューズコープのマ

ードック氏、共同通信のヘッドの方もいますし、

ＡＰのＣＥＯ、ＢＢＣ、タイムワーナー、Google、

またロシアのタス通信、またロイターの人たち

も集まっていました。 

これはとても象徴的な写真だと思いますが、

胡錦濤さんが率いるところ、後についているの

がマードック氏であり、それをレポートしてい

るのが新華社であるということです。こういっ

た形で中国はメディアの世界においても十分世

界から尊重されていることを示した会合だった

と思います。サミットを開いたこと自体もちろ

ん重要ですけれども、それが証拠となって中国

がちゃんと存在感を持っていることが証明され

たわけです。 

また皮肉ともいえると思います、マードック

氏は多分、中国当局のニュース政策については

合意していないでしょう。胡錦濤氏とこの会議

に出席した人たちとの間には、基本的にニュー

スのポリシーとか、理念、哲学について違った

意見があると思います。しかし、意見は違うけ

れども、このように一堂に集まったということ、

その中でニュースメディアの展開について話さ

れたということは、極めて皮肉なことといえな

いこともありません。 

中国は、また海外からジャーナリストを招請

して、訓練・研修なども提供しています。特に、

途上国からレポーター、記者を招請して訓練を

やっています。これは、中国の宣伝部長があい

さつをしているところで、17カ国からいろんな

記者が集まって訓練を受けているところです。 

宣伝部長は劉雲山さんという方で、アフリカ

のガーナの記者を対象に、中国で訓練・研修を

行うといったことが、この記事に出ております。 

 

ニューヨークタイムズが掲載した新華社

のニュース 

 

中国の国家メディアがいろいろ影響力を増

したいと努力はしております。ある意味ではあ

る程度影響力が増す、また成功しているともい

えると思います。これは私どもが行った調査結

果の一端ですけれども、新華社のニュースソー

スを材料にして、ニューヨークタイムズに何回

記事が載ったのか、その回数を調べたものであ

ります。 

2000 年から 2006 年の間、ニューヨークタイ

ムズは新華社発のニュースを年に 20 回以下し

か使わなかったのですが、06 年を契機に、07

年、08年と急増しまして、いまでもこの上昇基

調が続いています。 

これは新華社ソースとロイターソースの引

用がニューヨークタイムズで何度あったかを示

したもので、ブルーがロイター社発のソースと
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いうことです。新華社のほうは、ちょっと伸び

ている、伸び続けているけれども、ロイターの

ほうはその引用回数が微減しているといった形

です。新華社というのは注目を浴びているとい

うことだと思います。 

紫とグリーンのところをごらんください。ニ

ューヨークタイムズが新華社のニュースを引用

しているといいましたが、新華社をオリジナ

ル・ニュース・ソースとして扱っているのでは

なくて、あくまでも政府の公式な声明が得られ

ないから、その代役として新華社を使っている

だけなのです。ですから、いまでも新華社は政

府の立場を公式に伝えるマウスピース、スピー

カーのようなものだと思っている。決して自前

の報道をやって、独立したニュースを提供する

から新華社を使うということではないのです。 

 

世界で評価された中国ジャーナリストの

報道 四川大地震、ドキュメンタリー 

 

中国のジャーナリズムは、コントロールも厳

しいし、検閲も厳しいのですが、より自由な雰

囲気でジャーナリストが仕事をしたら、とても

いい仕事ができることも事実です。いくつか例

を示したいと思います。 

例えば 2008 年の四川大地震の際には、中国

のテレビ局は大活躍しました。いち早く現場に

駆けつけ、胸を動かすような映像をどんどん送

り、これが世界じゅうにフィードされて、国際

的な賞も得ております。 

中国のテレビ局が撮った映像は、世界じゅう

に流されました。ＣＮＮも地震の模様を報道し

ましたが、使った映像素材はＣＣＴＶのもので

した。ＣＮＮの画面ですが、ちゃんとＣＣＴＶ

のロゴが目立つように入っているのがおわかり

になると思います。同様なことは、ＢＢＣや世

界じゅうのテレビで行われました。これはＮＢ

Ｃネットワークですが、ロゴが載っています。 

あと、ドキュメンタリー素材もとても中国は

すぐれておりまして、独立系でドキュメンタリ

ーを制作している人たちが活躍しており、国際

的な賞も受けております。これは私からもとて

もお薦めしたい一つのドキュメンタリーで、若

いころから、体操選手になるべく一生懸命訓練

されているという人たちを描いたものです。こ

れは中国とドイツの共同製作作品でありました。 

これも非常にすぐれた映像で、賞を受けたも

のです。独立系の中国のプロデューサー、カナ

ダ在住の人が中国国内で撮影して作りました。 

中国の新聞自体も、国際デザイン賞などをい

ろいろ受け、世界的に知名度が上がっていると

ころです。これは「財経」という有名な雑誌の

ひとコマですが、学校の校舎が地震のときに倒

壊してしまった場面で、このニュースも世界じ

ゅうに報道されました。 

 

市民が発信するニュースの信頼性は国家

主導メディアをしのぐ 

 

そろそろ結論に入りたいと思います。国家メ

ディアも大きな圧力に現在さらされております。

この圧力から脱却し、対抗しなければいけない

ので、すぐれたものを自分としても出していか

なければいけないのです。商業メディアの追い

あげも厳しいですし、またメディアコンテンツ

の提供競争もあります。 

これは北京のＤＣＣＩという機関が出した

情報なのですが、このごろ、このオンラインで

のコンテンツが非常にふえている。しかも、そ

のコンテンツをつくっているのはユーザー、市

民自身でして、伝統的な、いわゆるプロのメデ

ィアをつくる人たちが生成しているコンテンツ

は、もう全体の半分以下になっています。 

この市民が生成しているメディアコンテン

ツのほうが信憑性、信認性においては国家主導

のメディアをしのぐという形になっているわけ

です。これも、ある若いエディターですが、こ

の人も、いろんな活躍をしています。2003年に、

こちらの若い男性が警察の拘束下に置かれて、

そのときに殴り殺されてしまう事件がありまし

た。その事件が明るみに出て、このエディター

が報道したからこそ中国全土に知れ渡りまして、

その結果、法律が改正されることになりました。

殺された息子さんの父親が写っていますけれど
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も、このエディターの人が自分の新聞にレポー

トをしたということです。このエディター自身

は、後日、100 日間、投獄されましたが、もう

出所しておりまして、つい 2週間前、香港大学

に招待し、このときのことをしゃべってもらい

ました。 

ということで、個人ベースで行っているブロ

グとか、ミニブログのほうが、クレディビリテ

ィー、信憑性、もしくは信認性については国家

メディアを非常にしのいで、そっちのほうがず

っと信用されているという状況になっています。

それが見出しとしてここに出ております。 

これも、もう一人、譚作人さんという方です。

四川大地震のときに小学校の校舎が倒壊してし

まって、その結果、命を落とした子どもさんが

たくさん出たのですが、その亡くなった子ども

さんの名前を報道した人です。国家当局だった

らそういった名前を報道することは許さないわ

けですが、非常にクレディビリティー高く、そ

の旨を報道した。その結果、この方自身は何日

かやはり投獄されてしまいました。 

 

だれでもニュースを伝える ネチズンの

影響力 

 

ほんとに技術が発展したので、いってみれば、

もうだれでも自分でニュースを伝えることがで

きるわけです。携帯電話で写真を撮って瞬時に

記事を書いて、情報を世界じゅうに送ることが

できる。 

これは中国で起こった非常に悪名高い事件

ですが、若い青年がキャンパスで車を乗り回し

て、学生をひき殺してしまった。それで、車か

ら出たときに、「僕をだれだと思っている。僕

の父はこの町の公安局（警察署）の次長だ」と

いったわけです。これが悪名高い事件になって

しまいまして、結局、この人はもちろん逮捕さ

れ、火がついて全国にこのニュースが知れ渡っ

てしまった。ですから、一方で、国家としてこ

ういったニュースが出回らないように、抑圧、

抑えているにもかかわらず、市民レベルではか

なりの動きになっているということなのです。 

事件が起こったとき、たまたま周りにいた普

通の人がこういった映像を送ってきたわけです。

決してプロの記者が撮った写真ではありません。 

これは別の事件ですけれども、あまり評判の

よくない村長さんがトラックでひかれてしまっ

た。事故だと公式にはいわれていたのですが、

だれも信じなかった。殺人が絡んでいたという

ことで。 

これは、昨年の最も悪名高いニュースの一つ

になってしまったものです。ある家族が強制撤

去を迫られて火を放ったというこのニュースも

全国に瞬時に広まりました。ミニブログとか、

ブログが契機となったのです。強制撤去を迫ら

れた女性が、自分の家を守るべく屋根の上に立

って、自分に火をつけた。火だるまになって地

面に落ちて、その写真を撮られたのです。この

記事や写真を送ったのはネチズン（netizen＝ネ

ット市民、ネットユーザー）だったということ

です。この女性の妹さんも、その後、マイクロ

ブログを自分で立ちあげまして、まさにみずか

らそのニュースを報道する、レポートを送るこ

とになりました。 

国家主導のメディアとしては影響力を増し

たいと思っていても、いろいろライバルがふえ

てきた。独立系の追いあげも厳しい。かつ市民

が生成するニュースコンテンツとも戦っていか

なければいけない状況になっております。 

 

ブログは10倍にリーチできる 

 

この人は、中国で有名な調査報道記者の、王

克勤さんです。自分でいろんな調査をやって、

ホームページを持っているのですけれども、120

万人がみているといわれています。 

こちらは、私の同僚の、銭剛さんですが、北

海道にも一緒に参りまして、そこで撮った写真

がもうすでにインターネットに載っているので

す。この方のブログは 170万人がみているとい

うことです。こういう数というのは、結局、そ

れをみた人が、自分の友達とか、さらに 10人に

みせるといったことをすると、リーチできる対

象は、10倍になるわけですから、1,700万人に
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なるわけです。 

これは昨年、中国の中央部で起こった女性労

働者によるストの場面です。みんなもう携帯電

話を持って、お互いに写真を撮っているといっ

た状況ですから、ここにいる人は、各人それぞ

れリポーター、記者になれるということです。

そしていろいろ報道できるわけですから、この

ような状態になると、どんなに政府のレベルで、

もしくはメディア組織の部分でこういったこと

が起こらないように抑圧しようと思っても、な

かなかもう抑え切れない状態になっている。こ

のようなサイトはいろいろできています。 

 

ノーベル賞の空の椅子に鶴がおめでと

う？ 

 

伝統的なメディアとか、マーケット志向のメ

ディアも、このごろは大胆にみずからの立場を

表明するようになっています。これは、「南方

都市報」（広東省）という、南方の都市の非常

に人気の高い新聞の表紙に載ったものです。劉

暁波さんがノーベル賞を受賞したのですが、当

局は受賞式に参加してはいけないといったので、

ノーベル賞の主催者は、空のいすを用意したこ

とがありました。で、偶然かもしれませんけれ

ども、表紙にちゃんと空のいすを並べてあるわ

けです。 

果たしてこれが偶然にこうなったのかどう

かというのはだれも知らないわけですけれども、

中国語で、鶴＝「ハー」というのは、賀＝「お

めでとう」ということなので、空の席に向かっ

て鶴が「おめでとう」といっているようにもみ

える、ということです。果たして、編集者がと

ても頭がよくて、巧みだったのか否かというこ

とは、判断が分かれるかもしれませんけれども、

多分そうだったのではないか。 

最後に、このマトリックスを用意してみまし

た。まず上から下へは「計画経済から市場経済

へ」、そして、左から右に、「コントロールさ

れている状況からより自由化された状態へ」と

いうことです。30年前は、中国のメディアは非

常にコントロールも厳しく、計画経済下に置か

れていました。 

その後、改革開放が行われまして、メディア

もより自由に市場経済化された状況に置かれる

ようになりました。ただ、トレンド的には、党

が牛耳っているメディアは、多分に市場の実勢

を味方につけて、自分の活動拡大の手段に使お

うとしています。でも、まだまだ体制的には国

家の締めつけ、コントロールのもとで行ってい

る国家資本主義ということで、パワーとマーケ

ットがある程度つるんでいる、もしくは癒着状

態にあるともいえるわけです。 

もう一つの動きは、よりマーケット志向型で

オープンにやっていくメディアです。これは、

非常に緩慢にしか進んでいない。しかし着々と

起こっている動きともいえます。 

3番目は、この Party Media で、100％コント

ロールはされない、そしてより自由な方向に向

かっていくので、いろいろな展開が考えられる

んですけれども、今後はこの 3つぐらいに分け

られるトレンドが伯仲して、相競い合っていく、

格闘していくことになるんだと思います。もち

ろん国家メディアでさえ、このごろは市場の実

勢を自分の味方につけて、影響力拡大に利用し

ているということです。 

それからまた、100％マーケット化、市場化

できないまでも、いまよりはずっとオープンで、

フリーな形でメディアが発達する。そしてこの

トレンドは、非常にスローだけれども、進んで

いく方向だと思うので、今後、中国のメディア

の将来は、こういったいろいろな力が相競い合

って出てきた結果になると思います。 

 

コントロール、チェンジ、カオスの中国メ

ディア 

 

結論として、3 つの言葉で締めくくりたいと

思います。 

1 つはコントロール。これは、コントロール

は今後も続くということであります。 

2 番目はチェンジ。たくさんの変革が起こっ

ています。国家主導のものもあるけれども、独
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立系とか、市民が生成させるニュースも出てい

る。 

3 番目に、それが乗じて、カオス状態、混沌

状態になっている。 

今後も慎重にメディアの展開を中国で見て

いきたいと思っております。 

以上です。ありがとうございました。（拍手） 

 

司会 陳先生、どうもありがとうございまし

た。包括的に、最新の情報も含めて、中国メデ

ィアの状況について教えていただきました。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 最初、司会から質問させていただきま

す。「埃及（エジプト）」でサーチをかけると、

ミニブログなどでは、結果が表示されないとい

うことですが、実際には、エジプトの話は中国

に伝わっているのでしょうか。その場合、どう

いった手段で伝わるのでしょう。エジプトでは、

フェイスブックなど最新のインターネットメデ

ィアが政府に対する反乱につながったといわれ

ていますが、エジプトや中東情勢が中国にどの

ような影響を与えるとお考えになりますか。 

 

政府の発言をうのみにする人と裏がある

と思う人と両方いる 

 

陳 エジプトのニュースにブロックをかけ

るとしても、これがどこまで徹底的に、包括的

に行われるのかは疑問が残ります。国家当局も

もちろん高度な技術を駆使していますが、エジ

プトのニュースは、あまりにも大きなニュース

になっているので、報道せざるを得ないといっ

たところではないでしょうか。つまり、画面自

体はブロックされていましても、ほかの技術が

いくらでもありますので――“高い防火壁を上

る”といいますが――いろいろ抜け道はあると

思います。 

私も、政府が出したエジプトについての報告

書を読みました。1つの記事によりますと、「エ

ジプトで起こっていることは民主主義にとって

よくない」と、当局の話として出ていました。

当局に有利なように内容を編集していると思う

のですが、それをうのみにして信じる人と、何

か裏があるに違いないと思って読む人と両方い

るということです。 

政府当局が「悪い」というと、「何かきっと

その背後にいいものがあるんだろう」と、みん

な思うということもあるわけで、だから一つの

報道をみても、読み方はいろいろ、まちまちで

すよということなのです。全面的にある情報に

全面的にブロックをかけることはもうできない

と思います。エジプトにおける展開においても、

これは中国政府だけの問題ではなくて、非民主

主義的な国家は、全部当局として多分懸念を持

たなければいけない状況になっていると思いま

す。あまりにも、展開が早かったからです。 

この中でメディアは必ず大切な役割を果た

すと思いますし、暴動を起こすとか革命を起こ

すとか、そういうルーツにもなり得るわけです。

インターネット、携帯電話、ショートメッセー

ジ、またアルジャジーラも現地からどんどん報

道してくるわけですから。 

 

質問 先ほど、ニューヨークタイムズが新華

社を引用した回数が 2006 年から急激にふえた

と説明されましたが、なぜ 2006年から突然起き

たのでしょうか。引用された中身はどういうも

のだったでしょうか。それから、中国がメディ

アに対して活発にやっているというのはよくわ

かりましたけれども、その効果はどれぐらいあ

ったでしょうか。 

 

陳 新華社が出しているニュースのコンテ

ンツの内容、どれがニューヨークタイムズに引

用されたのかということですが、グラフで示し

たように、ニューヨークタイムズとしては、中

国政府の直接の発言がとれないので、中国政府

のかわり、代理ということで公式ステートメン

トという形で新華社のニュースを使っているわ

けです。オリジナルなニュースを、新華社自身

が生成して、それを使ったのではありません。
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我々がＡＰとか、共同のニュースソースを使う

こととは全然違うということであります。 

ですから、新華社としてはみずからの認知度

を上げたいのなら、もっと努力して、自前でニ

ュースをとって、ニュースを生成して流すこと

を十分やらないとだめだということです。いま

はまだ政府の公式立場を伝えているだけです。

いまのところは新華社のニュースは、中国政府

に成りかわっての公式スポークスマンといった

形で、使っているということです。 

2006 年を契機にどうしてこんなに回数がふ

えたのか、その理由ですが、多分オリンピック

が迫っていたとか、中国としても拡大政策をと

っているからということで、かつ新華社自身も

いろんなイベントが盛りだくさんなので、活発

に動くということだったのだと思います。ただ、

これについてはまだ詳細な調査はしておりませ

ん。 

 

タイムズスクエアの広告の効果は？ 

 

さて、国家メディアがたくさんお金を使って

いろいろやっているけれども、効果、結果は上

がったでしょうか、という質問ですが、時期尚

早で、結果のほどは評価できていません。ただ、

明らかなのは、中国は国家として、さらにお金

をどんどんつぎ込んでいかないと学べないとい

うことだと思うんです。学習するためにはある

程度お金を払わなくてはいけないということだ

と思います。効果はそこそこ、少し上がってい

るかもしれませんけれども、まだまだ中国側と

して学ぶべきことがたくさんあるということな

のです。 

胡錦濤主席の訪米にちなんで、タイムズスク

エアで、中国についてのショートクリップがつ

くられて、広告としてフィルムをどんどん流し

たのです。1日、実に 300回、1カ月ぐらいずう

っと連続で放映したのですが、でも効果のほど

はどうだったでしょうか、非常にお金がかかっ

たんです。でも内容は、あんまり評判としては

よくなかったのです。そのショートクリップに

は中国人の 50名のセレブが出てきて、いろんな

ことをいったけれども、「全然あれは中国の本

当の姿を伝えていない」「いい広告にならなか

った」というのが大方の評価でした。というこ

とは、あんなに大金をかけたのに、お金を無駄

にしてしまったということで、まだまだ中国側

としては学ぶべきことがあるということだと思

います。 

 

香港は自由な情報をてこに中国の発展に

役立つ 

 

質問 ワールドメディアサミットで、ＢＢＣ

の人がどんな発言をしたのか、そして、会議は

全体としてどういう結論になったのでしょうか。 

それから、香港が返還されて十数年たちます。

これから、香港が中国になっていくのか、それ

とも中国が香港化していくのか。香港が中国に

対して非常に発信をして、リーダーシップをと

って融合するのか、その辺の見通しをどうお考

えになっているか。 

 

陳 サミットについては、私自身参加してい

たわけではありません。膨大な報告書が後でイ

ンターネットに掲載され、みることができます。

それをベースに申しあげています。 

世界のメディアの組織ですが、カンパニーに

とって、中国のマーケットは本当に大きなもの

です。中国マーケットが大きい、だから、メデ

ィアサミットに参加する意義は十分あったし、

かつ中国側に礼儀も尽くしたいからということ

だったと思います。中国側も非常に頑張って、

一生懸命、世界じゅうのニュースエージェンシ

ーのリーダーを集めたわけです。招待された側

も礼儀を尽くしたい、中国側に失礼になりたく

ない、感じよくナイスにしたいということで、

あのような会議になったと思います。 

実質的な結果はあまりなかったと思います

が、それでも国際的なメディアの世界で、中国

が大きな役割を果たしつつあることがシンボリ

ックにわかった。かつ中国も大いにそれを望ん

でいることがわかった会議ではなかったでしょ

うか。 
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香港と中国の関係についての質問ですが、お

っしゃったとおり、50年なんてすぐです。です

から、この合意に署名したとき、また 97年、返

還したときに 50 年がこんなにも早く来ると認

識している人はあまりいなかったんじゃないで

しょうか、実感として。 

香港は本当に小さなところで、700 万人ぐら

いの人口で、経済は多分に中国に依存していま

す。ますます中国経済への統合度を深めていま

す。ですから、当然中国は大きなインパクト、

影響力を香港に対して持っています。他方、そ

の裏腹として、香港として中国の発展に貢献で

きることは大きいと思っています。香港は、ち

ゃんと法の支配も行き届いておりますし、情報

の流れも自由である。これが香港の持っている

貴重な財産ですので、これを梃子（てこ）にし

て、中国の発展に役立てることは、たくさんで

きると思います。 

いろいろ主要な企業が、香港で上場していま

す。例えばレノボ、ＩＢＭの Think Pad を買収

した会社ですが、こっちも厳密には中国の会社

じゃなくて、香港の企業です。香港で会社登記

もしている。つまり、レノボにしてみれば、香

港の法律で保護を受けつつ、中国大陸で十分ビ

ジネスをやってたくさんお金をもうけていると

いうことになっている。ですから、非常に複雑

な関係がありまして、香港としてもいろんな形

で中国に貢献できるし、いろんな役割を果たせ

る。いままでもそうでしたし、今後も続くこと

を願っています。 

 

携帯端末のニュース課金は可能だが 

 

質問 日本やアメリカでいま模索されてい

るネット課金、つまりインターネットでニュー

スを売るというビジネスモデルが、今後、中国

で成立する見通しはあるんでしょうか。 

 

陳 現在、有料ニュースということで真剣に

討議はされております。ただ、中国にとって、

多分適切と思われるビジネスモデルというのは、

携帯端末を介しての情報提供だと思うんです。

つまり、ニュースを発信するについても、携帯

電話を介したほうがよりシンプルですし、ユー

ザーのほうからみると、電話料金の中に組み入

れてニュース料金を払うことには十分なれてい

る。電話会社から来る請求書にまとめて払うと

いったことは十分やっていけると思うのです。

インターネットからニュースをとった情報に対

して直接課金されてお金を払うことにはあまり

中国の人はなれていないと思います。 

日本でも、モデルがあるかもしれませんが、

アメリカの場合には、ニューヨークタイムズが

この課金モデルをやろうとしている。うまくい

くかわからないわけで、ちょっとみてみないと

わからないのですが、これはニューヨークタイ

ムズの大きな賭けだと思います。 

ウォールストリートジャーナルのほうは、バ

イアブルにちゃんとやっていけるモデルを持っ

ていますが、彼らの報道対象は、ニュース的に

特化しているわけですから、ちょっとニューヨ

ークタイムズとは違うと思います。 

中国ではやっぱり携帯を介しての情報が普

及するのではないかと思います。オンラインで

いろんなプロダクトに対してオーダーして課金

することはできるかもしれませんが、ニュース

本体を売り物にして、それに対して料金をいた

だくことは、多分、中国ではあまり成立しない

のではないかと思います。 

 

海外発信を二つの機関に競争させる 

 

質問 中国の海外発信ですが、ＣＣＴＶがも

ちろん中国語でやって、英語で 24時間やりまし

て、スペイン語とか、フランス語でもチャンネ

ルをつくった。多角的な展開をしていますが、

そこに新華社が入ったということは、監督官庁

が違うと思うのですが、中国としてどういうね

らいがあるのか。そういう競争が中国の海外発

信の上で、政策の矛盾なのか、それとも競争さ

せることで何かもっと浸透力を強めようとして

いるのか、どういうふうにお考えでしょうか。 

 

陳 とてもいい質問をいただいたと思いま
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す。というのは、おっしゃったように、一見矛

盾していると思うのです、やっぱり。何であえ

て 2つの国家エージェンシーが競争しなくちゃ

いけないのか、リソースの無駄ではないかとい

うことです。もしくは逆に、あまりにもリソー

スが潤沢にあるので、健全な競争を奨励し、あ

えて戦わせているのかということもあるのです

が。 

新華社はまだこの分野に入って非常に新し

い、まだ 1年弱ぐらいしかたっていません。Ｃ

ＣＴＶのほうは、急速に拡大している最中なの

で、私としても、少し時間をかけてモニタリン

グし、注意深く展開を見守っていきたいと思っ

ています。 

ＣＣＴＶの流している英語バージョンのコ

ンテンツは、かなり改善されています。新華社

のほうはまだ新しいだけに、まだまだ内容につ

いてきめが粗い。これはまだ新しいからです。

現時点ではＣＣＴＶが流しているコンテンツの

ほうが、経験が豊かなゆえにいい内容になって

いるのですが、ただ、総括するにはまだまだ時

期尚早ということだと思います。 

 

中国人の愛国心はほかの国の人々と変わ

らない 

 

質問 日本を含めてアジア各国は、中国の最

近の、この 1～2年の領土的野心といいますか、

拡張主義に対して警戒を深めています。中国の

世論といいますか、国民感情はどういうものな

のか。 

 

陳 まず、中国人は一般的には、やっぱり愛

国心が強い、ナショナリスティックな人たちと

いうことになるのですが、ただ、そうはいって

も、その程度というのは他国の人々と何ら変わ

ることがない、同じぐらいです。私、アメリカ

に長く住んでいたのですが、アメリカ人もとっ

ても愛国的です。野球の試合が始まる前に必ず

国歌を演奏するぐらい、非常に野球についても、

国歌についても誇りを持っているのです。 

中国でももちろん、人民の心の中にはナショ

ナリスティックな考えはあるわけですが、それ

は、政府の立場とはまた別です。市民は、政府

の立場についてとかく批判的にもなります。し

かし、こと領有権とか領土の話になると、どっ

ちかというと国民のほうが政府よりも熱くなっ

てしまって、強い姿勢を示す傾向にあります。

ですから、香港、台湾とか、島にまつわること

についても、中国の大陸の市民のほうが、当局

よりも強い意見を持っている形です。 

ですから、ちょっと矛盾があるようにみえる

かもしれませんけれども、中国政府の立場とし

ては、おそらくあまり行き過ぎないでほしいと、

そういった感情を持つのは結構だけれども、行

き過ぎてほしくない、と思っている。国民よ、

もう少し自省してほしいと思っているのではな

いでしょうか。 

日中間におきましては、もっとメディアが大

きな役割を果たして、国内、お互い何を報道し

合っているのか、情報交換するとか、それによ

って理解度を高めることが重要ではないでしょ

うか。この部分は、国家主導のメディアはかな

り大きな役割を果たせるのではないか、と思い

ます。 

 

司会 時間も過ぎておりますので、終わらせ

ていただきます。もう一度、陳先生に拍手をお

願いいたします。（拍手） 

 

（文責・編集部） 


