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特集 1　テレビ 60 年　地域と民放　その 3
高知放送
2015 年 12 月 15 日

山 岡　 　博*
聞き手　米 倉　 　律**

─今日はお忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございます。日本でテレビ放送が始まってから 60

年以上が経過し、各地域放送局はそれぞれの歴史的発展や蓄積をしてきました。高知放送と高知県との関わり

について、設立からの経緯やその後の歴史、地域放送番組、地域社会との関係性、経営に関連する諸課題など

について順に伺いたいと思います。最初に、高知県の放送業界の特徴、独自性についてお聞かせください。

山岡　高知県は東西長が約 190kmと長い県です。海岸線が長いだけでなく、山間エリアが多い
ですから、放送をやっていく上でも電波の中継局を数多く設置する必要があるということが最大の
エリア特性だと言えるでしょう。デジタル放送時代になって事情は少し変わりましたが、アナログ
時代には、親局を含めて 86 局ありました。
デジタル放送時代の今は 52 局になっています。しかも他局との共同です。高知県は民放 3局地
区ですが、この 3社で共同で設置しているのです。これは全国的にもあまり例のない形ですが、お
互いに経営的に負担が大きいということは分かっていましたし、後発の高知さんさんテレビ（フジ
テレビ系列）は平成新局として当時設立されたばかりでしたので、できるだけ経費の負担を少なく
したいというような事情もありましたから、3社社長の意見が一致し、さらに弊社が音頭を取る形
で話をまとめて進めていきました。
それから、これは後の話に関係してくると思いますが、高知県は人口減少、少子高齢化が全国的
にみてもかなり急速に進んでいます。高知県で人口の自然減が始まったのは平成 2年（1990 年）
で、これは全国平均よりも 15 年も早く、高齢化率は 31.1%（平成 25 年現在）で秋田県に次いで全
国で 2番目の高さです。こうした人口減少、過疎化、少子高齢化といった状況は、言うまでもなく
放送業界にとってもかなり大きな問題となっています。

ラジオ、テレビ放送のスタート
─では、開局の経緯のところからお聞かせください。

山岡　高知放送がラジオ局として誕生したのは 1953 年（昭和 28 年）です。サンフランシスコ講
和条約が締結され、日本が国際社会に復帰した年ですが、当時は朝鮮戦争特需後のデフレ不況下で
したから、スタートを切るのにあまり良い年ではなかったかもしれません。開局を主導したのは高

*やまおか　ひろし　高知放送　専務取締役
**よねくら　りつ　日本大学法学部新聞学科准教授
（注記
本誌では第 7号から「TV60 年　地域と民放」のシリーズ連載を行っている。本特集はその 3回目にあたる。特

集のねらい等は第 7号・ 8号を参照されたい。
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知新聞社の福田義郎（当時・専務取締役）という人でした。当時、高知新聞社内でも福田氏以外の
各取締役は全員がラジオ事業に対して反対だったようです。それは敗戦後の混乱からまだ立ち直っ
ておらず、経済的にも不況の中で本業がようやく安定しかけたばかりなのに、そういう中で新しい
事業に手を出すのは危険なのではないかという理由でした。
しかし、福田氏は、当時中央の新聞社の攻勢にさらされていた地方紙の事業を守るうえでも、ま
た地域社会の中で報道機関としての主導権を握っていくためにもラジオ局の設立が必要だと強く主
張し、開局へとこぎつけました。予備免許が下りたのが 1953 年 8 月 1 日、コールサインは JOZR、
本放送開始が 9月 1 日、全国で 20 番目のラジオ放送局としてスタートしました。この年は全国で
15 社、22 局の地方民放局が開局しています。四国では徳島の四国放送が前年の 1952 年（昭和 27
年）に開局しており、高知放送はそれに次ぐ 2局目でした。
─初期の局内の状況はどうだったんでしょうか。

山岡　当時のラジオ高知の組織は、総務、業務、編成、技術の 4局に加え、東京と大阪に支局を
置くという体制で、総務、業務の両局長には元高知新聞取締役編集局長の中平正明氏が、編成と技
術局長には同盟通信社記者だった矢部順太郎氏が就任しました。社員 51 人での船出でした。
もちろん、開局当初から順風満帆というわけにはいかなったようです。設備投資に多額の資金を
投じたうえに、番組制作にはお金がかかりますし、資金繰りは苦労の連続だったようです。当時の
経理担当者は「毎日毎日が手形をおとすのに四苦八苦した」と証言しています。給料も安く、飲み
屋も食堂もラジオ高知の従業員は「ツケ、お断り」だったという話です。
実際、当時の資料によれば、開局当初の 1週間で、一日平均 65 本、18 時間分の番組を制作し

て、スポンサーありがそのうち一日平均わずか 25 分でした。言い換えれば、一日 17 時間 35 分は
儲からない商売をしていたことになります。
そういう苦しい状況が 1950 年代半ばあたりまで続くわけですが、その後、日本経済全体が上向
きになり、いわゆる「神武景気」が到来すると、ラジオ高知も 1956 年（昭和 31 年）9月期の決算
で初めて配当を行うなど、次第に状況は改善されていきます。翌 1957 年には中村市にラジオ中村
放送局を建設するにあたって 1千万円の増資を行っています。この頃ようやく決算で利益を確保す
ることができるようになっていたわけです。そうした中で、テレビ開局に向けた準備も始まってい
きました。
─テレビの開局は 1959 年ですね。

山岡　総務省が高知地区のチャンネルプランを発表したのが 1957 年の 6月です。そこでは、割
り当て局が 2局、チャンネル番号は 4と 8、うち 1局は NHK、残る 1局は民放ということになっ
ていました。当初はラジオ高知に加えて、高知県交通を中心としたグループを母体とする高知テレ
ビが名乗りを上げていて、競合する形になっていました。高知テレビ側の主張は、「高知新聞社が
ラジオだけでなくテレビまで地域で独占的に展開することになれば、地域社会への影響力が大きく
なりすぎ、言論・報道の自由の観点からも望ましくない」というものでした。一方、ラジオ高知側
としては、自分たちは多大な犠牲を払ってラジオ事業を開拓したパイオニアであって、ラジオ事業
もようやく軌道に乗り始めたばかりで、ラジオよりも有望視されているテレビ事業が別法人に認可
されるということは、どうしても避けなければなりませんでした。
水面下でいろいろな運動が展開され、ようやく田中角栄郵政大臣（当時）の裁定によってラジオ
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高知に仮免許が与えられることになります。ただし、その時には幾つかの条件が付けられていまし
た。それは、①ラジオ高知は、高知テレビを中心として広く地元有力者を参加させること、②ラジ
オ高知は新規計画分の 8千万円のうち 3千万円をラジオ高知の株式、残りの 5千万円を高知テレビ
放送および地元有力者に割り当てること、③役員の構成は増資後の総資本に対する出資比率による
こと、④新聞社の出資が十分の一以上にならないこと、④新聞社の代表権を持つ役員がラジオ高知
の代表権を持つ役員を兼ねないこと、⑤一新聞社の役員数がラジオ高知の総数の 5分の 1を超えな
いこと、などです。こうしたことが仮免許交付の条件となっていたわけです。
1957 年 10 月に、全国の民放テレビ 34 社 30 局に予備免許が出され、高知県ではラジオ高知に免
許が下りることになりました。ラジオ高知へのテレビの予備免許交付は 1958 年（昭和 33 年）の 3
月、本放送の開始が翌 1959 年（昭和 34 年）の 4月 1日です。テレビ開局にあたっては、本社社屋
が増改築されて、4階に主調整室、テレシネ室、スタジオなどが作られ、屋上にパラボラアンテナ
が設置されたほか、五台山送信所にテレビアンテナが作られました。また、四国では初めてのテレ
ビ中継車「むろと」も導入されました。
─テレビ放送は、当初、どういう内容だったのでしょうか。

山岡　ニュース系列は日本テレビをキー局とする NNN系列でした。正午には「日本テレビ
ニュース」、午後 0 時 45 分「婦人ニュース」、午後 6 時 45 分「RKC ニュースフラッシュ」、6 時
55 分「国際ニュース」、午後 9時「きょうの出来事とスポーツニュース」、9時 45 分「高知新聞
ニュース」と 1日 6本のニュースを放送していました。当時の人気番組は、「月光仮面」「怪人二十
面相」「鉄腕アトム」「プロレス中継」などですね。
NHK高知放送局が開局した 1958 年当時、受像機登録数はわずか 32 台、ラジオ高知がテレビ放

送を始めた 1959 年 4 月の登録台数も 7000 台弱という状況でのスタートでしたが、高度成長の波に
も乗って、その後、テレビ放送は順調に成長していきました。テレビ時代になっていったわけで
す。そして 1962 年（昭和 37 年）1月、「株式会社ラジオ高知」は、「株式会社高知放送」と社名を
変更しました。
1961 年度の決算によると、ラジオは前期比で 3.7% 減少でしたが、テレビの売り上げは前期より

も 2,024 万円（17.7%）増加で、営業収入全体では 1億 9160 万円と 11%増となっていました。当時
は所得倍増政策の時代で、高知県でも多くの家庭にテレビが普及していきました。テレビを見たい
という要望が強く、1962 年には中村中継局、11 月には須崎中継局、1963 年には佐川中継局が相次
いで完成し、県内多くの地域でテレビ放送が見られるようになっていきました。

競争時代とネットワーク紛争
高知放送は開局時からネットワークは日本テレビ系列に参加しましたが、これは当時四国にはマ
イクロウェーブが民放用には 1系列しかなく、四国では先行して徳島でスタートしていた四国放送
と同じ系列（＝日本テレビ系列）にならざるを得ないという物理的な事情がありました。当時、日
本テレビのプロレス中継やプロ野球中継の人気が高かったこともありました。社内には「ラジオ・
テレビ兼営局は同じ経営形態のラジオ東京（のちのTBS 東京放送）の系列に」という声があった
のですが、それを押さえる形になったわけです。
ただし、当時の地方民放局は程度の差はあっても多くが混合ネットで、安定したネットワークと
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はいえない状況でした。その後、UHFチャンネルの割り当てを受けた大量のテレビ開局を受け、
1966 年（昭和 41 年）4月に、日本テレビを代表として、札幌テレビ、青森放送、仙台放送、秋田
放送、山形放送、福島テレビ、山梨放送、北日本放送、福井放送、名古屋放送、読売テレビ、日本
海テレビ、広島テレビ、山口放送、西日本放送、四国放送、南海放送、高知放送の計 19 社による
NNN協定日本ニュースネットワークが成立しました。
─ 1970 年代に入ると、他社との競争が始まるわけですね。

山岡　そうですね。1967 年に、それまでのVHFからUHFに移行し、民放が 1局しかない地域
にもUHF帯チャンネルを追加割り当てしようという動きが始まります。この年の 12 月には高知
地区にも割り当てがあり、9社が名乗りを上げました。調整の結果、1970 年 4 月にテレビ高知が開
局し、もともと市場の大きくない高知県で激しいシェア争いが始まりました。
それと同時に、ネットワーク関係でも問題が複雑になっていきます。高知放送は開局から 10 年
ほどのあいだは、ニュースはNNN系列、ニュース以外の番組は買い手市場で、TBS、CX、ANB
から視聴率のよい番組を編成することができていました。しかし、高知地区にも 2局目ができるこ
とになって状況は難しくなります。
1969 年（昭和 44 年）、高知放送はTBS の朝 7時のニュース導入を決めて、日本テレビに通告し

ます。当時のネット戦略として新しい局はフジテレビ系列として、高知放送はNTV、TBS、NET
の 3局の番組を網羅して対抗するという考え方だったのです。そのためにNNN協定でマストバイ
になっていなかった朝のニュースをTBS に乗り換えようとしたわけです。しかし、この件は日本
テレビとのあいだで大きな問題になり、さらに後発のUHF局テレビ高知が紆余曲折を経てTBS
系列に入ることになったため、最終的には高知放送はNNN系列へということで落着しました。
─地域向けのニュースや番組の制作はどのような形で始まったのでしょうか。

山岡　高知放送の企業理念は、「地域に根差し地域とともに歩む」というものです。これはラジ
オ高知時代からの理念で、ラジオ高知の「プログラムポリシー」は徹底的な「ローカリティの追
求」でした。送り手は、「土佐人」であることが求められ、開局当初から、NHKでもニュースは
1日 6回の放送だったのに対して、ラジオ高知は 1日 18 回のニュースを放送していました。
当時、ニュースの原稿は、共同通信社から送られてくる国内外のニュースを文字電送機で受け、
高知新聞社の記者が取材した県内外のニュースを生原稿、もしくはゲラ刷りからリライトして作成
するというようなやり方でした。当時は老舗のNHKに負けるなを合言葉にして、放送回数の多
さ、ニュース時間の長さなどで対抗したわけです。ラジオ高知としてローカルニュースを本格的に
自社で取材し、放送し始めたのはテレビ開局の 1959 年（昭和 34 年）からです。
草創期のニュース報道としてユニークな試みとしては、民放には珍しい報道委員室の設置

（1963 年）が挙げられます。これは 6人の報道委員によってローカルニュースの解説を行うという
もので、四国運輸の倒産や大雨災害、農民の決起集会といった大きなニュースを、夜のニュースを
中心に解説するコーナーが作られました。ニュースキャスターとコメンテーターという形式の原型
のようなものです。そして、1963 年（昭和 38 年）9月には、全編顔出しによる委員の解説やゲス
ト対談で構成する『RKCテレビスコープ』がスタートします。一般ニュースのほかにその日の焦
点のニュースを掘り下げようというのが狙いでした。この番組自体は長続きこそしませんでした
が、こうした試行錯誤の中で地域向けの報道番組のノウハウや下地が作られていったわけです。
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災害報道の歴史
─高知県は台風などの自然災害が多いですから、災害報道も当初からいろいろと取り組まれていたのではな

いでしょうか。

山岡　そうですね。高知は台風の災害が多く、幾度も大きな被害を経験してきました。戦前で有
名なのは室戸台風ですが、戦後で代表的なものとしては、1970 年（昭和 45 年）8月に幡多郡佐賀
町に上陸した台風 10 号があります。このとき室戸岬で最大瞬間風速 64.3 メートル、高知地方気象
台で 54.3 メートルという気象台開設以来最大の風速を記録、気圧低下と暴風で土佐湾一帯に高潮
が発生し、満潮と重なった不運もあって高知市内ではゼロメートル地帯を中心に軒下まで水没する
住宅が相次ぎ、市内の実に 80%が浸水するという大きな被害を受けました。被害は、県内で死者
13 人、負傷者 491 人、全半壊 1万 8759 世帯、床上浸水 1万 7110 世帯という未曽有の大災害でし
た。
このとき県内各地が停電となり、高知放送本社も停波、ラジオだけが残る形となって「RKC

ホームアワー」の生放送だけが情報を伝え続けました。番組は実に 21 時間にわたって災害情報を
伝え、のちに「災害時における新しい情報網のあり方を示唆するもの」として高い評価を受け、高
知県文化賞や内閣総理大臣賞（1971 年）を受賞しました。
また、1972 年 7 月には、香美郡土佐山田町繁藤で土砂崩れが発生、一瞬にして 60 人もの犠牲者
を出す惨事がありました。このときは 1次災害がまずあって、そこに出動していた消防団員、地元
の人達、国鉄職員、役場職員、高校生らが 2次災害に巻き込まれてしまいました。高知新聞社から
も記者一人が殉職しました。このとき、高知放送の大型中継車は土砂をぬって現地入りし、特別番
組、全国放送番組で生々しい映像を送り続けました。さらに、そのわずか 2か月後の 9月にも高知
市の比島山で土砂崩れが発生して 10 人が犠牲になったほか、各地で土石流などの被害が相次いで
発生しました。
このとき、開局 20 周年という節目だったこともあり、災害報道からさらに一歩進んで防災報道、
防災キャンペーンが本格化する転機になりました。
─本当に災害が多いのですね。他局、他機関との横の連携などは図られているのでしょうか。

山岡　はい。その後も、1975 年（台風 5号）、1976 年（台風 17 号）と、集中豪雨、河川の決壊
などで大きな被害がありました。75 年の 5号台風では、仁淀川沿いなど高知県中西部で山津波や
河川の決壊などが起き、77 人が犠牲になりました。また、翌 76 年の台風 17 号では、高知地方気
象台開設以来の豪雨を記録、高知市内の半数近い 4万 7千戸が浸水被害にあいました。高知放送で
は台風接近に備えて全社体制で臨んだわけですが、とくに高知市内の浸水が始まった日の夜には、
ゴールデンタイムにテレビも全面災害放送を行いました。
1970 年の台風 10 号災害でラジオではすでに経験済みでしたが、テレビでは初めてのことです。

浸水被害のピーク時には、高知市の坂本昭市長が高知放送のスタジオに飛び込んで、「自分の命は
自分で守ってほしい」と述べ非常事態宣言を行っています。浸水被害が夜間に集中すると人的被害
多く出ることが少なくありませんが、このときは停電がなく、テレビが情報提供と避難の呼びかけ
を続けたこともあって、犠牲者は最小限に止めることができました。
他社、他機関との連携などはこうした経緯の中から様々な形で進めてきました。現在までに、四
国の同系列 4社で「緊急事態発生時の放送継続のための相互援助に関する協定」を締結しているほ
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か、災害時に高知公園を放送のために使用できるようにする県とのあいだの協定、高知新聞等の関
連企業と合同での四国電力とのあいだの復電連絡体制についての申し合わせなど、いろいろな形の
体制をとっています。

地域情報番組の展開
─地域民放局はどの局でも、夕方の地域情報番組を主戦場としていますね。高知放送の場合、夕方の時間帯

の番組はどのように開発され、どのように展開してきたのでしょうか。

山岡　高知放送でも他局同様、夕方のローカルワイドニュース、地域情報番組が大きな意味を
持っています。現在は、『高知 eye』という番組を放送しています。この番組のルーツは、1979 年
（昭和 54 年）に始まった『テレビレポート RKC6 時です』（18 時～18 時半）という番組です。当
時は多くの地域、局でローカルワイドニュースを放送することがブームになりつつあった時期で
す。背景には、ニュース取材における技術革新がありました。つまり、それまでのフィルム時代か
ら、軽量で機動性に優れた小型のVTRカメラを活用する ENG（Electric News Gathering）時代
の到来です。高知放送では 1979 年（昭和 54 年）3月に、このENGシステムを採用しました。
そして、ちょうど同じ年、開局 25 周年を迎えた高知放送では、ライバル社のテレビ高知の『イ
ブニング高知』に対抗して夕方のローカルワイドニュースを放送しようという機運が高まっていま
した。ENGシステム導入のほか、この年には新しいニューススタジオの完成や、地域の情報員の
配置なども進んで、『テレビレポート RKC6 時です』が始まったわけです。番組では、地域の
ニュースを掘り下げて伝えるということのほかに、視聴者と局を結ぶやり方として「テレフォンア
ンケート」を行いました。これは、視聴者の意見や考えを番組に反映させようということで考えら
れたコーナーで、毎回多くの視聴者から回答が寄せられ、放送局と視聴者の関係性を強化する双方
向番組の草分け的な試みとして評価されました。
その後、1981 年には、ラジオ高知の開局以来使われてきた旧社屋が老朽化のため取り壊され、

テレビマスター関係、ラジオ副調整室関係などの機器類は全面更新されました。そうした結果、長
年の悲願だったクロマキーやカラースーパーなどの新しい映像表現が可能となりました。取材はす
べて ENGに切り替えられ、ニュースの速報性は増していきました。翌年からは 4分の 3 インチ
VTR編集機が増設され、ほとんどの番組の送出が 4分の 3インチ送出になりました。
こうした技術革新、設備投資を背景に、民放他局、NHKを巻き込んだ形での、夕方の時間帯の

ローカルニュース、情報番組の激しい競争が展開されるようになっていくわけです。
─その後、夕方の番組はどのように発展していったのですか。

山岡　1985 年 4 月、『テレビレポート RKC6 時です』は、『こうちToday』に衣替えします。そ
して、1987 年からは『プラス 1こうち』、1988 年から『こうちNOW』とタイトルが変わっていき
ます。
このようにタイトルがしばしば変わった背景には、夕方の時間帯では先行していたライバル局の
テレビ高知（KUTV、TBS 系列）の番組『イブニングKOCHI』との視聴率競争がありました。
『イブニングKOCHI』は 1970 年のテレビ高知開局から続く番組で、1970～80 年代を通じたほとん
どの時期において視聴率競争では高知放送は後塵を拝していました。従って、この頃の夕方のロー
カル情報番組では、『イブニングKOCHI』にどう勝つかということが大きな命題でした。
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『テレビレポートRKC6 時です』が始まった当時の「社内報」を見ると、その時の意気込みがい
ろいろと伝わってきます。特に、この時には、番組タイトルの決定にあたっては、社内公募を行っ
て 195 もの案が寄せられ、その中から決められたようです。そして、そのうえで、①キャスターの
交代、②ニュースフォーマットの変革、③取材上の新たな試み、④美術・技術・演出上の変革、⑤
土曜日もニュース枠増設、といったことが検討されました。そして、記者リポートを多用して、視
聴者に理解されやすいニュースの伝達に努めること、県民の関心の高い問題は時間を多くさいて深
く追及すること、それまでのニューススタイルにとらわれない方法で、時には大胆に切り口を変え
る、といったことが目指されました。
月曜～金曜は、デイリーニュース、企画もの、町や村の楽しい話題、生活情報、スポーツ、気象
情報などで構成し、土曜日は週末情報としてレジャーなど楽しい情報も取り入れていきました。ま
た、この『テレビレポートRKC6 時です』で大きく刷新されたのが、気象情報のコーナーでした。
当時普及が進みつつあったコンピューターグラフィック（CG）を使って、気象情報をどう楽しい
コーナーにするかの試行錯誤が行われました。県内主要地の最高最低気温、翌日の予想最高最低気
温の表示、週間天気予報や注意報、警報もCG化して見やすくしたほか、主婦層をターゲットに洗
濯指数を導入したのもこの時でした。
こうした成果でしょうか、1989 年を境に夕方の情報番組枠で高知放送が他局を圧倒するように

なっていきます。そして、1990 年代の『こうちNOW』は、時には週の平均視聴率が 20%を超え
るような看板番組に成長していきました。1992 年に行われたある県民意識調査では、「ローカル
ニュースに力を入れている放送局」として、高知放送はテレビ高知やNHKに大差をつけて高い評
価を獲得しており、県民のあいだでの評価も定着していったことが伺われます。
─現在は、この夕方の枠はどんな状況になっていますか。

山岡　この時間帯は、『こうち eye』（月～金、18 時 15 分～18 時 55 分）という番組を放送して
います。2014 年度の年間平均視聴率が 12.1%、2015 年上期平均 13.3% で、おかげさまで高知県内
1位の視聴率です。番組のコンセプトは、「愛・生活・地域密着・感動」というもので、毎日、地
域に密着したコーナー企画で特色を出しています。
代表的なものとしては、月～金で毎日やっている「めばえ～こうちの希望」という企画がありま
す。これは 1歳までの赤ちゃんとその家族を紹介する 3～4 分程度の企画ですが、コーナータイト
ルのタイトルバックで、県内各地の幼稚園児たちに「め・ば・え」と言ってもらう、ということを
やっていまして、こういうのも人気の理由だと思います。
─面白そうですね。少しでもそういう形で参加している感じがあると、視聴者も楽しみにするようになりま

すよね。

山岡　このほか、コーナー企画としては、県内の旬の食材をクイズを交えながら学んで味わうと
いう「こうちのQ食」（月曜）、モノの値段から高知の「今」を探るという「あの値それは値」（火
曜）、高知を元気にしようと活動する人達を紹介する「土佐人力」（木曜）などがあります。いずれ
もクイズ性や双方向性を取り入れて楽しく見てもらうという意図で作られている企画です。
また、金曜日は『こうち eye』のほかに、『こうち eye ＋（プラス）』という番組を 15 時 50 分～
16 時 50 分の枠で放送しています。これは 2014 年 4 月にスタートした番組で、高知の問題点を掘
り下げるスペシャル企画のほか、地域のグルメ、週末のレジャー・イベント情報などを伝える
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ニュース情報番組です。この週末の情報番組にもいろいろと歴史的な変遷があります。
もともと土曜日に、1987 年（昭和 62 年）から『週刊テレポートライフこうち』という番組を
やったあと、1991 年から 2009 年まで長く続いた番組として、毎週土曜の 17～18 時に放送してい
た『公園通りのウィークエンド』という番組がありました。
─土曜日にローカル情報番組をやるというのは珍しいことではないですか。

山岡　いいえ、当時は週休二日制ではなく土曜は半ドンという時代ですから、土曜日の昼から生
放送で情報番組を編成するというのは理に適っていたのです。
この『公園通りのウィークエンド』では、イベント情報、レジャー情報、グルメ情報などを中心
に放送し、かなり定着していました。特に人気のコーナーとして中継車で県内各地に出て行って、
現場に各ご家庭の晩御飯を持ってきてもらって紹介する「晩ご飯なーに」というコーナーがありま
した。それから、地域で人気の女性を探す「マドンナを探せ」というコーナーも人気でした。楽し
い企画、コーナーが多かったこの番組はすっかり定着して、スタートから 6年後の 1997 年（平成
9）年には民放連番組コンクールのテレビ娯楽部門で優秀賞をいただきました。結局、2009 年まで
続く長寿番組になりました。
─地域や地域の人々との関わりということでは他にはどういうことがありますか。

山岡　情報番組とは別に、ドキュメンタリー番組でも地域の話題やテーマを積極的に取り上げて
きました。特に、日本テレビ系列の「NNNドキュメント」の制作に参加する中で優れた作品が放
送されてきました。精力的に制作されていた 1980～90 年代あたりのもので代表的な番組をいくつ
か挙げると、『500 分の 1の縮図─老人集落土佐池川からの便り』（1983 年）、『母さんどこへ行った
の─愛童園日記』（1984 年）、『故郷への伝言─白滝鉱山閉山から 13 年』（1985 年）、『126 震洋隊─
元特攻兵の戦後処理』（1986 年）、『遠ざかる自立─さくら作業所からの報告』（1988 年）などがあ
ります。
このうち『遠ざかる自立』は福祉の切り捨ての問題を取り上げた番組で、国の補助を受けている
通所授産施設で働く障害者から、そこでの工賃を上回る費用（場所利用費）を徴収するという不条
理を問題にしました。高知放送初のギャラクシー賞月間賞のほか、NNNドキュメント年間最優秀
賞、民放連番組コンクール賞などを受賞しました。

放送以外での地域との結びつき
また、これは高知放送だけでなく多くの地域民放局が行っていることかと思いますが、イベント
などにも力を入れて、放送番組以外でも地域との結びつきの強化を図ってきました。
主催イベントの代表的なものとして「フェスティバル土佐、ふるさと祭り」があります。これは
1971 年に始まったイベントで、45 年の歴史があります。もともと高知市の中心部を流れる鏡川の
清流を守ろうという機運の高まりを受けて「鏡川まつり」として始まったものですが、この「鏡川
まつり」の会場内に設営された「ふるさとコーナー」が原点となって現在の「フェスティバル土
佐、ふるさと祭り」になりました。
このイベントの基本コンセプトは、①故郷の産物を媒体として、日ごろ絶たれた故郷の人々との
結びつきを強め、心を通わす広場にする、②「過疎の農民・漁民」の問題、「生産と消費・流通」
の問題について生産者と消費者がともに考える広場にしたい、③「消費者ニーズ」を把握し、一次
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産業品を商品として開発研究する広場としたい、というものです。毎年 10 月下旬の金曜～日曜の
3日間で開催していて、参加団体は県内 22 の市町村および 3団体、来場者数は約 10 万人と、一放
送局のイベントを超えて県内最大規模のイベントに成長しました。
イベントが始まった 1970 年代といえば、放送局は基本的には殿様商売みたいなもので、放送だ
けで十分に経営が成り立っていた時代です。無理にイベントにお金をかけたり、知恵を出し合った
りしなくても良かった、そういう時代にイベントを行ってスポンサー小間（売店）を出したりする
という販売促進のやり方には一部で反発もあったようなのですが、こういうやり方がある意味で功
を奏した形で今日の姿に繋がっているのだと思います。
─イベントとは異なりますが、高知放送は「高知放送NPO・高齢者支援基金」というものを作られていま

すね。これも地域との関係性の形成という文脈で理解してよろしいのでしょうか。

山岡　そうですね。先ほどもお話ししたように、高知県は少子高齢化・人口減少が進んでいま
す。そういう地域の課題にいろいろな形で向き合う取り組みもいろいろな形で展開しています。こ
のNPOもそうした取り組みのひとつです。
この高齢者支援基金は 1979 年、高知放送の開局 25 周年を記念して老人福祉基金として設立され
たものが母体になっています。目的は一人暮らしの高齢者、寝たきりの高齢者、高齢者に関連する
ボランティア組織を対象にした援助、助成事業、高齢者福祉のボランティアに功労があった個人や
団体に対する顕彰などです。2001 年 4 月に NPO化し、高齢者福祉に寄与するNPOやボランティ
ア組織の活動を支援し助成するという目的も今では加わっています。昨年度（平成 26 年度）は、
10 団体に総額 200 万円強を贈呈しました。
─放送局がこうした基金を作って助成活動を行うというのは珍しいようにも思います。

山岡　ただ、日本テレビ系列ではご存じのように「24 時間テレビ」をやっていますね。これは
巨大なチャリティイベントです。私たちの取り組みは、こうしたものをいわば高齢者向けに特化し
た形だと言えるでしょう。
高齢者を対象とした取り組みとしては、ほかにもラジオ番組を通じたキャンペーンですが、「ご
長寿応援団」というものもあります。これは、RKCラジオの『ぱわらじ』（15 時 15 分～16 時 25
分）という午後の番組の中のコーナーとして、2014 年 10 月から行っているキャンペーン型のミニ
番組のようなものです。県内の高齢化率が 30%を超えて、高齢者が充実した毎日を過ごすことが
社会全体の活性化に繋がる、お年寄りが生き生きと暮らせる社会は、誰もが楽しく暮らせる社会
だ、という考え方のもと、このコーナーは生涯現役で頑張っている高齢者の話を聞いたり、専門家
のアドバイスなどを通じてシニアライフを楽しく送るためのアイデアやパワーを届けようとしてい
ます。
また、「よどやドラッグ presents ごきげんキャラバン」というものもあります。これは、ラジオ

パーソナリティが県内の特別養護老人ホームやデイサービスセンター、介護老人保健施設、ケアハ
ウスなどを訪ね、高齢者と交流する模様を伝えるというものです。
─少子化というところでは何かあるでしょうか。

山岡　そうですね、少子化に関してもいくつかのキャンペーンを行っています。その一つが「子
育て応援団すこやか」です。これは、高知放送と協賛企業とで行っているもので、2005 年にス
タートしてすでに 11 回を数えるイベントになっています。子供達への遊び場の提供、子育て世代
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への情報提供を目的として毎年 7月下旬に 2日間にわたって行っていて、40 以上の参加団体、来
場者数は約 3万人となっています。
また、「社会貢献キャンペーン子育て応援団」も同種のキャンペーンです。子供がのびのびと成

長できる環境づくりを応援するというコンセプトで、協賛企業を募って、収益金の中から読み聞か
せボランティアサークルへ絵本を贈呈したり、月 1回、高知放送のアナウンサーによる「絵本読み
聞かせキャラバン」を県内の幼稚園、保育園で実施したりしていて、その模様をテレビ番組、ラジ
オ番組で紹介しています。こうしたキャンペーンも少子高齢化という地域の問題に向き合って、地
域の人達と共に考えていこうという取り組みだと言えます。

地域放送局として今後求められる役割・使命とは
─少子高齢化、人口減少という地域の課題は、放送局としての経営課題にもなっていると思います。他方

で、ますます多様化、複雑化する地域の諸問題を取り上げ、伝えていくという地域ジャーナリズムの担い手と

しての役割・使命をどのように果たし続けるかという課題もあります。そうした経営上の課題、ジャーナリズ

ム上の課題についての現状と今後の見通しについてはいかがでしょうか。

山岡　経営的には確かに環境が非常に厳しくなってきているのは事実です。少しさかのぼると、
地上デジタル放送のスタートに伴うデジタル化投資が大きな重荷になりました。2006 年から 5年
連続で赤字決算が続き、2012 年から 5か年の「中期経営計画 2012」を策定、支出面で聖域なき見
直しと業務の徹底的な効率化をはかり、何とかして安定的な経営基盤を確立しようとしてきまし
た。
幸い、日本テレビ系列の好調にも助けられ、視聴率は 3年連続の年間・年度 3冠王と好調で、テ
レビでは増収が続いています。しかしラジオ収入は減少傾向が続き、10 年連続の減収となってい
て、どのようにテコ入れをするのかが大きな課題となっています。
─経営の問題というのは、やはりなかなかこれといった切り札がない状態なのでしょうか。

山岡　そうですね。どうしても現状では、高知放送の場合、東京中心の売り上げにならざるを得
ない部分がありますね。地元には地場産業らしい地場産業は観光産業以外にあまりありません。大
企業もありません。もちろん東京中心から地元中心、地域中心という形にシフトしたいのは山々で
すが、そういう足場が次第に弱ってきている。製造業で世界的なシェアを持つ企業がいくつかあり
ますが、ところがそうした企業というのは、コンデンサーを作ったり、銃を作っているとか、「知
る人ぞ知る」というような企業だったり、いわゆるBtoB 型の企業だったりして、テレビCMをあ
まり必要としない企業ばかりなんですね（笑）
こうした経営上の課題は、言うまでもなく放送活動、ジャーナリズム活動にとって足かせとなる
恐れがあります。ただ、高知放送では特に報道部門については、できるだけその体制を維持する形
でやってきています。例えば、記者の配置ですが、現場、デスクを含めて 13 人ですが、この人数
は昔と比べて少しは減っていますが、あまり変わっていません。高知放送の社員数ということでい
うと、いまは最盛期の半分くらいに減っているわけですが、やはり現場の記者とか制作の部分とい
うのは簡単に減らすことはできませんから。
採用のほうも、不況のあおりを受けて 2年に 1回くらいしか採用を行わないという時期が続いて
きたのですが、ここ数年ようやく毎年 1～2 名ではありますが定期採用ができるようになっていま
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す。そうしないと長い目で見た場合には社員の年齢構成が歪になりますし、将来の担い手を着実に
育てていく必要もあります。
経営環境が今後ますます厳しくなることが予想されるわけですが、そうした中で、私たちは社是
である「地域に根差し地域とともに歩む」という原点が最も大切だと考えています。地域の人達に
有用な情報を早く、きめ細かく、正確に送り届けるということ、それから地域にある観光資源、物
産、組織、人物などの魅力を県外、海外に発信していくということ、そういうことを地道に続ける
ことで地域の人達からの信頼を勝ち取り、地域社会に貢献する存在であり続ける以外にないのでは
ないでしょうか。
─本日は、長時間にわたってありがとうございました。





特集 1　テレビ 60 年　地域と民放　その 3
長崎放送

TV60 年　地方局の歩み
藤　井　　　潤*
藤　原　正　義**
仁　田　豊　文***
杉　野　隆　行****

聞き手　小 林　義 寛*****

─今日は、お忙しいところどうもありがとうございます。日本大学法学部新聞学研究所のプロジェクトとし

まして、「TV60 年」ということを前提にして、2年前から地方局に焦点をあてたプロジェクトを展開してきま

した。それは、中央キー局等を中心にはいくつもの研究や本などが出されていますけども、TVを支えてきた

地方局について、ほとんど焦点が当てられてないということを所員みんなで考えました。地方局の 60 年ない

しは半世紀以上にわたる歩みを皆さんから今のうちに聞いておかないと、どんどん失われてしまうだろうとい

うこともありましたので、そこに焦点をあてたプロジェクトです。

今年は主に西日本を中心にということで何社かのTV局、放送局にお願いをしまして、今回、長崎放送様に

お引受いただいたので、大変ありがたく思っております。

まずは、そこで若干、TV放送開始で長崎放送がTVを始める前後ぐらいのところからの歩みを簡単にお話

いただければと思います。その後、地域社会との関わり合いなどでトピックになるようなところを含めなが

ら、いろいろとお話いただけるとありがたいかと思っております。よろしくお願いいたします。

長崎放送の始まり──原爆と平和、長崎放送の気風
杉野室長　では、当社の歴史について説明いたします。当社は長崎で最初の民間放送として設立

されました。1950 年 10 月に長崎商工会議所会頭を代表に発起人委員会が開かれ、株式会社長崎平
和放送協会が設立されています。当時、民放を設立する際には新聞社が中心となるのが主流でした
が、長崎では、全国的にもきわめて稀だと思われますが、経済界が中心となっています。これは個
人的な意見ですが、当社は新聞社が母体として設立されなかったことから、新聞報道に倣うのでは
なく、新しいメディアであるラジオやテレビのあるべき姿を追い求めるという社風が生まれたと
思っています。
その後 1952 年 9 月 12 日に、当社の前身となる長崎平和放送株式会社が創立しました。長崎では
1945 年 8 月に原爆被害を受けましたが、社名に「平和」とあるように社として原爆や平和報道に

*ふじい　じゅん　長崎放送株式会社　常務取締役
**ふじわら　まさよし　長崎放送株式会社　取締役　ラジオ局長兼佐賀局長委嘱
***にた　とよふみ　株式会社NBCソシア　取締役副社長　ラジオ本部長委嘱
****すぎの　たかゆき　長崎放送株式会社　役員室長
*****こばやし　よしひろ　日本大学法学部新聞学科　教授
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関わっていく強い姿勢が伺えるかと思います。その年の 12 月に長崎平和放送株式会社から株式会
社ラジオ長崎に社名を変更、翌 1953 年 3 月にラジオ放送を開始しました。ちなにこれは全国で 19
番目、九州では福岡のRKB毎日放送さんに次いで 2番目となります。
開局したその年には、長崎市が行った第 2回長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を中継するととも
に、原爆に関するラジオ番組「ひらめきの またたくひまに」を制作し、芸術祭に出品していま
す。原爆報道に取り組む強い決意の表れであると思います。尚、開局直後に自社制作番組を芸術祭
に出品するのは極めて稀だったことから、その意欲は大変な評価を受けたと聞いています。また、
長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典は現在も行われていますが、当社では現在まで毎年テレビ・ラジ
オで中継を続けています。また、当社では開局直後から現在に至るまで、原爆に関する番組を数多
く制作し、芸術祭でも優秀賞などをいただいて参りましたが、特に 1975 年には原爆をテーマにし
たテレビ番組「もう碑は建たない」が社の念願であるテレビドキュメンタリー部門の大賞を受賞し
ています。そのほか受賞に関して申し上げますと、日本民間放送連盟が主催する日本民間放送連盟
賞では、これまで 7作品が全国の最優秀賞を受賞しており、最近では昨年、テレビエンターテイン
メント番組部門で地元の祭りを描いた番組「人間神様」が最優秀賞をいただきました。
率直に申し上げて、当社規模の放送局でこれだけの受賞歴がある局はあまりないものと自負をし
ています。そして、受賞した多くの作品が原爆や戦争をテーマにしたものです。会社創立以来「原
爆報道は社の使命である」という意識が社員に深く刻まれている証でもあると思います。その一例
として、1968 年には被爆者の被爆体験を取材して語り継ぐラジオ番組「被爆は語る」の放送を始
めました。番組はその後、タイトルを「長崎は証言する」に変えましたが、放送は現在も続いてい
ます。2004 年には番組放送通算 36 年、放送回数 2,570 回、取材した被爆者 1,000 人を超えたこと
から、「被爆者の証言を掘り起し続け、息長く語り継ごうという姿勢に敬意を表する」としてギャ
ラクシー賞をいただきました。ちなみに今年は被爆 70 年にあたりますが、節目の年でもあること
から、さまざまな取り組みを行いましたので、その一端をご紹介します。JNNの全国ネット番組
「ニュース 23」「報道特集」では、いずれも 20 分程度の長崎原爆に関する企画を制作し全国に放送
しました。また、「サンデーモーニング」では放送時間を 3 時間 30 分に拡大して、TBS さんや
RKBさんのご協力のもと、長崎から全編を全国に向け放送しています。一方、ラジオでは「平和
の日ラジオ」「プロジェクト 70」といった企画に取り組んでいます。「プロジェクト 70」とは、地
元の大学生とジャーナリストの高瀬毅さんが共同で企画を立ち上げて、特別番組をつくるプロジェ
クトです。さらに被爆 70 年に関する取り組みは放送だけではなく事業活動も行っており、8月 7
日にはピアニスト辻井伸行さんのコンサートを、原爆被害の大きかった地区にある浦上天主堂で、
市民約 1,000 人を無料で招待して開催いたしました。
当社の歴史に話を戻します。先程、株式会社ラジオ長崎が長崎市内を主な放送エリアとして放送
を始めたことまで説明させていただきましたが、その後、佐世保地区でも民間放送が必要という社
会的な機運が高まり、1953 年に佐世保地区を主な放送エリアとする「株式会社ラジオ佐世保」が
設立され、翌 1954 年 4 月にラジオ放送を始めました。この「株式会社ラジオ佐世保」と「株式会
社ラジオ長崎」が同年 10 月に合併して、現在の「長崎放送株式会社」が創立いたしました。その
後、1958 年にはお隣の佐賀県でもラジオ佐賀として放送を始めています。
一方、テレビについては 1959 年 1 月 1 日に長崎では初めての民間放送として放送を始め、1966
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年 12 月 21 日カラー放送開始、2006 年 12 月 1 日デジタルテレビ放送開始、2011 年 7 月 24 日にデ
ジタルテレビ放送に完全移行しました。
当社の主な歴史は以上でございます。その間のさまざまな取り組みにつきましては、このあと各
担当から説明させていただきます。
─ありがとうございます。

デジタル化への困難な道のり
─非常に複雑ですよね。佐世保とか、それから島もありますしね。先日、デジタル化開設のエリアが難しい

のでというお話をうかがいました。その複雑な様相も含めて、デジタル化についてお話をお伺いできればと思

います。

藤原取締役　NBCの「60 年史」に、デジタル化の検討段階から、デジタル開局そしてアナログ
停波までまとめているので、参考にして頂ければ大きな流れはご理解頂けると思います。長崎は山
岳や島嶼が多く、NBCではアナログ送信所を 112 局運用してきました。しかも、民放 4局ありま
すから、チャンネルはかなり逼迫しておりました。また、有明海沿岸では、長崎県、佐賀県、福岡
県、熊本県の 4県のお互いの電波が錯綜しておりました。このような電波錯綜地帯では、アナログ
放送を実施しながらデジタル用のチャンネルを見つけ出すことが困難で、全国的に有明海沿岸地区
と岡山・高松地区における電波確保が課題とされました。
1998 年に、総務省がデジタルチャンネル案を発表しました。デジタル電波を出すためにアナロ

グチャンネルの変更も盛り込まれていましたが、その中に、長崎・アナログ諫早局という長崎県内
で 3番目にカバー世帯数が大きい中継局の移行先がありませんでした。長崎地区としてはアナログ
諫早の移行先がないデジタルチャンネル案を受け入れ難く、いくつかの代案が出ては消えるという
混沌とした状況が 1年ほど続きます。その間に、民放連もデジタル不可避の判断を示す中、デジタ
ルチャンネル確保に向けて官民一体となった検討組織が立ち上がり、2000 年 1 月に NHKが出し
た「チャンネルプラン及び諫早対策案」によって検討が加速していきました。
2004 年 4 月にデジタルチャンネル確保のためアナログチャンネルの変更を行う「アナログ周波
数変更対策事業」がスタートするまでの 4年間は、ひたすら机上検討を繰り返していました。初め
は、デジタルの親局のチャンネル確保するための作業を行い、次にデジタル重要局のチャンネル確
保するための作業、そしてデジタル中継局全局のチャンネル確保するための作業と、同じような作
業を何回もやりました。全国の放送事業者が取り組んだ訳ですが、長崎の作業量はその中でもトッ
プクラスだったと思います。デジタルチャンネルを確保するためのアナログチャンネルの移動局数
が多いこと、アナログチャンネルを確保するために更にアナログチャンネルを変更しなければなら
ない等、正確さを担保しながら複雑な作業を繰り返しました。デジタル化するため、いろんな観点
での組織が立ち上がり、組織毎に作業依頼が舞い込みました。長崎では、事務所を借りて、民放・
NHKの担当者が昼間の業務を終えた後に参集し、作業方針を確認した後、実作業に入っていまし
た。作業依頼に単に答えるだけでなく、後の作業依頼にも対応出来るような仕組みを構築しまし
た。
ほぼ作業が固まった時期に、今度は外国から電波が飛んできて、デジタル波が影響をうけること
が判明しました。この影響を避けるためのチャンネル検討を、福岡に集まって 1週間ぐらいで集中
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的に行いました。長崎、佐賀、福岡、大分、熊本の担当者のみならず、東京からもそして総務省か
らも人が集まりました。一からのやり直しではあったんですが、その頃になると、送信所のチャン
ネル関係や影響の大きさが担当者に身についておりますから、打てば響くような検討が出来まし
た。このような経緯を経て、全国のデジタルチャンネルの骨格が出来ました。
アナログ周波数変更対策規模は、長崎県内の 30 万世帯に及びました。長崎県内の総世帯数が 55
～56 万世帯ですから、家庭のチャンネルを変更するだけという軽微なものから、アンテナを移設
する等の工事を伴うものまで対策方法はいろいろありましたが、2世帯に 1世帯は対策を実施した
ことになります。その内の 1万世帯ほどはケーブルに加入して頂きました。これらの作業によっ
て、いよいよデジタル電波を出す環境が整ったわけです。
しかし、それからも大変でした。デジタル局を計画に沿って置局していく作業も、国立公園敷地
内に送信所があるなどで事前作業も大変でしたし、建設局数も相当数ありましたのでNHK含めた
放送事業者で幹事者を決めて対応しました。そして「新たな難視」という懸念していた事態が表面
化します。デジタルだとテレビが映るか映らないかどちらかです。一方、アナログでは、多少画質
が悪くてもテレビが映ってしまします。山影などでアナログを画質が良くない状態で観ていた世帯
で、デジタルが受信できないという地域が広範囲に発生しました。国をあげての対策でしたけれど
も、アンテナを取り替えたり、共同受信設備を建設したり、ケーブルに加入して頂いたりしまし
た。また、ケーブル事業者には難視地区まで幹線延長や、月々の契約料は個人負担になりますの
で、割安の料金プランを提供するようにお願いしました。どうしてもアナログ終了までに対策が間
に合わない世帯では、一時的に衛星を活用しました。
現在も課題として残っているのが、外国波による混信対策です。長崎県は隣国に近いものですか
ら隣国の電波が飛んできます。常に混信を受けている訳では無いのですが、対策手法を含め検討中
です。
─そうすると、これは 4Ｋとか 8Ｋになった時に、またとんでもないことに……

藤原取締役　現在のデジタルは 2Ｋですが、例えば放送事業者は 4Ｋの電波を発射し、4Ｋ受信
機では当然 4Ｋの映像が受信でき、かつ 2Ｋ受信機でも受信可能となるような、技術的なブレーク
スルーが必要だと思います。4Ｋ用に別途地上波チャンネルを確保することは、放送用の帯域もア
ナログ時代の 62ch から 40ch に減少していることもあり、アナログ電波を出しつつデジタル電波
を出した地上波放送のデジタル化の時と比べても、困難ではないかと思っています。
─ありがとうございます。

放送という新しい文化──新聞が母体でない長崎放送の挑戦
─番組づくり等を含めて 50～60 年の間、これは先程もちょっとお話が出た、原爆についてはぼくらもそう

常に思っていますし、私、子どもの頃は、必ず、午前中、全部番組なくなっちゃいますね、東京でも。広島、

長崎、それから 15 日とで。ぼくはズーッと都心なので、田舎に帰るということもなかったので、そうすると

周りに誰も友達がいなくなると、TVしか友達がいない。そうするとTVが朝からズーッと、平和の祈りのあ

れに全部変わっていたので、ずっと記憶には残っています。

近年、東京では放送時間というか、中継時間が極端に限られた時間しかやらなくなっているなというふうに

感じます。そうなるとやはり、爆心地でもあるということでは大きな問題だと考えます。短くなってしまった
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がよいのだろうか、と。そこで、この 50 年、60 年の中で、長崎放送として、特にいろいろと係わってきた原

爆、それから雲仙普賢岳もそうですし、あと様々な集中豪雨等々とあると思いますが、そのへんあたりのこと

を、地域社会という独特の問題と合わせてお話をおうかがいできればと思います。

仁田本部長　先程、杉野も申し上げましたが、当社は新聞資本を中心に創立されなかったことか
ら、新聞記者が作る放送ではなく、放送という新しい文化を作ろうとし、作ってきたのだと思いま
す。
今年で創立 63 年になりますが、初期はNBC放送劇団なども立ち上げてラジオドラマなどを制
作しています。脚本も現在のように放送作家がいるわけではありませんから、自分達で脚本を書い
て、劇団も作って番組を制作しています。そうした中でも一番多い番組テーマはやはり原爆です。
長崎放送といえば原爆放送局といわれるぐらい原爆に拘り、番組制作してきた歴史があります。
ところで、長崎県で 2番目に大きな都市は、基地の町佐世保市ですが、当社が体験した最も大き
な全国放送は、昭和 43 年のアメリカ海軍の原子力空母エンタープライズの佐世保寄港です。国内
のニュース番組で初めてニュースワイドにしたのがTBS の「ニュースコープ」で、田英夫さんが
キャスターをされていました。当時、他系列ではそれほどニュース番組を放送していない時代に、
その「ニュースコープ」が 1週間ほど、当社の佐世保局をキー局にして全国に発信しました。時代
はベトナム戦争の最中、70 年安保の前夜でしたので、市街地で警官隊と機動隊が衝突するなど大
変な騒ぎとなりましたが、その一連の模様を全国に伝えています。東日本大震災でもTBS が被災
地の放送局をキー局にすることはありませんでしたので、エンタープライズの佐世保寄港を巡る一
連の放送活動は長崎放送にとって大変大きな経験になりました。また 1週間も現地から放送したの
は、おそらくTBSの歴史の中でも初めてのことではないかと思います。
その後、全国的に注目されたのは 1982 年の長崎大水害で、一晩の雨で 299 人の方が亡くなる大
災害でした。現在でも時間雨量の 189 ミリは国内最大です。この災害では、当社のNBCラジオが
午後 8時過ぎから全ての番組、CMを打ち切り、安否情報に切り替えました。ラジオで「○○にお
住いの○○さんは、今、長崎県警に避難されていらっしゃいます。ご家族の皆さん、ご安心くださ
い」「○○さん、ご家族が心配していらっしゃいます。ご連絡ください」など個人の安否に関する
情報を放送しています。これは当時のラジオ局長の大英断だったと思います。その夜、長崎市内は
停電しておりラジオだけが頼りでした。自分の家族が帰ってこず心配していた方はたくさんいらっ
しゃいました。そのため災害後には、「ラジオから安心をもらった」「ラジオが神様に思えた」と
いった反響を数多く頂戴するとともに、いろいろな場で評価していただきました。後の東日本大震
災でも、安否情報を放送していますが、その第 1号が当社です。災害後、ニッポン放送や文化放送
が当社にどのような放送をしたのか視察に来られました。東海沖地震を想定した場合、首都圏で同
じような放送ができるのかを含め研究をするのが目的だったと聞いています。他にも、さまざまな
メディアで取り上げられました。そして同じような取り組みが東日本大震災の際にいろいろなラジ
オ局で実行されました。当社の長崎大水害での経験が生かされていると思うと、私どもにとっても
先輩達の仕事は県民の付託に応える、誇れるものだと思っています。
もちろん、その時々の事件・事故や、長崎で必要とされる情報、出来事をニュースとして日常的
に放送し、全国にも伝えてきました。そうした中でも、常に原爆については報道に力を入れ、番組
も制作していくという意識は制作現場に強くあります。また経営陣にも、「原爆に関する放送活動
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を行うことこそが、被爆地長崎にある放送局の使命である」といった考えは常にありました。これ
は社の信念として創立以来ずっと受け継がれています。特に私どもはラジオ時代にいろんな試みを
して自己研さんをしてきたことが、後のテレビ時代の基礎体力となり、その後に大きく育っている
と思っています。
次に 1991 年の雲仙・普賢岳災害についてお話しさせていただきます。この災害では 43 人が犠牲
となり、中にはマスコミ各社の取材陣も含まれていました。しかし、テレビの系列で犠牲者が出な
かったのは、私たち JNNだけでした。当時、被災地では大変な取材合戦になりました。私は現地
デスクを担当していましたが、いわゆる「いけいけ」といった感じでした。TBS をはじめとした
系列各局の取材スタッフも現地入りしており最大 120 人ぐらいの取材スタッフがいました。その人
達をどう使い、何をどう取材するのか、その指揮権は地の利に明るい地元局である当社が執りまし
た。RKBや TBS と一緒に JNN取材団を構成していましたが、指揮権はTBSには譲らず、絶対に
当社が執ると決意していました。その点が他系列とは違いました。だから犠牲者が出なかったとは
申し上げませんが、日々TBSの社会部長と議論して、「いけいけ」になりがちな取材を「その必要
はない」というようなやり取りはしていました。雲仙・普賢岳災害はその後、5年も続く長期災害
となりましたが、その間 JNNでは被災地に島原通信部をおいて、日々ニュースを発信し続けまし
た。一方で、一過性のニュースだけで終わらせるべきではないと考え特別番組を制作していまし
た。3年連続で 3作品を制作しています。日々のニュースを担当するスタッフだけでなく、特別番
組のスタッフも投入して番組を作り上げていくスタイルで続けてきました。特別番組をつくるには
人も物も金も必要です。しかしそれを行ってこそ地域に根ざした放送局である考えていました。今
も当社では「ふるさと貢献」「地域と共に」と標榜しており、地域に密着するという覚悟は常に
持っています。それは社長が交代しても、社員に向けて所信を表明する際には、必ず「地域に密着
し、貢献する」と発言されており、こうした決意は連綿と受け継がれています。
─いわゆるインターネットとかというのは、そういう点ではどのように考えますか。

仁田本部長　インターネットは個人でも世界に向けて情報を発信できますが、いざという時に、
被災地で本当に頼りになるのはラジオだと思います。非常時、通信系のメディアは輻輳してパンク
していますし、充電もできない。また、東日本大震災の際に明らかになった事ですが、何よりデマ
や誤りが多い。いろいろな情報が集まり過ぎて精査できていません。だからこそラジオは情報を正
確に伝える責任を負わないといけないと考えています。しかし、AMラジオは電波の特性から都市
騒音や混信に弱いので、こうした弱点を補うことができる FM補完中継局、通称ワイド FMを始
めています。ワイド FMはAMラジオの番組を FM波でも放送するもので当社は 2015 年 10 月に
放送を始めました。九州では 2番目です。ワイド FMは政府が進めている国土強靱化計画に沿っ
たものですが、同時にいざという災害時に、きちんと県民の期待に応え得る放送ができる体制を整
え、スタッフの訓練も重ねていくことが必要だと考えています。
国民の生命・財産を守るメディアはラジオが最も適していると思います。停電しても困りません
から。災害時の暗闇の中で世の中で何が起きているのか、ここにいて大丈夫なのか、ネットメディ
アには対応しづらいことにもきちんとアプローチできます。細かい情報を正確に伝えることで安心
感を与えられるのがラジオです。テレビは、今起こっていることを全国に向けて「長崎ではこんな
ことが起きていますよ」と発信しますが、ラジオは地域のライフライン情報も含めて、地域に向け
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て情報を発信できます。私はラジオは安心情報メディアだと思っています。今、起きていることを
伝え続ける一方で、地域に伝えるべき情報は段階的に変わってくる。どこに避難した方がいいの
か、いつ給水車が来るのか、そうした被災者向けの放送がラジオではできます。テレビとラジオの
役割は両輪として存在しているのだと思います。
私どもは放送事業者なので、本来であればどんな番組を放送するのかだけを考えていればいいの
ですが、我々は行政に対して防災無線端末でラジオも聞けるようにしたほうがいいといった働きか
けもしています。テレビの場合はアナログテレビからデジタルテレビに買い替えてくれましたが、
ラジオはAMラジオの番組が FMでも聴けるようになりますと PRしても、なかなか買い替えて
もらえません。ですから「 1家に 1台、いざという時のためにラジオを身近に持っておきましょ
う」といったキャンペーンも常に行っています。
私は長崎大水害も経験しましたが、やはりあの時、私たちの先輩方が行った災害放送が、今、わ
れわれにできるか常に問われているという意識はあります。こうした意識は局として連綿と引き継
がれてきたDNAだと思います、いざという時に通常番組を打ち切って災害放送に突入し、県民の
ためにきちんと情報を伝える。そうした経験値も息づいていると思います。
─それは研修やるとかで養成されているのですか。

仁田本部長　長崎大水害は 7月 23 日に発生したので、毎年 7月に局内で勉強会を開き、当時の
番組を制作スタッフに必ず聞かせています。当時、通常の番組を放送している時に、雨がひどく
なってきたので「番組の途中ですが」と割り込んで情報を伝えていましたが、やがて通常番組を打
ち切って災害放送に変更する。そして災害情報をどんどん伝える。さらに時間が進むと「○○には
○○さんたちが避難していらっしゃいます」といったように個人名を挙げて安否情報を伝えていま
す。その放送の模様を毎年聞かせています。CMは契約事ですからきちんと履行しなければなりま
せんが、非常時や緊急時であれば CMを飛ばすこともあり得ると思います。後でスポンサーには
お詫びに行かなければなりませんが、それでも、その時々に県民の付託に応えためには今、どんな
放送をすべきなのかが常に問われていると思います。
─スポンサーのほうは了解取れれば大丈夫なんですか。

仁田本部長　スポンサーには事前に了解をいただくのではなく、事後に営業の担当がご報告とお
詫びに行くことになります。
─新聞が資本の基盤になってというよりも、地元経済界でつくった部分があるから、ある程度、お許しいた

だけるかというのは……

藤井常務　それはありません。スポンサーの多くは東京・大阪の会社ですから。
─東京営業所で、スポンサーとの……

藤井常務　長崎大水害時に営業がどのような対応をしたのかは詳しくは知りませんが、未曽有の
大水害でしたので、スポンサーからあまり厳しいことは言われなかったと思います。
杉野室長　当社の 50 年史に当時の営業担当取締役が残した記録があります。今、常務が申した

ように、事後にスポンサーへお詫びに行っていますが、スポンサーからは逆にローカル局として素
晴らしい判断をし、いい放送をしたと励まされたと記されています。
仁田本部長　先程、言いました雲仙・普賢岳災害時に現地に来ていたTBS の社会部長が、その

後、JNN各局を訪問して災害が発生した場合は、常に現地の放送局が JNNの指揮を取って欲し
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い。そのつもりでいて欲しいと要請されています。これはわれわれが雲仙・普賢岳災害時に行った
ことが系列のいい経験値になって、JNNでは今もおそらく災害時には現地の局が指揮を執ってい
ると思います。
─ JNN系はTBSの研修にみんなそれを勉強させられる感じになるわけですか。

藤井常務　JNNでは年に 1回の研修会があります。報道、営業、制作など 4部門に分かれてい
ますが、報道部門では原爆に関して当社の記者が講師をしたことがありますし、雲仙・普賢岳災害
を担当した記者がパネラーや講師を務めることは今でもあります。最近では東日本大震災や阪神・
淡路大震災などがありましたので機会は減っていますが。それまでは特徴的な取り組みをしたとし
てよくお声をかけていただきました。雲仙・普賢岳災害の際に JNNだけが犠牲者を出さなかった
のは偶然でもありますが、その背景には現地デスクを地元局が担当したことも要因だと思っていま
す。

番組制作に対する意欲
─「黒潮隊」（「電撃黒潮隊」）でしたっけ、毎年ずっといろんなことをやられていますよね。あれも、基本、

JNNですよね。

藤井常務　あの番組は JNN九州、沖縄各局持ち回りで制作しており、制作者は随分鍛えられま
した。企画会議でも揉まれますので。今は番組名を「ムーブ」に変えて、当社では年間 3作品程度
を制作しています。番組は毎週放送してますので、以前はもっと数多く制作していました。
─エンターテイメントにも、たとえばダイドードリンコ……お祭りばかりですが。

仁田本部長　ダイドードリンコさんは日本各地で祭りをテーマにした番組を提供されており、私
どもとしては非常にありがたく思っています。
─厳しいですか、スポンサーやお金は。

仁田本部長　現状で、制作費も含めて理解を示していただけるスポンサーさんとしては、弊社で
は「日本の祭り」くらいだと思います。
─地元に関係して、なにか番組とかというのは……ドキュメンタリーでそういう番組をつくるのがいちばん

近いですからね。ほかにはなにかありますか。

仁田本部長　基本的に番組は作らなければならないと考えています。ただ、制作費も十分にかけ
て、長いスパンで取材する番組については、賞を取ることが目的ではありませんが、日本民間放送
連盟賞に出品するのは当然という雰囲気があります。民間放送連盟賞にはテレビ番組では報道番組
部門、テレビエンターテインメント番組部門、教養部門などがありますが、この作品は報道部門
に、この作品は教養部門に出品しようなどと決めています。最近、出品しているのは「日本の祭
り」関連で、この番組をさらに広げるなどして民間放送連盟賞に出品しています。こうした番組を
作り続けられるのは、若い制作者に制作の場を与えるいい機会なので大変ありがたく思っていま
す。その意味では、「ムーブ」の前身となる番組「電撃黒潮隊」では、アートネイチャーさんに提
供していただきましたが、おかげで九州各局の制作者は鍛えられました。そうしたこともあって、
アートネイチャーさんがスポンサーを降りられることが決まっても、各社がそれぞれ制作費を捻出
してタイトルは変わりましたが番組の精神を継続させています。
─各社別々が、ちょっとずつちょっとずつ……
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仁田本部長　自社の番組の制作費はその局が負担して制作する方式です。
─民教協とかのほうもありますよね。そちらのほうもいろいろとつくって……

藤井常務　民間放送教育協会でも年間 1作品を制作しています。実は今年、民間放送連盟賞テレ
ビエンターテインメント番組部門の優秀賞を受賞した当社制作の作品は民教協の番組です。その他
には、九州各局が毎年 1作品を作り、それをお互いにコンテンツとして共有し、年末年始などに放
送している「新九州遺産」という番組があります。こうした作品を再構築して、例えば民教協です
と 30 分番組なので 50 分くらいの番組に再編集して、民間放送連盟賞などに出品するなどしていま
す。
仁田本部長　おそらく制作現場では、連盟賞に出品しないことは不戦敗に似た意識があると思い

ます。出品しないと「報道は元気がない」「何やっているんだ」と言われますから。「番組にできる
テーマはちゃんとあるのに」と言われます。
─老舗の局は、皆さん、必ず連盟賞に出さないのはおかしいと。そのためにつくるんだという話をされます

ね。

藤井常務　その意味では、かつてラジオ部門で大賞を受賞したことがDNAとして社員の意識に
刻まれていると思います。ただラジオ番組を出品するのはだんだん難しくなっています。制作ス
タッフが少なくなっていますので。
仁田本部長　長崎には固有のテーマとして原爆があります。先程、「長崎は証言する」という番
組をご紹介しましたが、被爆者が少なくなっていますので、その証言を残して、ライブラリー化し
ておかなければならないと当社は考えています。そのため行政と一緒に取り組み、長崎原爆資料館
にある映像記録や音声記録は当社がかなりの部分に関わっています。原爆といっても、求められる
ものはそれぞれ時代で変わってきます。昨今では東日本大震災に絡む放射能の問題であるし、北朝
鮮の核の問題にもつながってきます。当社としてはもし原爆が使われれば、こんな被害が出るとい
うことを常に発信し続けるのが、被爆地にある放送局としての使命であると考えています。それは
特別なことではなく、きちんと原爆と向き合うということだと思います。
─山本晋也監督が民放連の九州・沖縄地区のTV審査委員で、戦後 70 年、常に沖縄の話ばかりされて、俺

は東京大空襲の逃げまどった 1人としては、沖縄だけ特化されるのはすごくむかつくんだと話してました。ど

うして東京大空襲を東京の局は扱わないんだと怒っていますけどね。秋葉原のすぐそばで生まれ育ったそう

で、だから……。私の母親も千住だったのでやっぱり焼け出されて、話は聞きましたけど、やはり東京は、

キー局だからそうなんですかね。

藤井常務　ローカル局だからこそリスナー、視聴者との距離感が近いというのはあると思いま
す。長崎大水害で当社が行った安否情報と同じ放送をキー局ができるかと言えば、放送エリアが広
いので躊躇されると思います。それにローカル放送に対する視聴者のシンパシーもあると思いま
す。今日は、原爆や長崎大水害での災害報道の話をメインにしていますが、先程少し話があった
「長崎くんち」など、長崎の行事や歴史をきちんとわかりやすく解説する番組なども、地元の郷土
史家の方々と一緒に長く放送しています。そうした地元の番組を長く続けてきたことによるシンパ
シーも大きいと思います。
地域との距離感でいうと、ご覧にいただいた当社のテレビ番組「人間神様」は地元の祭りをテー
マにしていますが、この祭りそのものは正直申し上げて島原半島の小さな一集落の本当に小さい祭
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りにすぎません。しかし、この祭りには地域のいろんな伝承すべきこと、例えば子ども達を地域の
みんなで育むとか、地域で責任を少しずつ分担するといった、日本各地の祭りが果たしてきた役割
も込められています。もちろん珍しい祭りなので、当社も以前からニュースやちょっとした特集な
どで取り上げてきましたが、あらためて 1時間番組にすることで、小さな祭りではあるけれど、そ
こに込められた意味や思いが伝わってきました。こうした意味のある祭りは日本国中にたくさんあ
ることはキー局の方にもリアルに感じていただけたと思います。
効率だけを考えれば、交通網も通信網も東京を中心にして、末端の地域は切り捨てるという考え
になりがちですが、われわれとしては地元長崎を見捨てることは絶対にできません。デジタル置局
でも番組制作でも災害報道においても「地域のため」という社の方針があるからこそ、人も手間も
資金も大変かかりますが必死で取り組んでいます。インターネットの伸展などでスポンサー事情は
非常に厳しくなっていますが、それでも番組制作もイベントも地域活動も必死で歯を食いしばって
行っています。ご存じと思いますが、長崎には経済規模が小さい割には民放テレビ局は 4社もあり
ます。岩手、北陸、愛媛も同じですが、特に長崎は地理的な問題もあって置局の効率が非常に悪い
し、取材活動においては海岸線が北海道の次に長く、島も日本一多く難しい。しかし、世界で最後
の被爆地で、しかも災害も多い。非常に特色のある地域です。その長崎のために、地域に暮らす
人々のために放送をしているという自覚があります。
仁田本部長　当社の社風は不器用なぐらい真面目なのだと思います。
─つかぬことをおうかがいしますが、例えばスポンサーの割合とかも、地元比重はどのくらいとかというの

は、教えていただくことできますか。ざっくりの感覚で比重的には 6・4 とか……やはり、経常的に東京のス

ポンサーの比重が強くなりますか。

藤井常務　テレビはキー局の番組で放送することで得るネットタイムがあるので、半分以上は東
京になります。

長崎放送の特異性──佐賀放送や地域社会との関係
─コールサインを 3つお持ちですよね？

藤原取締役　テレビは 1つだけです。ラジオは、長崎・佐世保・佐賀の 3箇所のコールサインを
持っております。コールサインがあるということは、それぞれ独自の放送を行うことができるとい
うことです。私が入社した時は、長崎・佐世保・佐賀の 3箇所向けのコマーシャルを出していまし
た。現在は、長崎県向けと佐賀県向けの放送を行っています。平日は、9時から 16 時まで佐賀の
スタジオで番組を制作しています。
仁田本部長　かつては「ロータリーニュース」として、長崎からニュースを伝えた後に、同じ番

組内で「続いて佐世保からのニュースです」、「続いて佐賀からのニュースです」と各支局を繋いで
放送していたこともありました。
─不思議ですね。なにかでちょっと読んだのですが、佐賀はいろいろと重なっているところの関係上という

話ぐらいですが、佐賀は独自でラジオ局は……

杉野室長　当社がラジオ佐賀を開局したのは 1958 年ですが、それ以前は九州で佐賀県だけに民
放がありませんでした。そのため佐賀県では民放を設立しなければならないという機運が高まった
ものの、資金などの問題もあってなかなか進展しなかったようです。そのため一時は、福岡地区の
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局に佐賀に進出するよう依頼されたようですが、実現することはありませんでした。それで、当時
の佐賀県知事と佐賀市長、県議会議長、市長、市議会議長、商工会議所会頭等が当社に佐賀でも放
送して欲しいという陳情書を持ってこられた経緯があります。これを受けて当社が佐賀でラジオの
放送を始めることになりました。
─あまりないですね。日本の中で、基本的に 1局だけという形……

藤原取締役　佐賀県民放は、テレビ 1社、FM 1 社、AM 1 社の 3 社しかありません。しかし、
ケーブルテレビの普及もあり、福岡テレビ民放 5社が視聴可能となっています。
─長崎放送、佐世保、NHK、佐賀支局を活用されて。

藤原取締役　私どもは佐賀県に 4箇所の送信所を持っています。福岡県との県境で聴取するのが
厳しいところがありますが、ほぼ県域をカバーしています。
─エリア的に難しいですね。中心はここ長崎で活動しながら、でも何かあった時にそちらも見るという……

藤原取締役　現在佐賀局に、15 人ぐらいのスタッフを抱えて営業、報道、制作活動を行ってい
ます。
─どちらの支局でも、独立で別個に動けるという形で？

藤原取締役　そうです。
─佐賀局の売上規模はどれくらいでしょうか。

藤原取締役　ラジオの売上の 1／ 4程度が佐賀の売り上げとなっています。
─それで長崎全体と合わせて、という形で経営的にあると。

藤井常務　そういうことです。経営的というと佐賀局はあくまで支社の一つですが、ラジオの放
送面で言うと、佐賀と長崎で二つの周波数で二つの番組を放送しています。
─現在ネットは JNN系ですよね。テレビはキー局も経営的に大変かと思いますが、たとえば PTとかいろ

いろと自分で全部スポンサーを探さないといけない場合とか出てきますよね。それを含めてキー局に対しての

感覚とかというもので、なにかございますか。

藤井常務　最も効率のいい地域が東京であることは事実です。ローカル局はそれぞれの地域で乏
しい資源を最大限に活かしながら活動していますが、長崎は有力な地場企業もありません。一方
で、たとえば冒頭にお話があった 4Ｋについても、仮に民放全体でも 4Ｋに取り組むことになれ
ば、福岡、熊本、鹿児島では 4Ｋで放送するのに、長崎県民は地元民放の経営が厳しいから、4Ｋ
は我慢してくださいということはできません。東京と長崎の CMの単価は最低でも 2桁は違いま
す。さらに、長崎には民放テレビが 4局もあることからテレビの単価が低くなり、そのためにラジ
オのスポンサーが少なくなっている。それぐらい単価的にも効率的にも非常に厳しい中で経営して
いますので、われわれが自分達の力だけで地域に責任ある放送を出し続けていくためには大きな課
題が山積しています。長崎県の人口は 143 万人くらいですが、テレビのデジタル化にあたっては
69 本ものアンテナを立てなければなりませんでした。さらに離島も放送エリア、取材エリアとし
てもきちんとカバーしなければなりません。経済雑誌などでは、キー局からローカル局に対する
ネット配分を「仕送り」「親の臑かじり」などと揶揄する表現をしますが、東京局の番組を長崎県
全域に放送するための設備は各ローカル局の責任で構築しますし、ローカル放送継続のために自分
たちで営業活動を行っているわけです。NHKは一つの巨大な組織ですから、そうした効率の悪さ
はクリアできると思いますが、われわれ民放はそうはいきません。キー局はキー局で独自にいろん
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な事業をしているものの、以前に比べると厳しさは増しているようで、ローカル局の面倒はかつて
のようには見られない傾向にあります。こうした事情もあって、デジタル化の際、長崎地区では
キー局以上に技術的な工夫をして、どうしたら経費を節約できるのか、どうすればきちんとした放
送ができるのか考えました。最近はテレビ離れ、ラジオ離れなどと言われますが、それは民放全体
が抱える問題です。一方で、長崎は日本の西の果てにあって、離島が多く、混信も多い、こうした
三重苦、四重苦とも言われる地域に民放テレビが 4局ある。それでも自社制作を怠らず、手抜きも
することなく放送活動を続けている。それが当社の特徴だと思っています。
仁田本部長　キー局からの番組を放送するだけで、自社では何も制作しないのが一番利益は出ま

すから。
─キー局の、ただ流していればいいんだということが、そのほうが楽なんだというのがありますよね。

藤井常務　そういう傾向の地区もあるようですが、長崎地区では各局がいろんな切り口でローカ
ル放送をしています。最近でも他局が月曜から金曜まで 40 分のベルト番組を 2015 年 4 月から始め
ています。九州でローカル放送を真面目に見て頂ければ、いろんなことに相当詳しくなると思いま
す。たとえば弊社が受賞した番組「人間神様」で取り上げた祭りは、本来知る人ぞ知る 1集落の祭
りにすぎません。その存在を知らないのがむしろ普通なのかもしれません。その祭りを取り上げて
番組化する。その意味では、われわれは地域文化に対してあまりにも理想的で、夢を追い続け過ぎ
ているのかもしれません。もっと効率化を考えたほうがいいといった指摘も受けますので。
仁田本部長　民放各社では番組審議会を開かなければなりませんが、当社では常に自社制作番組

を審議していただいており、キー局の番組を審議していただくことはありません。しかし、他局で
はキー局の番組を審議することもありますので、それだけ当社は番組をつくっているということで
す。時には、審議していただきたい番組が月に複数あって、どの番組にしようか悩むこともありま
す。こうした自社制作番組の多さは番組審議会の委員の皆様からも評価していただいており、最も
地域に密着し、地域を大切にしているといったご指摘をよくいただきます。
─他局は制作部門が少ないから、そうせざるを得ないのですかね。

藤井常務　そうですね。営業的な色合いの濃い番組を中心に制作していると、番組審議会では審
議しづらいと思います。いわばCMを見ているようなものなので。
─そうすると、長崎でずっと活動していて、絶対にこれだけは地元と共にやっていくという形で、特にこう

いうところに力を入れて番組をつくる。あるいはこのように後輩をつくっていく、こういうオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニングをしているなども含めながら、こういうことを考えてきたという流れみたいな、原爆を中心

にしながら以外にも、別に何かございますか。

杉野室長　原爆以外だと「長崎くんち」もあります。「くんち」は長崎市民の氏神様である諏訪
神社で毎年行われている秋の大祭で、期間中、長崎は「くんち」一色になります。当社ではラジオ
放送を始めた 1953 年に早くも中継していますが、以来、毎年中継しており、現在はテレビでその
全編を中継しています。「くんち」は朝 7時から始まって、午前 10 時 30 分くらいまで行われてい
ますが、テレビでは各系列ともにその時間帯はネット番組を放送しています。ローカル局にとって
ネット番組をローカル番組に差し替えるのは非常に大変で難しい作業ですが、当社では毎年TBS
などと交渉して「くんち」の全編を生中継しています。長崎の他局では一部を生放送し、ネット番
組の時間になると「くんち」の中継を取りやめ、夕方のローカル編成部分で改めて放送していま
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す。
藤井常務　年中行事や祭りという意味では、「くんち」に加え、「精霊流し」や「ペーロン」もあ

ります。「ペーロン」は長崎独特の舟競争で、もともとは県内のいろいろな町で独自に行われてい
ました。それを当社が後援して、距離などのルールを統一しています。今も「長崎ペーロン選手権
大会」として長崎港で一堂に集まって開催しています。
杉野室長　長崎の精霊流しは全国的に見ても極めて特徴的ですが、そのテレビ中継も昭和 38 年
から始めています。
─このペーロンは、現在では、全部 1箇所にまとまる形。各地でやって、その代表が集まるみたいな。

藤井常務　毎年夏に長崎一を決める大会です。地域の伝統や文化を守る。そうした観点から取り
組んでいます。
杉野室長　ペーロンの第 1回は昭和 52 年です。
藤井常務　先程お話があった「ダイドードリンコ：日本の祭り」でも、「くんち」をテーマにし

た番組をたくさん作っています。長崎の人は祭り好きですが、当社も祭りが好きなのだと思いま
す。それは歴代社長がプロパーだということもあると思います。民放ローカル局では、よくキー局
や新聞社出身の方が社長に就任されるケースもありますが、当社ではそうしたケースは一度もあり
ません。
─『精霊流し』、さだまさしと共にあるイメージなんですが。

仁田本部長　さだまさしさんはデビュー前、当社が土曜午後に放送していたローカル制作のワイ
ド番組に出演されていました。裏話をすれば、さださんは当時、当社に入社したいと、一度履歴書
を持ってこられたそうです。しかし、当時の制作部長が「君にはもっとやるべきことがあるだろ
う」と言って、その履歴書をさださんの目の前で破り捨てたそうです。また、芸能関係でいえば
「長崎歌謡祭」もあります。これは 1977 年に NBC創立 25 周年にちなんで始め 1998 年に終了しま
したが、全国各地から出場者を集めて行う歌謡祭で、1時間番組として全国放送していました。松
本伊代さん、本田美奈子さん、夏川りみさんらのデビューのきっかけになっています。
─各地でテレビ局を中心にしたイベントが地方でもいっぱいありますが、ほかに長崎放送主催ではなにかあ

りますか。

仁田本部長　他局もそうだと思いますが、営業的な意味合いでいろんなお祭りに取り組むことも
ありますが、それだけではなく青少年育成や地域振興を目的にしたイベントがあればメダルや賞状
などを提供することはあります。こうした取り組みには全く利益はないので他局は参加されないこ
とが多いようです。また、長崎に大きな企業があれば地域に向けていろいろ取り組みもしていただ
けるのかもしれませんが、大きな企業はありませんので、民放先発局の当社にはよく依頼がありま
す。例えば長崎市公会堂をはじめとしたホールの緞帳などは当社が寄贈したものです。
杉野室長　長崎市公会堂の緞帳は昭和 37 年に寄贈しています。
仁田本部長　南蛮屏風のような柄で長崎刺繍です。今では職人がいないので製作できないと思い

ます。
杉野室長　また、長崎を撮影した古い動画を最も多く保存しているのは間違いなく当社だと思い

ます。当社が開局前の動画も県民から寄贈していただき保管しており、うした動画や当社がこれま
でに撮影した動画を使って、「長崎くんち」のDVDも制作し発売しました。このDVDには戦前
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の「くんち」の映像も含まれています。
仁田本部長　こうした動画には当社のニュース番組などで、8ミリをはじめ残っている映像があ

ればお知らせくださいと呼びかけて寄せられたものもあります。一般の家庭ではフィルムは残って
いても、機材がなくて見るのが難しくなっているので呼びかけたのです。その結果、驚くような映
像が寄せられました。当社ではそのフィルムを、寄贈していただいたご家庭でも簡単に見られるよ
うにコピーして原本をお返しするとともに、今後、当社の放送で使わせていただくようお願いしま
した。この中には昭和初期の雲仙（のちの国立公園第一号）の映像などもあります。
藤井常務　江戸東京博物館でも展示の一部に使われていると聞いています。
─それをライブラリー化しているわけですか。

藤井常務　当社ではライブラリーがありますので、最新のメディアに置き換えながら劣化が進ま
ないようきちんと保存しています。
仁田本部長　そのためには予算がかかりますが、重要な映像記録ですからちゃんと予算を付けて

います。
藤原取締役　佐賀県における民放は私どもが最初です。サガテレビが開局するぐらいまでの古い

映像も保存しています。
─アーカイブみたいなものをつくるという計画は……

仁田本部長　一般の方に自由に見ていただくような計画は今のところありません。当社できちん
と管理しています。
─映像の資料は、日本ではすごく増えて、保存するところが少ないですからね。

杉野室長　提供していただいた映像には、1934 年に国内初の国立公園に指定された雲仙の様子
やその近くにある小浜温泉の様子なども含まれています。また、作家なかにし礼さんが、長崎に実
在した芸者・愛八さんを主人公にした小説「長崎ぶらぶら節」で 1999 年に直木賞を受賞されまし
たが、その愛八さんの動画も保存しています。その他にも数多くの動画を保存していますが、長崎
の歴史のひとこまを記録したものであり、極めて貴重なものだと思っています。
─最後に、地元と合わせて、密着しながら、どういうようなことを考えながら、長崎放送の今後の展開をお

聞きしたいのですが。長崎放送として何か、こういうことを考えてみたいな、と。その方向や、こういうこと

に今取り組んでいるとか、これからこういうことを取り組んで、地域との関係をつくっていこうと、あるいは

さらに深めていこうというんですか、そういうものが何かありましたらお教えいただければと思います。

藤原取締役　佐賀の街は、郊外に大きなショッピングモールができ、かつての中央商店街は、本
当に人が通らない状況になっています。佐賀のまちを応援できないかと、局員はみんなそう思いな
がら、放送活動を行っています。2015 年夏、商店街の中の空き家になった店をお試しで 1ヵ月間
貸しますという企画にのって出店してみました。本当に平日は人が来なかったですけど、出店する
ことで、周りの商店の方とお話ができるようになったし、親近感を持ってもらえるようになりまし
た。出店した事による具体的成果は、今のところありませんが、地元の方と一緒に作り上げていく
ということを地道にやっていくしかないのかなと思っております。
仁田本部長　民放各局のイメージ調査を見ると、長崎の民放テレビ 4局の中で「面白い」という

項目では当社はあまり良くありませんが、「最も信頼できる局」「地域の情報をいちばん取り上げて
いる局」では最も支持をいただいています。この 2つの評価が最も高いのが実に当社らしいと私は
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思っています。だからこそ、「地域に信頼され、頼りにされる放送局」であり続けなければならな
い。私はラジオを担当していますが、先程、話があったワイド FMについても高額の設備投資が
かかりますので、当社は民放でも最後に取り組んでもいいのかもしれません。しかし、そうではな
く逆に九州では 2番目に早く取り組んでいます。それは受信環境がきわめて悪い地域なので、お金
はかかるけれども地域の放送局の責任として、少しでも聞きやすい環境を整備しなければならない
と考えたためです。今後、ワイド FMがどうなっていくのかわからないし、設備投資もかかって
大変ですが、及び腰にならず、前向きに取り組んでいこうという姿勢です。こうした姿勢は社風と
してあると思います。
藤原取締役　テレビでもデータ放送を使って、県内各自治体に対して自治体独自の情報を流せる

仕組みがあるので活用しませんか。といった取り組みを行っています。
藤井常務　大きい括りでいうと、やはり長崎県民が生活するあらゆる場面に当社が何らかの形で

介在するということを目指したいと思っています。テレビ離れ、ラジオ離れなどと言われ、クロス
メディアという言葉も最近では使われていますが、本当に信頼できる情報、必要な情報は放送局
NBCを見て、聞いて確認しようという流れを作りたい。それがテレビなのかラジオなのか、それ
とも SNS なのかは、今後、明らかになってくると思いますが、地域になくてはならない放送局で
あることを目指していかなければならないと考えていますし、こうした考えは決して変えることは
ありません。当社の社員も物ごころついた時には民放 4局体制だったという若い人達が増えていま
すので、こうした人たちに接することで、われわれが先輩方から引き継いだものをちゃんと引き継
がなければならないと思っています。それは意外と切羽詰まった問題でもあります。
─育成とかはどのように。

藤井常務　極端にいうと背中を見せるしかないと思います。例えば災害があれば、経験のある先
輩達が率先して体を動かし、後輩に背中を見せる。しなければならないことをその時々できちんと
見せることだと思います。しかし、災害報道は実際に災害が起きないと継承することはできませ
ん。だからこそいつも訓練はしていますし、話して聞かせています。しかし、自分のものにするに
は経験が必要なので、NBCは決して逃げることなく、地域に情報を出し続けていくことを実践し
ていかなければならないと思います。これまで当社はテレビ、ラジオで質のいい番組を放送するこ
とを第 1番に考えてきましたが、それだけでなく、県民のあらゆる生活の中にNBCが関わってい
かなければならない。今後はテレビやラジオに接しない人が増える可能性もあるので、我々もこれ
までやらなかった勉強もしなければならないと思っています。

（収録時間 2時間 50 分　おわり）





特集 1　テレビ 60 年　地域と民放　その 3
南日本放送

丸 山　健太郎*
聞き手　小 林　聡 明**

テレビ業界での歩み
─本日は、お忙しいところ、お時間をいただき、ありがとうございます。

現在、日本大学新聞学科では、全国の民放放送につきまして、特に地域との係わりに焦点をあてて、各民放

局におきまして、聴き取り調査を実施しております。

こちらを訪問するまえに社史を拝読させていただきました。社史によれば、1953 年 10 月 10 日の開局時に、

畠中季隆社長が「民放といえども、その理想とするところは地方文化の向上と公の福祉の増進にあります」と

いうふうにおっしゃられている。これはおそらく、南日本放送として、どういうふうに地域に係わっていくか

という点について、明確に方向性をお示しになられたと、私は理解いたしました。

本日、お話をお伺いしたい、こちらの大きな関心ですが、南日本放送の 60 年を越える歩みについてです。

特に、どのように地域社会との係わりを有してきたのかという点についてお話をお伺いしたいと考えておりま

す。といいますのも、おそらく南日本放送の歩みには、単に鹿児島の放送ジャーナリズムだけの問題ではなく

て、日本全国の民放にも通じる様々な問題が、たたみ込まれているように感じるからです。

こうした関心にそって、本日は 8つほどの質問を準備させていただきましたので、一つずつお伺いするとい

うかたちで、進めさせていただきたいと思います。

─まず、丸山常務が、なぜ放送局を目指されたのか。そして、入社後に、報道や経営など、どのような業務

をご担当されてこられたのかについて、お伺いできればと存じます。

丸山　学生時代にミニコミ誌を発行したりして、マスコミ志望でした。新聞にも興味がありまし
たが、テレビが面白そうだと思って放送局に入社しました。
最初に配属されたのは、テレビ制作部でした。ここでディレクターとして、情報番組や音楽番組
を担当しました。入社 4年目に報道部に異動となり、社会部の記者として取材したほか、環境担当
として、鹿児島の環境問題を取材しました。その後、薩摩川内市の駐在記者や、本社のデスクを経
て、2000 年に総合企画本部に異動し、デジタル放送に向けた準備やプロモーションを担当するこ
とになりました。2004 年に総務部長となり、2011 年から経営企画局長、今年 6月から常務取締役
経営企画局長となりました。

*まるやま　けんたろう　南日本放送　常務取締役　経営企画局長
**こばやし　そうめい　日本大学法学部新聞学科　専任講師
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鹿児島の放送局としての特徴
─ありがとうございます。それでは、二つ目の質問に移らせて頂きますが、鹿児島の放送業界、鹿児島の放

送界の特徴というものについてお聞かせいただきたければと思います。特に鹿児島は離島など多くを抱えてい

るなど、ほかの地域には見られない、ある種の地理的な特徴というようなものがあるように思いますが、まず

鹿児島の放送業界、放送界の特徴、そしてその中での南日本放送の特徴というのをお教えいただきたいと思い

ます。

丸山常務　鹿児島の地理的な特徴として、まず鹿児島県自体が南北 600 キロに及んでいるという
ことがあります。県本土は温帯ですが、奄美群島は亜熱帯で、そのことが生物の多様性に繋がって
います。南北 600 キロと一口に言いますが、鹿児島の北端は長島町というところで、南端は沖縄の
手前の与論島です。この 600 キロという距離は鹿児島市を中心にしてコンパスをあてると、神戸市
に届きます。兵庫県から鹿児島県の間には、岡山、広島、山口、福岡、熊本といくつもの県があり
ますが、それだけのエリアを 1放送事業者がカバーしなければならないというのが宿命です。それ
は中継局の数に反映されていますし、そういう設備投資をしていかなければならないというのが、
鹿児島の放送局の特徴でしょうね。

─例えば離島に対してのテレビ放送をカバーしていくといった時に、具体的には海底ケーブルを使って送っ

ているんでしょうか。

丸山　マイクロ波で地上波を繋いでやっています。ですから、与論島に電波を届けるには、鹿児
島市の親局から木床、枕崎、南種子、中之島、名瀬、瀬戸内、徳之島、知名、与論というふうにつ
ないでいって、8段中継でようやく電波が届いています。

─離島には取材拠点というのは？

丸山　奄美市の記者が奄美大島を含む周辺の離島、徳之島、知名、喜界、与論あたりをカバーし
ています。

─何人ぐらい、今、いらっしゃるんですか。

丸山　奄美市は 1人です。

─現在、社全体に、報道担当の記者は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。

丸山　報道部は、部長以下、キャスター、記者、カメラマンなどを含めて 27 人です。

─男女比率ではどのくらいですか。
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丸山　女性が 5人ですね。

─制作は？

丸山　テレビの制作部は、部長以下、プロデューサーやディレクター、ＣＧタイトル部門まで入
れて、24 人ですね。

─南日本放送の、他社とは違う特徴といいますか、どのようなところを特徴として、打ち出されておられる

のでしょうか。

丸山　まず、当社は 1953 年にラジオ南日本としてスタートしましたが、当時、アメリカの軍政
下にあった奄美群島を除く全ての市町村と鹿児島県が、鹿児島に民間放送が必要だとして、出資し
てくださいました。
自治体の出資の構成比率 25％を越えます。自治体に出資をしていただくということは、基本的
にそれは税金からまかなわれているわけですから、鹿児島県民が株主であるというふうに言っても
いいと思いますけども、そういう生い立ちから、私たちは県民局であるという意識を強く持ってい
ます。

─県民局であるという位置づけといいますか、それはもう開局当初からそのような位置づけ・・

丸山　当時、鹿児島ではＮＨＫがラジオの放送を始めていましたが、民間放送はありませんでし
た。県民の皆さんはコマーシャルが流れる民間放送というものに、あまりイメージが沸かなかった
んだと思います。そこを民間の放送があることは大事なんだということを、各市町村の議会の方々
にもわかっていただいて、それぞれの議会で設立を決議していただいて、出資も決議していただい
ています。

─県民局、そして自治体からの出資というのは、これはおそらく鹿児島の中だけの特徴だけじゃなくて、全

国的もけっこう珍しいほうかなというふうに思いますね。

丸山　そうですね。

─となりますと、県、地方自治体が放送内容あるいは放送のあり方に対しても、ある種の意見を申し述べる

というようなことというのはございますか。

丸山　それはないですね。

─それでは、お金だけ出しているという・・。
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丸山　設立にあたって出資をしてくださったという意味ではそうですね。

テレビ放送の開始、その経緯
─すでに 3番目の質問に係わってきているんですが、南日本放送の開局、そしてテレビ放送の開始の経緯に

ついて、もう少しお話をお伺いできればと思います。

丸山　ラジオが事業として軌道に乗ったタイミングでテレビ放送を始めるわけですね。東京を含
む大都市ではテレビの放送が始まっていて、民間のテレビの放送というのは、当然、次の事業とし
ては必然だったわけで、そこはスムーズに進出していったと思います。

─ただ、この時のテレビ受像機というのは非常に高価であったわけで、普及という面でもあまりというか、

ほとんど進んでなかったわけですよね。

丸山　はい。

─その中で、テレビ放送の開始を行うというのは、ある種のかなりの勇気の要る決断であったと。実際、社

史には「畠中社長の英断によってテレビ開局へのゴーサインがでた」とあるのですが。

丸山　テレビ開局のタイミングは皇太子、今の天皇陛下の御成婚のタイミングです。そういうこ
とを背景に爆発的にテレビが普及していきますが、戦後復興の活気がある時代ですから、テレビに
進出することについては、悩んだとは思いますけど、必然の道だったと思います。テレビ事業を手
掛けない選択はなかったんじゃないですかね。

─例えば地元の産業界の支援あるいは財政面での支援など、地元財界の支援というのは、どのようなもの

だったのでしょうか。

丸山　テレビ事業を開局するにあたって増資し、そのお金でテレビの機器の設備投資をしていま
す。そういう意味では、そのタイミングで地元の財界の支援というか、出資を仰いでいます。

─その時に、テレビの番組をつくるというノウハウというのは、ラジオ南日本放送の中には、なかったよう

に思われますが、番組制作については、キー局などからの支援を受けたんでしょうか。

丸山　放送開始の前年には、すでにテレビ放送を始めていたＴＢＳや福岡のＲＫＢに研修にいっ
て、テレビ放送のノウハウを学んでいます。ニュースもテレビ開局の当時から放送していますが、
ニュース枠はごく短いものでした。

─当時のニュース担当、つまり報道担当の記者の人数というのは、ご存じでしょうか。社史では、十何人程
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度だったとかというふうには出てきたと思うんですけど。

丸山　ラジオの単営局だった時代から報道部はありましたが、テレビを始めるにあたり、カメラ
マンを 2名採用しています。記者は部長を含めて 3～4 人で、報道部の陣容としては数名程度でし
た。

─こういう人達というのは、全国から集めたわけではなくて、基本的には鹿児島での募集ですか。

丸山　ラジオの放送を開始した時は、アナウンサーは、ＮＨＫから招いたりしています。テレビ
の開局の前後に、技術陣を含めて 40 人程度採用した年もあります。アナウンサーは県外の方も多
くおられましたが、それ以外のセクションは県内の人が多いですね。

─やっぱり鹿児島大学の出身者とか。

丸山　そうとは限らないですね。東京の大学に進んでいた人が戻ってきたりとか。

─初期に入局された方というのは、技術的なものを担当する方が多かったんですか。

丸山　多いですね。

─カメラマンが、例えば映画撮影の経験者ということになりますでしょうか。まったくの素人を採用したわ

けではないと思うんですが。

丸山　最初の方は、スチールカメラマンだったですね、入社してから、フィルムの勉強をされた
んだと思います。当時は映画館でニュースをやっている時代で、鹿児島県も県政ニュースを映画館
で上映していました。鹿児島県には、そういうカメラマンがおられて、ある意味、原稿を書くよう
な方々もおられると思います。そういう方々から習ったりしていたという話は聞いたことありま
す。

─番組制作を行う人というのは、どういう人だったんですかね。

丸山　初期の時代に中心になったのは報道記者です。皇太子ご夫妻のご旅行を記録した番組と
か、ドキュメンタリー番組を制作しています。

─初期の頃、古いほうの年史がありますね、『南日本放送 35 年』というものでございます。あちらのほうを

拝見しましたら、当初、番組を集めてくるのも必死だったという話が出てきまして、アメリカ大使館にお願い

してUSIS 映画を入れるなど安いフィルムを探し求めて、奔走したとありました。アメリカのUSIA などから

も買いつけたのでしょうか。社史には値段が安かったからというふうに書いてあるんですけれども、アメリカ
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からの番組提供については、何かご存じのことはないでしょうか。

丸山　よく知りません。

─あと、そのテレビの開局初期の頃のお話なんですが、先程申し上げましたように、受像機の普及があまり

進んでないという時に、例えばテレビ局として受像機を普及するための特別割引料金とか、プロモーションで

すね、要するに販売促進ということについて、何か試みられたんですか。

丸山　ラジオ商組合というのがあるんです。それが発展した電気商組合というのがあるんです。
そういうところの方々を組織化して、それでプロモーションしていく。その方々に販売促進をして
いただくということが一つ。　それから電化製品を販売する子会社を設立していますが、これはテ
レビの普及が大きなミッションでした。

また、中継局を建設して、新たにテレビが見られるようになった地区では、街頭パレードをした
り、そのエリアでラジオの公開録画の番組を収録しながら、テレビってこういうものですよという
ようなプロモーションをしていって、理解を深めていきました。
それから児童福祉施設にテレビをプレゼントして、見ていただくようなことに取り組んだりとい
うことがあります。

─例えば日本テレビの場合、戦略として街頭テレビというのが有名ですけど、南日本放送としては街頭テレ

ビ、街なかのどこかに設置するといったことは？

丸山　そういうのはないですね。

─その時に売りだった番組というのは、キー局の番組だと思うんですけども、どういう番組が人気を博した

のでしょうか。

丸山　プロレスが人気が高くて、視聴率 86％という記録が残っています。ほかには「月光仮面」
「怪人二十面相」「新吾十番勝負」といった番組ですね。また、巨人─中日戦が 60％、「名犬ラッ
シー」が 59.9％、「ベン・ケーシー」が 52％という記録があります。

─鹿児島は野球ファンというのはどこになるんでしょうか。

丸山　昔は圧倒的に巨人ファンが多かったです。基本的に、テレビ局 1局しかないわけですか
ら、どこからネットを取ってもよかったわけで、日テレからプロレスや野球をネットする。それ以
外、自由に編成しているわけですから、その人気は高かったんじゃないですか。

─わかりました。ありがとうございます。
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「報道のMBC」としての取り組み
─今、ニュースの話も少し出ていますが、4つ目のご質問にうつらせていただきます。社史では「報道の

ＭＢＣ」というふうに記されておりますが、具体的にはこれまでどのような報道に力を入れてきたのかという

ことについてお伺いさせていただければと思います。

例えば、私の関心から申し上げますと、三つぐらいあるのかなと思っております。一つは選挙報道ですね。

1968 年 7 月に、全国に先駆けて立会演説会生中継をしたという参議院選挙の時ですけども、政治報道に非常

に力を入れていたんではないのかなと感じています。

2点目が、やはり鹿児島の地理的特徴として、台風の通り道であるということで、桜島もありますけれど

も、災害報道の面はどうだったのかということです。

あと三つ目ですが、種子島というのが鹿児島県に入っていますから、ロケットの打ち上げなど、東京ではで

きないような中継が鹿児島県でできるわけですけれども、ロケット打ち上げなどの報道についてです。

私の関心からは、これら三つの点が想起されたのですが、具体的にどのような報道にこれまで力を入れてこ

られたのかということについてお伺いできればと思います。

丸山　災害報道と選挙報道は、放送メディアにとっては最大の責務だと思っています。やはり電
波という公共財を扱っている以上、公共の福祉、特に県民の生命・財産に直接影響がある災害につ
いての報道、あるいは防災のための報道は、最大の使命だと。
それから社会を支える民主主義に係わる選挙報道というのも、いわゆる選挙の結果を伝えるだけ
ではなくて、今何が話題なのか、論点なのか、あるいは投票率が低かった時には、私達の世論の喚
起の仕方に力が足りないところがあったんじゃないか、というようなことも含めて、事後的な結果
を知らせる報道だけではなくて、場合によっては放送による公開討論会もやってきましたし、選挙
に向けた関心をより高めていただくために、私達は何ができるのか、いうことも、私達にとってい
つも課題で、そこには力を入れています。
防災報道については、1993 年 8 月 6 日に 8・6 水害という、鹿児島の中心部が水没するという大

きな災害がありました。その時に、ネットワークでドラマをやっていたましたが、それを中断して
災害報道に切り替えた。その時にラジオは終日、安否情報を流し続けたところ、大勢の市民から安
否を伝えたいと情報が寄せられた。それを終夜やったわけですが。その時に、気象台の警報をもっ
とリアルに実感として感じて頂ける情報を発信していたのか、防災的な報道ってできなかったんだ
ろうかという反省があり、それ以降、意識して防災報道については、どこよりもきちんとやりたい
ということをずっと思っています。
そのために全国の民放では先駆けて、気象事業所の許可を得て、気象庁の予報課長をしていた人
をヘッドハンティングするなど気象予報業務ができる陣容・スタッフをそろえて、防災報道につい
ては特に力を入れてきました。それはこれからも揺るがない会社のスタンスです。

─今、気象予報のお話をされ、気象予報を非常に重視されておられることがわかりました。また、今後、さ

らに国家や県民の生命・安全に直結する防災報道について力を入れていこうということも、たいへんよくわか

りました。

選挙報道についてもう少しお伺いしたいんですが、政治報道、選挙報道に関して、世論を喚起するという時
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に、公開討論会などある種の仕掛けが必要であるということをお話されたというように思うんですが、その

際、選挙報道を行う際に気をつけている点といいますか、注意をはらっている点というのはどこにありますで

しょうか。

丸山　公平・公正ということは、すごく、当然ながら大切にしていかなければいけない話です
が、それはもちろんいちばん気をつけていますね。

─いくら、公平・公正に気をつけたとしても、やはり視聴者からのクレームというのはあるのではと思うん

のですが、クレームがあった際には、どのように対応されておられますか。例えば放送時間を、厳密に秒単位

まで計って公平・公正を期しているとか・・

丸山　そんなことはしてないです。

─となりますと、公平・公正といった時に、具体的には公平・公正ということについて、どういうふうにな

されているといいますか、公平・公正を行うために、どのような試みを行われているのでしょうか。

丸山　印象として、著しく不公平だなということがなければよしとしています。

─例えば視聴者が、この政党の映像がやたらと長いんじゃないかというようなクレームが・・

丸山　あまり聞いたことないです。

─科学技術、つまりロケットなどの生中継に力を入れてきたとかということはないでしょうか。

丸山　ロケット打ち上げというのは、全国的にも注目され、必ず上りニュースになります。この
ため専門記者を養成していますし、中継体制も取らなければいけませんので、力は入れてきていま
すね。

「地方文化の向上」と「公の福祉の増進」を目指して
─次の5番目の質問に移らせていただきます。

社長が、当時「地方文化の向上」という目的、そして「公の福祉の増進」というふうに掲げられて開局に

至ったわけですけども、具体的に今までの 60 年を超えるあゆみの中で、地方の文化の向上あるいは公の福祉

の増進のために、どのような試みがなされてきたのかについて、お伺いしたいと思います。

丸山　放送というのは、教養や娯楽に関する情報や話題を提供する、あるいはニュースという形
で全国のニュースや世界のニュース、ローカルニュースを提供するということだけでも、まずは十
分に文化の向上に資していると思います。
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それとは別に、放送に隣接した分野にイベントがあって、いろんな展覧会をやったり、コンサー
トを催したり、バレエや演劇を呼んだりといったことを通じて文化の向上に貢献しているというこ
ともあります。
また私達は、メセナ事業としてユースオーケストラというものを持っています。青少年のための
オーケストラですが、その運営を通じて、音楽に向き合う子ども達を養成していく。年に 1回はプ
ロの指揮者に指揮してもらって定期演奏会を開く。そういう活動を通じて、子ども達を育てている
という意味では、ある種、文化でしょうね。
もう一つ、メセナ事業として、鹿児島の産業、地域の発展に貢献した人に対して、ＭＢＣ賞とい
う賞を差し上げています。これもを今年で 47 回目になりますが、今年も 1団体、2個人を顕彰し
ました。これもやはり鹿児島の文化の向上に、いささかなりとも貢献しているのではないかと自負
しています。

─例えば鹿児島という場所の地方の文化を東京に向けて、あるいは鹿児島県外に向けて文化を発信していく

という試みはいかがですか。

丸山　それはネットワークの一員ですから、それはいろんな機会があって、そういうことをして
います。

─例えばそれは、ローカルニュース以外に、地方文化の発信という場合にはどのような手法というか、どの

ような方法がありますでしょうか。

丸山　それは、例えば屋久島が世界遺産になった時には、ＴＢＳの「世界遺産」という番組を私
達が屋久島バージョンでつくりました。それは屋久島の文化の発信になりますよね。ネットワーク
という機能を通じて、私達がつくったものが全国に発信されていくわけですから、いわゆる「上
り」のニュース以外でも、そういった形での展開というのはあります。

─例えば現在、地方のドキュメンタリーに対して賞が出たりするわけですけれども、ドキュメンタリーを撮

影する、制作する専属の班といいますか、そういう人達はいらっしゃるんですか。

丸山　専属する班をおけるほどのゆとりはありません。

─それでは、これは報道の人達が・・

丸山　とは限りません。報道であったりテレビ制作部のディレクターであったり、アナウンサー
にも挑む人がいます。
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経営の多角化に向けて
─次の質問に移らせていただきたいと思います。

経営の多角化ということにつきまして、お伺いしたいと思います。例えば昭和 62 年発行の社史では「これ

からの放送は、放送だけを主力産業と考えない多角的な経営戦略の時代に入るものと見られる」というふうに

書かれているんですが、そのあと、昭和 62 年以降になると思うんですが、具体的にどのような多角的な経営

が試みられてきたのかということについてお伺いできればと思います。

丸山　私たちの会社の収入の柱は、テレビとラジオとイベントの三つで、多角的な経営に取り組
んできたかというと、うまくいっているとは言えません。ただ、関連の子会社は不動産、建設、養
殖、保険、広告代理店、旅行取り次ぎといったようなものを多角的に取り組んでいますし、そこは
もう売上でいうと親会社を超えているので、社員の数も倍ぐらいいますし、そういう意味では多角
的といえば多角的です。
ただ、放送は相変わらずテレビとラジオでイベントが中心ですね。

─例えば社史を見ますと、ＭＢＣ、南日本放送が異業種交流のオルガナイザーであると書かれております。

放送局が、異なる業種の人達を結び付ける役割を担っているという記述が見られるのですが、それはそのあ

と、あまりこういう方向性は伸びていかなかったということでしょうか、異業種交流という面ですが。

丸山　経営として、放送が異業種に放送が参入していったということはあまりありません。た
だ、地方の放送局というのは、キー局と違って、視聴者、聴視者との距離が近いということがあり
ますね。
私達は視聴者、聴視者と距離が近いために、メディアスクランブル的なことには与しません。例
えば口永良部でこの前大きな噴火があって、全島避難になった時に、何十人という取材班がやって
きて、集中豪雨的に報道される。避難している方々に「何か困っていることはありますか」と聞く
と、「あなた達だよ」といわれるんです。メディアスクランブが非常に迷惑なんだと。
でも、キー局から来ている取材クルーがサーッと潮が引いたように引き上げたときに、地元の記
者やカメラマンは最後まで残ることになるんですが、そこは被災した方たちも分かってくださっ
て、「あなた達には最後まで伝えてもらわなければいけないからね」と言っていただいて、懐に
入って取材ができるということがありますね。

だから、地方局というのは、視聴者、聴視者と距離が近くて、信頼されている存在だと思いま
す。だから、懐に入って取材させていただける。その信頼をもって、ＡさんとＢさんを繋いで、そ
こから新しいムーブメントを起こしていくといった、触媒の役目というのが果たしやすいのかなと
いう気はしています。

マルチメディア時代のテレビ
─今も少しお話が出たんですが、7番目の質問に移らせていただきたいと思います。
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テレビ、ラジオ、イベントが会社としても柱になっているというふうにお話をされていたんですが、多チャ

ンネル化の時代、そしてマルチメディア化の時代というのは、これからますます進んでいくことになると思う

んですけれども、そういった時代に向けた放送のあり方、つまり、ネット配信をどうするのかとか、いろんな

問題があるかと思うんですが、これも経営の多角化につながってくる問題だと思うんですが、今後の多チャン

ネル化、マルチメディア化に向けた放送のあり方あるいは経営の方向性等についてお伺いできればと思います。

丸山　私達は、テレビの自社制作率が 15％、ラジオが 52％なんです。テレビ 15％というのは、
同じ規模のローカルの放送局からすると、ちょっと多いほうだとは思いますけれども、70％は
ＴＢＳの番組だし、残り 30％のうちの 15％を自分達でつくっているに過ぎないわけですね。キー
局は、例えばアニメとかドラマとか、お笑いのタレントがいっぱい出てくるような番組をコンテン
ツとして持っているので、それを動画で配信しようとすると、10 万ヒット、20 万ヒットとなるわ
けですね。それがマネタイズされていく。ネット配信というのは、そういう方向に進んでいくんだ
と思います。
しかし、私達の 15％の番組を動画にどんどん出したからといって見てもらえるか、マネタイズ
できるかというと、かなりそれは難しいだろうなと思っています。そこに生き残りの道があるとい
うふうには思わないですね。
ただ、動画配信していく流れ、見逃し視聴だったり、ＮＨＫの同時再送信の動きは、止められな
いだろうと思いますね。止められない中で、マルチメディア時代にどう生きていくかというと、原
点回帰だと思います。
地域密着に徹する。私達は「ふるさとたっぷり」を社是にしていますけれども、地域密着に徹す
る。鹿児島に住んでいる皆さんにとって、なくてはならないメディアになる。どんな多チャンネル
な時代であっても、県域というサイズに発信できるメディアの存在は、一定程度は必要だと思いま
す。地域の情報を地域に発信するメディアで、地域としての一体感を共有していくメディア。ある
いはそこで取り上げることよって、地域の人達が勇気づけられたり、地域の話題になったりしてい
くメディアというのは、絶対にいくつかは必要だろうと。私達はだから原点回帰というか、この
「ふるさとたっぷり」という路線を、これからもしっかり守っていくべきではないかなと思います
ね。

─地域密着のためのある種、試みられていることというのは具体的にどういうことがありますでしょうか。

丸山　基本的には自社制作の番組が多いというのは、それだけ接触する面積が広いということで
すね。それがまずいちばんです。その伝える内容は、やはり地域の人達に取って話題になったり、
地域の人達がそれを見て愉快になったり勇気づけられたりあるいは提言だったり、そういうものに
こだわっていくことだと思います。

─地域密着の話、ひじょうに大事だと思います。例えば違った観点からお話をしますと、鹿児島県の出身だ

けども、現在東京に住んでいると。でも、鹿児島のローカルニュースを知りたいという人がいますよね。そう

いう人達には、例えばラジコ（radiko）というのがありますよね。県外に住んでいても、有料でお金を数百円
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払えば、鹿児島の放送を東京でも聴けるというのがありますけれども、需要としては、県外の人達もローカル

ニュースを見たい、聴きたいというのがあるように思うんですが、あまりそのへんの手応えというのは感じら

れていませんか。

丸山　鹿児島はもともと人材輩出県で、高校を卒業した頃、7割～8割ぐらいは県外に出て、そ
のうち帰ってくる人は半分に満たないという県ですね。ですから関東県人会なんてものすごくたく
さんの人達がいるし、関西県人会は何百万人という人達がいます。そういう人達が一定の層として
はそこにあるだろうとは思います。
ただ、そういう方々が毎日、ＭＢＣとラジコや動画の配信を通じて接触してくれるかというと、
そういうことはないですね。何か思い出した時にちょっと、ということだと思いますね。
そうすると、ラジコや動画の配信に対して、きちんと回路を持っているというのは大事だと思い
ますが、そこに注力していって、逆に、鹿児島にいる方々に対して放送しているという基本的なス
タンスを見失うと、道を間違ってしまうのではないか。やはり今いる鹿児島の方々にきちんと見て
いただく。それをよそから見られたり聴けたりする仕組みには乗るけど、本筋は踏み外さないとい
うスタンスが大切なんじゃないかなと。

─ラジコはあまり収益にならないんですね。

丸山　あまりならないですね。

─実際に、例えば南日本放送聴いているということはわかるんですか。

丸山　わかります、それはリクエストがありますから。

─ユーザーがどのぐらい 1ヵ月にいたかというのが。

丸山　それはユニーク・ユーザ数も、どの番組がどうだというのも、それはわかります。

─それに応じて収益が上がるということではないんですね、仕組みとしては。

丸山　一定程度返ってきますけど、一定程度返ってくるというのは、見られた、聴かれたものに
応じてではなくて、一律で分配する仕組みになっていますので。

地域に必要とされるメディアとなるために
─最後の質問にうつらせていただきたいと思います。本日、お話をお伺いした全体に通じる話といいます

か、繰り返しになる部分も若干あるかと思うのですが、南日本放送が鹿児島という地域社会に向けてどのよう

な貢献を行おうとするのか、その見通し──先程から地域密着という話が出てきましたけれども、地域密着の
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路線、原点回帰ということをさらに詳しくお話を補っていただいてもかまいませんし、またそれとは違う、両

輪のもう一つのような、もう一つの路線あるいは方向性というものが、もし、ございましたら、お話をお伺い

できればと思います。

丸山　地域に貢献しましょうという、どこか上から目線の話ではないと思います。私達が地域に
取って必要とされるメディアになろうとしているわけで、それはむしろお役に立つメディアであり
続けますということなので、それを貢献という言葉でいうのとはちょっと違う気がします。

─例えば選挙報道とかに力を入れているということも十分お話をお伺いしてわかりました。きわめて極端な

仮定の話ですが、地域の人達が、娯楽がもっとほしいと、もう政治報道はいいという声があがってきて、それ

を受けて、テレビ局で、娯楽番組が必要だというふうになれば、それはやはり娯楽番組を増やしていくなり番

組の編成の比率を変えていくということはあり得るんでしょうか。

丸山　娯楽番組を増やしてほしいという声が上がってきて、編成をいじるという話ではない気が
しますね。

─例えば地域の人に取って必要とされるテレビ局であるということであれば、例えば娯楽というものをもっ

と流してほしいとか、いろんな要望が出される可能性も十分想定されるわけですけど、もしそのような視聴者

あるいは地域の人達から、こういうふうにテレビ局は報道してほしい、こういう報道をしてほしい、こういう

番組があればいいのにという声によって、編成が変わる可能性というのはあるのでしょうか。

丸山　もちろん、見ておられる方のニーズ、期待の総和が視聴率という形であらわれるんです
が、その時に、例えば選挙報道をすると視聴率が下がるから、これはニーズがないから別のものに
切り替えましょうという発想にはならないですね。選挙報道はしなければいけない、私達の責務だ
と思っているので。そこは視聴率と関係なくやらなければいけないので。

─わかりました。

地域社会と民放の係わりについての、これまでの 60 年を踏まえ、これからの「地域とテレビ」の有り様を

考えていく意義を、あらためて強く認識することができました。本日は、たいへん貴重なお話をお伺いさせて

頂き、ありがとうございました。

（おわり）





特集 2　国家・メディア・辺境─変貌するアジア

特集の目指すもの

小 川　浩 一*

21 世紀の世界を席捲しているキーワードの一つはグローバリズムである。確かに経済領域では
効率性、功利性という基準が経済財の交換と云う点では地球レベルで妥当していることは認めなけ
ればならない。しかしながら、政治、文化等々の他の領域では残念ながら地球は一つではないし、
実態としてなり得ない。ジョージ・オーウエルが「1984 年」で示した、世界が一つの権力機構に
よって統治されている状態は、人間社会にとってむしろ恐怖の危機的状況を語っていると云える。
1980 年の UNSCOマクブライド・レポートのシンボルとなった「many voices one world」と云う
標語は、地球の総ての社会、国家が多元的かつ多様な文化を許容し実態化することを目指した理念
としての意義を持ってはいるが、現実に我々が事実として直面している世界の現状は「国家」や
「民族」、さらには「宗教」等々と云う既存の諸要因によって強固に構築された枠組みの組み合わせ
の中で、各々を鍵として動いている。
もとより、筆者は国際関係や国際政治の門外漢であるが、それでも全地球規模で捉えた際に、具
体的には日々の報道で接する国際会議や主要国会議の際にみられる、諸案件に関する参加国間の勢
力関係がその時代の経済的、軍事的な大国対小国ないしは中核的勢力国家対周辺的勢力国家という
図式で構築されていることを強く感じる。現在の地球レベルで捉えても、上記の要因に規定された
世界レベルの状況変化に際して、強い影響力を有する中核国家群と影響力が少ない周辺、辺境国家
群との存在は認めざるを得ない。即ちそれらが国際社会の中で所謂「大国」と「小国」と見なされ
る。さらに、とりわけ周辺諸国家の間では当該国家の政治的、経済的、文化的影響力に関して地球
レベルと同様の国家間格差状況がより鮮明になっている。その意味では、かつての「国家理性」概
念に支えられたパワー・ポリティックスの状況は揺らいでいない。加えて、多くの場合、周辺国家
の内部でも、地球レベルと同様の要因によって地域社会間の格差が明確に生じている。もちろん、
中核国家内部においてもその様相は異ならないばかりか、むしろ格差の大きさは周辺国内部の格差
と比較すると相対的に大きいと云える。「従属理論」や「世界システム論」を持ち出すまでもなく、
前世紀迄の地球レベルでの国家間格差は 21 世紀になってあたかも固定化されているかのように見
える。また、最近ではピケティが強調しているように、我々が日常目にしている世界の現状は、
各々の社会内部で経済的に富める階層と貧しい階層の格差が改善されることも無く、むしろその固
定化に向かっている。

（1）
そして、経済的な優位性が政治や文化と云った他の要因にも大きな影響力を

発揮していることが如実に示されている。
（2）
マス・メディアは経済、政治、文化、宗教、民族等々の

諸要因が異なる成員によって構成されている国家の国民的統合に貢献する機能を有するとされてい
るが、

（3）
他方では、マス・メディアは、その提示する情報を通じて、当該国家を構成している周辺地

域の人々にとっては、典型的には文化としての宗教行事や民族、民俗行事といった、各々の地域的

*おがわ　こういち　東海大学名誉教授、元日本大学法学部新聞学科教授
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独自性を地域住民に再確認させる機能をも有している。その意味では、マス・メディアは国家の統
合にとって逆機能、潜在的機能さえも有している。

（4）
そこで、異なる背景を持ったアジアの諸国にお

いて、中核としての国家と辺境としての地域社会の双方に対してマス・メディア、とりわけテレビ
ジョン放送がいかなる機能を果たしているのかを放送制度、送り手としての放送局、そして受け手
としての地域住民の視聴行動、メディア接触行動の側面から考察する必要がある。こうした研究活
動を通じて、文化的多様性を実体化する統治システムとしての国家とその集合である地球社会の構
築に向けてのマス・メディアの貢献可能性に関する具体的研究活動の第一歩が踏み出せると考えて
いる。但し、実際には、日本の様に社会意識や諸行動全般にわたる膨大な調査及びその蓄積やマ
ス・メディアにかかわる諸調査のデータが蓄積し完備されその大部分が公開されている国はアジア
ではごく限られている。一部の国ではそうしたデータがもともと存在しないか在ったとしても外部
で利用可能な形では開示されていない。それ故、今回の特集の中でも国家や公的機関によって開示
されているものを除けば、文中で利用されているデータは各々の執筆者が実施したものか研究者間
の相互協力によって入手したものが多い。
この特集では、上記の包括的かつ長期にわたる目標を達成する具体的研究活動の手始めとして、
本学大学院新聞学研究科が設立目的の一つとし、新聞学研究所も積極的に支援している「アジアの
視点」の重要性を再確認することを企図する。すなわち、現在のアジアにおいて、アジア諸国のみ
ならず地球総ての国々に対して注目すべき影響力を行使している「中国」と、かつて第三世界の盟
主の一つであり、現在も経済成長を背景として、少なくともアジア地域では明確な存在感を示して
いる「インドネシア」の二カ国を主たる対象国として、当該国家を全体社会の単位として捉えた際
に、その統合機能を志向する中核としての国家と部分社会としての辺境（地域社会）の独自性主張
の支援機能とがいかなる様相を持って出現し、放送メディアがどのような現実的機能を果たしてい
るのかを具体的事例を基にして考察していきたい。その成果が前述したシンポジウムであり、本稿
はその際に論じられた点を基にして新たに展開されたものである。とはいえ、その際に使用する
データが不十分であったり、その内容に偏りがあることは否めないので、現状ではいわゆる先進国
間での比較研究と同等に看做すことには一定の留保が必要であろう。にもかかわらず、十分なデー
タ、資料が無いからと云って一切語らない、扱わないという姿勢では研究の進展は覚束無い。場合
によっては類似なデータ・資料から類推、外挿を用いて傾向を読み取る作業も必要であろう。この
特集はそうした資料、データの制約の中で、中国、インドネシア、両国に関して地理的意味のみな
らず社会・文化的意味において、世界の中での中核と辺境、アジアの中での中核と辺境、さらには
一国内での中核と辺境という視点でマス・メディアと社会のかかわりを具体的に明らかにしようと
試みるものである。山本は辺境と中核の具体的事例として、中国における新疆ウイグル自治区問題
を取り上げ、漢族を中核とする共産党支配の中央政権による政治、経済、文化に関する国家による
統合志向と地理的・文化的辺境と看做されてきた同地域のウイグル族による政治的、経済的、文化
的主体性の主張との間の葛藤に関して歴史的展開とそこでのメディアの意味を問うている。内藤は
同じように第 2次世界大戦後独立を果たしたインドネシアが、広範な国家領域に膨大な異文化種族
を包含する多島国家としての統一国家統合に有効であったテレビジョン放送がその後の歴史的変遷
の中で地域的独自性を主張する手段となることで、テレビ放送が社会・文化的には辺境となって中
央国家主権の統制から独自性を持ちうるようになったことが結果として、国家と地方との混乱を招
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来した、良く云えば地方主権の主張を支えるようになったことを現地調査を踏まえて論じている。
タイについては他の 2国を論じた執筆者のような専門家ではないのでマス・メディアについては語
ることをせずに、その社会の特徴を階層という点で略述した。筆者はタイの専門家ではないので、
既存の諸データを用いることとしたが、その大部分はタイの社会階層を直接かつ具体的に語れるも
のではなかった。代替として、学歴、職業、収入という、既存の社会階層分析で一般的に用いられ
ている個別データを扱ったが、同一年次、同一サンプルではないので本来の階層分析ではないこと
を予め述べておく。中国及びインドネシアの社会とマス・メディアについてはその専門家の二人が
密度の濃い議論を展開している。筆者はアジアの非植民地国家としてのタイが現在抱えている問題
の位置づけを階層格差の視点から略述しておくことで責務の一部を果たしたいと考えている。

注

（ 1）　T. ピケティ『21 世紀の資本』山形浩生他　訳　みすず書房　2014

（ 2 ）　例えば日本でも 20 世紀末以来多くの著作がこの危機を指摘している。橘木俊詔『日本の経済格差』岩

波新書　1998、吉川徹『学歴分断社会』ちくま新書　2009、苅谷剛彦『階層化日本と教育危機』有信堂高

文社　2001、『学力と階層』朝日文庫　2012、三浦展『格差固定』光文社　2015

（ 3 ）　代表的な一例をあげておく　B.アンダーソン『想像の共同体』白石隆、白石さやか訳　NTT出版　1997

（ 4 ）　具体的には、本誌『ジャーナリズム＆メディア』7号、8号および 2015 年 12 月 4 日に開催された「地

域と民放」シンポジウムにおいて提示された、日本の各地方民間放送局の活動が挙げられる。





社会の階層化から見たタイの概要

小 川　浩 一*

1：アジア諸国における華人の影響力
21 世紀になると一層鮮明となった中国の対外的勢力顕示は、前世紀と比較して遥かに強大と
なった経済力と軍事力が背景にあることは言うまでもない。中国政府が否定しようとも、実態とし
てこうした「覇権国家」への志向を中国が明確に示している中で、地理的、歴史的関係性において
東南アジア諸国は国家としての中国と民族としての漢族に注視せざるを得ないであろう。しかしな
がら、この点が持つ国際的意味について筆者は全くの門外漢なので議論は他の論者に委ねたい。
ところで、夙に指摘されてきたように、中国をどのように取り上げるにせよ、ほとんど総ての研
究において、海外との関連を考察する際に、とりわけ東南アジアを論じる場合には、所謂「華人」、
「華僑」の問題は避けて通れない。無論、中国の国内問題を考察する際においても「漢人」と「非
漢人」の問題は重要な検討すべき要因であるが、その場合には華人ではなく「漢人」すなわち漢族
と非漢族（少数民族）の関係として捉えられるのではなかろうか？本稿との関連で云えば、東南ア
ジア諸国における中国人という点で包括的に考察するので「華人」「華僑」の概念を用いて考察す
る。
ここでは便宜的に概ね安定的に受容されている定義を援用する。すなわち、「華人」とは本人乃
至は祖先の出自が中国（中華人民共和国、中華民国）である人で現在は居住国の国籍を持っている
人を指すとしておく。つまり、一般に中国系・・人と云われている人を意味する。他方、「華僑」
とは本人および祖先が当該国に居住しているにもかかわらず中国国籍のままで、ある国に居住し活
動している人のことを指すものとする。
歴史的長きに亘って、進出の理由や形態は多様であるが、中国人は世界中の多くの国に「華人」
乃至は「華僑」として定着してきた。

（1）
とりわけ、陸続きという理由もあって、東南アジア諸国は古

くから中国及び中国人から様々な影響を強く受けてきたので、「華人」、「華僑」も他の大陸諸国に
比べて非常に多数である。中華民国（台湾）僑務委員会の資料によれば、2010 年代にはシンガ
ポールの約 53％（283 万人）、マレーシアが約 24％（678 万人）、タイの約 11％強（751 万人）、さ
らに比率では少ない（ 3％強）が実数では非常に多数であるインドネシアの 812 万人（但し、イン
ドネシアの場合には華人ではなく華僑として算出している）のように、国によっては総人口の 10
パーセント以上から 4 分の 1 や過半数を占めるような状況にもなっている。「華人（overseas 
chinese）」が東南アジアで意味を持つのは人口の多さだけではなく、むしろその経済力とそれを背
景とした政治、文化、教育等々の多様な社会領域での相対的な地位の高さにある。少なくともイン
ドネシア、シンガポール、マレーシア、タイといった現時点での東南アジアにおける経済大国では
彼らの経済、政治領域での力は圧倒的である。マレーシアのようにマレー人を優遇するブミプトラ

*おがわ　こういち　東海大学名誉教授、元日本大学法学部新聞学科教授
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政策を採っている国においてさえも政界、経済界、教育界に占める華人系の割合は人口比を遙かに
凌駕していると云われている。この傾向は上記の国では何れも同様と云って良いであろう。

（2）

それゆえ、アジアにおける中核対辺境を考察する際には、国家対国家という国際レベルの視点で
も、或いは国家対辺境という国内レベルでの切り口でも ｢華人」、「華僑」の存在は重要な検討要因
であろう。そこで、本稿においても、以下で展開される具体的論述の必要最小限の資料としてアジ
ア諸国における人口に占める「華人」の割合を表①として示しておく。華人と云っても、出身地別
に大別して 5グループがあると云われている。例えばタイでは潮州人の末裔が約半数と云われてい
るように、細別すればその出身地域は大きな多様性を持っており、言語も文化も異なっているが、
ここでは前述した定義に従って、便宜的に現時点で中華人民共和国および中華民国（台湾）の領域
を出自としている人々を包括的に総称して「華人」としておく。ここで注目しておくべきは、各国
において中国系の（華人の）人々が人口比では多いシンガポール、マレーシアを別にすれば、タイ
でも 10 パーセント程度といわれているが、具体的データが無いにもかかわらず、所得階級別でみ
ると上位階級を占めている割合が人口比で高く、そのことが、少なくとも国内では経済、政治の意
思決定、政策実行部門に大きな影響力を行使している、あるいは行使しうる地位にあると云われて
いる、信じられている点である。地方レベルから中央レベルまで、各国で名前が挙がる人の出自か
ら、政界、産業界の中で彼らが占める地位の高さは如実に示されている。さらに、そうした社会的
地位獲得に際しても高所得階級出自者にとって有利な事情が隠されている。例えば、タイではその
総べてが華人であるとは断定できないが、上下両院とも議員の被選挙権に関する条件の一つが「学
士｣ としている。大学卒というのはこの国では人口の 60 パーセント以上を占める下位所得階級の
人にとっては取得が非常に困難な資格である。結果として、社会階層としての上、中の特定階層か
ら多くの議員が選ばれることになる。上位所得階級には華人が多数を占めている蓋然性が高いの
で、議員となる華人の確率も高くなると云えよう。タイにおける階層性については後述する。
インドネシアではタイのような被選挙権に関する学歴制限は無いが、過去の中国（共産主義）の
浸透に対する苦い経験からであろうが、「共産党員および破壊活動分子は被選挙権を有しない」と
し思想・信条上の制限を加えている。この事実に対して非中国系（非華人）が如何なる意識や態
度、行動を示しているのかに関する実証的調査データは、筆者が管見する限り見当たらない。現在
では名前も当該国籍保有国のものとなっていても、それぞれの国民は各々の人種的出自を承知して
いると云われている。むろん、それが社会的活動の選択基準となっていることは、マレーシアの
「ブミプトラ（マレー人優遇政策）」を除けば表面的には見られない。筆者の経験でも外国人には識
別できない人種的出自の違いを彼らの間では認知していた。200 年以上の長きにわたって当該国民
として過し世代を重ねて来たならば、特殊な通婚禁止政策、法律が実施されていない限り、嫌でも
異人種との通婚が増えるはずである。タイでも政策上タイ人となること（タイ人化）が推奨されて
いたので、「現在では人種的、民族的出自の差異を識別できなくなるのではないか」という筆者の
疑問を何人かのタイ人（但しほとんどは華人）に訊ねたが、明快な答えは得られなかった。

2：タイにおける社会階層
考察の背景
20 世紀末以降、特に日、米では社会階層における上と下間で社会生活上の諸領域においての格
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差の拡大とその固定化、とりわけ少人数の上階層が経済的豊かさの大部分を占有し、反対の非常に
大人数の下階層が残された少ない富（豊かさ）を分有する状態となっていることが問題視されてき
た。前述した、ピケティもその一人である。日米に限らないが、多くの先進資本主義国家は、かつ
て相対的に豊かな中階層が人数として厚く存在していることを特徴としていたが、現在は、とりわ
けアメリカや日本では中間層が薄くなり上と下の階層に分裂し固定化しつつある傾向を示している
ことが特徴といえる。
本稿で対象とするタイも同様の傾向を示しているが、非常に明確な相違点がある。過去 30 年以
上に亘って中階層が厚くなるという状況が存在しないままに、少数の上階層と多数の下階層の固定
化状態にあることが特徴である。以下ではタイの現状について考察したい。
周知のようにタイは第二次大戦以前から東南アジアで独立国であった唯一の国である。現在でも
シンガポールやインドネシアと同様にASEANの優等生として日本企業の海外進出の拠点の一つ
である。2015 年 12 月 31 日にASEAN経済共同体が実現した。タイはシンガポールと並びこの組
織の中核となる国である。これまで今回のアセアン共同体と関連国家が重なる、「メコン川流域開
発」（GMS）の中で地理的に流域諸国の中核となるという点だけでなく GDPの大きさからもタイ
は共同体の中核となるであろう。東南アジアという社会（国家群）の中ではシンガポールと並んで
中核地域（国家）であり他の多くの国はそこでは周縁と位置づけられるであろう。アジア・ハイウ
エイ構想の実現もこの共同体の中核と周縁の流通を一層便利にすることは間違いない。その意味
で、現在の中国は周辺諸国にとって巨大な消費市場として非常に魅力的な国と云える。タイを取り
巻く南北回廊は北上すれば中国の昆明と直結するし南下すればシンガポールさらには海峡を渡って
インドネシアにも到達する。南部経済回廊はホーチミンからバンコクまでを直接繋げる。東西回廊
はベトナム海岸のダナンからヤンゴンを経てインドにまで到達する。各々から枝分かれするルート
は物流、生産施設の多様化を推進して各国の経済活動を刺激するはずである。
他方では、「ドミノ理論」を信奉したかつてのアメリカのように、単純に中国共産主義の東南ア
ジア進出と認識してヒステリーを起こすとは思えないが、それでも、中国の経済的進出は多くの華
人・華僑を国内に抱える国々にとって複雑な対応を必要とする状況であろうことは容易に予測でき
る。タイの企業は既にミャンマー、ラオス、カンボジア等の比較的人件費の安い地域への進出を計
画したり既に進出したりしている。共同体内で経済的にヘゲモニーを持つ蓋然性の高いタイやシン
ガポールの経済活動は拡大するであろうし、それが結果として関係各国の経済規模を拡大すると云
える。それはタイであれば、これまで 4半世紀を超える長い間変わることが無かった高低の 2極分
割的所得格差を転換する絶好の機会でもある。他方では、表②、図①に見られるように長期間に
亘ってジニ係数で 0.5 近くないしはそれ以上である既存の利益配分システムを劇的に変えなけれ
ば、既に絶望的な状態に近い経済格差をより固定化する方向に作用する可能性もある。もう一点は
筆者の感覚的懸念であるが、IIAB（アジアインフラ投資銀行）を通じてこれらの国に対する中国
の発言力が増すことである。アジア・ハイウエイを通じて中国人（中華人民共和国人）がこれらの
国に居住し活発な活動を行えば、新たな「華人」「華僑」の出現であり、古くから当該国に居住し
ている「華人」「華僑」との間で「新・旧」紛争が発生しないという保証はない。それだけではな
く、国家資本を背景とした資本投下という形で一層覇権主義の姿勢が露骨になる可能性もある。し
かし、この点は国際経済や国際政治といったこれらの問題は筆者の専門外であり感想である。
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タイも他のアジア諸国と同様に歴史的に中国系の移民（華人）が多い国であることは前掲した資
料で確認できる。イギリスの植民地であった香港やシンガポールでは圧倒的に中国系市民が多いの
は当然としても、戦前からの独立国タイやオランダの植民地であったインドネシアも国民の 1割以
上が華人である。さらに、華人は東南アジアでは前述したように経済的、政治的に他の民族・人種
集団に対して優位に立っている。少なくとも馬上や朱が指摘したように、タイ、インドネシア、シ
ンガポールにおいて代表的財閥は総て華人財閥である。経済や政治での優位性とその経時的固定化
はそれ以外の領域においても、華人が多数派である社会階層や華人が多数居住する地域とそれ以外
の社会階層および地域との間で様々な格差が生じていることが明らかになっている。ここでは特に
所得階級を中核とする社会階層間格差の固定化とさらに地域間格差の固定化とがタイの政情不安の
大きな要因となっていることを概観する。
これまでの近代化、とりわけ産業化を説明してきた社会変動の諸理論や開発独裁による一方では
産業化と他方では結果としての社会的平準化を論じた諸説の説明枠組みを用いてタイの社会を説明
しようとするとあまり適合的ではない。開発独裁による産業化の成果配分によって貧困層のボトム
アップが実現されたことは韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア等の国々では妥当する
し後発近代化諸国であるミャンマー、カンボジア等の国々でもジニ係数等の数字からボトムアップ
の趨勢は読み取れる。しかし、タイではここ 4半世紀以上に亘ってこうした状況、社会変動、社会
移動は明確には読み取れない。むしろ、後述するように格差の固定化による階級社会化の気配さえ
もが読み取れる。この点のみに注目すると、タイは開発独裁における「収奪国家」タイプに近い状
態が長期間続いたので、一方では GDPに見られるような産業経済水準の向上とアセアンでは例外
的な失業率の低さにもかかわらず、社会的不安定が継続してきたともいえる。

（4）

こうした状況を考慮すると、本稿で概観する際の理論的枠組みも立て難い。加えて、既存の理論
的枠組みの修正乃至は新規な理論枠組みを志向できるほどの十分な資料が不備なので、本稿はタイ
における現在の階層化状況を概説するに止めたい。
戦後のタイの国情の特徴を簡略に示すと、それは①政情不安、②農業国から非農業国へ、③格差
拡大の 3点に集約されよう。国連開発計画の 2009 年版報告書でも、要約すれば同様にバンコクと
地方、とりわけ北部、東北部地方との格差、教育格差、民主主義の未成熟、財政的基盤の脆弱性等
を指摘している。

（5）
これらの要因が長期に亘り変化することがなかった点が、船津が指摘するように

上述した現在の格差問題による政情不安に収斂しているといえよう。
（6）
さらに踏み込んで云えば、船

津論文で分析された傾向は先に示した国連報告でも指摘されているように、2016 年現在でも大き
く変わっていないと云えるし、その点が現在まで継続しているこの国の政治的不安定さを招来して
いると云えよう。他方、こうした格差の中でも、地方間の格差が問題の根源にあるという認識に労
働移動の実証データを用いて、事はそれほど単純ではないとして批判したのが、池本幸生・武井泉
である。彼らは、詳細な実証データを用いて、「貧しい東北タイ地方」という受容し易い主張を真
正面から否定し、東北地方農村が決してバンコク的（大都市的）経済基準で測れないことを示し
た。その上で、問われるべきは「格差とは何か」であり、「貧困とは何か」をも問い直している。
彼らの主張は換言すると、国連開発計画に代表されるような、地方で頻繁に見受けられる地方住民
の伝統的文化的要因に対する服従という先進工業国の都市型生活様式を判断基準とした先進国から
の視点への疑問と云える。

（7）
他の資料から船津等の調査結果に見られた諸特徴のほとんどが、調査後
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20 年を経た今日でも大きく変化させる要因は無いので、都市、とりわけバンコクへの人口流入と
地方農村からの流失や就業構造の多少の変化を除けば顕著な大変動は見られない。そこで、現時点
で入手し得たいくつかのデータを利用して、タイの格差問題とそこから垣間見える政情不安の要因
について、社会階層という視点からの概観することを中心課題としよう。
タイの研究者がこの問題を論じている研究としては、San Sampattavanija のものがあるがこ

（8）
の

論文はタイにおける格差の問題を概括的に論じているもので、船津や池本のように、データを多用
して焦点を絞った論点を実証的かつ詳細な分析を行っているものではない。なお、後述するタイで
格差の一方の対象となっている農民や労働者についての分析視角として J. ガルトゥングの「構造
的暴力」概念を利用する方法もあるが、今回は社会階層という視点で行うこととする。
タイの人口に関するデータは数多くあり、それらの多くが必ずしも共通の算定基準を用いている
訳ではないので、細かい数字になると多少の差異があるが、2015 年のデータによれば、タイの総
人口は概ね 6700 万人強である。そのうちで華人の割合はほぼ 10～14％と看做されているので、総
人口からの推計では 750 万人前後と推測される。さらに、華人の多くが後述するような理由から大
都市に集中していると考えられる。但し、タイでは現在身分証明書に民族・人種出自を記載するこ
とを止めたので、この数字は過去のデータに人口増を見込んだものであろう。また、ここ 5年間の
都市人口の増加率が 3 ％増に対して農村は 2.1％の減となっている。

（9）
現時点では都市人口と農村人

口の割合はほぼ 5対 5 になっている。2010 年から 2015 年までの 5 年間の国全体の人口増加率は
0.3％であるが、上記のように都市と農村の偏頗があるがこの傾向は工業化しつつある国には共通
のものともいえる。さらにこの国も 65 歳以上の老年人口の増加傾向は不可避の様子である。とは
いえ 0から 14 歳の若年人口が 18％弱なので日本のように少子高齢化が顕著な状況とまではなって
いない。とはいえ、1960 年代の人口増加率 3％と比較すると 10 分の 1となっただけで無く、出生
率の長期的逓減を表す若年人口の減少傾向と平均余命の延長傾向が、結果としてここ数年続く 0.3
～0.4 程度の低い人口増加率となって現れている。この事実は安価な若年労働力によって支えられ
てきた開発独裁による工業化の国際競争力に翳りが現れる可能性が高いことを意味している。さら
に、近年 15％前後で推移している老人人口率にみられる明らかな人口構造の高齢化は広義の社会
保障制度が十分に機能していない点と相乗して、社会的不安定状態への引き金となりうる。
さらに、タイでは 2015 年 5 月に社会的不公平を減少させる目的で相続税制が制定されたが実効
性はあまり期待できないと云われている。加えて固定資産税も贈与税も無い。こうした点から、資
産家にとって資産保全と拡大に圧倒的に有利な状況が維持されていると云ってよい。さらに、後述
するように、大学進学費用が所得と比較して高額な結果、高所得の学卒上級被雇用者は、高額資産
保有階層である所得最上位階級の出身者が多数派となる。すなわち、彼らが獲得する相対的に高額
の給与収入も出身階層である上位社会階層に還流され、資産の拡大に貢献するようになっているこ
とが推測される。だとすれば、資産増加は給与増加よりも常に大きくなるという、前述したT. ピ
ケティの主張がそのまま妥当なものとなる。さらに、一方ではそうした富の不平等を減少する再配
分の仕組みが存在しないか、存在したとしても実態としては十分機能していないし、他方では税制
の不備も格差を拡大・固定化する方向に働いていると云ってよいであろう。この状況を極端に単純
化して述べれば、華人資産家、財閥を不利にする法律、制度は制定され難いのであろうし、格差の
拡大に歯止めをかける諸制度の整備が間に合わない状態にあると推測される。
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以下では上記の具体的データおよび関連データを利用してタイの社会階層のいくつかの現状と特
徴、さらにそれがもたらすタイの社会的不安定や社会階層間紛争の問題を概括してみたい。但し、
タイでは産業社会の社会構造を比較するうえで有効な指標とされる学歴、職業、収入という基本的
要因を用いた社会階層の分布を示した資料および関連論文が非常に少ない様子なので、入手できた
個別のデータから階層構造を推測せざるを得ない。以下で示す資料を一瞥して分かるように、今回
の考察に利用する資料、データの年次別の一貫性が欠けていることは、本来であればこうした考察
にとって適切と言わねばならない。しかしながら、前述したように社会階層構造を明らかにすると
いう分析目的に必要な時系列の年次データが十分でなかったので、代替として入手可能な年度や出
典が異なるデータを用いて考察を行った。

（10）
とはいえ、この考察結果が大きく的外れとなっていない

といえる理由は、人口、GDP、就業構造、所得、学歴、等々の社会変動を示す諸データの確認か
ら、包括的には時間の経過にもかかわらず、最終考察結果である、タイにおける社会階層の 2極化
という構造的特徴の主張に一定の妥当性を示しているからである。
2 － 1　学歴
表③に示される 2015 年の全労働者数に占める学歴分布をみると、この国が偏頗した学歴構成を

持っていることとその結果、いわゆる新中間階層が拡大し難い状況が見て取れる。全国データで見
ると、無学歴者及び小学校中退に小卒、中卒を合わせると 7割弱が無学歴か低学歴で就業してい
る。確かに 1990 年代から比較すると低学歴および無学歴者の減少と高学歴者の増加傾向はみられ
るが、日本で云う高等学校卒業者の割合は 16％前後でしかなく、後期型近代産業社会の発展の礎
となる高等学校相当の学歴保有者が非常に少ない。加えて、この状態が 20 年以上にわたって持続
されている点にも諸格差を生む原因がある。また、大卒以上の高学歴者が 17％いるが、彼らの多
くは親の上位社会階層を相続しており、中、下の社会階層からの移動が社会変動をもたらすほどの
数にはなっていないようである。図②は 19 歳から 25 歳までの所得階級別大学生の割合である。こ
のデータも高所得家庭の子弟以外には高等教育を受け難い状況を裏付けるデータである。所得が最
上位家庭の子供の 50％が大学教育を受けているのに対して中位所得家庭の子供では 20 から 25％で
しかないし、最下位所得家庭の子供では 10％しかいない。この点については、1994 年に調査を
行った船津らの結果で見られる特徴が

（11）
変化しないまま 20 年以上に亘って継続しているといえる。

そして、この階層間移動が非常に少ない点、所得上位階級に該当する職業が相続されている蓋然性
が高い点も所得上位階級が特定の人々の間で相続され続けてきた、当事者の意図の有無は別として
も閉鎖的空間なのであろうという推測を成立させる。なぜならば、いわゆる、新中間階層の典型的
な職業であるホワイトカラーの上級職に就くための要件である高等教育の放棄稼得に容易に耐えら
れるのは所得区分 5階級の最上位の世帯だけと考えられるからである。もし、放棄稼得に耐えられ
るならば、他のアジア諸国や先進国と同様に高学歴が産業化した社会でより有利な職業と収入を保
証する学歴メリトクラシー・メカニズムとして機能しているので、タイの低、中所得家庭でも可能
な限り多くの家庭は仮令奨学金が得られなくとも、より上位の学歴を取得させるために子供に進学
をさせたであろう。しかし、実際には高等教育進学者が少ないということは、そのために必要な放
棄稼得に耐えられないことが最も大きな要因であろう。さらに、推測であるが、仮に他の家計支出
を犠牲にして教育投資を行ったとしても、その後の成果としての上位社会階層への移動がその支出
に見合わないという判断も考えられる。何故ならば、上位の階層では社会資本としての人脈ネット
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ワーク（閥）が強固、すなわち閉鎖空間なので、全くの余所者が参入するにはハードルが高すぎ
る、いわば投資効果が低いと看做されている可能性が否定できない。加えて、相対的に低所得なタ
イの農村部の人々が必ずしも都市に定住を目的として多数移動していない点も考慮すると、少なく
とも、農村で農業生活をすることが数字で見られる点とは異なる実態として、農村部においての低
学歴が職業と収入との関連という点で経済的な不利益にはならないという可能性も考慮しなければ
ならない。
2 － 2　地域格差
タイの社会的分裂状態を示すもう一つの要因が都市と地方の格差、とりわけバンコクと農村地帯
の大きな経済格差である。この格差は前述した教育格差の基礎要因ともなっている。そして、先進
国や他のいくつかの東南アジア諸国のような教育を通じた職業選択による収入増が誘因として導く
上位社会階層への移動を産まない原因ともなっている。図③は 2011 年のタイの地方別一人当たり
GDPである。一瞥して明らかなように最上位のバンコクと最下位の北東部地方とでは 7倍もの格
差がある。この数字がそのまま豊かさの指標とはならないが、少なくとも農業地帯である北東部や
北部が東部やバンコクと比較して経済的に貧しい状態であることが示されるだけでなく、容易には
解消し得ない巨大な格差が存在していることは事実である。そしてこの地方の住民の多くがこの状
態を認識し、強い不満を抱いていることが「タクシン派」を支えていることは夙に指摘されてい
る。
（12）
表④に従えば、年収 5万バーツの家庭で子供を大学（公立）にやるには年間約 2万 5千バーツ

必要であるから、進学は殆ど絶望的である。小学校でも 6千 5百バーツかかる。中学校が 8千 4百
バーツである。北東部の家庭では日本の義務教育水準でさえも家計への大きな圧迫となる。因み
に、高等学校では 1万 1 千バーツである。年間所得の 5分の 1強を教育支出に回すと云うことは、
他の手段によって教育支出を賄わない限り殆どあり得ない。ここにも、この国で新中間階層が拡大
しない原因が見られる。前述した池本・武井が明らかにしたように農村から都市に工場労働者とし
て移動してきても彼らの多くが短期従業員としてしか留まらず、出身地方の農村に帰って農業従事
者となってしまい、都市住民として次世代への教育投資をしてないと云われているのは、低学歴就
業者には低賃金しか支払われないので、都市の高額生活費支出で長期にわたって都市住民として居
住するために必要な蓄積が困難であることによるのであろう。この点も 90 年代の状況と余り変化
がないと云える。この事実に関するもう一つの説明可能性は、池本・武井らの主張するように、農
村からの労働移動が農閑期に現金所得を求める、所謂季節労働者か特定の何かを購入するためや、
まさに子供の教育費として必要な現金を短期的に農外収入に求めた、いわば元々農村に帰ることを
前提としている労働移動である可能性も忘れてはなるまい。
ところで、表③にはバンコクも示されている。都市と農村の格差がここでも如実に示されてい
る。バンコクでは低学歴者が 4割強なのに対して高学歴者が 4割と全国のほぼ 2倍となっている。
図③の一人当たり所得でもバンコクでは 36 万バーツ強であり、生活諸費用が高額であることを考
慮に入れても、子供を大学に進学させることは、教育費が収入の 1割以下であるから容易であろう
と推測できる。とはいえ、これは数字上の話であり、平均値はバンコクに集中している資産家、高
額所得者を含んだ数字であることに注意が必要である。簡単に言えば、高額所得階級と相対的に高
額所得に近い収入のある一部の都市中間階層の親にとって子弟を大学に進学させるのは容易である
ということになろう。
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さらに、名目 GDPが成長しているが、それゆえに成長の果実が表⑤にみられる所得上位の階級
（具体的には国の富の 55％を所有している上位 20％の集合）に集中し、この人々の豊かさを拡大す
ることに貢献していること、この人々のほとんどがバンコクに居住していると推測されるので、地
方の農村部との経済格差の拡大に貢献していること、そして上記の教育費の点から学歴格差の一層
の拡大と特定社会階層出自の人々に対して、ホワイトカラー・上級職への就業機会の保証と高所得
という学歴メリトクラシーが機能した高学歴の有利さが還流していることを意味しているといえよ
う。
名目 GDPの地域別成長率で見ても同様であるが、バンコクと周辺の海岸港湾地帯とが飛び抜け
て高所得であり、バンコク周辺の中央部がその影響でやや高い。南部、北東部、北部地方では経済
的にバンコク一強の中で経済的格差を実感しながらも、農業政策の貧困により「格差が是正され
た」という実感を持ち得ない不満が常に政治への直接行動という形を取って社会的不安定状態を助
長し、軍による介入とその結果としてのたびたびの戒厳令を許している。なお、南部の場合にはそ
れ以外にイスラム教徒が住民の多数を占めていて、反政府活動の拠点となってきたことも原因の一
つといえよう。
もう一つの注目する点は、学歴（教育）、職業、収入を総合した社会階層という形で表出される、

タイにおける「都市」（極言すればバンコクのみともいえる）対「農村」（地方）の格差である。結
論的な言い方をすれば、この国の諸格差が集約的に表出されるのが都市と農村であり、それが、政
治における近代民主主義制度の導入と定着および経済における自由競争市場原理による資本主義経
済制度の定着という問題よりは、成長の中で置き去りにされてきた農村と工業化の果実としての資
産の拡大を独占的に享受しうる仕組みを利用し得た大都市、大都市住民、とりわけ既得権益受益層
（多くは華人と考えられる）の存在が長期に亘る政治的不安定さの原因と言っても過言ではなかろ
う。
2 － 3　職業
図④の 2005 年の就業構造では農業を含む第一次産業が 43.1％である。ただし、出典によっては
41.3％となっているが、農業（第 1次産業）全体では 42.6％であるので算定基準の微細な相違とい
える。図⑤の 2015 年のデータでは 38％弱である。1960 年代の 80％弱から比較すると半減してい
るが、この傾向を後押ししたのが 80 年代に明確となった政府の工業化政策である。他方で、21 世
紀になると農業人口の減少が停止状況にある。農業人口だけで見れば、製造業やサービス業従事者
が増加しており、その結果、GDPの増加も見られる。また、失業率も 1 ％前後で推移している。
その限りでタイは現代産業国家への転換を図った舵切が上手くいったように見えるが、前述したよ
うに産業化の果実が一方で特定階層の人々に特化して配分される状況となっている。失業率が低い
と云っても、他方では低所得階級の所得を見ると最上位階級との格差は 12 倍以上なので、単に仕
事があるというだけで、実態としては一方的にいわば「搾取」の対象とされている状況では低失業
率の意義を見出し難い。統計的には国全体として鉱業、製造業部門とサービス業部門の GDPが大
きくなっているが、個人所得で見ると都市労働者としての彼らの多数は決して大きな果実の真っ当
な分配に与かっているとは云えない。

（13）

いずれにせよ、農業対非農業という分類をすれば表⑥に
（14）
見られるように 21 世紀以降就業人口の

比率は概ね 6対 4で推移している。農業に分類されている農業従事者と漁業従事者の比率も殆ど移
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動はない。しかも、比率だけでなく表⑦に見られるように、実数でも殆ど変化は見られないし、と
りわけ農業従事者の実数には変化が見られないが、このことは農業従事者の中で世代交代が安定し
て存在することを推測させるものである。さらに、2003 年以降でみても、表⑧および表⑨に明ら
かな如く、単なる従事者ではない熟練の農業漁業者が実数においても比率においても殆ど変化が見
られない点も上記の推測を裏付けている。後に触れるが、農業を収入だけで捉えれば明らかにバン
コクの都市労働者と比較して少額であり不利に見えても、それが原因で若い世代が農業を嫌って都
市労働者となって農村から都市への人口移動が常に起きていることを示していない。「貧しい農民
が離農しより多くの現金収入を求めて都市労働者となる」と云う単純な理由による説明では説明力
が不足しているので、農業（漁業を含む第 1次産業）従事者数が変動し難い理由に関して説得力の
高い説明が必要である。一つの説明として、例えば、農山漁村による相互扶助の存在が現金以外の
生活上の便宜を保証している可能性がある点や、前述したような農外収入は生活上必要なモノの購
入が目的であり、家族の誰かが一時的に都市労働者となって農外収入を求めたとしても、それが達
成されると農業に戻るということも想像しうる。近代工業社会以来の特徴である都市中心の生活様
式に従った経済効率のみに依拠して、日本も含めた農村における社会生活の特徴を説明するのは危
険であろう。農業労働者を自営と小作という分類で考えると、確かに自営ではない単なる農業労働
者、所謂小作農（農業労働に従事しているが労働対価として現金収入に依存している人）の所得は
自営農業者よりも低いので、この層が都市に移住して労働者となる人々であろうことは容易に推測
できるが、それでも、池畑らの分析結果のように、彼らの多くが都市で季節労働者として就労して
も、一定の時期になると帰村している点を考慮すれば、単に貧困を理由として高所得を目指して都
市労働者に転換しているとは言い難いであろう。
他方で、日本等の先進国において用いている社会階層分析の区分で所謂「ホワイトカラー・上
級」とされる、主に都市労働者が対象となる「専門職、管理職」は表⑧および表⑨の如く 20 世紀
末以来タイの産業社会化に伴って実数、比率とも着実に増加してきたが 2007 年になって突然急激
に減少しているが、その傾向は少なくとも 2011 年迄継続している。一般事務職、準専門職が少な
くとも 2003 年以降殆ど変化を見せていない点と比較して奇異な感じがする。議員や公務員の人数
が減少した理由は立法・行政制度改革によっても説明できるが、民間企業の専門的管理職を含めた
数値なので何れかが減少したのかそれともこのカテゴリーの人総てが減少したのかが不明である。
しかも彼らの所得はタイでは相対的に高いと云える月収 1万バーツ以上の所得階級に属している人
が 80％以上である。
さらに、表⑩、表⑪、表⑫に見られるように、所得の低い階級の人々は「生産労働者」、「一般
職」、「事務職・販売職」に多い。特に「生産労働者」と「一般職」では 7割以上が月収 3千～ 1万
5千バーツに固まっている。所得階級別にいえば一部は中の上と云えるが多くは中の下かそれ以下
ということになろう。実際、この職業の人々は例えば、建設業、ホテル・レストランに見られるよ
うにタイの賃金水準で製造業を 100 とした場合に各々 81、85 と最も低い値となっている。前述し
た生産、一般、販売のカテゴリーに該当する職種である。しかも他の職種と比較したこの職種の相
対的な低さは 10 年にわたって変化していない。いわゆる単純未熟練労働の一種であるので低いの
だという説明が妥当であろう。参考までに表⑬に 2004 年から 9年までの各職業による月収と月支
出の実数を示しておく。具体的金額で、農業労働者を除けば前述した指摘のように「生産労働者」



60 Journalism & Media  No.9  March  2016

と「一般職」では殆ど余剰がないことも分かり易い数字で見てとれる。考えるべきは、長期間にわ
たってこの職種が低賃金のままであるにもかかわらず人材補給が可能である点であろう。都市への
労働者の移動が都市労働者として定住して生活していくことが前提であれば、10 年以上に亘って
他職種と比較して相対的に低い賃金、収入であれば、多くの労働者が都市生活に必要な収入が得ら
れない理由から離、転職すると考えられるが、実際には実数でも比率でも大きな変動がない。それ
は、彼らのほとんどが都市労働者として定住し、他所に移住していないからと推測される。彼らが
移住しないとしたら移住する積極的理由が無いからであるが、逆に考えれば地方農村が所得では低
くても、それ以外の理由で地方農村部を生活基盤とすることを選択させているからであろう。その
理由としては前述した慣れ、馴染み、日本語では「結い」と云われる慣習的生活協力制度に依拠で
きる生活のし易さなどがあろう。そして何らかのやむを得ない理由か生活必需品購入資金の獲得と
いった必要な事情により短期的な資金獲得のために一時的な都市労働者となるといったことが推測
できる。国連開発計画報告書 2009 年版では都市の労働者（migrant）が生活の苦しいことの事例
として、彼らの中での住居保有率が 39.5％であることを示している。

（15）
残りの約 60％は貸家に住ん

でいるないしは野天生活ということになる。しかし、自己の住居を都市に定めたということは、特
別の事情が無い限りそこに定住する意思があることを意味する筈である。貧しさが原因で家を持て
ない人も多数いることは当然であろうが、他方で、家を買う必要が無い、その投資が不要である
人々を考えない訳にはいかない。すなわち、まさにmigrant として不定期的に農閑期に都市労働
者となる人々にとっては高い投資をして都市に家を持つ意義は見つけ難い。人は働くところで住居
を持たなければならないという主張は当然と云えようが、それが自己所有である必要が必ずしもな
いことは、日本でも季節労働者の人々が寮や借家に住むことを考えれば容易に推測できる。都市の
貧困という状況を先進国の視点から評価することの危うさを考慮しておかねばなるまい。その証拠
に彼らはカネが必要な理由として家賃、家の購入を挙げていない。
2 － 4　収入
タイの所得分布をみると幾つかの特徴がある。既に前述でも明らかになっているが、民間企業勤
務か公務員かという職業と居住している地域によって収入、所得に大きな格差が見て取れる。以下
ではその点をデータに基づいて明らかにしよう。このうち、居住地域については前述した部分と一
部重複する。
官民格差
表⑭は公務員と民間企業との給与所得と民間企業の都市と農村の給与所得の違いを示している。
なお、ここでは便宜的に男性の数値を取る。そして、この国でも女性の方が相対的に男性よりも給
与水準は低い。2001 年の 41％強を除くと 2007 年、2010 年といずれも公務員では月収 1万バーツ
を超えるタイでは相対的に高給取りが過半数、50％強となって、同じ所得が民間企業では 14.5％で
しかないという違いは歴然としている。さらに、第 3段階の 5千 5百バーツ以上を加えると公務員
の実に 80％以上が上位 2段階に集中している。他方、民間企業では第 2、3段階（ 2千 5百バーツ
以上 1万バーツ以下）で 80％ほどになっているし、下位の 1、2 段階の和は 45％になる。全体的
傾向として、民間企業では低所得者が多く公務員では高所得者が非常に多いという図式が長期間に
亘って放置されている。官民の所得に関する大きな格差はタイでは常態となっているが、官尊民卑
といってよいこうした大きな格差を放置することは、「公務員の公正性」とは関わりなく行政への
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不信を醸成していく基盤と云える。因みに、日本でも同年齢で比較すると公務員の平均年収は民間
企業従業員よりも概ね 150 万円ぐらい高いようである。
官と民との間にこれほどの大きな格差が存在するが、それを助長しているのは都市部と農村部と
いう地域の差である。民間に限ってこの違いを見たものが表⑭の右側の数値である。2010 年で見
ると全体的に過去よりも上位段階が増加したとはいえ、都市部と非都市部の格差も大きく、その傾
向は官と民の格差に類似している。1万バーツ以上の人が民間企業では 14.5％しかいないが、それ
を都市部と非都市部（農村）とで見直すと都市部では 23.8％となる。上位 2段階で 70％弱、下位
2 段階で 30％強という分布になっている。他方、農村部を同じ基準で見ると 1万バーツ以上は
6.5％しかなく、上位 2段階でも 40％弱でしかなく、下位 2段階が 60％強になっている。この数字
でも都市と地方の間の所得格差が大きなものであるだけでなく、職業格差として現れていることが
明瞭である。
地域格差
次に上述した都市と農村という地域間の所得格差をもう少し細かく見てみよう。表⑮は首都圏の
バンコクとタイでも貧しいと云われている地方である北部および東北部で都市と農村を取り上げ、
それらの経済格差を明らかにしたものである。先ず明瞭に見えるのはバンコク首都圏と北部および
東北部との一人当たり GDPにおける圧倒的な差である。両地方ではバンコクの 21％から 14％で
しかない。国内総生産がそのまま所得を表すものではないが海外分を差し引いているので概ねの指
標として所得を表していると云える。すなわち、一人当たりの所得がバンコクと北部 2地方では大
きな差があることが明白である。ただし、この両地方とも一人当たり GDPだけでなく世帯当たり
の収支ともバンコクとの差が年々縮小しつつある。とはいえ、縮小しているのは地方の都市におけ
るそれであって、農村部では殆ど変化が見られない。すなわち、地方農村部の経済的状況は 20 年
以上に亘って改善されないままに都市部やバンコクと比較して貧しいままで置き去りにされている
ともいえる。興味深いのは 20 世紀末まではバンコクとこれらの地方の都市との差がそれほど大き
くなかったにも拘らず、2000 年から差が開き始め近年になって再度縮小傾向にあることである。
しかし、この傾向は農村部が無変化であることから、収入のみに限って云えば、地方の都市と農村
の開きは 2倍になっていることも忘れてはならない。因みに、支出の様子を表⑯の 2007 年の家計
調査における支出部門で見てみよう。食費、交通費のような都市と農村によって支出条件の異なる
ものではなく、支出の内容の変化が少ない教育費で見る。バンコクの支出合計が月額 23,996 バー
ツでそのうち教育費は 750 バーツの 3.1％である。北部、東北部はそれぞれ 2％、1.5％である。学
歴のところで前述したように北部、東北部は義務教育でさえも就学率が低い理由として推測される
のは教育費が収入に比較して高額になることであった。さらに推測を進めると、中等、高等教育に
は、この地方の所得水準からみると相対的に高額の放棄稼得が求められるので、農村で近隣と友誼
を保って生活するという現在の生活状態を持続させることに価値を置いているとしたら、収入と比
較して相対的に高額となる中等以上の教育支出を回避したとしても不思議ではない。

3：貧困から見たまとめ
これまで述べてきた様々な格差が集約的に示されるものが所得の配分であるが、それを端的に表
す指標の一つであるジニ係数と貧困率を見てみよう。
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表⑰、表⑱は
（16）
貧困率、所得格差、ジニ係数を示したものである。さらに図④はアジア諸国のジニ

係数を示している。
この表と図で一目瞭然なのは前述したが、既に繰り返し述べてきた、タイにおける貧富の格差の
大きさと長期間に亘ってそれが改善されないままであるということである。仮に表⑱の 2009 年以
降の数字を認めたとしてもジニ係数（世帯）が 0.4 を超えている。それ以前については殆どの年で
0.5 以上である。一般に 0.5 を超えると格差の解消は非常に困難とされているので、現状ではタイ
の貧富の格差縮小傾向の蓋然性は非常に小さいと思える。加えて所得の最上位と最下位の開きが少
なくとも 90 年代以降 2007 年までは 12 倍から 15 倍近くとなっており、この点でも格差解消が望み
薄だといえる。貧困ラインが 2010 年頃から月収 1千 6 百バーツで、該当人口が 600 万人近く、人
口比率でも減少しつつあるとはいえ現在でも 10％近い（世界銀行データでは 2014 年に 10.5％であ
る）。東南アジア諸国の中でも、一方で経済成長が著しい反面、その果実が一方的に既存上位社会
階層のみに集中的に配分される仕組みが前述した諸資料等で明らかになっているが、さらに他国と
比較してジニ係数を見るとこの現象がタイに特異に存在し未だに解消を示す具体的数字となってい
ないことが顕著である。20 世紀末には相対的にジニ係数が低かったカンボジアとフィリピンでも
近年上昇傾向を示しているが、長期間 0.5 を超えた値を維持してきたタイの富の配分格差は、所得
という目に見え易く消費の格差として表れ易いものだけに国民の多くを占める貧しい社会階層の
人々による社会への不満とそれが導火線となる政情不安に繋がるといえる。
以上、タイの社会を社会階層という視点で簡単に考察してきたが、貧困による格差の固定化とい
う視点から見えた現在のタイ社会の特徴を結論的に略述したい。
タイの政治、社会状況が安定的とは言えないことは夙に指摘されてきたことであるが、その大き
な要因として、後期近代産業社会にもかかわらず階層間移動が非常に少ない、というよりは長期間
の固定化が進行している、いわば階級社会の様相を呈していることが挙げられよう。この問題につ
いては既に 1994 年に調査データを使って船津等が指摘しているが、そこで指摘された都市の（バ
ンコクの）階級社会化した中間階層が従前の資産家に加わって、そのまま国富の過半数を所有する
高額所得者 20％の人々として固定化していったとも推測できる。むろん、過去 30 年以上に亘って
政府の工業化政策は鉱工業生産額の増加にみられるGDPの向上という意味では国全体の所得向上
を促したが、その利益の配分が不平等税制も加わって恒常的に非常に偏った結果になっているので
ある。結果として、タイは豊かな資産を相続する相対的に少数の金持ち階層（上位社会階層）と貧
困のままに世代交代を続ける圧倒的多数を占める貧乏人階層（下位社会階層）の 2層に明確に分離
したままで、中間階層が育っていないことが明らかになった。先進国に見られた社会階層の上、
中、下という大きな区分が充当し難い社会であると云えるし、日、米に典型的にみられる今日の上
下 2階層の格差固定化傾向が長期にわたって存在していた社会とも云える。
中間階層が育たなかった原因はその後ろ盾となる中等、高等教育が十分に拡大していない点にあ
る。近代産業社会で高学歴は所得、社会的地位の上昇（階層の上昇移動）を容易にさせる要因であ
るが、そのための支出に耐えられる家計、世帯収入が無ければ学歴獲得は画餅に過ぎないので進学
率向上の誘因として機能しない。世帯所得区分の第 1段階や第 2段階にある低所得家庭の子弟が大
学教育に参加するには、出身家庭が彼らの稼得を放棄しても家計維持が可能となる有効な教育費援
助制度が必要であろう。むろんタイにおいても多くの奨学金制度が存在すると予想されるが、それ
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でもなお中等、高等教育への進学者が低い現状はどのように説明できるのであろうか。この点につ
いて、タイではタクシン政権下で 2003 年に発足した「一郡一奨学金制度」という貧困家庭（他の
条件もあるが世帯年間収入が 10 万バーツ以下）の子弟約 900 人の大学進学を支援する制度を考察
したカンピラパーブ　スネートによれば、一定の成果を上げており、大学卒業生は公務員として採
用されるようにもなっていると述べている。但し、予算上の問題から 2010 年にはこの制度が運用
されていないとも述べている。

（17）
この数字からは実施された数年間にわたって大学卒業者数 2000 名

以上の増加とそれに伴う公務員及び専門職従事者の増加が認められるはずである。今回の収集資料
にはその点では判別ができなかった。また、年間 10 万バーツ近い世帯がタイの水準で貧困世帯に
該当するのかは疑問である。
上述した高学歴取得に対する開放策が機能した結果が、表⑲、表⑳にみられるように、大卒就業
者数が 2005 年以後に増加傾向が強くなったのであろうし、徐々にではあるが未就学ではない、小
学校から大学までの教育歴を持った就業者の割合が増加しているのである。但し、時の経済事情や
政権の機嫌によって政策が一貫していないので表㉑の様に微増微減を繰り返しつつ徐々に増加傾向
となっている。その限りではタイにも新中間階層を厚くする方向への社会移動の芽が現れ出したと
もいえるが、この状況が安定的に継続しなければ本稿で問題としている社会的不統合と圧倒的な不
平等による固定的階層（階級）の解消可能性は低くなろう。大卒者による集合が下の階層からの参
入を嫌っていることもタイの特徴である。これについては前述した船津らがタイで行った調査結果
で指摘している。意識の面においても、自らの学歴を「業績」と認識している可能性が読み取れる
が、この点については佐藤俊樹が『不平等社会日本』の中で、日本のサンプルで発見した大学卒業
者の意識と非常に類似した自己中心的な意識構造と看做せる。

（18）
船津の調査が行われた 90 年代以来

現在までタイの高所得階級と高学歴者との直接の相関を示すデータは無いにもかかわらず、教育費
用や職業分布から推測して、学卒者の意識では、大卒というのは自らの業績、成果であるという認
識、すなわち、それゆえに自らが有利な社会的処遇を得るのは当然であるという意識はそのまま継
続していると推測できる。
確かに、人数では大卒等の高学歴者が増加しているが、全員が就業に当たって学歴のメリットを
実現しているのか否かは不分明である。2008 年以降になると、大卒者を吸収していたであろう公
務員、議員、管理職が実数でも比率でも半分以下になっているが、他方で、それ以外の大卒者が就
業すると考えられる専門的職業の人数も比率も公務員の減少率に見合うほど増加していない。学卒
の人々は就業構造の中でどこに消えているのであろうか。いわゆる先進諸国の多くが学卒者、高卒
者、専門学校卒業者が就業できる職場（その多くは民間企業）を内包しているので、彼らの就業を
保証し得たし、さらには積極的に保証できるような制度構築に努力をしてきた。その結果が時代ご
とに様々な問題が在ったとはいえ、今世紀初頭に至るまでは、新中間階層を含めた意味での社会
的、経済的に当該社会の中間的位置となる層を厚くして危ういながらも一応の社会的安定性を構築
してきたのである。むろん、グローバル化の中でタイの経済活動も民間企業の活動が活発となって
製造業における労働需要が高まっていることは間違いないが、日本と同様に、企業収益の伸びが製
造ラインの労働者の賃金配分に反映していないであろうことは、こうした職種の人々の所得が伸び
ていない点で窺える。さらに、前述したように官民の所得格差の大きさが問題であるが、ここにも
現在の日本と同様の公務員優遇政策の結果が見えている。公務員の所得分布をみると高給の人が過
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半数で低収入は 2割もいない。つまり、非常に頭でっかちな構造となっている。もっとも、民間企
業も半数近くが上位 2段階にあるから、一般的傾向ともみなせるが、この上下間の給与差（所得
差）が如何なる基準であるのかが不明であるから断定はし難いが、民間企業の場合で考えれば労働
分配率がかなり偏っているとはいえる。その結果、官民を問わず地位の上位の人々と下位の人々と
の間の所得格差が隔絶して一定の連続性と就業人員構造を持たないことを表しているように見え
る。つまり、下級公務員や単純労働者は各職場での上級管理職とは異なる生活を今後とも継続する
しかないと云えよう。これは、地位獲得に関して業績主義であるか年功主義であるかとは異なる原
理が働いていることを推測させる。考えられる原理の一つとして「ネポティズム nepotism（縁故
主義）」がある。それは、前述した朱の論文で指摘された血縁、地縁、業縁の 3縁であるが、さら
には出身校等を基準として人間関係ネットワークを作り相互扶助集団化する機能を果たしている謂
わば「閥」といえる。これは社会的資産であるがゆえに経済的資産よりもより重要な広範囲な意義
を持っているし、これを共有する人々は社会的階層を同じくすることになる。タイでは華人、官僚
（公務員、議員）、民間企業管理職、出身地、等々の閥が社会的資産としてのネポティズムを駆使す
る結果、近代官僚制や業績主義が十分に発揮されていないのではないかと考えられる。むろん、貧
しいと云われた北部、東北部地方の農民たちが都市労働者を選択しない背景として推測した地方生
活の中での地縁、血縁を利用した生活上の便益も余所者を排除するという点で、ある種のネポティ
ズムと云えなくはない。
小学校でさえ教育費用がかかる。子供を高校に進学させようにも、低所得家庭は当該子弟への放
棄稼得に耐えられない。上記した大学進学奨学金受験資格の一つが世帯所得 10 万バーツ以下の高
校生とはいえ、その子供が世帯家計補助者となることを必要としている世帯にとって、大学進学可
能者が家庭内にいることはむしろ困惑を生むのではなかろうか。また、タイで、学歴メリトクラ
シーが存在したとしても、それが機能するのは門閥、血縁、地縁等の選択条件、すなわち階層的同
一性を充足した後の事ではなかろうか。仮にそうであれば、学歴メリトクラシーを信じて低所得階
級から奨学金を獲得して大卒資格を得た人は如何に処遇される（された）のであろうか。管見した
限りではこうした疑問に答えられる調査資料は見当たらなかった。伝統的社会から近代的社会への
変動を示す一つの指標として、ある社会が対象評価、判断の基準を「属性原理」から「業績原理」
への変化を用いてきた。この原理を基準とすることが総ての場面で妥当性があるとは云えないが大
勢としては妥当する。タイでも工業水準、教育水準、経済水準等々の近代産業社会の指標とされる
項目の多くは、業績原理によって評価されるはずであるから近代化を充足する項目となるものであ
る。しかし他方では、実態として圧倒的力を持っている、ネポティズムに起因する結果としか考え
られない特定集団（特定階層）の長期的に有利な状態の存在もある。その意味で、タイ社会は如何
なる位置にあるのであろうか？
また、前述した、バンコクと地方農村部、とりわけ北部、東北部との所得格差が非常に大きいこ
とと所得階級の上位と下位の格差の大きさという議論の中で抜けている点にも触れねばなるまい。
北部および東北部の深部は国境地帯であり辺境の民としての少数民族が多数を占めている地域であ
る。山岳地帯では水稲栽培が困難なので畑作に頼らざるを得ないし、現在でも焼畑農業という粗放
的農業を行っている人々もいるし、さらにチーク材等の林業も含まれる。かつてはアヘンの原材料
である芥子栽培の中心地であったゴールデン・トライアングルのような地域をも含んでいる。さら
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に、これらの地域で生活していながら土地を所有しない人々も多数いることはデータが語ってい
る。ベトナム戦争時には国境を越えた米軍の宣撫対象でもあったし、タイ族が雲南省にも広く分布
している点で中国との国境もまた微妙な少数民族問題を抱えてきた。歴史的に長きにわたって順わ
ぬ民であった彼らは基本的に華人のネットワーク、閥には入り難いであろうし、国家中央の政権担
当者にとっては統治上面倒ではあっても無視できない存在であった。それゆえ、タクシン政権以来
の政策担当者は国連開発計画のようないくつかの国際機関から、統計的に貧しい地方と指摘されて
いる北部、東北部への財政的支援を実行してきたが、十分な成果が見られていないことはこの 10
年以上に亘る経済諸データに示されている。さらに、今回は触れることが無かったが、南部地方も
決してバンコクとの格差が小さいわけではないことはデータが示している。南も貧しいのであるが
数字の上では北、東北の両地方より上にあるというだけである。そのうえ、この地方はタイの総人
口の 4％と云われている「イスラム教徒」が地域人口の大多数を占めているので、長年月に亘って
中央政府に対する反抗勢力が強い。近年世界中でイスラム原理主義者の活動が拡大する中での南部
地方の貧困対策による格差減少も政策担当者には急務であろう。
最後になるが、本稿では具体的データとして語らなかったが重要な問題がある。それはバンコク
の低所得労働者層の問題である。彼らの中でも前述したように、元来一時就業者としてバンコクで
労働者となっている人々は早晩帰農するが、帰るべき地方農村を失った都市労働者は、その多くが
都市生活ゆえの消費支出に耐えなければならない。地方農村部より相対的に高額の所得があるとは
いえ、それ以上に高額な都市の消費生活費用が求められる。華人を中心とした上位 20％の高額所
得層の多くが集中する大都市バンコクでの低収入生活は自己の実質的生活水準とは意識、感覚の上
で乖離して、地方に居住する人々よりも自己の都市生活に関する充足水準の「剥奪」感を抱かせる
基となろう。都市住民となった労働者層が準拠集団を父祖や自己がかつて帰属していた農村住民で
はなく都市住民とした場合に、高額所得層を彼らとは無縁な「異邦人」と看做すのであろうか？
時々の政権に対して、首都バンコクを中心に何度も行われている地方農村部の人々の示威運動が求
めている豊かさと都市低所得労働者層の人々が農民と一緒に行っている示威運動の求めているもの
とが同じ内容であろうか？同床異夢はでない保証は見出されたのか？
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図表

図①

図②
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図③

タイの地域別所得格差（2011 年）

出典　Full Report The Labor Force Survey Whole Kingdom Quarter3, July-September 2015

図④

一般就業者の産業別構成（2012 年 6 月）

出典　「タイ就業構造」第 19 章　労働事情　国際協力銀行　2012 年 6 月
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図⑤

図⑥
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表①

東南アジアの華人分布
世界全体 4136 万人 100％
アジア 3072 万人 74.3％

インドネシア 812 万人 19.6％
タイ 751 万人 18.2％

マレーシア 678 万人 16.4％
シンガポール 283 万人 6.8％

出典　『華僑経済年鑑　民国 101 年』2012 年　中華民国僑務委員会

表②

タイの 5分位法の世帯所得分布とジニ係数の推移、1988－2007 年

表③

学歴別労働人口
学歴

地域

低学歴
未就学を含む　　
小学校、初等中学

中学歴

高等学校

高学歴

大学

全国
38766.5 千人

実数 24219.1 6175.1 8007.3
％ 62.7 15.9 20.5

バンコク
2156.9 882.8 2258.4
40.6 16.6 42.5

中央部
6788.2 2144.3 2567.2
57.9 18.3 21.9

北東部
7531.0 1374.4 1183.6
74.6 13.6 11.7

北部
4568.5 933.4 994.4
69.9 14.3 15.2

南部
3265.0 840.4 944.9
64.0 16.4 18.5

出典　タイ National Statistics Offi  ce 2015 年　　　　　　
The laborforce survey Quarter 3, 2015 より著者作成
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表④

表⑤
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表⑥

タイの産業別就業者数の推移⑴：全体、2003－2011 年（％、各年 7月－ 9月）

表⑦

タイの産業別就業者数の推移⑴：全体、2003－2011 年（実数 1000 人、各年 7月－ 9月）



73社会の階層化から見たタイの概要

表⑧

タイの職業別就業者数⑴：全体、2003－2011 年（実数 1000 人、各年 7月－ 9月）

表⑨

タイの職業別就業者数⑴：全体、2003－2011 年（％、各年 7月－ 9月）
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表⑩

タイの産業別賃金水準⑴：全体、2003－2011 年（月額、各年 7月－ 9月）

表⑪

タイの産業別賃金水準⑴：全体、2003－2011 年（製造業＝ 100、各年 7月－ 9月）
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表⑫

タイの職業別所得階層別世帯の分布、2007 年（比率、％）

表⑬

タイの職業別月収入、月支出、負債残高：2004 年、2006 年、2007 年、2009 年（単位：バーツ）
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表⑭

タイの男女別都市農村別賃金給与所得の格差、2001－2010 年
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表⑮

タイの経済格差：地域別都市農村別、バンコク首都圏＝ 100、1986－2009 年

表⑯

タイの地域別支出の格差、2007 年家計調査

小川
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表⑰

タイの貧困ラインと貧困人口比率、所得格差の推移、1994－2007 年

表⑱

タイの 5分位法の世帯所得分布とジニ係数の推移、1988－2007 年

小川
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表⑲

教育段階別就業者数⑴：全体、2003－2011 年（実数、各年 7月－ 9月）

表⑳

教育段階別就業者数⑴：全体、2003－2011 年（実数、各年 7月－ 9月）



80 Journalism & Media  No.9  March  2016

表㉑



インドネシアにおける地方テレビ放送の隆盛
（1）

内 藤　　 耕*

1．はじめに
世界で 4番目の人口大国であり、かつ多様なエスニシティを擁するインドネシアにおいて、放
送、なかでもテレビ放送は国民統合の強力な手段となってきた。

（2）
東西 5,110km におよぶ広大な領

域面積に 1万 3 千を越える島々が散らばるなか、70 年代には、人工衛星を通じた一元的な放送シ
ステムを確立したことでも知られた。しかし、1998 年のスハルト体制の崩壊とその後に続く民主
化、地方分権の流れは、中央集権的であった大国のありようを根本から変えてしまった。テレビ放
送の分野において、その影響は象徴的であった。地方放送がまるで雨後の筍のごとく登場し、放送
界の構図は一変した。さまざまな資本が放送分野に参入し、地域文化の守護を標榜した。
本稿では、そうやって登場してきた地方テレビ放送の有り様を見ていくとともに、それらがどの
ような課題を抱えているか明らかにしていく。なかでも、本特集が関心をよせる「辺境」にかか
わって、インドネシアのなかでも社会文化的に周辺的な位置にあるテレビ局の姿を追うことで、ア
ジアの放送のいまに迫ってみたい。
ここで「社会文化的」というのは「辺境」を地理的な概念でのみとらえるのでは、現在のインド
ネシアにおける社会とメディアの関係がぼやけてしまうと考えるからである。文化的な多様性を保
持していく役割を、テレビ放送はどこまで担っているのか。もともとオランダの植民地としての共
通経験しか国家のアイデンティティの核となるものがなかったインドネシアでは、地域主義が醸成
されやすく、ときには分離独立の運動さえ呼び起こされてしまう。
そういうなかで、地方のテレビ放送は現在どのような課題を抱えているのか、インタビューなど
を通じていくつかの放送局を直接追っていくなかで見えてきたものを論じていきたい。

2．国民統合の時代から地方放送の隆盛へ
国民統合の装置、手段としてのマス・メディアの役割、機能については、かつてさかんに議論さ
れた。インドネシアのマス・メディア、特にテレビ放送の歩みはまさにこの国民統合の装置として
の段階から今日の地方放送の隆盛にいたるまで政治体制の変化に呼応したものであったと言える。
1962 年のテレビ放送開始から半世紀以上経った今日までの流れを仮に四つの時代に分けて考え

るとするなら、最初は、1962 年から 89 年までの、国営テレビの 1局体制期であった。国営テレビ
局TVRIは情報省の一部局の位置づけとなっていて、まさに政府の広報機関の役割を担っていた。
同局の開局は第 4回アジア競技大会の開催に間に合うよう日本の援助を受けて準備された。まさし
く国の威信を示すものであった。1976 年には通信衛星パラパを用いた伝送により、広大な国土に
一元的なテレビ放送を実現させた。

*ないとう　たがやす　東海大学文学部　教授
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長い 1 局体制の時代は、1989 年に突然、終わりを告げる。スハルト政権の爛熟期、第 1期の民
放隆盛期がやってきたのであった。背景には、経済発展とスハルト家の子どもたちの成長があっ
た。スハルト政権下では世銀・IMFが主導するなか、外資導入を基盤とした輸出志向型の経済体
制が目指されていた。外資が流入してくるようなって市場も成長してくると、広告収入をねらって
放送にビジネスチャンスを見出す資本が出てきたのであった。広告放送を行わない国営放送 1局の

（3）

それまでの体制は、彼らに取ってみればまったく参入障壁がない、そして手つかずの市場であっ
た。こうして 1995 年までの間に全部で 5局の民放が放送を開始したが、その多くはスハルト大統
領のファミリービジネスであった。彼らの基本的な関心は政治ではなくて、経済であった。場合に
よっては政府批判ですら、視聴者が望むのであれば展開していった。こうした民放に対して、情報
を統制する情報省はたびたび圧力をかけていった。権力者の足下でジャーナリズムが発展し、国家
と対立するという奇妙な構図ができあがっていた。
1998 年になると、前年のアジア経済危機をきっかけとして、スハルト体制は崩壊し、民主化の
動きが一気に大きな流れになっていった。辞任したスハルトに代わって副大統領から大統領に昇格
したハビビは、新たに 5局の民放の認可を行った。90 年代に開局を果たした民放局がファミリー
ビジネスを特徴としていたなら、後発 5局はファミリーとは直接関わりのない新興資本であった。
これを第 2期の民放隆盛期ととらえてもよいが、ほどなくしてインドネシア放送界にはまったく新
しい動きが出てくる。地方放送の興隆である。
2001 年、スラバヤの日刊紙ジャワ・ポスは、中央の情報省の認可を受けないまま、州知事の許

可でもってテレビ放送を開始した。これは警察が家宅捜索を行うほどの大きな事件になったのであ
るが、それを嚆矢として地方の民放の開局が相次ぐようになる。
前述のように、インドネシアは、スハルト時代まで中央集権体制の下、上からの統合を強権的な
かたちで図ってきた。それが民主化とともに、たががはずれたように自治、分権を求める地方の声
が表出していった。地方局の開局ラッシュはそうした空気のなかで一気に進んでいったのであっ
た。それも中央の認可を受けない形で次々と新しい局が出てきた。なかには海賊的に法的根拠がな
いまま放送している局もあった。こうしてインドネシアのテレビ放送は放送局の数すらも正確にわ
からないような時代に突入していった。
現在、インドネシアには、全国放送と全国放送を志向するテレビ放送が首都ジャカルタに 15 局
ある。公共放送となった旧国営テレビTVRI、そして現行の放送法では全国放送はないことになっ
ているが、前述のように民放隆盛期の 1期と 2期を通して登場したネーションワイドのカバレージ
を志向している局が 10 局ある。

（4）
また、2010 年前後の数年間に開局した局が 4局ある。これら 4局

は後述の 2002 年放送法がネットワーク化を規定したため、先行する 10 局の民放全国放送と違っ
て、開設当初からネットワークのキー局として登場してきた局である。また、地方放送としては、
ジャカルタのローカル局も含めて全国で推計 300 局程度が存在していると考えられる。

（5）

3．放送行政の混乱と放送法
地方放送の開局に見るような実態が先行する場面は、民主化以前もしばしばあった。関連法が
整ったところで、各局の許認可が行われていくのではなく、法律ができる以前に、大臣令によって
民放を認めていた。たとえば、1989 年の民放第 1号は、RCTI という放送局であった。同局は当
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時、スハルト大統領の次男が経営していた企業ビマンタラ・グループの所有であったが、大統領の
意向を受けて情報大臣が開局を認めた。

（6）
また、たとえばスハルト大統領の長女が望んだ民間の教育

放送の開始も突然決まるといった具合であった。
もちろん、これはファミリー資本ゆえにおきたとの指摘も可能であろう。だが、たとえば外国の
通信衛星が伝送する放送の直接視聴についても、法令上は禁止されていたのに、事実上野放し状態
となっていて、それを大臣令によって追認したようなこともあった。さまざまな側面での実態先行
は、たとえ権威主義体制の下であっても十分なガバナンスが実現できていないことを示していた。
実態先行は利害の錯綜があるからで、放送法の制定の遅れはとくにそれを象徴していた。1980

年代の終わりから 90 年代の半ばまで、前節で紹介したように次々と 5局の民放がスタートしたに
もかかわらず、放送法ができたのは 97 年であった。
この 1997 年の放送法と民主化後の 2002 年の放送法、両者の特徴をここで見ておきたい。1997
年の放送法の制定をめぐっては、現在のインドネシア放送界の構図のようなものが見て取れる。法
の制定に時間がかかった理由は、国会がメディア資本と対立していたことによる。

（7）
実際、いろいろ

な論点があったが、なかでも大きな問題は放送対象地域をめぐるせめぎ合いであった。メディア資
本は全国放送の展開を望んでいたが、国会は、国営放送以外については、地域を限定した放送を求
めていた。実際、国会を通過した最初の法案は、地域限定型であった。ところが、これに対してス
ハルト大統領は拒否権を発動して修正を求め、民放にも全国放送が認められたのであった。
その数年後、民主化の大きなうねりのなかで 2002 年、新たな放送法が制定された。その特徴を

ここでは 3つあげておきたい。第 1に放送に関する独立行政委員会KPI（インドネシア放送委員
会）の設置が定められた。情報省の統制下で言論・表現の自由が抑圧され、メディアが権威主義体
制を支える装置となっていたことに対する強い反省から生まれた。第 2に、1997 年法では大統領
によってひっくり返された全国放送の規制が定められたことである。全国をカバーする放送事業を
展開する場合は、日本やアメリカのようにネットワークをつくることが定められた。旧国営放送
TVRI 以外の全国一元放送は認められなかった。1997 年放送法について審議したスハルト時代の
国会に既にあった地方重視の姿勢が入ったのであった。第 3に、非営利の放送事業、すなわち公共
放送やコミュニティ放送を規定したことである。ひとつの焦点はTVRI の自立促進であった。こ
うして同局は、政府の補助を受けつつもかつてのように広告も放送できる公共放送として位置づけ
られた。
ところで、この放送法改正に先立つ 1999 年、アブドゥルラフマン・ワヒドの政権は、長年にわ
たって情報を統制する機関として機能してきた情報省を廃止した。放送は地域の電波監理局に申請
して周波数を割り当ててもらえば、その内容にかかわらず放送できるようになった。これが放送局
の全体数が把握できなくなった要因として大きかったのであるが、代わって放送局の開局や放送内
容の監視を担うことを期待されたのが、放送委員会KPI であった。ところが、2001 年、アブドゥ
ルラフマン・ワヒドの後を襲ったメガワティ大統領はかつて情報大臣が担っていた役割の一部を引
き継ぐ広報コミュニケーション担当国務大臣をおいた。民主化のなか地方重視の流れができていた
のが、メガワティが大統領になってナショナリズムの方向に揺り戻したのであった。
本来、2002 年放送法の審議過程で期待されたKPI の役割は、同法成立直前の広報コミュニケー

ション担当国務大臣職の設置によって不明瞭なものとなってしまった。その後、この国務大臣の下



84 Journalism & Media  No.9  March  2016

に大臣府がおかれ、現在では広報コミュニケーション省に格上げされている。この結果、今日、放
送局の開局をめぐるプロセスは非常に複雑になっている。新たに、テレビ局、ラジオ局をつくろう
とする事業者は、KPI に対して開局審査を申請する。ところが放送免許を発出するのは広報コミュ
ニケーション省の役割である。独立行政委員会であるKPI が広報コミュニケーション省に対して
推薦するという形式を取っている。しかし、実際にはKPI による開局審査とは別に、広報コミュ
ニケーション省は独自に審査をするというような形になっている。しかも広報コミュニケーション
省の中の放送監理をする部局と、電波監理、要するに周波数を割り振る部局の関係がうまくいって
いない。

（8）
整理すれば、KPI は放送内容についての審査を担当し、放送監理の担当部局は放送事業者

が適確かどうか審査をし、
（9）
電波監理局は周波数の監理をするということである。だが、開局を申請

する側からすれば窓口が 3つあってそのいずれにも書類を出さなければならないようなことになっ
ているのが現状である。
この三者の関係がスムーズにいっていないため、開局審査は非常に時間がかかるという状況にあ
る。時間がかかるので、待ち切れなくて電波を出してしまう。初期投資を少しでも早く回収しよう
と放送事業者は躍起になるといった具合である。
問題はそれだけではない。KPI は地方分権を反映して中央と地方に分かれていて、両者の間には
命令指揮関係がない。中央のKPI は、国会によって選出された委員で構成され、全国放送（TVRI
およびネットワーク）に対する規制および監督などを主に担当する。それに対して、各州におかれ
ている地方放送委員会KPIDは、州議会が委員を選出していて、それぞれの州内の放送局を監督す
る。

4．地方テレビ放送の現況
前節で見てきたように放送行政が複雑化するなか、地方テレビ放送の現況はどうなっているので
あろうか。地方放送局は一般的に、地域重視の理念を掲げていく。地域語によるニュースや番組を
放送したり、地域文化に関わる番組を中心とした編制を掲げる局は多い。また、なかには 2002 年
放送法で認められたコミュニティ放送や公共放送の理念に関わる局もある。ここでいうコミュニ
ティは、かならずしも地域コミュニティばかりを意味するわけではなく、たとえば地域のなかの特
定の集団を意味する場合もあることと、公共性を重視する傾向にある。民主化の時代をよく反映し
ていると言える。
だが、高邁な理念の一方で、実態は、地場の中小企業などがテレビ局を運営しているケースも多
く、弱小資本による経営が目立つ。技術の進歩により性能のいいパソコンがあれば放送番組の編集
作業ができる時代となっていることも、雑多な資本が放送事業の世界に入り込んでくる要因となっ
ている。
弱小局がしのぎを削るような状況下では、広告収入による経営はおぼつかない。地方放送の多く
が頼る収入源は大きくいって 2つある。ひとつは地元の自治体である。州政府や県政府の行事を放
送する。もうひとつは、テレビショッピングである。ジャカルタなどでつくられた番組を中継して
いる。こうしたいわば質の悪さに視聴者の多くは地元の放送局を嫌い、全国放送のほうに流れてい
く。これが広告収入の減少に拍車をかけ、悪循環を招いているというのが実態である。
ここでいくつか、東ジャワとバリ島のテレビ局を中心に紹介してみたい。
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1）　JTVと地方メディア資本
インドネシアの地方テレビ放送の草分けとなったのが、2001 年開局の JTVである。インドネシ
ア第二の都市スラバヤに本社をおき、全国の地方紙と提携している有力新聞社ジャワ・ポスグルー
プ（JPMC）の傘下にある。開局は、情報省が廃止となった後、2002 年法が成立する前であり、当
初は州政府の許可のみであったため物議をかもした [Agus Sudibyo 2004:pp..134-141]。現在、東
ジャワ州内に 9つの地方局を有している（同一資本であるが別経営）ほか、他地域の局との連携を
進めている。その数は、JTV自身の支局を除いて、44 局に達している（2013 年 8 月）。それぞれ
の地方放送局が、地元にあるJPMCの新聞社と関係を作っている点も特徴的である。放送局のネッ
トワークが新聞社のネットワークを基盤として形成されている。新聞と連携することで、ニュース
を充実させている。
JTVと東ジャワ州内の支局では、ジャワ語による放送を行っている。それも各地域の方言を使
用している。

（10）
ただし、ジャワ語は約 4割程度の番組での使用にとどまっていて、残り 6割は国語イ

ンドネシア語である。
広告は半分が地元、残り半分が全国企業のものである。公共広告も多い。広告の制作は制作会社
がつくるものも多いが、普通の番組は、自作となっている。
ちなみに、ジャワ・ポス・グループは、全国誌TEMPOの記者出身のCEOダーラン・イスカン
の下で巨大化していった。

（11）
JTV など地方放送の開局を進めたのも彼であった。ダーラン・イスカ

ンはスシロ・バンバン・ユドヨノの政権で国有企業大臣を務めた有力者である。

2）　アレクTVと視聴者参加型番組
2008 年に開局したアレクTVは、スラバヤ市の近郊、東ジャワ州シドアルジョ県の民放テレビ
局である。

（12）
資本は地元で不動産事業を中心に手がける BJ 社が 9 割を占めている。

（13）
ジャカルタの

キー局であるTV1 から社会ニュースを、おなじくANteve からスポーツニュースの供給を受けて
いる。両者でニュースの総放送時間の 1割を占める。ほかにブルームバーグ（インドネシア）とも
協力関係をもっている。

（14）
これら 3局のニュースは無償で提供されている。

局名となっているアレクArek はジャワ語で若者の俗称を意味するとともに、ジャワ文化のなか
での士族的な傾向を指すことばだという。視聴者層としては中間層やエグゼクティブ、年齢的には
生産年齢人口に焦点をあてている点にその意図も表れている。
1日の総放送時間は 20 時間、放送エリアはスラバヤとその周辺県となっている。放送内容の 6
割がニュース、残り 4割がスポーツや文化関係の番組となっている。一部にジャワ語を使用してい
る。
だが、同局の特徴は視聴者参加型番組にあるという。「ジャカルタのキー局が作成するシネトロ

ン（ドラマの意）に描かれる夢物語に視聴者は飽きている。もっとリアルで地域に密着したものが
求められている」という。サークルの活動などを取り上げたりすることで、メンバーの親族や友人
知人の視聴を得ようという戦略である。
なお、広告収入の 30%はテレビショッピングから得ていて、残り 70%は、地元企業からの広告
収入ほかとなっている。経営的には自立しているという。
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アレク TVのスタジオ

3）　マドゥラ・チャンネルと自治体広報
東ジャワ州マドゥラ島は、東西 150km、南北の幅 45kmの島で、その西側部分でスラマドゥ大
橋によって対岸のスラバヤと結ばれている。行政区分としては東西に 4つの県が並んでいる。島内
のテレビ局は 2局だけであるが、そのうち 1局は JTVのマドゥラ支局であり、もう 1局が島の最
東端に近いスムナップ県にあるマドゥラ・チャンネル（2007 年開局）である。スムナップ県はス
ラバヤとは空路でも結ばれているが、陸路でアプローチしようとすると一般道を数時間かけて行か
なければならず、「辺境」の感は否めない。そもそもマドゥラ島自体が、塩の製造などを除けば特
筆すべき産品に恵まれておらず、むしろ出稼ぎ者の送出地域として有名である。いわば「辺境」の
なかの「辺境」にあるのがマドゥラ・チャンネルである。グループにFMラジオと地域紙がある。
番組内容は、ニュースが 70%、娯楽が 30%となっている。放送用言語としては国語インドネシ

ア語と地域の言語マドゥラ語を使用している。マドゥラ語で「マドゥラ人のテレビ」というスロー
ガンを掲げている。
スムナップ県では、衛星経由で全国放送を視聴する傾向が強くて、非常に経営は厳しい、とい
う。2008 年には朝 5時から 24 時まで放送していたが、全国放送との競争に勝てず、2011 年以降は
朝 6時から 21 時までの 15 時間の放送となっている。地元からの広告収入はあまり望めず、収入の
80%を県政府の行事を放送することによって得ている。隣県の視聴率の方が高いが、オーナーが
この県の出身であったため、ここに本局を構えているという。2014 年 8 月時点で、この地元選出
の国会議員からスラバヤの食品会社の所有へと変わるところであった。
なお、かつてマドゥラ島にはこのマドゥラ・チャンネルのほかに無免許のテレビ放送局がほかに
2つあったという。

（15）
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マドゥラ・チャンネルの局舎

4）　バリTVと地方権力
インドネシアの地方テレビ放送のなかでは、スラバヤの JTVとならんで存在感を示してきたの
が、2002 年に開局したバリTVである。資本はバリ・ポスト紙で、JTV同様、地方の新聞社が経
営母体となっているケースである。ジャカルタにも支局をおいて、中央からのニュースを流すほ
か、大企業のジャカルタ本社に対して広告営業をおこなってきたが、最近では地元バリからの広告
収入の方が多いという。もっとも、広告以上に、コンサートなどの事業収入に依存しているのが、
バリTVの特徴である。

（16）
　

このバリTVに関してとくに強調しておきたいのはバリ文化の守護者としての位置づけを自らに
任じている点である。インドネシアの国民の 8割以上がイスラム教徒というなかで、バリ島は、逆
に 8割がヒンドゥー教徒で占められている。2002 年、2005 年には、ジュマア・イスラミーアとい
うアルカイダ系のイスラム過激派によるテロがおきた。これを受けてバリ島は「要塞化」されたと
いわれる。要するに流入してくるイスラム系の国内移民やかれらがもたらす文化に対して強い警戒
心を持つようになったのである。この「要塞化」を主導したのがバリ・ポストグループであった。
「Ajeg Bali（バリを守れ）」をスローガンにバリの地域文化を守っていこうという運動はまだ続け
られている。

（17）
　

バリ TVのもうひとつの特徴は、JTV同様、他地域のテレビ局との協力関係を積極的に築いて
いる点にある。西ジャワ州の州都バンドンにあるバンドンTVやジャワ島中部の古都ジョクジャカ
ルタのジョクジャTV、スマトラ島北端のアチェTVなどとインドネシア・ネットワークと称する
ネットワークを構築している。また、JTVなどとともにインドネシア地方放送連盟ATVLI を創
設して、地方放送の間の協力関係の強化を図っている。

（18）
　

ところで、2014 年 8 月の段階で、バリ・ポスト紙は報道内容をめぐってバリ州知事と裁判係争
中でバリTVも州政府から締め出しをくっていた。これは、2011 年 9 月におきた州内住民間のい
ざこざについて、関係した村を知事が「つぶす」と発言したとされるバリ・ポスト紙の報道で、知
事側がこれを根拠のない虚偽報道だと訴えていたものである。2015 年 2 月、最高裁判決によりバ
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リ・ポスト紙側が勝訴している。なお、2013 年、州知事の 2期目の選挙キャンペーン中にバリTV
は対抗馬に偏った報道を行い現職知事に関しては報道しなかったとして、州の放送委員会KPIDか
らニュース番組の放送停止処分を受けている。自治体と密接な関係を築くなかで経営を成り立たせ
ている地方テレビ放送が多いなかで、バリTVは州政府と緊張関係にある。

バリ TVの正面玄関

局舎の壁面にはバリを守ることとインドネシアの統一をともに呼びかける

著名人たちの揮毫がどれも同じ言葉でたくさん飾られている
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5）　ニルワナTVと地方メディア資本によるネットワーク化
バリ島はアジアでも有数の観光地として知られている。だが、観光開発は長年にわたって島の南
部を中心としてきた。地形的に北部に山岳地帯が広がっているということと、唯一の空港が島の南
端に近い地域にあることも影響している。北岸のシンガラジャには植民地時代にはオランダの政庁
がおかれていたが、現在、州都は南部のデンパサールにある。デンパサールからシンガラジャまで
は山道を数時間かけないとアクセスできない。
このシンガラジャで 2012 年から放送を開始したのが、ニルワナTVである。

（19）
資本はすべてスラ

バヤに本社がある前述のジャワ・ポスグループの所有となっている。JTVの東ジャワ州内の放送
局はスラバヤからの中継が多いが、同局の番組はすべてバリで制作しているという。ただし、ジャ
ワ・ポスグループは、もともとラダール・バリ紙という新聞をバリ島で発行していて、ニルワナ
TVは同紙と提携関係にある。まったく足がかりがないままバリ島に進出してきたわけではない。
ニルワナTVのねらいは、第一に北部の将来性にあった。政府は、発着枠が飽和状態にある南部
ングラライ空港に加えて、新たな国際空港を北部に建設しようとしており、完成すればこの地域の
開発は一気に進む。第二に、バリ島（州）には南北ふたつの放送地域が割り当てられているが、南
北の経済格差を反映して、南部はすべての周波数を使い切っているのに対して、北部には余裕が
あったのである。現状では、北部で放送を行っているのは、ニルワナTVのみとなっている。

（20）
　

収入源は広告が少々で、多くは自治体から得ている。インタビューでは、県政府との関係がいい
ことを特に強調していた。ニュースも北部地域の情報しか扱っておらず、ジャワ資本とはいえ、徹
底して地域密着をねらっており、一部ニュース番組をバリ語で放送している。
ところで、ニルワナTVはデジタル放送の免許申請中というステータスで、

（21）
1 日 9 時間のアナロ

グ放送を行っている。バリ州の放送委員会（KPID）の認識では、この局は試験放送も行っていな
いことになっていた。

（22）
インドネシアの放送行政のガバナンスの現状を象徴しているといえよう。

ニルワナ TVの局舎は民家であった
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6）　DAAI（大愛電視）──華人の放送局
スハルト政権時代に政治・文化的にまったく排除されていた華人の放送局が、ジャカルタの中華
街コタで開局したのは、2006 年のことであった。台湾と強いつながりをもつ仏教団体が運営母体
となっている。現在はジャカルタの郊外にある教団の巨大な研修施設のなかに局をおいている。首
都ジャカルタの地方放送といった位置づけであるが、実際には、そうした地域性を大きく越えて、
宗教コミュニティや華人というエスニックグループに強くコミットした放送局である。
番組は地元で制作したものが 65% であるが、35% は台湾をはじめとした外国から輸入してい
る。一部に中国語による放送がある。商業広告は放送しておらず、公共広告のみとなっている。そ
のため広告収入はなく、基本的に、教団信徒からの寄付によって運営されている。

（23）
番組内容として

は、ドラマや健康番組のほか、仏教関係のものもある。要するに、地方放送という側面だけでな
く、仏教系慈善組織の広報機関といったような性格が強い。宗教コミュニティにベースをおいた放
送局といってもよい。
とはいえ、台湾との結びつきの強さや華人社会との関係の深さは、この放送局を大きく特徴付け
ているといえる。ジャカルタ以外の地方への展開にも、それは見て取れる。同局は、華人系住民の
多いスマトラのメダンにも支局をもつほか、客家系の住民が多く、やはり台湾とのつながりが強い
西カリマンタン州のシンカワンにも支局を開設しようとしている。

DAAI のスタジオは宗教団体の巨大な研修施設内にある

6．まとめ──変化のなかの地方テレビ放送
以上、6つの放送局の様子を参考に、インドネシアの地方テレビ放送の現況をまとめてみよう。
第一に、地方放送の統合の動きである。ネットワーク化がふたつの軸で進んでいて、現在では約
3/4 の地方放送がなんらかのネットワークに入っていると推測される。

（24）
全国放送の維持をねらって

きたジャカルタの大メディア資本は、2002 年放送法が定めた期限を過ぎても完全なネットワーク
化にはいたっていなかったが、少しずつ地方放送との連携を増やしている。アレクTVなどは、
2002 年放送法の精神に近い中央の局とのゆるやかな提携と見られるが、全国放送の「支局」に近
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い地方放送も多い。法令順守を強く求められる全国放送に対して、地方放送には経営の安定化とい
うインセンティブがある。両者の利害が一致して、2002 年法が求めたほど早くはないにしても、
ネットワーク化は急速に進んでいる。
ジャカルタに本局をおく全国放送のネットワークに入っていくことが縦のネットワーク化である
とすれば、複数の地方放送が協力関係を構築していくのは横のネットワーク化と言えよう。しか
し、実際にこれができるのはやはり地方の有力資本である。前節でみた JTV（ジャワ・ポス・グ
ループ）やバリTV（バリ・ポスト紙）のネットワークが代表的である。ネットワーク化は民主化
の気運のなかで地方放送の振興を狙って 2002 年法に盛り込まれてきたのであるが、
［Masduki2007］ら多くの論者がスハルト後の放送界について指摘してきた新自由主義に裏打ちさ
れた資本の動きは、その精神を形骸化しつつあると言えよう。
第二に、こうしたネットワーク化を象徴的に示しているのは、はたして地方のコンテンツを担保
できるかといった問題である。とくに全国放送とのあいだに縦のネットワークを築いた局にこの懸
念は大きい。なかには、地方放送とは名ばかりで、記者もいなければ制作担当者もいない、ジャカ
ルタから送られてくる放送を中継する技術者しかいない局もある。

（25）
2002 年法では、ネットワーク

化のなかで、ローカルコンテンツを一定以上含むことを求めているが、実態としては、こうした事
実上の中継局でしかない局も存在しているのである。その背景には、そもそも視聴者のニーズの問
題があるとも考えられる。地域文化よりも、ジャカルタからの情報が求められる。とくに若年層で
はそうした傾向が強い。言語的にも、地域語よりも現代文化を伝えやすいインドネシア語の方が好
まれる。
第三に、地方権力との関係である。一般的に、メディアはその社会的影響力から、地方政治の中
でなんらかの位置を得ていることが多いと考えられるが、インドネシアの場合は、経営基盤が不安
定なため、自治体との結びつきを強めていく傾向が強く出ている。バリTVのようなケースはある
ものの、一般に地域の権力関係のなかに絡め取られやすい状態にあり、健全なジャーナリズムが機
能しにくい状況にあるといってもよい。
こうした状況は、インドネシア経済のいびつな発展、つまりジャカルタ首都圏の突出した発展と
取り残された地方経済といった構造を反映している。だが、地方放送をとりまく状況は流動的で、
とりわけ「辺境」といった視点を提示した場合には、「インドネシア」という大きな虚構に包摂さ
れないベクトルも出ている。DAAI などはその典型と言える。ジャカルタ首都圏にあって、マイノ
リティである華人の社会に基盤をおき、台湾とつながるといったあり方は、一昔前であればありえ
ないことであった。同時に「地域」というアイデンティティも曖昧である。バリのニルワナTVは
ジャワの資本によって作られている。現段階で経済的に遅れていると見られる地域も将来性を見越
すことができれば、外から資本を受け入れて「地域」の文化を維持することができる。出稼ぎ労働
者の送り出し元として知られるマドゥラのテレビ局が所有者の変わるなかで、今後、どのような展
開を見せていくのかも注視していかなければならない。
他方、マス・メディアをとりまく環境全体を俯瞰すると、インドネシアはアメリカに次いでフェ
イスブックの普及率が高いといわれるように、国民の情報行動は大きく変わろうとしている。地方
テレビの「隆盛」は、長かった権威主義体制がようやく終わり、民主化に全体がわいた時代のあだ
花にすぎなかったのか。今後の動向のなかで判断していきたい。
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注

（ 1）　本稿は、主に 2014 年 8 月 6 日～ 16 日まで、小川浩一教授とともにまわった、スラバヤ、バリ島調査の

結果に基づいている。なお、調査にあたっては科学研究費助成金を用いた。研究代表・内藤耕「インドネ

シアの地域文化形成における地方テレビ放送の役割」（基盤研究C課題番号 25380701）

（ 2）　以下、とくに断らない限り、本稿における「放送」とは地上波によるテレビ放送を意味する。

（ 3）　1980 年代の初めまでは国営テレビTVRI も広告放送を行っていた。

（ 4）　2002 年放送法の制定をえて、民放の全国放送はネットワークに移行していったが、実際にはいまだ

「全国」志向の強い民放については、便宜的に「全国放送」とする。

（ 5）　インドネシア版Wikipedia の Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia に掲載されている放送局リスト

から公共放送TVRI の地方局を除いた数は 305 局であった（このWikipedeia は 2016 年 1 月 14 日 12 時

36 分に更新されている）。ただし、このなかには明らかにジャカルタの局の中継局としての機能しか持た

ない局も含まれているほか、すでに放送を休止している局が載っていたり、逆に筆者が 2015 年に訪れた

局が載っていない。

（ 6）　ただし、すんなりと通常放送を認められたわけではなく、当初はスクランブル放送を余儀なくされるな

ど、強い規制を受けていた。

（ 7）　一般にスハルト体制についてはその独裁的体質を指摘するものが多いが、その下にある官僚機構や政治

勢力は必ずしもスハルトの命令一下で動くようなものではなっていなかった。利害対立は絶対的権力を

誇っていたと考えられていたスハルト体制内にもあって、放送事業をめぐってはとくに激しかった。その

調整がうまくいかなかったことが放送法の成立に手間取った一番の要因であったと考えられる。詳しく

は、Ade Armando, 2011,pp..131-149.

（ 8 ）　もともと電波監理部門は、旧郵電省、交通通信省と所属が変わって、現在の広報コミュニケーション省

に移ってきた。かつて郵電省時代、衛星通信事業の認可をめぐって衛星放送を規制しようとする情報省と

対立したことがあった。

（ 9）　たとえば、外国人規制が放送法によって定められているので、資本構成等を審査するのもこの部局の役

割である。

（10）　敬語体系が複雑なことで有名なジャワ語であるが、放送に使っているのは、ンゴコ（平体）である。

JTVとジャワ語の関係については、Yuyun,2007.

（11）　Wikipedia Indonesia によれば、たった 6千部程度しかなかったジャワ・ポス紙は彼の指導により、30

万部まで発行部数を伸ばした。また、全国 134 の新聞が加盟するニュースネットワークを作り上げたとさ

れる。なお、JTVの HPは http://jtv.co.id/

（12）　アレクTVには、2014 年 8 月 8 日にインタビュー。HPは http://arektelevisi.tv/

（13）　一般的に、インドネシアでテレビ局の送り手研究をおこなうにあたって難しいのは、所有関係がよくわ

からないことである。所有者が誰か、どのくらいの資本構成になっているかについては、局の上層部にで

もアプローチしなければわからない。普通の社員はほとんど知らされておらず、広報部に聞いても判然と

しないことが多い。

（14）　2016 年 1 月現在、Wikipedia Indonesia では、アンタラTV系ネットワークに入っていると説明されて

いる。アンタラTVは国営通信社アンタラが経営するテレビ局である。
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（15）　以上、マドゥラ・チャンネルには 2014 年 8 月 9 日インタビュー。http://www.madurachannel.com/

（16）　バリTVには、2014 年 8 月 13 日、インタビュー。HPは http://www.balitv.tv/

（17）　「バリを守れ」運動とバリTVについては、内藤：2009。

（18）　JTVなど 7つの地方テレビ放送の連合体として 2002 年に設立されたATVLI は、現在会員総数 70 局ほ

どである。http://www.atvli.com 参照。バリTVのジャカルタ支局と同じビルに事務所を構えている。

（19）　ニルワナTVには、2014 年 8 月 14 日、インタビュー。http://nirwana.tv/

（20）　ただし、この地域で放送免許申請をしている局は数局ある。

（21）　インドネシアでは、2018 年までに地上波のデジタル化を実現する予定である。

（22）　バリ州放送委員会には、2014 年 8 月 13 日、インタビュー。

（23）　2015 年 3 月 17 日に、教団の施設 Tzu Chi Center 内 DAAI 局にて CEO ほかにインタビュー。HP は

http://www.daaitv.co.id/home/

（24）　インドネシア版Wikipedia の Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia に掲載されている放送局リスト

のなかで、ネットワーク名が記載されているものをカウントした。

（25）　2015 年 2 月 26 日に訪問した西カリマンタン州ポンティアナックの旧マタハリTVがこれにあたる。全

国放送RTVのポンティアナック局となったのはよしとして、放送局は単なる中継施設となっていた。
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中国から見た「国家」・「メディア」・「辺境」
─新疆ウイグル自治区を例にして─

山 本　賢 二*

中国の「国家｣ と「辺境」

中国にとっての「国家」と「辺境」とは、伝統的秩序観に基づけば、「華夏」を中心にして、「東
夷、南蛮、西戎、北狄」が取り囲むというものであり、「華夏」が「国家」だとすれば、「東夷、南
蛮、西戎、北狄」との接点が「辺境」となる。

（1）
そして、「国家」というのは、『三国演義』の冒頭に

ある「そもそも天下の大勢は、分かれること久しければ必ず合し、合すること久しければ必ず分か
れる。」と言われるように「天下」という宇宙の中で分裂と統合を繰り返すものであり、中華世界
に諸国が存在していた時代はそれぞれが「辺境」を持っていた。その中で合従連衡が繰り返され、
「中原に鹿を逐い」、最終的に武力により統一国家が登場し、一定期間安定した秩序が保たれる。し
かし、その安定政権もいつかは衰退し、別の政権にとって代わられる。このような王朝交代が中国
という「天下」の下で営まれてきた。
周知のように中国共産党の経営する中華人民共和国という「国家」は、台湾にある中華民国とい
う「国家」と併存している。中国大陸と台湾を含むものを「天下」とするならば、現在「分｣ の状
態にあるがため、両者が「合」という統一を目指すのは自然なことである。しかし、台湾において
は統一を主張する中国国民党と独立を志向する民進党による政権交代が選挙という民主的手続きを
通じて行われており、一党独裁の中華人民共和国と異なる政治環境にある。とはいえ、「台湾は中
華人民共和国の不可分の領土である。

（2）
」と主張する中国共産党が「治権」

（3）
の及ぶ範囲を台湾にまで

拡大しようとすることは「天下」を治めるのに必須の道である。中国共産党は、台湾において独立
志向が強まれば「武力解放」をにおわせ、統一志向が強まれば「平和解放」をアピールする。もと
より、台湾においては軍隊が中国国民党のものから中華民国という「国家」に帰属するようになっ
たのに対し、大陸では依然として人民解放軍は中国共産党の軍隊であり、中共の指揮下にあること
にその体制の違いが象徴的に表れている。それは台湾のみならず、中国大陸においても「分｣ を志
向する勢力に対する「暴力装置」として機能させることが求められているからでもある。
こうした政治環境の中で、鄧小平が思い至ったのが「一国二制度｣ であり、それは台湾に先んじ
て 1997 年に返還された香港、その後のマカオに適用されている。この「一国二制度｣ を具現化し
たのが「香港特別行政区基本法」と「マカオ特別行政区基本法」

（4）
である。

一方、域内の「辺境」には、北に内モンゴル自治区（内蒙古自治区）、西にチベット自治区（西
蔵自治区）、新疆ウイグル自治区（新疆維吾爾自治区）、南に寧夏回族自治区、広西チワン族自治区
（広西壮族自治区）を置き、憲法とともに「民族区域自治法」

（5）
によって統治している。この五つの

*やまもと　けんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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自治区はあたかも漢族の居住する地域を囲むかのように設置されている。

また、ロシア、朝鮮、インド、日本などの域外の国々との間には領土・領海問題も
（6）
存在する。中

華人民共和国が主張する領土、領海は同国にとって「辺境」の地でもある。さらに、極論すれば、
「東夷」の日本とは異なり、長きにわたり中国の「冊封」を受けてきた沖縄は「琉球」として「朝
貢国｣ に属しており、中国の「辺境」に当たるという解釈もできる。もちろん、朝鮮半島の政権も
同様である。かつて、韓国との間で「高句麗」問題をめぐり歴史論争が行われたのも、中国の朝貢
国として朝鮮半島の政権が存在していたからでもある。中国共産党にとっては朝鮮半島にある現在
の二つの政権の朝鮮民主主義人民共和国も大韓民国も 1955 年につくられた延辺朝鮮族自治州（同
地は高句麗時代から朝鮮人が住みついてきたが、中華人民共和国成立後は 1949 年に吉林省延辺専
区が設けられ、1952 年に「延辺朝鮮民族自治区」となり、1955 年には「延辺朝鮮族自治州」とな
る。）に連なる「辺境」に位置づけられるのであろう。

つまり、中国という「国家」にとって「辺境」はその政権の政策と国力に従って伸縮するものな
のである。それは中核と外縁という視座から見ると、あたかも「国家」が中核であり、「辺境」が
外縁となるような関係になり、その外縁の先には「冊封」を与えたか否かによって区別される「辺
境」もあるのである。よって、中華人民共和国の国力増大は必然的に域内の「辺境｣ に対する管理
が強化されるとともに、その政策によっては域外まで拡張されていく。そして、それは新たな「辺
境」としての宇宙空間に

（7）
も伸張していくのである。また、国境を超えるサイバー空間に

（8）
おいて「情

報主権」
（9）
が主張されているのもその延長線上にあると言える。

中国における「メディア」

1949 年 10 月に中国において成立が宣言された中華人民共和国という「国家」は、共産主義国際
運動というプロレタリア国際主義を信奉した時代から、愛国主義を

（10）
教育の中心に据え、それを喧伝

する時代に入っている。この大転換は中国共産党が毛沢東の継続革命論を否定し、鄧小平の四つの
現代化建設路線を採るようになったことに集中的に表れている。1979 年より改革開放政策が実行
される中で、1989 年の民主化運動があったものの、その収束に伴い、党内における開明派は退潮
し、顕在化した党内の権力闘争の結果、政治の民主化は封印され、経済の自由化のみを原動力とし
た現代化建設が遂行され、今日に至っている。

その中で、「メディア」は常に中国共産党に管理、利用されてきた。共産主義国際運動というプ
ロレタリア国際主義が信奉された時代の典型例としてマラヤ共産党の「マラヤ革命の声」

（11）
の中国域

内からの放送がある。また、毛沢東時代は言うに及ばず、鄧小平、江沢民、胡錦濤と続く現代化建
設路線時代における域内では、党は常にメディアを「宣伝道具」として党の路線、方針、政策に奉
仕するよう利用してきた。特に、1989 年の民主化運動に

（12）
おいて、メディア関係者もデモ行進に参

加し、「新聞の自由」を求める声をあげたが、6・4天安門事件を境に、それまで活発であった政治
改革の必要性を説く勢力は党内から排除、学術界では傍流に追いやられた。「新聞の自由」につい
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ても三つの「新聞法」草案の
（13）
夭折と共に議論されなくなった。

その後、社会主義市場経済の深化を受けて、「事業単位、企業化管理」
（14）
という言葉に象徴される

メディアの半商業化という改革があったとはいえ、「党がメディアを管理する」体制は終始一貫変
わっていない。わけても、新興のメディアであるインターネットに対する管理は習近平体制になっ
てより厳格になっている。

新疆ウイグル自治区をめぐって

新疆ウイグル自治区はチュルク系イスラム文明と儒教文明の交差する「辺境」の地域であり、そ
こからの分離独立を目指す勢力は同地を東トルキスタンと称している。
2001 年 9 月 11 日の米国における同時多発テロ発生は中国共産党の東トルキスタン独立運動対策

に大きな変化をもたらした。それはそれまでは階級闘争という位置づけであったものを国際反テロ
闘争の一環と

（15）
して、この問題を公に扱うようになったことにある。「分離主義者、宗教過激派、テ

ロ分子」という「三つの勢力」を標的にし、新華社は関係事件が発生すると関係情報を流すように
なり、新疆における問題を分析した書籍が出版、論文も発表され、政府は新疆ウイグル自治区に関
係する白書類を

（16）
発行し、自らの正当性を主張すると同時に、その孤立化を図ってきた。また、一方

では愛国主義教育によって、中華人民共和国という「国家」を愛する成員に育て上げるため、少数
民族には中華民族多元一体構造論が

（17）
利用される一方、1990 年には国旗法な

（18）
ども制定され、言語面

においては国家通用言語文字法も
（19）
2000 年に制定、翌 2001 年に施行されると同時に中国語の普及を

目指したバイリンガル教育も
（20）
強化され、国民国家の成員になるよう働きかけてきた。

しかしながら、2009 年 7 月 5 日にはウルムチで当局発表で 197 名の死者と多数の負傷者を出す
事件が発生した。当局はこの 7・5 事件はラビア・カーディルをはじめとする世界ウイグル会議が
ネットを通じて指令を出したことにより、惹起されたものとして、新疆ウイグル自治区のインター
ネットを遮断する措置を

（21）
講じた。こうした措置は 2008 年にチベット自治区などで発生した騒乱事

件の際、ネットを遮断した前例に続くものであるが、その規模と期間は比べものにならないほど大
きく、長いものであった。こうした情報遮断措置が講じられるのはそこが「辺境」にある「民族区
域自治区」であるからであり、もし漢族を中心とする一級行政区だとすれば同じ措置をとり得たの
か疑問符が付く。
その後も中国がいうところの「テロ事件」は収まることなく、それは「辺境」の新疆ウイグル自
治区内から、域内の他の地域にも拡大し

（22）
てきた。これと並行して、ウイグル問題に関する「異なる

声」についてはその管理を強化してきた。ウイグルの声を中国語を通じて代弁してきた
「uighurbiz.net」（维吾尔在线）の閉鎖とその主宰者イリハム・トッティの逮捕・処罰は

（23）
その典型例

である。しかし、ウイグル問題などに言及した浦志強弁護士逮捕、彼への有罪判決・弁護士資格は
く奪や

（24）
新疆日報元副編集長趙新尉の職務解任、逮捕に

（25）
見られるように、漢族からも民族政策を疑問

視する声があがっている。こうした漢族の民族政策に対する疑問は「メディア」が関係情報を公開
したことの反映であり、地位付与機能が作動した結果だと言える。

当面、中華人民共和国の国力の増強は領土、領海、領空、さらには宇宙空間へもその「辺境」を
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拡大し、旧来のメディアのみならず、「輿論闘争の主戦場」
（26）
と位置付けられたインターネットとい

う「メディア」を通じて、異なる声を制御しつつ、中国共産党の路線、方針、政策を貫こうとして
いる。
「辺境」の新疆ウイグル自治区での事象は「国家」としての「合」を達成するために「階級闘争」
から「国際反テロ闘争」へと党が政策を変えたことを契機に、それまで密閉されていた独立運動の
情報が公にされることで、それに「地位」を「付与」すると同時に、愛国主義教育を通じての国民
（中華民族）「国家」醸成を基調とする中で、民族間の対立へと転型した。
こうした中華人民共和国の当面の「国家」をめぐる環境は、中国共産党をして「中国の夢 ｣

（27）
の

実現を目指す道程において、従前通り「鉄砲から政権が生まれる。」（枪杆子里面出政权）
（28）
という

「武｣（武力）と「党がメディアを管理する。」（党管媒体）という「文｣（宣伝）をより強力に掌握
せざるを得ないようにさせている。

（本稿は 2014 年 10 月 4 日に開催された新聞学研究所シンポジウム「国家・メディア・辺境～変
貌するアジア」における発言の骨子に、その後、中国をめぐって発生した諸般の出来事を踏まえて
まとめたものである。）

注）

（ 1）　いわゆる「辺境」とは、中国語では「边疆」と「边境」などがあり、現代語では一般に前者が使われ

る。「百度」によるとその基本的定義は「両国間における政治的境界線あるいは一国内の定住地区と無人

地区の間の広さが一様でない地帯」（「两国间的政治分界线或一国之内定居区和无人定居区之间宽度不等的

地带。」）とされている。後者は『国語・楚語上』に「それ辺境なるものは、国の尾なり」（「夫边境者，国

之尾也」）とある。すなわち「国の尾」（国の端）ということである。また、中華人民共和国という「国家」

はマルクス主義の国家観によれば「経済上、支配的地位を占有している階級が自身の階級的利益を擁護、

実現するために、地域によって区分する原則に合わせて組織したもので、暴力を後ろ盾にした政治的支配

と管理組織である。」というものであるが、「国家」が出現する前は、血縁関係を紐帯とする「氏族制度」

が基本的社会制度であったが、物質生産の発展に従って、生産関係が血縁関係にとって代わり、社会構造

に根本的変化を生み、公権力をもつ国家制度がつくられた。すなわち、支配者と被支配者という階級矛盾

が生まれ、それが拡大し、うまく調和されなくなった時に、階級による階級支配の道具として公権力を持

つ国家制度が生まれたとする国家観である。

ウィキペディアの「中華思想」の項目を開くと、日本語版には「中華思想の概念図」として、また中国

語版には「四夷表示圖」として下記の図が掲載されている。この図は中国の検索サイト「百度百科」の

「南蛮」の項目にも掲載されている。
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中国語版の説明は「中華思想、あるいは華夷之辨、夷夏之辨、夷夏之防、夷夏大防と称するものは、古

人が華夏と蛮夷を区分けするのに用いた一種の概念である。この概念は次のように考えている。古代華夏

族は中原に群居しており、文明の中心であった。そのため徐々に華夏の礼儀を基準として、族群を分ける

観念が生まれ、人群を区分するのに礼儀を以て、華夏の礼俗に合致した者と夏と親交を結ぶ者を華夏（中

国人）とし、合致しない者を蛮夷、化外の民とした。四夷には東夷、南蛮、西戎および北狄を含み、・・・」

とされている。こうした華夷を分ける中国の伝統的秩序観は中国の事象を解釈するのに今でもよく使われ

る。

（ 2）　1972 年 9 月 29 日に発表された「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」の中では「二　日本国

政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。」を受けて、「三　中華人民

共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府

は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持す

る。」としている。

1974 年 5 月 31 日に発表された「中国政府とマレーシア政府の共同コミュニケ」はその「三」に「マ

レーシア政府は中華人民共和国政府を中国唯一の合法政府であることを認めるとともに、台湾は中華人民

共和国領土の不可分の一部であるとする中国政府の立場を認める。…」としている。

また、1979 年 1 月 1 日より相互に承認し外交関係を樹立することを表明した「中華人民共和国とアメ

リカ合衆国の外交関係樹立に関する共同コミュニケ｣ は「アメリカ合衆国はただ一つの中国しかなく、台

湾は中国の一部だとする中国の立場を認める。」とある。

さらに、1992 年 8 月 24 日に発表された「中華人民共和国と大韓民国の外交関係樹立に関する共同コ

ミュニケ」はその「三」に「大韓民国政府は中華人民共和国政府が中国の唯一合法政府であることを認め

るとともに、中国側の一つの中国しかなく、台湾は中国の一部だとする立場を尊重する。」としている。

このように、日清戦争で清から日本に割譲された台湾の帰属については、それぞれの国の台湾との関係

から中国の立場を「認める」と「尊重する」とに分けられる。

なお、ポツダム宣言第八項とは「八、『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、

北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とある。

（ 3）　1996 年 5 月 20 日、李登輝が第 9代台湾総統就任演説で「一つの中国とは中華民国であり」、「中華民国

の主権及び治権は目下台湾，澎湖，金門と馬祖のみに及ぶ」と述べ「中華民国は本来ひとつの主権国家で

ある。四十数年来，海峡両岸が歴史的な要因によって海を隔てて分治しているのは，あくまで事実であ

る」として、「主権」と「治権」の概念を用いて、台湾が「主権国家」であることを強調している。
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（ 4 ）　1990 年 4 月に第七期全国人民代表大会第 3回会議で採択され、1997 年 7 月 1 日より施行された「中华

人民共和国香港特别行政区基本法」と 1993 年 3 月に第八期全国人民代表大会第 1 回会議で採択され、

1999 年 12 月 20 日より施行された「中华人民共和国マカオ特别行政区基本法」はいずれもその「第

二十七条」に「香港住民は、言論、報道、出版の自由、結社、集会、行進、デモの自由、労働組合を組織

しこれに参加し、ストライキを行う権利と自由を享有する。」、「マカオ住民は、言論、報道、出版の自由、

結社、集会、行進、デモの自由、労働組合を組織しこれに参加し、ストライキを行う権利と自由を享有す

る。」とあり、中国憲法にはない「報道（新闻）」の「自由」の「享有」が謳われている。

一方、1949 年の中国人民政治協商会議共同綱領を除き、中華人民共和国の諸時期の憲法には「報道」

の「自由」関係条項はない。

中国人民政治協商会議共同綱領（1949）は「第五条　中華人民共和国人民は思想、言論、出版、集会、

結社、通信、人身、居住、移動、宗教信仰及び示威行進の自由権を有する。」のほかに、「第四十九条　真

実のニュースを報道する自由を保護する。ニュースを利用して誹謗を行ったり、国家人民の利益を破壊す

ることと世界戦争を煽動することを禁止する。人民の放送事業を発展させる。人民の出版事業を発展させ

るとともに、人民に有益な分かり易い本新聞を出版することを重視する。」があり、「思想」の「自由権」

が認められ、「真実のニュースを報道する自由」が「保護」されている。

以下、各時期の憲法は下記のように規定している。

中華人民共和国憲法（1954）

第八十七条　中華人民共和国公民は言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を有する。国家は公民

がこうした自由を享受することを保証するため、必要な物質上の便宜を供する。

中華人民共和国憲法（1975）

第二十八条　公民は言論、通信、出版、集会、結社、行進、示威、罷業の自由を有し、宗教を信仰する

自由と宗教を信仰せず、無神論を宣伝する自由を有する。

中華人民共和国憲法（1978）

第四十五条　公民は言論、通信、出版、集会、結社、行進、示威、罷業の自由を有し、「大鳴、大放、

大弁論、大字報」を運用する権利を有する。

中華人民共和国憲法（1982）

第三十五条　中華人民共和国公民は言論、出版、集会、結社、行進、示威の自由を有する。

（ 5）　1984 年 5 月に採択された中華人民共和国民族区域自治法は、その「序言」の中で、「中華人民共和国は
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全国各民族がともに作り出した統一された多民族国家である。民族区域自治は中国共産党がマルクス・

レーニン主義を運用して我が国の民族問題を解決するうえでの基本政策であり、国家の一つの基本政治制

度である。民族区域自治は国家の統一指導の下、各少数民族が集まり住んでいる地方に区域自治を実行す

るもので自治機関を設立、自治権を行使させるものである。…」とその意義を明記すると同時に、「民族

団結を守る闘争の中で、大民族主義、主に大漢族主義に反対しなければならず、地方民族主義にも反対し

なければならない。」と多数派の漢民族の「大漢族主義」を戒めてはいる。

しかし、言語文字を例にとると、微妙な状況になる。民族区域自治法はその第十条に「民族自治地方の

自治機関は各民族はいずれも自己の言語文字を使用発展させる自由をもち、いずれも自己の風俗習慣を保

持あるいは改革する自由をもつことを保障しなければならない」とあり、第二十一条には「民族自治地方

の自治機関が職務を執行する際、当該自治地方自治条例の規定にしたがって、その地の民族に通用する一

種あるいは何種類かの言語文字を使用する。同時に何種類かの通用する言語文字を使用し職務を執行する

ところは、区域自治の民族の言語文字を主にすることができる」と規定されている。また、第三十七条に

は「少数民族を受け入れることを主とする学校で、条件の整っているものは少数民族文字の教科書を採用

するとともに、少数民族の言語で授業を行うべきものとする。小学校高学年あるいは中学校では漢文課程

を設置し全国に通用する普通話を普及させる」とある。さらに、第四十七条は「民族自治地方の人民法院

と人民検察院はその地で通用する言語文字を使って案件を調べ、審理すべきものとする。各民族公民はい

ずれも当該民族の言語文字を使って訴訟を起こす権利があることを保障する。その地で通用する言語文字

に通じない訴訟参与人に対しては彼らのために翻訳すべきものとする。法律文書は実際の必要に従って、

その地で通用する一種あるいは何種類かの言語文字を使用すべきものとする」とあり、第四十九条は「民

族自治地方の自治機関は各民族の幹部に互いに言語文字を学ぶように教育、鼓舞する。漢族幹部はその地

の少数民族の言語文字を学ばなければならず、少数民族幹部は当該民族の言語文字を学習、使用すると同

時に、全国に通用する普通話と漢文も学ばなければならない。民族自治地方の国家公務員で二種類以上の

その地で通用する言語文字を使用することに熟達したものは、奨励すべきものとする」と明文規定されて

いるとともに、第五十三条でも「言語文字をお互いに尊重する」よう求めている。

この民族区域自治法は 2001 年 2 月に改定され、第三十七条が「少数民族を受け入れることを主とする

学校（班級）で、条件の整っているものは少数民族文字の教科書を採用するとともに、少数民族の言語で

授業を行うべきものとする。情況に従って小学校低学年あるいは小学校高学年から漢語文課程を設置し、

全国に通用する普通話と規範漢字を普及させる。各級人民政府は財政面で少数民族文字の教材と出版物の

編集翻訳および出版活動を助けなければならない」と補足改訂されるとともに、第四十七条も「民族自治

地方の人民法院と人民検察院はその地で通用する言語文字を使って案件を審理、とり調べるとともに、そ

の地で通用する少数民族の言語文字に通じた人員を合理的に配置すべきものとする。その地で通用する言

語文字に通じない訴訟参与人に対しては彼らのために翻訳すべきものとする。法律文書は実際の必要に

従って、その地で通用する一種あるいは何種類かの言語文字を使用すべきものとする。各民族公民はいず

れも当該民族の言語文字を使って訴訟を起こす権利があることを保障する」と修正された。

さらに、2005 年 5 月 31 日に施行された「国務院の『中華人民共和国民族区域自治法』実施に当たって

の若干の規定」はその第二十二条で「国家は各民族がいずれも自己の言語文字を使用発展させる自由をも

つことを保障し、少数民族言語文字の規範化、標準化および情報処理工作を助ける。全国で通用する普通

話と規範漢字使用を普及させる。民族自治地方の各民族公民が互いに言語文字を学び合うことを支援す
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る」とした上で、バイリンガル教育について次のように明文化した。「国家は民族自治地方が徐々に少数

民族語文と漢語文で授業を行う『バイリンガル教育』を推進し、少数民族語文と漢語文教材の研究、開

発、編集翻訳および出版を助け、少数民族教材の編集翻訳および審査機関を打ち立て、健全にすることを

支持し、少数民族語文と漢語文に通じた教師育成を支援する」。

（ 6）　中華人民共和国は 2013 年 11 月 23 日に東シナ海の防空識別圏を定めた。そこには尖閣諸島の上空も含

まれている。そして、この空域を飛行する航空機には中国に通告すること、双方向の無線通信を維持する

こと、機体に国籍を明示することを求めた。

（ 7）　人民解放軍は弾道ミサイルを転用したASAT（衛星攻撃兵器）によって、2007 年 1 月 11 日人工衛星破

壊に成功した。これは宇宙空間に中国の軍事力が伸張したことを示している。

（ 8）　（平成 26）年 11 月の米中経済安全保障再検討委員会の年次報告書は、中国政府は少なくとも 2000 年代

中盤以降、米国に対する大規模なサイバー諜報を実施してきており、国防省、国防契約企業、民間企業を

含めてさまざまな米国のネットワークに侵入した、としている。また、同年 6月の米国防省「中華人民共

和国の軍事および安全保障の進展に関する年次報告」では、中国軍は、攻撃的サイバー能力への投資を続

けているとしている。さらに、中国共産党第 18 回党大会において、胡錦濤（こ・きんとう）党総書記

（当時）が実施した活動報告では、「海洋、宇宙、サイバー空間のセキュリティに重大な関心を払う」と発

言している。また（同 26）年 5 月、米国司法省は、米国企業にサイバー攻撃を行ったとして、中国人民

解放軍のサイバー攻撃部隊「61398 部隊」の将校らを起訴したと発表した。（防衛白書 27 年版）とあるよ

うに、サイバー空間はすでに主権が衝突する場になっている。

（ 9）　中国がいうところの「情報主権」とは「百度」によると「国家主権の概念から派生したもので、情報時

代の国家主権の重要な構成部分になっている。それは一つの国が自国の情報伝播システムと伝播データ内

容に対し自主的に管理を行う権利を指している。情報主権には次の三つの分野の内容を含んでいる。①自

国の情報資源に対し保護、開発及び利用する権利。②外部の干渉を受けず、自主的に自国の情報生産、加

工、蓄積、流通および伝播体制を確立する権利。③自国の情報の輸出と外国の情報の輸入に対し管理と監

視を行う権利。」としている。

（10）　愛国主義教育は 1994 年 8 月 23 日に中共中央宣伝部が『愛国主義教育実施綱要』を下達したことにより

具体的に実施に移された。同「綱要」によると、その目的は「民族精神を奮い立たせ、民族の凝集力を増

強し、民族の自尊心と誇りを打ち立て、広範な愛国統一戦線を打ち固め、発展させ、人民大衆の愛国的熱

情を中国の特色ある社会主義を建設する偉大な事業に導き、凝集させ、理想があり、道徳があり、文化が

あり、規律がある社会主義の公民とし、四つの現代化を実現し、中華を振興する共通の理想のために団

結、奮闘させることである。」とし、「民族団結教育」については「中華民族はひとつの多民族の大家庭で

あり、内地であろうが辺境であろうが、漢族地域であろうが少数民族地域であろうが、いずれもマルクス

主義の民族観、宗教観と党の民族政策、宗教政策の教育を強化し、民族の団結と祖国の統一を護るための

各民族のたゆまぬ努力と歴史的貢献を大いに宣伝しなければならない。各民族人民の中に漢族は少数民族
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から離れられず、少数民族は漢族から離れられないという思想をしっかりと打ち立て、自覚して民族の団

結と祖国の統一を護るようにしなければならない。」としている。そして「広範な青年を、国家の主人公

の責任感をしっかりと打ち立て、個人の利益と国家の前途、命運を結びつけ、国家、集団、個人間の利益

関係を正しく処理し、祖国を愛し、ふるさとを愛し、集団を愛し、職場を愛し、本職に立脚し、国家のた

めにより多く貢献するよう教育しなければならない。」と呼びかけている。そして、そのための「全国爱

国主义教育示范基地」（「全国愛国主義教育模範基地」）が 4期にわたって公表された。

（11）　「マラヤ革命の声」放送局は 1969 年 11 月 15 日に放送を開始した。その間の事情について、「余桂業へ

のインタビュー」（《余柱业先生访谈》）によると、「『革命の声』放送局は中国湖南省長沙市から遠くない

ある村の小さな丘に設置されていた。洞穴も掘られ、放送局の機器はそこに設置されていた。」、「これは

マラヤ共産党が兄弟党の中国共産党に援助されて建設された放送局である。放送局を建設することはマラ

ヤ共産党指導者の長期にわたる実現を夢にまで見たことであった。『文革』が発動された後、ある時、毛

沢東は陳平ら何人かのマラヤ共産党指導者を接見し、自らマラヤ共産党に提供することを承諾したもので

あって、大いに世界革命を支持し、第三世界を支持しなければならないとする彼の公言に合致したもので

あった。この放送局は毛主席自らが提供を決定したことで当局によって非常に重視された。彼ら中国では

援外放送局と呼んでおり、ちょうど 1960 年代にアフリカ各国を援助した各種経済援助と同じ援助プロ

ジェクトであり、『援外』、外国を援助する放送局と呼んだ。」と語ると同時に、「放送局は独立自主のもの

であった。中共側は完全に内政に干渉せず、少しも意見を言わなかった。放送局の運営は全てマラヤ共産

党自身が責任を負った。」とある。この「革命の声」は 1981 年 6 月 30 日まで続き、7月 1 日からは「民

主の声｣ と名称を変え、放送を継続した。（取自：《马泰边区风云录》第三集）

（12）　拙稿「中国の民主化運動と言論の自由（1）」平成 2 年 2 月　国際関係研究国際関係編第 10 巻第 3 号

pp.1-18、「中国の民主化運動と言論の自由（2）」平成 3年 2 月　国際関係研究国際関係編第 11 巻第 3 号

pp.239-256、「中国の民主化運動と言論の自由（3）」平成 3年 10 月　国際関係研究国際関係編第 12 巻第 1

号 pp.115-139 参照

（13）　拙稿資料解題「中国の『新聞法』草案について｣『ジャーナリズム＆メディア』第 7号 2014.3.20pp.281‒

336 参照

（14）　「事業単位、企業化管理」とは、企業を管理する方式で、事業単位を管理するものであり、その経費を

すべて国家によるものから「事業単位」自身の創出に委ねるという転換であり、財政部は 1978 年に「人

民日報」などにそれを実行することを承認している。

（15）　2001 年 9 月 11 日、米国で発生した同時多発テロは中国共産党をして新疆問題を国際反テロ闘争に結び

つける選択を行なわせた。下記はその経緯である。

2001 年 9 月 11 日、米国において同時多発テロが発生すると、江沢民は直ぐに国家主席の名義でブッ

シュ大統領に電報を打ち哀悼の気持ちを伝えるとともに、テロに対し「中国政府は一貫してあらゆるテロ

リズムの暴力活動を非難するとともにこれに反対する」という中国の立場を明らかにした。同日、中国外
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交部のスポークスマンも江と同じ「中国政府は一貫してあらゆるテロリズムの暴力活動を非難するととも

にこれに反対する」という言葉を繰り返した。また、12 日、ブッシュ大統領との電話の中で、江沢民は

「今回の攻撃事件は米国人民に災難をもたらしたばかりでなく、平和を望む世界人民の心からの願いに対

する挑戦でもある。中国人民は米国人民と同じ様にこの恐ろしいテロ活動を強く非難する」と述べると同

時に「我々は米側および国際社会と対話を強化し、協力を繰り広げ、ともにすべてのテロリズムの暴力活

動に打撃を与えたいと願っている。両国の外相と国連常駐代表団が話し合いと協力を強化するよう望む」

と語った。

さらに、国連安全保障理事会が 12 日にテロ非難決議を採択した過程において、会議の席上発言した国

連常駐中国代表は「国際テロリズムは罪もない庶民の生命財産に大きな損失を与え、人類社会と各国の政

治、経済秩序に重大な危害をもたらしており、国際平和と安全に影響を与える一大病根である。中国政府

は一貫してあらゆるテロリズムの暴力活動を非難するとともにこれに反対する」、「中国は国連がテロリズ

ムを抑え、これに打撃を与える面での活動を強化することを支持するとともに、メンバー国間において引

き続きこれについて協力を強化し、着実にテロリズムに反対することに関する国際公約を実施に移し、あ

わせてテロリストを法律によって拘束することに賛同する」と語るとともに、「国際平和と安全を守るこ

とに第一の責任を負っている安保理は国際テロリズムの活動に打撃を与える面でしかるべき役割を発揮す

るべきである」と指摘した。

「9．11」事件から始まる一連の動きのなかで、米英軍のタリバンへの 10 月 8 日の空爆開始を待ったかの

ように、「東トルキスタン」（東突）という言葉を出して「東トルキスタン」分離独立運動に触れたのは唐

家王旋外交部長が 10 月 9 日にイワノフロシア外相と電話で話し合った際、「ロシアはチェチェンのテロ分

子の大きな危害を受けているが、中国も『東トルキスタン』テロ分子の危害を深く受けている」と語った

のが初めてで、その後、外交部スポークスマンが 11 日に「『東トルキスタン』テロ勢力は中国の新疆でテ

ロ活動を行うのみならず、域外のテロ集団と連携を取り、結託しているが、これは疑いなく中国に対する

脅威となっている」、18 日に「新疆には一部の『東トルキスタン』暴力分子が存在している。彼らのテロ

活動は中国に対してのみならず、地域全体の安全と安定に脅威ともなっている。我々は国際社会と一緒に

なってともに『東トルキスタン』テロ勢力を含むあらゆるテロリズムの活動に反対し、世界の平和と安寧

を守っていくであろう」と語ったのに続いて、20 日には江沢民主席がプーチン大統領と会談した際「双

方は、チェチェンテロ勢力と『東トルキスタン』テロ勢力はいずれも国際テロリズムの一部分であり、断

固として反対し、打撃を与えなければならない、と認識した」と伝えられた。さらに、31 日には、訪中

したシュレーダードイツ首相と会談した朱金容基首相が「中国が『東トルキスタン』テロ勢力に打撃を与

える闘争も国際反テロ闘争の一部分であり、テロに打撃を与える面で、国際協力を強化すべきである」と

指摘したことでこれまでの「階級闘争」から「国際反テロ闘争の一部分」という性格付けに転換した。

（拙稿「中国の反テロリズム態勢の国内整備」平成 17 年 7 月　現代中国事情第 2号 pp.64-78 参照）

（16）　「新疆」が書名につくものでは、『新疆的历史与发展』（2003）、『新疆的发展与进步』（2009）、『新疆生产

建设兵团的历史与发展』（2014）、『新疆各民族平等团结发展的历史见证』（2015）などが発行されている。

これより先、2002 年 1 月 21 日に中国国務院新聞弁公室は「『東トルキスタン』テロ勢力は罪の責任を逃

れられない」（《“东突”恐怖势力难脱罪责》）と題する論文を発表している。（拙稿　中国国務院新聞弁公

室論文「『東トルキスタン』テロ勢力は罪の責任を逃れられない」の新聞報道について　平成 14 年 9 月　
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国際関係研究第 22 巻第 2号 pp.167-188 参照）

（17）　「中華民族多元一体構造」（中华民族多元一体格局）とは 1988 年秋に費孝通が香港の中文大学で「中华

民族的多元一体格局」（「中華民族の多元一体構造」）と題した講演を行った際、提起された観点であり、

中華民族はそれぞれ多くの孤立した存在から接触、融合、分裂、消滅などを繰り返しそれぞれが互いの要

素をもちつつ個性を備えた多元的統一体を形成してきたが、その中核として華夏族から発した漢族が絶え

ず大きくなり、その他の民族地域にも浸透し、それぞれを結びつけるネットワークの役割を果たし、中国

域内の分かつことのできない統一体の基礎を築いてきたことで、それぞれ民族の自覚を経て中華民族と称

する、と指摘している。（費孝通等著　『中华民族多元一体格局』　中央民族大学出版社 1989.7 参照）

（18）　1990 年 6 月の第七期全国人民代表大会常務委員会第十四回会議で採択され、同年 10 月 1 日より施行さ

れた中华人民共和国国旗法はその第一条に「国旗の尊厳を守り、公民の国家観念を増強し、愛国主義精神

を発揚するため、憲法に基づき、本法を制定する。」とその意義を明記している。

（19）　2000 年 10 月に中華人民共和国成立以来初めて制定された言語に関する法律である中華人民共和国通用

言語文字法は「普通話と規範漢字」を推進、普及するためのものであり、第一条で「国家通用言語文字の

規範化、標準化及びその健全な発展を推進し、国家通用言語文字を社会生活の中でよりよく役割を発揮さ

せ、各民族、各地の経済文化交流を促進するため、憲法に基づいて本法を制定する。」とその理由と根拠

を述べ、第五条では「国家通用言語文字の使用は国家の主権と民族の尊厳を守るのに有益であり、国家の

統一と民族の団結に有益であり、社会主義の物質文明建設と精神文明建設に有益であるべきである。」と

明記されている。そして、第四条には「公民は国家通用言語文字を学び、使用する権利がある」としては

じめて、「権利」を認めた。しかし、少数民族語文については第八条にあるように「各民族はいずれも自

己の言語文字を使用発展させる自由をもつ。少数民族言語文字の使用は憲法、民族区域自治法およびその

他の法律の関係規定に従う」とあるだけで、依然「自由」に止まっており、漢語文のように「権利」にま

では引き上げられていない。

（20）　拙稿「新疆ウイグル自治区のバイリンガル教育」平成 20 年 1 月　現代中国事情第 17 号 pp.45-76、「中

国における共通語普及政策と少数民族語─新疆ウイグル自治区を例にして」桜文論叢第 82 巻

2012.2.25pp.83-113 参照

（21）　拙稿「新疆「7.5」事件と中国のインターネット規制」政経研究第 47 巻第 4号 2011.3pp.87-120 参照。

なお、「7.5」事件発生からインターネットの遮断回復を含む 1年間の時系列出来事は以下の通り。

2009.6.26　　広東省韶関事件

 7.5　　新疆ウイグル自治区ウルムチ 7.5 事件

 7.6　　ベクリ自治区主席のテレビ講話

 7.6　　社会正常秩序保護に関する緊急通告（ウルムチ市政府）

 インターネット遮断

 新華社第一報
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 自治区政府、ウルムチ政府、域内外記者のためプレスセンター開設

 7.7　　漢族デモ

 王楽泉自治区委書記のテレビ講話

 栗智ウルムチ市委書記のテレビ講話

 自治区政府、ウルムチ政府、第 1回報道発表

 8 日までウルムチ市に全面交通管制

 公安部、全国 31 の都市の特種（殊）警察に出動指令

 7.8　　胡錦濤、中共中央政治局常務委員会主宰、新疆社会安定工作配置

 「维吾尔在线」創始者イリハム・トッティ中央民族大学副教授を拘束

 7.8-10　日本の各紙、社説で民族政策の限界を指摘

 7.12　　不法集会、デモ行進、示威活動を断固規制する緊急通告（ウルムチ市政府）

 ウルムチ晩報、正常発行に戻る

 7.13　　ウルムチ晩報、2千部を無料で将兵に贈呈

 7.15　　ウルムチ市一部地域の交通管制通告（ウルムチ市公安局）

 7.20　　新疆域内のウェブサイトに限り、株取引ソフトのインストール許可

 聯通、鉄通ユーザー、新疆域内の通信許可

 7.28-30　ラビア・カーディル世界ウイグル会議議長 2度目の来日

 7.30　　新疆公安庁、10 日内で自首すれば処罰を軽減すると発表

 8.3　　新疆電信、7月分のブロードバンド使用料金を徴収しないと発表

 新疆移動、新疆聯通、保障方法検討中と発表

 8.22-25　胡錦濤新疆視察

 8.23　　イリハム・トッティ解放

 9　　　ウルムチで「針刺事件」多発

 9.3　　漢族デモ

 9.5　　栗智中共ウルムチ市委書記ら解任

 9.12　　「針刺事件」2案件で判決

 9.25　　新疆ウイグル自治区情報化促進条例公布

 新疆ウイグル自治区未成年者保護条例公布

 9.27　　白書「中国の民族政策と各民族がともに繁栄発展する」（国務院新聞弁公室）

 10.1　　ウイグル族記者ハイラト・ニヤズ逮捕

 10.10　　韶関事件で判決（死刑 1，無期 1など）

 10.12-15　「7.5」事件の 6件 21 名の案件について審理判決（死刑 9，執行猶予付き死刑 3など）

 10.15　　CCTV（中央電視台）「『7.5』事件始末」放映

 新華社、新華社記者の「ウルムチ『7.5』事件の舞台の裏表」配信

 10.23　　王楽泉、自治区党委第 7期第 8回全体委員（拡大）会議で「7.5」事件について報告

 11  新疆公安機関、集中捜査（11.30 までに 66 の犯罪グループ、「7.5」事件容疑者 94 を含む

382 名逮捕）

 12.3　　「7.5」事件の 5件 13 名の案件について判決（死刑 5，無期 2など）
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 12.4　　「7.5」事件の 5件 7名の案件について判決（死刑 3，無期 1など）

 12.22-23　「7.5」事件の 5件 22 名の案件について判決（死刑 5，執行猶予付き死刑 5，無期 8など）

 12.29　　新疆ウイグル自治区社会治安総合治理条例改定公布

 新疆ウイグル自治区民族団結教育条例公布

 人民網（ネット）、新華網（ネット）開放

2010.1.11　　新浪網（ネット）、捜狐網（ネット）開放、域外へ天山網（ネット）開放

 1.18　　自治区内通信ショートメール業務段階的に再開

 1.21　　衛星テレビ放送地上受信施設管理強化に関する通告 

 1.21　　国際長距離電話業務再開

 2.5　　「カシュガル地区域外衛星テレビ伝播秩序特別整治工作実施方案」下達

 2.6　　域外サイト 27 開放、人民網と新華網のBBS一部開放

 2.24　　カシュガルで「開放候補推薦政府類ウェブサイト」通告

 3.7  ベクリ、これまでに 97 案件 198 人を裁判にかけたとするとともに、インターネット遮断

は社会安定に効果があったと語る

 3.10  カシュガルで「カシュガル地区公安局、カシュガル地区検察分院、カシュガル地区中级人

民法院のインターネット、携帯等を利用して犯罪活動を行うことに法に従って厳しく打撃

を与えることに関する通告」下達

 4.24　　王楽泉、中央の政法委副書記に転出、自治区委書記に張春賢就任

 5.8　　王楽泉に換って張春賢の新疆生産建設兵団第一政治委員就任報道（新疆日報）

 5.14　　インターネット全面開放、自治区インターネット不良情報摘発電話・ポスト開設

 5.17-19　中央新疆工作座談会

 5.21　　中央人民放送局局長、10 月より一日 18 時間のウイグル語放送を始めると語る

 6.8　　白書「中国のインターネット状況」（国務院新聞弁公室）

 7.1  ウルムチに監視カメラ整備（3400 台のバス、200 あまりの重要バス停、4400 の主要道路な

ど、270 の学校、幼稚園、200 の大型デパート、スーパーに 8370 の監視カメラ設置）

 7.25　　ハイラト・ニヤズに国家安全危害罪で 15 年の判決

 8.19　　アクス市で爆破事件、7名死亡、14 名負傷

 8.26　　アクス「8.19」事件に関連し、常務委拡大会議で張春賢、反暴力呼びかけ

  新疆ウイグル自治区公安庁「テロ、暴力にかかわる重大な暴力犯罪行為検挙に関する通

告」下達

 9.24　　上海協力機構、カザフスタンで「平和使命─ 2010」合同反テロ軍事演習

（22）　2013 年 10 月 28 日に天安門前の歩道に自動車が突入し 5人が死亡、38 人が重軽傷を負った天安門広場

自動車突入事件と 2014 年 3 月 1 日に雲南省昆明市昆明駅で発生した昆明駅テロ事件が代表的なものであ

り、前者は東トルキスタン・イスラム運動が指示したテロ事件とされ、被告 8人が起訴され、2014 年 6

月 13 日に新疆ウイグル自治区ウルムチ市の中級人民法院で初公判が行なわれ、16 日に被告 3人に死刑、

被告 1人に無期懲役、被告 4人に懲役の実刑判決が下された。また、後者は事件発生時、犯人グループの

4人が警察に射殺され、1人が肩に銃撃を受け拘束され、その後容疑者 3名が逮捕され、2014 年 9 月 12
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日、昆明市中級人民法院により 3名に死刑、残り 1名に無期懲役が言い渡された。

（23）　中央民族大学教師イリハム・トッティは 2014 年 1 月に逮捕され、「国家分離」罪によって同年 9月 23

日の一審で無期懲役に処せられ、同年 11 月 21 日の二審でその刑が確定した。

逮捕当時の当局の報道によると、イリハム・トッティは「域外の『東トルキスタン』勢力とぐるにな

り、インターネットを利用し、『新疆独立』を鼓吹し、教場を利用し、『政府転覆』を煽動、教師の身分を

利用し、分離活動を行い、自信を頭目とする国家分離犯罪集団を形成し、国家の安全と社会の安定に重大

な危害をもたらした。」（「環球時報」2014.1.27）とある。また、一審の結果を伝える新華社電は「法廷の

審理が明らかにしたのは、長期にわたり、イリハム・トッティは『uighurbiz.net』（维吾尔在线）ウェブ

サイトをプラットホームにして、その大学教師の身分を利用し、授業活動を通じて、民族分離思想を伝播

させ、一部の少数民族学生をそのウェブサイトに加わるよう唆し、引き込み、脅迫し、イリハム・トッ

ティを首謀者とする国家分離犯罪集団を形成した。同犯罪集団はイリハム・トッティの指導の下で、国家

分離を目的とし、一連の国家を分離させる犯罪活動を組織、画策、実行した。」（新华网乌鲁木齐 9月 3日）

と報じている。

この「uighurbiz.net」（维吾尔在线）は 2006 年に開設され、これまでに編集のハイラト・ニヤズが

2009 年に逮捕され、2010 年に懲役 15 年の判決の判決を受けている。

（24）　2015 年 12 月 22 日、北京第二中級法院は浦志強に対し民族の恨みを煽動し、ことを起こそうとしたと

して懲役 3年、執行猶予 3年の判決を下した。（新华网北京 12月 22日电）

（25）　新疆日報の元党委書記、総編集、副社長である趙新尉は「民族分離主義、暴力テロリズム、宗教過激主

義に反対するなどの重大な原則問題で言行を中央や自治区党委と一致させることを保持しなかったこと

で、党籍をはく奪、公職を解任された。」（中新网 11 月 2 日电）と伝えられている。

（26）　習近平は 2013 年 8 月 19 日、全国宣伝思想工作会議において総書記就任以来初めて「宣伝思想工作」に

ついて系統だった講話を行っている。そのなかで、習は「インターネットはすでに輿論闘争の主戦場に

なっている。」と語っている。この講話は「博訊」などの中国域外ウェブサイトによって「習近平の 2013

年 8 月 19 日全国宣伝思想工作会議での講話精神伝達提綱」として全文がアップされているが、公式（新

華社の「通稿」）にはその内容は一部のみ伝えられているだけで、全文は公表されていない。しかし、8・

19 講話学習キャンペーンの中では「インターネットはすでに輿論闘争の主戦場になっている。」という表

現は使われている。（本誌 8 号 2014 年 3 月　海外研究動向　拙稿「中国のジャーナリズム・イデオロ

ギー・憲政運動｣ 参照）そのくだりは以下の通り。

インターネットはすでに輿論闘争の主戦場になっている。ある同志が言うには、インターネットはわれ

われが直面する「最大の変数」になっていて、うまく行わなければわれわれの「頭痛の種｣ になってしま

う。西側反中勢力はずっとインターネットを利用して「中国を倒す｣ ことを企んできた。何年も前「イン

ターネットをもつことになり、中国に対応する方法を得た」、「社会主義国家が西側の懐に飛び込むのに、

インターネットから始まるであろう」と公言した西側の政治家がいた。米国の「PRISM」、「ⅹ keyscore」
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などの監視計画から見ると、彼らのインターネット活動のエネルギーと規模は人の想像をはるかに超えた

ものである。インターネットというこの戦場で、われわれがもちこたえ、勝利できるか否かは直接我が国

のイデオロギーの安全と政権の安全に関係する。

（「习近平于 2013 年 8 月 19 日在全国宣传思想工作会议的讲话精神传达提纲」「博訊」などの中国域外ウェ

ブサイト）

（27）　習近平は総書記に就任してから間もなく、2012 年 11 月 29 日に国家博物館で行われた「復興の道」展

を参観した際、「中国の夢」を提起し、「偉大な復興を実現することは中華民族の近代以来の最も偉大な夢

想である。」と語った。そして、2013 年 3 月 17 日、第 12 期全国人民代表大会第一回会議の閉幕時に、国

家主席に就任した習はそのあいさつの中で「中国の夢」に 9回言及した。

（28）　1927 年 8 月 7 日、陳独秀らの「失敗」を総括するため、中国共産党中央委員会は湖北省の漢口で緊急

会議を開いた。その席上、毛沢東は「軍事を非常に重視するには政権は鉄砲の中から得られることを知ら

なければならない。」と語った。その表現（“要非常注意军事，须知政权是由枪杆子中取得的”）から、「鉄

砲から政権が生まれる。」（枪杆子里面出政权）というスローガンになった。





特集 3　2013 年版「日本のジャーナリスト調査」を読む［その⑵］─地域ジャーナリズムの課題

特集によせて

佐 幸 　 信 介 *

新聞学研究所では「ジャーナリスト調査」を 2007 年の「日本のジャーナリスト 1000 人調査」と
2013 年「全国ジャーナリスト調査」の 2回にわたって実施してきた。2013 年調査（調査期間：
2013 年 2 月～ 3 月）は、「国際比較ジャーナリズム調査」（Worlds of Journalism Study  http://
www.worldsofjournalism.org）の一貫として行われた。
2013 年調査は、日本の①ジャーナリズムの役割概念、②役割の重要度、③変化するジャーナリ
ズム環境の影響、④倫理的な問題の評価、⑤職業的自律性、⑥オンラインメディアの影響評価、⑥
ジャーナリズムの問題点、⑦改善のための方策、などについて現役のジャーナリストに認知・認識
と評価を求めたものである。その結果の一部は、2013 年 10 月 21 日、日本記者クラブで行った記
者発表、及び本研究所の紀要『ジャーナリズム&メディア』7号（2014 年 3 月）において報告し
てきている。また、同調査の結果を踏まえた第一回目のシンポジウムを、2013 年 10 月 25 日に実
施した。そこでは主に調査の全体的な傾向と知見をめぐって、全国紙、NHK及びキー局の報道担
当者をパネリストとして招請し、「日本のジャーナリズムの現在」について議論を行った。今回の
シンポジウムは、この第一回目のシンポジウムに続く形で、表題にあるようにあらためて「地域の
視点」から掘り下げて議論することを目的としたものである。
「地域」に照準することは、単純な「全国－地方」という地理的な図式に立脚して、「全国」では
ない「地方」のジャーナリズムの側面を捉えようとすること意味していない。いうまでもなく戦後
のメディアの制度化を考えるならば、「全国」も「地方」もパラレルに制度的な編成がなされてき
ており、ニュースや情報のフローやメディアをめぐる資本の経済的な構造を考えても、全国－地方
といった二項対立ではジャーナリズムの問題へは接近することができないということができる。地
方ではなく、「地域」という視点を設定した方法の戦略的意図もここにある。いわば、日本の
ジャーナリズムの特質を検討していくときに、「地域」という変数は、重要なポイントになってく
る。
そして、今回のシンポジウムは、東日本大震災・原発事故の問題もひとつの重要なモチーフのひ
とつとなっている。2013 年調査では、実際に 3.11 を契機に改めてジャーナリズムを問い直す作業
に直面せざるを得なくなった日本のジャーナリズム、とりわけ地域住民と直接対面する地域の
ジャーナリズムの問題も自由回答で多く指摘されており、ジャーナリズムそのものを問い直す契機
となっている。東日本大震災・原発事故とジャーナリズムの問題を、直接主題にしたシンポジウム
はあらためてシンポジウムとして企画する（2016 年 2 月 20 日にシンポジウム「東日本大震災がメ
ディアに問いかけたもの」を実施）が、外部のテクノロジーやメディア環境の変化とも相関して、
内部から戦後のジャーナリズムのあり方を問い直す状況に直面してきている。

*さこう　しんすけ　日本大学法学部新聞学科　教授
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こうした趣旨にもとづきながら、今回のシンポジウムでは、岩手放送から東日本大震災の時には
社長として陣頭指揮をとった阿部正樹氏（岩手放送現相談役）、信越放送から報道の現場に携わっ
てきている長岡克彦氏（信越放送情報センター次長兼報道部長、現コンテンツビジョン代表取締役
社長）をお招きした。シンポジウムでは、新聞学研究所の大井眞二教授から 2013 年調査の結果に
基づく報告、さらに阿部氏、長岡氏の順で報告を行い、三者の報告を受けてパネルディスカッショ
ンを行った。
論点は多岐にわたるが、主にネットワークにおける地方民放局が置かれている制度的、構造的な
問題、人口減や医療など地域が抱える固有で具体的な政治や社会的問題、ジャーナリズムの多様
性・多元性の問題など、ジャーナリズムをめぐって交叉しつつ対照化もされながら議論が交わされ
た。阿部氏からは震災と報道、長岡氏からはサリン事件と報道のそれぞれの放送局が取り組んでき
た事例も報告された。
新聞学研究所は、日本のジャーナリズムをめぐる研究センター的な役割を担っていく責務がある
が、いままでの一連のシンポジウムも含め、実証的なデータをめぐって、ジャーナリストとジャー
ナリズムやメディア研究者がジャーナリズムについて議論する場の一郭として今回のシンポジウム
は位置づけられる。



基調報告論文

2013 年度版「日本のジャーナリスト調査」を読む
─地域ジャーナリズムの課題─

大 井　眞 二*
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はじめに
本稿は、日本大学法学部新聞学研究所が行ったシンポジウム「2013 年度版「日本のジャーナリ

スト調査」を読む─地域ジャーナリズムの課題」に関わる報告を基調とし、若干の論点や資料など
を加えて論文としたものである。この論文化には二つの意味を込めており、一つはシンポジウムと
いう形式にともなうある種の冗長さを論文形式に変えることで解消すること、もう一つは時間的制
約の中で省略せざるを得なかった論点を、コンテクストを損なわない範囲で取り込むこと、であ
る。
日本大学法学部新聞学科は、昭和 22（1947）年に創立され、およそ 70 年の歴史をもつ。しかし

ながら学部に直接つながる大学院を長らくもたず、その意味で積年の課題であった独立の大学院研
究科、新聞学研究科新聞学専攻を平成 22（2010）年に新しい独立研究科として、創設した。

（1）
主な

教育内容としては、デジタル・メディア時代の新たな公共性原理に基づくジャーナリズム研究、そ
れを実践に移すための教育とりわけ社会人教育、そして地域に根ざした東アジアのジャーナリズム
研究を掲げ、創設間もないながらも一定の成果を収めてきた。特にアジアを焦点化したジャーナリ
ズム研究については、多くの留学生を引き付け二国間に関わる研究テーマの論文を生み出してい
る。
新聞学研究科はそれに先立つ平成 7（2007）年に創設された新聞学研究所と密接な関係をもち、

ある意味では研究所の創設を踏まえて新聞学研究科が創設されたという経緯をもつ。つまり、大学
院教育の実質化のための受け皿として様々な研究プロジェクトを実行する研究組織を必要とし、そ

*おおい　しんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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れが新聞学研究所であった。

1．2013 年日本のジャーナリスト調査
われわれは、こうした大学院や新聞学研究所の方向性と関連づけて 2013 年度に「日本のジャー

ナリスト調査」
（2）
を実施した。この 2013 年度版「日本ジャーナリスト調査」は、70 以上の国や地域

が参加する大きな国際的なジャーナリズム研究プロジェクト、Worlds of Journalism Study
（WJS）

（3）
の一部という性格を持つ。ここで注目すべきはプロジェクトタイトルの「Worlds」であ

る。「World」ではなく複数形の「Worlds」とする理由である。周知のとおり、グローバルに俯瞰
したとき、これまでのジャーナリズム研究・教育は主として欧米中心の研究の方法論や研究テーマ
設定に偏し、その他の世界のジャーナリズムの文化は等閑視される傾向があった。近年ようやく
ジャーナリズム研究の脱西欧化、非西欧化が叫ばれはじめたが、それを実質化する研究プロジェク
トはそれほど進行していない。こうして状況をふまえて、WJS のプロジェクトは、ジャーナリズ
ムの世界は欧米中心のたった一つのジャーナリズムだけでなく、他の世界にはもっと多様なジャー
ナリズムの世界が、文化が存在するのであり、それを比較研究することで、ジャーナリズムスタ
ディーズの脱西欧化、非西欧化をはかることを目的としている。この目的は極めて重要であり、わ
れわれはWJS の趣旨に賛同し、それが故にWJS の呼びかけに応じて国際ジャーナリズム比較プ
ロジェクトに参加することとし、2013 年版のジャーナリスト調査を実行したのである。
こうしてWJS の研究プロジェクトは、欧米だけでなく日本を含めた非西欧的な社会のジャーナ
リズム文化の現実を描出することを目的とするため、調査対象として西欧、非西欧を問わず独裁的
な体制のもとにある国や民主化の途上にある国や社会のジャーナリストを含めた。比較研究にとっ
て「類似と相違」は極めて重要であり、われわれは「類似と比較」を析出するため、その土台とな
る比較の指標を作成した。それは各国研究チームが調査に用いる「共通の質問票」

（4）
であり、われわ

れは繰り返し他国の研究者と議論を重ねて調査票を作成した。それゆえ、日本のジャーナリストや
ジャーナリズム研究者にとって意外と思えるような質問項目、具体的にはジャーナリストに活動の
自由が保障されていない国や社会のジャーナリズムに特有と思われる質問項目も含まれている。そ
れ故のちに検討するが、日本の場合は総じて非西欧的な回答の割合が非常に低い傾向が見られる。
全体の枠組は、図 1にあるように Journalism cultures、つまり、複数形のジャーナリズムの文

化、世界の文化の描出がこのプロジェクトにとって重要な論点となる。
「2013 年ジャーナリスト調査」を実施した後、新聞学研究所では第 1 回目のシンポジウムを
2013 年に開催した。そこではジャーナリズムの全体的な状況について、朝日新聞、毎日新聞、産
経新聞、NHK、日本テレビといった中央のニュースメディアのジャーナリストを招き、得られた
調査の結果をもとにパネル討論を行った。

（5）
本論文は、このシンポジウムは受けた第 2回のシンポジ

ウムとして「ローカルへの視点」を焦点化し、以下三つの論点を主として扱っている。第一は新聞
とTVを比較したメディア特性、第二は特にTVに焦点化した、地域のジャーナリズム状況、第
三は地域ジャーナリズムの課題である。
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2．ジャーナリズムの役割概念と遂行度
まずいささか長文になるが「2013 年ジャーナリスト調査」の「自由回答」を紹介したい。

私たちローカルメディアが全国的に論じられる対象になることはほとんどないが、原発事故によって否が

応でもその渦中に入らざるをえなかった。情報の受け手、特に被災者からすると、WEB関連のメディアと

既存メディアの問題が最も深刻だったのではないだろうか。ネットメディアは、問答無用と言うが如く既存

メディアを切り捨て、既存メディアはネットメディアを無視するというシーンが少なくなかった。大災害時

に双方のメディアが互いに有効に機能しない不幸からは早く抜け出さなければならない。両者は相互に補充

し合うが、互いの機能を認識した上で相乗効果により活性化する方向が見つけられるよう願う。そのキー

ワードは「メディア」ではなく様々な意味での「受け手」かと考える。

「自由回答の」冒頭の部分が重要な論点である。われわれは自身の反省を込めて認めざるをえな
いこと、「地方の等閑視」がここに書かれている。われわれはメディア、ジャーナリズムを論じる
時に、中央を中心として研究や議論をすすめがちな弊をもっている。この地方の等閑視は、日本だ
けではなく、地方に焦点を当てた研究は諸外国でも非常に少ないのである。例えばアメリカの場合
でも、新聞であればクオリティ・ペーパー、TVではネットワークに分析の焦点を絞り、他方で豊
かなジャーナリズムの文化をもつ地方は慮外におかれるのである。

（6）

われわれは、もっと地方的な、リージョナルなものに注目する必要があるが、問題はどのように
研究課題として地方、地域のジャーナリズムの焦点化をはかればいいかということであり、われわ
れは二つの調査を参考にして質問票を作成した。
一つには、David Weaver と Lars Wilnut が「The Global Journalists in the 21st Century」で指

標として用いている米国を中心としたジャーナリストの「役割」概念がある。
（7）
それらは「情報提供

図表 1　2013 年版日本ジャーナリスト調査 /Worlds of Journalism Study



116 Journalism & Media  No.9  March  2016

的」、「解釈的」、「敵対的」、「動員的」の 4つの役割から構成され、一つの役割概念化の試みと言え
るだろう。これに対して、WJS の国際ジャーナリズム調査では、非西欧の国や社会をも対象にす
るため、類似と相違が明確になるような役割概念をこの中では用いている。例えば、ジャーナリズ
ムはある種の「社会的な使命」に積極的に係わっていくべきか。総じていえば、西欧型のジャーナ
リズムは、積極的に参加すべきではない、むしろ当事者なるべきではないという考え方に立つ。と
ころが、非西欧型では積極的に国家の事業、政府の様々な政策に係わっていくべきだと考える。
二つ目は「権力の監視」に関わるもので、主として欧米型、西欧型が中心になる役割概念である
が、他方非西欧型では、監視よりも「権力に対する忠誠」などが非常に重要と見なされる。さら
に、オーディエンスをどのように措定するかの問題もあり、市場志向、言い換えれば「消費者」志
向なのか、それとも公共圏志向、「市民」志向なのかという問題設定である。
さて図表 2は、日本においてどのようなジャーナリズムの役割が重要と考えられているのかを示
しており、図表 3は、重要と評価されるジャーナリズムの役割が実際どの程度果たされているのか
を示している。ジャーナリズムの役割として規範的に重要だが、実践的には十分果たされていない
ことがいくらでもあり得る。
メディアによる差異があまり見られないので図表 2では省略した質問項目、例えば「観察者に徹
する」、「あるがままの出来事を報道する」や「時事問題の分析を提供する」といった正確な報道や
複雑な問題の解説などのジャーナリズムの役割や、「政治指導者を監視・調査する」、「ビジネスを
監視・調査する」などの権力の監視に関する役割は、総じてメディアを横断して高く評価された。
例えば「あるがままの出来事の報道」の役割については、90% 以上の被験者が重要と評価をし、
「時事問題の分析の提供」や「権力の監視」では 100% 近くが高く評価しているのである。つまり

図表 2　ジャーナリズムの役割の重要性

重要な役割概念
重要である（とても重要である＋かなり重要である＋まあ重
要である）％

全　体
（729）

NHK
（69）

キー局放
（75）

地方民放
（203）

新　聞
（382）

j） 国家の発展を支援する 82.9 89.9 90.7 83.3 79.8

k） 政治指導者の好意的なイメージを伝える 9.1 2.9 10.7 8.9 9.9

l） 政府の政策を支持する 13.6 7.2 13.3 13.3 14.9

m） 娯楽と休息を提供する 75.6 66.7 70.7 81.8 74.9

n）  もっとも多くの読者・視聴者を引き付ける種類の
ニュースを提供する 78.2 82.6 84.0 75.9 77.5

o） 日常生活のための助言、方向づけ、指示を与える 79.8 87.0 85.3 76.4 79.3

p）  人びとが政治的決定をするために必要な情報を提
供する 97.3 98.6 98.7 97.0 96.9

q） 政治活動に人びとが参加するよう動機づける 81.8 81.2 81.3 75.9 85.1

r） 人びとに見解を表明するように促す 59.8 60.9 69.3 54.2 60.7
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これらの項目については、中央と地方の間に、新聞とTVの間に、ほとんど差異はないが、「政府
の敵対者となる」についてはややNHKの低い評価が目に付く程度である。
次に中央メディアと地方メディアの評価の差異については、例えば地方民放では、「m. 娯楽と休
息を与える」といったオーディエンスに楽しみや安らぎを与えるといったジャーナリズムの役割が
他メディアに比して、重要視されているように思われる。
図表 3は、重要視されるジャーナリズムの役割がどの程度果たされているかを示しており、図表
2との比較が議論の中心となる。全体を俯瞰すると、例えば「h. 情報を早く伝える」や「d. 興味を
引くニュースの重点的な報道」はメディアを問わず非常に高い数値（民放キー局は 100%）示し、
「g. 未確認情報を掲載しない」も 8割弱が高く評価している。他方で、権力の監視は全体として 8

図表 3　ジャーナリズム機能の遂行度
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割が果たしていると評価するが、その役割を掘り下げた活動、調査報道というべき「政府発表の真
実性の調査」では 35.5% に下がるのである。また非常に重要だと評価されるが、その役割が現実に
果たされていないという評価は、「j. 複雑な問題に対する分析と解説」が目立ち、地方民放TVの
場合は「果たしている」という評価は 50%を切り、「ある程度果たしている」を加えて、ようやく
50% となる。また「k. 社会的弱者の救済」にWJS の調査で扱っていない項目だが、NHK が
73.9% キー局・準キー局が 57.3% という数字が並ぶ。この項目は日本のジャーナリズム文化の特徴
を議論する際の重要な論点となるだろう。

3．ジャーナリズム活動に関わる影響要因
次に、ジャーナリズムの活動に影響する様々な要因に関する論点を取り上げる。ジャーナリズム
活動に対する影響が「強まった」か、どうかが議論の焦点となる。図表としてとりあげていない
が、目立つ項目をとりだすと、次のようになる。全体として「広告の考慮」や「利益向上の圧力」
が強まったと評価するのは、それぞれ 50.8% と 58.3% となり、変わらないとするのが 40.5% と
35.0% である。これを詳しく見ると、「広告を考慮」について民放の場合は、キー局は 45.3 が、地
方民放は 64% が、「影響が強まった」と評価している。他方「変わらない」の評価はキー局で
52.0% であり、「強まった」より高いが、地方民放では「変わらない」が 27.1% で「強まった」の
評価は倍以上の「64.0%」となる。この傾向は「利益向上の圧力」についても見られ、地方民放の
場合、「強まった」は 62.1%、「変わらない」は半分弱の 31.5% であった。これらの数字から、地方
民放の場合、経営上の圧力が高まっているように見受けられるのである。
他の項目について目を転じると、ソーシャルメディアについての評価が興味深い。「ブログのよ

うなユーザーの作るコンテンツ」や「Twitter や Facebook のようなソーシャルメディア」につい
て、調査対象のメディアの中でNHKはもっとも高く「強まった」と評価している。前者は 92.8%、
後者は 98.6% で、対応する地方民放の数字は 79.3%、85.8% である。確かに、NHKはWeb を使っ
た放送など、ネットを使ったインタラクティブな番組展開を図っているように見受けられ、そうし
た事情がこの評価に関係するように思われる。これらに「読者・視聴者のニュース製作への参加」
や「読者・視聴者のフィードバック」についてのNHKの高い評価をつなげると、NHKのある種
のソーシャル・メディアに対する積極的な姿勢が見えてくるように思われる。
次に図表 4は、ジャーナリズム活動の基盤に与える要因についての評価を示している。これらに
は内部的な要因もあれば外部的なそれもあるが、ここで注目すべきは「ジャーナリストの平均労働
時間」と「記事の調査に利用できる時間」であり、ジャーナリズムの労働環境の悪化を見て取るこ
とができる。労働時間は増加し、取材活動の時間は減少していることを示している。例えば
「ジャーナリストの平均労働時間」でいえば、地方民放の場合は 30%が不変と評価するものの、そ
の倍以上の 62.6% は増加したと回答しているのである。
こうした労働環境に関しては、さらに被験者にフェースシートで「兼務する仕事」をたずねてお
り、それによると「兼務している仕事」をもつのは、NHKは 2.9% でしかないが、キー局は 13%、
地方民放は 21.2% となっている。仕事は増えそれに伴い労働時間は増えているが、それに対応すべ
き「記事の調査に利用できる時間」が増えていない、という労働環境の悪化を見て取ることできる
のである。
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次に注目すべきは、「ジャーナリズムの信頼性」と「社会にとってのジャーナリズムの現実的意
義」に関する調査結果である。ジャーナリズムの信頼性が増加したと評価するのは。メディア全体
で被験者の 15.2% と総じて低い。全体で不変の回答は 3割弱であり、ジャーナリズムの信頼性が減
少していると評価することができそうである。この信頼性の問題と重要な関連を持つ「社会にとっ
てのジャーナリズムの現代的意義」の回答を重ね合わせてみると、ジャーナリズムの重要な資源た
る信頼性やジャーナリズムの社会的意義に関するジャーナリストのアンビバレントな評価をうかが
うことができそうである。
ここである地方TV局の「自由回答」を紹介したい。

図表 4　ジャーナリズム活動の基盤の変化
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「テレビ報道についていえば、ジャーナリズムよりも企業論理が優先することでジャーナリズム
の質があがらないという問題があると感じる。例えば民間放送局はたいていの場合少人数の記者が
様々な分野を担当することになっていて、専門的な取材や調査報道をする物理的余裕が少ない。テ
レビ局は「株式会社」であるが、「報道機関」である。そのバランスが、現代ではかなり「株式会
社」に偏っていると感じることがある」
加えて、「それでは、一部の通信社のような社団法人はどうかと考えてみると、やはり彼らも現

場の記者は少なく、地元のテレビ局のほうがまだ取材力があるというのが現状である。今後ジャー
ナリズムにとって必要なことは報道の果たす役割を社会の中でもっと周知させること、同時にマス
情報に触れる場合の態度を向上させるためのリテラシー教育ではないかと思う。これは政治につい
ても言えることだと思うが、民度がジャーナリズムを育て、ジャーナリズムが民度を育て、より成
熟した社会へと向かうのではないか」
重要な指摘だろう。
また、また地方民放の回答者は、「特にテレビジャーナリズムの現場では、経費削減により取材

費、交通費の削減、人員の削減が目立つ。また、人事面でも報道のスペシャリストではなく、テレ
ビマンとしてのゼネラリスト、全般的にテレビ局を見られる人間の育成に重点が置かれている。
ジョブローテーションの名の下に、ローカルTV局では、報道に長く専門的に関わる人間は少なく
なり取材源、情報網、報道内容は劣化する傾向も見られる。このため、報道が一過性のものが増
え、継続的な取材はネット、ローカルともに少なくなっているように思える。1980 年代後半から
90 年代にかけて、飛躍的にTV局が増加し、めざましいインターネットやソーシャルメディアの
普及でTV局の媒体価値は昔に比べて低くなった。競争激化により経営問題に重点がおかれ報道機
関としての役割、重要性は年々低下する傾向にある」と述べる。
こうした嘆息は、冒頭に引いた自由回答の「一過性の報道ではなくて、長期的な視野を持った調
査報道といったことをしたいけれども、できない」地方ジャーナリズムの現状を物語っているよう
に思われる。
次にジャーナリズム活動に影響する内部的要因を見てみたい（図表 5）。日本では「企業ジャー

ナリズム（ジャーナリスト）」といった表現が人口に膾炙されるが、メディア組織の階層的な構造
におけるジャーナリストの相互の関係性に関する項目について見ると、多くの被験者は「あなたの
上司」、「会社の編集責任者」あるいは「会社の会長や社長」が「影響がある」と回答している。し
かし他方で、全体として 91.1% が自身の「個人的な価値観や信念」が「影響がある」と評価してい
るのである。この項目を別として、9割以上が「影響がある」とする項目は、キー局の「上司」
（92.0%）、「編集責任者」（96.0%）だけである。「個人的価値観や信念」が具体的に何を意味するか
は調査からは不分明だが、ジャーナリズムの自律的なプロフェッショナリズムの評価だとすれば、
「企業ジャーナリズム」のロジックといかなる状況でプロフェッショナリズムがコンフリクトを起
こすのか、は興味深い研究課題となろう。
次に「広告のクライアントの考慮」や「利益の期待」についてはNHKが低い評価であるのは理
解できるが、地方民放が他と比べて「影響がある」という評価が高めに出ていることが目に付く。
次に、外部的な要因を検討する（図表 6）。「影響がある」とする評価が高いのは「競争関係にあ
るニュースメディア」であり、9割近い被験者がこの要因を指摘している。次に高い項目は「読
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者・視聴者からのフィードバック」である。デジタル・メディア時代のインタラクティブな環境、
とりわけソーシャルメディアの普及などを前提にすれば、「フィードバック」の影響は十分首肯で
きる。この影響は 9割のNHKを別にすれは、8割がフィードバックの影響を指摘する。
すでに指摘したように、われわれが参加しているWJS の調査は、独裁体制のもとにある、ある
いは民主化の途上にある国や社会をも対象としているため、「法規制」、「検閲」、「政府官僚」、ある
いは「軍・警察・国家安全保障」の影響を調査項目に入れている。従って、これらの項目の影響は
日本では総じて低いが、そうした中で「検閲」が他と比べ地方民放でやや高いのが目を引く。メ
ディアが厳しく規制される国や社会で、「検閲」の影響が大きいのは理解できるが、日本ではこの
検閲は「自己規制」や「自主規制」という意味を含めた「自己検閲」と理解されているかどうか、
はこの調査から不明だが、いささか気になる数字である。というのも、別の質問項目で「メディア
側の自主規制」の影響を尋ねており（図表 7 参照）、「影響がある」という評価は全体で 61.0%、
NHKは 73.9%、次いでキー局 70.7%、地方民放 66.0%、地方新聞 54.2% と続く。最後に、メディア
毎でランダムな回答で目立つのは、「軍・警察・国家安全保障」である。もっとも高いのは地方民
放で 33.5%、もっとも低いNHKで 18.8% である。この差異が何に起因するかは不分明である。

図表 5　内部的影響の要因

内部的影響要因
影響がある（大きな影響がある+かなり影響がある+まあ
影響がある）%

全　体
（729）

NHK
（69）

キー局放
（75）

地方民放
（203）

新　聞
（382）

a） あなたの個人的な価値観や信念 91.1 91.3 93.3 92.6 89.8

b） 同僚のスタッフ 78.2 75.4 78.7 75.4 80.1

c） あなたの上司 85.9 89.9 92.0 82.3 85.9

d） 会社の編集責任者 85.7 89.9 96.0 89.2 81.2

e） 会社の会長や社長 57.2 43.5 77.3 60.6 53.9

f） 編集方針・政策 83.1 79.7 86.7 87.7 80.6

g） 広告のクライアントへの考慮 48.4 7.20 48.0 66.5 46.3

h） 利益の期待 40.2 21.7 36.0 41.9 43.5

i） 読者・視聴者調査やデータ 73.9 75.4 89.3 76.8 69.1

j） ニュース取材資源の利用可能性 78.3 72.5 85.3 81.3 76.4

k） 時間の制約 92.5 94.2 93.3 93.6 91.4

l） ジャーナリズムの倫理 93.1 100.0 100.0 92.6 90.8

m） 宗教的考慮 27.8 30.4 29.3 32.5 24.6
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4．ジャーナリズム活動を取り巻く環境要因
次に、「ジャーナリズムを取り巻く環境」がジャーナリズム活動に与える影響を検討する（図
7）。被験者の回答は、質問項目全体についてメディア横断的に一致するものが多いのが特徴的で
あるが、中でも 9割の一致度をもつ項目は、「個人情報保護法の制定」と「報道被害への社会的注
目」である。2007 年に行ったわれわれの調査「日本のジャーナリスト 1000 人調査」

（8）
でも同じ指摘

がなされており、個人情報保護法は依然としてジャーナリズムの取材や報道活動の大きな制約要因
になっている。
メディア技術の発展は近年とみに著しく、さまざまなメディアセクターで顕著に感じられるよう
になっているが、全体的な評価では、「日常生活へのインターネットの普及」（92.3%）、「制作現場
の IT化」（83.3%）、「Web ジャーナリズムの発展」（75.0%）の順で影響が報告されている。単位メ
ディアを問わず、いわゆるマスメディアにおける「読者・視聴者の減少」は深刻な問題だが、影響
があるとするのは全体で 74.6% だが、その危機感は地方新聞（81.4%）、地方民放（70.9%）、NHK
（68.1%）と続くが、キー局は 56.0% とやや危機感が薄いように思われる。

図表 6　取材・報道などの仕事に対する外部要因の影響

外部的要因
影響がある（大きな影響がある+かなり影響がある+まあ
影響がある）%

全　体
（729）

NHK
（69）

キー局放
（75）

地方民放
（203）

新　聞
（382）

a） あなたの友人、知人、家族 45.8 49.3 49.3 47.3 43.7

b） 他のメディアの同僚 51.9 44.9 56.0 57.1 49.5

c） 読者・視聴者からのフィードバック 82.7 91.3 82.7 79.3 83.0

d） 競争関係にあるニュースメディア 89.2 92.8 93.3 87.7 88.5

e） メディア法や規制 69.5 63.8 88.0 77.8 62.6

f） 情報へのアクセス 82.6 87.0 89.3 83.7 79.8

g） 検閲 17.8 11.6 17.3 23.6 16.0

h） 政府官僚 21.3 29.0 26.7 20.2 19.4

i） 圧力団体 15.4 20.3 22.7 13.3 14.1

j） パブリック・リレーションズ（PR） 36.9 31.9 40.0 43.8 33.5

k） 軍、警察、国家安全保障 24.7 18.8 29.3 33.5 20.2
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5．ジャーナリズムの問題と倫理観
次に日本のジャーナリズムが抱えている重要な問題を、日本のジャーナリストはどのように評価
しているかを検討する（図表 8）。
この質問項目は、われわれが 2007 年に行った「日本のジャーナリスト 1000 人調査」から引き継
いだベンチマークの質問である。ここでは紙幅の関係で二つの調査結果の比較対象を扱うことがで
きないが、結論的に言えば、日本のジャーナリストの間で、問題視される実践に大きな変化はな
かった。

図表 7　ジャーナリズム活動への環境変化の影響
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本稿では多くのジャーナリストによって問題とされるジャーナリズムの実践とメディア毎で評価
が分かれる項目に絞って検討を進めることにする。全体の評価でもっとも問題とされる実践は「画
一的・横並び報道が多い」であり 63.4% の被験者がこれを指摘し、ついで「報道が全体的に一過性
である」（60.2%）、そして「発表ものが多すぎる」（52.2%）となる。半数を超える項目はこの 3つ
で、これらに関係する「掘り下げた報道が少なく表面的」」が 44.6% で続く。「発表ものが多すぎ
る」を問題とするのは、他のメディアは 50%台だが、キー局は 34.7% と若干低く評価されており、
また「センセーショナリズムの傾向が強い」ことをもっとも問題視するはNHKで 43.5% だが、他
は 20%台にとどまる。

図表 8　現在のジャーナリズムの問題点
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日本のジャーナリストは、日本のジャーナリズムに普遍的な倫理的な原理があると評価するの
か、あるいはそうした原理はなく状況次第であるという評価なのか（図表 9）。この質問はジャー
ナリストのプロフェッショナルな規範の存在やその拘束性を問うものだが、「常にプロフェッショ
ナルな倫理コードを守るべきである」という倫理観をもつのは、いずれのメディアセクターでも 8
割を超え、守るべき普遍的な倫理コードが存在するというのが日本のジャーナリストの大半の考え
方のようである。しかし表面的に矛盾するように思えるのは「何が倫理的かは、個々の状況に依存
する」を評価する被験者が 5割を超える事実である。例えばキー局は 97.3% が普遍的倫理コードを
支持する一方で、6割が「状況依存」にも同意しているのである。こうした一見矛盾する調査結果
は、本稿では十分論じることはできないが、WJS のパイロット調査ではロシアに見いだされるの
である。われわれは、今のところ、こうした平行現象を説明する手立てをもっていないのである。
図表 10 は、ジャーナリズムの規範として、グローバルに非常に評価が別れる倫理的行為（ジレ

図表 9　ジャーナリズムにおける倫理的アプローチ



126 Journalism & Media  No.9  March  2016

ンマ）について尋ねている。例えば「秘密の情報を得るために金を支払う」は、国際的には「小切
手ジャーナリズム（checkbook journalism）」と称される実践である。

（9）
英国に起源が求められる実

践であり、ポジティブなコンテクストではあまり使われないタームであるが、NHKは予算が潤沢
なのか、飛びぬけて肯定する評価が高い（71.0%）。しかし他のメディアではキー局の 50.7%、地方
民放 44.8%、そして地方新聞 42.7% と軒並み低い。
「記事にしない約束は守らねばならない」は国際的に唯一普遍的と見なされる倫理的規範であり、
日本でも常に正当化される、場合によっては正当化されるとするのはおよそ 3割に過ぎない。しか
しこの数字ですら欧米と比べてかなり高い。

（10）
　

図表 10　『非常に重要な情報の入手や報道』で正当化される行為
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ジャーナリストは時には「記事を得るために消極的な情報提供者に圧力をかける」こともあろ
う。重要な記事の取材にあたって、なかなか取材に積極的に協力してくれない情報提供者に様々な
圧力をかけることはそれほど例外的とは思われないが、この実践についてキー局と地方民放は 3割
台なのに対して、NHK、全国紙及びブロック紙・地方紙では 4割半ばが支持した。評価は分かれ
るだろうが、NHKのアグレッシブな報道姿勢を垣間見ることができる。
視点を民放TVに当てて、調査結果を検討するとで、民放キー局で高い数値を示すのは「他の誰
かを装って取材する」である。この実践は undercover（おとり）取材であり、国際的にみると、
警察の囮捜査が法的に是認されている国では広く実践として認める傾向がある。日本の場合は事情
が異なるのに、意外に正当化率は高いと言えるだろう。加えていかにもTV局らしいと思われるの
は「隠しカメラ・隠しマイクを使う」実践である。キー局では 97.3% が常に正当化されると認識さ
れている。さらに興味深いのは「内部情報を得るために企業に職を得る」の回答である。全国紙で
51.6%、NHKで 40.6% と正当化率が他のメディアと比べて高い。警察の潜入捜査まがいのジャー
ナリズムの実践が意外に正当と認識されている。かつて鎌田慧がかつて、トヨタ自動車の期間工の
経験をもとに『自動車絶望工場』を書き話題を呼んだ。この作品がある賞の候補に挙がったとき、
こうした取材の方法のフェアネスが議論になり、結局受賞に至らなかったことがある。
次に、いわゆる「再現ドラマ」を巡って興味深い数字がならぶ。国際的には docudramと称され
る手法で、documentary と drama の合成語だが、この正当化率が高いのは日本の特徴と言えるか
もしれない。ややデータは古いが、David Weaver らの米国の調査ではジャーナリスト全体で正当
化される率は、1992 年調査で 28%、2002 年調査で 29% に過ぎないのである。

（11）
2012 年の主犯格の

角田美代子被告（のち自殺）が関わったいわゆる尼崎連続変死事件について、NHKが再現ドラマ
を放送した当時、米国の事情と引き比べ一驚したことを記憶している。

6．新旧メディアの関係
インターネットを主導力とするデジタルメディア時代を迎え、レガシーメディアたるマスメディ
アとソーシャルメディアなどの新しいメディアとの関係について様々な議論がなされているが、新
旧メディアの関係について図表 11 のような評価を得た。総じてNHKが新しいメディアに関する
評価が高く、これに対して地方民放がやや低かった。
またweb と既存のマスメディアの関係の評価については図表 12 に示した。われわれは、この調
査にあたって、両者の関係について両者が相互に補完しあう「補完モデル」と、両者が併存する
「併存モデル」を大きな仮説として立てた。総じて、NHKが主として補完モデルに立ち、他方キー
局、地方民放の場合は併存モデルに立つ、という評価ができよう。ちなみに、われわれの「2007
年日本ジャーナリスト 1000 人調査」では、併存モデルを支持するのは、48.0%、補完モデルは
18.8% であった。

（12）
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7．プロフェッショナリズムと活動評価
国際的なジャーナリズム比較調査では、大抵の場合ジャーナリストのプロフェッショナリズムに
ついて問う項目を盛り込んでおり、そこではジャーナリストのプロフェッショナリズムの実態を操
作的に問う手法がとられる。つまりジャーナリズムのプロフェッショナリズムを、職業としての自
律性、独立性の側面から評価する手法であり、図表 12－1 のように「記事を書くにあたっての記事
選択の自由度」と図表 12－2 のように「記事のいかなる側面を重視するかについての選択の自由
度」を問うのである。また本稿では取り上げていないが、他に「専門職業雑誌」の閲読や「専門職
業団体への自主的」参加の状況を問う。これらをプロフェッショナリズムの指標と考えるのであ
る。
図表 12・1 と 12・2 から総じて言えることは、日本のジャーナリズムにおいては、比較的にどの
ような記事を選択するか自由度も高く、また記事のいかなる側面を重視したらいいかの自由度も高
い、ということである。つまり、日本のジャーナリストは自身の仕事にある種の自律性や独立性が
担保されている、保証されていると自己評価している。こうしたある程度のプロフェッショナリズ
ムが日本のジャーナリズム文化を貫いていると見なすことができるだろうが、ただ仔細に検討する
と若干の差異が目につく。例えば、「完全な自由」と「かなり自由」と「ある程度自由」はかなり
差異があり、地方民放の場合はこの数字をどのように評価すべきか。また「記事選択の自由」では

図表 11　web 関連のジャーナリズムへの評価
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NHKの場合非常に高く、14.5% が「完全な自由をもっている」と回答し、他方でNHKと比較す
るとキー局は 2.7%、地方は 4.4% とかなり低い。
次に図表 13 は「所属している企業やジャーナリズム活動への評価」を、図表 14 は「自らの
ジャーナリズム活動への満足度」を示している。
ここで注目すべきは、「自社の活動評価」が高ければ、それに応じて「自身の活動評価」が高く

なるという関係性である。一見すると当たり前のように思われるかもしれない。そこで、その因果
関係を検証するため、われわれの前回の「日本のジャーナリスト 1000 人調査」ではその関係性を
問う統計的解析を試み、上記の関係性を検出し、今回の調査でも同様の結果を得ることができた。
最後にこの種の調査では十分なデータをあまり入手できない（答えてもらえない）「収入」につ
いて検討したい（図表 15）。幸いにも本調査ではある程度明確な収入のブラケットを把握すること
ができた。しかしその検討は国民全体の所得の分布などとのと比較をはじめとした作業が必要であ
り、それは別の機会に譲ることとして、本稿では「収入の満足度」のみを扱うこととした。週刊誌
などでメディア企業の高収入が喧伝されるが、収入の満足度からするひとりキー局が高く、「とて
も満足している」「やや満足している」「あまり満足していない」の数字には一驚させられる。キー
局の 41.3% が「とても満足している」と自己評価しているのである。NHKはサンプル数がそれほ
ど多くはないが満足している傾向にあり、他方で、地方の民放局は満足度が低い。

図表 12　web と既存マスメディアとの関係
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7．結論─ジャーナリズムの改善のために
最後に、さまざまな問題を抱えている日本のジャーナリズムをどのように変えていったらいいの
か、またそのためにどのようにしたら良いのか、について日本のジャーナリストの「想い」を検証
する。われわれの前回の調査「日本のジャーナリスト 1000 人調査」でも同様の指摘がなされたが、
図表 16 に示されているように、第一にメディアセクター横断的に「記者教育の充実」の重要性が
指摘されている。第二にすでに触れたような労働環境の悪化から、「報道担当者の増員」が挙げら
れる。地方民放の 78.3% の数字は悲鳴とでも言うべきだろう。さらに「経営者の意識向上」につい
ては、NHKもキー局 29%台とそれほど高くないが、地方民放の場合は 52.2% となる。経営者の意
識改革が重要視されていると見るのはうがちすぎだろうか。次に「デスク機能の強化」も重要と見
なされている。この調査項目は国際ジャーナリズム比較調査では問われていないが、前回の調査か
ら取り入れることにした。また「職場で自由な意見交換ができる雰囲気」も同様である。これらの
項目はジャーナリズムの現場のフィールド調査から取りあげたもので、現場で自由闊達な議論がで
きる、そうした風通しの良さが求められており、そうしたことは人員の増加やデスク機能の強化と
同様に、重要と見なされているのである。
管見によれば、日本のジャーナリズム文化は、英米流のジャーナリズム、事実に基づく正確な
ニュースの提供を旨とする factual journalism と、それに加えて社会的使命にコミットする道徳的

図表 12－1　記事を書くにあたっての記事選択の自由度

%

完全な
自由を
もって
い　る

かなり
自由を
もって
い　る

ある程度
自由を
もって
い　る

ほとんど
自由を
もって
いない

全　く
自由を
もって
いない

合　計

全体 7.1 46.7 40.3 4.4 0.8 （N＝729）

NHK 14.5 40.6 39.1 5.8 0.0 （N＝69）

キー局・準キー局 2.7 46.7 46.7 4.0 0.0 （N＝75）

地方民放 4.4 39.9 50.2 3.9 1.0 （N＝203）

新聞 8.1 51.3 34.0 4.5 1.0 （N＝382）

図表 12－2　記事のいかなる側面を重視するかについての選択の自由度

%

完全な
自由を
もって
い　る

かなり
自由を
もって
い　る

ある程度
自由を
もって
い　る

ほとんど
自由を
もって
いない

全　く
自由を
もって
いない

合　計

全体 7.3 52.3 35.9 3.2 0.5 （N＝729）

NHK 8.7 46.4 40.6 4.3 0.0 （N＝69）

キー局・準キー局 1.3 50.7 44.0 4.0 0.0 （N＝75）

地方民放 6.9 48.8 41.9 2.5 0.0 （N＝203）

新聞 8.4 55.5 30.4 3.1 1.0 （N＝382）
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図表 13　所属している企業やジャーナリズム活動の評価

図表 14　自らのジャーナリズム活動の満足度
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な morally-committed journalism の折衷的なジャーナリズム文化をもっている。それが特徴的に
表れるのがジャーナリズム、ジャーナリストの役割概念である。要約すれば、英米ではつまるとこ
ろジャーナリストは観察者であり、当事者にならないことを原則とするのに対して、日本では当事
者になることにそれほどの躊躇はない。その端的な例が日本のジャーナリストの間で「社会的弱者
の救済」という役割概念である。図表 3はジャーナリズムの役割遂行度を示しているが、NHKは
73.9%、キー局 57.3%、地方民放 45.8%、全国紙 45.9% そして地方紙・ブロック紙 50.4% が果たし
ていると自己評価をしている。この質問票のワーディングの問題もあろうが、英米流のジャーナリ
ズムは「社会的弱者の救済」は別のアクターや組織、制度が果たすべき、果たすことが求められて
いる「当事者」の役割と見なす。それ故国際比較ジャーナリズム調査において回答を求める項目に
含まれないのであり、英米流のジャーナリズムは「それはジャーナリズムの主たる役割ではない」
と退けるだろう。結果としてその役割を果たすことはあっても、主要な役割ではないのである。こ
の項目が異例で、かつそれに比較的高い数値が出ていることが、日本のジャーナリズム文化の特徴
ではないか、これが管見のよってきたる所以なのである。本稿はそうした議論をする場ではないの
で、別稿に譲ることにして、以下残る課題と問題提起を若干試みたい。
第一は、冒頭に述べたように、われわれは何故地方に注目してこなかったのかを根源的に問い直
す必要がある。地方をどのように概念化するかをはじめとして、ナショナル対ローカル（あるいは
リージョナル）だけでなく、グローバル対ナショナル（むしろローカル）などの二項対立的なパラ

図表 15　記者職から得る収入の満足度
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ダイムの立て方を今一度問い直し、とらえ直す必要があろう。
第二は、第一の作業の前提となる問題である。われわれはアーカイブ化を目指して中央キー局の
東日本大震災に関わるTV映像を記録・保存している。このアーカイブ化には様々な問題を抱えて
いるが、中でも致命的な欠陥は地方のTV映像をもっていないことにある。ジャーナリズム、メ
ディア研究として地方を対象化するには、第一の問題もさることながら、地方のコンテンツを何よ
りも先に、まず視る、読むことが必要である。TVが抱える、TVを取り巻く制度論的問題が大き
くはだかるが、他国に参照にすべき例は決してすくなくない。

（13）
　

図表 16　報道を充実させるために必要なこと
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第三に、TVは記録と記憶との装置として非常に重要な役割を持っているが、大震災を契機に地
域的な映像アーカイブが多数生まれ、そのネットワーク化の動きも進んでいる。そこに新たな可能
性も芽生えてきたのではないだろうか。そうした活動に地方で積極的な活動を展開しているTV局
が関わり、キー局中心の従来のニュースネットワークとは異なる、地方局がハブとなったローカル
番組などをはじめとした他の番組ジャンルのネットワーク化を構想することは重要ではなかろう
か。
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IBC 岩手放送

阿 部　正 樹*

IBC 岩手放送の阿部と申します。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は 1942 年生まれ
ですから 72 歳になります。生まれたのは金色堂のある平泉でありまして、小学校を 4回ぐらいか
わって、中学校は宮沢賢治の花巻中学校でありますし、高校は石川啄木の盛岡一高であります。そ
こから早稲田大学に行きまして、昭和 40 年、今の会社に入りました。
テレビ制作部というところに最初は配属になりました。10 年間、番組制作をやりまして、その
あと支社を歩いて、東京支社は 4、5年おりました。私は生粋の岩手っ子で、外に出たというのが
大学と東京支社の 2度だけであります。ですからどっぷり岩手の大地に足を据えて、これまで生き
てまいりました。
今現在は、社長・会長を辞めまして、非常勤の相談役ということであります。制作と営業が長
く、そういう意味では、報道経験が薄いものですから、ジャーナリズム論というのは私から若干遠
い世界だったかなと思いますけれども、今日は一生懸命報告したいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

IBC 岩手放送の成り立ち
さて、岩手放送は昭和 28 年の設立であります。母体となったのが岩手日報という地元の新聞社
です。当時設立された放送局の大半が、地元の新聞、これを母体に設立されているわけであります
けども、これはわれわれにとってよかったなというふうに思います。当時、もし地元のいろんな団
体が放送局は儲かるそうだ、やろうぜというふうになったら、地方の民放というのも若干色合いが
変わっていたかなと思いますけれども、新聞社が放送業務に携わったということは、ラッキーだっ
たかなというふうにも思います。
ただ、岩手だけに限ったことではなくて、NHKもある中で、民間放送が何をやるんだという受

けとめられ方がありました。広告で食べるということについて、地元の理解がなかなか得られな
かったようであります。ですから設立メンバーは、自転車で株を一生懸命売って歩きました。こう
いうことをやりますので、どうぞよろしくということで、当時、5000 万円でしたけども、株を集
めて、やっとの思いで放送局ができたと聞いております。
そのきっかけとなりましたのが地元の各自治体でありました。そんな地元のことを一生懸命やっ
てくれるんだったら株主になろうよということで、当時、62 市町村全部が株を買ってくれて設立
できました。ですからわれわれは民族資本の会社だなというふうには思っております。
さて、現在の IBC でありますけども、資金 2億 6000 万円、売上は 41 億強と、規模としては小

さいラジオ・テレビの放送局であります。売上は最盛期の 6割ほどです。社員が再雇用を含めて

*あべ　まさき　岩手放送　元社長、現相談役
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122 人、うち報道部員が支社・支局の報道マン含めて 17 名です。テレビの番組づくりのディレク
ターが、たったの 6人です。これでレギュラー番組なんかを全部やっているわけです。
岩手地区人口 130 万ほどで、民放が 4系列、全部あります。隣の青森、秋田は 3局地区です。岩
手は 1局多いわけでありますけども、小沢一郎さんが持ってきたという話が盛んにいわれているわ
けでありますけども、パイを食い合うので、3局、4局の違いは経営上、非常に大きな問題であり
ます。ラジオのライバルはFM岩手、もちろんNHKのラジオもあります。
自社制作比率は、テレビは 9.5% しかありません。残り 9割は、キー局から流れてくる番組、あ

るいはいろんなところから買ってくる番組となっています。
われわれはTBSをキー局とした JNNのネットワークで運営しています。縛りも当然あります。
ラジオは自社制作比率が 41%。ですからラジオのほうがずっと自社の番組をたくさんやっていま
す。かつて、ラジオが出た時は、やっぱり東京、大阪からのシェアが大きかった。しかし、だんだ
ん今では自社の割合が多くなっています。これは売上比率にも表れていまして、ラジオの地元での
売り上げ比率が 41%、東京大阪が 38%、一方テレビは東京・大阪が 74%と 4 分の 3が東阪の売上
となっています。
ラジオの場合のネットワークというのは、TBS ラジオ、それからQR文化放送、LFニッポン放

送と 3社のネットワークがあるわけでありますけれども、当社は全部加盟しております。ですが、
ネットワークの縛りはありません。自由につくらしていただいております。
一方、テレビのネットワークは運命共同体です。収入も番組もニュースも、キー局に依存度が高
く、しかも視聴率によって収入自体も変動してまいります。

地方局の現状と課題
現在の地方局にとって、なんといっても、人口減少、少子高齢化がいちばんの悩みであります。
そして都市部と地方の格差、これも拡大していますし、東京一極集中が進んでいることは言うまで
もありません。市場原理主義から地方を見た場合には、当然、効率が悪いわけですから、切り捨て
につながっていく。地方がどんどん切り捨てられていけば、やがて日本から地方がなくなるわけで
すから、なにをかいわんやの状況であろうというふうに思っています。
ちなみに参考までに、3・11 の東日本大震災の被災地にあたる沿岸部の人口が、現在 8.8% ほど

減少しております。ですから 10%近い人達が被災地を離れふるさとを捨てたということになって
いて、これも深刻な問題として受け止めております。
それから売上の減少でありますけども、日本の広告全体を見てみますと、市場のシェアの順位
は、テレビ 1位、2位がインターネット、3位が新聞、4位が雑誌、5位がラジオとなっています。
インターネットでの広告費は、去年のデータでは 10 年前の 10 倍となっていてどんどん他媒体を抜
いて、第 2位にまできております。

それから売り方・買い方の変化が当然あるだろうと思っております。ネットワークを組むという
ことは、キー局にとってネットワーク傘下の各県の放送局をたくさん抱えることになります。われ
われのネットワークはこんな大きな図体していますと、ネットワークに広告を出してくれれば、非
常に効率いいはずですよというふうに、いわばネットワークの一括セールスのポイントでありまし
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た。そのため、ローカル局はそこからおこぼれをいただいているという悪口も叩かれわけでありま
す。ただ、現代は大量生産、大量消費という時代ではなくなりつつあります。視聴率の万能の時代
になり、スポンサーも効率を重視するようになってきました。場合によっては、ネットワークその
ものが今ではあるいは重荷になっているといいますか、キー局からすると営業面では面倒だなとい
うようなところがあるかもしれません。
買い手も個人志向がどんどん強まっておりますので、一つの商品もいろんな種類があって、多岐
にわたって、それをどうアプローチさせたらいいかというのがクライアントの悩みでもあるだろう
と思います。その時に入り込んだのがインターネットだなというふうに思っております。テレビは
マスに訴え、ネットはパーソナルに訴えるメディアです。
視聴率もマスの視聴率調査から個人の視聴率動向が大変尊重されるようになってきております。
端的にいうと、スポンサーは、もう一括マスメディアでの広告出稿、これは絶対的なものではない
というふうな時代になってきています。個人にどう届いていくかということが重視される。ちなみ
にインターネットのアクセス数を見ますと、えッ、こんな数があるのかと思うくらいのアクセスが
あるわけで、しかもそれ、セグメントできるわけですから、そういうところに広告を投下するとい
うのは、むべなるかなと思うところでございます。
若い皆さん方はご存じないかもしれませんけども、一頃、炭焼小屋論というのがありました。要
するにローカル局は炭焼小屋みたいに、要らない存在であると。そういわれた時は、BS放送がス
タートする時です。それまで地上波・地上波で結んでいた放送が、空の衛星から一発でくるとロー
カル局は全部要らないんじゃないかというようなことから、炭焼小屋論が出たわけであります。
われわれローカルのほうからすると、TBS の番組は、IBC テレビでしか見れないよというのが

最大のアドバンテージであったわけでありますので、そこがスポイルされると存在意義がなくなる
というような、非常にピンチな状況が論議された時代でありました。しかし、BSからの一括放送
からは地域情報は得られず、誰が地域情報を担うのかとの地方局存立論も論議されたものでした。
しかし、地方局の在り様が危ぶまれたことも事実でした。
実際はローカル局はそういうことにならずに、地域の放送局として存在しておりますが、最近も
若干懸念されることが起こっております。MBS が全国にネットしている『情熱大陸』が、最近
「GYAO!」に無料配信されております。いわば、放送のコンテンツがインターネットに無料配信に
なると、これまた同じ論理で、ローカル局要らないじゃないかと。キー局がつくった番組をイン
ターネットに、しかも広告付きで仮に流したら、やっぱり地方局が不要になります。いわば、放
送・通信が、ベチャッと融合してしまう。そんな時代になってもらっては困るという恐怖が、なく
はありません。
それからもう 1点。地方分権からしばらく前までは道州制をいわれました。道州制といいますの
は、ある程度、ブロックと考えていいと思うのですが、岩手放送のエリアというのは岩手県の県域
カバーなわけです。それが道州制になった場合に、放送局同士の再編みたいな形で持っていかざる
を得ないだろうと。いわば、地方局が、町村合併と同じく壊れていく、つまり小さなコミュニケー
ションがどんどん壊れていく。だから合併して云々かんぬんが、ローカル色をどんどん消すことに
なる。逆にいえば切り捨てだなというふうに思っているわけでありますけれども、これが、道州制
になったら再編は避けられないというような不安を持っているわけであります。
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地域ジャーナリズム
地域ジャーナリズムについても大きな問題です。ただし、地域ジャーナリズムといいますけど
も、やはり売上とリンクしてしまうということを感じております。私が社長時代は、決算は赤字が
ちょっと続きました。それは売上が頭打ちであると同時に、デジタル化の設備投資がおよそ当社の
年間売上に匹敵するお金を用意して使わなければなりません。当然、それに減価償却というシステ
ムが会計基準に照らしてやると、赤字になるわけです。そういう中で、私はいけいけドンドンタイ
プの社長でありましたけれども、ともかくいい番組をつくれとは、なかなか言えないでしまった。
50 万で番組つくっていたら、なんとか 20 万であげれないか。あるいは外注で安くできないか。あ
るいは下請けをちょっと泣いてもらえないか。でも、ドキュメンタリーの灯は消したくないんだよ
なと、非常に勝手なことを自分で言っているのはわかりました。でもそうしないと、会社を守れな
くなっていますから、利益率重視の方向にいかざるを得ない。ということは、9パーセントほどの
自社制作比率が、どんどん下がる。あるいは質が悪くなる。手間隙かけてシコシコとドキュメンタ
リーなんかつくるなと、営業企画をどんどんやれというような横暴な意見もどんどん出てくる。
ですから、今思いますと、私達が入社した時には、30 分のドキュメンタリー枠は、わが社にも
ありました。それが消えていったのは、やっぱり売上が悪い時です。だんだん売上が好調になって
くると、また復活して一生懸命ドキュメンタリーつくって好循環で社員も明るくいきいきと一生懸
命やるような社風になり、それが様々なことで売上が落ちてくると逆作用になってきて、そういう
ような繰り返しの歴史がわが社の歴史でもありました。残念ながらジャーナリズムといいますか、
良心もそういうこととリンクしてしまう。
私は社長として、なんとかへなちょこになっちゃダメだというので一生懸命考えて、社会的な
キャンペーンをやろうと決めました。ニュースでも、通常番組でも、全部対応できる「命伝えた
い」キャンペーンをやろうということを打ち出しました。現在も 6年間ずっと続いています。こう
した経費のかからない社会的なキャンペーンは、地域からも支持されるし、局の存在感を示せると
いうような苦肉の策でやったわけであります。この「命伝えたい」といいますのは、当時、医師不
足などから医療の地域崩壊が進んでおりました。岩手県内でも、盛岡と各地との格差が出て、命は
平等じゃない、守れない、どうやったら守れるんだと。そのために救急医療体制をどうすればいい
んだと大きな話題になっておりました。ドクターヘリもない時代でありました。
もう一つは、自殺の問題です。岩手県は自殺率が高かったんです。、そんなことではふるさと岩
手はいいところですと自分たちで言えないと。やはり命を大切にするようなとこで初めてふるさと
讃歌ができるんじゃないか、というような訴えをやろうということで始めたキャンペーンです。今
も続いているこのキャンペーンは、変な話、お金なくてもできるのです。だからものを作れないと
いう苦しみばっかりでなく、なんかしら解決の道があるんだなと思います。
地域ジャーナリズムですが、私はジャーナリズムに中央と地方の区分けがあるのかどうかは疑問
を感じています。ただ、間違いなく東京の目線というのはあるというふうに思います。それは逆に
いうと、地方と相容れない価値観の部分もなくはありません。
昔、私現場にいてよくTBS さんと喧嘩したのは、「岩手に熊が出たそうだな」「ああ、出ました
よ」「それ、面白いから全国ニュースにしようよ。」わからないわけではないんです、東京の目線の
発想としては。しかし、われわれは地域を代表というか、ニュースを送るのに、「そんな熊だとか
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何とかばっかりいうんじゃないよ」と、TBSさんと喧嘩するわけですよね。そういう意味で、立っ
ているところが違ってくる。地方の一部分が誇張されて伝わってしまう。
このようなやりとりにあるように、中央の取材といいますのは、サーッと来て、サーッと撮っ
て、サーッと帰っていき、われわれの知らないうちに放送しています。ただ、その放送というの
は、今はほとんどが、さっき、9割といいましたけれども、中央から地方へ情報を流れてくるだけ
です。ほとんど逆の流れはなく、少ないといっていいと思います。ローカル番組が中央で放送され
るケースは、本当、稀であります。本当に残念なことで、地方のドキュメンタリーの人達は、地域
で流す血を、自分の傷として取材し、一生懸命正義感にあふれて熱心に取り組んでドキュメンタ
リーをつくります。要するに見てくれてこそなんぼです。ところが、それはその地区だけで、エリ
アの違う他県の人は見ていません。学生の皆さん方も地方の番組はほとんど見ないでしょう。だか
らそういう見てないとこで、地域ジャーナリズムというのは存在しないといえば言える。本音を言
えば、より多くの人に、全国の人に見てもらいたい、そう思います。
ただ、かろうじて全国的な受賞番組になると、レアケースですけど、NHKでやってくれたり、
あるいは他の局が、それを是非放送したいんで売ってくれませんかという番組販売で買います。で
もそういう番組はほとんど少ない。
だから、地方でどんなことで悩んで、どんなことで喜んでいるのか、ほとんどわからない。この
あと長岡さんお話なさいますけども、こういう素晴らしい制作者、要するにジャーナリストが、一
生懸命その土地で頑張っていていいものを発表しても、ほとんど目にふれてない。こんなバカな話
があるかと、私は思います。ですから地方から東京に逆流させる、そういうエネルギーをわれわれ
は持たなければならない。僕ら自身の情けなさもあるなと思いますけども、やっぱりキー局は、そ
んな番組売れないし、視聴率も取れないからやらないよと。これはいかがなものかと私は思ってお
ります。

身土不二と地域ジャーナリズム
ライブラリーについてお話しますと、当社のライブラリーを見ていると岩手の過去が実によくわ
かります。簡単なことでいうと、岩手の貧困がまずあって、教育が行き届かなくて、僻地があっ
て、そのうち子ども達が金の卵で都会に出ていって、出稼ぎがあって、農業でも開田したかと思う
と減反が来てどんどん挫折していって、というような暗い話になりますけども、そこに開発がから
んできたりとか、国家プロジェクトがからんできたりとか、そういう変貌する姿が、やっぱりライ
ブラリーに、意図しなくてもズーッと残っています。こういう意味でも、われわれは時代の記録者
としていいことしてきたなというふうに思っているわけであります。
それから「身土不二」という、身も心もふるさとと一体であるという意味の重要性です。その地
域で無二の存在になるためにはどうしたらいいか。ドキュメンタリーとかジャーナリズム、云々か
んぬん、権力の監視だ云々かんぬんもあるかもしれません。われわれとしては、社会の木鐸を求め
られるかもしれないけども、一面では、グッドネイバーで、地域のよき隣人でありたい。そういう
存在でありたいと。それがわれわれの生き残りというと言葉が悪いですけれども、われわれの存在
意義だろうというふうに思っております。
問題は、ただ一点で「誰のために・何をやるのか」です。これがわれわれのたった一つのテーマ
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だと思っております。

3.11 と地方局
最後に 3・11 にふれます。様々なことを考えさせられた震災でありました。3・11 では歴史的な
出来事に立ち会った放送局と私達はなりました。明治 29 年、昭和 8年、昭和 35 年、それぞれ津波
で多くの命をなくしておりますけども、そのためにわれわれは地震があるとすぐ沿岸に目がいっ
て、津波は大丈夫かというような訓練といいますか、DNAがそうなっております。3・11 の前の
3月 1日にも津波訓練、津波の取材対応訓練をしました。そして、3・9、いわば震災の 2日前「津
波注意報」が発令されて、社員達が自発的に出社し、誰が何をやるか、誰がどこに行って、誰に連
絡してとか、全部そういう訓練をこの津波注意報で行って、これだったら大丈夫だねと確認しまし
た。どんなことになっても、当社はスムーズに取材できるねという話をした 2日後、3・11 であり
ました。
まるで無力といいますか、もうどうしようもありませんでした。といいますのは、地震と同時に
停電になりました。一部だけではなくて、私達のカバーエリア全部が停電です。ということはテレ
ビが見れないということです。そういう中で、通信手段も全部ダメでした。どこへ行くにも道路が
寸断してダメでした。社員の安否すら確認できないような状況で、右往左往したわけであります。
本当に今思うとゾッとしますけども、何からどうやっていいんだからわからないような状況の中
で、手足をもがれたメディアといいますか、携帯とかパソコンとかの機材が電気に全部頼っている
わけですね。その情けなさを感じました。なによりテレビが全部映らない中で何やるんだというこ
わさを感じました。
そのうち、津波の映像をわれわれが初めて、日本の津波の映像を記録したわけでありますけれど
も、これは沿岸の宮古に、光ケーブルとかなんかでつながったカメラではなくて、空中線で、空と
空で FPUといいますけども、そこでつないだカメラで、電気ではなくて、停電の場合の予備バッ
テリーカメラで撮影しました。それが押し寄せる津波を映して、暗い報道部が「ギャーッ」と声が
上がり、初めての津波を私も見たわけでありますけども、その時、ひょっと思いました。これ、誰
が見ているんだと。被災者が、それを見たらすぐ避難したと思います。間に合う人が大勢いたと思
います。ところが、たぶんそれを見ていたのは、被災地じゃない他県でストーブにあたりながら、
こたつに入りながら、そういう人達が見て、すごいことが日本で起きているという認識なんだろう
と思います。ところが、地元はそんな情報に触れない、津波のくるそばを車が走っているのが見え
るわけです。
そういう状況の中で、私達のいちばん最初の間違いは、津波の第一波がきたとき、20 センチで

すという放送をしました。それは当然、気象庁の発表です。その時間が 14 時 46 分、20 センチの
津波到来と。しかし、誰も気づきませんでしたけれども、地震が発生した時刻が 14 時 46 分、その
時間なんですね。みんなパニクッているから気づかないし、おそらく気象庁もそうだったのかもし
れません。津波警報も、3メートル、6メートル、10 メートルと訂正になってきました。10 メート
ルを発表した時には、もうみんな津波に飲まれていました。それからマグニチュードも、8.2 から、
後日に 9.0 に訂正になりました。それを発表のままにわれわれは伝えました。やっぱりわれわれも
オオカミ少年の片棒担いだのかなという慙愧の思いがずっとあります。
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言いたいのは、ネットワークと地方局の在り方です。ものすごい数のメディアの皆さんが来まし
た。おそらく数千人、マスコミというか報道関係だけで岩手の被災地に入ったと思います。NHK
が 1 日 250 人ずつ入ってきましたという報告をNHKから聞きました。NHKだけで 250 人、民放
で 4系列、それから新聞各社、通信社、フリーのジャーナリスト、カメラマン、ものすごい数が現
地に入ったと思います。
でも私言いたいのは、誰の方を向いて、誰のための放送メディアであったかということです。地
方局のわれわれとしては、地元の隣人が塗炭の苦しみにあるんだから、そのために俺達が今あるん
だろうと。力にならなくていつなるんだという思いがあるわけですね。
中央が冷めているとはいいませんけど、中央は現地の情報をまとめて全国にあるいは世界に出さ
なければならない立場があります。それは分かりますけど、全国民に顔を向けて、被災地にお尻を
向けて報告するわけですね。われわれは地元局としては、被災者を向いて、被災者のための放送を
したい。その相剋がありました。ネットワークの一員ですから、当然、ネットワークのためにわれ
われも尽力しますし、ローカルのためのローカルの放送もしようとします。でも、少ない人数で両
方に対応する事は出来ませんでした。
ところがラジオはそれができたわけです。ラジオはネットワークもありません。ラジオが向き
合ったのは被災地の被災者の皆さん方でありました。いつも聴いているリスナーに向かって放送し
たわけであります。
私が今どこにいて、親とはぐれたけども、元気ですよというような声も入ってきます。赤ちゃん
のミルクなくて困っています、それも伝えます。人工透析で困っています、お医者さんどこにいま
すかみたいなのもどんどんきます。それを整理することなく、そのまま伝えました。ありがたいこ
とに、ミルクが届いたり、人工透析はあそこへ行くといけますよと。ただ、道路が大変ですよ、み
たいないろんなフィードバックがあって、それをラジオはつないでいました。
この報告を私、後日、あるフォーラムで話しましたら、あるキー局の方が、そんなミルクの話な
んかはニュースじゃないよねと言下にいわれてムカッときて、そういう大災害の時に、どれが
ニュースでどれが情報でどれがというようなことではなくて、全部がニュースじゃないですかとい
うような論争をしたことがあります。
横並びのメディアでいいのかというのは、私は当時、指揮者として立場上いたんですけども、私
が一番各局のテレビをモニターしていたと思います。それで感じました。みんな一様に、場所こそ
違え、同じような報道で、NHK含めて、民放各社もネットワークを組んでいるからやむを得ない
のかもしれませんけれども、なんで同じ様な放送しか出来ないんだと思いました。私は地元だか
ら、地元の被災者のためになんかできないかと思っているわけですけれども、各局さんは、本当に
横並び、同じような被災地のインタビューがあって、行政はどうでと、どのチャンネルも画一的な
客観報道ばかりでこんな壮大な無駄遣いはないなというような思いがいたしました。
どこか一局くらい被災者の命にからむ生活関連情報を出して、地域の皆さん方がずいぶん助かっ
たよといわれるようなフィードバックがなぜできないんだというふうな思いがあったわけでありま
す。
それからもう 1点は、探し求めていた被災者のいちばんのニーズは、安否情報でした。ラジオが
そういうことを必死にやっていたんで、私は、ラジオでやっていることをなぜうちのテレビはでき
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ないんだというふうにスタッフにいいました。そしたらスタッフからは、人もいない、機材もな
い、こんなゴタゴタの中で、そんな余分なことできますかというような話もありました。じゃ悪い
けども、カメラ 1台だけ貸してくれよということで、ラジオがやっているのをそのまま映そうと。
それがいちばん早いというので、ラジオのスタジオにカメラを持ち込んで、それが 78 日間ズーッ
とラジオを中継しました。果してこういうのがよかったのかどうかは私もわかりませんけども、
やっぱり被災地を向いている放送をやりたい。それが地域の放送局だというふうな思いがずっとあ
るわけで、そういうことでやったわけであります。
それで「一番知りたかった情報」というのは、3日間のデータですけども、安否情報、これが
76%です。それから全体的な津波の情報 63%、食糧・水・医療、命にかかわるやつが 62%。
そして、「一番役に立った情報源」は圧倒的にラジオでありました。テレビは見えなかったこと
があるのかもしれませんけれども、やっぱりラジオが見直されたのはこの時であります。ですか
ら、私はこのあとラジオのスポンサーがドーッと出稿して、ラジオは復活するなと思いましたが、
しませんでした。大変残念でした。
最後になりますけども、もう全部いったような気がするんでありますけれども、われわれは地域
から逃れられない放送局だなという自覚は当然しております。地域の喜怒哀楽は自分達の喜怒哀楽
にしようということで、いちばんそこを支えているのは人材であります。人が放送局が支えていま
す。優秀な人材がほしいわけであります。そういう人達が素晴らしいドキュメンタリーをつくった
り、地元ならではの素晴らしい番組をつくるんで、是非、そういう一員になってほしいなというふ
うに思っております。
地域に命をかける思いが、現地に・地域に伝われば、それで私達は存在価値があるかなというふ
うに思っています。だから、いい加減な放送するなということであります。ただ、岩手、岩手と、
ここがいちばん、おらほがいちばんというような地域エゴには陥らないようにと。
インターネットで今後世の中変わっていくかもしれません。インターネットでのジャーナリズム
も発達していくことでしょう。だけど、私達と違うのは、公益性とか公共性とか、信頼性とか情報
の質の問題であろうと思います。やっぱり、根っ子は地域をどれだけ愛しているのやと。信頼され
るネーバーなのかと、その一点だと思っております。
そんなことを報告して、放送局の一つの思っていることをお伝えしました。
ありがとうございました。（拍手）



信越放送

長 岡　克 彦*

初めまして。信越放送の長岡克彦です。今、報道部長をやっておりまして、生まれは長野県軽井
沢の西側の町です。僕は隣の明治大学の法学部を卒業して入社以来、東京支社の 4 、5 年はさんで
35 年ぐらい報道一筋でまいりました。今日は地域ジャーナリズムということで突然のご指名を受
けましたけれども、できるだけ現場の今を語らせてもらいたいなと思います。

先程、地方放送局の全体的なところは阿部さんにお話いただいたので、重なるところは省きなが
らお話していきます。

今の JNN のネットワークは全国 28 局で北は HBC、南は琉球放送（RBC）。上のほうには、岩手
の IBC さん。それから日本の真ん中になります長野県の SBC（信越放送）があります。信越放送
というのは、最初は信濃放送という名前で始まったんですが、先程阿部さんからもお話がありまし
たように、お金集めでどうも集まらなかったらしくて、越後の人にも株主になってもらったんです
ね。ですので、信州の信か信濃の信と越後の越を足して信越放送というふうに名前を 2 年目ぐらい
に変えたと聞いております。

当社は、夕方の 6 時 15 分からのニュース、それから毎週水曜日のゴールデンタイム、夜の 7 時
から 1 時間、ドキュメンタリーからバラエティ番組を放送しています。

さて、最初に自己紹介を兼ねて、去年 6 月に放送した松本サリン事件に関する DVD を見ていた
だきます。

この DVD は、去年の 6 月に放送した TBS の「報道特集」という土曜日の夕方放送している番
組です。松本サリン事件というのは、ご存じない方が多いと思います。皆さんが生まれたぐらいの
話です。

その時に捜査の陣頭指揮に当たったのが、淺岡さんという捜査一課長で、私が 20 年間ことある
ごとに口説いて、ズーッと断られてきたんですが、去年ようやく初めてテレビインタビューに応じ
てくださった。その中で明かされたいろんな事実を「報道特集」と、ローカルで 1 時間のドキュメ
ンタリーを作りました。サリン事件報道では、河野さんという方が、ご存じの方いらっしゃるかも
しれませんけれども、松本サリン事件の時に犯人と疑われ、犯人ではないかと報道されました。要
するに冤罪の被害者で、彼が犯人だと疑ったのは僕達です。僕も“彼が容疑者ではないか ?”と思
いました。そういう贖罪の意味も込めて、20 年間こだわり続けて、真相はどうだったのかという
ことを明らかにしようとした番組です。

大事件・事故は都会に限らない
さて、本題に入って行きたいと思います。阿部さんのお話にもありましたが、私は先程の都会へ

*ながおか　かつひこ　信越放送　情報センター次長兼報道部長（現コンテンツビジョン代表取締役社長）
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の一極集中ということを同様に感じています。おカネ、人、モノが東京に集まっている。この中に
いらっしゃる若い皆さんでも、東京以外の出身の方が多いのではないでしょうか。高校から大学に
行く時に、僕がそうだったのですが、どんな大学に行きたいかということの前に、東京に行きたい
と考えていました。まずそこから、正直始まりました。私の子どももそうでした。「何をしたいの
か」「東京の大学に行きたい」そこから始まって大学選びが始まりましたけども、私もそうだった
ので、ダメとはいえませんでした。

東京と地方の格差が広がっています。東京では、何億円とするマンションがすぐ売れたと。で
も、ローカルではシャッターが閉まったままの商店街がたくさんある。

それからローカルでは夜になって団地に明かりがつかない家がたくさんありますので、区長さん
の 1 日の仕事は何ですかと聞くと、「まず、高齢者の家を回って、生きているか死んでないか確認
することです」と。それが本当に冗談抜きで、それが毎日の仕事になっている。そんな現実があり
ます。

そうした中で、地域格差を是正する、地方創生すると、安倍総理はいっていますけれども、本当
にその格差というのは埋まっているのかなというと、特に深刻なのが医療の問題だと思います。私
事になって恐縮なのですが、東京支社に勤務していた 6 年前に胃がんと診断されました。いくつか
の大病院を検討した結果、診察してくれた医師が慶應出身だったこともあって慶應大学附属病院で
手術を受け、今日に至っています。

しかし、地方だったら選択肢があまりないです。こうした地方が抱える共通の問題を全国に発信
して行くのも我々の務めだろうと思います。

他方で、今もそうですが、地域ジャーナリズムというか地方ジャーナリズムを考える時、そんな
に都会と地方と違うのだろうかということがあります。去年、警視庁が、この 140 年間の 10 大事
件を公表しました。1 番は「地下鉄サリン事件」。まさに 20 年前の 3 月に起きました。これもオウ
ム真理教によるもので、松本サリン事件の次の年ですね。これが 1 番です。

2 番目は、先程の阿部さんも関係されました「東日本大震災」での警視庁の応援。
3 番目は、「あさま山荘事件」。あさま山荘事件は、おそらくご存じない方がけっこういらっしゃ

いますよね。これらのなかのオウム真理教がらみの事件とあさま山荘事件というのは、いずれも長
野県内で起きました。2 番目の「東日本大震災」も、岩手だったり宮城だったり福島のローカルに
係わります。ただし、これは警視庁の 10 大事件に限られていますから、関西の阪神・淡路大震災
とかグリコ・森永事件が入っていません。こうしてみるとローカルとか東京といった地域にあまり
関係なく大事件や大事故が起きています。

SNS時代で変わる“取材”
次に見て頂きたいのは、去年の 9 月 27 日に起きました御嶽山の噴火です。まだ記憶に残ってい

らっしゃる方も多いと思います。この映像というのは、登山者の方が偶然撮った映像です。こうい
う大きな事件や災害が発生した時に、昔は、僕らまず、「すぐ電話して調べろ」「電話して確認を」
という話だったんですが、今はもう、フェイスブック（FB）だ You Tube だ Twitter だといった
新しいメディアで何か情報はないのか、何か映像はないのか、音声はないのかという、取材ではな
くて検索だったり収集のほうに走ります。こういう作業は、私たちの社をみても、今の若い諸君と
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いうのは、パソコンを使いこなすのはうまいですね。
御嶽山の噴火は発生直後に記者を現場にたくさん出しました。その中で、「専従でネットで

YouTube を探しなさい」、「フェイスブックを探しなさい」、現場では、インタビューよりも、デジ
カメというか、スマホでもいいんですが、「噴火を撮った人いませんか」と映像を捜す担当を割り
振って、それが機能した局が映像を手にしたんですね。それを見て、全国放送になると、ちょっと
乱暴な言葉でいえば、何も知らないキー局の人達が、「あの画（え）はうちにないんですか」とい
うことを言ってくる。

ただ、こうした「情報は本当に大丈夫なのか」、「この人のプライバシーは大丈夫なのか」、「信憑
性はどうなのか」ということの確認が重要であることは言うまでもありません。端的なのは、この
前のイスラム国という過激集団が、ネットで殺害したとかしないとかという映像を放送したけれど
も、それは偽物だった、別の第三者がつくったという話もあって、非常にグレーゾーンなんです。
その時に僕らは、報道目的とか報道の自由という言葉を使って、エクスキューズをします。それが
本当にいいかどうか、日大の先生に研究していただくのがいいかなと思っているわけでございま
す。

行政の『広報』と『報道』
御嶽のこの映像に関して、もう 1 つ、当時、報道として危ういと思ったのは、自衛隊などが撮影

した御嶽の山頂の映像です。この映像は警察庁の提供です。議論をする必要があると思います。
いずれも 3000 メートルで噴火・噴煙の中での捜索ですので、私達はヘリコプターの取材しかで

きませんでした。警察と消防庁は、それぞれ、僕らは入れないから映像提供してくれと要望して、
こういう映像を提供してくれるんですね。さらに撮影は上手です。本当に僕らが撮ったのと遜色な
いような映像を提供してくれる術を彼らは身につけました。

でも、その映像を受け取って僕らが放送する時に、現地ではこういうことしか起きてないのか、
本当は見せたくないものがそこにあるのではないのか、それを編集しているんじゃないか。噴火の
現場には立ち入り禁止で入っていけないけれども、常にマスコミとしてのチェックの気持ちだけは
持ち続けようと話しました。

東日本大震災の時もそうだったと思いますけれども、御嶽山の時も 57 人の方が亡くなっていて、
私たち報道機関がヘリから撮影すると、やっぱり遺体があることがわかる。そこはモザイクかけて
放送したり、その部分は使わなかったりしましたが、自衛隊や警視庁からの提供映像にはそれがな
いんですね。きれいというか、いい映像だけ。自分達がカッコよく映っている。

このあと、自衛隊の広報の人とたまたまある席で話をすることがあったら、「長岡さん、ありが
とうございました」「どうしてですか ?」「やっぱりこういうのが出たあとは、自衛隊入隊希望者が
増えるんです」と。「たくさん来て、いい人材が集まりそうです」と言うので、「それは結構です
ね」ととりあえず言ったんですけど。しかし、自衛隊はこのためだけにあるのではなく、この先、
もし憲法 9 条の改正があって、その先、もし戦地への派遣というのがあったら、その人達はそうい
うことまで考えて自衛隊に応募されているのかなと、ちょっと心配になりました。

そして、こうした行政の広報の、非常にこわい落とし穴というのは、結果的にどこの局も同じ報
道になるんですね。同じものを取り扱ってしまう。だから、待ちの姿勢になってしまう。
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ちょうど家で飼われているペットみたいになって、黙っていても、ご主人さんがペットフードや
キャットフードをくれるわけですよ。僕は、記者というのは野良犬だし野良猫だよ。どっか行って
餌取ってこなければ死んじゃうんだよというふうに言うのですが、どうしても記者は楽をしてしま
う。そういう待ちの姿勢だけでやっていると、もうやっぱり「報道が一過性」になってしまう。と
にかく「発表ものが多すぎる」というのが現状では確実にあります。

金太郎飴みたいなニュースをやっていると、要するに「ノー」という言葉を発するのが怖くなり
ます。みんなと同じことやっているのがいちばん楽なんです。なぜなら、「ほかの局もやってい
る」、「ほかの局も取材しました」、「やっていないのはうちだけですよ」という同調化の状況が仲間
外れになることをすごくこわくさせる。

しかし、仲間外れになって、別の独自のネタを持ってくることで、その局の独自性というのが生
まれるということは確実に言える。あえて誤解をおそれずにいうならば、先日フランスでイスラム
の風刺画を描いたのをマスコミが報道されて、大変、悲惨な結末になりました。あれは、フランス
では表現の自由の侵害だ、冒涜だという話になるんだけれども、フランスの価値観というのが全世
界の価値観かというと、僕はそうでもないと思うんですね。

僕は自分の意見があることが健全な社会である思っている人間なので、できるだけ横並びになら
ない報道がいいと思っています。そのいちばんの象徴的なのが、今だと沖縄だと僕は思います。沖
縄のあの基地は、本当に日本にとって必要なのか、沖縄にとって必要なのか。東京のキー局の
ニュースと沖縄の視点に立った沖縄発のニュースと、私は違っていいと思います。そうしなけれ
ば、地域で生きている意味がなくなってしまうのではないか。それは別にネットワークとして一つ
の見解にまとめる必要はないのではないか、と私は思っています。

これが地域ジャーナリズムといえるかどうか、ちょっとまた議論のあるところかもしれませんけ
れども、僕らは地域の様々な問題と向き合っています。向き合って、それを伝えていこうと思って
います。全国発信をしていこうと思っています。でも同時に、地域の人達の目線で見ることも、ま
た忘れちゃいけない。向き合うんではなくて、自分達が地域に入ることも、また、大事なことでは
ないか。甘いといわれるかもしれませんけれども、そうした姿勢の報道があってもいいのではない
か。

BPO についても触れます。国民の皆さん・視聴者の皆さんの間に BPO がだんだん浸透していま
す。それはいいんですが、「さっきの放送はなんだ。BPO にいうぞ」という、こういう電話がずい
ぶんかかってきます。

10 年くらい前、年間 1 万件ぐらいの申し出というか苦情だったのが、最近は 2 万件を超えてい
るようです。例えば、「衆議院選挙の投票率が低かったが、テレビにも責任がある。中立を意識す
るあまり、通り一遍のことしか伝えず面白みがなかった。」こんな意見がある、じゃ思い切ったこ
とをいえばいいのかといえば、今度は、中立とか公平性はどうなるのかというクレームがくる。

他にも「東海地震についての報道がしつこい。不安を煽っているだけだ」「バラエティ番でアイ
ドルグループが解散するかのようなどっきり企画があった。メンバーの中には未成年もいて、人間
不信にならないか心配だ。」などと内容は多岐にわたります。色々な意味でチェック機能があった
方がいいのは当然ですがクレームの過剰さに、われわれはどう応えれば良いのかも課題です。
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ニュースとドキュメンタリー
最後に、ニュースとドキュメンタリーのことに触れたいと思います。僕はニュースもドキュメン

タリーも、人の喜怒哀楽だと思います。私も 1 時間の番組も何本もつくりましたし、TBS 発の「報
道特集」とか「ニュース 23」とか、筑紫哲也さんとも一緒に仕事をやらせてもらいましたが、番
組の長さの問題ではなくて、人の心の機微というのかな、そういうのをどこまで迫れるか、描ける
かにかかっているのかなというふうに思いました。

これから日本はどんどん人口が減っている中で、ジャーナリズムはどうなるのか ? 正直、民間放
送ですから、経済環境がまったく影響しないということはありません。むしろ大きく影響します。
NHK も受信料は減るはずです。そうした中でジャーナリズムのスタンスというのを、いろんな意
味でいろんな角度からやはり常に見直していってほしいなと思います。

ではこれから 20 年後のことを、どうなるのといわれても、それは私にはわかりません。この前、
総務省の方、いわゆるキャリア官僚の方と話をしていて、こんなことをいっていました。放送とか
携帯電話とかの電波免許に関することをやっている方ですが、わずか 20 年前、霞が関では、「携帯
電話は、日本では普及しない。なぜならば、日本は先進国の中で最も公衆電話が普及している国だ
から。携帯電話の料金は、固定電話に比べて高過ぎる。」これが 20 年前の官僚の考えだったそうで
す。

さらに 17、18 年前、当時の大蔵省、今でいう財務省の官僚は、こんな見解をもっていたそうで
す。「電子マネーは、日本では普及はしない。なぜなら、日本は先進諸国の中で最も銀行や郵便局
の ATM が普及している国だから、ATM で引き出せば事足りる。」今、皆さんは、電車に乗る時
に、いちいち切符を買いますか。もう携帯電話やカードでピッピッで済ましちゃう。ですから、
20 年後の TV というのは、まったくわかりません。それをどうして行くのかというのは、今ここ
にいる若い皆さんだと私は思っています。

最後に今、進めている仕事の映像をご覧いただきます。
これは 1972 年の 2 月 28 日、つまり、43 年前の明日（2015 年 2 月 28 日）の映像です。これが連

合赤軍のあさま山荘事件です。実は、この事件はまだ終わっていません。捕まったのは 5 人なんで
すが、そのうちの 1 人は、超法規的措置ということで海外に脱出しました。逃げています。その人
が捕まって刑が確定しない限り、この事件は終わりません。

明日、実は私は、現場に行って、事件から 43 年目にして初めて証言しますという人にインタ
ビューをします。TBS 系列で、4 月の上旬の日曜日のゴールデンタイムに、4 時間、「報道特別番
組」を放送します。この 60 年間に日本で起きた事件の大きなほうから 100 本、全部出します。是
非ご覧になっていただきたいなと思います。

それと、先週ですけども、東京であるキー局の大手マスコミの人と話をしていました。今、優秀
でやる気がある学生さんの争奪戦だそうです。マスコミは、けっこう面白いですよ。ローカルの現
状を、どこまで伝えきれたかなというのがわからないんですけど、映像をまじえながら、現場でと
いう一端をお話させていただきました。

ありがとうございました。（拍手）





パネルディスカッション
登壇者

阿部　正樹、長岡　克彦、大井　眞二
司　　会

佐幸　信介

司会　それでは後半のパネルディスカッションに入っていきたいと思います。
まずは、大井先生のほうから阿部さん、長岡さんへ質問、あるいは問題提起的な論点をお願いし

たいと思います。

大井　今日、こういう企画で二人にお話をいただいて、本当におっしゃる通り、研究者の立場と
して、いかに地方というものをしっかり見てこなかったのか、改めて深い反省をしなくてはなりま
せん。改めてもう 1 回研究を見直していくにあたって、どのような問題設定をしたらいいのかにつ
いていくつか見解をお伺いしたいと思います。

そのことと関係しますが、シンポジウムの問題設定の際に、いわゆる地方をいかに概念化する
か、相当迷い悩みました。結局のところ包括的な「地域」の概念を用いてお話をさせていただいた
のですが、地域の報道を、どうやってナショナルに伝えていくのかあるいは中央に伝えていくの
か。

先程申し上げた通り、震災に絡む話でも同じですが、われわれは地方の TV を視ていないのです
ね。視たいのですが、視る状況が整っていない。先程長岡さんのお話にあったように、なにかの賞
をお取りになった作品は視聴できるけれども、それ以外の番組は日常的に視ることはできない。先
程の阿部さんのお話で絶対視たいと思っているのは、IBC のラジオです。ラジオの放送をずっと
TV で撮ったと。どのようにしたのか、非常に興味深い局面です。しかし今、視る手だてがない。
そういう意味で、地方の声あるいは地域の声をどうやって中央にそしてナショナルに届けるか、そ
の仕組みについてひとつお二人にお伺いしたい。

もう一つはネットワークの話です。重要性はよくわかりますが、それだけでいいのか。それとは
別のオールタナティブなネットワークができないだろうか。例えば震災にからめていうと、震災と
いうトピックスを中心とした、ニュースのネットワークとは別の種類の番組ジャンルのネットワー
クを、例えば地域的に被災 3 県だとか、そういうふうな形で構築することできないだろうか。そう
いうことの意義というのは相当大きいと思います。現場の視点から、その 2 点についてお伺いした
い。

阿部　地方の声を中央にどう響かせたらいいかというのはわれわれの大きなテーマでありますけ
ども、かつて、地方局の制作者達が交流してお互いの番組見てないよねと。どうしたらいいという
話をした時に、ネットワークとは違って、ヤマネコネットやりませんかという話が出てできまし
た。要するにヤマネコというのは、正規のネットワークではなく、例えば信越さん・IBC、それか
ら九州のどこと、何局かのネットで、1 時間でもいいからお互いの番組交流する場をつくったらど
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うかという話がありました。でも、現実的にならなかったのは、やっぱりお金です。
ただ、ラジオでは大分放送さんと、何十年になりますかね、お互いに同時間帯、ワイド番組を

やっていたんで、相乗りして、お互いに、そっちはどう、雪降っているよと、やりとりの場をつ
くって、お互いに交流し合う、そういうのをもう 20 年近くやっています。こういうのを各局と繋
げるようになればいいなと思います。要するにラジオであれば回線 1 本ですみますからね。

TV の場合は、仮に信越放送さん、これ放送してくれませんかといった時に、信越放送の編成さ
んは、お金、いくらつけてくれるのという話におそらく、まあ、なるだろうと思います。いやあ、
スポンサーなしで放送できませんかというと、それは無理だよというような業界の会話だろうと思
います。

ですから本当は、残念ですけども、私が思うには、仮にサントリーさんかの大手のメセナが地方
のいい番組を見るコーナー、これをサントリーがお送りしますみたいなレギュラーコーナーをつ
くってもられえば本当にいいと思いますし、サントリーでなくて日本大学が提供しますということ
であればなおいいんじゃないかと。（笑声）そういうことを考えるわけですけども、なんとかいい
ものを見たいし、見せたいし、地域で今こんなことが起きていて、こんなことで悩んでいるよ、こ
んなことで喜んでいるよと。そういうのを共有できないかというのがテーマで、今のところ実現し
ないのが現状であります。

長岡　最初の先生からの、地方の声をどう届けるかというのは、これは僕にいわせるとけっこう
簡単なことで、毎日、とにかく TBS に売り込みなさいと。これ、皆さんに置き換えれば簡単なこ
とで、学生の声をどう大学に届けるかといったら、大学の先生達が学生達の声を拾い上げるんでは
なくて、学生達が声を上げたほうが届きます。今日、信州ではこんなに雪が降りましたよとか、も
う桜が咲きましたよとか、そういうのでいいんですね。とにかく売り込みなさいと。声を届けたい
と思っている側が声を上げなかったら、届かないでしょうということです。

なので、逆にそういうことをいっていると、なんかの時に逆に、TBS から声かかってくるんで
すよ、さりげなく。「今日なんかネタないですか。ニュースが空いているんだけども」「こんな話が
ありますよ」「じゃそれをオンします」と。

僕はニュースというのは幕の内弁当だと思っていまして、真ん中に白いご飯があって、今日のメ
インのおかずはとんかつだよとかといって、それだけじゃおいしくとも何ともないですよね。いろ
いろなものが散りばめられていておいしいのであって、それが僕は、JNN というネットワークの
ニュースだなと思っているので、端っこのほうの漬物の 1 切れでもいいから、そういうところにわ
れわれはニュースを出していこうというふうにデスクにはいっているんですけど、ただしあまり実
現してない。

ただ、ニュース以外に、例えば「夢の扉」という番組があるんですが、それにもうちはつくった
りしています。そういうところにも売り込む。それから BS の報道系の番組にも売り込んで、いろ
いろ何回も放送したりということは、われわれのほうで活路を開こうとしています。

それからもう一つ、ニュースとは別のネットワークというお話が今ありました。3 月 14 日に北
陸新幹線が金沢まで延びます。これに合わせて北陸新幹線の沿線の局、TBS、東京、埼玉、群馬、
それから次は信越も長野、その次は新潟、富山、それから石川。この 4 局で集まってニュース交換
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をしたり。ニュースももう 3、4 回やって、そのローカル局だけでつくって素材交換・ニュース交
換しています。

そのほかに 1 時間の番組ですと「JNN コレクション」というタイトルに賛同する局数局が集
まってドキュメント交換しています。岡山だとかいろんな局が何局か参加しています。5、6 局あ
りますかね、28 局のうち。そういうこともやっていて、それにはわれわれの番組を出すことがあ
ります。そういう自慢の番組を届けています。

そんなのが今ニュースとは別のネットワークというか、横の繋がりでやっていることです。

阿部　それと、JNN のネットワークと違って、一つ、民間放送教育協会というところがありま
す。テレビ朝日をキー局に、ネット系列を越えて全国三十数局で教育をテーマに 30 分番組を各局
で制作し、放送しているユニークなネットワークがあります。文科省の助成をうけています。地方
局にとって全国発進出来るレギュラー枠となっています。

司会　ありがとうございます。阿部さん、東北エリアで、例えば青森や宮城などとの繋がりとい
うようなことはないのでしょうか。

阿部　残念ながら、レギュラー枠としてはないんですね。TBS 系でいいますと、青森、岩手、
宮城、福島が系列としてあります。ただ、秋田はありません。秋田抜きの東北 5 社会があって年二
回程共同制作をやってますが、単発番組です。また東北の古い局で六社会を作り、年一度民謡番組
を制作していますが、残念ながら繋がりは強くない。各局とも系列が違えばなかなか提携できない
部分はあるわけです。

ただ、九州の場合は、沖縄入れて 7 局全部がラジオ、TV 持っているところが JNN 系列です。
ですから、RKB 毎日、福岡の局を中心に集まると、お互いにつくらないか、みたいなことがすぐ
できる。実際レギュラーでそうした共同制作枠を持ってて、うらやましい地区です。

司会　ありがとうございます。阿部さん、長岡さんから、大井先生のほうに、何か質問あるいは
確認したいことが改めてあればお願いします。

長岡　今回、このお話を頂戴した時に、メディアにとって地域とはなんぞやというところからは
じまって、エリアということで考えれば、TBS だと関東エリアでの放送は単純に地域とは言えな
い。もう一つは、自分の中で、ジャーナリズムというのは何だろうというのはズーッと何十年もわ
からないんですけども、大井先生、ジャーナリズムとはなんぞやというのに対しては、どう答えれ
ばいいんでしょうか。

大井　最初のエリアの問題からお答えすると、私の考えているのは、エリアという時に、地域的
なエリアの問題だけでいいのかという論点です。確かに、例えばあらゆるニュースはローカルだと
思っています。つまり、ニュースにはその出来事の発生場所のロケーションがあるので、常にロー
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カルだと思っています。
ところが、人々の関心事というか興味や関心というのは、地域を離れて、いろいろな共同体、関

心の共同体のようなものを形成する。これがもう一つのエリア。
例えば、おそらく IBC と SBC もそうだと思うのですが、災害という非常事態を通じて、ある種

の関心の共同体のようなものが形成される。そこでは、地理的なロケーションを離れて、エリアを
離れて、むしろ興味や関心の共同体のようなものができあがって、そこでは感情や情報のルーズな
ネットワークができていて、それがかなり重要な意味を持ってくる、そんなことがあるだろうとい
うふうに思っています。そしてもう一つは、地域を離れた様々なエリアを相互に、どういうふうに
結び付けて、それが具体的な活動といいましょうか、報道の形で、あるいは TV 放送という形で実
現できるのか。少し漠然としていますが、そういうことがますます増えてくるのではなかろうか。

つまり一人ひとりの視聴者の方には住んでいる場所があるけれども、その生活の場所に固定され
るような関心の領域というのはますます拡大して、広がりを示していく。そしてその果てに地域で
完結しなくなる問題が生じる、そういう事態をいかに捉え、どういうふうに対応したらいいのか。
そういう意味での地域を考えていく必要があるだろうというふうに思っています。

もう一つは、ジャーナリズムとは何かについて、いちおう学生諸君の間には、こんなふうに定義
しています。

ジャーナリズムは「ニューステクストの収集から、編集、制作、流通と連なる生産過程」であ
り、ニューステクストは「事実に基づく公共的な知識」と定義しています。ジャーナリズムは、出
来事に関する情報というかニュースというか、そうしたものを伝えたり取り上げたりあるいは放送
したりする。つまりそうして伝達されたものは、実は単なる情報ではなくて、公共的な知識であ
り、それをどういうふうに人々に伝えていくのか、その活動、つまり、収集から編集、制作さらに
流通にいたるまでの過程、私は生産過程といっていますが、全てを過程、ジャーナリズムは過程と
考えています。

Barbie Zelizer という女性のジャーナリズム研究者がいるのですが、彼女は現場のジャーナリス
トから教育者や研究者に至るまでの、彼らがなすジャーナリズム定義の複雑性や多元性を指摘して
います。その含意は、われわれは共通理解がないままにいかにジャーナリズムを語っているのか、
ということだろうと思います。まさにそういうことが現実行われております。

冒頭に WJS のプロジェクトの話をいたしました。そこでは、われわれが語っているジャーナリ
ズムって一体何だろう、ジャーナリズムが国際的に多様に理解されている現実をまず明らかにしよ
う、というのが出発点となっています。多様なジャーナリズム定義の現実をまず知る、理解するこ
と、そのことをまずとっかかりにしようじゃないかというのが Worlds of Journalism（WJS）の試
みです。つまり、世界のおけるジャーナリズムの文化は、たった一つの種類、それも欧米流のそれ
だけではなくて、いろんな種類があるのだと。そういうものを俯瞰できるような、そういう調査に
したというのが WJS の調査です。そうしたコンテクストでご理解頂きたいのですが、冒頭に述べ
た私のジャーナリズム定義は、むしろ作業仮設的な定義であり、かつ明らかに研究者としての私の
定義であって、それが普遍的かというと、なかなかいいづらい。

司会　今のことに関して、阿部さんにお聞きしたいんですが、質問の中でいくつか出ておりまし
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て、フロアからの学生からの質問内容をまとめると、長岡さんの資料の中にもありましたが、経営
として広告は東京から取ってくる。これはどういうことなのだろうと。つまり、今、地方発の
ジャーナリズムと東京を中心としたマーケットとのギャップというか矛盾があるのではないか。つ
まり経営とジャーナリズムが、つながりつつ分離しているという点はいかがですか。

阿部　なるほどなあと思います。先程もちょっと話しましたけれども、クライアントというかス
ポンサーというのは、たいがいが県外といいますか、ナショナルスポンサーなわけですね。理想は
地方局存立は地方のスポンサーで成り立つことなわけですが、現実は当社の収入の 7 割は東京・大
阪からの収入です。TBS のネット番組を県内に流して広告費をもらう。そうした収入をもとに地
域発の情報が流せる。地元の広告収入は 3 割、これでは現在の地方局を維持出来ませんし番組も作
れません。

司会　そこには、構造として資本が東京から流れてくることを逆に利用するとも言える。

長岡　私達は JNN ですね。日本 TV は NNN という、TV 朝日は ANN という、フジテレビは
FNN という。フジテレビは FNN とニュース以外の FNS と二つあるんです。これは音楽祭とかそ
ういうの。ネットワークによって違うんですが、例えば長野から全国ニュースを出すと、お金が
返ってくるんですよ、一定の制作費という名目で。返ってこないネットワークもあるんです。そこ
は微妙なところなんだけども。われわれは出せば出すほど収入になるわけです。その収入が次への
また原資にもなる部分もあったり、社内で少しエクスキューズにあたったり、さっきドキュメンタ
リーで私達の番組をつくったりということで確かにやっていますけども、いちばん最高の日本放送
文化大賞というのを第 1 回目にうちの会社が取った時は、賞金 1000 万円でした。1000 万円がくる
わけですよ。それが要するにまた次の原資になったり。臨時収入になるわけですね。だからそうい
う CM のお金の流れと同時に、もう一つ、ニュースにもそういうものがあって、ちょっとした次
への励みになっている部分も正直なところあります。

司会　ありがとうございます。それではフロアから質問をいただきたいと思います。

質問　私は北海道新聞で数年勤めたあとに、大学で勉強して、記者活動は続けていています。新
聞についてはアメリカではバタバタ倒産。全国的にも地方新聞の経営というのは非常に厳しい、見
通しが見えないという形です。それと比較しまして、放送のほうはいかがなものかというあたり
を、お 2 人からポイントをご教示いただければということでございます。

大変なことは大変だと思うんですが、やっぱり新聞とは媒体の性格も違うんですけども、ご覧に
なっていて、地方新聞の現状も含めまして、お聞かせいただければ思います。

阿部　つい最近まで、私は岩手日報という地元紙の役員をやっておりました。お互いに筆頭株主
であり、役員交換をやっていて入っていったわけですけども、私は、新聞が非常に苦しんでいるの
はわかりますけども、新聞の収入の構造、広告費というのは 3 割ぐらいなんですね。あとは事業が
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ちょっとあって、多くは、販売費、要するに新聞を売って入ってくるお金、これが広告収入よりも
ずっと多いわけです。だからこの構造は非常にうらやましいなと思いました。

というのは、われわれは広告費が全部なわけです。ですから、広告費がちょっと落ちたことに
よって、さっきみたいなジャーナリズムがちょっとへたってしまうと。ところが新聞は広告費の 3
割方がちょっと減ったとしても、販売収入があるので、論陣を張れるんですよね。要するにおもね
ることなく、言論はやれる。そういう新聞の収入構造からくる地方紙の頑張りを非常に感じたこと
があります。ですから、新聞とまるっきり民間放送は基盤が違うなと。

ただ、新聞も広告費がどんどん落ちていって、部数が減って、販売収入も減って、大変なことは
間違いないと思います。でも、底力というのを新聞には感じます。

長岡　長野には信濃毎日新聞という新聞社がありまして、これもわが社の設立の母体になってい
ます。岩手さんと同じ状況です。きちんとした論陣も張っていて、戦争の時に戦争反対を記事にし
た新聞です。それは今でも彼らは誇りにしています。

ただ現在、夕刊というのが非常に負担になっている。前は朝刊と夕刊とやっていたところも、夕
刊を配っているのは、県庁のある長野市と松本市などの一部になってしまっています。

一方、新聞の TV 化と僕はいっているんですけども、今、9 割 5 分の新聞の取材が動画を撮るん
ですよね。新聞記者が、僕らの使うような小っちゃなムービーなんだけども、フルハイビジョンを
持っていって、撮影してくると動画を見るものが当たり前のようになってきた。

他方、われわれも web の中で、わが社は相当ホームページは充実させているつもりです、系列
の中でも。もし機会があったら、信越放送なり SBC なり見てください。同じ長野県内の長野放送
とか TV 信州とか長野朝日放送よりは、はるかにたくさんニュースをアップしているはずです。そ
うやって僕らも活字媒体に入ろうとしています。新聞の厳しいところは、今、阿部さんがいわれた
通りなんですけど、底力があることもまったく同じですけど、彼らも相当危機感は持っている。

質問　3・11 の時に、新聞も TV も、やっぱりなかなか現地に入れないということで非常に批判
を受けまして、マスコミということ自身が不信感を持たれているという点では、新聞も決して黙っ
ていればいいものじゃなくて、これからの信頼に耐え得るかどうかが大事になってくる。しかし、
どうしても私達のマスコミには既得権益があって、記者クラブ制度など入り込めないようなこと
が、今、いろいろなところで多くなってきてしまっています。その問題ついて何かお考えございま
すか。マスコミとしての、信頼やあるいはオープンにしていかなければならないとか、何かご教示
いただければと思います。

長岡　今のお話で、記者クラブというものが実は悪の権化みたいなところがいわれています。も
う 10 年くらい前ですかね、長野県に田中康夫という知事がいまして、記者クラブは廃止せよとい
うことで、結果的に行政の記者クラブはなくなりました。彼はこういう記者会見場を表現道場とい
うふうにいったんですが、誰が来てもいいですよと。もっといえば誰が来て、そういうふうにカメ
ラ回してインターネットに出ることもいいですよというふうにしました。それが今も続いていま
す。記者クラブのオープン化というものに対して、決して否定するものではありません。記者クラ
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ブありますよね。正直なところ既得権益ですよ、マスコミの。それは否定しません。よそ者は入れ
ないという、自分の要するに縄張りを侵略されちゃうというのが、正直ありますね。今は、長野の
場合は、申請をすれば記者会見に入れることになっています。

ただ、警察のほうは、記者クラブというのがないと、例えば誘拐事件などがあった時に、人命の
ために報道協定を結ばなければいけない。その時、クラブがなければどうするんだ。誰でも来て、
みんなやって、インターネットでやられたらどうしようもない。だから記者クラブは必要だという
理論もあり、長野県警本部に記者クラブは現存しています。

これまた情報の秘匿性というのを線を引くのはどこで線を引くべきかということは正直言ってど
こで線を引けばいいかわかないです。答えになっているようでなってないことは自分でわかってい
るんですけど、オープンにできたら、なるべくオープンにはするようには務めておりますし、あっ
たことは報道するようにはしていますけれども、どこかに限界というか境界線があるのかなと思い
ます。

大井　長岡さんのお話と絡むのですが、3.11 大震災の時、視聴者提供の映像が TV に数多く登場
した。それだけでなく様々な情報源の情報が飛び交った。つまり伝統的なニュース源とは異なると
ころからのニュースや情報を、その信憑性を吟味する暇もなく、流し続けた。こうした現象は大震
災のような非常事態にのみ固有の現象かというと、そうでもなく日常化しつつあるように思われ
る。つまり増大の傾向をしめしており、それは信憑性も含めて大きな問題なんだというお話につい
ては、同じ問題意識をもっています。

情報源を伏せなければならないのですが、自衛隊の若手幹部から、大井先生、TV でクレジット
付きで流された映像情報より、もっとすごい震災の映像があります、センシティブな情報がたくさ
んあります、という話を聞いたことがあります。クレジットがちゃんとついている場合はまだい
い。どうやって撮っているのか、そのうちのどういう部分が出てきているのか分からない、クレン
ジングされて出てきているのか、それしかないのかということも、とっても大きな問題だと思いま
す。ほかの行政機関もそうですが、件の自衛隊幹部は、自衛隊では PR だけでなく、最近パブリッ
ク・アフェアーズ（PA）に力を入れているという。公衆に、視聴者含めて、見せるものを相当コ
ントロールしてきている、そういう節があって、そこらへんは、非常に難しいなという気がします
し、この種のことはますこれは増えてくると思う。

クレジットがなければ、明確な引用が明示されなければ、自衛隊が撮ったものか、個人的に撮っ
たものか、われわれはわからない訳ですが、そうしたものが提供される。情報のそれ自体の信憑性
もそうですが、報道と報道ではないものとの境界線の問題があります。

例えば、先程、阿部さんからのお話もありましたが、被災者がいちばん最後に被災の映像を見る
わけです。われわれは一定の安全を確保しつつ、およそ被害の実態とはいえないけれどそれらしき
ものを視ている。被災者が視ることができない状況で、視聴者が撮った映像が出てくる。ちょっと
話がそれましたが、視聴者からも含めて、外部から提供されるそういう情報、どういうふうに扱う
べきなのか、私自身もちょっと考えてみたいと思いますが、もう少しパラフレーズしていただけれ
ばと思います。
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阿部　中国漁船でしたか、体当たりしてきた映像がネットに流れたものがありました。要は、流
したあの論理は、おそらくマスメディアに流した場合に、もしかする報道規制で自制されるんじゃ
ないかと。そういうきらいがわれわれになくはないかもしれません。だけど、ネットで流してしま
えば、そんな遮断もなにもなしで見てもらえればという論理を、今流している人達にはあるんだろ
うと思いますね。

それからジャーナリズムの観点からいうと、その映像は、本当に正しいのかどうかが、出所はど
うなんだ、裏を取ったのか、誰か個人の名誉を傷つけてないかとか、様々な判断をした上で当然流
すわけでありますけども、今、ネットジャーナリズムがこういうふうになってくると、非常に線引
きが難しいと思います。

それから個人情報が、私はずいぶん足枷になり過ぎてはいないかなと個人的には思っていますけ
ども、非常に窮屈なわれわれマスメディアになっちゃったなというのを感じております。

ただ、人を傷つけてはいけないし、そういうので十分な配慮はしますけども、これからの時代、
おそらく一般視聴者の映像がどんどんネットに流れてくることは確実です。それでわれわれメディ
アもどなたか現場の映像を、持っていませんか、持っていませんかとやるんだろうなと。よほど傷
つけない限りは、ある程度はそれが伝えなきゃならないものであれば、伝えてしまう可能性もある
なというふうに思いますけど、長岡さんは現場でいろいろ苦労していると思います。

長岡　本当に現場で苦労しています。しかし、この話ってけっこう簡単で、情報提供って、これ
いろんな行政がきます。別の考え方をすれば、無料でコマーシャルやってよというふうにいってき
ているわけですよ。それは、悪いわけではなくて、社会全体がそうで、スポーツもそうですよね。
今年の箱根山は青山学院でしたよね。日テレさんがやっているから、ドラマだドラマだというけれ
ども、あれだって要するに情報提供の PR なわけですね。

今、なんかとても難しいような話をしている、面倒くさいと思っているかもしれませんけれど
も、実は皆さん、簡単に検索できる Google Earth がすでにある。あれ検索すると、自分の家なん
かも見えちゃうわけですね。僕なんか見ると、たまたまその日に干してあった洗濯物なんかが映っ
て、エッ、なんていうのがあったり、細かく見ると表札は全部消してあるんです。人は映ってない
んですよね。彼らは彼らなりにそこのところでプライバシーとか肖像権をやっぱり配慮しているん
ですよ。それは彼らもまた自分達がそれで訴えられたりした場合に困るから、ちゃんと自分で防御
している。そういうこと、われわれに限らずいろんなところが、そういう人権やら権利やらを今守
る時代になっているんだということを、認識しておく必要があるんだなと思います。

さっきちょっといったように、BPO のホームページを見てください。こんなことやっているの、
本当にそうなんだというのが、いわゆる放送局の失敗がいっぱい出ていますから。笑っちゃうぐら
いいっぱい出てきます。でもそれを僕ら、一つ一つ、肝に銘じて。そんなことやっています。

司会　ありがとうございました。
時間もだんだん追われてきましたので、質問紙ではなくて今この場でご質問されたい方は、い

らっしゃれば挙手をしていただければなと思います。
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長岡　一ついいですか。皆さんの中で、ラジオを持っていらっしゃる方ってどれくらいいらっ
しゃるんですか、若い人達。

持ってない人は ?　あ、やっぱり。

阿部　でも持っているほうですよ。ラジコ、そっちまで含めるとけっこういるんじゃないですか
ね。そうでもないですかね。

長岡　地震がきたらまず何から情報を得ます ?　TV?　ラジオ ?　TV、NHK? なるほど。

大井　けっこう持っていらっしゃる。

阿部　持っているほうだと思いますよ。東京というのは、中波、さっき TQL といいましたけど
も、聞こえないですよね、電波障害が多くて。だから今は、FM に乗っかって聞こえやすくしよう
かというような動きも民放連の中にはあるんで。それから、どんどんラジオを聴いてスポンサーに
なっていただくと・・（笑声）ちょっとボランティアでお願いします。

質問　私は民放連の民放連大賞の審査員をやっていまして、地方でいろんな審査をするんです
が、何十本見ると全部同じにしか感じられなかったりするんです。その時に、地方局が、自分のと
ころで何かをつくった時に、それで提供されて出てる番組は、やっぱり同じに見えてしまうという
ことも否定できません。私は地方の中で独自にやっていくということの中に非常に厳しい問題があ
るのかなとも思うんですけども、そういった時に、ネットワークに対しても UHF や MX やなどと
提携したりとかような方法を考えてやったりしていると。そういうようなことも含めて、地域の中
にどう根ざしていくかという別の方策みたいな、もう少しあり得るのかなと思ったんですね。

それと、大井先生のお話とも関係するのですが、大井先生の公共的な関心、それはわかるんです
が、もう一方で公共性というものが振幅しますよね。その時に、地方に独特の公共性と中央の公共
性との違いが出た場合に、公共性の問題は大きな問題だと思いますが、いかがですか。

阿部　先生の質問は、非常に難しい質問です。さっきのラジオに TV のカメラを入れるという
ユーストリームという配信をずっとやりました。それからラジオの放送に関してもラジコ

（radiko）で、普通はお金が必要なんだけども、1 年ぐらいでどうぞタダでやってくださいという
ことで震災報道をずっとやっていただきました。

そういう意味ではラジコで岩手の情報を、被災地の情報を取れました。だからそういう意味で
は、ローカルだけじゃなくて、もっと広い公共性をわれわれは求めましたし、当然、インターネッ
トも使い、例えば被災者といいますか、私どもここで元気でやっていますよという名前を 2 万人ぐ
らい読み上げていますよね。これをホームページでやろうと。ホームページに載っけましたら、3
月だけで 610 万ページビューぐらいのアクセスがあって、やっぱりそれだけ、あの人どうだったん
だろうというのが全国的にありました。ですから地域メディアをどう広げたらいいかというのは、
大災害の時はやりやすいんですね。でも、レギュラーの場合では非常に難しい部分があります。
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それからもう一つの公共性に関しては、私は地方も中央もないんじゃないかと、個人的には思っ
ているんです。地域ジャーナリズム、さっき先生は全部ローカルじゃないとおっしゃいましたけれ
ども、中央ジャーナリズムも地域ジャーナリズムもなしで、私も地域ジャーナリストですと私はい
わないで、私はジャーナリストですといいたいし、そういって地方にいったら、また違ったジャー
ナリズムがあるみたいなニュアンスになってしまう。文化はありますよ。独特の文化とか独特の切
り口とか独特の目線はあるんですけども、さっき先生おっしゃった公共性からするジャーナリズム
というのは、地方であろうが中央であろうが、同じでなきゃなんないような気も個人的にはしてお
ります。

ですから、何で人間というのは区分けしたがるのかなと思いますしね。人間を枠に当てはめて、
あなたはこうですかというと、整理しやすいから、わかりやすいからはめ込んで、だけど、もっと
大きいものだし、枠じゃないなという感じはなんとなくしているんですけど。

長岡　最初のインターネットとの関係でやっていくと、これは私どもの取材の問題に絡んできま
す。それは、私達は SBC 信越放送が取材をしている時には、SBC のニュースで放送しますから、
インタビューさせてくださいという取材対象と契約のもとに、信頼関係のもとに私達は取材をして
います。これがネットであまり不特定多数の人にバーッは流れていくという時に、取材を受けた
方々が、そこまでは了解してないよといわれたら、それはこちらはエクスキューズできませんね。
だからむしろ、いろんな形で出ていっちゃったものに対しては、使わないでくださいと、こちらの
ほうが差し止めをお願いするケース、お願いしたケースというのもあります。これはまた人権にか
らむような話です。

自分達の責任のおける範囲のコンテンツとかデバイスとかには責任持てますけれども、それがど
んどん、どんどん拡散していくことに対しては、かなり慎重でありたいというふうに思っていま
す。もちろん私達の放送した映像が裁判の証拠として申請されたような場合には、そのつど放送で
抗議をしましたということを放送しています。

それから地方独特の公共性ということについては、これは私はカラーがあっていいと思っていま
す。私がいちばんびっくりしたのは、沖縄に行った時です。先程、新聞の収入の話があったんです
が、本当にお葬式のお悔やみ欄、ワーッといっぱいなんですね。すごいねという話をしたら、沖縄
の地方紙は、これで相当稼いでいるんだよと。

一方で、この前、先々週、私どもが放送したニュースで、こういうニュースがあります。ある町
が、広報紙というものを住民に配りますよね、皆さんのところに。そこへ、何々さんの家のおばあ
さんが亡くなりました。何歳でした。慶弔欄ですね。それから何々さんのところで、長女の方が生
まれました。花子さんですみたいな。そういうのってありますよね。これを廃止することに決めた
と。それはなぜかというと、その町は、あるお宅に、当然配慮して 1 軒 1 軒確認しているわけです
よ。ある人のところに電話して、「おばあさんが亡くなったことを町の広報紙に載せたいんですが、
どうでしょうか」といったら、「あ、うちは、いいですよ」というふうにいったと。町の担当者が
オーケーと思って広報誌に載せたら、「いいですよ」は「うちはけっこうです。出さないでくださ
い」という意味でいったのにといって一悶着になって、行政は、じゃ今後全部やめようといって、
今年の 1 月から慶弔欄は全部廃止したということがありました。
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僕はその土地土地によって公共性というのはあって、いい悪いの問題じゃなくて、あっていいと
思います。善悪の問題ではなくて。そんなことも、実は、全国ニュースにはならないけれどもロー
カルではニュースになるんだよというようなことです。答えになっているかどうかわかりませんけ
れども、地域地域によって、地方地方によって、文化や価値観の違いがあって私はいいし、その上
に立って生きているのがわれわれ地方局だしローカル放送だと自分では思っています。

司会　大井先生いかがですか。今日冒頭で日本のジャーナリスト文化や公共性の問題については
いかがでしょうか。

大井　定義の仕方だと思うのです。私は十数年政治学者に文句をつけているのですが、どういう
ことかというと、政治を選挙政治に限定してしまう弊害です。女性は、たいていの場合、20 世紀
まで投票できない。政治を選挙政治と定義すると、例えば 19 世紀に差別や社会問題に取り組んだ
女性が視野に入ってこない。これは定義の仕方が悪いのです。政治はもう少し別の定義の仕方があ
りうる。

少し迂遠な問題の立て方かもしれませんけど、公共性を広く捉えて見る。例えば個人であれ人の
命に係わる、運命に係わる主張、発言は公共的なものである、それが言わねばならないことであれ
ばなおさらでそれを公に訴える、広く社会に向かって言わねばならないことを言う。私は、これは
公共的な事柄になるだろうと思います。言いたいこと程度のことがらではない。やむにやまれずい
わねばならない事柄は、狭い意味での公共性に限定しないで、広げて考える。それに対して、政府
や国家権力が狭い公共性を押し付け、それを広げていろいろな領域を入れる、囲い込もうとする。
それに対抗するような軸をつくっていかないと国家に飲み込まれてしまう。そういう形勢が絶えず
あるので、それに対抗するような公共性を考えていく。これは若い皆さんにとっても大事な仕事だ
と思います。いわゆるネット右翼は、いいたいことに公共性のオブラートをかぶせて、ものごとを
あげつらっているように思える。言いたいこと言わねばならないことの違い、この差は非常に大き
いと思っています。

質問　本日は貴重なお話ありがとうございました。私はメディアリテラシーを研究のひとつとし
ているの教員なんです。中央から見るとローカル放送局は地元密着ということなんですが、地域自
身にいると、先程、新聞も非常に権威的というお話がありましたが、ローカル放送自体が、その地
域でどう産業のリーダーであり、非常にどちらかというと権威的というか、なかなか市民のところ
までおりてくるということは、そんな簡単なことでもないのではないかなというふうに思っている
んです。具体的にそういう地域の人々の声をどういう設定をもって、どういうコミュニケーション
の回路をもって、そういう人達の声を拾い上げていくかということに、どういう取り組みをされて
いるかなというのを少し伺いたいと思いました。

長岡　たぶん、僕らニュースというか、全社的なたぶん話になるんでしょうね。地域とのコミュ
ニケーションとか接点というのが、まさに僕ら、ローカル放送局というか地域放送局の依って立つ
ところだと思います。それを具体的にどうするんだと問われれば、それは県民が必要としていて関
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心があるニュースをわかりやすく、早く報道することですとしか答えようがないんですけども、
今、できるだけうちの会社がやっているのは、子どもの未来キャンペーンというのをやっていま
す。この 4 月から、第 1 回目なんですけども、長野県内で小学校にあがる子ども達 1 万人だったか
に、全員に防犯ブザーを配布するという事業をやったり、SBC として、年間十何校かな、やっぱ
りアナウンサーはけっこう憧れの仕事でもあるので、その学校に行って、子ども達にいろんな絵
本、動画とかを読み聞かせる授業をやったり。それから 1 年に、毎年の春休みの 3 月 21 日に、開
放して、子ども達にニュースのスタジオに入ってきてもらって、実際にキャスター席に座って簡単
に原稿を読んでもらって、それを収録して DVD で配付するみたいなことも、それは限定何十人で
すけど、というようなこともしながら、コミュニケーションというか、地域との接点を持つ試みを
しています。

阿部　リテラシーをどれほどやっているのといわれると、いや、こんなんやっていますって、な
かなかいえないといいますかなかなか痛いところです。ただ、私が今興味あるのは、むしろ、メ
ディアリテラシーよりも、受け手として、受け手側自体もまだまだ未熟なんだろうし、送り手側も
どんどん仮に未熟であれば、大変なことだなというふうに危機感は持っています。

質問　今日は興味深い話をどうもありがとうございました。大井先生のほうからご紹介がありま
したデータの中で、やっぱり興味深かったのは、地方民放局が非常にローカルスポンサーに対する
配慮をしていることが見受けられたという点です。検閲であるとか広告クライアントへの考慮とい
う話があったと思うんですね。実際に、私自身も地方局に行って話を聞いた時に、あるニュースを
報道する時に、ローカルスポンサーに配慮するという意見を何回も聞いたことがあるんですが、本
当にそういうことが実際にあるのかどうかという問題。

それから、先程の大井先生の定義によると、公共性ということに関していうと、やはりいわねば
ならないことはいわなくちゃいけないことは確かだと思います。その時に、いわゆる社会的な正義
感に基づいて行われると思います。その一方で、地方の、例えば大きい企業だったり、大きいメー
カーだったと、そういう企業体の不都合な情報をどこまで流すのか、ニュースにするのかという時
には、当然、地域における中核的な企業の利益を損ねるということが考えられるわけですね。そう
すると、その場合に、社会正義だけで一方的にある事件を断じて、ある企業の不祥事とかを告発す
るということが、果して地域のためになることかどうなのかという時に、どういうふうにそのへん
を判断されているのか。つまり、ジャーナリズムというのを判断する根拠というのを今どこに持た
れているのか聞いてみたいと思いました。

阿部　ご指摘の通り、ローカル放送というのは、ローカルのスポンサーと距離が近いということ
はひとつありますよね。それからローカル局といいますのは、地域である程度リーダー的に、例え
ば社会活動とか経済活動とかやっている、そういう中で同じ席に座ったりいろいろするケースが、
要するにナショナルクライアントと違って、あまりにも距離が近い。そういう意味で、配慮という
か、あえて配慮するということでなくても、どっか自然にそういう配慮はなくはないと思います。
ただ、例クライアントの不祥事があったとして、それを隠すことによってどういうことになるかと
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いう判断は、やっぱりきちんとやっているつもりであります。
このあと長岡さんもお話になると思いますけども、営業サイドから配慮してくれということは、

あるだろうと思います。だけど、そうだな営業の顔を立てるかというデスクはいないと思います。
おまえが判断するんじゃなくてこっちが判断するんだと。そういう健全性は持っているつもりで
す。

ただ、おっしゃるように、先生のデータにあるように、そういうきらいがまるっきりないかとい
うと、まるっきりありませんていえない状況もあります。

これは具体的に、長岡さんのほうがいろんなお話を持っているんだろうと思います。

長岡　正直なところ、いろんな地元のスポンサーから、これをニュースにしてもらえないかとい
売り込みは、あります。これはケース・バイ・ケースです。地元の企業から話がきたから全部悪い
話かというと決してそうではなくて、いい話もあります。これは取捨選択というか、そのたびに営
業のほうと押し問答していて、その意味で、営業に対して、私は非常に評判悪いです、拒否します
ので。

それから先程ご指摘があったように、まさにそうなんですが、地元企業が不祥事を起こした、事
件だったり、労働災害。先程、阿部さんがいわれたように、ナショナルスポンサー、全国的なスポ
ンサーとローカルの企業との関係というのはちょっと違っていて、それもこちらはわかっています
ので、そういう事案があった時には、ふだんの原稿は、要するにデスクに任せておきますけれど
も、そういう面倒な案件の時には自分が原稿を最終チェックします。

ところがこれを配慮という言葉でいわれちゃうとちょっと違うんだけど、より慎重にやるとい
う、そういうことなんです。甘くするとかなんとかということではなくて、てにをは一つ取ってみ
ても、これは慎重に表現しましょうということは正直やります、もう 1 段、2 段。さらにその原稿
で放送しますということを上にもう一回伝えます。

だからといって、何か地元のそういうのがあった時に、もし記事にしなかったり、信越放送、こ
れをネグっちゃったねあるいは甘かったねといわれると、今度は信越放送の報道が死にますよね。
信越放送の報道が死んだ時に、会社としてそれはプラスですかマイナスですかという話になった
ら、絶対マイナスなんですよ。そこはわれわれが突っぱねる報道の矜持だと思っています。なの
で、僕は評判悪いです。（笑声）

大井　沖縄の話ですが、私は本土復帰以前にパスポート持って渡っている世代です。今ほど沖縄
県民の立場に立って怒っていることはない。沖縄の公共性と、現在日本の全国というか国の公共性
が、いままさしく対立していると思います。非常にきわめて明確な形で公共性のぶつかり合いが生
じていると思うけど、各地域にはそれぞれ地域に固有の公共性があるはずです。

先程、長岡さんが、いろんな多様な主張があると仰っていましたが、僕は、まさにそうだと思い
ます。ある種、公共性に基づくような主張あるいはそういう訴え方でなければならないだろうと思
います。ですから、そういう意味で、地方が当然、たった一つの公共性しかないなんていうことは
絶対あり得ないので、いろんな公共性の形があるし、それをむしろ主張すべきだと思います。主張
しなければ、中央に全部、中央の公共性にからめとられます。そういう危機感を私は持っています。
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質問　僕が質問したいのは、テーマは一つなんですが、二つ。手短に申し上げます。
一つ目が、日本のメディアとかジャーナリズムは中立的とか客観的とかそういうものが規範と

なっているんですけど、それにしては、社会問題に対する主張ということで、けっこう肯定的な自
己評価の答えが多かったような気がするんですね。というのは、これが大体 66％ぐらいです。私
が以前韓国で同じ質問をちょっと見たことがありますが、尺度が違うので、単純比較はできなんで
すけど、それをパーセンテージに換算した時に、大体 63％。だから日本のほうが高いということ
になるんですけど、世間の評価としたら、日本のメディアはみんな似たりよったりしている傾向が
あるのに対して、韓国は逆に、みんなバラバラで。政治的な偏りが大きい。そういう評価があるに
もかかわらず、日本のほうで、逆に自ら主張しているとジャーナリストの間では評価している。そ
れに関してどうお考えになるのか。

二つ目は、同じそういう自らの主張ということなんですけど、僕、初めてこの資料見た時に考え
たのは、ローカルのところが、むしろそういう自らの主張をもっと出すのではないかと思ったんで
す。例えば福島の原発問題とか、あるいは沖縄の基地問題とか、そういうことに関して、けっこう
地域の目線から見るので、メディアもその地域のメディアとして、自らの主張を表に出すのではな
いかなと思ったのですけが、このデータを見る限り、逆に地域のほうが低くなっている。それに関
しては現場で働いてる方々としてどうお考えなのかということをちょっとお聞きしたいと思いま
す。

長岡　難しい話ですね。中立とはなんぞという議論が始まってしまうと思うんですね。僕はよ
く、答えになっているかどうかわからないのですけども、客観報道という言葉がたまに使われるこ
とがあります。客観的に物事を見て、客観的に報道しましょうというんですけども、私は、客観報
道はないと思っている人間で、個人の主観だと思っているんです。主観の総合体が客観かなという
ふうに。だって、インタビューする時に、どの人にまちでもってインタビューするかって、そこの
記者の主観ですよね。撮ってきたインタビューをどう使うかというのは、その人の主観ですよ。そ
れをどう編集するか、これも編集者の主観なんですね。

僕らが考えている中立というのは、言葉、イコールかどうかわからないですが、バランス的に真
ん中あたりをいこうというのが正直なところです。ですから、TV で、例えば消費税という問題が
あった時には、必ずといっていいぐらいに、賛成の意見と反対の意見があるんです。これが二つ並
ぶことでもって、中立・公平の報道ですというふうに僕らはエクスキューズします。でもちょっと
気をつけて見ていると、あれ、この問題について、賛成派の人 2 人使ったのに反対は 1 人だった
ね。微妙なところで、実はプチ主張をしているニュースがあります。

ですから、中立であるのか、中立でなければいけないのかということに関しては、われわれはで
きるだけ中立でありたいと思っているけれども、それが本当に社会と向き合って中立かどうかとい
うのは、正直、僕らもわかりません。ただ、公平でありたいと思います。

それが、例えば沖縄の報道に関していうのであれば、さっきのローカルでいったら、先程僕も申
し上げたように、沖縄はもっと声をあげて主張してもいいと思います。ただ、沖縄が強くそれをい
うと、なかなか普通のニュースではキー局は扱いません。だからそういう時には、私ども TBS 系
列でいうと、「報道特集」であるとか「ニュース 23」の特集であるとかという特別なところでもっ
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て、これは RBC という琉球放送というところの取材の、かつ何々記者の取材ですというような形
でのメッセージを入れる。

ローカルの人がもっとローカルの人にあまり認識されてないというご指摘はそれはその通りで、
われわれがもっとそのところは、やはりローカルのことを伝えていく努力をしていかなければいけ
ないというふうに思っていますけれども、あまり地元に住んでいると、これはローカルの放送だと
認識しないですよね。

この前、たまたま広島に会議に行ったら、え、広島はこんなことがニュースなっているんだみた
いな感じで新鮮だったですね。広島のお好み焼きって、大阪だと思っていたら違うんだとか、けっ
こう、地元にいると当たり前のことが見えなくなる。

ちょっと答えになっているかなっていないかなんですが、そんな感じで中立という概念が、どこ
を真ん中にしていいのかちょっとよくわからないので、逆に教えてもらいたいなという感じですけ
どね。

司会　時間もちょうど予定の時間になりました。本当はここで全部まとめなければいけないんで
すが、まとめ切ることができないくらい多岐にわたり、非常に刺激的なお話をすることができたと
思います。では最後に一言ずつお願いします。

阿部　ジャーナリズムってなんだろうという発言がありましたが、私も同じで。ただ一つ、最近
あったことを紹介したいなと思ったんですけど。

皆さん、ご存じかもしれませんけれども、伊丹十三という映画監督のお父さんで伊丹万作さんと
いう人がいまして、この人も戦前の監督でシナリオライターなんですけれども、昭和 21 年、戦後、
撮影所の仲間達から、戦争責任の連中がこの撮影所にいるんで弾（はじ）き飛ばそうよと。要する
にそういう団体をつくるんで、名前をお宅も貸してくれという話で、伊丹万作は、いいよというこ
とで名前を貸した。でもしばらくして俺の名前を外してくれというんですね。その理由を書いた一
文なんです。かつて戦争に協力した俺達が、戦後、コロッと変わって、そういうやつらを弾劾しよ
うとする、その精神がたまらんと。もっとたまらんのは、戦争は俺達が騙されて、やむを得ずこう
いうふうに起こったんだと。俺達国民は騙されてたんだよと言い合いながらヘラヘラッと笑うよう
な国民であれば、いずれまた騙されるんだよと。という一文があって、その根っ子は、日本人とい
う明治以来ズーッといろんな権利を持ったように思っているけれども、みんな与えられたものだ
と。自分達、血を流して取った権利はないだろう。この日本人の未熟さよということを戦後すぐの
昭和 21 年に書いて、それでコロッと死んでしまうんです。

私も、ジャーナリストというのは、さっきいいたいことをいおうと、いわなくなったら終わりだ
よというお話がありましたけれども、いつの時代にもすぐれたジャーナリストはいた。最近、
ちょっこっとそれを読んでいたく感動したので、是非、皆さん探して読んでみてください。

長岡　長い時間、本当にありがとうございました。今回ここにいる若い皆さん、是非、マスコミ
に来ませんか。（笑声）（拍手）面白いですよ、この商売。一生の仕事にするのに悪い仕事ではない
と思います。頑張ってください。
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司会　どうもありがとうございました。

（シンポジウム　終了）



研究ノート

参議院議員選挙制度改革に関する考察®

岩 渕　美 克*

1．新選挙制度の内容
2015 年 7 月 28 日、公職選挙法が改正され、ようやく参議院の選挙制度が変更された。来年 7月
予定されている参議院議員選挙から新制度を導入しようとすれば、周知期間を 1年近く見る慣例を
考えると、ぎりぎりの時期での改正であった。これまで、一票の格差をめぐる選挙無効訴訟の最近
の最高裁判決では、違憲状態の判断が下されてきている。その中で成立した新選挙制度は、後述す
る司法からの要請に基づく抜本的な改正という訳ではなく、従来通りの一票の格差是正を選挙区の
定数調整で行うという不十分なものである。しいて目新しいところを挙げれば、合区である。今ま
での一人別枠方式などにみられるように、都道府県を選挙区の最小単位とする「慣習」を打ち破
り、鳥取・島根、高知・徳島の 4選挙区を 2区に合区したのである。それに合わせて 10 増 10 減の
定数調整も行うことになった。その意味では画期的な出来事ではあるが、これも司法の要請に基づ
くものであるので、いわば当然の結果ともいえる。
具体的に新制度をみていくと、前述の合区に伴い、北海道、東京、愛知、兵庫、福岡の 5選挙区
が各々 2人定員増となり、宮城、新潟、長野の 3選挙区で各々 2人定員減、これと合区による 2選
挙区が 2人の定員減となり、10 増 10 減になるのである。参議院選挙は、半数改選のため、定数調
整も偶数にならざるを得ない。この選挙区調整によって、前回 2013 年の選挙時の最大格差 4.77 倍
から大幅に縮小され、2.97 倍と 3倍を割り込むことになった。しかしながら、投票価値の平等を実
現するには、格差を最低でも 2倍未満に収めることが要求される。その意味では、違憲状態が完全
に解消されたと言い切ることはできず、選挙後に選挙無効の訴訟が提起されれば、またぞろ違憲な
いしは違憲状態の判決が出ることも予想に難くない。
また、こうした選挙区の定数調整によって、改選定数が 1となる言わば小選挙区は過去最高の
32 選挙区となる。改選定数 121 の 4 分の 1程度に過ぎないが、これまでも 1人区を制した政党が
勝利を収めてきた。その小選挙区が増えたことで政党化の流れが進むとともに、その時々のムード
が選挙を支配する割合も高くなる。たとえば、13 年選挙では、31 の 1 人区のうち自民党が 29 選挙
区を制し圧勝することになった。このように、1人区の結果は、一つの選挙の勝敗の指標となり得
るのである。1人区で勝利した候補者は、当たり前のことだが、相対的に多数を占めることにな
る。スプリット・ヴォートにならない限りは、そうした有権者は同一政党に投票することになるの
で、比例代表でも勝利を収める確率が高く、選挙区、比例代表ともに勝利する可能性が高くなるの
である。
さて、初となる合区案についてみてみよう。合区対象となる選挙区出身の議員は、定数が減少す
るのであるから当然であるが、当該選挙区の地方政治家からも大きな反響があった。まず、採決を
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する参議院本会議場において、中西祐介議員、三木亨議員（ともに徳島選挙区）、高野光二郎議員
（高知選挙区）、青木一彦議員、島田三郎議員（ともに島根選挙区）、舞立昇治議員（鳥取選挙区）
の 6人の議員が採決前に退席し、消極的ながら反対の意向を示した。衆議院本会議でも、後藤田正
晴議員（徳島 1区）、福井照議員（比例四国）が採決前に退席、福山守環境政務官（比例四国）と
赤沢亮正内閣府副大臣（鳥取 2区）の政府役職者は始めから議場に姿を見せなかった。石破茂地方
創生相（鳥取 1区）は公務で、山本有二議員（高知 2区）は「交通渋滞」で欠席した。竹下亘復興
大臣（島根 2区）は改正案には賛成したものの、記者団に対して「国会議員は都道府県単位で選ぶ
ことが定着している中で、それを壊すのは極めて問題がある」と語っていたそうである。

（1）

また、尾崎正直高知県知事は「合区で都道府県代表としての機能が果たせなくなるかもしれない
状況になりつつある」とし、憲法を改正して「参議院は都道府県の代表をもって構成するという趣
旨の条文を入れなきゃいけないんじゃないか」と述べている。

（2）
アメリカの上院の発想である。同様

に、8月 10 日に行われた中国 5県の県議会正副議長会議でも、「住民の意思が適切に代表される制
度といえるのか」として、参議院議員選挙では少なくとも各県から代表が一人選ばれるように求め
る要望書の提出を決めている。

（3）

自身が鳥取県知事でもあった片山善博慶應義塾大学教授は、いくつかのメディアで、「合区は憲
法違反のおそれさえある」とも発言している。

（4）
その後に訂正されたかどうかは定かではないが、想

像するには憲法第 95 条の地方特別法の規定「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律
の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することはできない。」を指していたかのように聞こえたが、そうであれば、
衆参の国会議員選挙において、定数が変更する度に住民投票の同意を得なくてはならないことに
なってしまう。誤解された発言と思えるが、それほど当該地方の関係者には衝撃的な内容であった
のであろう。言い換えれば、合区に対する抵抗が根強いものであるという証左であることは間違い
ない。
このように、地方政治関係者や地方選出の国会議員には、「都道府県代表」の部分にこだわって
いる人が多いことがわかる。こうした点を受けて自民党執行部は、合区の対象である島根、鳥取を
訪れ、「選挙区に立候補できない候補者を比例に回す」という「救済策」を用意するつもりである、
と報道されている。

（5）
しかしながら、憲法の規定上は国会議員が都道府県の代表であるということは

なく、逆に憲法第 43 条では「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」
と、明確に定めている。便宜上、選挙区から選出されることになるが、当選後は選挙区の代表では
なく国民の代表として行動することが求められていることになる。すなわち代表である当選者と選
挙区民の間には、強制的委任関係にはないと解されている。

（6）
繰り返すが、国会議員は選挙区（参議

院選挙の選挙区では、都道府県）の利害を代表するわけではなく、あくまでも全国民の代表なので
ある。
そして、こうした意見があることを承知したうえで、平成 23 年、最高裁は以下のように判決文
で述べている。

（7）

「昭和 58 年大法廷判決は、参議院議員の選挙制度において都道府県を選挙区の単位として各選挙
区の定数を定める仕組みにつき、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と
実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし、都道府県を構成
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する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものと解すること
が出来ると指摘している。都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政の単位であるとい
う点は今日においても変わりなく、この指摘もその限度においては相応の合理性を有していたと言
い得るが、これを参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の規定はなく、む
しろ、都道府県を選挙区の単位として固定する結果、その間の人口較差に起因して投票価値の大き
な不平等が長期にわたって継続していると認められる状況の下では、上記の仕組みを見直すことが
必要になるものといわなければならない。」
のであるから、一票の格差是正は都道府県から代表を出すことよりも優先するのであって、合区す
ることで格差が縮小するのであれば、合区する必要があるということになる。

2．司法の要請
このように、投票価値の不平等を是正する司法の要請によって、選挙制度改革を余儀なくされた
経緯についてみていこう。
⑴　衆議院の選挙無効訴訟
衆議院では、表 1からわかるように、1972 年の第 33 回選挙から 2014 年の第 47 回選挙まで 13
の選挙について、選挙無効の訴訟が起こされている。同一選挙で複数訴訟が起こされているものも
あるので、その数は 14 に及ぶ。そのうち最高裁判所で合憲とされたのが 6回、違憲ないしは違憲
状態と判断されたのが 7回となっている。2000 年の第 42 回選挙では、一審の東京地裁が 2004 年
に合憲としたために最高裁に上告された。2005 年 7 月に最高裁に回付されたが、当時の小泉純一
郎首相がいわゆる郵政解散で衆議院を解散したために「訴えの利益がなくなった」として訴訟が却
下されている。合憲と判断されたもののうち、最も一票の格差が大きかったのは 1986 年第 38 回選
挙の 2.92 倍であった。したがって、2000 年までに違憲状態とされたもので最小の格差は 1990 年の
第 39 回選挙であったため、3倍未満に収めれば合憲であるとの見方が一般に広がっていったよう
である。しかしながら 2009 年第 45 回選挙における訴訟からは、3倍未満でも違憲状態の判断がな
されるようになり、2014 年の第 47 回選挙では 2.13 の格差でも違憲状態と判断され、2倍未満を目
指すことが求められるようになっている。常識的に考えても、一人一票の価値が平等であるなら
ば、2倍以上あってはいけないのは当然である。ようやく、一般的な考えでもついていくことが出
来るようになったといってよいだろう。
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表 1　衆議院選挙における選挙無効請求事件

選挙 選挙期日 判決日 法廷 最大
格差 事件名 事件番号 判決

第 33 回
衆議院議員総選挙

1972 年
12 月 10 日

1976 年
4 月 14 日 大法廷 4.99 選挙無効請求事件 昭和 49 年

（行ツ）第 75 号 違憲

第 36 回
衆議院議員総選挙

1980 年
6 月 22 日

1983 年
11 月 7 日 大法廷 3.94 選挙無効請求事件 昭和 56 年

（行ツ）第 57 号 違憲状態

第 37 回
衆議院議員総選挙

1983 年
12 月 18 日

1985 年
7 月 17 日 大法廷 4.40 選挙無効請求事件 昭和 59 年

（行ツ）第 339 号 違憲

第 38 回
衆議院議員総選挙

1986 年
7 月 6 日

1988 年
10 月 21 日

第二
小法廷 2.92 選挙無効請求事件 昭和 63 年

（行ツ）第 24 号 合憲

第 39 回
衆議院議員総選挙

1990 年
2 月 18 日

1993 年
1 月 20 日 大法廷 3.18 選挙無効請求事件 平成 3年

（行ツ）第 111 号 違憲状態

第 40 回
衆議院議員総選挙

1993 年
7 月 18 日

1995 年
6 月 8 日

第一
小法廷 2.82 選挙無効請求事件 平成 6年

（行ツ）第 162 号 合憲

第 41 回
衆議院議員総選挙

1996 年
10 月 20 日

1999 年
11 月 10 日 大法廷 2.309 選挙無効請求事件 平成 11 年

（行ツ）第 7号 合憲

第 42 回
衆議院議員総選挙

2000 年
6 月 25 日

2001 年
12 月 18 日

第三
小法廷 2.471 選挙無効請求事件 平成 13 年

（行ツ）第 223 号 合憲

第 43 回
衆議院議員総選挙

2003 年
11 月 19 日

2005 年
9 月 27 日

第三
小法廷 2.064 選挙無効請求事件 平成 17 年

（行ツ）第 71 号 却下

第 44 回
衆議院議員総選挙

2005 年
9 月 11 日

2006 年
10 月 27 日

第二
小法廷 2.18 選挙無効請求事件 平成 18 年

（行ツ）第 189 号 合憲

2007 年
6 月 13 日 大法廷 2.171 選挙無効請求事件 平成 18 年

（行ツ）第 176 号 合憲

第 45 回
衆議院議員総選挙

2009 年
8 月 30 日

2011 年
3 月 23 日 大法廷 2.304 選挙無効請求事件 平成 22 年

（行ツ）第 207 号 違憲状態

大法廷 選挙無効請求事件 平成 22 年
（行ツ）第 129 号 違憲状態

第 46 回
衆議院議員総選挙

2012 年
12 月 16 日

2013 年
11 月 20 日 大法廷 2.43 選挙無効請求事件 平成 25 年

（行ツ）第 209 号 違憲状態

選挙無効請求事件 平成 25 年
（行ツ）第 226 号

第 47 回
衆議院議員総選挙

2014 年
12 月 14 日

2015 年
11 月 25 日 大法廷 2.13 選挙無効請求事件 平成 27 年

（行ツ）第 267 号 違憲状態

選挙無効請求事件 平成 27 年
（行ツ）第 253 号

選挙無効請求事件 平成 27 年
（行ツ）第 254 号

それでは違憲判決に限り、判決内容をみていこう。
①　第 33 回選挙は 1972 年 12 月に行われたが、選挙区間の最大格差は 4.99 倍というとても高い

ものであった。格差自体は違憲と判断された。しかしながら、いわゆる事情判決の法理によって選
挙の無効は認められなかった。ちなみに、行政事件訴訟法 31 条 1 項は、「取消訴訟については、処
分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合にお
いて、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮
したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請
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求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法である
ことを宣言しなければならない。」というものである。判決文は以下のとおりである。

（8）

「衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われた
ことにより違法な場合であつても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによつて直
ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結
果を生ずる判示のような事情などがあるときは、行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている
一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選
挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。」
②　第 36 回選挙は 1980 年 6 月に行われた、衆参同日選挙であった。本稿とは関係のないことで
はあるが、選挙期間中に当時の首相であった大平正芳が急死するというショッキングな出来事をは
らんだ選挙であった。選挙区間の一票の最大格差は 3.94 倍で違憲状態と判断された。しかしなが
ら是正に必要な合理的期間内であったということから、違憲とは判断しないということになった。
裁判要旨は、以下のとおりである。

（9）

「本件においては、本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は、憲法
の選挙権の平等に反する程度に至っていたものではあるけれども、本件選挙当時の議員定数配分規
定（公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七ないし九項）を憲法に違反するものと断定
することはできないというべきである。」
③　第 37 回選挙は、1983 年 12 月に行われた。最大格差は前回よりも広がって、4.40 倍になっ
ていた。4倍を超える格差であるから違憲と判断されたものの、事情判決の法理によって選挙無効
は再び認められなかった。判決の要旨は以下のとおりである。

（10）
　

「衆議院議員選挙が憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより
違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする
判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な
法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を
宣言すべきである。」
④　第 39 回選挙は、1990 年 2 月に行われた。最大格差は 3.18 倍で、前回の 2.92 倍を上回る状
態になっていた。判決は、前述の第 37 回選挙と同様に違憲状態であるが、事情判決により選挙の
無効は認められなかった。判決要旨は以下のとおりである。

（11）
　

「本件において、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が憲法の選挙権の平等の要
求に反する程度に達した時から本件選挙までの間にその是正のための改正がなされなかったことに
より、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと断定することは困難であ
るといわざるを得ない。　（略）
したがって、本件においては、本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較
差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたものではあるが、本件選挙当時の本件
議員定数配分規定を憲法に違反するものと断定することはできないというべきである。」
⑤　第 45 回選挙は 2009 年 8 月に行われ、最大格差は 2.304 倍となっていた。この選挙の結果、
民主党政権が誕生し、戦後初めての本格的な政権交代が行われたとされ、日本も 2大政党制へと向
かうと噂された、その意味では画期的な選挙であった。3倍を越えなければ違憲と判断されないと
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いう根拠のない自信が政治の側にあった中での、違憲状態判決であった。この訴訟を境に、一人別
枠方式は廃止に向かい、ようやく一票の格差が厳しく判断されるようになったのである。裁判要旨
は以下のとおりである。

（12）
　

「平成 21 年 8 月 30 日施行の総選挙当時において，衆議院議員選挙区画定審議会設置法 3条の定
める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち，同条 2項のいわゆる 1人別枠方式に係る
部分は，憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており，同基準に従って平成 14 年に改
定された公職選挙法 13 条 1 項，別表第 1の定める選挙区割りも，憲法の投票価値の平等の要求に
反する状態に至っていたが，いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかった
とはいえず，上記各規定が憲法 14 条 1 項等に違反するものということはできない。」
⑥　第 46 回選挙は 2012 年 12 月に行われ、最大格差は 2.43 倍であった。民主党が惨敗し、自民
党が圧勝、自公政権が誕生した。自民党単独でも 290 議席を超える議席数を得るほどで、現在まで
続く一強他弱状況を生み出すことになった。
なお、突然の解散であったために、前回第 45 回選挙の違憲状態が解消されていない状態で選挙
に突入することになった。この結果、2013 年 3 月 25 日には、広島高裁で広島県第 1区、第 2区に
ついて半年間の猶予はあるものの戦後初の選挙無効の判決が出た。翌 3月 26 日には広島高裁岡山
支部で岡山県第 2区について、猶予期間を設けない選挙無効の判決が出ることになり、政治の側の
怠慢に対して司法がついに選挙無効の判決を出したのである。これを受けた最高裁の判断も注目を
集めたが、その判断は違憲状態で選挙は有効に落ち着いた。裁判要旨は以下のとおりである。

（13）
　

「平成 24 年 12 月 16 日施行の衆議院議員総選挙当時において，公職選挙法（平成 24 年法律第 95
号による改正前のもの）13 条 1 項，別表第 1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは，
前回の平成 21 年 8 月 30 日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反
する状態にあったが，憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず，上
記規定が憲法 14 条 1 項等に違反するものということはできない。」
⑦　第 47 回選挙は前回から 2年後の 2014 年 12 月に行われた。最大格差は 2.13 倍であった。違
憲訴訟の中では、最も格差の少ない選挙ではあったが、ここでも再び違憲状態と判断され、選挙区
間の較差は 2倍未満にしなくてはならないということが必然になったのである。裁判要旨は以下の
とおりである。

（14）
　

「本件選挙時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、前回の平成 24 年選挙時と同様
に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期
間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法 14 条 1 項等の健保の規定に反
するものということはできない。」

以上のように、直近の 3回の選挙はいずれも違憲状態との判断がなされており、もはや定数や区
割による小幅な修正だけでは不十分であり、格差を 2倍未満とする抜本的な改革に迫られているの
である。

⑵　参議院の選挙無効訴訟
次に参議院についてみてみよう。表 2からわかるように、1962 年第 6 回選挙から 1977 年第 11
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回選挙以降は毎回裁判が請求されている。2009 年以前は、ほとんど合憲の判断がなされてきた。
唯一違憲状態と判断されたのは、1992 年 7 月の第 16 回選挙の格差 6.59 倍の時だけで、他の場合の
5倍を超える格差は合憲と判断されてきた。この時点でも 3倍未満とされてきた衆議院とは大きな
違いである。参議院議員選挙制度の特殊性すなわち半数の議員が改選対象となることから、選挙区
は必ず偶数としなくてはならないこと、選挙区は基本的に都道府県単位であり、また一人別枠方式
を採用してきたので、選挙区間の格差が大きくならざるを得ないことを司法も黙認してきたように
思える。しかしながら、こうした傾向は 2010 年の第 22 回選挙から大きく変更されることになっ
た。すなわち、衆議院同様の 2倍未満の格差が求められるようになったのである。

表 2　参議院選挙における選挙無効請求事件

選挙 選挙期日 判決日 法廷 最大
格差 事件名 事件番号 判決

第 6回
参議院議員通常選挙

1962 年
7 月 1 日

1964 年
2 月 5 日 大法廷 4.09 選挙無効請求事件 昭和 38

（年オ）第 422 号 合憲

第 6回
参議院議員通常選挙

1962 年
7 月 1 日

1966 年
5 月 31 日

第三
小法廷 4.09 選挙無効確認請求事件 総和 38 年

（オ）第 655 号 合憲

第 9回
参議院議員通常選挙

1971 年
6 月 27 日

1974 年
4 月 25 日

第一
小法廷 5.08 選挙無効請求事件 昭和 48 年

（行ツ）第 102 号 合憲

第 11 回
参議院議員通常選挙

1977 年
7 月 10 日

1983 年
4 月 27 日 大法廷 5.26 選挙無効請求事件 昭和 54 年

（行ツ）第 65 号 合憲

第 12 回
参議院議員通常選挙

1980 年
6 月 22 日

1986 年
3 月 27 日

第一
小法廷 5.37 選挙無効請求事件 昭和 57 年

（行ツ）第 171 号 合憲

第 13 回
参議院議員通常選挙

1983 年
6 月 26 日

1987 年
9 月 24 日

第一
小法廷 5.56 選挙無効請求事件 昭和 62 年

（行ツ）第 14 号 合憲

第 14 回
参議院議員通常選挙

1986 年
7 月 7 日

1988 年
10 月 21 日

第二
小法廷 5.85 選挙無効請求事件 昭和 62 年

（行ツ）第 127 号 合憲

第 16 回
参議院議員通常選挙

1992 年
7 月 26 日

1996 年
9 月 11 日 大法廷 6.59 選挙無効請求事件 平成 6年

（行ツ）第 59 号 違憲状態

第 17 回
参議院議員通常選挙

1995 年
7 月 23 日

1998 年
9 月 2 日 大法廷 4.97 選挙無効請求事件 平成 9年

（行ツ）第 104 号 合憲

第 18 回
参議院議員通常選挙

1998 年
7 月 12 日

2000 年
9 月 6 日 大法廷 4.98 選挙無効請求事件 平成 11 年

（行ツ）第 241 号 合憲

第 19 回
参議院議員通常選挙

2001 年
7 月 29 日

2004 年
1 月 14 日 大法廷 5.06 選挙無効請求事件 平成 15 年

（行ツ）第 24 号 合憲

第 20 回
参議院議員通常選挙

2004 年
7 月 11 日

2006 年
10 月 4 日 大法廷 5.13 選挙無効請求事件 平成 17 年

（行ツ）第 247 号 合憲

第 21 回
参議院議員通常選挙

2007 年
7 月 29 日

2009 年
9 月 30 日 大法廷 4.86 選挙無効請求事件 平成 20 年

（行ツ）第 209 号 合憲

第 22 回
参議院議員通常選挙

2010 年
7 月 11 日

2012 年
10 月 17 日 大法廷 5 選挙無効請求事件 平成 23 年

（行ツ）第 51 号 違憲状態

選挙無効請求事件 平成 23 年
（行ツ）第 64 号 違憲状態

第 23 回
参議院議員通常選挙

2013 年
7 月 21 日

2014 年
11 月 26 日 大法廷 4.77 選挙無効請求事件 平成 26 年

（行ツ）第 78，79 号 違憲状態

平成 26 年
（行ツ）第 155，156 号 違憲状態
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それでは違憲状態判決をみていこう。
①　1992 年 7 月に行われた第 16 回選挙は、前述したように 6.59 倍と 6倍をも大きく超える格差
であった。したがって格差の状態は違憲ではあるものの、是正を講じなかったことを立法の裁量範
囲を超えていると断定はできないので、選挙は有効であると判断した。裁判要旨は以下のとおりで
ある。

（15）
　

「公職選挙法（平成六年法律第二号による改正前のもの）一四条、別表第二の参議院（選挙区選
出）議員の議員定数配分規定の下で、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、選挙区間におけ
る議員一人当たりの選挙人数の較差は最大一対六・五九に達しており、違憲の問題が生ずる程度の
投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないが、右較差が右の程度に達した
時から右選挙までの間に国会が右議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってそ
の立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできず、右議員定数配分規定は、右選挙当時、
憲法一四条一項に違反するに至っていたものと断ずることはできない。」
②　2010 年 7 月の第 22 回選挙では、格差が 5.00 倍までに広がっていた。また、2007 年 7 月の
第 21 回選挙で 4.86 倍の格差を国会の裁量権の限界を超えたものとはいえず合憲と判断したが、
「しかし本件改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は、投票価値の平等という
観点からは、なお大きな不平等が存する状態であり、選挙区間における選挙人の投票価値の格差の
縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ない。　（略）　現行の選挙制度の仕組みを
維持する限り、各選挙区の定数を振り替える措置によるだけでは、最大較差の縮小を図ることは困
難であり、これを行おうとすれば、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定
できない。　（略）　国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主主義の基盤であり、投票価値の平
等が憲法上の要請であることにかんがみると、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性
を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる。」とする意見が判決文に付記された。
このことは、参議院選挙制度を抜本的に、しかも速やかに改正することを求めたものであり、にわ
かに選挙制度の抜本的な改正が議論されるようになった。この結果を受けての選挙無効訴訟だった
が、いわゆる違憲状態判決となった。ただし、判決文では、「単に一部の選挙区の定数を増減する
にとどまらず、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改め
るなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やか
に違憲の問題が生ずる前記の不平等状態を解消する必要がある。

（16）
」

として、事実上、一人別枠方式の廃止を含めた抜本的な見直しを訴えるものであった。裁判要旨は
以下のとおりである。
「公職選挙法 14 条，別表第 3の参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定の下で，平成 22
年 7 月 11 日施行の参議院議員通常選挙当時，選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が
生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが，上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったこ
とが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず，上記規定が憲法 14 条 1 項等に違反するに至っ
ていたということはできない。」
③　2013 年 7 月に行われた第 23 回選挙では、格差はやや減少したものの 4.77 倍とまだ高いもの
であった。判決自体は違憲状態とするものであったが、「参議院の選挙であること自体から直ちに
投票価値の平等が後退してよいと解すべき理由は見出しがたい。　（略）　昭和 58 年大法廷判決は、
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参議院の選挙制度において長期にわたる投票価値の大きな較差継続を許容しうる根拠として、上記
の選挙制度の仕組みや参議院に関する憲法の定め等を挙げていたが、これらの諸点も、平成 24 年
大法廷判決の指摘するとおり、　（略）　長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえると、数十
年間にもわたり 5倍前後の格差が継続することを正当化する理由としては十分なものといえなく
なっているといわざるを得ない。」として、衆院と同様、2倍未満に収めることを求められたので
ある。裁判要旨は以下の通りである。

（17）
　

「平成 25 年 7 月 21 日施行の参議院議員通常選挙当時において，公職選挙法 14 条，別表第 3の参
議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規定の下で，選挙区間における投票価値の不均衡は平成
24 年法律第 94 号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが，上記選
挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものと
はいえず，上記規定が憲法 14 条 1 項等に違反するに至っていたということはできない。」

このように、経験的に 5倍未満であれば格差は許容されると考えてきたであろう政治の側に対し
て、厳しい指摘が司法から突き付けられたのである。したがって、ここでの司法の要請とは、格差
が 2倍未満になるような、都道府県単位にこだわらない抜本的な制度改革を速やかに実施すること
だったのである。

3．参議院選挙制度改革案をめぐる政治過程
前述したように、今回の改革案は不十分といわざるを得ない。まず、明示こそされてはいないも
のの、選挙区における議員一人当たりの選挙人数の最大格差が 2倍を超えていること、都道府県を
選挙区単位とすることの限界にかんがみ、合区によって格差の縮小を図ったものの、選挙区の定数
配分を変更するだけで抜本的な改革とはならないことなどから、司法の要請には十分には応えられ
てはいないからである。
これまでもさまざまな改革案が提案されてきた。2010 年、西岡武雄参議院議長は、全国を 9ブ
ロックに分割した比例代表制に改正するという新たな選挙制度を提案した。定数、半数改選などは
現状を維持することとした選挙制度の抜本的な改革としてのたたき台ともいえる案であった。しか
も最大格差は 1.15 倍（2010 年 7 月の参院選時）に縮小されるものであった。
2013 年に始まった参議院の選挙制度協議会では、脇正史参議院自民党幹事長、選挙制度協議会
座長は、4月には隣接する 22 選挙区を 11 に合区することを含めた 12 増 12 減案を提案した。ちな
みに合区となるのは、今回の鳥取・島根、徳島・高知の他、岩手・秋田、宮城・山形、新潟・富
山、山梨・長野、石川・福井、大阪・和歌山、香川・愛媛、福岡・佐賀、宮崎・鹿児島であった。
この座長案は、あまりにも過激だとして 9月には調整案が提示され、山梨・長野、福井・滋賀、
福岡・佐賀と今回の 2合区を併せた 5合区とする案が再提起された。しかしながら、合区案に対し
て必ずしも好意的な受け止め方をしていなかったと思われる自民党の横手顕正参議院議員会長から
「議論の進め方が拙速だ」として更迭され、幹事長と座長の座を追われることになった。他会派か
らは擁護する声が聞かれたようで、「国会議員が自分のことを自分で決められないのはおかしい」
趣旨の話をしていたという。自民党が具体案を出そうとしない状況にも不満を感じていたようだ。

（18）
　

合区に反対する議員が多い自民党では、格差を縮小するアイディアも生まれがたく、その意味で独
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自案の策定も難しくなっていたようである。
脇氏は、更迭されたことだけではなく、前述したように独自案を出そうとしないことにも憤りを
感じていたようで、参院自民党の会派を離脱するという抗議行動をとったが、政界引退を視野に入
れた、その指摘は当を得ている。
インタビューでは、「（3年前に）次回選挙までに「抜本改革をやります」と法律の付則に書い
た。立法府にとってこれほど重たい義務はないだろう。私たちは法律を作る立場で、その自分の
言ったことを守れないほど無責任なことはない。」「（法の支配によって抜本的改革を命じられた与
党が改革案も出さずに野党案にのったうえに反省の念がないことで）法治国家の屋台骨が揺らいだ
とさえ思う」とまで語っている。

（19）
　

また、前回の法律の付則で、抜本改革をすると書いたのを守らず、今回の付則では「必ず結論を
得る」と、必ずという言葉を加えただけだと批判している。最も批判するのは、（自分を更迭した）
溝手自民党参院議員会長が公の場で（新制度を）できるだけ仲間が生き延びるようにするのも私の
責任と思ったと言及したことのようである。最高裁の要請を捻じ曲げても仲間を助けることが本末
転倒だとも指摘する。政治家の質が落ちていることを嘆き、今回のことで「参院自民党は死んだ」
とした。

（20）
　

この国会では、与党のパートナーである公明党も民主党などと合同で独自案を提出した。与党内
で意見が分かれ、異なる法案を提出することは日本では異例である。この公明・民主案は、隣接す
る 20 選挙区を 10 に合区する「12 増 12 減」案となる。合区するのは、秋田・山形、富山・岐阜、
石川・福井、山梨・長野、奈良・和歌山、鳥取・島根、徳島・高知、香川・愛媛、佐賀・長崎、大
分・宮崎の 20 選挙区である。このうち、富山・岐阜、奈良・和歌山、香川・愛媛、大分・宮崎の
4合区は定数 4人のままで、他の 6合区は各々 2人定数減となる。一方、北海道、埼玉、東京、愛
知、兵庫、福岡の各選挙区は各々 2人定数増となり、12 増 12 減ということになる。この案では、
2015 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳によれば最大 1.945 倍になるとされ、2倍未満という司法の要
請にも十分耐えうるものだったのである。

（21）
　

したがって、公職法改正案としては、相対的ではあるが民主・公明案の方が可決された案より
も、少なくともよりましな案であったことだけは間違いない。現行憲法の縛りの中で、よりましな
改革を行い続けることが肝要であり、その意味では、与党自民党案と共同提出した維新の党などの
野党 4党についても首をかしげざるを得ない。しかもこの原案は野党案であり、それに自民党が
乗った形であったのである。
公明・民主案で両党が合意した 7月 2 日に参院自民党も会合を開き、自民党が推す「6増 6 減」

案では他党の合意は難しく、最小限度の合区を含めた案に変更せざるを得ないとして溝手参議院議
員会長への一任を求めたが、反対意見が出たため議員総会で最終方針を決めることになった。

（22）
ここ

まで来ても、合区に対するアレルギーが強かったのである。最高裁判決を厳粛に受け止めるという
発想はなかったのであろうか。
次世代の党の中野正志国会対策委員長は、自民党と野党 4党（維新、元気、次世代、改革）との
会談で、「自民党が我々の案に乗れないなら、われわれは民主・公明案に乗りますよ」と自民党の
岩城光秀参議院議員副会長に「2合区」案に乗るように迫った。岩城副会長は 4党案を軸に調整す
る約束をしたが、公明案の 10 合区では自民党が苦戦している選挙区が増える恐れがあるので、そ
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れにはどうしてものれない事情があった。まさに、国民のためではなく、自分たちのためによりま
しな法案にのったようである。

（23）
　

自民党は翌 9日になって合区案をようやく認めることとし、自民党の 6増 6減と 2合区を併せた
「2合区　10 増 10 減」案で合意し、22 日の総務会で正式決定し、23 日に 4野党と共同で提出する
ことになったのである。この改正案は、24 日に参院を、28 日に衆院で可決されることになった。
先に自民党案が可決されたことから、民主・公明案は採決にもかけられなかった。参院本会議の採
決は記名投票で行われ、賛成 131、反対 103 であった。
この改正案に対する新聞の反応をみてみよう。
朝日新聞は、7月 29 日の社説で、「大きな汚点を残した」のタイトルで、「際立ったのは議論を
主導すべき自民党の怠慢である」とし、民主・公明案を「一票の不平等を正すという点では自民党
案よりはましである。少なくとも来年の参院選はこちらで行うべきだったが、国会ではほとんど議
論されなかった」と批判した。
毎日新聞は、参院を通過した翌 25 日に社説で扱っている。タイトルは「抜本的是正には程遠い」
とやはり批判的なトーンが強い。自民党に対し、「連立のパートナーである公明党から踏み込んだ
是正案が出されたにもかかわらず自民は党内の反発をおそれ、歩み寄りの努力を怠った。連立を著
しく軽視した対応である。」とし、「党内調整についても無責任だった」とした。最後には「中長期
的視野に立った骨太な制度改革論議を各党に求めたい。」としている。司法の要請の観点からして
も、まったく異論のさしはさむ余地もない。
自民党寄りの立場をとっているとされる読売新聞は、29 日に「「合区」後の議論を早く始めよ」
のタイトルで社説を書いている。他の 2紙とはかなりトーンの違いが目立つ。「最高裁が認定した
「違憲状態」を解消する過渡的な措置として。やむを得まい」であるとか、自公の分裂を「党利党
略が絡む選挙制度改革のむずかしさが浮き彫りになった」であるとか、自民党の怠慢を指摘する部
分はない。2倍未満の公明党案には言及せずに、やや一方的な感が否めない。「有識者会議の設置」
などの提案もあったが、「「強すぎる参院」の是正策についても、憲法改正を排除せずに、本格的に
検討しなくてはならない」と憲法改正、2院制の問題に話をすり替えているように思えてならな
い。選挙制度だけ純粋に考えても、違和感がある内容に見える。実際は自民党案ではなく、野党 4
党案なのではあるが、4党も憲法改正では同意することが予想される党であるので、憲法改正に力
を入れている姿勢が見て取れる。その前に、三権分立という司法の要請をどのように考えるのか、
自民党を含めた各党は考えなくてはならないのではなかろうか。

4．選挙制度改革に向けて
選挙制度改革に関する話をする前に、その大前提となる問題について日本ではあまり議論されて
いない。これまで見てきた衆議院、参議院とりわけ参議院の違憲訴訟の判決文に多く出てくる言葉
であるが、両院の役割に関するものである。代表制の問題と言い換えてもよいだろう。
衆議院であれ参議院であれ、所属する国会議員は代表であり 2院制の利点は、異なる視点で 2回
審議するから慎重な審議が期待できることにある。したがって、両院は異なる代表で組織されるこ
とが望ましい。たとえば、イギリスは貴族で構成される貴族院と国民の代表で構成される下院が存
在する。アメリカ合衆国は、州の代表である上院と連邦市民の代表である下院とで構成されてい
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る。どちらも異なる代表で組織され、審議が行われているのである。
それでは日本はどうであろうか。憲法の規定上、国会議員は国民の代表となっているので、衆参
を問わず国民から選出されなくてはならない。したがって、本稿の冒頭でも述べたように、都道府
県の代表とする場合には憲法の改正を視野に入れなくてはならない。したがって、現行憲法のまま
であるとするならば、選挙制度に違いを持たせることで、衆参の異なる代表を選ぶ必要があること
になる。衆議院と参議院の各々がどのような代表で構成されるのかを決めるためには、まず、衆議
院と参議院の院の性格を決めることから始めなくてはならないのである。
かつて参議院は「職能代表」や「良識の府」と言われていた。この理由は、選挙区単位では必ず
しも当選ラインには足りない場合もあるが、全国規模にすれば十分な得票を得られる候補者が選ば
れることを可能となるからである。支持を獲得できるような知識人がじっくりと議論をかけること
を可能にするためもあって、6年間という長い任期に加えて、解散がないという「特権」を与え、
十分審議ができる環境を整えていた。政党によっては、全国区の上位に有識者枠を事実上設け、も
ちろん票の上積みを狙う目的もあったが、学識経験者などをいわば優遇することさえあった。
こうした参議院の特質はまた、選挙制度の改正によって政党化が促進されることにより、変質を
余儀なくされていった。政党化の弊害が叫ばれ、「衆院のカーボンコピー」などの批判が多くなさ
れている中での政党拘束名簿式の比例代表制の導入である。これによって、参議院の政党化は正当
化されるようになったのである。政党化そのものが悪いわけではないが、日本の現状のように、衆
参同じ政党が候補者を出していることに加えて、政党の党議拘束が両院による慎重な審議を妨げて
いる。政党が同じということは、同じ政策でまとまっていることになり、衆議院であれ、参議院で
あれ、同じ政党の議員は同じ主張をすることになるし、同じ投票行動を行うことになる。したがっ
て、現在のように衆参で与党が多数派を占めている状況では、すべての法案が可決することは目に
見えている。国会審議は単なるパフォーマンスに過ぎないといっても過言ではない。一時期、「衆
参のねじれ」が話題になり、参議院の力が強すぎるであるとか、法案が可決できないというのは論
点が違っている。始めから結果がわかっているようなシステムを作り上げていることの問題を捨象
しているからである。これでは与党内の議論が必要なだけで、国会での議論は必要ないも同然であ
る。アメリカも上院、下院で同じ政党が議員を出しているが、上院が州の代表であることもさるこ
とながら、党議拘束がないことから、法案の可決は議論するまではわからない場合が多くなってい
るのである。
これら状況において、衆議院と参議院で代表の違いをまずは議論し、法律で明文化する。その上
で、その代表に選ぶのにふさわしい選挙制度を選択することが肝要である。選挙制度も、多数代表
か少数代表、選挙区でいえば小選挙区か大選挙区しか、極論を言えば、ないのだから制度の選択は
簡単である。両者の違いを有権者が明確に理解するためには、両院同時に選挙制度改革をすること
も重要である。バラバラな理屈で選挙制度を改正していったために、現在のように多少選挙区の大
きさに違いがあるだけで、両院の違いは明確ではない。つまり代表といっても、どのような代表を
選んでいいのかがわからない状況にあり、そのことが投票率を下げている要因になっている可能性
は高い。地方選挙の投票率の低さはその典型である。何を代表しているのか、どのような仕事を任
せればいいのかが、全く分からないからである。
両院の違いを明らかにすることで、おのずと衆参で違う代表を選ぶべきであるという目的が明確
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になり、時間はかかるだろうが、両院の仕事の違いも明確になるに違いない。衆議院に落選したか
ら、参院選に出るというような政治を仕事としかとらえていない議員の出現も制限されるであろ
う。選挙制度改革は、改革によって落選する可能性のある現職議員が存在しているので実現への
ハードルがかなり高い。第三者機関による検討だけでなく、そうしたムード、世論を醸成するメ
ディアの働きも大切になる。
そうして正しい（合憲）選挙で選ばれた、衆参両院の国会議員が、必要に応じて憲法改正を発議
し、参議院を都道府県の代表にするなりの新たな 2院制に向けての体制を整えればいいのである。
衆院の選挙制度改革についても、ようやく有識者会議の報告書はまとまったが、小選挙区比例代表
並立制は維持することが確認されている。これではアダムズ方式などの方法論の変更で一票の格差
は縮小されるかもしれないが、抜本的な改革にはならない。
憲法前文にあるように、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」することが、日

本の民主主義のさらなる発展には必要になる。

注

（ 1）　讀賣新聞　2015 年 7 月 29 日　朝刊 2面

（ 2）　朝日新聞　2015 年 8 月 13 日　朝刊高知全県

（ 3）　朝日新聞　2015 年 8 月 13 日　朝刊鳥取全県

（ 4）　フジテレビ系『明日のコンパス』　2015 年 7 月 24 日 O.A. など

（ 5）　朝日新聞　2015 年 8 月 1 日　朝刊総合面

（ 6）　黒田　覚・林田和博（1958）『法律学全集 5　国会法・選挙法』有斐閣　17 頁

（ 7）　大法廷判決　平成 23 年（行ツ）第 51 号　平成 24 年 10 月 17 日

（ 8）　大法廷判決　昭和 49 年（行ツ）第 75 号　昭和 51 年 4 月 14 日

（ 9）　大法廷判決　昭和 56 年（行ツ）第 57 号　昭和 58 年 11 月 7 日

（10）　大法廷判決　昭和 59 年（行ツ）第 329 号　昭和 60 年 7 月 17 日

（11）　大法廷判決　平成 3年（行ツ）第 111 号　平成 5年 1月 20 日

（12）　大法廷判決　平成 22 年（行ツ）第 207 号　平成 23 年 3 月 23 日

（13）　大法廷判決　平成 25 年（行ツ）第 209 号　平成 25 年 11 月 20 日

（14）　大法廷判決　平成 27 年（行ツ）第 267 号　平成 27 年 11 月 25 日

（15）　大法廷判決　平成 6年（行ツ）第 59 号　平成 8年 6月 8日

（16）　大法廷判決　平成 23 年（行ツ）第 51 号　平成 24 年 10 月 17 日

（17）　大法廷判決　平成 26 年（行ツ）第 78，79 号　平成 26 年 11 月 26 日

（18）　産経デジタル　2014 年 9 月 12 日　8時 14 分配信

（19）　nippon.com　2015 年 8 月 13 日　14 時 7 分配信

（20）　産経デジタル　2015 年 8 月 24 日　16 時 30 分配信

（21）　時事ドットコム　2015 年 7 月 2 日　19 時 55 分配信

（22）　毎日新聞　2015 年 7 月 3 日　東京朝刊

（23）　YOMIURI　ONLINE　2015 年 7 月 8 日　9時 15 分配信
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資料解題

中国におけるオンラインニュース管理規定

山 本　賢 二*

中国においてインターネットを通じて流される情報は国務院新聞弁公室と情報産業部によってつ
くられた行政法規の「インターネット情報サービス管理弁法」（「互联网信息服务管理办法」）と
「インターネットニュース情報サービス管理規定」（「互联网新闻信息服务管理规定」）によって管理
されている。
前者の「インターネット情報サービス管理弁法」は 2000 年 9 月 25 日に公布施行された。同「弁

法」は 2012 年 6 月 7 日にその修正を目途とした「インターネット情報サービス管理弁法（修正草
案意見聴取稿）」（「互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）」）が公示されたが、本稿執筆
時点（2015 年 12 月）においてはまだ「成案」として公布に至っていない。
また、後者の「インターネットニュース情報サービス管理規定」は、2000 年 11 月 7 日に公布施

行された「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」（「互联网站从事登载

新闻业务管理暂行规定」）の後、2005 年 9 月 25 日に公布施行され、現在に至っている。
周知のように、中国の法制度は「憲法」のもとに「・・・法」という法律がつくられ、そのもと
に「・・・弁法」、「・・・規定」、「・・・条例」などの行政法規がつくられ、法的効力を持つ。現
在、インターネットに関する「法」は制定されておらず、行政法規と各部門の「規程」（「规章」）
があるだけであるが、2015 年 7 月 6 日に「インターネット安全法（草案）」（「网络安全法（草案）」）
が公表され、同年 8月 5日までに意見の聴取をすでに終えている。しかし、これも「成案」として
いまだ全人代に上程されていないため、当面は前述した「弁法」と「規定」という二つの行政法規
が法的有効性を持つ。
本稿は、現在のインターネットに流れる情報の内容管理に焦点を当て、「インターネット情報

サービス管理弁法」、「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」、「イン
ターネットニュース情報サービス管理規定」および「インターネット情報サービス管理弁法」（修
正草案意見聴取稿）を中心に資料解題を行うと同時に、習近平総書記のインターネット観について
も論及するものである。
上記四資料の中国語原文と日本語訳は本稿の後半部に掲載している。日本語訳は本学大学院新聞
学研究科博士前期課程在学生の张惠娴、常珈铭、邢佳の 3名による試訳である。
また、「資料 5」として、「三つの十条」と称される「国家インターネット情報弁公室」によって
2014 年から 2015 年にかけて下達された（1）「インスタントメッセージングツール公衆情報サービ
ス発展管理暫定規定」（「即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定」）、（2）「インターネット
ユーザーアカウント名称管理規定」（「互联网用户账号名称管理规定」）、（3）「インターネットニュー
ス情報サービス単位インタビュー活動規定」（「互联网新闻信息服务单位约谈工作规定」）の中国語

*やまもと　けんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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原文を掲載している。

1．「インターネット情報サービス管理弁法」（2000 年）

国務院新聞弁公室と情報産業部によってつくられた「インターネット情報サービス管理弁法」は
2000 年 9 月 25 日に国務院令として公布施行された。
同「弁法」は「第二条」で「インターネット情報サービスとはインターネットを通じてオンライ
ンユーザーに情報を提供するサービス活動を指す。」と定義し、「第三条」において、「インター
ネット情報サービスは営利的と非営利的の二種類に分けられる。」とした上で「営利的インター
ネット情報サービスとはインターネットを通じてオンラインユーザーに有償で情報を提供したり、
あるいはウェブページを製作するなどのサービス活動を指す。」、「非営利的インターネット情報
サービスとはインターネットを通じてオンラインユーザーに無償で公開性、共益性をもつ情報を提
供することを指す。」としている。
そして、「第四条」では「国家は営利的インターネット情報サービスには許可制度を実施し、非

営利的インターネット情報サービスには届出制度を実施する。」、「許可を取らずあるいは届出手続
を履行していない場合、インターネット情報サービス活動に従事できない。」とし、許可制が「営
利的インターネット情報サービス」に、また、「非営利的インターネット情報サービス」には届出
制が適用されることを規定している。
同「弁法」は「第五条」以下、「インターネット情報サービス付加価値電信業務営業許可証」申

請など許可制と届出制の手続きについて明記している。
また、記録の保存について「第十四条」で「報道、出版および電子掲示板などのサービス項目に
従事するインターネット情報サービス提供者は、提供した情報内容およびその発表時間、インター
ネットアドレス、あるいはドメインを記録すべきであり、インターネット接続サービス提供者は
ネットユーザーのアクセス時間、アカウント、インターネットアドレスまたはドメイン、メイン電
話番号などの情報を記録すべきである。」とするとともに、「インターネット情報サービス提供者と
インターネット接続サービス提供者の記録バックアップは 60 日間保存すべきであるとともに、国
家の関係機関が法律に基づいて問い合わせをする時には、それを提供すべきである。」とその義務
を明記している。
さらに、「第十五条」では「インターネット情報サービス提供者は下記の内容を含む情報を製作、
複製、発表、流布してはならない」として下記の 9項目を挙げている。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
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（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

これに加えて、「第十六条」では「インターネット情報サービス提供者はそのウェブサイトで流
している情報が明らかに本弁法の第十五条に列記された内容のひとつに属するものを発見したら、
すぐに流すことを停止し、関係する記録を保存し、関係機関に報告すべきである。」として、ポー
タルサイトの責任を明記している。
そして、こうしたポータルサイトの情報サービスについて「第十八条」では「国務院情報産業主
管部門と省，自治区、直轄市電信管理機関は法律に基づいて、インターネット情報サービスに対し
監督管理を行う。」、「報道、出版、教育、衛生、薬品の監督管理、工商行政管理および公安、国家
安全など関係主管部門は各職責範囲内で法律に基づいて、インターネット情報内容に対し、監督管
理を行う。」とし、「監督管理」機関を明記している。
以下、罰則規定の条項が列記されたこの「弁法」は 2012 年に修正草案が公示され修正作業中で
はあるが、現在も行政法規として活きている。

この「弁法」の「第十五条」の 9項目の禁止事項は、1997 年 12 月 11 日、国務院に承認され、
12 月 30 日に公安部から公布された「コンピューター情報ネットワーク国際インターネット安全保
護管理弁法」（计算机信息网络国际联网安全保护管理办法）の「第五条」で提示された下記の「い
かなる単位および個人も国際インターネットを利用して下記の情報を制作、複製、閲覧および伝播
してはならない。」9項目の延長線上にあるものであるが、両者を比較すれば明らかなようにその
表現はより洗練されたものになっている。

（一）憲法および法律、行政法規の実施を拒否、破壊させようと煽動するもの。
（二）国家政権を転覆させ、社会主義制度を覆そうと煽動するもの。
（三）国家を分離させ、国家の統一を破壊するよう煽動するもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）事実を捏造あるいは歪曲し、デマを飛ばし、社会秩序を乱すもの。
（六）封建的迷信、猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を宣揚し、犯罪を教唆するもの。
（七）公然と他人を侮辱、あるいは事実を捏造し他人を誹謗するもの。
（八）国家機関の名誉を傷つけるもの。
（九）その他憲法と法律、行政法規に違反するもの。

ちなみに、この「弁法」の公布施行後まもなくの 10 月 8 日に制定された情報産業部の「イン
ターネット電子掲示板サービス管理規定」（互联网电子公告服务管理规定）の「第九条」に「いか
なる者も電子掲示板サービス系統の中で下記の内容の一つを含む情報を発表してはならない」とし
て、同「弁法」と同じ 9項目が挙げられている。
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2．「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」

上掲の「インターネット情報サービス管理弁法」に続き、同年（2000 年）11 月 7 日には同じく
国務院新聞弁公室と情報産業部の行政法規として「インターネットウェブサイトニュース掲載業務
従事管理暫定規定」が公布施行された。この法規はその名の通りインターネットの「ニュース掲載
業務」に関する管理規定である。
この「暫定規定」は「第二条」で「本規定のいうところのニュース掲載とは、インターネットを
通じてニュースを公表、転載することを指す。」と定義し、「第四条」では「国務院新聞弁公室は
ニュース掲載業務に従事する全国のインターネットウェブサイトの管理業務の責任を負う。」、「省、
自治区、直轄市人民政府新聞弁公室は本規定に従って当該行政域内ニュース掲載業務に従事するイ
ンターネットウェブサイトの管理業務の責任を負う。」と「責任」の所在を明記している。
さらに、「第五条」では「中央の報道単位、中央国家機関各部門の報道単位および省、自治区、

直轄市と省、自治区人民政府所在地の市直属の報道単位が法律に従って設置したウェブサイト（以
下はニュースサイトと略称する）は、承認を得た後、ニュース掲載業務に従事することができる。
その他の報道単位はニュースサイトを単独では設置できないが、承認を得た後中央の報道単位ある
いは省、自治区、直轄市直属の報道単位が設置したニュースサイトにおいてニュースウェブページ
を作り、ニュース掲載業務に従事することができる。」と明記し、「ニュースサイト」を開設できる
「報道単位」の「ニュース掲載業務に従事」する条件を示している。
また、「非報道単位」については、「第七条」で「非報道単位が法律に従って設立した総合的なイ

ンターネットウェブサイト（以下は総合的非報道単位ウェブサイトを略称する）で本規定第九条に
列記された条件を備えるものについては、承認を受けて中央の報道単位、中央国家機関各部門報道
単位および省、自治区、直轄市直属の報道単位によって発表されたニュースを掲載することに従事
できるが、独自に取材したニュースやその他のソースのニュースを掲載することはできない。非報
道単位が法律に従って設立したその他のインターネットウェブサイトはニュースを掲載することに
従事できない。」と明記し、中央級と省級の「報道単位」のニュースの転載だけでき、「独自に取材
したニュースやその他のソースのニュースを掲載することはできない。」としている。
そして、「第十三条」に「ウェブサイトが掲載するニュースは下記の内容を含んではならない」
として下記の 9項目を挙げている。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
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（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

この 9項目は前掲の「インターネット情報サービス管理弁法」の「第十五条」に列記されたもの
と同一である。

これ以降、2002 年 8 月 1 日に施行された「インターネット出版管理暫定規定」はその「第十七
条」で「インターネット出版は下記の内容を載せてはならない」として次の 10 項目を挙げている。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の統一、主権および領土保全に危害を与えるもの。
（三）国家秘密を漏洩し、国家の安全に危害を与えたり、あるいは国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊したり、あるいは民族の風習、習慣を侵害
するもの。
（五）邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、賭博、暴力を宣揚したり、あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）社会公徳、あるいは民族の優秀な文化伝統に危害を与えたりするもの。
（十）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

この 10 項目は「弁法」の 9項目から 1項目増えている。「領土保全」、「民族の風習、習慣」、「社
会公徳」、「民族の優秀な文化伝統」などの新たなキーワードを加えて、細分化したものである。

また、2003 年 2 月 10 日に「国家ラジオ映画テレビ総局令」として施行された「インターネット
など情報ネット視聴番組伝播管理弁法」（「互联网等信息网络传播视听节目管理办法」）はその「第
十九条」で「情報ネットを通じて以下の内容のある番組を伝播させることを禁止する」として以下
の 11 項目を列挙した。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の統一、主権および領土保全に危害を与えるもの。
（三）国家秘密を漏洩し、国家の安全に危害を与えたり、あるいは国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊したり、あるいは民族の風習、習慣を侵害
するもの。
（五）邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、賭博、暴力を宣揚したり、あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）社会公徳、あるいは民族の優秀な文化伝統に危害を与えたりするもの。
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（十）虚偽の情報。
（十一）インターネットあるいは域外のメディアから収録した域外番組。
（十二）法律、法規が禁止を規定しているその他の内容を含むもの。

上掲のように（十）の「虚偽の情報」と（十一）の「インターネットあるいは域外のメディアか
ら収録した域外番組」以外はほぼ「インターネット出版管理暫定規定」を踏襲している。

3．「インターネットニュース情報サービス管理規定」（2005 年）

上掲の「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」が公布施行されてか
ら、5年後の 2005 年 9 月 25 日に「ニュース情報」に特化した「インターネットニュース情報サー
ビス管理規定」が国務院新聞弁公室と情報産業部の行政法規として公布施行された。
同「規定」は「第二条」で「本規定のいうところのニュース情報とは、政治、経済、軍事、外交
など社会の公共的事柄の報道、論評および社会の突発事件に関係する報道、論評を含む時事政治類
のニュース情報を指す。」、「本規定のいうところのインターネットニュース情報サービスとは、イ
ンターネットを通じてニュース情報を掲載し、時事政治類の電子掲示板サービスを提供し、公衆に
向けて時事政治類の記事情報を送ることを含む。」として「ニュース情報」と「インターネット
ニュース情報サービス」をそれぞれ定義した後、「第四条」で「監督管理業務」の責任の所在を
「国務院新聞弁公室は全国のインターネットニュース情報サービスの監督管理業務を主管する。省、
自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室は当該行政区域内のインターネットニュース情報サービスの
監督管理業務の責任を負う。」と明記している。
続く「第五条」では三種類の「インターネットニュース情報サービス単位」を「（一）報道単位
が設立した当該単位がすでに掲載放送したものを超えたニュース情報を掲載し、時事政治類の電子
掲示板サービスを提供し、公衆に時事政治類の記事情報を送るインターネットニュース情報サービ
ス単位。（二）非報道単位が設立したニュース情報を転載し、時事政治類の電子掲示板サービスを
提供し、公衆に時事政治類の記事情報を送るインターネットニュース情報サービス単位。（三）報
道単位が設立した当該単位が掲載放送したニュース情報を掲載するインターネットニュース情報
サービス単位。」に分けている。
また、「第九条」は「いかなる組織も中外合資経営、中外合作経営および外資経営のインター
ネットニュース情報サービス単位を設立することはできない。」とし、外国資本の参入を排除して
いる。
そして、「第十九条」には「インターネットニュース情報サービス単位が掲載、流すニュース情

報および提供する時事政治類の電子掲示板サービスには、下記の内容を含んではならない。」とし
て次の 11 項目が挙げられている。

（一）憲法が確定したところの基本原則に違反するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
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（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会の安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱、誹謗あるいは他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）不法な集会、結社、デモ、示威を煽動し、民衆を集めて社会秩序を乱すもの。
（十）不法な民間組織の名によって活動を行うもの。
（十一）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

ここで（九）と（十）が加えられたことは、この行政法規が施行された 2005 年当時の時代を反
映しているものと言えよう。
以上の内容が含まれるニュース情報を管理するため、次の「第二十条」に「インターネット
ニュース情報サービス単位はニュース情報内容管理責任制度を打ち立てるべきである。」として、
内部に「内容管理責任制度」をつくることを明記するとともに、「本規定第三条第一款、第十九条
の規定する内容に違反した内容を含むニュース情報を掲載、流してはならない。提供する時事政治
類の電子掲示板サービスの中で本規定第三条、第十九条の規定する内容に違反したものを発見した
ならば、直ちにそれを削除し、関係記録を保存するとともに、関係部門が法律に従って問い合わせ
をしてきたときには、それを提供すべきである。」とすると同時に、「第二十一条」で「インター
ネットニュース情報サービス単位は掲載、流したニュース情報内容およびその時間、ウェブアドレ
スを記録し、その記録バックアップは少なくとも 60 日間保存するとともに、関係部門が法律に
従って問いあわせをしてきたときには、それを提供すべきである。」としている。
さらに、「第四章　監督管理」の「第二十二条」で「国務院新聞弁公室と省、自治区、直轄市の
人民政府新聞弁公室は法律によって、インターネットニュース情報サービス単位に対し監督検査を
行うが、関係単位、個人はこれに協力すべきである。」、「第二十三条」で「国務院新聞弁公室と省、
自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室はインターネットニュース情報サービス単位に監督検査を行
うべきであり、インターネットニュース情報サービス単位が掲載、流したニュース情報あるいは提
供した時事政治類電子掲示板サービスの中で、本規定の第三条第一款、第十九条の規定に違反した
内容を含むことを発見したら、その削除を通知すべきである。インターネットニュース情報サービ
ス単位は直ちに削除し、関係記録を保存するとともに、関係部門が法律に従って問い合わせをして
きたときは、それを提供すべきである。」と明記している。
これに加えて、「第二十五条」では「インターネットニュース情報サービス単位は公衆の監督を

受け入れるべきである。」、「国務院新聞弁公室は摘発ウェブサイトアドレス、電話を公表し、公衆
の摘発を受け入れるとともに法律に従って処理すべきである。その他の部門の職責範囲に属する摘
発については、関係部門に処理を委ねるべきである。」として、「公衆」の「監督」を明記してい
る。
そして、「第二十六条」から「第三十一条」までの「第五章」は「法律責任」が列挙されている。
最後の「第六章　附則」の「第三十二条」では「報道単位」を次のように定義している。「本規
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定のいうところの報道単位とは、法律に基ついて設立された新聞社 , ラジオ局、テレビ局と通信社
を指す。その中で、中央の報道単位には中央の国家機関の各部門が設立した報道単位を含む。」。

4．「インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）」

2000 年 9 月 25 日に国務院令として公布施行された「インターネット情報サービス管理弁法」を
改正すべく 12 年後の 2012 年 6 月に「インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取
稿）」が公開された。
この「修正草案意見聴取稿」の最大の特徴はインターネットの「監督管理」に「公安部門」が
はっきりとした形で加わるようになったことである。その「第三条」は「国家インターネット情報
サービス内容主管部門は職責に基づいてインターネット情報内容管理の責任を負い、国務院電信主
管部門、国務院公安部門およびその他の関連部門と協調し、インターネット情報内容に対して監督
管理を行う。国務院電信主管部門は職責に基づいてインターネット業種管理の責任を負い、イン
ターネット情報サービスの市場参入許可、市場秩序、インターネット資源、インターネット情報安
全等に対して監督管理を行う。国務院公安部門は職責に基づいてインターネット安全監督の責任を
負い、インターネット公共秩序と公共安全を守り、インターネット違法犯罪活動を防止し、懲罰を
与える。国務院その他の関連部門はそれぞれの職責範囲内でインターネット情報サービスに対して
管理を行う。」とある。すなわち、「インターネット情報サービス内容主管部門」、「国務院電信主管
部門」、「国務院公安部門」の分業体制で「インターネット情報サービス」を管理することが明記さ
れている。
特に「公安機関」が様々の条文に登場する。例えば、「第七条」の「情報サービス付加価値電信

業務営業許可を申請あるいは届出手続を履行する際に提出が義務続けられている「資料」の中に
「（四）公安機関が出した安全検査意見。」がある。また、「第二十条」から「第二十五条」までの
「第四章　監督検査」は「インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関」の分業が
明示されている。
そのなかの「第二十五条」には「いかなる単位や個人もインターネット情報サービス提供者、イ
ンターネット接続サービス提供者に本弁法に違反する行為があったことを発見したならば、それを
関係部門に摘発する権利を有する。」ことが明文化されている。
さらに、「第十五条」は「インターネットユーザーによって公衆に情報が公表されるインター
ネット情報サービス提供者は、ユーザーに真実の身分情報によって登録するよう要求すべきであ
る。　インターネット接続サービス提供者はその接続したところのインターネット情報サービス提
供者の真実の身分情報、ウェブサイト名称、インターネットアドレス等の情報を記録すべきであ
る。」として、ユーザーに対し実名で登録することを求めている。また、「第十六条」は「インター
ネット情報サービス提供者は発表したところの情報とサービス対象者が発表したところの情報を記
録するとともに、6ヶ月間保存すべきである。インターネット情報サービス提供者、インターネッ
ト接続サービス提供者は日誌情報を記録し、12 ヶ月間保存するとともに、公安機関、国家安全機
関が法に従って問い合わせしたときには技術的支持を提供すべきである。」として、「記録」の保存
義務が示されている。
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そして、「第十八条」は「いかなる単位や個人も下記の内容を含む情報を制作、複製、発表、伝
播してはならず、あるいは下記の内容を含む情報を故意に制作、複製、発表、伝播させるサービス
を提供してはならない。」として、次の 9項目を挙げている。

（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。あるいは禁止
品，管制部品を売買、製造するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの、あるいは国家機関、社会
団体またはその他の法人名義を模造、借用するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

これに加えて、「第十九条」は「インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サー
ビス提供者は発表、流布した情報が本弁法の第十八条に列記された内容に属するものであることを
明らかに知った時、発表、流布することを即時停止、関係記録を保存し、インターネット情報内容
主管部門、公安機関に報告すべきである。」とすると同時に、「国家関連部門は本弁法の第十八条に
列記されたところの内容に属する情報の伝播を遮断する措置を講じることができる。」として、イ
ンターネットを「遮断」する権限を「国家関連部門」に持たせている。
また、「第六章　附則」の「第三十八条」は「本弁法のいうところのインターネットユーザーに
よって公衆に情報を発表するサービスを提供することとは、インターネットユーザーに情報発表条
件を提供するサービスであり、通常のいうところの論壇、ブログ、マイクロブログなどを含むもの
を指す。」として、ネットユーザーの「論壇、ブログ、マイクロブログ」にも適用されることが示
されている。

以上の内容はあくまでも「修正草案意見聴取稿」であり、それがそのまま正式に公布施行される
かはわからないが、2000 年の「インターネット情報サービス管理弁法」に比べると管理色が格段
に強くなっていることが分かる。

その後、2015 年 3 月 1 日に公布施行された「インターネットユーザーアカウント名管理規定」
（互联网用户账号名称管理规定）はその「第六条」に「いかなる機関あるいは個人も登録および使
用しているインターネットユーザーアカウントに下記の情況があってはならない。」としている。
そこで列挙されている 9項目は「インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）」
以前の「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」の 9項目に近い。その
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9 項目は下記の通り。

（一）憲法あるいは法律法規の規定に違反するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの、公共の利益を損なうもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

両者の相違点は、後者の（一）が「憲法あるいは法律法規の規定に違反するもの。」となってい
る点と（三）に「公共の利益を損なうもの。」が加わっているだけである。

5．習近平総書記のインターネット観

習近平は 2012 年 11 月 15 日に中国共産党中央委員会総書記、中国共産党中央軍事委員会主席に
就任し、習の中国治政が始まった。続いて、2013 年 3 月 14 日には中華人民共和国国家主席と中華
人民共和国軍事委員会主席に就任、この時点で党軍国の三権を掌握した。
習近平体制は中央弁公庁を通じて 2013 年 4 月に「当面のイデオロギー領域における状況に関す
る通報」（「关于当前意识形态领域情况的通报」《中办发【2013】9 号》文件）を下達し、情報内容
の管理に着手した。同「通報」はその中で下記の 7項目の問題に注意を喚起した。

（1）西側の憲政民主を宣揚し、現代の指導を否定し、中国の特色を備えた社会主義政治制度を否
定することを企む。
（2）「普遍的価値」を宣揚し、党の執政の思想理論基盤を動揺させようと企む。
（3）公民社会を宣揚し、党の執政の社会的基盤を瓦解させようと企む。
（4）新自由主義を宣揚し、我が国の基本的経済制度を改変しようと企む。
（5）西側のジャーナリズム観を宣揚し、我が国の党がメディアを管理する原則と新聞出版管理制
度に挑戦する。
（6）歴史修正主義を宣揚し、中国共産党の歴史と新中国の歴史を否定しようと企む。
（7）改革開放に疑問を投げかけ、中国の特色を備えた社会主義の性質に疑問を投げかける。

「通報」は上掲の項目それぞれに説明を加えた後、「上述の誤った思潮と主張は、域外のメディア
や反動的出版物の中に大量に存在するとともに、インターネットや地下のパイプを通じて域内に浸
透している。域内のネット論壇、ブログ、マイクロブログにもある程度伝播されている。報告会、
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シンポジウム、大学の教室、論壇講座、民間読書会、個別の出版物の中にも時として出現する。も
しそれをこのまま蔓延させたら、いかなる旗を掲げ、いかなる道を歩み、いかなる目標に向かって
前進するかなどの重大問題における人々の思想的コンセンサスを妨げ、わが国の改革発展安定とい
う大局を妨げることになろう。」と指摘している。
この「通報」のキーワードを挙げれば、「西側の憲政民主」、「普遍的価値」、「公民社会」、「西側

のジャーナリズム観」、「歴史修正主義」となるであろう。すなわち、習近平体制確立初期におい
て、こうした価値観は中国共産党の支配を阻害するものとして排除するという意思を表明したので
ある。

習近平は同年 8月 19 日全国宣伝思想工作会議において総書記就任以来初めて「宣伝思想工作」
について系統だった講話を行っている。「博訊」などの中国域外ウェブサイトは「習近平の 2013 年
8 月 19 日全国宣伝思想工作会議での講話精神伝達提綱」として全文をアップしているが、公式
（新華社の「通稿」）にはその内容は一部のみ伝えられているだけで、全文は公表されていない。
（本誌 8号 2014 年 3 月　海外研究動向　拙稿「中国のジャーナリズム・イデオロギー・憲政運動」
参照）

この「8.19 講話」のおよそ一年後の 2014 年 5 月に中共中央文献研究室によって編集出版された
『全面的に改革を深化させることに関する習近平の論述要録』（《习近平关于全面深化改革论述摘编》）
の中で、新華社の「通稿」にはない習近平がインターネットについて言及した部分が一部公表され
た。それはネット上で流布されている「提綱」と一字一句同じである。そして、習近平体制のイン
ターネットに関する一連の政策を読み解くと、「提綱」にある「講話」の内容と符合することから、
習近平のインターネット観を知る上で不可欠の資料だと考え、インターネットに関係する部分を以
下に訳出する。なお、公式に公表された部分は『　』にしてある。

思い切って力を入れ、思い切って管理し、剣を光らせるのに勇敢になり、団結と大多数を勝ち取
ることに着眼し、理をもって有利に段階を追って輿論闘争を繰り広げ、幹部大衆が是非の境界を
はっきり分け、あいまいな認識をはっきりさせることを支援しなければならない。悪意をもって党
の指導を攻撃し、社会主義制度を攻撃し、党史国史を歪曲し、デマを流し事を起こすあれらの言論
に対しては、すべての新聞雑誌、講演論壇、会議会場、映画テレビ、ラジオ局、舞台劇場などいず
れもそれらに空間を提供してはならず、すべてのデジタル新聞雑誌、移動テレビ、ケータイメディ
ア、ケータイショートメール、マイクロメール、ブログ、Podcast、マイクロブログ、BBS などの
ニューメディアもいずれもそれに便宜を提供してはならない。こうした言論に対しては、ネット上
で規制を強化しなければならないのみならず、着実に人への働きかけを行わなければならない。四
つの基本原則に違反したものは、教育誘導しなければならず、責任制をつくらなければならず、所
在場所と単位は確実に管理しなければならない。デマを流し事を起こしたものに対しては、必ず法
に基づいて調査処理しなければならず、「三岔口」のように暗闇の中で動き回るようなことをして
はならないし、こうした者にそこで勝手気ままにデマを流し事を起こし、どさくさに紛れて利益を
得、煽り立てたきつけ、言いたい放題させてはならない。
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インターネットはすでに輿論闘争の主戦場になっている。ある同志が言うには、インターネット
はわれわれが直面する「最大の変数」になっていて、うまく行わなければわれわれの「頭痛の種」
になってしまう。西側反中勢力はずっとインターネットを利用して「中国を倒す」ことを企んでき
た。何年も前「インターネットをもつことになり、中国に対応する方法を得た」、「社会主義国家が
西側の懐に飛び込むのに、インターネットから始まるであろう」と公言した西側の政治家がいた。
米国の「ＰＲＩＳＭ」、「ⅹ keyscore」などの監視計画から見ると、彼らのインターネット活動の
エネルギーと規模は人の想像をはるかに超えたものである。インターネットというこの戦場で、わ
れわれがもちこたえ、勝利できるか否かは直接我が国のイデオロギーの安全と政権の安全に関係す
る。

『情勢の発展の必要に基づけば、わたしはネット上での輿論工作を宣伝思想工作の重要な中でも
重要なものとして力を入れなれればならないと見ている。宣伝思想工作は人への工作であり、人が
どこにいるかによってそこが重点となるべきである。わが国のネット利用者は 6億人近くであり、
ケータイネット利用者は 4.6 億余人であり、そのうちウェイポーユーザーは 3億余人に達してい
る。たくさんの人、特に若い人は基本的に主流メディアを見ず、大部分の情報をネット上から得て
いる。この事実を直視し、力を強め投入し、速やかにこの輿論の戦場の主導権を掌握しなければな
らず、はじに追いやられてはならない。「本領パニック」問題をうまく解決し、真に現代メディア
の新しい手段新しい方法を運用できるプロの専門家にならなければならない。深く掘り下げてネッ
ト上の輿論闘争を繰り広げ、ネット上での攻撃浸透行為を厳密に防止し、力を組織し誤った思想的
観点に対し批判反駁を行わなければならない。法に従ってネット社会管理を強化し、ネットの新し
い技術新しい応用の管理を強化し、インターネットの管理ができコントロールできるを確保し、わ
れわれのネット空間をすがすがしいものにしなければならない。この仕事をやるのは容易ではない
が、難しくてもやらなければならない。』
天下に難き事なし、ただ心あるものを恐れる。他人が何を言おうが恐れるな。ネット上でマイナ
ス面の言論が少なくなるのはわが国社会の発展、社会の安定、人民が落ち着いて暮らし仕事に励む
ことに対し、好いところだけで悪いところはない。わたしが往時生産隊に入っていた時の農民のこ
とばを使えば、ケラが鳴くのを聞き作物を植えないほど恐れてはならない。

われわれの同志は必ず陣地意識を強めなければならない。宣伝、思想の陣地はわれわれが占領し
なければ、人さまが占領する。私が見るに、思想の陣地は大体三つのゾーンがある。一つ目はレッ
ドゾーン、主に主流メディアとネット上の正面の勢力で構成されているもので、これはわれわれの
主陣地であり、必ずしっかりと守り、決して失ってはならない。二つ目はブラックゾーンであり、
主にネット上と社会の一部マイナス面の言論によって構成されているもので、それには各種敵対勢
力が作り出した輿論を含んでおり、これは主流ではないがその影響を低く見積もってはならない。
三つめはグレーゾーンであり、レッドとブラックの間にある。異なるゾーンに対しては、異なる策
略を取らなければならない。レッドゾーンに対しては、打ち固め発展させ、絶えずその社会的影響
を拡大しなければならない。ブラックゾーンに対しては、勇敢に進入し、中核に潜り込み闘い、そ
れが色を変えるよう徐々に推進しなければならない。グレーゾーンに対しては、大規模に活動を展
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開し、速やかにそれをレッドゾーンに転化させ、それがブラックゾーンに脱皮することを防止しな
ければならない。こうした活動は、しっかりと力を入れて行い、堅持していけば必ず成果を上げる
ことができる。

ネット上での闘争は、一種の新しい輿論闘争の形態であり、戦略戦術を工夫しなければならな
い。人さまが運動戦、遊撃戦できているのに、われわれは正規戦、陣地戦だけで戦ってはならず、
機動的柔軟にならなければならず、人さまの戦い方にわれわれは合わせ、真っ向から対峙し、機先
を制し勝たなければならず、人さまの言いなりになって動いてはならず、戦術が単調であることで
戦略という大局を誤ってはならない。これこそは「是は常に是といえども、時に用いず。非は常に
非といえども、時に必ず行う」というものである。ネット上の闘争の特色と法則を深く掘り下げて
分析し、ネット上での闘争の勢力を細心に組織しなければならない。ネットのオピニオンリーダー
に対しては、教育誘導を強めなければならず、よい者は励まさなければならず、よくない者は拘束
しなければならず、そのまま放任してはならない。
（「习近平于 2013 年 8 月 19 日在全国宣传思想工作会议的讲话精神传达提纲」「博訊」などの中国
域外ウェブサイト）

もとより、習近平の「8.19 講話」学習キャンペーンの中で「インターネットはすでに輿論闘争の
主戦場になっている。」という習の認識が広く公式に使われてきていることもその信ぴょう性を裏
書きしていると言える。

その後、習近平は 2014 年 2 月 27 日の中央インターネット安全・情報化指導小組の設立と同時に
その組長になり、「ネット大国」から「ネット強国」に向かうべく、指導体制一元化のトップに就
いた。
そして、「8.19 講話」の一年後、習近平は「組長」として 2014 年 8 月 18 日に主宰した中央全面
深化改革指導小組第四回会議で「伝統メディアと新興メディア」を融合させ発展を図ることに関
し、「先進技術を支えとし、内容建設を根本とする」ことを「堅持」し、「競争力を備えた新型主流
メディア」としての「強大な実力と伝播力、公信力、影響力を備えたいくつかの新型メディアグ
ループをつくり、立体多様、融合発展した現代的伝播体系を打ち立てなければならない」と呼びか
けている。同会議では「伝統メディアと新興メディアの融合発展を推進することに関する指導意
見」（「关于推动传统媒体和新型媒体融合发展的指导意见」）も採択された。（新华网 2014.8.18）こ
の「指導意見」の全文はまだ公表されてはいないが、18 期 3 中全会で打ち出されていたメディア
の「融合発展」という方向のこうした具現化は、明らかに情報管理を強化するためにあることが見
えてきた。これはまた習近平体制の今後におけるジャーナリズム・メディア政策の輪郭を示してい
るものと言えよう。
「新興メディア」としてのインターネットは中国においては既存のメディアとは異なる独自の発
展を遂げてきた。インターネットを管理するために異なる党政機関によってさまざまな規定がつく
られ、通知が出されてきた。その目的はいかにしてインターネット上に流れる情報を管理するかに
あった。その「新興メディア」としてのインターネットを「伝統メディア」と「融合」させること
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でつくられる「現代的伝播体系」はそれをして情報を一元管理する上で有効に機能させることを目
指しているのである。
また、8月 26 日には国務院によって中国全土のインターネットの情報内容管理活動と監督管理
法執行について、国家インターネット情報弁公室（国家互联网信息办公室）がその責任を負う権限
が与えられた。
さらに、11 月 17 日には国務院弁公室から「政府ウェブサイト情報内容建設強化に関する意見」

（国务院办公厅关于加强在政府网站信息内容建设的意见）が下達された。
そして、インターネットの「浄化」についても、2013 年、2014 年、2015 年と連続して行われて
おり、こうした管理強化の「浄化」はすでに経常化しつつある。

2015 年に入ると、5月 5日には「国家インターネット情報弁公室」がウェブサイトにニュースの
転載できる 380 の報道単位（中央のニュースサイト 26、中央の報道単位 63、部委のウェブサイト
10、省級報道単位 281）の名簿を公表した。これはこの名簿に無い報道単位のニュースはウェブサ
イトには転載できないという意味である。この中には、自ら申請しなかったのか、それとも排除さ
れたのかは分からないが、「南方都市報」や「南方週末」は含まれていない。下掲はその名簿であ
る。

国家互联网信息办公室公布

可供网站转载新闻的新闻单位名单

（2015 年 05 月 05 日　14:26:13　来源：中国网信网）
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そして、7月 4日には、2018 年までに「インターネットを公共サービスを提供する重要な手段と
し、ネット経済と実体経済が協働する発展構造を基本的に形成する。」ことを目標に掲げた「国務
院の積極的に『インターネット＋』行動を推進することに関する指導意見」（「国务院关于积极推进

“互联网＋”行动的指导意见」）が公表され、中国の経済発展にインターネットを活用する国家指針
を提示する一方、公安部は 8月 4日に開催した全国重点インターネットサイトとサービス企業安全
管理会議で「ネット上での違法犯罪容疑の状況を即刻把握する」ため、「重点ウェブサイトとイン
ターネット企業に『インターネット安全警務室』を設置」することを打ち出し、インターネットを
通じての「違法」行為に対する即応態勢も整えられた。これは公安という警察のウェブサイトとイ
ンターネット企業への「進駐」である。
この間、次の「三つの十条」（後掲資料 5）と称される下記の「規定」が「国家インターネット

情報弁公室」から公布施行された。
①「インスタントメッセージングツール公衆情報サービス発展管理暫定規定」（「即时通信工具公

众信息服务发展管理暂行规定」）2014 年 8 月 1 日に公布施行。
②「インターネットユーザーアカウント名称管理規定」（「互联网用户账号名称管理规定」）2015
年 2 月 4 日公布・3月 1日施行。
③「インターネットニュース情報サービス単位インタビュー活動規定」（「互联网新闻信息服务单

位约谈工作规定」）2015 年 4 月 28 日公布・6月 1日施行。
その中の「インターネットユーザーアカウント名称管理規定」（互联网用户账号名称管理规定）

はその「第六条」に「いかなる機関あるいは個人も登録および使用しているインターネットユー
ザーアカウントに下記の情況があってはならない。」としている。そこで列挙されている 9項目は
「インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）」以前の「インターネットウェブサ
イトニュース掲載業務従事管理暫定規定」の 9項目に近い。その 9項目は下記の通り。

（一）憲法あるいは法律法規の規定に違反するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの、公共の利益を損なうもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

両者の相違点は、後者の（一）が「憲法あるいは法律法規の規定に違反するもの。」となってい
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る点と（三）に「公共の利益を損なうもの。」が加わっているだけである。
また、「インターネットニュース情報サービス単位インタビュー活動規定」（「互联网新闻信息服

务单位约谈工作规定」）は「第二条」に「国家インターネット情報弁公室、地方インターネット情
報弁公室はインターネットニュース情報サービス単位インタビュー制度をつくる。」、「本規定の称
するところのインタビューとは、国家インターネット情報弁公室、地方インターネット情報弁公室
がインターネットニュース情報サービス単位に重大な法律違反規定違反状況が発生した時、関係責
任者を呼んで、警告の話し合いを行い、問題を指摘し、改善を命じる行政行為を指す。」としてい
る。そして、「第九条」は「国家インターネット情報弁公室、地方インターネット情報弁公室がイ
ンタビューの職責を履行するとき、インターネットニュース情報サービス単位は協力すべきであ
り、拒否、妨害はできない。」と規定している。

こうした一連のインターネットに対する管理強化は 2012 年に提示された「インターネット情報
サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）」における「公安部門」の役割明記に反映しているもの
の、それが今に至るも「成案」として国務院の会議に上程されないことは、さらに明確な規制措置
を挿入すべく、関係部門で再検討されている証であろう。もちろん、行政法規の上位にある法律の
「国家インターネット安全法（草案）」（「中华人民共和国网络安全法（草案）」）も 2015 年 6 月に公
開されてから 8月 5日まで意見を聴取したものの、いまに至るまで全人代に上程されていないこと
も同じ理由からであろう。この「草案」は「第九条」に「いかなる個人や組織もインターネットを
使用するには、憲法と法律を遵守、公共秩序を遵守、社会公徳を遵守すべきであり、インターネッ
トの安全に危害を与えてはならず、インターネットを利用して国家の安全に危害を与える、テロリ
ズムや過激主義を宣揚する、民族蔑視や民族差別を宣揚する、猥褻色情情報を伝播する、他人を侮
辱誹謗する、社会の安定を乱す、公共の利益を損なう、他人の知的財産権や合法的権益を侵害する
などの活動を行ってはならない。」と明記されている。
上述した中国国内のインターネット管理強化と同時に、対外的には、習近平は 2014 年 7 月 7 日、

ブラジルの国会でのスピーチの中で「インターネットは高度にグローバル化されているという特徴
を備えるが、情報領域におけるどの国の主権の権益も侵犯を受けるべきではなく、インターネット
技術がさらに発展しても他国の情報主権を侵犯してはならない。」と主張し、「情報主権」（信息主

权）を守ることを前提としたインターネットの国際的協力システムを打ち立てるよう呼びかけた。
また、直近の 2015 年 12 月に開催された中国主催の第 2回世界インターネット大会でも「インター
ネット空間運命共同体」（网络空间命运共同体）の構築を呼びかけている。
以上述べてきたように、習近平体制下のインターネットをめぐる動向を見ると、ネット上にある

「8.19 講話」のインターネットに関連した習の発言内容はそれがいかなる執筆グループ（写作班子）
によって書かれたものであるかは別にして、極めて習の「肉声」に近いものであることが分かる。
すなわち、「中央インターネット安全・情報化指導小組」の組長でもある習近平のそうしたイン
ターネット観が中国のインターネットに流れるニュース情報の一元管理強化を導いていると言え
る。
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資料）

資料 1　「インターネット情報サービス管理弁法」（2000 年）

（中国語原文）
互联网信息服务管理办法

（国务院新闻办公室・信息产业部　2000 年 9 月 25 日・2000 年 9 月 25 日中华人民共和国国务院令

第 292 号公布、　根据 2011 年 1 月 8 日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）

第一条　为了规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务健康有序发展，制定本办法。

第二条　在中华人民共和国境内从事互联网信息服务活动，必须遵守本办法。

本办法所称互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户提供信息的服务活动。

第三条　互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。

经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。

非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活

动。

第四条　国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。

未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

第五条　从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务 ,

依照法律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门审核同意的，在申请经营许可或者履行备

案手续前，应当依法经有关主管部门审核同意。

第六条　从事经营性互联网信息服务，除应当符合《中华人民共和国电信条例》规定的要求外，还

应当具备下列条件：

（一）有业务发展计划及相关技术方案；

（二）有健全的网络与信息安全保障措施，包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户

信息安全管理制度；

（三）服务项目属于本办法第五条规定范围的，已取得有关主管部门同意的文件。

第七条　从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产

业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证（以下简称经营许可证）。

省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门应当自收到申请之日起 60 日内审

查完毕，作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁发经营许可证；不予批准的，应当书面通知

申请人并说明理由。
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申请人取得经营许可证后，应当持经营许可证向企业登记机关办理登记手续。

第八条　从事非经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息

产业主管部门办理备案手续。办理备案时，应当提交下列材料：

（一）主办单位和网站负责人的基本情况；

（二）网站网址和服务项目；

（三）服务项目属于本办法第五条规定范围的，已取得有关主管部门的同意文件。

省、自治区、直辖市电信管理机构对备案材料齐全的，应当予以备案并编号。

第九条　从事互联网信息服务，拟开办电子公告服务的，应当在申请经营性互联网

信息服务许可或者办理非经营性互联网信息服务备案时，按照国家有关规定提出专项申请或者专项

备案。

第十条　省、自治区、直辖市电信管理机构和国务院信息产业主管部门应当公布取

得经营许可证或者已履行备案手续的互联网信息服务提供者名单。

第十一条　互联网信息服务提供者应当按照经许可或者备案的项目提供服务，不得超出经许可或者

备案的项目提供服务。

非经营性互联网信息服务提供者不得从事有偿服务。

互联网信息服务提供者变更服务项目、网站网址等事项的，应当提前 30 日向原审核、发证或者备

案机关办理变更手续。

第十二条　互联网信息服务提供者应当在其网站主页的显著位置标明其经营许可证编号或者备案编

号。

第十三条　互联网信息服务提供者应当向上网用户提供良好的服务，并保证所提供的信息内容合法。

第十四条　从事新闻、出版以及电子公告等服务项目的互联网信息服务提供者，应当记录提供的信

息内容及其发布时间、互联网地址或者域名；互联网接入服务提供者应当记录上网用户的上网时间、

用户账号、互联网地址或者域名、主叫电话号码等信息。

互联网信息服务提供者和互联网接入服务提供者的记录备份应当保存 60 日，并在国家有关机关依

法查询时，予以提供。

第十五条　互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息：

（一）反对宪法所确定的基本原则的；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（三）损害国家荣誉和利益的；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
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（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（九）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第十六条　互联网信息服务提供者发现其网站传输的信息明显属于本办法第十五条所列内容之一

的，应当立即停止传输，保存有关记录，并向国家有关机关报告。

第十七条　经营性互联网信息服务提供者申请在境内境外上市或者同外商合资、合作，应当事先经

国务院信息产业主管部门审查同意；其中，外商投资的比例应当符合有关法律、行政法规的规定。

第十八条　国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务

实施监督管理。

新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门，在各

自职责范围内依法对互联网信息内容实施监督管理。

第十九条　违反本办法的规定，未取得经营许可证，擅自从事经营性互联网信息服务，或者超出许

可的项目提供服务的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正，有违法所得的，没收违法

所得，处违法所得 3 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 5 万元的，处 10 万元

以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，责令关闭网站。

违反本办法的规定，未履行备案手续，擅自从事非经营性互联网信息服务，或者超出备案的项目提

供服务的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令限期改正；拒不改正的，责令关闭网站。

第二十条　制作、复制、发布、传播本办法第十五条所列内容之一的信息，构成犯罪的，依法追究

刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关、国家安全机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、

《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律、行政法规的规定予以处罚；对经营性互

联网信息服务提供者，并由发证机关责令停业整顿直至吊销经营许可证，通知企业登记机关；对非经

营性互联网信息服务提供者，并由备案机关责令暂时关闭网站直至关闭网站。

第二十一条　未履行本办法第十四条规定的义务的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改

正；情节严重的，责令停业整顿或者暂时关闭网站。

第二十二条　违反本办法的规定，未在其网站主页上标明其经营许可证编号或者备案编号的，由

省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正，处 5000 元以上 5万元以下的罚款。

第二十三条　违反本办法第十六条规定的义务的，由省、自治区、直辖市电信管理机构责令改正；

情节严重的，对经营性互联网信息服务提供者，并由发证机关吊销经营许可证，对非经营性互联网信
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息服务提供者，并由备案机关责令关闭网站。

第二十四条　互联网信息服务提供者在其业务活动中，违反其他法律、法规的，由新闻、出版、教

育、卫生、药品监督管理和工商行政管理等有关主管部门依照有关法律、法规的规定处罚。

第二十五条　电信管理机构和其他有关主管部门及其工作人员，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，

疏于对互联网信息服务的监督管理，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪

的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级、撤职直至开除的行政处分。

第二十六条　在本办法公布前从事互联网信息服务的，应当自本办法公布之日起 60 日内依照本办

法的有关规定补办有关手续。

第二十七条　本办法自公布之日起施行。

（日本語訳）
インターネット情報サービス管理弁法
（国務院新聞弁公室・情報産業部　2000 年 9 月 25 日・2000 年 9 月 25 日中華人民共和国国務院令　
第 292 号公布、2011 年 1 月 8 日「一部行政法規廃止修正に関する国務院の決定」に基づき修訂）

第一条　インターネット情報サービス活動を規範化し、インターネット情報サービスを健全、か
つ秩序だって発展させることを促進するため、本弁法を制定する。

第二条　中華人民共和国域内でインターネット情報サービス活動に従事するには本弁法を遵守し
なければならない。
本弁法のいうところのインターネット情報サービスとはインターネットを通じてオンラインユー
ザーに情報を提供するサービス活動を指す。

第三条　インターネット情報サービスは営利的と非営利的の二種類に分けられる。
営利的インターネット情報サービスとはインターネットを通じてオンラインユーザーに有償で情
報を提供したり、あるいはウェブページを製作するなどのサービス活動を指す。
非営利的インターネット情報サービスとはインターネットを通じてオンラインユーザーに無償で
公開性、共益性をもつ情報を提供することを指す。

第四条　国家は営利的インターネット情報サービスには許可制度を実施し、非営利的インター
ネット情報サービスには届出制度を実施する。
許可を取らずあるいは届出手続を履行していない場合、インターネット情報サービス活動に従事
できない。
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第五条　報道、出版、教育、医療保健、医薬品および医療機器などのインターネット情報サービ
スに従事するには、法律、行政法規および国家の関係規定に基づいて、関連主管部門の審査同意を
受けなければならず、営業許可申請あるいは届出手続を履行する前に、法律によって関連主管部門
の審査同意を得るべきである。

第六条　営利的インターネット情報サービスに従事するには、『中華人民共和国電信条例』の規
定する要求に合致させなければならないほかに、下記の条件も備えるべきである。
（一）　業務発展計画と関連技術方策を有する。
（二）　インターネット安全保障措置、情報安全秘密保護管理制度、ユーザー情報安全管理制度を
含む、健全なインターネットおよび情報安全保障措置を有する。
（三）サービス項目で本弁法第五条の規定範囲内に属するものは、関連主管部門の同意を得た文
書を取得しておく。

第七条　営利的インターネット情報サービスに従事するには、省、自治区、直轄市の電信管理機
関あるいは国務院情報産業主管部門に対し、インターネット情報サービス付加価値電信業務営業許
可証（以下、営業許可証と略称する）の申請手続をすべきである。
省、自治区、直轄市の電信管理機関あるいは国務院情報産業主管部門は申請を受けた日より 60
日以内に審査を完了して、承認あるいは不承認を決定する。承認されたものについては、営業許可
証が発行される、承認されなかったものについては、書面で申請人に通知し、理由を説明すべきで
ある。
申請人は営業許可証を取得した後、営業許可証を持ち、企業登記機関に行き、登記手続を行うべ
きである。

第八条　非営利的インターネット情報サービスに従事するには、省、自治区、直轄市の電信管理
機関あるいは国務院情報産業主管部門に対し届出手続を行うべきである。届出手続を行う際、下記
の資料を提出すべきである。
（一）主宰単位とウェブサイト責任者の基本状況。
（二）ウェブサイトアドレスおよびサービス項目。
（三）サービス項目で本弁法第五条の規定範囲内に属するものは、関連主管部門の同意を得た文
書を取得しておく。
省、自治区、直轄市電信管理機関は届出資料の整っているものには、届出を受け入れるとともに
番号をふるべきである。

第九条　インターネット情報サービスに従事する上で、電子掲示板サービスを開設する予定があ
るものは、営利的インターネット情報サービス許可証を申請、あるいは非営利的インターネット情
報サービスの届出手続を行う時、国家の関係規定に基づいて、特定事項あるいは特定届出を提出す
べきである。
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第十条　省、自冶区、直轄市の電信管理機関あるいは国務院情報産業主管部門は営業許可証を取
得したもの、あるいは届出手続を行ったインターネット情報サービス提供者の名簿を公表すべきで
ある。

第十一条　インターネット情報サービス提供者は許可あるいは届出された項目に合わせてサービ
スを提供すべきであり、許可あるいは届出された項目を超えたサービスを提供してはならない。
非営利的インターネット情報サービス提供者は有償サービスに従事してはならない。
インターネット情報サービス提供者はサービス項目やウェブサイトなどの事項を変更する場合
は、30 日前までに審査、承認、許可証発行あるいは届出した所の機関に行って変更手続きを行う
べきである。

第十二条　インターネット情報サービス提供者はそのウェブサイトのトップページの明確な位置
に営業許可証番号または登録番号を明示すべきである。

第十三条　インターネット情報サービス提供者はネットユーザーに対し、良いサービスを提供す
るとともに、提供するところの情報内容が合法的であることを保証すべきである。

第十四条　報道、出版および電子掲示板などのサービス項目に従事するインターネット情報サー
ビス提供者は、提供した情報内容およびその発表時間、インターネットアドレス、あるいはドメイ
ンを記録すべきであり、インターネット接続サービス提供者はネットユーザーのアクセス時間、ア
カウント、インターネットアドレスまたはドメイン、メイン電話番号などの情報を記録すべきであ
る。
インターネット情報サービス提供者とインターネット接続サービス提供者の記録バックアップは
60 日間保存すべきであるとともに、国家の関係機関が法律に基づいて問い合わせをする時には、
それを提供すべきである。

第十五条　インターネット情報サービス提供者は下記の内容を含む情報を製作、複製、発表、流
布してはならない：
（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。
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第十六条　インターネット情報サービス提供者はそのウェブサイトで流している情報が明らかに
本弁法の第十五条に列記された内容のひとつに属するものを発見したら、すぐに流すことを停止
し、関係する記録を保存し、関係機関に報告すべきである。

第十七条　営利的インターネット情報サービス提供者は域内と域外で上場、あるいは外国の会社
と合資、合作することを申請する時、事前に国務院情報産業主管部門の審査と同意を得るべきであ
る。その際には外国の会社の投資する割合は関係法律、行政法規の規定に合致させるべきである。

第十八条　国務院情報産業主管部門と省，自治区、直轄市電信管理機関は法律に基づいて、イン
ターネット情報サービスに対し監督管理を行う。
報道、出版、教育、衛生、薬品の監督管理、工商行政管理および公安、国家安全など関係主管部
門は各職責範囲内で法律に基づいて、インターネット情報内容に対し、監督管理を行う。

第十九条　本弁法の規定に違反し、営業許可証を取らず、営利的インターネット情報サービスに
勝手に従事したり、あるいは許可項目を超えたサービスを提供したものは、省、自治区、直轄市の
電信管理機関によって期限を切って善処が命じられる。違法所得がある場合は、違法所得を没収
し、違法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。違法所得がない場合あるいは違法所得が 5万元
未満のものは、10 万元以上 100 万元以下の罰金に処する。情状が重大なものには、ウェブサイト
の閉鎖を命じる。
本弁法の規定に違反し、届出手続を履行せずに勝手に非営利インターネット情報サービスに従事
あるいは届出した項目を超えてサービスを提供したものは、省、自治区、直轄市の電信管理機関に
よって期限を切って善処が命じられる、善処を拒否したものは、ウェブサイトの閉鎖を命じる。

第二十条　本弁法の第十五条に列記された内容のひとつに属する情報を製作、複製、発表、流布
したもので、犯罪を構成するものは、法律に従い、刑事責任が追究される。犯罪を構成しないもの
は、公安機関、国家安全機関によって「中華人民共和国治安管理処罰法」、「コンピューター情報
ネット国際ネットワーク安全保護管理弁法」などの関係法律、行政法規の規定に従い処罰が行われ
る。営利的インターネット情報サービス提供者に対しては、あわせて許可証発行機関によって営業
停止、整理から、営業許可証を取り上げるまで命じられ、企業登記機関に通知される。非営利的イ
ンターネット情報サービス提供者に対しては、合わせて届出機関によってウェブサイトの一時閉鎖
からウェブサイトの閉鎖まで命じられる。

第二十一条　本弁法の第十四条が規定する義務を履行しない場合は、省、自治区、直轄市の電信
管理機関によって善処が命じられる。情状が重大なものには、営業停止、整理、あるいは一時的に
ウェブサイトの閉鎖が命じられる。

第二十二条　本弁法の規定に違反し、そのウェブサイトのトップページにその営業許可証番号あ
るいは届出番号を明示していない場合は、省、自治区、直轄市の電信管理機関によって善処が命じ
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られ、5000 元以上 5万元以下の罰金に処する。

第二十三条　本弁法の第十六条に規定する義務に違反する場合は、省、自治区、直轄市の電信管
理機関によって善処が命じられる。情状が重大なものには、営利的インターネット情報サービス提
供者に対しては、合わせて許可証を発行する機関によって営業許可証が取り上げられる。非営利的
インターネット情報サービス提供者に対しては、合わせて届出機関によってウェブサイトの閉鎖が
命じられる。

第二十四条　インターネット情報サービス提供者がその業務活動の中で、その他の法律、法規に
違反する場合は、報道、出版、教育、衛生、薬品監督管理および工商行政管理などの関係主管部門
によって関係法律、法規の規定に従って処罰される。

第二十五条　電信管理機関とその他の関係主管部門およびその職員で職務を怠ったり、職権を濫
用したり、私腹を肥やしたりして、インターネット情報サービスに対する監督管理をおろそかに
し、重大な結果をもたらしたもので、犯罪を構成するものは、法律に基づいて刑事責任が追究され
る。犯罪を構成しないものは、直接に責任を負う主管要員に対して、法律に基づいて降格、免職、
さらには除籍までの行政処分が行われる。

第二十六条　本弁法の公布前にインターネット情報サービスに従事しているものは、本弁法を公
布した日から 60 日以内に本弁法の関係規定に合わせて、関係手続を済ますべきである。

第二十七条　本弁法は公布の日より施行する。

翻訳：张惠娴、常珈铭、邢佳（整理）

資料 2　「インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定」（2000 年）

（中国語原文）
《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》

（2000 年 11 月 7 日国务院新闻办公室、信息产业部）

第一条　为了促进我国互联网新闻传播事业的发展，规范互联网站登载新闻的业务，维护互联网新

闻的真实性、准确性、合法性，制定本规定。

第二条　本规定适用于在中华人民共和国境内从事登载新闻业务的互联网站。

本规定所称登载新闻，是指通过互联网发布和转载新闻。
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第三条　互联网站从事登载新闻业务，必须遵守宪法和法律、法规。

国家保护互联网站从事登载新闻业务的合法权益。

第四条　国务院新闻办公室负责全国互联网站从事登载新闻业务的管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室依照本规定负责本行政区域内互联网站从事登载新闻业务

的管理工作。

第五条　中央新闻单位、中央国家机关各部门新闻单位以及省、自治区、直辖市和省、自治区人民

政府所在地的市直属新闻单位依法建立的互联网站（以下简称新闻网站），经批准可以从事登载新闻

业务。其他新闻单位不单独建立新闻网站，经批准可以在中央新闻单位或者省、自治区、直辖市直属

新闻单位建立的新闻网站建立新闻网页从事登载新闻业务。

第六条　新闻单位建立新闻网站（页）从事登载新闻业务，应当依照下列规定报国务院新闻办公室

或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核批准：

（一）中央新闻单位建立新闻网站从事登载新闻业务，报国务院新闻办公室审核批准。

（二）中央国家机关各部门新闻单位建立新闻网站从事登载新闻业务，经主管部门审核同意，报国

务院新闻办公室批准。

（三）省、引台区、直辖市和省、自治区人民政府所在地的市直属新闻单位建立新闻网站从事登载

新闻业务，经所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核同意，报国务院新闻办公室批准。

（四）省、自治区、直辖市以下新闻单位在中央新闻单位或者省、自治区、直辖市直属新闻单位的

新闻网站建立新闻网页从事登载新闻业务，报所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核批

准，并报国务院新闻办公室备案。

第七条　非新闻单位依法建立的综合性互联网站（以下简称综合性非新闻单位网站），具备本规定

第九条所列条件的，经批准可以从事登载中央新闻单位、中央国家机关各部门新闻单位以及省、自治

区、直辖市直属新闻单位发布的新闻的业务，但不得登载自行采写的新闻和其他来源的新闻。非新闻

单位依法建立的其他互联网站，不得从事登载新闻业务。

第八条　综合性非新闻单位网站依照本规定第七条从事登载新闻业务，应当经主办单位所在地省、

自治区、直辖市人民政府新闻办公室审核同意，报国务院新闻办公室批准。

第九条　综合性非新闻单位网站从事登载新闻业务，应当具备下列条件：

（一）有符合法律、法规规定的从事登载新闻业务的宗旨及规章制度；

（二）有必要的新闻编辑机构、资金、设备及场所；

（三）有具有很关新闻工作经验和中级以上新闻专业技术职务资格的专职新闻编辑负责人，并有相

应数量的具有中级以上新闻专业技术职务资格的专职新闻编辑人员；

（四）有符合本规定第十一条规定的新闻信息来源。
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第十条　互联网站申请从事登载新闻业务，应当填写并提交国务院新闻办公室统一制发的《互联网

站从事登载新闻业务申请表》。

第十一条　综合性非新闻单位网站从事登载中央新闻单位、中央国家机关各部门新闻单位以及省、

自治区、直辖市直属新闻单位发布的新闻的业务，应当同上述有关新闻单位签订协议，并将协议副本

报主办单位所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室备案。

第十二条　综合性非新闻单位网站登载中央新闻单位、中央国家机关各部门新闻单位以及省、自治

区、直辖市直属新闻单位发布的新闻，应当注明新闻来源和日期。

第十三条　互联网站登载的新闻不得含有下列内容：

（一）违反宪法所确定的基本原则；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，煽动颠覆国家政权，破坏国家统一；

（三）损害国家的荣誉和利益；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；

（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教，宣扬封建迷信；

（六）散布谣言，编造和传播假新闻，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；

（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪；

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益；

（九）法律、法规禁止的其他内容。

第十四条　互联网站链接境外新闻网站，登载境外新闻媒体和互联网站发布的新闻，必须另行报国

务院新闻办公室批准。

第十五条　违反本规定，有下列情形之一的，由国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政

府新闻办公室给予警告，责令限期改正；已取得从事登载新闻业务资格的，情节严重的，撤消其从事

登载新闻业务的资格：

（一）未取得从事登载新闻业务资格，擅自登载新闻的；

（二）综合性非新闻单位网站登载自行采写的新闻或者登载不符合本规定第七条规定来源的新闻的，

或者未注明新闻来源的；

（三）综合性非新闻单位网站未与中央新闻单位、中央国家机关各部门新闻单位以及省、自治区、

直辖市直属新闻单位签订协议擅自登载其发布的新闻，或者签订的协议未履行备案手续的；

（四）未经批准，擅自链接境外新闻网站，登载境外新闻媒体和互联网站发布的新闻的。

第十六条　互联网站登载的新闻含有本规定第十三条所列内容之一，构成犯罪的，依法追究刑事责

任；尚不构成犯罪的，由公安机关或者国家安全机关依照有关法律、行政法规的规定给予行政处罚。

第十七条　互联网站登载新闻含有本规定第十三条所列内容之一或者有本规定第十五条所列情形之
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一的，国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构依照有关法律、行政法规的规

定，可以责令关闭网站。并吊销其电信业务经营许可证。

第十八条　在本规定施行前已经从事登载新闻业务的互联网站，应当自本规定施行之日起 60 日内

依照本规定办理相应的手续。

第十九条　本规定自发布之日起施行。

（日本語訳）
インターネットウェブサイトニュース掲載業務従事管理暫定規定
2000 年 11 月 7 日国務院新聞弁公室、情報産業部

第一条　我が国のインターネットニュース伝播事業の発展を促進し、インターネットウェブサイ
トのニュース掲載業務を規範化し、インターネットニュースの真実性、正確性、合法性を守るため
に、本規定を制定する。

第二条　本規定は中華人民共和国域内においてニュース掲載業務に従事するインターネットウェ
ブサイトに適用される。
本規定のいうところのニュース掲載は、インターネットを通じてニュースを公表、転載すること
を指す。

第三条　インターネットウェブサイトがニュース掲載業務に従事するには、憲法と法律法規を遵
守しなければならない。
国家はインターネットウェブサイトがニュース掲載業務に従事する合法的権益を保護する。

第四条　国務院新聞弁公室はニュース掲載業務に従事する全国のインターネットウェブサイトの
管理業務の責任を負う。
省、自治区、直轄市人民政府新聞弁公室は本規定に従って当該行政域内ニュース掲載業務に従事
するインターネットウェブサイトの管理業務の責任を負う。

第五条　中央の報道単位、中央国家機関各部門の報道単位および省、自治区、直轄市と省、自治
区人民政府所在地の市直属の報道単位が法律に従って設置したウェブサイト（以下はニュースサイ
トと略称する）は、承認を得た後、ニュース掲載業務に従事することができる。その他の報道単位
はニュースサイトを単独では設置できないが、承認を得た後中央の報道単位あるいは省、自治区、
直轄市直属の報道単位が設置したニュースサイトにおいてニュースウェブページを作り、ニュース
掲載業務に従事することができる。
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第六条　報道単位がニュースサイト（ページ）を設置し、ニュース掲載業務に従事するには、下
記の規定に従って、国務院新聞弁公室あるいは省、自治区、直轄市人民政府新聞弁公室に報告し、
審査承認を受けるべきである。
（一）中央の報道単位がニュースサイトを設置し、ニュース掲載業務に従事するには、国務院新
聞弁公室に報告し、審査承認を受ける。
（二）中央国家機関各部門報道単位がニュースサイトを設置し、ニュース掲載業務に従事するに
は、主管部門の審査同意を受けて、国務院新聞弁公室に報告し、承認を受ける。
（三）省、自治区、直轄市と省、自治区人民政府所在地の市直属の報道単位がニュースサイトを
設置し、ニュース掲載業務に従事するには、所在地の省、自治区、直轄市人民政府新聞弁公室の審
査同意を受けて、国務院新聞弁公室に報告し、承認を受ける。
（四）省、自治区、直轄市以下の報道単位が中央報道単位あるいは省、自治区、直轄市直属の報
道単位のニュースサイトでニュースページを設置し、ニュース掲載業務に従事するには、所在地の
省、自治区、直轄市人民政府新聞弁公室に報告し、審査同意を受けるとともに、国務院新聞弁公室
に報告し、届出を行う。

第七条　非報道単位が法律に従って設立した総合的なインターネットウェブサイト（以下は総合
的非報道単位ウェブサイトを略称する）で本規定第九条に列記された条件を備えるものについて
は、承認を受けて中央の報道単位、中央国家機関各部門報道単位および省、自治区、直轄市直属の
報道単位によって発表されたニュースを掲載することに従事できるが、独自に取材したニュースや
その他のソースのニュースを掲載することはできない。非報道単位が法律に従って設立したその他
のインターネットウェブサイトはニュースを掲載することに従事できない。

第八条　総合的な非報道単位ウェブサイトが本規定第七条に従ってニュース掲載業務に従事する
には、主宰単位所在地の省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室の審査同意を得て国務院新聞弁
公室に報告し、承認を受けるべきである。

第九条　総合的な非報道単位ウェブサイトがニュース掲載業務に従事するには、下記の条件を備
えるべきである。
（一）法律、法規の規定に合致したニュース掲載業務に従事する趣旨および規則制度を有する。
（二）必要なニュース編集機関、資金、設備および場所を有する。
（三）報道業務に関係する経験と中級以上のニュース専門技術職務資格を備える専任ニュース編
集責任者を有するとともに、相応数の中級以上のニュース専門技術職務資格を備える専任ニュース
編集要員を有する。
（四）本規定第十一条の規定に合致するニュース情報ソースを有する。

第十条　ウェブサイトがニュース掲載業務に従事することを申請するには、国務院新聞弁公室が
統一的に製作および発行した『ウェブサイト従事登載ニュース業務申請表』に記入するとともに、
提出すべきである。
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第十一条　総合的な非報道単位ウェブサイトは中央報道単位、中央国家機関各部門報道単位およ
び省、自治区、直轄市など直属報道単位の公表したニュースを掲載することに従事するには、上述
の関係する報道単位と取り決めに調印し、あわせて取り決めの副本を主宰単位の所在する省、自治
区、直轄市の人民政府新聞弁公室に報告し届出を行うべきである。

第十二条　総合的な非報道単位ウェブサイトが中央報道単位、中央国家機関各部門報道単位およ
び省、自治区、直轄市など直属報道単位の公表したニュースを掲載するには、ニュースソースと日
付を明記すべきである。

第十三条　ウェブサイトが掲載するニュースは下記の内容を含んではならない：
（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

第十四条　ウェブサイトは域外のニュースウェブサイトにリンクして、域外のニュースメディア
やニュースウェブサイトが公表したニュースを掲載するには、別に国務院新聞弁公室に報告し承認
を受けなければならない。

第十五条　本規定に違反し、下記の情況の一つがあるものは、国務院新聞弁公室あるいは省、自
治区、直轄市人民政府の新聞弁公室によって警告が与えられ、期限を切って善処を命じられる、
ニュース掲載業務に従事する資格をすでに取得しているもので、情状が重大なものは、ニュース掲
載業務に従事する資格を取消す。
（一）ニュース掲載業務に従事する資格を取得せず、勝手にニュースを掲載したもの。
（二）総合的な非報道単位のウェブサイトで独自に取材したニュースを掲載したり、あるいは本
規定第七条の規定するソースに合致しないニュースを掲載したり、あるいはニュースソースを明記
しないもの。
（三）総合的な非報道単位ウェブサイトで中央報道単位、中央国家機関各部門報道単位および省、
自治区、直轄市人民政府直属の報道単位と取り決めに調印せず、それが公表したニュースを掲載し
たり、あるいは調印した取り決めが履行されず届出が行われていないもの。
（四）承認を得ず、勝手に域外ニュースウェブサイトにリンクし、域外ニュースメディアとイン
ターネットウェブサイトが公表するニュースを掲載したもの。
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第十六条　インターネットウェブサイトが掲載するニュースで本規定の第十三条に列記された内
容のひとつを含むみ、犯罪を構成するものは、法律に従い、刑事責任が追究される。犯罪を構成し
ないものは、公安機関あるいは国家安全機関によって関係法律、行政法規の規定に従い行政処罰が
行われる。

第十七条　インターネットウェブサイトで掲載されたニュースが本規定第十三条に列記、本規定
第十五条に列記した情況の一つを含む場合、国務院情報産業主管部門および省、自治区、直轄市の
電信管理機関によって、関係法律、行政法規の規定に従がって、ウェブサイトを閉鎖することが命
じられる。あわせてその電信業務経営許可証が取り上げられる。

第十八条　本規定が施行される前にニュース掲載業務に従事しているインターネットウェブサイ
トは本規定施行の日より 60 日以内に本規定に従って相応手続をすべきである。

第十九条　本規定は公布の日より施行する。

翻訳：张惠娴、常珈铭、邢佳（整理）

資料 3　「インターネットニュース情報サービス管理規定」（2005 年）

（中国語原文）
《互联网新闻信息服务管理规定》现予公布，自公布之日起施行。

国务院新闻办公室主任　蔡武

信息产业部　　　　　王旭东

二○○五年九月二十五日

互联网新闻信息服务管理规定

第一章　总　　则

第一条　为了规范互联网新闻信息服务，满足公众对互联网新闻信息的需求，维护国家安全和公共

利益，保护互联网新闻信息服务单位的合法权益，促进互联网新闻信息服务健康、有序发展，制定本

规定。

第二条　在中华人民共和国境内从事互联网新闻信息服务，应当遵守本规定。

本规定所称新闻信息，是指时政类新闻信息，包括有关政治、经济、军事、外交等社会公共事务的

报道、评论，以及有关社会突发事件的报道、评论。

本规定所称互联网新闻信息服务，包括通过互联网登载新闻信息、提供时政类电子公告服务和向公
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众发送时政类通讯信息。

第三条　互联网新闻信息服务单位从事互联网新闻信息服务，应当遵守宪法、法律和法规，坚持为

人民服务、为社会主义服务的方向，坚持正确的舆论导向，维护国家利益和公共利益。

国家鼓励互联网新闻信息服务单位传播有益于提高民族素质、推动经济发展、促进社会进步的健

康、文明的新闻信息。

第四条　国务院新闻办公室主管全国的互联网新闻信息服务监督管理工作。省、自治区、直辖市人

民政府新闻办公室负责本行政区域内的互联网新闻信息服务监督管理工作。

第二章　互联网新闻信息服务单位的设立

第五条　互联网新闻信息服务单位分为以下三类：

（一）新闻单位设立的登载超出本单位已刊登播发的新闻信息、提供时政类电子公告服务、向公众

发送时政类通讯信息的互联网新闻信息服务单位；

（二）非新闻单位设立的转载新闻信息、提供时政类电子公告服务、向公众发送时政类通讯信息的

互联网新闻信息服务单位；

（三）新闻单位设立的登载本单位已刊登播发的新闻信息的互联网新闻信息服务单位。

根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和有关行政法规，设立前款第

（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位，应当经国务院新闻办公室审批。

设立本条第一款第（三）项规定的互联网新闻信息服务单位，应当向国务院新闻办公室或者省、自

治区、直辖市人民政府新闻办公室备案。

第六条　新闻单位与非新闻单位合作设立互联网新闻信息服务单位，新闻单位拥有的股权不低于

51% 的，视为新闻单位设立互联网新闻信息服务单位；新闻单位拥有的股权低于 51% 的，视为非新闻

单位设立互联网新闻信息服务单位。

第七条　设立本规定第五条第一款第（一）项规定的互联网新闻信息服务单位，应当具备下列条

件：

（一）有健全的互联网新闻信息服务管理规章制度；

（二）有 5名以上在新闻单位从事新闻工作 3年以上的专职新闻编辑人员；

（三）有必要的场所、设备和资金，资金来源应当合法。

可以申请设立前款规定的互联网新闻信息服务单位的机构，应当是中央新闻单位，省、自治区、直

辖市直属新闻单位，以及省、自治区人民政府所在地的市直属新闻单位。

审批设立本条第一款规定的互联网新闻信息服务单位，除应当依照本条规定条件外，还应当符合国

务院新闻办公室关于互联网新闻信息服务行业发展的总量、结构、布局的要求。

第八条　设立本规定第五条第一款第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位 ,除应当具备本规定
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第七条第一款第（一）项、第（三）项规定条件外，还应当有 10 名以上专职新闻编辑人员；其中，

在新闻单位从事新闻工作 3年以上的新闻编辑人员不少于 5名。

可以申请设立前款规定的互联网新闻信息服务单位的组织，应当是依法设立 2年以上的从事互联网

信息服务的法人，并在最近 2年内没有因违反有关互联网信息服务管理的法律、法规、规章的规定受

到行政处罚；申请组织为企业法人的，注册资本应当不低于 1000 万元人民币。

审批设立本条第一款规定的互联网新闻信息服务单位，除应当依照本条规定条件外，还应当符合国

务院新闻办公室关于互联网新闻信息服务行业发展的总量、结构、布局的要求。

第九条　任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位。

互联网新闻信息服务单位与境内外中外合资经营、中外合作经营和外资经营的企业进行涉及互联网

新闻信息服务业务的合作，应当报经国务院新闻办公室进行安全评估。

第十条　申请设立本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位，

应当填写申请登记表，并提交下列材料：

（一）互联网新闻信息服务管理规章制度；

（二）场所的产权证明或者使用权证明和资金的来源、数额证明；

（三）新闻编辑人员的从业资格证明。

申请设立本规定第五条第一款第（一）项规定的互联网新闻信息服务单位的机构，还应当提交新闻

单位资质证明；申请设立本规定第五条第一款第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位的组织，还

应当提交法人资格证明。

第十一条　申请设立本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单

位，中央新闻单位应当向国务院新闻办公室提出申请；省、自治区、直辖市直属新闻单位和省、自治

区人民政府所在地的市直属新闻单位以及非新闻单位应当通过所在地省、自治区、直辖市人民政府新

闻办公室向国务院新闻办公室提出申请。

通过省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室提出申请的，省、自治区、直辖市人民政府新闻办公

室应当自收到申请之日起 20 日内进行实地检查，提出初审意见报国务院新闻办公室；国务院新闻办

公室应当自收到初审意见之日起 40 日内作出决定。向国务院新闻办公室提出申请的，国务院新闻办

公室应当自收到申请之日起 40 日内进行实地检查，作出决定。批准的，发给互联网新闻信息服务许

可证；不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

第十二条　本规定第五条第一款第（三）项规定的互联网新闻信息服务单位，属于中央新闻单位设

立的，应当自从事互联网新闻信息服务之日起 1个月内向国务院新闻办公室备案；属于其他新闻单位

设立的，应当自从事互联网新闻信息服务之日起 1个月内向所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻

办公室备案。

办理备案时，应当填写备案登记表，并提交互联网新闻信息服务管理规章制度和新闻单位资质证明。

第十三条　互联网新闻信息服务单位依照本规定设立后，应当依照有关互联网信息服务管理的行政
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法规向电信主管部门办理有关手续。

第十四条　本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位变更名

称、住所、法定代表人或者主要负责人、股权构成、服务项目、网站网址等事项的，应当向国务院新

闻办公室申请换发互联网新闻信息服务许可证。根据电信管理的有关规定，需报电信主管部门批准或

者需要电信主管部门办理许可证或者备案变更手续的，依照有关规定办理。

本规定第五条第一款第（三）项规定的互联网新闻信息服务单位变更名称、住所、法定代表人或者

主要负责人、股权构成、网站网址等事项的，应当向原备案机关重新备案；但是，股权构成变更后，

新闻单位拥有的股权低于 51% 的，应当依照本规定办理许可手续。根据电信管理的有关规定，需报电

信主管部门批准或者需要电信主管部门办理许可证或者备案变更手续的，依照有关规定办理。

第三章　互联网新闻信息服务规范

第十五条　互联网新闻信息服务单位应当按照核定的服务项目提供互联网新闻信息服务。

第十六条　本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位，转载新

闻信息或者向公众发送时政类通讯信息，应当转载、发送中央新闻单位或者省、自治区、直辖市直属

新闻单位发布的新闻信息，并应当注明新闻信息来源，不得歪曲原新闻信息的内容。

本规定第五条第一款第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位，不得登载自行采编的新闻信息。

第十七条　本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位转载新闻

信息，应当与中央新闻单位或者省、自治区、直辖市直属新闻单位签订书面协议。中央新闻单位设立

的互联网新闻信息服务单位，应当将协议副本报国务院新闻办公室备案；其他互联网新闻信息服务单

位，应当将协议副本报所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室备案。

中央新闻单位或者省、自治区、直辖市直属新闻单位签订前款规定的协议，应当核验对方的互联网

新闻信息服务许可证，不得向没有互联网新闻信息服务许可证的单位提供新闻信息。

第十八条　中央新闻单位与本规定第五条第一款第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位开展除

供稿之外的互联网新闻业务合作，应当在开展合作业务 10 日前向国务院新闻办公室报告；其他新闻

单位与本规定第五条第一款第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位开展除供稿之外的互联网新闻

业务合作，应当在开展合作业务 10 日前向所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室报告。

第十九条　互联网新闻信息服务单位登载、发送的新闻信息或者提供的时政类电子公告服务，不得

含有下列内容：

（一）违反宪法确定的基本原则的；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（三）损害国家荣誉和利益的；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
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（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（九）煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的；

（十）以非法民间组织名义活动的；

（十一）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第二十条　互联网新闻信息服务单位应当建立新闻信息内容管理责任制度。不得登载、发送含有违

反本规定第三条第一款、第十九条规定内容的新闻信息；发现提供的时政类电子公告服务中含有违反

本规定第三条第一款、第十九条规定内容的，应当立即删除，保存有关记录，并在有关部门依法查询

时予以提供。

第二十一条　互联网新闻信息服务单位应当记录所登载、发送的新闻信息内容及其时间、互联网地

址，记录备份应当至少保存 60 日，并在有关部门依法查询时予以提供。

第四章　监督管理

第二十二条　国务院新闻办公室和省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室，依法对互联网新闻信

息服务单位进行监督检查，有关单位、个人应当予以配合。

国务院新闻办公室和省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室的工作人员依法进行实地检查时，应

当出示执法证件。

第二十三条　国务院新闻办公室和省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室，应当对互联网新闻信

息服务进行监督；发现互联网新闻信息服务单位登载、发送的新闻信息或者提供的时政类电子公告服

务中含有违反本规定第三条第一款、第十九条规定内容的，应当通知其删除。互联网新闻信息服务单

位应当立即删除，保存有关记录，并在有关部门依法查询时予以提供。

第二十四条　本规定第五条第一款第（一）项、第（二）项规定的互联网新闻信息服务单位，属于

中央新闻单位设立的，应当每年在规定期限内向国务院新闻办公室提交年度业务报告；属于其他新闻

单位或者非新闻单位设立的，应当每年在规定期限内通过所在地省、自治区、直辖市人民政府新闻办

公室向国务院新闻办公室提交年度业务报告。

国务院新闻办公室根据报告情况，可以对互联网新闻信息服务单位的管理制度、人员资质、服务内

容等进行检查。

第二十五条　互联网新闻信息服务单位应当接受公众监督。

国务院新闻办公室应当公布举报网站网址、电话，接受公众举报并依法处理；属于其他部门职责范

围的举报，应当移交有关部门处理。
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第五章　法律责任

第二十六条　违反本规定第五条第二款规定，擅自从事互联网新闻信息服务，或者违反本规定第

十五条规定，超出核定的服务项目从事互联网新闻信息服务的，由国务院新闻办公室或者省、自治

区、直辖市人民政府新闻办公室依据各自职权责令停止违法活动，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚

款；情节严重的，由电信主管部门根据国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公

室的书面认定意见，按照有关互联网信息服务管理的行政法规的规定停止其互联网信息服务或者责令

互联网接入服务者停止接入服务。

第二十七条　互联网新闻信息服务单位登载、发送的新闻信息含有本规定第十九条禁止内容，或者

拒不履行删除义务的，由国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室给予警告，

可以并处 1万元以上 3万元以下的罚款；情节严重的，由电信主管部门根据有关主管部门的书面认定

意见，按照有关互联网信息服务管理的行政法规的规定停止其互联网信息服务或者责令互联网接入服

务者停止接入服务。

互联网新闻信息服务单位登载、发送的新闻信息含有违反本规定第三条第一款规定内容的，由国务

院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室依据各自职权依照前款规定的处罚种类、

幅度予以处罚。

第二十八条　违反本规定第十六条规定，转载来源不合法的新闻信息、登载自行采编的新闻信息或

者歪曲原新闻信息内容的，由国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室依据各

自职权责令改正，给予警告，并处 5000 元以上 3万元以下的罚款。

违反本规定第十六条规定，未注明新闻信息来源的，由国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市

人民政府新闻办公室依据各自职权责令改正，给予警告，可以并处 5000 元以上 2万元以下的罚款。

第二十九条　违反本规定有下列行为之一的，由国务院新闻办公室或者省、自治区、直辖市人民政

府新闻办公室依据各自职权责令改正，给予警告，可以并处 3万元以下的罚款：

（一）未履行备案义务的；

（二）未履行报告义务的；

（三）未履行记录、记录备份保存或者提供义务的。

第三十条　违反本规定第十七条第二款规定，向没有互联网新闻信息服务许可证的单位提供新闻信

息的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第三十一条　国务院新闻办公室和省、自治区、直辖市人民政府新闻办公室以及电信主管部门的工

作人员，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构

成犯罪的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六章　附　　则
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第三十二条　本规定所称新闻单位是指依法设立的报社、广播电台、电视台和通讯社；其中，中央

新闻单位包括中央国家机关各部门设立的新闻单位。

第三十三条　本规定自公布之日起施行。

（日本語訳）
「インターネットニュース情報サービス管理規定」現在公布し、公布の日より施行する。

国務院新聞弁公室主任　蔡武
情報産業部部長　　　王旭东

二○○五年九月二十五日

インターネットニュース情報サービス管理規定

第一章　総　則

第一条　インターネットニュース情報サービスを規範化し、公衆のインターネットニュース情報
に対する需要を満足させ、国家の安全と公共の利益を守り、インターネットニュース単位の合法的
権益を保護し、インターネットニュース情報サービスが健全、かつ秩序だって発展させることを促
進するため、本弁法を制定する。

第二条　中華人民共和国域内でインターネットニュース情報サービスに従事するには本規定を遵
守すべきである。
本規定のいうところのニュース情報とは、政治、経済、軍事、外交など社会の公共的事柄の報
道、論評および社会の突発事件に関係する報道、論評を含む時事政治類のニュース情報を指す。
本規定のいうところのインターネットニュース情報サービスとは、インターネットを通じて
ニュース情報を掲載し、時事政治類の電子掲示板サービスを提供し、公衆に向けて時事政治類の記
事情報を送ることを含む。

第三条　インターネットニュース情報サービス単位がインターネット情報サービスに従事するに
は、憲法、法律および法規を遵守し、人民に奉仕し、社会主義に奉仕するという方向を堅持し、正
しい世論の誘導を堅持し、国家の利益と公共の利益を守るべきである。
国家はインターネットニュース情報サービス単位が民族の素養を向上させ、経済発展を推進し、
社会の進歩を促すことに有益で健全な文化的ニュース情報を伝播させるよう励ます。

第四条　国務院新聞弁公室は全国のインターネットニュース情報サービスの監督管理業務を主管
する。省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室は当該行政区域内のインターネットニュース情報
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サービスの監督管理業務の責任を負う。

第二章　インターネットニュース情報サービス単位の設立

第五条　インターネットニュース情報サービス単位は下記の三種類に分けられる。
（一）報道単位が設立した当該単位がすでに掲載放送したものを超えたニュース情報を掲載し、
時事政治類の電子掲示板サービスを提供し、公衆に時事政治類の記事情報を送るインターネット
ニュース情報サービス単位。
（二）非報道単位が設立したニュース情報を転載し、時事政治類の電子掲示板サービスを提供し、
公衆に時事政治類の記事情報を送るインターネットニュース情報サービス単位。
（三）報道単位が設立した当該単位が掲載放送したニュース情報を掲載するインターネット
ニュース情報サービス単位。
『確かに残すことが必要な行政審査承認項目の設定する行政許可に対する国務院決定』と関係す
る行政法規に基づいて前款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報サービ
ス単位を設立するには、国務院新聞弁公室の審査承認を経るべきである。
本条第一款第（三）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位を設立するには、国
務院新聞弁公室あるいは省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室に届出すべきである。

第六条　報道単位と非報道単位が合作によってインターネットニュース情報サービス単位を設立
するのに、報道単位が有する株式が 51％を下回らないものを報道単位が設立するインターネット
ニュース情報サービス単位と見なす。報道単位が有する株式が 51％を下回るものを非報道単位が
設立するインターネットニュース情報サービス単位と見なす。

第七条　本規定第五条第一款第（一）項の規定するインターネットニュース情報サービスの単位
を設立するには、下記の条件を備えるべきである。
（一）健全なインターネットニュース情報サービス管理規則制度を有する。
（二）報道単位においてニュース業務に 3年以上従事した専従ニュース編集人員を 5名以上有す
る。
（三）必要な場所、設備および資金があり、資金の出処が合法的である。
前款の規定するインターネットニュース情報サービス単位を設立、申請できる機関は、中央の報
道単位、省、自治区、直轄市直属の報道単位、および省、自治区人民政府所在地の市直属報道単位
であるべきである。
本条第一款の規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を審査承認するには、本
条が規定する条件に合わせるべきであるほかに、国務院新聞弁公室のインターネットニュース情報
サービス業種の発展についての総量、構造、部署の要求にも合致させるべきである。

第八条　本規定第五条第一款第（二）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位を
設立するには、本規定第七条第一款第（一）項、第（三）項の規定する条件に合わせるべきである
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ほかに、専従ニュース編集人員を 10 名以上有するべきである。そのうち、報道単位で 3年以上
ニュース業務に従事したニュース編集人員は 5名を下回らない。
前款の規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申請できる組織は、法律に
従って設立されて 2年以上インターネットニュース情報サービスに従事してきた法人で、あわせて
最近の 2年間において関連するインターネットニュース情報サービス管理に関係する法律、法規、
規則の規定に違反して行政処罰を受けていないものである。申請組織は企業法人であって、登記資
本金が 1,000 万人民元を下回らないべきである。
本条第一款の規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を審査承認するには、本
条が規定する条件にあわせるべきであるほかに、国務院新聞弁公室のインターネットニュース情報
サービス業種の発展についての総量、構造、部署の要求にも合致させるべきである。

第九条　いかなる組織も中外合資経営、中外合作経営および外資経営のインターネットニュース
情報サービス単位を設立することはできない。
インターネットニュース情報サービス単位が域内外合資経営、中外合作経営および外資経営の企
業とインターネットニュース情報サービス業務に関係する合作を進めるには、国務院新聞弁公室に
報告して、安全評価を得るべきである。

第十条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報
サービス単位の設立を申請するには、申請登記表に記入とともに、下記の資料を提供すべきであ
る。
（一）インターネットニュース情報サービス管理規則制度
（二）場所の所有権証明あるいは使用権証明と資金の出処、金額証明
（三）ニュース編集人員の従業資格証明
本規定第五条第一款第（一）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位の設立を申
請する機関は、報道単位資質証明も提出すべきである。本規定第五条第一款第（二）項の規定する
インターネットニュース情報サービス単位の設立を申請する組織は、法人資格証明も提出すべきで
ある。

第十一条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報
サービス単位の設立を申請するには、中央の報道単位は国務院新聞弁公室へ申請を提出すべきであ
る。省、自治区、直轄市直属の報道単位と省、自治区人民政府所在地の市直属新聞単位および非報
道単位は所在地の省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室を通じて国務院新聞弁公室へ申請を提
出すべきである。
省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室を通じて申請が提出されたものには、省、自治区、直
轄市人民政府の新聞弁公室は申請を受け取った日から 20 日以内に実地調査を行い、初歩的審査意
見を国務院新聞弁公室に報告すべきである。国務院新聞弁公室は初歩的審査意見を受け取った日か
ら 40 日以内に決定を下すべきである。国務院新聞弁公室に申請が提出されたものには、国務院新
聞弁公室は申請を受け取った日から 40 日以内に実地調査を行い、決定を下すべきである。承認さ
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れたものには、インターネットニュース情報サービス許可証を発行する。承認されないものには、
書面で申請人に通知、理由も説明すべきである。

第十二条　本規定第五条第一款第（三）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位
で、中央の報道単位によって設立されたものであれば、インターネットニュース情報サービスに従
事した日より一ヶ月以内に国務院新聞弁公室に届出を行うべきである。他の報道単位によって設立
されたものであれば、インターネットニュース情報サービスに従事した日から一ヶ月以内に所在地
の省、自治区、直轄市人民政府新聞弁公室に届出を行うべきである。
届出を行うときには、届出登記表に記入するとともに、インターネットニュース情報サービス管
理規則制度と報道単位資質証明を提出すべきである。

第十三条　インターネットニュース情報サービス単位は本規定に従って設立されたあと、イン
ターネット情報サービス管理に関係する行政法規に従って電信主管部門に関係手続を行うべきであ
る。

第十四条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報
サービス単位が名称、住所、法定代表者あるいは主要責任者、株式構成、サービス項目、ウェブサ
イトアドレス等の事項を変更するには、国務院新聞弁公室にインターネットニュース情報サービス
許可証の変更発行の申請をすべきである。電信管理の関係規定に基づいて、電信主管部門の承認を
必要とする、あるいは電信主管部門による許可証あるいは届出変更手続が必要なものは、関係規定
にあわせて処理すべきである。
本規定第五条第一款第（三）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位が名称、住
所、法定代表者あるいは主要責任者、株式構成、サービス項目、ウェブサイトアドレス等の事項を
変更するには、届出した機関に再び届出を行うべきである。しかし、株式構成変更後、報道単位が
有する株式が 51％を下回るものは、本規定にあわせて許可手続を取り扱うべきである。電信管理
の関係規定に基づいて、電信主管部門の承認を必要とする、あるいは電信主管部門による許可証あ
るいは届出変更手続が必要なものは、関係規定にあわせて処理すべきである。

第三章　インターネットニュース情報サービス規範

第十五条　インターネットニュース情報サービス単位は審査承認されたサービス項目に従って、
インターネットニュース情報サービスを提供すべきである。

第十六条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報
サービス単位がニュース情報を転載し、あるいは公衆に時事政治類の記事情報を流す時には、中央
の報道単位あるいは省、自治区、直轄市直属の報道単位によって発表されたニュース情報を転載す
べきとともに、ニュースソースを明らかにすべきであり、もともとのニュース情報の内容を歪曲し
てはならない。
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本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報サービス単
位が、自分で編集したニュース情報を掲載してはならない。

第十七条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情報
サービス単位がニュース情報を転載するには、中央の報道単位あるいは省、自治区、直轄市直属の
報道単位と書面による取り決めに調印すべきである。中央の報道単位が設立したインターネット
ニュース情報サービス単位は、この取り決めの副本を国務院新聞弁公室に報告、届出すべきであ
る。
中央の報道単位あるいは省、自治区、直轄市直属の報道単位が前款の規定する取り決めに調印す
る時、相手方のインターネットニュース情報サービス許可証を確認すべきであり、インターネット
ニュース情報サービス許可証のない単位にニュース情報を提供してはならない。

第十八条　中央の報道単位が本規定の第五条第一款第（二）項の規定するインターネットニュー
ス情報サービス単位と、原稿提供以外のインターネットニュース業務合作を繰り広げるには、合作
業務を繰り広げる 10 日前に、国務院新聞弁公室に報告すべきである；その他の報道単位が本規定
の第五条第一款第（二）項の規定するインターネットニュース情報サービス単位と、原稿提供以外
のインターネットニュース業務合作を繰り広げるには、合作業務を繰り広げる 10 日前に、所在地
の省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室に報告すべきである。

第十九条　インターネットニュース情報サービス単位が掲載、流すニュース情報および提供する
時事政治類の電子掲示板サービスには、下記の内容を含んではならない：
（一）憲法が確定したところの基本原則に違反するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会の安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。
（八）他人を侮辱、誹謗あるいは他人の合法的権益を侵害するもの。
（九）不法な集会、結社、デモ、示威を煽動し、民衆を集めて社会秩序を乱すもの。
（十）不法な民間組織の名によって活動を行うもの。
（十一）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

第二十条　インターネットニュース情報サービス単位はニュース情報内容管理責任制度を打ち立
てるべきである。本規定第三条第一款、第十九条の規定する内容に違反した内容を含むニュース情
報を掲載、流してはならない。提供する時事政治類の電子掲示板サービスの中で本規定第三条、第
十九条の規定する内容に違反したものを発見したならば、直ちにそれを削除し、関係記録を保存す
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るとともに、関係部門が法律に従って問い合わせをしてきたときには、それを提供すべきである。

第二十一条　インターネットニュース情報サービス単位は掲載、流したニュース情報内容および
その時間、ウェブアドレスを記録し、その記録バックアップは少なくとも 60 日間保存するととも
に、関係部門が法律に従って問いあわせをしてきたときには、それを提供すべきである。

第四章　監督管理

第二十二条　国務院新聞弁公室と省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室は法律によって、イ
ンターネットニュース情報サービス単位に対し監督検査を行うが、関係単位、個人はこれに協力す
べきである。
国務院新聞弁公室と省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室の職員は法律によって実地検査を
行うとき法律執行証明書を提示すべきである。

第二十三条　国務院新聞弁公室と省、自治区、直轄市の人民政府新聞弁公室はインターネット
ニュース情報サービス単位に監督検査を行うべきであり、インターネットニュース情報サービス単
位が掲載、流したニュース情報あるいは提供した時事政治類電子公告サービスの中で、本規定の第
三条第一款、第十九条の規定に違反した内容を含むことを発見したら、その削除を通知すべきであ
る。インターネットニュース情報サービス単位は直ちに削除し、関係記録を保存するとともに、関
係部門が法律に従って問い合わせをしてきたときは、それを提供すべきである。

第二十四条　本規定第五条第一款第（一）項、第（二）項の規定するインターネットニュース情
報サービス単位で、中央の報道単位によって設立されたものは、毎年規定された期間内に国務院新
聞弁公室に年度業務報告を提出すべきである。その他の報道単位あるいは非報道単位によって設立
されたものは、毎年規定された期間内に所在地の省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室を通じ
て国務院新聞弁公室に年度業務報告を提出すべきである。
国務院新聞弁公室は報告状況に基づいて、インターネットニュース情報サービス単位の管理制
度、人員資質、サービス内容等に対し検査を行うことができる。

第二十五条　インターネットニュース情報サービス単位は公衆の監督を受け入れるべきである。
国務院新聞弁公室は摘発ウェブサイトアドレス、電話を公表し、公衆の摘発を受け入れるととも
に法律に従って処理すべきである。その他の部門の職責範囲に属する摘発については、関係部門に
処理を委ねるべきである。

第五章　法律責任

第二十六条　本規定第五条第二款の規定に違反し、勝手にインターネットニュース情報サービス
に従事する、あるいは本規定第十五条の規定に違反し、審査承認したサービス項目を超えてイン



222 Journalism & Media  No.9  March  2016

ターネットニュース情報サービスに従事したものは、国務院新聞弁公室あるいは省、自治区、直轄
市人民政府の新聞弁公室によってそれぞれの職権に基づいて違法活動を停止するよう命じられると
ともに、1万元以上 3万元以下の罰金に処する。情状が重大なものには、電信主管部門によって国
務院新聞弁公室あるいは省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室の書面認定意見に基づいて、イ
ンターネットニュース情報サービス管理に関する行政法規の規定にあわせてそのインターネット
ニュース情報サービスを停止、あるいはインターネット接続サービス者に接続サービスを停止する
よう命じられる。

第二十七条　インターネットニュース情報サービス単位の掲載、流すニュース情報に本規定第
十九条の禁止内容が含まれる、あるいは削除の義務の履行を拒否したものは、国務院新聞弁公室あ
るいは省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室によって警告が与えられるとともに、1万元以上
3万元以下の罰金に処することができる。情状が重大なものには、電信主管部門によって国務院新
聞弁公室あるいは省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室の書面認定意見に基づいて、インター
ネットニュース情報サービス管理に関する行政法規の規定にあわせてそのインターネットニュース
情報サービスを停止、あるいはインターネット接続サービス者に接続サービスを停止するよう命じ
られる。
インターネットニュース情報サービス単位の掲載、流すニュース情報が本規定第三条第一款の規
定に違反した内容を含むものは、国務院新聞弁公室あるいは省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁
公室によってそれぞれの職権に基づいて、前款の規定処罰の種類、度合にあわせて処罰が行われ
る。

第二十八条　本規定の第十六条の規定に違反し、出処が非合法的なニュース情報を掲載し、自ら
取材編集したニュース情報を掲載あるいはもとのニュース情報内容を歪曲したものは、国務院新聞
弁公室あるいは省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室によってそれぞれの職権に基づいて善処
が命じられ、警告が与えられるとともに 5000 元以上、3万元以下の罰金に処する。
本規定の第十六条の規定に違反し、出処を明記しなかったものは、国務院新聞弁公室あるいは
省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室によってそれぞれの職権に基づいて善処が命じられ、警
告が与えられるとともに 5000 元以上、2万元以下の罰金に処することができる。

第二十九条　本規定に違反し、下記の行為の一つがある場合は、国務院新聞弁公室あるいは省、
自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室によってそれぞれの職権に基づいて、善処が命じられ、警告
が与えられるとともに、3万元以下の罰金に処することができる。
（一）届出義務を履行しないもの。
（二）報告義務を履行しないもの。
（三）記録、記録バックアップの保存あるいはその提供義務を履行しないもの。

第三十条　本規定第十七条第二款の規定に違反し、インターネットニュース情報サービス許可証
のない単位にニュース情報を提供したものは、責任を負う主管要員とその他の直接責任を負う要員
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に対し、法律に基づいて行政処分が行われる。

第三十一条　国務院新聞弁公室と省、自治区、直轄市人民政府の新聞弁公室および電信主管部門
の職員で職務を怠ったり、職権を濫用したり、私腹を肥やしたりして、重大な結果をもたらしたも
ので、犯罪を構成するものは、法律に基づいて刑事責任が追究される。犯罪を構成しないものは、
責任を負う主管要員とその他の直接責任を負う要員に対し、法律に基づいて行政処分が行われる。

第六章　附則

第三十二条　本規定のいうところの報道単位とは、法律に基ついて設立された新聞社,ラジオ局、
テレビ局と通信社を指す。その中で、中央の報道単位には中央の国家機関の各部門が設立した報道
単位を含む。

第三十三条　本規定は公布の日より施行する。

翻訳：张惠娴、常珈銘（整理）、邢佳

資料 4　インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）

（中国語原文）
互联网信息服务管理办法　（修订草案征求意见稿）

国家互联网信息办公室　工业和信息化部　2012 年 6 月 7 日

第一章　总　则

第一条　为了促进互联网信息服务健康有序发展，维护国家安全和公共利益，保护公众和互联网信

息服务提供者的合法权益，规范互联网信息服务活动，制定本办法。

第二条　在中华人民共和国境内从事互联网信息服务活动，应当遵守本办法。

本办法所称互联网信息服务，是指通过互联网提供信息服务的活动。

第三条　国家互联网信息内容主管部门依照职责负责互联网信息内容管理，协调国务院电信主管部

门、国务院公安部门及其他相关部门对互联网信息内容实施监督管理。

国务院电信主管部门依照职责负责互联网行业管理，负责对互联网信息服务的市场准入、市场秩

序、网络资源、网络信息安全等实施监督管理。

国务院公安部门依照职责负责互联网安全监督，维护互联网公共秩序和公共安全，防范和惩治网络

违法犯罪活动。
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国务院其他有关部门在各自职责范围内对互联网信息服务实施管理。

地方互联网信息服务管理职责依照国家有关规定确定。

第四条　国家鼓励互联网信息服务提供者传播有益于提高民族素质、推动经济社会发展的信息。

第五条　国家鼓励互联网信息服务提供者开展行业自律活动，鼓励公众监督互联网信息服务。

第二章　设　立

第六条　互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。

从事经营性互联网信息服务，应当获得电信主管部门颁发的互联网信息服务增值电信业务经营许

可；从事非经营性互联网信息服务，应当在电信主管部门备案。未取得许可或者未履行备案手续的，

不得从事互联网信息服务。

第七条　从事互联网信息服务，应在三年内未受到电信主管部门吊销互联网信息服务增值电信业务

经营许可证件或者取消备案的处罚。

在申请互联网信息服务增值电信业务经营许可或者履行备案手续时，应当向电信主管部门提供以下

材料：

（一）主办者等相关人员的真实身份证明文件、地址、联系方式等基本情况；

（二）拟使用的网站名称、互联网地址、服务器所在地、接入服务提供者等有关情况；

（三）拟提供的服务项目及相关主管部门的许可文件；

（四）公安机关出具的安全检查意见。

从事互联网信息服务，应当具备符合国家规定的网络安全与信息安全管理制度和技术保障措施。

第八条　从事经营性互联网信息服务，除应当遵守本办法第七条的规定外，还应当具备以下条件：

（一）经营者为依法设立的企业法人；

（二）有与从事互联网信息服务相适应的资金、场所、设施和专业人员；

（三）有可以证明为用户提供长期服务的能力；

（四）有业务发展计划及相关技术方案。

第九条　申请从事经营性互联网信息服务，应当向电信主管部门提出申请，电信主管部门应当自受

理申请之日起 60 日内审查完毕，作出批准或者不予批准的决定。

第十条　从事互联网信息服务，涉及以下服务项目的，应当获得相应主管部门的许可：

（一）从事互联网新闻信息服务，提供由互联网用户向公众发布信息的服务，及提供互联网信息搜

索服务，须经互联网信息内容主管部门许可；

（二）从事文化、出版、视听节目、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务，依照法

律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门许可，许可结果报国家互联网信息内容主管部门备
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案。

前款第一项中提供由互联网用户向公众发布信息的服务，及提供互联网信息搜索服务的许可条件、

程序、期限及需要提供的材料等，由国家互联网信息内容主管部门公布。

第三章　运　行

第十一条　互联网接入服务提供者应当查验互联网信息服务提供者的合法资质，不得为未取得合法

资质的互联网信息服务提供者提供服务。

利用互联网从事的服务依照法律、行政法规的规定需要取得相应资质的，互联网信息服务提供者应

当查验服务对象的合法资质。

第十二条　互联网信息服务提供者应当在提供服务时明示许可证编号或者备案编号。

互联网信息服务提供者许可或者备案事项发生变更的，应当向原许可或者备案机关办理变更手续。

第十三条　互联网信息服务提供者不得侵犯其他互联网信息服务提供者和用户的合法权益。

第十四条　互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者应当建立网络安全与信息安全管理、公

共信息巡查、应急处置、用户信息安全管理等制度及具备安全防范措施。

第十五条　提供由互联网用户向公众发布信息服务的互联网信息服务提供者，应当要求用户用真实

身份信息注册。

互联网接入服务提供者应当记录其所接入的互联网信息服务提供者的真实身份信息、网站名称、互

联网地址等信息。

第十六条　互联网信息服务提供者应当记录所发布的信息和服务对象所发布的信息，并保存 6个月。

互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者应当记录日志信息，保存 12 个月，并为公安机关、

国家安全机关依法查询提供技术支持。

第十七条　互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者对用户的身份信息、日志信息等个人信

息负有保密义务，不得出售、篡改、故意泄露或违法使用用户的个人信息。

第十八条　任何单位和个人不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息，或者故意为制作、

复制、发布、传播含有下列内容的信息提供服务：

（一）反对宪法所确定的基本原则的；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（三）损害国家荣誉和利益的；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
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（六）散布谣言，煽动非法聚集，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪，或者交易、制造违禁品、管制物

品的；

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的，或者仿冒、假借国家机构、社会团体或其他法人

名义的；

（九）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第十九条　互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者明知发布、传输的信息属于本办法第

十八条所列内容的，应当立即停止发布、传输，保存有关记录，向互联网信息内容主管部门、公安机

关报告。

国家有关部门可以采取措施阻断属于本办法第十八条所列内容的信息的传播。

第四章　监督检查

第二十条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门和其他有关部门应当向社会公开对互联网信息

服务的许可、备案情况，公众有权查阅有关许可、备案情况。

第二十一条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门工作人员依法履

行监督检查、执法职责时，互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者应当予以配合，不得拒

绝、阻挠。

第二十二条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门工作人员依法履

行监督检查、执法职责，至少应有两名具有行政执法资格的人员参加，并主动出示执法证件。

第二十三条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门工作人员应当记

录监督检查、执法的情况和处理结果。监督检查记录、执法记录由执法人员签字归档。公众有权查阅

监督检查记录。

第二十四条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门应当建立信息共

享和信息通报制度。

第二十五条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门应当建立公众举

报制度，向社会公开举报联系方式。

任何单位和个人发现互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者有违反本办法行为的，有权向

有关部门举报。

互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门接到举报应当记录并及时依法

调查处理；对不属于本部门职责范围的，应当及时移送有关部门。
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第五章　法律责任

第二十六条　互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关和其他有关部门工作人员，玩忽

职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第二十七条　未取得互联网信息服务增值电信业务经营许可或者未履行备案手续，擅自从事互联网

信息服务的，由电信主管部门责令互联网接入服务提供者停止为其提供接入服务；有违法所得的，没

收违法所得，处违法所得 3倍以上 5倍以下罚款。

第二十八条　未经许可，擅自从事本办法第十条规定互联网信息服务的，由互联网信息内容主管部

门或有关主管部门依照职责责令停止相关互联网信息服务；有违法所得的，没收违法所得，处违法所

得 3倍以上 5倍以下罚款；情节严重的，由电信主管部门吊销其互联网信息服务增值电信业务经营许

可证件或者取消备案。

第二十九条　互联网信息服务提供者未履行本办法第十一条规定义务的，由互联网信息内容主管部

门、电信主管部门、公安机关依照职责给予警告，责令限期改正；有违法所得的，没收违法所得，处

违法所得 3倍以上 5倍以下罚款；逾期未改正的，责令暂停或停止相关互联网信息服务，直至由电信

主管部门吊销其互联网信息服务增值电信业务经营许可证件或者取消备案。

第三十条　互联网信息服务提供者违反本办法规定，有下列行为之一的，由原许可、备案机关给予

警告，责令限期改正；逾期未改正的，吊销或者撤销其相应许可证件或者取消备案：

（一）未如实提供相关材料取得许可或者办理备案手续的；

（二）未在提供互联网信息服务时明示许可证件编号或者备案编号，或者标注虚假编号的；

（三）未及时办理变更手续的。

第三十一条　互联网信息服务提供者违反本办法第十三条规定的，由电信主管部门给予警告，并处

10 万元以上 100 万元以下罚款；情节严重的，责令暂停相关互联网信息服务，直至吊销其互联网信

息服务增值电信业务经营许可证件或者取消备案。

第三十二条　互联网信息服务提供者未履行本办法第十四条、第十五条、第十六条规定义务的，由

互联网信息内容主管部门、电信主管部门、公安机关依照职责给予警告，责令限期改正；逾期未改正

的，责令暂停或停止相关互联网信息服务，直至由电信主管部门吊销其互联网信息服务增值电信业务

经营许可证件或者取消备案。

第三十三条　互联网接入服务提供者违反本办法第十一条、第十四条、第十五条规定的，由电信主

管部门给予警告，责令限期改正，并处 10 万元以上 100 万元以下罚款；情节严重的，吊销其电信业

务经营许可证件。

互联网接入服务提供者违反本办法第十六条、第十九条规定的，由电信主管部门、公安机关依照职
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责给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，由电信主管部门处 10 万元以上 100 万元以下罚款；情

节严重的，吊销其电信业务经营许可证件。

互联网接入服务提供者违反本办法第十八条规定，故意为制作、复制、发布、传播违法信息提供服

务的，由电信主管部门、公安机关依照职责责令停止违法活动；有违法所得的，由电信主管部门没收

违法所得，处违法所得 3倍以上 5倍以下罚款；情节严重的，吊销其电信业务经营许可证件。

第三十四条　互联网信息服务提供者、互联网接入服务提供者违反本办法第十七条规定的，由电信

主管部门、公安机关依照职责责令改正，没收违法所得；违法所得 5万元以上的，并处违法所得 3倍

以上 5倍以下罚款；违法所得不足 5万元或者没有违法所得的，处 10 万元以上 15 万元以下罚款；情

节严重的，责令暂停相关服务，直至由电信主管部门吊销其电信业务经营许可证件或者取消备案。

第三十五条　互联网信息服务提供者违反本办法第十八条、第十九条规定的，由互联网信息内容主

管部门、公安机关依照职责责令停止违法活动；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得 3倍以上

5倍以下罚款；并由电信主管部门吊销其互联网信息服务增值电信业务经营许可证件或者取消备案。

对其他单位和个人，依据相关法律法规予以处罚。

第三十六条　违反本办法规定，被电信主管部门吊销互联网信息服务增值电信业务经营许可证件或

者取消备案的，由电信主管部门通知相关互联网接入服务提供者和域名解析服务提供者停止为其提供

服务。涉及本办法第十条规定服务项目的，并由电信主管部门通知有关部门，由有关部门吊销其相应

许可证件。

第三十七条　违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章　附　则

第三十八条　本办法所称提供由互联网用户向公众发布信息的服务，是指为互联网用户提供信息发

布条件的服务，包括通常所称的论坛、博客、微博客等。

第三十九条　本办法施行前已经从事提供由互联网用户向公众发布信息的服务，或者提供互联网信

息搜索服务的，应当依照本办法的规定办理许可手续。其中，不完全具备本办法规定条件的，应当自

本办法施行之日起 6个月内达到本办法规定的条件；逾期未达到本办法规定条件的，由互联网信息内

容主管部门予以取缔。

第四十条　本办法自 X 年 X 月 X 日起施行。2000 年 9 月 25 日国务院公布的《互联网信息服务管理

办法》同时废止。
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（日本語訳）
インターネット情報サービス管理弁法（修正草案意見聴取稿）
国家インターネット情報弁公室　工業・情報化部　2012 年 6 月 7 日

第一章　総則

第一条　インターネット情報サービスを健全、かつ秩序だって発展させることを促進し、国家の
安全と公共の利益を守り、公衆とインターネット情報サービス提供者の合法的権益を保護し、イン
ターネット情報サービス活動を規範化するために、本弁法を制定する。

第二条　中華人民共和国域内でインターネット情報サービスに従事するには本弁法を遵守するべ
きである。
本弁法のいうところのインターネット情報サービスとは、インターネットを通じて情報提供サー
ビス活動を行うことを指す。

第三条　国家インターネット情報サービス内容主管部門は職責に基づいてインターネット情報内
容管理の責任を負い、国務院電信主管部門、国務院公安部門およびその他の関連部門と協調し、イ
ンターネット情報内容に対して監督管理を行う。
国務院電信主管部門は職責に基づいてインターネット業種管理の責任を負い、インターネット情
報サービスの市場参入許可、市場秩序、インターネット資源、インターネット情報安全等に対して
監督管理を行う。
国務院公安部門は職責に基づいてインターネット安全監督の責任を負い、インターネット公共秩
序と公共安全を守り、インターネット違法犯罪活動を防止し、懲罰を与える。国務院その他の関連
部門はそれぞれの職責範囲内でインターネット情報サービスに対して管理を行う。
地方のインターネット情報サービス管理の職責は国家の関連規定に基づいて確定する。

第四条　国家はインターネット情報サービス提供者が民族の素養を向上させ、経済社会発展を推
進することに有益な情報を伝播させるよう励ます。

第五条　国家はインターネット情報サービス提供者が業種の自律活動を繰り広げるよう励まし、
公衆がインターネット情報サービスを監督するよう励ます。

第二章　設立

第六条　インターネット情報サービスは営利的と非営利的の二種類に分けられる。
営利的インターネット情報サービスに従事するには、電信主管部門によって公布するインター
ネット情報サービス付加価値電信業務営業許可証を獲得すべきである；非営利的インターネット情
報サービスに従事するには、電信主管部門に届出手続を行うべきである。許可を取らずあるいは届
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出手続を履行していない場合、インターネット情報サービス活動に従事することができない。

第七条　インターネット情報サービスに従事するには、三年以内に電信主管部門からインター
ネット情報サービス付加価値電信業務営業許可証が取り上げられたりあるいは届出取り消しの処罰
を受けなかったものであるべきである。
情報サービス付加価値電信業務営業許可を申請あるいは届出手続を履行する際に、電信主管部門
に以下の資料を提供すべきである：
（一）主宰者等関連人員の真実の身分証明文書、住所、連絡方式などの基本情況。
（二）使用しようとするウェブサイトの名称、インターネットアドレス、サーバー所在地、接続
サービス提供者などの関連情況。
（三）提供しようとするサービス項目および関係主管部門の許可文書。
（四）公安機関が出した安全検査意見。
インターネット情報サービスに従事するには、国家規定と合致したインターネット安全と情報安
全管理制度および技術保障措置を備えるべきである。

第八条　営利的インターネット情報サービスに従事するには、本弁法の第七条の規定を遵守すべ
きほか、下記の条件を備えるべきである：
（一）経営者は法律に基づいて設立された企業法人とする。
（二）インターネット情報サービスに従事することに相応の資金、場所、施設と専門人員を有す
る。
（三）ユーザーに長期的にサービスを提供できる能力があることを証明できる。
（四）業務発展計画と関係技術方策を有する。

第九条　営利的インターネット情報サービスに従事することを申請するには、電信主管部門に申
請を提出すべきであり、電信主管部門は受理した日から 60 日以内に審査を完了し、承認あるいは
承認せずという決定を行うべきである。

第十条　インターネット情報サービスに従事する際に、下記のサービス項目に関わるものは、そ
の主管部門の許可を得るべきである：
（一）インターネットニュース情報サービスに従事する際に、インターネットユーザーによって
公衆に情報を発表するサービスを提供するおよびインターネット情報を検索するサービスを提供す
る者は、インターネット情報内容主管部門の許可を得なければならない。
（二）文化、出版、視聴番組、教育、医療保健、薬品および医療器械などのインターネット情報
サービスに従事するには、法律、行政、法規および国家の関係規定に従って、関係主管部門の許可
を得なければならず、許可の結果は国家インターネット情報内容主管部門に報告し、届けなければ
ならない。
前款第（一）項の中で、インターネットユーザーが公衆に情報を発表するサービスの提供および
インターネット情報検索サービスの提供の許可条件、プロセス、期限、および提供すべき資料など
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は、国家インターネット情報内容主管部門によって公表される。

第三章　運営

第十一条　インターネット接続サービスの提供者はインターネット情報サービス提供者の合法的
資格を調査確認すべきであり、合法的な資格を取っていないインターネット情報サービスの提供者
にサービスを提供してはならない。
インターネットを利用し、従事するサービスは法律、行政法規の規定に基づき、相応の資格を取
るべきであり、インターネット情報サービス提供者はサービス対象の合法的な資格を調査確認すべ
きである。

第十二条　インターネット情報サービス提供者はサービスを提供する時、許可証番号または届出
番号を明示すべきである。インターネット情報サービス提供者は許可あるいは届出事項の変更が発
生したら、許可あるいは届出した元の機関に行って変更手続を行うべきである。

第十三条　インターネット情報サービス提供者はその他のインターネット情報サービス提供者と
ユーザーの合法的権益を侵してはならない。

第十四条　インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者はネットの
安全と情報安全管理、公共情報巡視、応急処置、ユーザー情報安全管理などの制度を打ち立て、安
全防犯措置を備えるべきである。

第十五条　インターネットユーザーによって公衆に情報が公表されるインターネット情報サービ
ス提供者は、ユーザーに真実の身分情報によって登録するよう要求すべきである。
インターネット接続サービス提供者はその接続したところのインターネット情報サービス提供者
の真実の身分情報、ウェブサイト名称、インターネットアドレス等の情報を記録すべきである。

第十六条　インターネット情報サービス提供者は発表したところの情報とサービス対象者が発表
したところの情報を記録するとともに、6ヶ月間保存すべきである。
インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者は日誌情報を記録し、
12 ヶ月間保存するとともに、公安機関、国家安全機関が法に従って問い合わせしたときには技術
的支持を提供すべきである。

第十七条　インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者はユーザー
の身分情報、日誌情報など個人情報に秘密保護の義務を負い、ユーザーの個人情報を売り渡した
り、改ざんしたり、故意に漏洩したりあるいは違法に使用してはならない。

第十八条　いかなる単位や個人も下記の内容を含む情報を制作、複製、発表、伝播してはなら
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ず、あるいは下記の内容を含む情報を故意に制作、複製、発表、伝播させるサービスを提供しては
ならない。
（一）憲法が確定したところの基本原則に反対するもの。
（二）国家の安全に危害を与える、国家秘密を漏洩する、国家政権を転覆する、国家の統一を破
壊するもの。
（三）国家の栄誉と利益を損うもの。
（四）民族敵視、民族差別を煽動し、民族団結を破壊するもの。
（五）国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建迷信を宣揚するもの。
（六）デマを散布し、社会秩序を乱し、社会安定を破壊するもの。
（七）猥褻、色情、賭博、暴力、殺人、恐怖を散布あるいは犯罪を教唆するもの。あるいは禁止
品，管制部品を売買、製造するもの。
（八）他人を侮辱あるいは誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの、あるいは国家機関、社会
団体またはその他の法人名義を模造、借用するもの。
（九）法律、行政法規が禁止するその他の内容を含むもの。

第十九条　インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者は発表、流
布した情報が本弁法の第十八条に列記された内容に属するものであることを明らかに知った時、発
表、流布することを即時停止、関係記録を保存し、インターネット情報内容主管部門、公安機関に
報告すべきである。
国家関連部門は本弁法の第十八条に列記されたところの内容に属する情報の伝播を遮断する措置
を講じることができる。

第四章　監督検査

第二十条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門とその他の関係部門は社会にイン
ターネット情報サービスの許可、届出状況を公開するべきであり、公衆は許可、届出関連情報を閲
覧する権利がある。

第二十一条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門の
要員が法に基づいて監督検査、法執行の職責を履行する際には、インターネット情報サービス提供
者、インターネット接続サービス提供者はこれに協力すべきであり、拒否、妨害してはならない。

第二十二条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門要
員が法に基づいて監督検査、法執行の職務を履行するには、少なくとも行政法執行資格を備える要
員 2名が加わるべきであり、しかも主体的に法執行証明書を提示すべきである。

第二十三条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門の
要員は監督検査、法執行状況および処理結果を記録すべきである。監督検査記録、法執行記録は法
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執行要員によって署名され保存される。公衆は監督検査記録を閲覧する権利がある。

第二十四条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門は
情報を共有し、情報通報制度をうちたてるべきである。

第二十五条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門は
公衆摘発制度をうちたてて、社会に摘発連絡方法を公開すべきである。
いかなる単位や個人もインターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者
に本弁法に違反する行為があったことを発見したならば、それを関係部門に摘発する権利を有す
る。
インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門は摘発を受けた
らそれを記録するとともに速やかに法律に従って調査して処理すべきである。当該部門職責範囲に
属さないものについては、適時に関係部門に移管すべきである。

第五章　法律責任

第二十六条　インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関とその他の関係部門の
職員で職務を怠ったり、職権を濫用したり、私腹を肥やしたりするものがあれば、直接責任を負う
主管要員やその他の直接責任がある要員に対し、法に基づき処分が行う。

第二十七条　インターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可を取得していないかあるい
は届出手続を履行せず、勝手にインターネット情報サービスに従事する者は、電信主管部門によっ
てインターネット接続サービス提供者に接続サービスを停止するよう命じられる。違法所得がある
場合、違法所得を没収し、違法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。

第二十八条　許可を取らず、勝手に本弁法第十条の規定するインターネット情報サービスに従事
する者は、インターネット情報内容主管部門あるいは関連主管部門によって職責に基づいて関連イ
ンターネット情報サービスを停止するよう命じられる。違法所得がある場合、違法所得を没収し、
違法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。情状が重大なものは、電信主管部門によってそのイ
ンターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証を取り上げられたり、あるいは届出を取消
す。

第二十九条　インターネット接続サービス提供者で本弁法第十一条の規定する義務を履行しない
者は、インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関によって職責に基づいて警告が
与えられ期限内に善処するよう命じられる。違法所得がある場合、違法所得を没収し、違法所得の
3倍以上 5倍以下の罰金に処する。期限を超えて善処されなかったものについては、関係インター
ネット情報サービスを一時停止あるいは停止するよう命じられ、更に電信主管部門によってそのイ
ンターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証が取り上げられたりあるいは届出の取消し
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まで行われる。

第三十条　インターネット情報サービス提供者で本弁法の規定に違反し、下記の行為の一つが
あった場合は、許可を与えたかあるいは届出を受けつけた機関によって警告が与えられ、期限内に
善処するよう命じられる。期限を超えて善処されなかったものについては、それに相応した経営許
可証を取り上げたり、撤回されたりあるいは取消される。
（一）関連資料を事実のまま提供しないで許可を取たり、あるいは届出手続を行ったもの。
（二）インターネット情報サービスを提供する際に許可証番号あるいは届出番号を提示しないも
の、あるいは虚偽の番号を表示したもの。
（三）変更手続を適時に行わなかったもの。

第三十一条　インターネット情報サービス提供者が本弁法第十三条の規定に違反したら、電信主
管部門によって警告が与えられるとともに、10 万元以上 100 万元以下の罰金に処する。情状が重
大なものは、そのインターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証が取り上げられたりあ
るいは届出の取消しまで行われる。

第三十二条　インターネット情報サービス提供者で本弁法第十四条、第十五条、第十六条の規定
する義務を履行しないものは、インターネット情報内容主管部門、電信主管部門、公安機関によっ
て職責に基づいて警告が与えられ期限内に善処するようを命じられる。期限を超えて善処されな
かったものについては、関係インターネット情報サービスを一時停止あるいは停止するよう命じら
れ、更に電信主管部門によってそのインターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証が取
り上げられたりあるいは届出の取消しまで行われる。

第三十三条　インターネット接続サービス提供者が本弁法第十一条、第十四条、第十五条の規定
に違反したら、電信主管部門によって警告が与えられ、期間内に善処するよう命じられるととも
に、10 万元以上 100 万元以下の罰金に処する。情状が重大なものは、電信業務経営許可証書を取
り上げる。
インターネット接続サービス提供者が本弁法第十六条、第十九条の規定に違反したら、公安機関
によって職責に基づいて警告が与えられ、期間内に善処するよう命じられる。期間を超えても善処
しないものには、電信主管部門によって 10 万元以上 100 万元以下の罰金に処する。情状が重大な
ものは、電信業務経営許可証を取り上げる。
インターネット接続サービス提供者で本弁法第十八条の規定に違反し、違法情報を制作、複製、
発表、伝播するために故意にサービスを提供したものは、電信主管部門、公安機関によって職責に
基づいて違法活動の停止が命じられる。違法所得がある場合、電信主管部門によって違法所得を没
収し、違法所得の 3倍以上 5倍以下の罰金に処する。情状が重大なものは、電信業務経営許可証書
を取り上げる。

第三十四条　インターネット情報サービス提供者、インターネット接続サービス提供者で本弁法
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第十七条の規定に違反したものは、電信主管部門、公安機関によって職責に基づいて善処するよう
命じられ、違法所得を没収する。違法所得が 5万元以上のものには、あわせて違法所得の 3倍以上
5倍以下の罰金に処する。違法所得が 5万元に満たないかあるいは違法所得がないものは、10 万
元以上 15 万元以下の罰金に処する。情状が重大なものは、関係インターネット情報サービスを一
時停止あるいは停止するよう命じられ、電信主管部門によってそのインターネット情報サービス付
加価値電信業務経営許可証が取り上げられたりあるいは届出の取り消しまで行われる。

第三十五条　インターネット情報サービス提供者で本弁法の第十八条、第十九条の規定に違反し
たものは、インターネット情報内容主管部門、公安機関によって職責に基づいて、違法活動を停止
するよう命じられる。違法所得がある場合は、違法所得を没収し、違法所得の 3倍以上 5倍以下の
罰金に処する。あわせて電信主管部門によってそのインターネット情報サービス付加価値電信業務
経営許可証が取り上げられたりあるいは届出の取り消しまで行われる。
その他の単位や個人に対しては関連する法律法規に基づいて処罰が行われる。

第三十六条　本弁法の規定に違反し、電信主管部門によってインターネット情報サービス付加価
値電信業務営業許可証が取りあげられたりあるいは届出が取消されたりしたものは、電信主管部門
によって関連インターネット接続サービス提供者やドメイン解析サービス提供者に通知されそれに
サービスを提供することを停止する。本弁法第十条の規定するサービス項目にかかわるものについ
ては、あわせて電信主管部門によって関係部門に通知され、関係部門によってそれに相応した許可
証が取りあげられる。

第三十七条　本弁法の規定に違反し、犯罪を構成するものは、法律に基づいて、刑事責任が追究
される。

第六章　附則

第三十八条　本弁法のいうところのインターネットユーザーによって公衆に情報を発表するサー
ビスを提供することとは、インターネットユーザーに情報発表条件を提供するサービスであり、通
常のいうところの論壇、ブログ、マイクロブログなどを含むものを指す。

第三十九条　本弁法施行前にすでにインターネットユーザーによって公衆に情報を発表するサー
ビスを提供していたりあるいはインターネット情報検索サービスを提供していることに従事してい
るものは、本弁法の規定に基づいて許可手続を行うべきである。そのうち、本弁法の規定する条件
を完全には備えていないものは、本弁法施行の日より 6ヶ月以内に本弁法の規定する条件を実現す
べきである；期限を超えて本弁法の規定する条件を実現しないものは、インターネット情報内容主
管部門によって取り締まられる。

第四十条　本弁法はX年 X月 X日より施行する。2000 年 9 月 25 日国務院により公布された



236 Journalism & Media  No.9  March  2016

「インターネット情報サービス管理弁法」は同時に廃止する。

翻訳者　张惠娴（整理），常珈铭，邢佳

資料 5　「三つの十条」

（1）「インスタントメッセージングツール公衆情報サービス発展管理暫定規定」（「即时通信工具
公众信息服务发展管理暂行规定」）2014 年 8 月 1 日に公布施行

即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定

第一条　为进一步推动即时通信工具公众信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合

法权益，维护国家安全和公共利益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决

定》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、《最高人民法院最高人民检察院

关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》、《互联网信息服务管理办法》、

《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规，制定本规定。

第二条　在中华人民共和国境内从事即时通信工具公众信息服务，适用本规定。

本规定所称即时通信工具，是指基于互联网面向终端使用者提供即时信息交流服务的应用。本规定

所称公众信息服务，是指通过即时通信工具的公众账号及其他形式向公众发布信息的活动。

第三条　国家互联网信息办公室负责统筹协调指导即时通信工具公众信息服务发展管理工作，省级

互联网信息内容主管部门负责本行政区域的相关工作。

互联网行业组织应当积极发挥作用，加强行业自律，推动行业信用评价体系建设，促进行业健康有

序发展。

第四条　即时通信工具服务提供者应当取得法律法规规定的相关资质。即时通信工具服务提供者从

事公众信息服务活动，应当取得互联网新闻信息服务资质。

第五条　即时通信工具服务提供者应当落实安全管理责任，建立健全各项制度，配备与服务规模相

适应的专业人员，保护用户信息及公民个人隐私，自觉接受社会监督，及时处理公众举报的违法和不

良信息。

第六条　即时通信工具服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求即时通信工具服

务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。

即时通信工具服务使用者注册账号时，应当与即时通信工具服务提供者签订协议，承诺遵守法律法

规、社会主义制度、国家利益、公民合法权益、公共秩序、社会道德风尚和信息真实性等“七条底
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线”。

第七条　即时通信工具服务使用者为从事公众信息服务活动开设公众账号，应当经即时通信工具服

务提供者审核，由即时通信工具服务提供者向互联网信息内容主管部门分类备案。

新闻单位、新闻网站开设的公众账号可以发布、转载时政类新闻，取得互联网新闻信息服务资质的

非新闻单位开设的公众账号可以转载时政类新闻。其他公众账号未经批准不得发布、转载时政类新闻。

即时通信工具服务提供者应当对可以发布或转载时政类新闻的公众账号加注标识。

鼓励各级党政机关、企事业单位和各人民团体开设公众账号，服务经济社会发展，满足公众需求。

第八条　即时通信工具服务使用者从事公众信息服务活动，应当遵守相关法律法规。

对违反协议约定的即时通信工具服务使用者，即时通信工具服务提供者应当视情节采取警示、限制

发布、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存有关记录，履行向有关主管部门报告义务。

第九条　对违反本规定的行为，由有关部门依照相关法律法规处理。

第十条　本规定自公布之日起施行。

（2）「インターネットユーザーアカウント名称管理規定」（「互联网用户账号名称管理规定」）
2015 年 2 月 4 日公布・3月 1日施行、

互联网用户账号名称管理规定

第一条　为加强对互联网用户账号名称的管理，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《国

务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》和有关法律、行政法规，

制定本规定。

第二条　在中华人民共和国境内注册、使用和管理互联网用户账号名称，适用本规定。

本规定所称互联网用户账号名称，是指机构或个人在博客、微博客、即时通信工具、论坛、贴吧、

跟帖评论等互联网信息服务中注册或使用的账号名称。

第三条　国家互联网信息办公室负责对全国互联网用户账号名称的注册、使用实施监督管理，各

省、自治区、直辖市互联网信息内容主管部门负责对本行政区域内互联网用户账号名称的注册、使用

实施监督管理。

第四条　互联网信息服务提供者应当落实安全管理责任，完善用户服务协议，明示互联网信息服务

使用者在账号名称、头像和简介等注册信息中不得出现违法和不良信息，配备与服务规模相适应的专

业人员，对互联网用户提交的账号名称、头像和简介等注册信息进行审核，对含有违法和不良信息
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的，不予注册；保护用户信息及公民个人隐私，自觉接受社会监督，及时处理公众举报的账号名称、

头像和简介等注册信息中的违法和不良信息。

第五条　互联网信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求互联网信息服务使

用者通过真实身份信息认证后注册账号。

互联网信息服务使用者注册账号时，应当与互联网信息服务提供者签订协议，承诺遵守法律法规、

社会主义制度、国家利益、公民合法权益、公共秩序、社会道德风尚和信息真实性等七条底线。

第六条　任何机构或个人注册和使用的互联网用户账号名称，不得有下列情形：

（一）违反宪法或法律法规规定的；

（二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（三）损害国家荣誉和利益的，损害公共利益的；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（九）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

第七条　互联网信息服务使用者以虚假信息骗取账号名称注册，或其账号头像、简介等注册信息存

在违法和不良信息的，互联网信息服务提供者应当采取通知限期改正、暂停使用、注销登记等措施。

第八条　对冒用、关联机构或社会名人注册账号名称的，互联网信息服务提供者应当注销其账号，

并向互联网信息内容主管部门报告。

第九条　对违反本规定的行为，由有关部门依照相关法律规定处理。

第十条　本规定自 2015 年 3 月 1 日施行。

（3）「インターネットニュース情報サービス単位インタビュー活動規定」（「互联网新闻信息服务

单位约谈工作规定」）2015 年 4 月 28 日公布・6月 1日施行、

互联网新闻信息服务单位约谈工作规定

2015-06-03　15:09:43　　来源：中国网信网

第一条　为了进一步推进依法治网，促进互联网新闻信息服务单位依法办网、文明办网，规范互联
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网新闻信息服务，保护公民、法人和其他组织的合法权益，营造清朗网络空间，根据《互联网信息服

务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》和《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联

网信息内容管理工作的通知》，制定本规定。

第二条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室建立互联网新闻信息服务单位约谈制度。

本规定所称约谈，是指国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室在互联网新闻信息服务单位

发生严重违法违规情形时，约见其相关负责人，进行警示谈话、指出问题、责令整改纠正的行政行为。

第三条　地方互联网信息办公室负责对本行政区域内的互联网新闻信息服务单位实施约谈，约谈情

况应当及时向国家互联网信息办公室报告。

对存在重大违法情形的互联网新闻信息服务单位，由国家互联网信息办公室单独或联合属地互联网

信息办公室实施约谈。

第四条　互联网新闻信息服务单位有下列情形之一的，国家互联网信息办公室、地方互联网信息办

公室可对其主要负责人、总编辑等进行约谈：

（一）未及时处理公民、法人和其他组织关于互联网新闻信息服务的投诉、举报情节严重的；

（二）通过采编、发布、转载、删除新闻信息等谋取不正当利益的；

（三）违反互联网用户账号名称注册、使用、管理相关规定情节严重的；

（四）未及时处置违法信息情节严重的；

（五）未及时落实监管措施情节严重的；

（六）内容管理和网络安全制度不健全、不落实的；

（七）网站日常考核中问题突出的；

（八）年检中问题突出的；

（九）其他违反相关法律法规规定需要约谈的情形。

第五条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室对互联网新闻信息服务单位实施约谈，应

当提前告知约谈事由，并约定时间、地点和参加人员等。

国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室实施约谈时，应当由两名以上执法人员参加，主动

出示证件，并记录约谈情况。

第六条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室通过约谈，及时指出互联网新闻信息服务

单位存在的问题，并提出整改要求。

互联网新闻信息服务单位应当及时落实整改要求，依法提供互联网新闻信息服务。

第七条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室应当加强对互联网新闻信息服务单位的监

督检查，并对其整改情况进行综合评估，综合评估可以委托第三方开展。

互联网新闻信息服务单位未按要求整改，或经综合评估未达到整改要求的，将依照《互联网信息服

务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》的有关规定给予警告、罚款、责令停业整顿、吊销许
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可证等处罚；互联网新闻信息服务单位被多次约谈仍然存在违法行为的，依法从重处罚。

第八条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室可将与互联网新闻信息服务单位的约谈情

况向社会公开。

约谈情况记入互联网新闻信息服务单位日常考核和年检档案。

第九条　国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室履行约谈职责时，互联网新闻信息服务单

位应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

第十条　本规定由国家互联网信息办公室



メディア・レポート

戦後 70 年談話をめぐる新聞論調の一断面

赤 尾　光 史*

はじめに
2015 年 8 月 14 日夕刻の閣議決定を経て、直後の会見で発表された「戦後 70 年安倍晋三首相談
話」（談話の日付は 8月 15 日。以下「70 年談話」または「戦後 70 年談話」と表記）は 25 分、文
字にして 3400 字にも及ぶ長いものとなった。戦後 50 年の村山富市首相談話（以下、村山談話）、
戦後 60 年の小泉純一郎首相談話（以下、小泉談話）がともに 1200 字ほどだったことに比べて、異
例の長さというべきだろう。表現の詳細な吟味以前に、談話発表に対する安倍首相の能動的姿勢が
ともかくも目につく一コマであった。
予定される 70 年談話の内容については、かねてから各層各分野の関心を集めてきた。むろん新
聞メディアも例外ではない。その関心の中核は、村山談話が「植民地支配と侵略によって、多くの
国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。（略）ここにあらため
て痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします」とした歴史認識とそれにか
かわる意思（ここでは認識と意思を「歴史観」としておく）を安倍首相の 70 年談話が継承するの
か否か、継承するとすればどのような文脈でどう表現するのか、という問題である。
安倍政権に対しては、特定秘密保護法の成立、閣議決定による集団的自衛権の容認、安全保障関
連諸法の整備等々で露わになった強引かつ国家主義的な政治運営に強く反発し、平和国家としての
存続を危惧する声がある。近隣に目を向ければ、日中関係や日韓関係は混迷を深めるばかりで一向
に出口が見えない。そのような環境下で、日本近代化の過程に通底した帝国主義的行動原理をどの
ようなものととらえ、その原理に基づいて展開された種々の戦争および戦争関連行為をどう総括す
るのか、という問いに対して最高政治権力者が披瀝するいわば歴史観である。歴史の記録者ともい
われる新聞メディアがこれに関心を持つのは当然といわなければならない。
事実、早くから折々に 70 年談話関連の記事および社説を掲載してきていた新聞各紙は、談話発
表翌日の 2015 年 8 月 15 日付で社説はもとより多様な角度から事象を伝え、問題を分析して浮き彫
りにする記事に多くの紙面を割いた。それらを一読して看取できるのは、70 年談話問題に対応す
る新聞ジャーナリズムが二つの方向に際立った分かれ方を見せていることである。本稿では、その
具体事例として朝日新聞と読売新聞の 2紙を取り上げ、主に社説によってそれぞれの方向の違いを
記述する。
このところ重大な政治イッシュー、例えば前記した特定秘密保護法問題、集団的自衛権の閣議決
定問題、あるいは安全保障法制などをめぐる新聞各社のスタンスには、一方に政権寄りと評される
主張の社があり、一方には反対の社があるという、かなり明瞭な図式的傾向が見られる。周知のよ
うに前者の代表的存在は発行部数日本最大の読売新聞であり、後者がそれに次ぐ発行部数の朝日新

*あかお　みつし　ジャーナリズム研究者
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聞である。70 年談話は安倍首相ないしは安倍内閣の歴史観の表出であるが、その歴史観を論ずる
新聞の社説には当然ながら新聞社自身の固有な歴史観が表出される。ある歴史観に対する批評は、
批評者自身の持つ歴史観との照合によってのみ成立するからである。いうまでもなく、いかに大き
な影響力を持つ朝日と読売であっても、その 2紙のみをもって新聞ジャーナリズムの全般状況を語
るわけにはいかない。したがって、本稿は両紙の 70 年談話に対するスタンスの違い、あるいは歴
史観の違いを検証して確認するにとどめ、個々の社説を含めた報道現象についての論評は極力控え
ることにする。
なお新聞メディアの歴史観は、それぞれの社で生起した具体的な事実あるいは事態を契機として
形成され醸成されるものと筆者は考えるが、それについては本稿で論及しない。

1．「70 年談話」に至る経緯
2013 年 12 月の特定秘密保護法成立に続いて 14 年 7 月には集団的自衛権が閣議決定によって容
認され、15 年 9 月にはいわゆる安全保障関連法の整備と、戦後体制の根底を揺るがすきわめて重
要な動きが続く。この動きの中で 15 年 8 月 14 日、安倍晋三内閣が 70 年談話を閣議決定し、閣議
後の記者会見で内容を発表した。これに至る経緯を、微細にわたることを承知で記しておこう。

 2013 年 4 月 22 日  参議院予算委員会で安倍首相が「安倍内閣として、村山談話をそのまま
継承しているわけではない」と発言。

 2014 年 7 月 8 日  オーストラリア議会で安倍首相が演説し、「戦後を、それ以前の時代に
対する痛切な反省とともに始めた」と発言。

 2015 年 1 月 25 日  NHK の番組に安倍首相が出演し、「今までのスタイルそのまま下敷き
として書くことになれば、今まで使った言葉を使わなかった、新しい言
葉が入ったという、こまごまとした議論になっていく」と発言。

 1 月 29 日  衆議院予算委員会で安倍首相が「村山談話、小泉談話については閣議決
定されているものであり、我々は全体として受け継いでいる」と発言。

 2 月 25 日  安倍首相の私的諮問機関「20 世紀を振り返り、21 世紀の国際秩序の在
り方に関する検討に資するための有識者懇談会」（西室泰三日本郵政株
式会社社長を座長とする 16 人で構成。以下、「有識者懇談会」）の第 1
回会合で安倍首相が「先の大戦への反省、戦後 70 年の平和国家として
の歩み、その上にこれからの 80 年、90 年、100 年がある」とあいさつ。

 4 月 20 日  安倍首相が BS フジの番組で「（村山談話と小泉談話の歴史認識を）引
き継いでいくと言っている以上、もう一度書く必要はない」と述べ、
「植民地支配」「侵略」「おわび」などの言葉は談話に盛り込まない意向
を示唆。

 4 月 22 日  ジャカルタで開かれたアジア =アフリカ会議 60 周年記念首脳会議で安
倍首相が演説し、侵略行為をしないことなどを定めた平和十原則に言及
して「この原則を、日本は先の大戦の深い反省とともに、いかなる時で
も守り抜く国であろうと誓った」と述べる。
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 4 月 29 日  米国上下両院合同会議で安倍首相が演説し、「自らの行いが、アジア諸
国民に苦しみを与えた事実から目を背けてはならない。これらの点につ
いての思いは、歴代総理と全く変わるものではありません」と述べる
（日付は米国東部時間）。

 6 月 24 日  菅義偉官房長官が記者会見で、70 年談話の閣議決定見送りを検討して
いると認める。

 6 月 30 日  有識者懇談会座長代理の北岡伸一・国際大学学長が BS フジの番組で、
「重要なのは歴史を直視すること」とし、侵略と植民地支配について
「なぜこういう誤りを犯したかを率直に反省することが大事」と述べ
る。また、「おわび」については「今の日本人はほとんど戦後生まれで、
かえって反中、反韓感情を高める」と批判的見解を示す。

 7 月 17 日  国際政治学者、法学者、歴史家など 74 人が連名で、従来の談話に含ま
れていた言葉の継承を求める声明を発表（代表は、大沼保昭・明治大特
任教授、三谷太一郎・東京大名誉教授）。

 8 月 6 日  有識者懇談会が報告書を発表。報告書は、「20 世紀の教訓」「戦後日本
の歩み」「欧米やアジアとの和解」「21 世紀のビジョン」の 4分野で構
成。日本のアジア諸国への侵略および植民地支配に関しては「日本は
『満州事変』（31 年）以後、大陸への侵略を拡大し」と書き、植民地政
策については「民族自決の体制に逆行し、特に 30 年代後半から植民地
支配が過酷化した」とする認識を示す。

 8 月 14 日 70 年談話を閣議決定。夕刻の記者会見で、安倍首相が談話内容を発表。

経緯はおおむね以上のとおりである。70 年談話の内容に関する両紙の論調は別項に記すが、そ
の前に談話の前触れともいうべき事項について短く触れておく。2015 年 4 月 29 日（米国東部時
間）の米国上下両院合同会議における「希望の同盟へ」と題した安倍首相演説についてである。朝
日はこの演説を 5月 1 日付社説で「歴史認識であつれきを生まないためのレトリックが目につい
た。戦後 70 年談話は、それでは通るまい」と批判的に論じ、読売は同日付社説で「米議会では、
好意的な反応や前向きの評価が大勢を占めた。（略）多くの米国人の心の琴線に触れるような演説
内容と、考え抜かれた表現が奏功した」と高評価を示している。
朝日が、演説の「自らの行いが、アジア諸国民に苦しみを与えた事実から目をそむけてはならな
い。これらの点についての思いは、歴代総理と全く変わるものではありません」とした部分につい
て、「『アジア諸国民に苦しみを与えた事実』とは何か、それに首相がどんな思いを抱いているのか
は、この演説からは伝わってこなかった」と指摘していることも記しておこう。

2．70 年談話発表以前の両紙の論調
2012 年の第二次安倍政権誕生後、首相は 2015 年にかつての村山談話、小泉談話のような戦後
70 年談話を出す意向を、折に触れて表明してきた。新聞もその予定される談話内容に強い関心を
持ったのは既述のとおりである。第一次政権における教育基本法改正、国民投票法制定、第二次政
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権の特定秘密保護法制定、閣議決定による集団的自衛権容認、安全保障関連法の整備などの過程で
は強引な政治手法を展開し、さらに「積極的平和主義」や「戦後レジームからの脱却」など、一種
のスローガンを掲げながら安倍首相が戦後 70 年をどう総括し、将来をどう展望するのかは、新聞
ジャーナリズムにとってもきわめて重要な問題だからである。
2015 年に入って、朝日、読売両紙とも 70 年談話に関連する社説を折々掲載するようになった。
談話発表の 8月 14 日以前に掲載された両紙の関連社説の日付、タイトル、簡単な内容を次に掲出
しておく。

＜朝日新聞＞
 2015 年 2 月 26 日 「戦後 70 年談話　未来を語るのならば」
   前日開催の有識者懇談会第 1回会合を取り上げ、「植民地支配や侵略と

いったキーワードを村山談話もろとも棚上げにしてしまうのが新談話の
目的ならば、出すべきではない」

 4 月 23 日 「70 年談話へ　未来の土台を崩すな」
   アジア =アフリカ会議 60 周年首脳会議における安倍首相の演説に言及

し、「首相はごまかしのない態度で過去に向き合う必要がある。『植民地
支配と侵略』『おわび』を避けては通れない」

 5 月 1 日 「首相の演説　痛みに寄り添う言葉を」
   米国上下両院合同会議における安倍首相の演説内容に触れ、「歴史認識

であつれきを生まないためのレトリックが目についた。戦後 70 年談話
は、それでは通るまい」

 6 月 25 日 「戦後 70 年談話　いっそ取りやめては」
   安倍首相が談話は閣議決定しない意向であることを受け、「（閣議決定し

ないことは）これまでの談話の内容に縛られず自分の意見を述べる一方
で、国内外からの批判をかわす狙いがあるとするならば、政府の最高責
任者として姑息（こそく）の感は否めない。そんなことならば、いっそ
のこと談話を出すのは取りやめてはどうか」

 8 月 7 日 「戦後 70 年談話　和解へのメッセージを」
   有識者懇談会の報告書発表を機に、「報告書は、首相が有識者らに求め

た意見をまとめたものだ。安倍談話の草稿ではないが、戦争の経緯につ
いてはおおむね妥当な内容と言える」「首相は『侵略の定義は定まって
いない』として、こうした歴史認識を修正するような姿勢を見せてき
た。その首相の私的懇談会が、侵略だとはっきり書いた」

＜読売新聞＞
 2015 年 1 月 27 日 「通常国会召集　『改革断行』に値する論戦を」　
   通常国会召集を機とする社説だが、予定される安倍首相の 70 年談話に

も言及し「首相が、過去の植民地支配や侵略に対する反省やお詫（わ）
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びなど、戦後 50 年の村山談話の表現にこだわらないと取れる考えを示
したのには疑問が残る」「歴代内閣の歴史認識を基本的に踏襲しないと、
国際社会に誤ったメッセージを送ることにもなろう」

 2 月 19 日 「戦後 70 年談話　平和貢献の決意を発信したい」
   日本が政府開発援助（ODA）や国連平和維持活動（PKO）などを通じ

た国際社会への貢献が高い評価を得ているとし、70 年談話には、「（地
域紛争、国際テロと大量破壊兵器の拡散、貧困、環境破壊などに対し
て）日本が今後、『積極的平和主義』に基づき、こうした課題に、より
能動的に取り組む姿勢を打ち出すべきだろう」

 2 月 26 日 「戦後 70 年懇談会　21 世紀の世界を構想したい」
   有識者懇談会の初会合を機に、「戦後 70 年の日本の歩みを踏まえ、未来

志向のメッセージの発信に向けた議論を期待したい」「未来志向の談話
の前提として、戦前・戦中への反省と戦後の歩みをきちんと踏まえるの
は、国際社会の理解を得るうえで重要だ」

 4 月 22 日 「戦後 70 年談話　首相は『侵略』を避けたいのか」
   安倍首相が BS 番組で、「侵略」や「おわび」などの言葉を談話に盛り

込むことに否定的な考えを示した事実に関連し、「安倍首相には、10 年
ごとの節目を迎える度に侵略などへの謝罪を繰り返すパターンを、そろ
そろ脱却したい気持ちがあるのだろう。その問題意識は理解できる」
「戦後日本が侵略の非を認めたところから出発した、という歴史認識を
抜きにして、この 70 年を総括することはできまい」「少なくとも 1931
年の満州事変以降の旧日本軍の行動が侵略だったことは否定できない」
「政治は自己満足の産物であってはならない」

 4 月 23 日 「バンドン演説　首相 70 年談話にどうつなげる」
   ジャカルタで開かれたアジア =アフリカ会議（バンドン会議）60 周年

記念首脳会議における安倍首相の演説が、先の大戦については「深い反
省」を示すにとどまったことに触れ、「安倍首相は今夏、戦後 70 年談話
を発表する。日本が過去の反省を踏まえ、世界の平和と繁栄にどんな役
割を担うのか。談話では『深い反省』の中身が問われよう」

 5 月 1 日 「首相米議会演説　『希望の同盟』へ問われる行動」
   米国議会の上下両院合同会議における安倍首相の演説について、「米議

会では、好意的な反応や前向きの評価が大勢を占めた」としながらも、
「今回は、米議会での演説のうえ、日米関係が主要テーマだったためか、
首相は『侵略』や『お詫（わ）び』には言及しなかった。しかし、今夏
に発表される予定の戦後 70 年談話では、安倍首相の歴史観そのものが
問われる。『侵略の定義は定まっていない』という立場のままでいいの
か」

 8 月 7 日 「70 年談話懇報告　首相も『侵略』を明確に認めよ」
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   有識者懇談会報告書の発表を受けて、「日本が 1931 年の満州事変以来、
大陸への『侵略』を拡大したと認定した。的を射た歴史認識といえる」
「談話に『侵略』と書かなければ、首相は侵略の事実を認めたくないと
みられても仕方がない。それにより、日本の行動に疑念が持たれたり、
対日信頼感が揺らいだりすれば、国益を損なう」「首相は未来志向の談
話を目指したい、と述べている。しかし、過去をきちんと総括した上で
こそ、国際貢献も、積極的平和主義も評価されることを銘記すべきだ」

朝日、読売両紙の戦後 70 年安倍首相談話発表以前の関連社説は以上である。朝日の 70 年談話問
題に対するスタンスはきわめて明確といっていいだろう。村山談話は、①遠くない過去の一時期、
国策を誤り、戦争への道を選んで「植民地支配」と「侵略」を行い、とりわけアジア諸国の人々に
対して多大の損害と苦痛を与えた、②その歴史の事実を謙虚に受け止めて「痛切な反省」の意を表
し、「心からのおわび」の気持ちを表明する、という認識と意思が根幹だった。朝日はこの村山談
話を評価し、安倍首相が戦後 70 年談話を出すのであれば、それは村山談話を受け継ぐものでなけ
ればならず、「植民地支配」「侵略」「おわび」などの言葉を棚上げにするようなら出すべきではな
い、という主張で一貫している。
一方の読売は、安倍内閣の「積極的平和主義」を評価しながら、過去を総括したうえでこその

「積極的平和主義」であるとくぎを刺す。その過去の総括の中身については、満州事変以降の日本
軍の行動が「侵略」であったと認識することに前提を置き、「戦後日本が侵略の非を認めたところ
から出発したという歴史認識」を抜きにして 70 年を総括することはできないとした。さらに、「歴
代内閣の歴史認識を基本的に踏襲しなければ、国際社会に誤ったメッセージを送ることにもなろ
う」と述べ、「侵略」という言葉の使用に逡巡する安倍首相の姿勢に批判的な議論も展開している。
70 年談話発表以前に朝日と読売両紙の掲載した 6～ 7回の社説の論調を要約すれば、朝日は 70
年談話に「植民地支配と侵略」という認識と「おわび」という意思を盛り込みながら村山談話を継
承することを求め、読売は謝罪はともかくとして「歴代内閣の歴史認識の踏襲」および「戦前・戦
中への反省」を前提にした戦後の歩みへの言及を求めた、ということになるだろう。
前記したように、両紙の 70 年談話に対する要求の基準は、両紙の持つ歴史観にほかならない。
その歴史観は、少なくとも事実の基本部分のとらえ方、すなわち先の戦争が「侵略」であったとす
る認識において、両紙間に多少のニュアンスのズレはあるとしても大きな違いはないが、発表され
た 70 年談話そのものに対する両紙の 8月 15 日付社説の方向性になると、次項に記すように大きな
違いが見られる。

3．70 年談話と朝日、読売の紙面構成および論調
（1）　70 年談話の内容
2015 年 8 月 14 日、安倍内閣が 70 年談話を閣議決定し、その内容を首相が閣議後の会見で発表
した。ここに至る経緯で、既述のとおり首相が閣議決定を経ない形式の談話を検討していると報じ
られたこともあったが、大方の批判を浴びたためか結局村山談話や小泉談話と同様の閣議決定を経
た発表となった。
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談話内容の重要と思われる部分を次にまとめておこう。
・日露戦争は、植民地支配のもとにあった多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけた。
・日本は、満州事変、国際連盟からの脱退によって新しい国際秩序への挑戦者になった。
・国際紛争解決手段としての事変、侵略、戦争は今後用いてはならない。植民地支配から永遠に
決別する。

・先の大戦における行為に「痛切な反省」と「「心からのおわび」を表明してきた歴代内閣の立
場は今後も揺るぎない。

・私たちの子や孫、その先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない。
・敵として戦った米国、豪州、欧州諸国をはじめ、多くの国々から戦後善意と支援の手が差しの
べられたことを、私たちは未来へと語り継いでいかなければならない。

・日本は「積極的平和主義」の旗を掲げ、世界の平和と繁栄に貢献していく。

およそ以上である。関心を集めていた言葉の取り扱い、すなわち村山談話、小泉談話で使われた
「侵略」「植民地支配」「痛切な反省」「心からのおわび」などの言葉も盛り込まれてはいるが、談話
に対する朝日、読売両紙の評価は以下のとおり対照的である。

（2）　8月 15 日付朝日、読売両紙の紙面構成
翌 8 月 15 日付の朝日、読売両紙の紙面は 70 年談話関連の記事で横溢した。朝日は、一面に

「『侵略』『おわび』言及」の見出しを付した本記と、大野博人論説主幹署名による「政治は歴史を
変えられない」というタイトルの論説を掲載してほぼ埋めたほか、他の社説面を含む 8個面で関連
記事を扱っている。読売の一面は、「首相『反省とおわび』継承」を見出しとする本記と田中隆之
政治部長署名の「謝罪の歴史　区切りを」とした記事で構成し、その他の談話関連記事に 9個面を
割いた。談話全文とその英訳を掲載していることは、両紙に共通する。
朝日・読売両紙の紙面構成に大きな差異はないが、談話の内容評価には方向性の違いがかなり明
瞭に表れた。詳細に内容を記述する紙幅はないが、両紙の記事の見出しをいくつか拾うと次のとお
りである。

＜朝日新聞＞
・「『侵略』『おわび』」言及　戦後 70 年安倍談話　閣議決定　引用・間接表現目立つ」「座標軸　
政治は歴史を変えられない」（一面）

・「おわび　最後は踏襲　首相、周囲の進言に配慮」「談話の継承とはほど遠い　三谷太一郎・東
大名誉教授に聞く」（二面）
・「主語『私は』使わず　『侵略』の主体読み取れず」「子や孫に謝罪の宿命背負わせられぬ　『ひ
と区切り』こだわり」（三面）
・「『大戦への悔悟と不戦の誓い』　『おわび　自らの言葉ではない』　安倍談話各党反応」
　「村山元首相　談話『引き継がれた印象ない』」（四面）
・「安倍談話　私はこう思う　まるでひとごと◆聞こえ良いが　平和国家訴えた◆バランスある」
（三十四面）
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＜読売新聞＞
・「首相『反省とおわび』継承　戦後 70 年談話発表　『侵略』『植民地』も言及」「謝罪の歴史　
区切りを」（一面）
・「新たに『悔悟』を明記　村山・小泉談話は踏襲」（二面）
・「首相国民合意に腐心　70 年談話　異例の長さ周到準備　侵略明確に認める」（三面）
・「70 年談話　首相、独自色抑える　公明や支持率に配慮か　与野党から評価　民主は説明要求
へ」（四面）

・「豪や台湾は好意的　70 年談話　海外から反応様々」（七面）
・「歴代首相の歴史認識　中曽根氏『侵略』認める　田中氏日中共同声明で『深く反省』海部氏
日韓首脳会談『おわび』言及」「村山談話『50 年のけじめ』　小泉談話　中韓と関係改善」「安
倍氏　未来志向で一貫」（九面）

以上の記事見出しの羅列からうかがえるのは、70 年談話に対する両紙の論題と全体的評価の違
いである。朝日紙面からは、70 年談話の中に「侵略」や「おわび」の文言が盛り込まれてはいる
ものの全体に引用や間接表現が多く、首相自身の歴史認識が首相自身の言葉で語られていないこと
に批判的な姿勢を示す紙面づくり、という印象を受ける。
一方、読売は前記のとおり 8月 7 日付の社説で「侵略」の文言使用に逡巡する安倍首相に対し、

満州事変以降の日本軍の行動が「侵略」であったと認め、「過去をきちんと総括」するよう求め
た。それもあってか紙面からは、談話に「侵略」も「植民地支配」も盛り込まれたことを高く評価
するニュアンスと、村山談話、小泉談話が踏襲されたとする同紙の認識を感得することができる。
両紙のスタンスの違いは、次項で記述するように社説ではさらに際立った。

（3）　8月 15 日付朝日、読売両紙の社説
＜朝日新聞＞
朝日は「戦後 70 年談話　何のために出したのか」とする主見出しに「『村山』以前に後退」「目

を疑う迷走ぶり」「政治の本末転倒」とする小見出しを据え、冒頭部分には「安倍首相の談話は、
戦後 70 年の歴史総括として、極めて不十分な内容だった」とする一文を挿入して、談話全般を否
定的にとらえる見方を示した。内容の概略は次のとおりである。
・侵略、植民地支配は言葉として盛り込まれているが主語がだれなのかぼかされており、反省や
おわびについては歴代内閣が表明したとして（間接的に）触れているに過ぎない。

・事変、侵略、戦争、いかなる武力の威嚇や行使も「二度と用いてはならない」とした部分は、
村山談話から明らかに後退している。

・国民の中には、いつまでわび続けるのかという感情があるが、中国、韓国には謝罪を求め続け
る理由がある。

・談話は「未来志向」を強調するが、そのためには過去のけじめが不可欠であって、その最たる
ものが靖国神社と戦没者追悼の問題である。首相が靖国神社に参拝すれば問題はたちまち再燃
するが、解決策を見いだす政治の動きは乏しい。
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・出す必要のない談話に労力を費やす一方で、解決が急がれる慰安婦問題、拉致問題、北方領土
問題等々は未解決のまま足踏みが続く。

＜読売新聞＞
読売は「歴史の教訓胸に未来を拓こう　反省とお詫びの気持ち示した」という主見出しを付し、
本文を「先の大戦への反省を踏まえつつ、新たな日本の針路を明確にしたと前向きに評価できよ
う」と書き始める、談話への賛辞と同調が目立つものであった。要点は次のとおり。
・首相が「侵略」を明確に認めたのは重要で、これは村山談話、小泉談話の見解を引き継ぐもの
だ。満州事変以後の旧日本軍の行動は、侵略そのものである。

・「侵略」の客観的事実を認めるのは自虐史観ではない。むしろ国際社会の信頼を高め、「歴史修
正主義」という一部の疑念を晴らすことにもなろう。

・国内外の犠牲者に「深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠をささげる」
とした談話は、村山談話などの「お詫（わ）び」に相当する表現で、首相の真剣な気持ちが十
分に伝わる。

・戦後日本に手を差し伸べた欧米や中国などに対する感謝の念を表明したことは妥当だ。
・戦時下に多くの女性の尊厳や名誉が傷つけられた過去を「この胸に刻み続ける」との表現は、
慰安婦を念頭に置いたもので、韓国への配慮だ。

・談話は、戦争にかかわりのない後の世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」と強
調した。子々孫々にまで謝罪行為を強いられないようにすることが大切だ。

・「積極的平和主義」によって世界の平和と繁栄に貢献する日本の姿勢は、欧米や東南アジア諸
国から幅広く支持されている。

上に見るように、朝日の「戦後 70 年談話　何のために出したのか」とする社説の眼目は、70 年
談話中に安倍首相が盛り込んだ「侵略」「植民地支配」という言葉には主体が明示されていないと
して村山談話からの後退と断じ、「戦後 70 年の歴史総括として、極めて不十分」と否定的に評価し
たことを第一に挙げなければならない。第二の眼目は、「未来志向」とは過去のけじめが不可欠の
前提であるにもかかわらず、そのけじめの重要課題である靖国神社、戦没者追悼問題などは未解決
であると指摘したことだろう。
これに対して読売の「歴史の教訓胸に未来を拓こう」は、まず談話で首相が「侵略」を認めたこ
とを評価してこれを村山談話、小泉談話を継承するものとし、併せて戦時における国内外の犠牲者
に対する痛惜の念と哀悼の意を、村山談話に相当する表現と解釈して談話への賛意を示している。
そのうえで、談話と同様に子々孫々まで謝罪行為を強いられないようにすることが大切と主張し、
さらに首相の「積極的平和主義」が欧米や東南アジアで幅広く支持されていることを評価した。全
体として、談話への好意が明らかに看取される内容であった。
以上のように、両紙の方向性は明瞭に異なる。繰り返しになるが、その方向性の相違とは、それ
ぞれが内部で形成、醸成してきた歴史観の相違にほかならない。
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ま　と　め
新聞メディアの歴史観は、あらゆる客観的事象の解釈と叙述に関係する。その意味で、歴史観は
ジャーナリズム活動の根元を形成する重要な概念である。かつて長谷川如是閑は新聞と歴史の関係
について、歴史家と異なり新聞が歴史に相対してとる態度は無意識ではなく意識的なものである
が、それは新聞が内包する対立意識によるものであり、新聞倫理に反するわけではない、と書い
た。
（1）
一つの客観的事実が多様な新聞メディアの多様な歴史観によって多様に叙述される環境は、活

力ある新聞ジャーナリズムに必須の要件である。周知のように、新聞を含めた活字メディアを直接
に規律する法規（明治憲法下の出版法や新聞紙法など）はいま存在しない以上、新聞メディアがそ
れぞれの歴史観に基づいて内部的な編集方針を定め、その枠組みでジャーナリズム活動や論評活動
を展開するのは、まったくその新聞メディアの自由なのであって、いかなる勢力からの制約も受け
ることはない。事象の叙述内容を律するものがあるとすれば、それは外部に存在する何かではなく
新聞メディアそれぞれに固有の歴史観のみでなければならない。
本稿では、主として 2015 年 8 月 15 日付で発表された戦後 70 年安倍首相談話に関連する朝日新
聞と読売新聞の社説を取り上げ、その内容の相違を記述対象とした。両紙が論評の対象として問う
たのはむろん 70 年談話そのもの、すなわち安倍首相さらには安倍内閣の歴史観であるが、問われ
たのは首相談話ばかりではない。談話を論評の対象とすることによって、同時に朝日、読売両紙に
固有の歴史観もまた公の論評対象となった。70 年談話を一方は全体に非といい一方が是としたの
は、如是閑流にいえば、両紙の読者群の対立意識が談話をめぐる新聞メディア自身の歴史観として
表出された結果である。
表現の自由空間への外部的圧力の強まり、あるいはメディア内部の自主規制の広がりを懸念する
声の聞こえる昨今だが、両紙が方向性の違いを明確に見せた 70 年談話への対応は、多様な表現の
確保という観点でとらえればまだしも好ましいことには違いない。もちろん、ジャーナリズムの要
諦は権力批判にありとする当為論からの読売批判はあり得るだろう。ただ、それはジャーナリズム
論の領域に属する事柄であって、本稿とは別論である。
安倍首相は、70 年談話で満州事変に言及し、読売も社説で事変以降の日本軍による侵略行為に

触れた。これに関連することを付言しておきたい。満州事変翌年の 1932 年 10 月 1 日、満州国建国
を否認するリットン調査団報告書が日本政府に通達された。そのおよそ 2か月半後の 12 月 19 日付
で、東京朝日、大阪朝日、読売を含む全国 132 の新聞社がまさに同一方向を向き、連名で「満州の
政治的安定は、極東の平和を維持する絶対の条件である。而して満州国の独立と其健全なる発達と
は、同地域を安定せしむる唯一最善の途である」という書き出しの、満州国建国を支持する共同宣
言を出した。

（2）
以降の、いわゆる 15 年戦争期を通じた新聞メディアの国策協力については縷々述べ

る必要もあるまい。新聞ジャーナリズムのありようを考えるうえで、このことは記憶しておかなけ
ればならないと思うのである。

注

（ 1）　如是閑の議論は次のとおり。「新聞は日々の歴史であるということを言ったが、歴史が無意識にとる主

観的態度を、意識的に新聞がとるという点に違いがある。歴史ではその主観的態度は、それぞれ異なる生

活面を持つ人間一般の心理を歴史家も持っていることの結果で、いわゆる『廬山の八面』は、歴史として
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は全くやむを得ざる必然である。（略）ところが新聞においては、しばしばいった如く、日常道徳として

は、できるだけ制約さるべき対立意識がむしろ新聞成立の根柢となっているので、その意識にもとづく主

観的態度は、それを新聞倫理に反いたものとすることはできない」（長谷川如是閑『新聞』朝日新聞社　

1954　102－103）（旧字体は新字体に改めた）

（ 2）　共同宣言の名義は、「日本電報通信社、報知新聞社、東京日日新聞社、東京朝日新聞社、中外商業新聞

社、大阪毎日新聞社、大阪朝日新聞社、読売新聞社、国民新聞社、都新聞社、時事新報社、新聞聯合社　

外 120 社」（旧字体の社名は新字体の社名に改めた）





メディア・レポート

出版界この一年

森 重　良 太*

2015 年は、出版界の“システム”に、様々な変化や問題が発生し、産業として確実に衰退期に
突入したことを実感させられる年でもあった。おそらく今後数年で、出版界は、今までとはまった
くちがった様相を見せるであろう。その始まりの年ともいえた。
特に出典元を明記していないデータ類は、一般紙（朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新
聞など）のほか、「新文化」「出版ニュース」など、複数のメディアに広く掲載されたものである。
また、単に「○月」と記してある場合は、2015 年を指す。

【 1】出版界（2014 年～2015 年前半）の概況
本稿は、11～12 月半ばに執筆しているので、2015 年のデータ類は、まだ発表されていない。
よって、例年のごとく、前年（2014 年）の動向を掲げる。

（1）

書籍と雑誌をあわせた推定販売金額は 1兆 6,065 億円で、前年比 4.5％減。10 年連続の減少で、
出版科学研究所が統計をとり始めた 1950 年以降、最大の落ち込みだそうである。多分に 2014 年 4
月の消費増税（5％→ 8％）の影響が大きく、後述する軽減税率導入呼びかけの理由の一つとなっ
ている。
販売金額の内訳は、書籍 7,544 億円（4％減）、雑誌 8,520 億円（5％減）で、落ち込みは止まらな

い。特に雑誌は、17 年連続のマイナスである。
返品率は書籍 37.6％（0.3％増）、雑誌 40.0％（1.2％増）で、またも増加した。通常、4割が売れ

残って返品されるような産業は、成立しないものである。
なお、その後発表された、2015 年上半期の動向に

（2）
よると、書籍＋雑誌の推定販売金額は前年同

期比 4.3％減で 7,913 億円とのことなので、おそらく 2015 年通年の数字も、またさらに低いデータ
として発表されるものと思われる。

【 2】2015 年のベストセラー
実売データに近いといわれる、「オリコン株式会社」が発表した、2015 年のベストセラー書籍総
合ランキングは

（3）
、以下のとおり。

①　『火花』又吉直樹（文藝春秋）　2,232,508 部
②　『妖怪ウォッチ 2 元祖 /本家 /真打 オフィシャル完全攻略ガイド』

山田雅巳他（小学館）　802,327 部

*もりしげ　りょうた　日本大学法学部　非常勤講師
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③　『フランス人は 10 着しか服を持たない』
ジェニファー・L・スコット、神崎朗子訳（大和書房）　647,621 部

④　『家族という病』下重暁子（幻冬舎新書）　509,049 部
⑤　『聞くだけで自律神経が整うCDブック』小林弘幸（アスコム）　493,707 部
⑥　『置かれた場所で咲きなさい』渡辺和子（幻冬舎）　406,067 部
⑦　『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』篠田桃紅（幻冬舎）　398,790 部
⑧　『世界一かんたん定番年賀状 2015』年賀状素材集編集部（KADOKAWA）　382,771 部
⑨　『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』

岸見一郎、古賀史健（ダイヤモンド社）　343,513 部
⑩　『つけるだけ 歩くだけでやせる魔法のパッド 足指パッドつき』

大山良徳監修（主婦の友社）　323,225 部

2015 年は、実売 220 万部を突破した、又吉直樹の芥川賞受賞作『花火』の年であった。初出掲
載誌「文學界」2015 年 2 月号は、1933 年の創刊以来、初めて増刷した。
しかし、これほどの大ベストセラーがあっても、出版界全体の底上げにすらなっていない。もし

『花火』がなければ、第 1位は『妖怪ウォッチ 2～』80 万部で、ミリオン・セラーはなかったこと
になる。しかも、上位 10 位中、文芸（小説）は『花火』のみで、危うく「小説がベスト 10 に一点
もない」年になるところだったのである。

【 3】出版をめぐる 2つの法律改正
（1）TPP交渉における著作権法改正
日本が 2013 年 7 月から正式に交渉参加していたTPP（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉が、
10 月、大筋合意に達した。その結果、コメ、肉、水産物などほとんどの食料品の関税が撤廃・低
減となったが、著作権に関しても以下 2点について、大きな改正が決定した。
・日本の著作権保護期間を（諸外国に倣って）50 年から 70 年に延長する。
・著作権侵害に対し「非親告罪」を導入する。
これらは他の品目同様、アメリカの要求に屈したようなものである。アメリカは、ディズニーを
筆頭とするコンテンツ輸出大国ゆえ、強硬に著作権保護期間の延長を求めてきた（アメリカの著作
権法は“ミッキーマウス保護法”などといわれる）。
今後の課題は、改正がいつから施行されるか、である。もし「50 年」のままであれば、2016 年

に P.D.（公有＝著作権消滅）となる作家は、谷崎潤一郎、江戸川乱歩、2018 年は山本周五郎、
2021 年は三島由紀夫……と“超大物”が控えている。これらの保護期間がさらに 20 年延びるかど
うかは、出版界にとって大きな問題である。
この改正については、日本文藝家協会などは歓迎しているが、反対の声もある。実は出版界に
は、著作権者や、その生死が確定できない作品が意外と多く、編集者は、再掲載のたびにたいへん
な苦労をしている。アンソロジーが刊行されると、よく「著作権者をご存じの方は編集部までご一
報ください」との断り書きが掲載されるのは、そのせいだ。「50 年」の現在でさえそうなのに、
「70 年」に延長されると、さらにその種の死蔵作品が増える、しかも日本は、第 2次世界大戦の敗
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戦国なので、戦勝国（アメリカを中心とする連合国）に対し、戦時加算を課されている（おおむね
10 年強）……ゆえに、50 年＋約 10 年保護されれば十分ではないか、というのである。
また、著作権侵害が、被害者の告訴なしで公訴できるようになると、たとえば、アマチュアによ
る非営利のトリビュート同人誌などが、原作者以外の申し出で摘発される可能性も考えられる。そ
うなると、様々な創作活動が委縮するのではないかとの危惧もある（コミック・マーケットなどは
対象外となる方向が示されているが）。

（2）軽減税率問題
消費増税（8％→ 10％、いまのところ 2017 年 4 月に予定）の際、対象品目によって税率に差を

つける「軽減税率」の導入が 12 月に決定した。
これに対し、日本書籍出版協会と日本雑誌協会などの出版 4団体は、出版物も軽減税率の対象と
するよう求めてきた。海外では、新聞、書籍、雑誌など、いわゆる“文化教養”にまつわる品目は
無税、もしくは低税率が大半である。ただでさえ売れ行きが落ちる一方の日本の出版界にあって、
これは悲願ともいうべき要求であったが、本稿執筆時点で、まだ最終結論は出ていない（ただし新
聞は、適用の方向で、ほぼまとまったようである）。

【 4】相次ぐ再編、倒産など
6 月、衝撃的なニュースが飛び込んできた。業界第 4位の取次「栗田出版販売株式会社」が経営
破綻し、民事再生法の適用を申請、事実上倒産したのである（負債総額 134 億円。今後、大阪屋に
吸収される予定）。さらに 2月には「協和出版販売」がTOHANの子会社となり、6月には「太洋
社」が日本出版販売に業務の一部を委託することになった。続々と入ってくる、これらのニュース
は、“取次”の存在自体が課題となっているようにさえ見えた（次項は、その延長線上に発生した
事象といえる）。
ネット大手ドワンゴと経営統合したKADOKAWAは、2015 年に入って「角川書店」の屋号を

消滅させ、300 人の希望退職を募った。美術出版社やケーイー（旧近代映画社）などの中堅も次々
に倒産した。
また、リブロ池袋本店、三省堂書店新宿店、書店ブックマート（神保町）などの大型書店も続々
閉店した（リブロ池袋本店の跡には三省堂書店池袋本店が、三省堂新宿店の跡には丸善新宿京王店
が入った）。

【 5】紀伊國屋書店の“買い切り”問題
8 月、紀伊国屋書店は、9月に刊行される村上春樹『職業としての小説家』（スイッチパブリッシ

ング）の初版 10 万部のうち、9 万部を買い取ると発表した。その理由として、一般紙などでは
“アマゾンに対抗し、街の書店店頭を活気づけるため”と報じられた。だが、同社が対抗視したの
は、実はアマゾンではなくて、取次である。
高井昌史社長は「書店の利益率を高めるため」

（4）
とズバリ言いきっている（もちろん、アマゾンへ

の対抗も述べている）。「従来の出版流通の仕組みは通用しなくなっています。再販売価格維持制度
も金属疲労を起こしている」「（現状 2割ほどといわれている）書店の粗利益率は 3割必要です。
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『返品率を下げないと、利益が出ない』と出版社や取次が言うのなら、書店も買い取り販売を増や
し、現状 43～45％の返品率を下げなければならない」「本の発売後、一定期間後に値引きを認める
次元再販制も検討に値します」
つまり、取次まかせでは、村上春樹本のようなベストセラーは、街の書店にはまともに配本して
もらえない（注文しても満数入荷しない）。これでは読者はますますアマゾンに頼ってしまう。
だったら紀伊國屋がほとんどを買い取って、そこから、街の書店の希望に応じた配本を実現させよ
う、というのである。村上春樹本だったら、確実に売れるから、これは、中小書店にとっては福音
だった。
この紀伊國屋の行為は、出版流通に対する“反乱”であり、取次無視にも見えた。今後、第 2弾
があって定石化していくのか、注目される。
ちなみに、この措置でアマゾンに対抗できたのかというと、少なくとも私が見ていた限り、アマ
ゾンで同書が売り切れや入荷待ちになったことはなかった。試しにアマゾンで同書を注文してみた
ら、なんと「2刷」が届くではないか。いくら初版の 9割を買い占められても、増刷分がどんどん
アマゾンに入荷されていたわけで、これでは、紀伊國屋の「アマゾンに対抗する」との主張が言い
訳のように思えても仕方なかろう。

【 6】図書館問題
2015 年は図書館をめぐる様々な問題が噴出した。

（1）“ツタヤ図書館”問題
2003 年に地方自治法の一部が改正され、「指定管理者制度」が導入された。その代表的な“成功

例”が、佐賀県の武雄市図書館だった。
私は、2015 年 3 月末、本学新聞学科の学生数人とともに、同図書館を訪問し、担当者の説明を
受けながら、館内を見学した。以下、その際の印象や知見を織り交ぜながら綴る。
2012 年 5 月、武雄市は、株式会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）を、武雄市図

書館の指定管理者にすると発表した。樋渡啓祐市長（当時）の、強力な推進によるものであった。
その後、改装工事を経て、2013 年 4 月、新図書館がオープンした。館内には、CCCが運営する新
刊書店「蔦屋書店」や、飲食店「スターバックス・コーヒー」が開業した。それゆえ世間は“ツタ
ヤ図書館”などと呼んだ。開館時間も 9～21 時、年中無休となった。
この図書館は“大当たり”だった。1日平均の利用者数は約 3000 人、貸出冊数は約 1700 冊に及
び（以前の倍以上）、全国から見学者が殺到した。以後、全国の公立図書館が、続々と“ツタヤ図
書館”を目指し始めた。
だが、次第に雲行きが怪しくなってくる。私たちが見学に訪れた 2015 年 3 月末段階で、すでに、
こんな問題が発生していた。
同図書館の入館証は、CCCが主導するTポイント・カードを兼ねており、本を借りるだけでポ

イントが加算された。しかも武雄市内の全小学生に、この入館証が配布され（Tポイント・カード
にするか否かは任意）、商業ビジネスとおおやけの差があまりに曖昧であるように見えた。
その後、所蔵図書の中に、埼玉県のグルメガイドや、事実上使用不可の旧ヴァージョンのパソコ
ン実用本などがあり、それらが、CCCの関連古書店から購入されていることが判明するに及び、
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同社のずさんな運営姿勢を批判する声が噴出。7月に、樋渡啓祐前市長に対し 1億 8千万円の損害
賠償を求める住民訴訟が起こされた。
似たような問題は、やはり CCCが指定管理者の一者になっている、神奈川県海老名市立図書館
でも発生しており、今後、公立図書館の民間運営は、一考を要すことになりそうだ。

（2）新刊貸し出し“猶予”問題
以前より、書籍の売り上げ減の遠因の一つに、公共図書館のあまりの充実ぶりがあるのではない
かとの意見があった。
確かに近年の公共図書館の充実ぶりは凄まじい。たとえば館数が、1983 年度は 1,569 館だったの
が、2013 年度には 3,246 館となっている。

（5）
30 年で倍以上の増加だ。貸し出し点数もうなぎ登りで、

2013 年度は個人貸し出し数だけで約 6 億 9500 万冊に達している。これは驚愕すべき数字で、
2014 年度の書籍推定販売部数が約 6億 4000 万冊な

（6）
ので、いまや、「図書館で貸し出される本」が、

「書店で売れる本」を上回っているのである。
これに対する出版界側の意見は、突き詰めれば「図書館で貸し出し増→本が売れない→増刷でき
ない→出版社にも著者にも利益がもたらされない→継続して本を出せない→読書人口＝出版文化が
衰退する」というものだ。多くの出版物（特に文芸）は、初版をすべて売り切って収支がほぼプラ
スマイナス・ゼロ、増刷分から利益が入ってくる原価構造になっている。だが、発売と同時に公共
図書館が大々的に（複本も用いて）貸し出しを始めてしまうので、初速の売れ行きが伸びない、
よって増刷できないまま、初版で消えていく、と。
この問題を大々的に取り上げたのが、月刊「文學界」2015 年 4 月号であった。同誌は、日本文

藝家協会主催のシンポジウムを
（7）
採録する形で、「公共図書館はほんとうに本の敵？」と題する特集

を掲載した。ここでは主として作家・出版界側から、図書館に提案する形で議事が進行し、上記に
綴ったような主張が展開された。作家の林真理子氏は、文京区立図書館 11 館のデータを提示し
た。予約待ち第 1位の『フランス人は 10 着しか服を持たない』は、予約件数「550 件」となって
いる。ここで林氏は「いま売れに売れている文春文庫の『その女アレックス』が、予約上位の第
十六位。その件数は二五八件です。新書と文庫が図書館に置かれることに、私は大きな違和感を
持っています」と述べている。
さらに 10 月 16 日、第 101 回全国図書館大会の分科会に

（8）
、株式会社新潮社の佐藤隆信社長が出席

し、「著者と出版社が同意し、指定した本については、貸し出し開始をしばらく待ってほしい」と
訴えた。その際、『村上海賊の娘』上巻（和田竜、新潮社刊）が、全国の図書館に「6,768 冊」所蔵
されており、中には、1館で「28 冊」もの複本を所蔵している図書館もあるとのデータも提示され
た。
佐藤社長は、発言の中で、こう述べている。
「話題の本になるとリクエストが殺到し、借りるまで半年、1年待ちも稀ではない。その圧倒的
な数に図書館員のみなさんはプレッシャーを感じ、複本を増やすことになる。しかし、民意を安易
に拾い上げないで、数字は 80％くらいで読んでいただきたい」
「文庫というのは出版社からすると、1度単行本で出した本を廉価な価格設定にすることで、よ
り多くの人に読んでもらい、それをお金に換えて、著者に還元し、出版社も儲けて、明日の出版に
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繋げるための装置。こうした性格の文庫が図書館で充実して、どんどん貸出されてしまうのは、出
版社として非常に切ない」

注

（ 1）　「出版指標 2015 年版」（公益社団法人全国出版協会　出版科学研究所）より。その後、本稿責了直前の

1月末、2015 年のデータが、出版科学研究所より発表された。それによると、2015 年の出版物（書籍・

雑誌合計）の推定販売金額は 1兆 5,220 億円（前年比 5.3％減）、減少幅は昨年を上回って過去最大、11 年

連続のマイナスとなった。

（ 2）　「出版月報」（同上）2015 年 7 月号より。

（ 3）　同社ウェブサイトより。全国 3,517 店舗の実売数を調査。集計期間は 2014 年 11 月 17 日～2015 年 11 月

22 日。

（ 4）　「週刊ダイヤモンド」2015 年 10 月 7 日号のインタビュー記事より

（ 5）　日本図書館協会発表のデータ「公共図書館経年変化」より。

（ 6）　「出版指標 2015 年版」（公益社団法人全国出版協会　出版科学研究所）より。

（ 7）　2月 2日、東京・新宿の紀伊國屋サザンシアターで開催された。

（ 8）　10 月 15～16 日、東京渋谷の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された。引用は同大会の

ウェブサイトの報告概要と、当日の発言をもとに作成。



メディア・レポート

2015 年の放送界概観

片 野　利 彦*

本稿では、2015 年の放送界を概観する。

◆放送を取り巻く環境の変化
NHK放送文化研究所が 1985 年から 5年毎に行っている、「日本人とテレビ」調査の 2015 年調
査の結果が 7月に公表された。これによると、これまで続いていたテレビ視聴時間の長時間化の傾
向が、初めて短時間化に転じた。すなわち、長時間視聴層（37％）および普通視聴層（19％）が減
少し、他方で短時間視聴層（38％）が増加した。年齢別でみると、20～50 代でテレビを「ほとん
ど、まったく見ない」人が増え、特に 20 代では、「ほとんど、まったく見ない」が前回 8％から
16％、短時間視聴層も前回 40％から 51％へと増加しているなど、若年層にテレビが見られなくな
りつつあることがデータで示された。この他にも、テレビへの肯定的な意識の低下、テレビを必要
とする人の減少、新聞も含めた接触度の低下など、いわゆる既存のマスメディアにとっては憂慮す
べき実態が示された。

上記のような状況への対応も視野に、民放界では新たな取り組みが行われている。見逃したテレ
ビ番組を放送後にフォローしてもらうだけでなく、その後のオンエアの視聴にも繋げることを目的
に、民放キー 5局（日本テレビ、テレビ朝日、TBS テレビ、テレビ東京、フジテレビ）による見
逃し配信ポータルサイト「TVer」が 10 月に始まった。CM付きの動画配信サービスで、スマート
フォン向けのアプリは開始から 1ヶ月を待たずにダウンロード数が 100 万を超えた。
一方で 9月には、アメリカの定額制動画配信サービス「ネットフリックス」が日本に上陸した。
既存のコンテンツだけでなく、著名なクリエイターによる質の高いオリジナルドラマなどが高い評
価を得、世界各国で 7000 万人近い会員数を擁するサービスで、日本ではフジテレビがオリジナル
番組を提供している。また、同月にはアマゾンも、会員向けに追加料金不要の映像配信サービスを
開始した。日本テレビが日本事業を買収していた「Hulu」は、3月に会員数が 100 万人に達し、6
月からはオリジナルドラマの配信を開始している。この他、類似の動画配信サービスは多数ある
が、良質なコンテンツの製作・確保、配信技術の効率化・洗練化など、会員獲得に向けた競争の激
化が見込まれるとともに、コンテンツメーカーである既存の放送局としては、誰とどのように組む
のか、どのコンテンツをどのように提供するのか、より効果的な選択のための模索が続けられてい
る。

このような動きの一方、11 月末には、mmbiによるスマートフォン向け放送サービス「NOTTV」

*かたの　としひこ　日本民間放送連盟　番組部
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が 2016 年 6 月で終了することが発表された。開局は 2012 年であったが、2014 年の本稿でも触れ
た「もっとTV」（2015 年 3 月終了）同様、“過渡期”における試行錯誤の 1つであったといえよ
う。

次世代の高解像度放送様式である 4K・8Kに関しては、総務省の「4K・8Kロードマップに関す
るフォローアップ会合」が 7月、新たなロードマップを取りまとめた。2020 年までだった期限を
2025 年にまで延長し、試験放送や実用放送、主要伝送路のあり方などについて具体策を示した。
12 月には、BS での試験放送の実施主体としてNHKと NexTV-F（次世代放送推進フォーラム）
から認定の申請があったと総務省が発表、2018 年の実用放送に向けた工程が徐々に進められてい
る。

ラジオでは、難聴対策、災害対策などを目的に、テレビの地上アナログ放送の終了で空いた帯域
を利用して、AMラジオ放送を FMの周波数で補完的に放送する FM補完放送（ワイド FM）の
動きがみられた。2014 年にFM補完中継局の予備免許を取得していたTBSラジオ&コミュニケー
ションズ、文化放送、ニッポン放送のAM3社は、2015 年 12 月にワイド FM放送を開始、3局合
同の生番組を放送してアピールした。2016 年春までには、三大都市圏での放送が予定されている。

◆視聴率に関するトピックス
2015 年のテレビ番組の視聴率をみると、30～40％といった突出して高い数値はなかったものの、
やはりスポーツ関連で相対的に高い結果がみられた。
11 月の世界野球プレミア 12 では、準決勝の日韓戦が 25.2％、浅田真央選手の活躍が期待された

同月のフィギュアスケートNHK杯の女子フリーが 23.5％だった。12 月、羽生結弦選手が驚異的な
高得点で男子初の 3連覇を達成したフィギュアスケートグランプリファイナルは、20.7％だった。
また、ラグビー・ワールドカップ 1次リーグでは、事前にはそれほどの注目を集めていなかったも
のの、日本代表が南アフリカに 24 年ぶりとなるワールドカップでの勝利を遂げたことで、その後
のサモア戦では 19.3％と高記録を出した。 
全般的には、2015 年も日本テレビの好調さが目立った。全日（6～24 時）、ゴールデン（19～22
時）、プライム（19～23 時）のいずれの時間帯でも、週間平均視聴率がトップである「3冠」を多
数獲得し、年間を通じての 3冠もほぼ確実となった。
民放ドラマでは、TBS テレビが『天皇の料理番』『下町ロケット』などで話題となった。とりわ
け『下町～』は、同局が 2013 年に放送し高評価を得た『半沢直樹』と同じく池井戸潤氏の原作で、
度々 20％を超える数字を記録、最終回は 2015 年の民放の連ドラ最高となる 22.3％だった。この他
に、同氏が原作のドラマとしては、フジテレビ『ようこそ、わが家へ』、日本テレビ『花咲舞が
黙ってない』、テレビ朝日『民王』などがあり、着実な人気を獲得していた。 
NHKの連続テレビ小説は、3月終了の『マッサン』が 21.1％、3 月末からの『まれ』が 19.4％、

続く『あさが来た』は 25％超といった高い数値を出し、概ね好評である。これに対し、大河ドラ
マ『花燃ゆ』は平均が 12.0％と、2012 年放送の『平清盛』と並ぶ過去最低の結果となった。
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◆表現・報道の自由と公権力との関係
2014 年の本稿で、「公権力とテレビ、ジャーナリズムのあり方が問われた年」と記したが、2015

年は輪をかけてその傾向の強まった年であった。
3月、週刊文春が、2014 年に放送されたNHKの『クローズアップ現代』でやらせがあったとす

る記事を掲載した。これを受け独自調査を実施したNHKは、4月末、事実関係の誤りや裏付け取
材の不足などを指摘する報告書を公表した。同日、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著し
く損なう」「公共放送としての社会的責任に鑑み遺憾」などとして、厳重注意の文書をNHKに渡
した。
3月末には、テレビ朝日の『報道ステーション』で、コメンテーターとして出演していた古賀茂
明氏が、放送中に自らの番組降板について「官邸からバッシングがあった」などと発言、キャス
ターの古舘伊知郎氏と“口論”になる場面があった。菅義偉官房長官はその後の記者会見で、「公
共の電波を使った報道として極めて不適切」などと不快感を示した。
このような事態を受け、自民党は 4月、情報通信戦略調査会にNHKとテレビ朝日のそれぞれ幹
部を招き、番組の事実関係に関する“事情聴取”を行った。これに対し、報道の萎縮に繋がりかね
ないとの疑問の声が有識者などからあがり、自民党内からも懸念が表明されるなどした。

6月末には、自民党の文化芸術懇話会の席上で、参加していた議員らが「マスコミを懲らしめる
には広告料収入がなくなるのが一番。経団連などに働きかけしてほしい」、また、講師を務めた作
家の百田尚樹氏が「沖縄の 2つの新聞は潰さないといけない」などと発言していたことが報じられ
た。非公開の会合での発言とはいえ、表現・報道の自由に対する政権与党からの圧力的な発言であ
ることから、日本民間放送連盟の井上弘会長は、「報道機関の取材・報道の自由を威圧しようとす
る言動は、言論・表現の自由を基盤とする民主主義社会を否定するものであって容認しがたい」な
どとするコメントを公表した。

このような動きを経て、11 月には、放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会が
NHKの『クローズアップ現代』の問題で意見を公表し、「著しく正確性に欠け、重大な放送倫理
違反があった」などとする判断を公表した。検証委は、同意見の中であわせて、総務省による行政
指導に対し「放送法が保障する『自律』を侵害する行為で『極めて遺憾である』」と指摘、4月の
事情聴取についても、「政権党による圧力そのもの」「厳しく非難されるべき」などと批判した。
これに対しては、安倍晋三首相や高市早苗総務大臣、菅官房長官などから反論が寄せられるとと
もに、放送法のあり方やその解釈、表現・報道の自由と公権力との関係などをめぐり、活発な議論
が喚起されることとなった。
同じ『クロ現』問題を取り上げたBPOの放送と人権等権利に関する委員会も、12 月に公表した
決定の中で、「放送法は、放送番組に対し干渉・規律する権限を何ら定めていない」「報道内容を萎
縮させかねない、政府および自民党の対応に強い危惧の念を持つ」などと記し、改めて公権力によ
る報道への介入、圧力に釘を刺した。





書　評

ジャーナリズムは生き残れるか
─米報道編集局の内幕─

（原著　David M. Ryfe, Can Journalism Survive? An Inside Look at American Newsrooms, Wiley, 2012）

大 井　眞 二*

はじめに本書の目次を掲記する。

序　章：挑戦　ジャーナリズムの文化　習慣・投資・定義　本書の要約
1章　背景：衰退する産業　オーディエンス減の理由　産業の対応　変化する文化
2章　習慣：実験　ビート報道（ビートの習慣）　その実際　「これが問題」　組織の文化
3章　投資： 新聞改革計画　ジャーナリズムのフィールドと新聞　TVジャーナリズムの再生　

「新聞の試み」　「新聞人ということ」
4章　定義： スーパーブロギング（Superblogging）の実際　ジャーナリズムモデルとしての

スーパーブロギング　「それでも記者」
5章　将来：もつれた糸をほぐす　負のサイクル
6章　懸念： ジャーナリズムとデモクラシー　懸念　対応　ネットワークジャーナリズムとデモ

クラシー　一種の革命
結　論

社会学者にして必ずしも米ジャーナリズム界のインサイダーではない筆者にとって、米ジャーナ
リズムは二つのいわば集団的トラウマとでもいうべき病に罹患していると思われるようだ。要約し
て言えば一つは集団的パニックとでもいうべきもので、他はデジタルメディアに対するアンビヴァ
レントな感情とでも言おうか。本書は主として前者を扱っているが、精読すれば了解されるよう
に、上記の双方を俎上にしている。
刺激的なタイトルを掲げて筆者が懸念しているのは主として米日刊紙の惨憺たる状況であり、そ
れはまさしくその通りであり論を待たない。評者は数年前まで『日本新聞年鑑』で年 1回「北米新
聞の概況」を執筆し、ながく米新聞業界の深刻化する窮状をレヴューしてきた。本書の指摘は評者
が「概況」を担当していた時代からあったことで、例えば中小の都市部では日刊紙が徐々に週 3刊
紙や週刊新聞へと、あるいはウェブサイトへと転換し、まさにかなり前から気息奄々といった状況
になっていたのである。もちろん筆者はそうした経緯を等閑視しているわけではないし、1970 年
代に書かれたいくつかの新聞社のエスノグラフィーをノスタルジックに回顧しているわけでもな
い。筆者はもっと狭い焦点化を試み、生き残りにかけた興味深い実験を試みている 3新聞社（3紙
の発行部数は 4万 4千から 17 万）を研究対象に選び出した。

*おおい　しんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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最初の実験は、これまで出来事中心的であった従来のニュース取材報道の方法を、都市部の読者
をひきつけるようなコンテクスト中心的なストーリーに切り替える試みであり、報道編集局挙げて
の取り組みであった。第二は、それほど新奇なものではないが、ＴＶがますます主たるメディアに
なっている状況に対して、新聞をマルチプラットフォームにする試みであった。第三は一種のパブ
リック・ジャーナリズムの試みであって、ジャーナリストを「superbloggers」にする野心的な実
験であった。
ここで 3紙の成功を報告できれば、書名は大きく変わっただろう。もっと多幸症的なものに。辛
口に過ぎた。残念ながら 3つの実験はすべて失敗に終わったのである。筆者のエスノグラフィー
は、失敗の内幕、それもプロフェッショナル・ジャーナリズムの基本的な問題とでも言うべきもの
を抉り出している。3紙のジャーナリストはこれらの実験をなんとか成功に導くよう努めるが、米
ジャーナリズムの基本的な専門性、プロフェッショナリズムにドラスティックな変革をもたらすで
あろう実験となると、抵抗をしめすことになる。そうしたジャーナリストの在り様を描き出すた
め、筆者はエスノグラフィックな研究方法を採った。事実失敗を語る筆者の語り口は、対象に対す
るシンパセティックな感情を抑えながら、一定の距離をとって対象に迫るある種の迫力さえ感じら
れる。
筆者は別の角度からも失敗の説明を試みている。新聞社編集幹部の改革にかけるリーダーシップ
の不足、米新聞社が常にさらされている人員や編集予算の削減の圧力などは、米新聞界を注視して
きた評者からすれば、すぐに想起できる、失敗につながるであろう要因、宿弊である。それらもさ
ることながら、筆者はいわばジャーナリズム文化の分析を試みており、これは傾聴に値する。
ジャーナリストの心の習慣とでもいうべき生活の方法、キャリアパスの在り様、ジャーナリズム教
育、米ジャーナリズムが墨守する価値規範などが米ジャーナリズムが機能不全に陥った理由となれ
ば、「ジャーナリズムは生き残れるか」どころの話ではなくなるのである。
本書の別の側面に眼を転じよう。かなりの分量を割いてネットワーク化されたニュース、つまり
デジタル・ジャーナリズムの現況について報告している。筆者がそこに見出しているのは、終わり
の始まりではなく、始まりの始まり、ジャーナリズムが生き残れるであろう変化の長期的な過程の
いわば端緒とでもいうべきものであって、それ故「生き残れるだろう」という希望的観測になるの
である。
評者はそれほど多幸症的展望を持ち合わせていないが、残る紙幅をつかって論じたいのは、本書
によって大きな刺激を受けた研究課題である。翻訳は生涯やらぬと思い定めていながら、現在関
わっている翻訳作業がある。米ジャーナリズム史学で一時代をなし、半世紀以上にわたって版を重
ねたEdwin Emery 他著『Press and America』（邦訳題『米報道史』を予定）である。原著者がす
べて物故し、再版の見込みなき一書である。最新版は 2000 年代で終わり、監訳者と筆者は、その
後の米ジャーナリズム史をエピソード仕立てで補遺として翻訳作業に加えることにした。本書を読
み、件の翻訳及び補遺作業を重ねてみると、原著者が物故した後の米ジャーナリズム史をどのよう
に捉えたらいいのかという問題が浮上する。それは筆者が可能性を見出しているデジタル・ジャー
ナリズムの歴史とでもいおうか。歴史を描くには熟していない課題であることは言わずもがなであ
るが、デジタル・ジャーナリズムの勃興によってドラスティックな変化が起こったとするなら、そ
うした変化の端緒（包括的歴史は無理としても）だけでなく、伝統的なジャーナリズムに大きな影
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響を与えた技術的だけでなく経済的要因まで踏み込んで、さらにデジタル時代とともに始まった消
費者向けの情報サービスやパッケージまで視野に入れた歴史的研究に踏み出すドンキホーテ的試み
が必要とされるだろう。冒頭に集団的パニックについて触れた。今米ジャーナリズムは、生き残り
の模索に付きまとうパニック状態に陥っているという筆者の見立てである。改革のための十分な経
済的資源を欠き、政治ジャーナリズムの衰退現象がささやかれ、プロフェッショナル・ジャーナリ
ズムのスキルが有名無実化し、新旧ジャーナリズムの収斂現象が進行する中でパニックが起こって
いるとするなら、その病理を解明する努力が必要である。
次なる問題はニュース・オーディエンスである。いまやグローバルに進行する若きオーディエン
スのいわゆる新聞離れをはじめてとして、若いオーディエンスのニュースを中心とした情報行動の
変容はジャーナリズムにとって容易ならざる問題である。若いオーディエンスはニュースを読むと
いうよりむしろ利用して（あるいは楽しみながら）、自身に直接関わる（と思っている）、自身が監
視することができない環境について報告する。デジタル移民の評者から見れば、彼ら /彼女らのそ
うした行動は、広大無辺のデジタル空間をディズニーランドさながらの遊び場に転じ、様々な遊び
に興じているようにさえ思える。しかし他方で若きオーディエンスは、災害やスキャンダル、ある
いは自身の日常生活を脅かしかねない他の脅威についてのニュースを求めており、伝統的なフォー
マットであれデジタルのそれであれ、そうしたニュースを欲しているのである。ＴＶネットワーク
の朝や晩のニュースは、そうしたニーズにこたえ、ケーブルやラジオのニュースも異なるフォー
マットで対応しているように思われるのである。
こうしてみると、集団的パニックに罹患しているのは新聞ということになろうか。何故新聞にそ
れが克服できないのだろうか。新聞がキャッチオールメディアであった時代はとうの昔に過ぎ去っ
た。新聞の危機が叫ばれて久しい。危機を伝えるために繰り返され乱打される警鐘はいまや摩耗
し、打ち捨てられてしまったような感がある。しかし本書は、役割を終えた警鐘に代えて新たなそ
れを鋳造し、打ち鳴らしているように思えるのである。本書の 70 年代のそれとはまったく異なる
新聞のエスノグラフィーは、急速に変化するデジタル環境において、改めて伝統的な新聞ジャーナ
リズムが内面化し、プロフェッショナリズムの規範として奉じてきた基本的価値すらも疑問にふ
し、誰のための、何のためのジャーナリズムを突き詰めて問い直し、実践する必要を警鐘として打
ち鳴らしている。新鮮な響きをもっているうちに、今一度、耳を傾けたい。
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前言
月刊雑誌『炎黄春秋』は 1991 年に中国炎黄文化研究会の下で創刊され、編集部は北京に置かれ

た。同誌は「歴史を主とする総合写実月刊誌である。古今内外、重点は当代の革命と建設の重大事
件と重要人物の是非功罪に対し、詳細な資料に依拠し、はばかることない筆致で、飾ることなく、
悪意をもたず、事実を求め真実を追究し、歴史を鑑とし、歴史によって治政に資するところにあ
る。」（炎黄春秋网 http://www.yhcqw.com）とあるように、主に「当代」中国の歴史を当事者の回
顧などによって検証することを中心にすると同時に、「治政」の現状に対し改革の必要性を訴えて
きた。
中華人民共和国成立前夜に生まれ、プロレタリア文化大革命期に学生時代を過ごし、卒業後、中
国の放送をモニターする仕事に就き、放送を通じて周恩来の死、第一次天安門事件、鄧小平解任、
毛沢東の死、華国鋒の登場、「四人組」追放、鄧小平復活、11 期 3 中全会などに直接触れてきた評
者にとって、同誌はその背景を知る上で貴重な資料を提供してくれている。また、これと同時に、
同誌に掲載された文章を通じて中国の改革開放の現状に対する「改革派」の観点を知ることもでき
る。
一例を挙げれば、2012 年 12 月号（249 期）のトップに ｢法律に基づいて国を治め、憲法に基づ

いて政治を執り行う｣（「依法治国　依宪执政」）と題した記事を掲載した。この記事は 2012 年 11
月 16 日に同誌と北京大学憲法・行政法研究センターが合同で開催した ｢改革コンセンサスフォー
ラム｣（「改革共识论坛」）の概要を紹介したものであり、そこには「公民」、「憲法」、｢法律｣、「憲
政」というキーワードの下、憲法・法律に基づいて国を治めるべきことが語られている。習近平体
制の揺籃期にこうした「フォーラム」を主催し、その記事を掲載した意味は明らかに新しく始まる
習近平の「治政」に対する提言なのである。

1．『炎黄春秋』と『烏有之郷』
「百度知道」に「『炎黄春秋』と『烏有之郷』（『乌有之乡』）の立場はなぜにその性質がちょうど
相反するのでしょうか？」という質問が出され、それに対して採用された「答え」には「この問題
はとても複雑である・・・」として次の四点が挙げられている。
①　党内においては頭脳明晰の者が少なからぬいて、文革のような極左が支持を得ることはない
が、ｂｏはそうした傾向があった。・・・
②　自由と自由の主体が違い、全人民の自由かそれとも高官の自由かであり、これは天地の差が
あり、あるいは彼らが支持している自由化は豊かな者の自由かもしれない。

*やまもと　けんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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③　とりわけ辺境地区の民衆の心の中で、ｍａｏは多かれ少なかれすでに神格化さている。同時
に、現在こうした自由は彼らに大きな圧力となっており、幸福指数は向上せず、ｃｈａｏｘｉａｎ
に及ばず、ｍａｏの時代に及ばず、少ないことは問題ではないが、均等ではないことを問題にす
る。ｂｏも民衆のこうした心理を利用した。
④　ｍａｏを批判し、改革開放以前を否定する、すなわち、党の執政の合法性に疑問を呈し、そ
れを否定する、これはあってはならないことである。なぜならば我々は終始、道に自信を持ち、制
度に自信を持ち、政治に自信を持たなければならず、あれこれ問題にするべきでなく、党について
前に進めばよいことである！
そして、「この四点をまとめればあなたの問題を解釈できるであろう」として締めくくってい
る。http://zhidao.baidu.com/question/558620854.html
「ｂｏ」（薄煕来）を例にして、「ｍａｏ」（毛沢東）と毛沢東革命思想を宣伝する『烏有之郷』

（web サイトwww.wyzxsd.com/ で「乌有之乡网刊」と「乌有之乡书店」を運営）の立場を説明す
ることで、『炎黄春秋』（月刊誌とweb サイトwww.yhcqw.com/ で運営）の「性質」を語ってい
るこの「答え」は薄熙来事件の背景から説明するという若干偏向傾向はあるものの、中国共産党・
政府の路線・政策を軸にしてみると『炎黄春秋』と『烏有之郷』がその主張から両極に位置してい
ることをうまく説明しているとも言えよう。
そして、その両者の観点の対立関係を如実に示したのが『烏有之郷』が挙げた『炎黄春秋』の

「12 の大罪状」である。
①　中共革命の歴史に泥を塗る
②　デマで抗米援朝に泥を塗る
③　毛沢東をデマで貶め、泥を塗る
④　趙紫陽、胡耀邦を鼓吹し、鄧小平を清算する
⑤　西側の憲政民主、資本主義および普遍的価値を鼓吹する
⑥　帝国主義に場を与える
⑦　我が国の憲法に反対し、マルクス主義に反対する
⑧　歴史決議に反対する
⑨　国際共産主義運動を否定し、レーニンとスターリンを否定する
⑩　ゴルバチョフとイエリツィンを鼓吹する
⑪　個人主義を鼓吹し、集団主義に泥を塗る
⑫　民族英雄に泥を塗る
上記の「12 の大罪状」を示した一文（甄贾「炎黄春秋近年十二大罪证」）はそれぞれ『炎黄春

秋』に掲載された文章を挙げて「大罪状」を「立証」している。
http://www.wyzxwk.com/ Ａ rticle/shidai/2014/12/333560.html
すなわち、両者の関係は中国共産党・政府の歴史認識と当面の政策に対して、「改革開放」の徹

底を呼びかける『炎黄春秋』と毛沢東思想とあの時代への回帰を求める『烏有之郷』という構図に
なる。
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2．『炎黄春秋』をめぐる最近の騒動
（1）楊継縄の辞職
その『炎黄春秋』は本稿執筆直近の 2015 年 6 月末に同誌編集長である楊継縄が辞職することに

なった。楊が公表した 6月 30 日付の「炎黄春秋社委会と読者全体に寄せるお別れの書簡」（「致炎

黄春秋社委会和全体读者的告别信」「博讯」）によると辞職の要因を「75 歳という年齢、新華社の
幹部が辞職を求めた、新しい編集部が軌道に乗った」ことを挙げている。「新華社・・・」は楊が
新華社の高級記者であったことで、退職後も出身母体から「庇護」されるとともにその「規律」に
よって縛られる。具体的には「規律」に背き、処分を受けると、最悪の場合、新華社に在籍してい
たことで得た一切の「権利」を失うことになるのである。
楊は「（『炎黄春秋』）は強大な民意の支持があるため、私は『炎黄春秋』の前途を楽観視してい

る。」と述べつつも、「別の情況の出現も完全には排除できない」として次のように述べている。
「新聞出版ラジオテレビ総局が『炎黄春秋』雑誌社に『警示通知書』（「規則に違反した新聞刊行物
に対し警示通知書を使用する上での関係問題に関する通知」後掲参考資料 1参照）を下達したのが
4月 10 日、新華社の三人の局級幹部が私を訪ねてきて、私に『炎黄春秋』から出るよう求めたの
も 4月 10 日、いくつかの極左新聞雑誌とウエブサイトが姚文元式の文風で『炎黄春秋』に集中攻
撃を始めたのもこの時期であった。これは偶然ではない。時局は変幻不測であり、将来のある日、
反対勢力の圧力の下で、『炎黄春秋』は玉砕を余儀なくされるかもしれない。」、「その 24 年の歴史
はすでに人々に深い記憶を刻んでおり、中国の新聞雑誌史に輝かしい一ページを残すであろう。私
は確信している。社会の進歩に対する中華民族の追求は扼殺することはできない。一つの雑誌が停
刊を余儀なくされても、より多くの同じ類の雑誌が生まれる。」と。
楊はこれと同時に「国家新聞出版ラジオテレビ総局への最後の陳述」（「向国家新闻出版广电总局

的 后陈述」）も公表した。それによると同総局が下達した「警示通知書」は、「『炎黄春秋』は主
管主宰単位変更後、2015 年前 4 期に合計 86 編の文章を掲載したが、そのうち 37 編は重大なテー
マ選択に関係するものであり、いずれも総局に報告届出をしなかった。」として、「雑誌社に真剣に
整頓改革を行い、2015 年第 5 期の雑誌のテーマ選択の内容について厳格に審査承認するよう督促
する」よう主管主宰単位に要求した、とある。これに対し、楊はその「陳述」の中で、37 編には
胡徳平の書いた「胡耀邦同志党の二つの矛盾を論じる―当面の反腐敗に対する認識を語る」（「耀邦

同志论党内两类矛盾 - 谈谈对当前反腐败的认识」）のようにすでに 2014 年 10 月 31 日に「新京報」
に掲載された文章もあるなど「規律違反」との指摘の不当性を訴えるとともに、それが依拠した当
時の新聞出版署が 1997 年に制定した「図書、定期刊行物、ＡＶ製品、電子出版物重大テーマ選択
届出弁法」（《图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题　备案办法》）（後掲参考資料 2参照）の
規定に合致させようとすれば、「雑誌はやっていくことができない」と指摘している。楊も指摘し
た新聞出版署に届出しなければならないテーマは同「弁法」の第三条に規定されている以下の 15
項目である。
①　党と国家の重要文書、文献に関するテーマ選択
②　党と国家のこれまでと現在の主要指導者の著作、文集およびその生活と活動状況に関する
テーマ選択
③　党と国家の秘密に係わるテーマ選択
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④　政府機関設定と党政指導幹部の情況を集中して紹介するテーマ選択
⑤　民族問題と宗教問題に係わるテーマ選択
⑥　我が国の国防建設およびわが軍の各歴史時期における戦役、戦闘、活動、生活および重要人
物のテーマ選択
⑦　「文化大革命」に係わるテーマ選択
⑧　中共党史上の重大な歴史事件と重要な歴史人物に係わるテーマ選択
⑨　国民党上層部の人物とその他の上層部の統一戦線対象者に係わるテーマ選択
⑩　ソ連、東欧およびその他の兄弟党と国家の重大事件と主要指導者に係わるテーマ選択
⑪　中国国境境界に係わる各種地図についてのテーマ選択
⑫　香港特別行政区とマカオ、台湾地区に係わる図書についてのテーマ選択
⑬　大規模な古籍の白話現代語訳についてのテーマ選択
⑭　動画読物導入についてのテーマ選択
⑮　単位の名称、連絡先などを内容とする各種「名簿」についてのテーマ選択

さらに、楊は『炎黄春秋』が行ってきたこうした「報告届出」について、2010 年から 2014 年ま
での情況を明らかにしている。それによると、「報告届出」した原稿の中で「使用不可と回答無し」
がそれぞれ 2010 年は 62％、2011 年は 67％、2012 年は 80％、2013 年は 86％、2014 年は 90％を占
めてきたと指摘している。これからも明らかなように、習近平体制になってから『炎黄春秋』の
「出版の自由」はそれまで以上に縮小しつつあることが分かる。

（2）『炎黄春秋』の「主管主宰単位」の変更
これより先、2014 年 9 月 10 日には『炎黄春秋』の［主管主宰単位］の変更が行われていた。こ

れまで『炎黄春秋』雑誌社は「中華炎黄文化研究会主管」であったのが、｢中国芸術研究院主管｣
となったのである。1993 年 6 月に新聞出版署によって下達された ｢出版単位の主宰単位と主管単
位の職責に関する暫定規定｣（「关于出版单位的主办单位和主管单位职责的暂行规定」後掲参考資料
3参照）によると、第二条において、｢出版単位を開設するには明確な主宰単位と主管単位が無け
ればならない｣ と規定されており、第四条は「主宰単位とは出版単位の上級指導部門を指す。主宰
単位の行う出版部門は主宰単位の業務範囲と一致させるべきである。・・・」、第五条には「主管単
位とは出版単位創設時の申請者を指すとともに、当該出版単位の主宰単位の上級主管部門であ
る。・・・」、第六条「主管単位、主宰単位と出版単位の間は指導と被指導の関係でなければなら
ず、・・・出版単位は主管単位と主宰単位の指導と管理の下で各種業務活動を行うことに責任を負
い、出版物の編集、出版、印刷、発行活動の正常な進行を保証する。」とあり、第八条は「主宰単
位」の ｢出版単位に対する「職責」、第九条は「主管単位」の「主宰単位」と「出版単位」に対す
る「職責」が明記されている。そのいずれにも冒頭の「（一）」に「中国共産党の基本路線、方針、
政策と国家の法律、法規、政策」を遵守しているかを「監督」すべきことが明記されている。そし
て、第九条にはその「（二）」に「出版単位の重大な宣伝、報道あるいはテーマ選択計画を審査承
認、重要な影響のある原稿の出版あるいは発表を承認する。・・・」とある。
これから分かるように「中華炎黄文化研究会主管」から文化部所管 ｢中国芸術研究院主管｣ への
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変更は『炎黄春秋』の母体である「中華炎黄文化研究会」との出版単位と主管単位近接型から、出
版単位と主管単位の離れた「被指導」と「指導」の関係に変わったのであり、『炎黄春秋』の「自
主権」が大幅に縮小されたことを示している。
この間の事情について、楊は「2014 年 9 月 10 日、当時中央宣伝部常務副部長であった雒樹剛が
四部委連絡会を主宰し、『炎黄春秋』雑誌社の全く知らない情況の下で、『炎黄春秋』の主管主宰単
位変更を決定した。その後、関係部門は『炎黄春秋』に背き、一週間で変更手続きを終えた。こう
した粗暴な行為に対し、『炎黄春秋』雑誌社は頑強に抵抗した。その後、新しい主管主宰単位の文
化部芸術院と『炎黄春秋』雑誌社は数か月にわたる、繰り返しての話し合いを経て、最終的にいく
つかの取り決めに合意した。この取り決めの主な内容は、『炎黄春秋』は現行の憲法を遵守し、『八
つの触れない』を固守する前提の下で、主管主宰部門は編集、人事、財務などの面で、『炎黄春秋』
に十分な自主権を与えるというものであった。」としている。ここでの『八つの触れない』とは前
述の届け出の必要な 15 項目を杜導正社長によって『炎黄春秋』が実行可能な 8項目に融通させた
内容を指すもので、楊によれば ｢6・4、三権分立、軍隊の国家化、法輪功、現在の国家指導者とそ
の家族、民族問題、外交問題など｣ であるとして、「多年にわたり、新聞出版署と主宰単位は『八
つの触れない』を認知してきたので、『炎黄春秋』は運営することができた。理解しがたいのは 4
月 12 日、二人の司長が『警示通知書』を下達する際、『八つの触れない』は認めないと表明し、
15 項目を堅持しなければならないと強調したことであり、これが雑誌を苦境に陥れた。もし、15
項目に合わせて報告届出をするとしたら、『炎黄春秋』のみならず、おそらくすべての歴史雑誌は
運営できなくなるであろう。」と指摘している。
楊がこうした「書簡」、「陳述」を公表すること自体、当局の『炎黄春秋』への圧力に対する同氏

の最大の抗議なのである。

（3）呉思の辞職
この楊の辞職の前、前任の編集長であった呉思も 2014 年 11 月に『炎黄春秋』を去っている。呉
の杜社長と社委会へあてた ｢辞職に関する説明｣ は「2014 年 10 月 29 日、雑誌社の最高決定機関
の社委会の話し合いを経ずして、杜さんは、少数が多数に従うなどの『社委会議事三原則』を暫時
停止し、老人小組を雑誌社の最高決定機関とすると宣言した。11 月 5 日、社委会は議論すること
もなく、法定代表人としての私も事情を知らない情況の下で、杜さんは二回目の人事調整を発表
し、これまでになかった形で四人の社長と二人の編集長を配置した。その後、新任の編集長が宋江
が晁盖を棚上げしたことに触れ、私の信任問題を議論する提案をし、新任の常務社長もこれに従っ
た。ここに至り、私はもともとの職責を引き続き履行していくのが難しいと感じ、杜さんに適当な
人物を他に探してくれるように求めた。・・・17 年にわたって私は雑誌社で杜さんと同僚たちの温
かい支援と大きな支持を得てきたことを、心に銘記しており、深い感謝の意を表明する。雑誌を離
れることは、杜さんが『亜洲週刊』に語っているように、私は学者タイプであり、官界のもめごと
に適しない。雑誌社はますます様々なもめごとの中に巻き込まれており、私は心身ともに疲れ、そ
の任に当たれない。」と語っている。
http://2newcenturynet.blogspot.jp/2014/11/blog-post_15.html
こうした一連の騒動は『炎黄春秋』の「主管主宰単位」変更に伴うことから派生したもので、杜
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導正は「主管主宰単位」の変更による当局の締め付けに対し、習近平らの「紅二代」（革命家の第
二世代）に対して、同じ「紅二代」で急場を乗り切ろうとした。呉思のいう「四人の社長と二人の
編集長」とは、具体的には、胡耀邦の息子胡徳平を第一社長に、陸定一の息子陸徳を第二社長に、
徐慶全を常務社長に迎え、楊継縄と呉思を編集長、これに加えて杜導正は名誉社長に就くというも
のであった。http://www.backchina.com/blog/348385/artcle-215625.html
呉からすればこれは手続き上の理由から受け入れられるものではなかった。とはいえ、人事問題
について、呉自身はこれに反対したのではなく、これより先、胡徳平を挙げていたと語っている。

後言
『炎黄春秋』は「主管主宰単位」の変更を契機に 2014 年から 2015 年にかけてこれまで以上の激
動を経験した。呉思と楊継縄という左右の両輪が去り、「紅二代」の胡徳平と陸徳も同誌の要職に
就くことなく、現在（2015 年 12 月）は 1923 年生まれの社長杜導正が編集長も兼ねるようになっ
ている。なにやら、胡耀邦と趙紫陽を自ら下野させた鄧小平を彷彿させる。ここには「老人政治」
の「伝統」が反映されているとも言えるかもしれない。
また、杜は自分の娘杜明明を「秘書長」（事務長）に就けるなどしていることで、批判も受けて

はいる。批判の当否は別にして、少なくとも楊は「書簡」のなかで「炎黄春秋は終始理想をもち、
それを追求する多くの知識人を凝集させている。彼らは理想のために奮闘しており、個人の利益を
追求するものは少ない。国の内外における影響の大きさ、新聞刊行物トップ 50 に入る雑誌に、独
立した広告部が無いということこそ、利益を追求していないという一つの証拠である。炎黄春秋雑
誌社のある者は株をこのくらい持っている、ある者は大株主などという者がいるが、こうしたデマ
に対しては、一笑に付すだけである。」としている。
こうした『炎黄春秋』をめぐる一連の騒動は習近平体制になって顕在化したものであり、その包
囲網は確実に狭まっている。
中国の歴史は従来から権力を握る者が解釈してきたし、中華人民共和国においては、その解釈権
を持つ中国共産党の解釈以外は認められず、異なる解釈を行おうとすると「歴史修正主義」（「历史

虚无主义」）として批判される。今後における同誌の存否は同誌を創刊し支えてきた改革開放初期
の高級幹部の現政権内人脈ネットワークにかかっているとはいえ、初代新聞出版署長であった 90
歳を超える杜導正が社長と編集長を兼務していることは正常とは言えない。1957 年生まれの呉思
に代わる若い人材が後継として早期に輩出されないとすれば『炎黄春秋』の将来は予測不能になる
であろう。
もとより、歴史の事実、真実に対する多面、多角的視座による解釈があってはじめて歴史を直視
することが可能となる。その意味で、われわれにとって、『炎黄春秋』は主流メディアと異なる視
座から歴史を語っている貴重な刊行物である。カーは『歴史とは何か』（岩波新書）の中で「歴史
とは解釈のことです。」（p．29）と語っているが、評者はこれからも『烏有之郷』のweb サイトに
掲載された論文とこの『炎黄春秋』を併読することを通じて、中国の ｢事実｣、「真実」に近づき、
中国の「当代」の歴史を「解釈」したいと考えている。そのため、その一翼が失われるような事態
が発生することを望まない。
最後に付言したいのは、習近平の父親習仲勲が生前 2001 年 2 月 25 日に「炎黄春秋办得不错！」
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（「炎黄春秋はうまく作られている！」）という題辞を贈っている、ことである。

参考資料

1．新聞出版署「規則に違反した新聞刊行物に対し警示通知書を使用する上での関係問題に関す
る通知」

新闻出版总署关于对违规报纸期刊使用警示通知书有关问题的通知

2006 年 6 月 15 日

各省、自治区、直辖市新闻出版局：

为加强对报刊出版工作的管理，规范新闻出版行政部门有效实施行政管理措施，根据《出版管理条

例》和《报纸出版管理规定》、《期刊出版管理规定》，我署制定了《警示通知书》，对违规报刊进一步

实行规范化管理。现将《警示通知书》格式样本印发给你们，并对其使用提出以下要求：

一、下达《警示通知书》是新闻出版行政部门对报纸、期刊出版单位违反《出版管理条例》、《报纸

出版管理规定》、《期刊出版管理规定》等国家有关法律法规和规范性文件所作出的行政措施之一。

二、《警示通知书》中详细载明了违规报纸、期刊刊名、刊期、国内统一连续出版物号，违规事实，

新闻出版行政部门查处依据，处理意见等相关内容。

三、《警示通知书》和其他行政措施可以并用。

四、新闻出版行政部门对报纸、期刊出版单位违规事实初步认定后，可先行下达《警示通知书》，

制止违规行为。其后，可视其违规情节轻重，依据有关程序和规定，给予行政处罚。

五、各级新闻出版行政部门在报纸期刊出版管理中要正确使用《警示通知书》，违规事实要清楚，

查处依据要明确，处理意见要具体。

六、《警示通知书》由新闻出版总署或省、自治区、直辖市新闻出版行政部门下达给违规的报纸、

期刊出版单位，并抄送违规报纸、期刊出版单位的主办单位及主管单位。省、自治区、直辖市新闻出

版行政部门下达的《警示通知书》，要同时抄报新闻出版总署。

附件：《警示通知书》（样本）

新闻出版总署

二〇〇六年六月十五日
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2．新聞出版署　「図書、定期刊行物、ＡＶ製品、電子出版物重大テーマ選択届出弁法」

图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题备案办法

新聞出版署　新出图（1997）860 号

1997 年 10 月 10 日

图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题备案办法

第一条　根据《出版管理条例》第十九条的规定，为了实施图书、音像制品、电子出版物重大选题

备案制度，制定本办法。

第二条　凡列入备案范围内的重大选题，图书、音像制品、电子出版物出版单位在出版之前，必须

依照本办法报新闻出版署备案。未经备案的，不得出版发行。

第三条　本办法所称重大选题，是指涉及国家安全、社会安定等方面的内容，对国家的政治、经

济、文化、军事等会产生较大影响的选题，具体包括：

（一）有关党和国家的重要文件、文献选题；

（二）有关党和国家曾任和现任主要领导人的著作、文章以及有关其生活和工作情况的选题；

（三）涉及党和国家秘密的选题；

（四）集中介绍政府机构设置和党政领导干部情况的选题；

（五）涉及民族问题和宗教问题的选题；

（六）涉及我国国防建设及我军各个历史时期的战役、战斗、工作、生活和重要人物的选题；

（七）涉及“文化大革命”的选题；

（八）涉及中共党史上的重大历史事件和重要历史人物的选题；

（九）涉及国民党上层人物和其他上层统战对象的选题；

（十）涉及前苏联、东欧以及其他兄弟党和国家重大事件和主要领导人的选题；

（十一）涉及中国国界的各类地图选题；

（十二）涉及香港特别行政区和澳门、台湾地区图书的选题；

（十三）大型古籍白话今译的选题（指 500 万字以及 500 万字以上的项目）；

（十四）引进版动画读物的选题；

（十五）以单位名称、通讯地址等为内容的各类“名录”的选题；

前款所列重大选题的范围，新闻出版署将根据情况适时予以调整并另行公布。

第四条　出版单位向新闻出版署申报重大选题备案时，应当填写备案登记表并提交下列材料：

（一）备案申请报告；

（二）选题、书稿、文章、图片或者样片、样带；

（三）出版单位的上级主管部门或所在地党委宣传部门的审核意见。
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前款备案材料不齐备时，不予受理。

本条所称出版单位的上级主管部门，是指：（一）中央各部门的出版社，其主管部门是中共中央和

国务院各部委、各民主党派和人民团体；（二）解放军系统的出版单位，其主管部门是解放军总政治

部宣传部；（三）属地方的出版单位，其主管部门是所在地省级新闻出版局或音像出版行政管理部门。

第五条　新闻出版署自决定受理备案之日起 30 日内，对备案申请予以答复或者提出意见，逾期未

予答复或者提出意见的，备案即自动生效。

第六条　新闻出版署对备案的重大选题进行审核，必要时可以转请有关部门协助审核。

第七条　出版单位违反本办法，未经备案出版属于重大选题范围内的出版物的，由省级新闻出版局

或新闻出版署责成其上级主管部门对出版单位的主要负责人员给予行政处分；停止出版、发行该出版

物，并责令该出版单位按照本办法的规定办理申报备案手续；违反《出版管理条例》的，依照有关规

定处罚。

第八条　根据《出版管理条例》的精神和期刊出版中存在的问题，本办法适用于期刊中涉及的重大

选题。

第九条　本办法自发布之日起施行。

3．新聞出版署　｢出版単位の主宰単位と主管単位の職責に関する暫定規定｣

关于出版单位的主办单位和主管单位职责的暂行规定

新闻出版署［93］801 号
1993 年 6 月 29 日

第一条　为了适应新闻出版事业发展的需要，明确出版单位的主办单位和主管单位的职责，特制定

本规定。

第二条　举办出版单位，必须有确定的主办单位和主管单位。

第三条　出版单位是指依照国家有关规定举办，经国家新闻出版行政管理部门审核批准并履行登记

注册手续的报社、期刊社（编辑部）、图书出版社和音像出版社。

第四条　主办单位是指出版单位的上级领导部门
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主办单位所办的出版单位的专业分工范围，应与主办单位的业务范围相一致。主办单位所办的出版

单位的办公场所应与主办单位在同一城市或同一行政区域。

两个或两个以上单位联合申办出版单位，应确定其中一个单位为主要的主办单位以及相应的主管单

位。

第五条　主管单位是指出版单位创办时的申请者，并是该出版单位的主办单位（两个或两个以上主

办单位的则为主要主办单位）的上级主管部门。

主管单位，在中央应是部级（含副部级）以上单位；在省、自治区、直辖市应是厅（局）级以上单

位 ；在自治州、设县的市和省、自治区设立的行政公署，应是局（处）级以上单位；在县级行政区

域，应是县（处）级领导机关。

第六条　主管单位、主办单位与出版单位之间必须是领导与被领导的关系，不能是挂靠与被挂靠的

关系。出版单位的主要负责人员应是主办单位所属的在职人员，禁止将出版单位承包给其他组织和个

人。

出版单位在主管单位和主办单位的领导和管理下负责开展各项业务活动，保证出版物的编辑、出

版、印刷、发行工作的正常进行。

第七条　出版单位根据工作需要设置的社委会、编委会、编辑室、管理委员会等机构，均为出版单

位的内部管理机构，不能作为出版单位的主办单位或主管单位。

第八条　主办单位对所办出版单位负有下列职责：

（一）领导、监督出版单位遵照中国共产党的基本路线、方针、政策和国家的法律、法规、政策以

及办社（报、刊）方针、宗旨、专业范围，做好出版工作及有关各项工作；审核出版单位的重要宣

传、报道或选题计划，审核批准重要稿件（书稿、评论、报道等）的出版或发表；决定所属出版单位

的出版物发行或不发行；对出版单位在出版物内容等方面发生的严重错误和其他重大问题，承担直接

领导责任。

（二）依照国家的有关规定为出版单位的设立提供和筹集必要的资金、设备，并创造其他必要条件，

办理核准登记手续，依法取得企业法人或者事业单位法人资格。

（三）依照国家的有关规定，决定出版单位经营管理国有资产的责任制形式；遵循国家有关规定和

责、权、利相统一的原则，保证出版单位的经营自主权，但应对出版单位各项经营活动切实担负监督

职责；监督出版单位严格执行国家财政、税收和国有资产管理的法律、法规，定期进行审计，确保出

版单位财产的保值、增值。出版单位为实现社会效益目标而形成政策性亏损，主办单位应当给予相应

的补贴或者其他方式的补偿。

（四）审核出版单位的内部机构的设置，考核并提出任免出版单位的负责人的建议，报主管单位批

准。
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（五）向主管单位汇报出版单位的工作情况，贯彻落实主管单位的有关决定和意见。

（六）承担出版单位或出版物停办后的资产清算、人员安置和其他善后工作。

（七）国家规定的和上级主管部门规定的其他职责。

第九条　主管单位对所属的出版单位及其主办单位负有下列职责：

（一）监督出版单位及其主办单位贯彻执行中国共产党的基本路线、方针、政策和国家的法律、法

规、政策；采取行政措施和经济措施保证出版单位的出版工作坚持为人民服务、为社会主义服务的方

向，坚持以社会效益为 高准则；有权决定所属出版单位的出版物发行或不发行；对出版单位在出版

物内容等方面发生的严重错误和其他重大问题，承担领导责任。

（二）审核批准出版单位的重大宣传、报道或选题计划，批准有重要影响的稿件的出版或发表；决

定出版单位或出版物停办或变更，并向新闻出版行政管理部门提出书面报告。

（三）对主办单位对出版单位的领导和管理工作进行检查、监督、指导，并可提出意见或作出决定。

（四）扶持、协助主办单位为出版单位提供或筹措资金、购置设备。

（五）与主办单位共同负责出版单位或出版物停办后的资产清算、人员安置和其他善后工作。

（六）国家规定的其他职责。

第十条　主办单位与主管单位是同一机构的，该机构对本规定第八、九条规定的职责均应履行。

第十一条　主管单位应在两个月内决定该出版单位停办或者另行指定新的适当的主办单位；逾期仍

没有合格的主办单位的，由新闻出版行政管理部门根据有关规定对该出版单位注销登记。

第十二条　主管单位决定不再履行本规定第九条规定的职责时，应作出停办该出版单位的决定并以

书面形式报告新闻出版行政管理部门，新闻出版行政管理部门即对该出版单位注销登记。

第十三条　出版单位因严重亏损，无力清偿到期债务，主办单位或主管单位又不代替清偿的，主管

单位应当决定其停办，并书面报告新闻出版行政管理部门，对该出版单位注销登记，依法进行清算。

第十四条　主管单位、主办单位不能履行职责或违反本规定，致使出版单位丧失继续举办条件的，

由新闻出版行政管理部门对该出版单位撤销登记。

第十五条　本规定由新闻出版署解释。

第十六条　本规定自公布之日起施行。



海外研究動向／アメリカ

研究領域の統廃合と開発領域としての「エコシステム」

別 府　三 奈 子*

米国最大のジャーナリズム＆マス・コミュニケーションの研究組織であるＡＥＪＭＣ（The 
Association for Education in Journalism and Mass Communication ／全米ジャーナリズム＆マ
ス・コミュニケーション教育学会、http://www.aejmc.org/）は、1912 年に創設され、50 か国
3700 人に及ぶ会員が所属している。本部は 1999 年より南カロライナ州にあり、ジャーナリズムと
マス・コミュニケーションに関わる研究者、実務家、学生の教育・研究活動を支えて 1世紀近くに
なる。この団体の生い立ちについては、本紙第一号で記述した。本稿では、ここ 10 年の変化につ
いて概観するとともに、ジャーナリズム研究における今年の動きについて述べる。
ＡＥＪＭＣの使命は、ジャーナリズムやマス・コミュニケーション教育・研究の最高水準を作り
出すことにある。さまざまなコミュニケーションの可能性を広げていくために必要な調査・研究を
行い、教育面・実務面双方の専門性を高め改善し、よりよく情報化された社会を生み出すための米
国における中枢機関である。主活動は、研究会、賞の授与、就職情報の共有、出版活動、奨学金制
度の運用などで、情報社会のさまざまな側面での研究を、18 の専門部会で進めている。
部会の構成は 2016 年 1 月現在、以下のようになっている：科学・健康・環境・危機管理のため
の情報伝達、通信技術、コミュニケーション理論と方法論、文化的・批判的研究、放送ニュース、
歴史、国際コミュニケーション、法律と政策、雑誌、情報社会、メディア倫理、メディア経営、経
済面と起業家精神、少数者とコミュニケーション、新聞とオンラインニュース、広報、大学ジャー
ナリズム、視覚コミュニケーション。
英語圏の情報先進国における情報社会の先端動向が、部会構成の変化に反映されていて興味深
い。この 10 年、旧来の部会のいくつかが統廃合され、いくつかが新設された。研究の最先端にあ
るのは、科学・健康・環境・危機管理のための情報伝達の部会（原語は Communicating Science, 
Health, Environment, Risk Division ／ ComSHER、創設は 2010 年）等である。
本部会（ComSHER）の前身は、1991 年に創設された科学コミュニケーション研究会である。

当時は、科学技術や科学の専門知識を情報社会に取り入れていく方法の検討などが中心テーマだっ
たが、今日においては、インターネットとパソコンのフル活用による情報の収集・分析・伝達・表
現に関する、幅広いテーマを扱っている。ビッグデータ社会の可能性を科学的に研究開発し、倫理
面も含めて、特に環境、医療、危機管理などの面で有効利用するための方途を、関心ある人びとの
知的交流によって活発化させようとして創出された。
ＡＥＪＭＣの部会再構成に関する注目点は、ジャーナリズムに特化した部会が、放送系（かつて
のテレビ＝ラジオジャーナリズム部会）と、新聞＋オンラインジャーナリズムの 2系統に整理され
つつある点である。これにともない、映像ジャーナリズムはこの両方の部会と非言語コミュニケー

*べっぷ　みなこ　日本大学法学部新聞学科　教授
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ション部会の 3つの部会で、研究が続けられている。
（1）

・非言語ジャーナリズムの新たな段階
今世紀の初めあたりの米国では、オンラインメディアとジャーナリズムの関係性について、模索
が続いていた。しかし、現状でいえば、インターネットを取材道具、かつ、伝達メディアとして活
用するにとどまらず、ソーシャルメディアの全体が新たなジャーナリズムの構造の一部となって定
着し、存在感のある機能を果たしてきている。その存在感は、日本国内とは様相が大きく異なる点
は注意が必要である。
オンラインメディアは表現としても、言語ジャーナリズム・非言語ジャーナリズムの 2分類のア
プローチを残しながら、すでにその枠を超えている感が強い。融合型のコンバージェンス・ジャー
ナリズムをより一層多様化・活性化させてきているといえよう。
この傾向を受けた現場の新たな試みのひとつが、ＶＲジャーナリズムである ( ＶＲ／バーチャ
ル・リアリティ、以下ＶＲと略す）。ＶＲは、人間の頭に装着したディスプレイによって、頭の向
きに合わせて視界が立体的に移動し、あたかも映像の中に居るかのような臨場感のあるコミュニ
ケーションが可能になる技術である。すでに 2001 年にはデンマークなどでも実用が試みられてい
た。
（2）
この種の技術をジャーナリズムに応用することで、ドキュメンタリー映像よりも、視聴者が現

場にいる錯覚を強くする効果がある。
技術主導で可能となった表現方法だが、インパクトが大きいゆえに、ジャーナリズムの倫理上検
討すべき点が多い。現場を数台のビデオカメラで多方向から記録し、それを編集して現場を再構成
する。ビッグデータの解析力の向上によって可能になったものだが、これまでのジャーナリズムを
規定する「事実」「証拠」「やらせ」といった概念におさまらない部分が多く、ジャーナリズムとし
ての可能性の探究とともに、あり方の検討が必要な試みである。デジタル化がもたらした変化の延
長にある、この種の表現の変質については、利用が急速に拡大していることから、開発研究・検証
研究が急務の動向でもある。

・ジャーナリズムのエコシステムの広がり
もうひとつの変化は、ジャーナリズム活動の中心にある調査報道に関し、いわゆる「エコシステ
ム」が広がりつつある点だろう。周知のように、今世紀初頭、調査報道を担ってきた旧来型のマス
メディア、特に印刷メディアの経営基盤の規模縮小傾向が続き、新聞社の編集部予算がカットさ
れ、調査報道の現場は苦戦を強いられた。1970 年代に調査報道の一翼を担ったワシントン・ポス
トの経営の行き詰まり、良質のジャーナリズムを牽引してきた各地の新聞社の縮小や倒産などの例
は後を絶たない。
こういった経営基盤の変質による調査報道の弱体化を穴埋めする形で始まったのが、篤志家の寄
付等によってはじめられたオンライン専門の調査報道機関だった。ハフィントン・ポストやプロパ
ブリカは、すでにその業績で高い評価を得、知名度も高く定着している。しかし、米国のオンライ
ンメディアによる調査報道の存在感を高めているのは、こういった著名例もさることながら、大部
分はより小規模な、調査報道に特化した多数の非営利団体による試みの相乗効果である。
これらの動きを発掘し、支え、刺激してきたのは、大学の研究機関である。一例として最も著名
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なのは、アメリカン大学コミュニケーション大学院のチャールズ・ルイスらの「ジャーナリズムの
エコシステム」の試みである。

（3）
自らも調査報道の豊かな実践経験を持つルイスは、1989 年にパブ

リック・インテグリティ・センターを創設し、その後、アメリカン大学へ移って研究会を組織し、
引き続きジャーナリズムの核となる人材と資源の活性化についてさまざまな実験を続けている。
提唱しているのは、財団からの寄付を受けて運用する非営利団体による、専門テーマの継続的調
査報道である。大学がリソースや場所と、教育を望む優秀な学生たち、すなわち、マンパワーを提
供する。既存のマスメディアがベテラン・ジャーナリストを提供し、ノウハウを伝授する。この両
者が協働して、テーマ主義で調査報道を広く行う。記事は、大学が運営するオンラインメディアに
も提供されるが、既存のマスメディアにも利用され、受け手に届く。日本式にいえば、調査報道の
産学共同スタイル、である。寄付文化のない日本では、財源が課題となる方法である。
「ジャーナリズムのエコシステム」がこれまでにたたき出してきた調査報道の具体例をみてみよ
う。例えば、前述のアメリカン大学の場合は、銀行や公的資金の運用実態、気候変動にともなう各
地の変化の記録、問題発生の根本原因を現場で掘り起こすもの等々と多様である。数十人の学生調
査員が数年かけて、中心者となるベテラン・ジャーナリストの指導の下に、調査を進め実績をあげ
ている。従来の人への取材を根本としながら、さらに情報自由法（ＦＯＩＡ）を使った公的情報で
開示されたデータ内容の解析と、さまざまなビッグデータの分析を重ね合わせて、独自の調査指数
やグラフィックを生み出す点に特徴がある。
前述のＶＲジャーナリズムも、エコシステムも、いずれも、開発された技術や既存の財団といっ
た周辺動向を、研究主導でジャーナリズムの改善に取り込み、それらを担う人材を大学教育が育成
し、社会的インフラとなってきた例といえよう。シリア問題が深刻化していくなかで、ジャーナリ
ズムの偏向や偏見についても、さまざまな検証研究や議論が続いている。

（4）

注

（ 1）　Susan Opt and Russanne Low, "Non-Scientist Sources Lend Balance, but Create Bias," Newspaper 

Research Journal（vol.36-1）, AEJMC, winter 2015

（ 2 ）　Giuseppe RIVA、”Virtual Reality as communication tool: a socio-cognitive analysis”、Communications 

Through Virtual Technology: Identity Community and Technology in the Internet Age（Edited by G. Riva 

and F. Davide）, IOS Press: Amsterdam, 2001, pp.48-54.  Rebecca Coates Nee and Judith Fusco, "Tweets 

during Crisis Follow One-Way Communication," Newspaper Research Journal（vol.36-2）, AEJMC, spring 

2015

（ 3 ）　http://investigativereportingworkshop.org/about/　などを参照のこと。

（ 4）　Debbie Goh and Ugur Kale, “From Print to Digital Platforms: A PBL Framework for fostering 

Multimedia Competencies and Consciousness in Traditional Journalism Education”, J&MC Educator, 

vol.70-3, 2015, pp.307-323.  ＰＢＬは Project-based learning の略。産学共同の調査報道ワークショップは、

まさにこの典型として、各地の大学で試みられ、成果を上げている。



海外研究動向／フランス

パリ連続襲撃事件と『パリはお祭り』

伊 藤　英 一*

目次
1．パリ連続襲撃事件と『パリはお祭り』
2．パリ連続襲撃事件の衝撃とバタクラン劇場
3．バタクラン劇場近くでの街頭インタビューからウェブの世界へ
4．自爆襲撃と神風（kamikaze）
5．『パリはお祭り』と『寛容論』のベストセラー入り
6．パリはお祭り

1．パリ連続襲撃事件と、『パリはお祭り』
フランスのパリで、2015 年 11 月 13 日夕刻から深夜にかけて起きた連続銃撃爆発事件は、悲惨

で衝撃的な事件であった。厳戒態勢の中、メディア上でも多くの時間が、凄惨な状況を伝えるため
に割かれてきた。それにもかかわらず、パリでは、人々の気分を盛り立てるような言葉でもある

『パリはお祭り（Paris est une fête）』が、二つの動きから注目を浴びている。一つ目の動きは、ヘ
ミングウェイの遺作『パリはお祭り（Paris est une fête/The Moveable Feast/ 邦訳書名・移動祝
祭日）

（1）
』が、ベストセラーとなったことである。事件の三日後、灰色の週末明けの月曜日朝、街頭

テレビのインタビューに
（2）

答えた 77 歳になる女性が、この遺作を何度も読み返すことが必要とコメ
ントしたことが、きっかけとなった。若い世代により、このコメントが「我らのマミー（おばあ
ちゃん）のアドヴァイス」としてウェブや YouTube 上で人気を博しベストセラーに入り、一時は
版元でも品切れになる程の売れ行きとなった。緊急増刷分が出回り始めた 12 月の第 1 週はベスト
セラー第 10 位に復活ランクイン、第 2 週には第 3 位に駆け上っている。

（3）
年末を控えたフランスで

は、主だった文学賞が発表され、受賞作品がベストセラーを競うのが恒例となっているが、そのよ
うな文学作品を差し置いて、百年近く昔の話がランクインした。2014 年に好調な売れ行きを示し
たピケティの『21 世紀の資本』に続く快挙とも言えよう。

もう一方の動きは、その本の売れ行きにあやかってであるが、パリ市庁が、パリの文化やレ
ジャーのプロモーションのために、この『パリはお祭り（Paris est une fête）』をキャッチフレー
ズとして採用、

（4）
パリ市の広報広告、特に街頭広告や SNS でキャンペーンを展開し始めたことであ

る。
（5）

厳戒態勢が続く悲惨な事件の記憶も覚めやらぬパリで、「お祭り？？」、「それも 100 年近くも前
のパリを描いた本が？？」といった、素朴な疑問も湧いてくる。そんな『パリはお祭り（Paris est 
une fête）』を巡るトレンドの背景を探ってみたい。

*いとう　えいいち　日本大学法学部新聞学科　教授
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2．パリ連続襲撃事件の衝撃とバタクラン劇場
フランスのパリで、2015 年 11 月 13 日起きた連続襲撃事件は、次の三点から見ても、衝撃的な

事件であった。第 1 点は、襲撃を行った加害者の多くが、フランス国籍を有するという点である。
第 2 点は、犠牲となった被害者の大半もまた、フランス人であり、失われた 130 人の命の内、102
人がフランス国籍であった。

（6）
そして、第 3 の点は、襲撃された 6 か所のいずれもが、パリの人々に

とって、庶民的で身近な場所だった点である。国際的な街パリであっても、どちらかと言えば地元
の人々が多く集う場所が、襲撃の対象とされたことが、悲劇の様相を深くした。

特に、90 名にのぼる犠牲者を出したバタクラン劇場（Théâtre du Bataclan）では、襲撃死亡し
た加害者 3 人全員が、二十歳代でフランス生まれのフランス人であった。築 150 年を経た、中国風
建築の庶民的娯楽の場が、悲劇の舞台となったのだ。バタクランという劇場名は、「シャンゼリゼ
のモーツァルト」とも称されたジャック・オッフェンバックが作曲したオペレッタのタイトルに由
来しているが、以来、きゃりーぱみゅぱみゅや Perfume の公演により、日本人にとっても馴染み
のある劇場となっている。そんな大衆的な憩いの場所で、自国民であるフランス人が、同じ自国民
であるフランス人を攻撃するという悲惨な事実を、目の当たりにせざるを得なかったのである。

3．バタクラン劇場近くでの街頭インタビューからウェブの世界へ
11 月 13 日（金）午後 9 時 40 分に、3 人のフランス人加害者がバタクラン劇場に侵入、開始され

た襲撃は、日付も 14 日（土）に変わった深夜の午前零時 58 分には終止符を打たれている。3 時間
18 分で完了した事件であるが、死者は犠牲者 90 名、加害者側 3 名の計 93 名を数えたことにな
る。あまりにも厳粛な事実を前に、どのように対処すべきか、戸惑いを隠せない人々も多かったの
ではなかろうか。

そのような惨劇のあったバタクラン劇場の近くで、16 日（月）、犠牲者に花束を捧げに訪れた女
性が BFM テレビの街頭インタビューを受けた。ダニエル（Danielle）

（7）
とだけ名乗った、彼女のコ

メントは、
（8）

次の 3 点のみに絞られた、28 秒弱の、簡潔なものであった。
① 　亡くなられた方々に花を捧げることが大切だ。（C’est très important d’apporter des 

fl eurs à nos morts.）
② 　ヘミングウェイの『パリはお祭り』を、何度も読み返すことが大切だ。何故なら、私たち

は古い文明で、私たちの価値を高みに掲げなければいけないから。（C’est très important de 
voir, plusieurs fois, le livre d’Hemingway “Paris est une fête”, parce que nous sommes une 
civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs）

③ 　自由に優しく帰依している 5 百万人のムスリムと友愛を結び、アラーの名の下に殺戮を行
う野蛮な 1 万人と戦おう。（nous fraterniserons avec les 5 millions de musulmans qui 
exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 
barbares qui tuent, soit-disant au nom d’Allah.）

このコメントが、フランス第 1 位の情報専門チャンネルである BFM テレビで放映されると、若
い世代にとっての「ウェブ上のマミー（Mamie/ おばあちゃん）が登場」、「ウェブが夢見ていたお
ばあさん（grand-mère que le web rêve d’avoir）

（9）
」といった反応が相次ぎ、インターネットを通じ

て、共感の輪が拡がっていった。
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BFM は、ビジネス情報専門の FM ラジオ放送として、アラン・ヴェイル（Alain Weill）会長兼
CEO の下に、2005 年 11 月 28 日に開局されている。「フランス第 1 の情報チャンネル（Première 
chaîne d'info de France）」をスローガンに掲げ、地上波テレビ、衛星放送、インターネット放送
にも進出、2008 年にはスローガンどおり、事実上の市場総合シェアー第 1 位となり、フランス情
報チャンネルの筆頭となるまでに急成長したメディアである。

そんな BFM テレビのインタビューで語られたダニエルのコメントは、ウェブ上で拡散するだけ
でなく、新聞や他メディアが話題として取り上げることで、ネットワーク効果が発揮された。

この BFM テレビによるインタビューは凄惨な襲撃のあった暗い週末明けの、2015 年 11 月 16
日（月曜日）の早朝ライブで放映されたが、その夕刻には、ダニエルとだけ名乗った質素で素朴な
雰囲気の女性が、本名はダニエル・メリアン（Danielle Mérian）、年齢は 77 歳、元弁護士、女性
の権利保護、特にアフリカの女性のための活動に貢献して来た、等々の個人情報がネット上で明ら
かにされ、それらがウェブ上の「ダニエルおばあちゃん（“mamie Danielle”）」の好イメージを醸
成して行った。もっとも、この呼称を、当の本人は嫌がっているようではあるが。

（10）
　

これらのコメントは、短いながらも、意味深長であり、その解説を兼ねて、以下に補足説明をし
ておきたい。

① 　ダニエルのコメントの冒頭で触れられた「犠牲者に花を捧げることが大切」という件は、
ダニエルに花を贈ろうというウェブ上の提案があり #DesFleursPourDanielle のハッシュタ
グが設けられ、ダニエルから「私にではなく、犠牲者に花を」という再コメントが出、振り
込まれた金額は、彼女が参画している団体に寄付されるといった展開を見せた。

（11）
　

② 　「ヘミングウェイの『パリはお祭り』を読み返す」との話は、地味な売り上げに推移して
いた作品に光をあてるきっかけとなった。

（12）
　

このヘミングウェイの自伝的作品は、出版経緯、内容、訳名、等々、なかなかに複雑で、
少々説明をしておく必要があろう。ヘミングウェイは、この作品の推敲に熱意を示していた
とも見受けられるにもかかわらず、その途上である 1961 年に、自死している。その死から
3 年後の 1964 年に、彼の 4 人目で最後の妻であるメアリー（Mary Hemingway）の手で、
刊行されたのが『The Moveable Feast』の初版であり、仏訳名では『Paris est une fête』

（13）
、

邦訳名は『移動祝祭日』
（14）

となっている。
結婚して間もないヘミングウェイが新婦ハドリーを伴い、駆け出しの貧しいジャーナリス

トとして、パリで執筆業の修練を始めた 1921 年から、1927 年ハドリーと離婚するに至るま
での時代がカバーされている。「狂騒の 1920 年代（les années folles）」を背景としたパリ
が、この作品には描き込まれていることになる。

ただし、1964 年に刊行された『The Moveable Feast』
（15）

の編集や内容については、論議が
続いていた。

そこで、ヘミングウェイの孫にあたるシーン（Seán Hemingway）等の手により、修復版
（Restored Edition）と副題を付した新版が、

（16）
2009 年に刊行されるに至っている。

この新版と旧版のいずれが選択されるべきか、との論議は
（17）

あるものの、現在、米仏で
（18）

、新
規購入して読まれている本は、新版の方であり、邦訳版は旧版の方であることは留意してお
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く必要があろう。
また、新版の方が、初婚の妻ハドリーへの感謝と懺悔、オマージュ（hommage）といっ

た面が明確に出ており、二人が新婚生活を送ったパリの描写とそんなパリへの賛歌とが、素
直に読者に伝わってくる構成になっている。

③ 　ダニエルのコメントの中で、ネット上の好意的反響ないしは賛意が多く見受けられ、とり
わけムスリムの人々から感謝の念が伝えられたのが、「自由に優しく帰依している 5 百万人
のムスリムと友愛を結ぶ」との呼びかけであった。このことは、今日のフランスにとって、
最も困難な問題への対処案として、フランスの若い世代にアピールするところがあるのだと
考えられる。

フランスの基本理念として、①自由（liberté）、②平等（égalité）、③「博愛ないしは友愛」
（“fraternité”）、の三つが挙げられる。この襲撃事件直後、オバマ大統領からフランスに向
けて送られたメッセージの中にも、最も古い同盟国である米仏両国が共有する理念がこの

「liberté, égalité, fraternité」であるとされ、オバマ大統領自身の明瞭なフランス語により、
BFM、CNN 等を通じて伝えられている。

（19）
　

ただ、三つ目の理念である fraternité は、先に「博愛ないしは友愛」としておいたが、正
確な意味合いを和訳するのが難しい。ラテン語で人類全員を意味する frater の語源を重視
すれば、博愛（=fraternité universelle）と理解される。そうだとすれば、博愛とすること
で間違いない。しかし、人々が所属する組織の枠組みを前提として考えると、同じ修道院で
修行する同士、血を分けた兄弟といった、組織の成員相互間の友愛ないしは兄弟愛

（fraternité）であり、無差別な博愛とは違うことになる。そうであれば、誰を友、誰を兄弟
と看做して、愛を形成し、親愛関係を結ぶ（fraterniser）のかという点が、難問として残さ
れる。

ダニエルは、この友愛や兄弟愛を結ぶ相手は、「自由に優しく帰依している 5 百万人のム
スリム」だ、と簡明に断言したのである。

2015 年初頭における、フランスの総人口は約 6630 万人で
（20）

あると発表されている。この総
人口の内、おおよそ 6％から 7％程度が、出自等の観点から、ムスリムに親近感を抱く層で
はないかと言われている。しかしながら、フランスでは、直接、間接にかかわらず、個人的
な情報のセンサスは禁じられており、

（21）
宗教にかかわる事項も、これに含まれている。ただ

し、海外のシンクタンクによる調査、また国内の調査機関による、社会学的手法を主体とし
た人口的な推計、分析等は実施されている。

ピュー・リサーチ・センター（Pew Reseach Center）
（22）

は、フランス国内における、ムスリ
ムは 2010 年で 470 万人と報告している。また、L’Institut national d’études démographiques

（国立人口研究所 /Ined）の推計では、ムスリムが多数を占める国々を出自とする人々は 5
～6 百万人であり、内、おおよそ 3 分の 1 にのぼる人々が、ムスリムとして信教し、実践し
ていると見積もられている。

（23）
ダニエルの「自由に優しく帰依している 5 百万人のムスリムと

友愛を結ぶ」との呼びかけは、フランスに在住するムスリムの大半の人々と、愛を形成し親
愛関係を結ぶ（fraterniser）のだとしたことになる。

BFM テレビへの反応や、ウェブ上のコメントには、多くのムスリムからの感謝も寄せら
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れており、また、ムスリムの人たちとの友愛を大切にしたいといった意見が顕著である。
ただし、この呼びかけは、「アラーの名の下に殺戮を行う野蛮な 1 万人と戦う」と続いて

いる。戦う相手を特定し、数字的にも明示したことも、若者たちの理解を容易に得られた理
由の一つではあろう。

もっとも、この 1 万人という数値の多寡については検証しておきたい。ブルッキングス・
ドーハ・センター（Brookings Doha Center）

（24）
が 2015 年 8 月に刊行した報告書では、シリ

アおよびイラクに赴いている外国人戦闘者（Foreign Fighters/FF）は 3 万人弱と、2015 年
4 月の国連報告による 2 万 2 千人との推計よりは多く見積もっている。この FF の出身国と
しては、チュニジアの 3 千人、サウジアラビアの 2 千 5 百人等、中近東諸国が多いが、西欧
諸国からとしては、フランスから 1550 人、イギリスとドイツから各々 7 百人、ベルギーか
ら 440 人と続いている。

フランス出身の 1550 人の内、266 人が、シリアおよびイラクからフランスに戻っており、
内 29 人程度が、フランスの治安上の潜在的脅威となっている、とフランスの情報関係当局
は見ている。しかし、戦闘目的で、シリアおよびイラクと往還しているものに限定しない場
合、フランス国内で、将来的に暴力行為に及ぶ可能性を否定できない層としては、1 万人以
内、あるいは推定する機関によっては 5 万人に

（25）
近い人数が算出されている。

従って、ダニエルの「アラーの名の下に殺戮を行う野蛮な 1 万人と戦う」で言及された 1
万人という人数は、「殺戮を行う野蛮」との形容の是非はさて置き、中

あた
らずと雖

いえど
も遠からず

ではあろう。
また、ダニエルのコメント全体への反応も、花を捧げることに併せて『パリはお祭り

（Paris est une fête）』の本そのものを犠牲者に捧げたり、ムスリムの人々からの感謝、ムス
リムの人々との友愛や連帯といった、肯定的なものが多いことは救いである。

しかし、ムスリムそのものが神の前での平等とムスリムによる共同体成員間の友愛ないし
は兄弟愛を基調していることを考えると、ダニエルのコメントに言う友愛と両立できるもの
なのか困難な面も否定できない。

4．自爆襲撃と神風（kamikaze）
ここまで本稿の執筆でも使用を避けてきたものの、かねてから気掛かりになっている単語のこと

に触れておきたい。
フランスで用いられている、自殺（的）襲撃、即ち「実現するにあたって、行為者の意図的死亡を

伴う攻撃の一類型」
（26）

を意味する単語を、2015 年 12 月 30 日 11：30JST の時点で、グーグルでフラ
ンス語版のニュース検索をしてみると、そのヒット数（résultats）は、次のとおりである。

①　attentat-suicide（自殺襲撃） 107,000
②　bombe humaine（人間爆弾） 43,200
③　kamikaze（神風） 668,000

上記の 3 例を比較してみると、フランスでの使用頻度は、③の「kamikaze（神風）」が最も高い
ことが解る。そこから、垣間見られる通り、日本とフランスでは、その単語から受け取る歴史的感
覚に相当の開きがある。
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本稿では、「バタクラン劇場を襲撃死亡した加害者 3 人全員・・・」といった表現をして来たが、
これを「回りくどい」と感じられた方も多いと思われる。が、フランスの新聞やテレビでは、これ
を「les 3 kamikazes du Bataclan（バタクランの 3 神風）」

（27）
と、表現されるような事例が圧倒的に

多い。しかし、バタクラン劇場の自殺襲撃実行犯を kamikaze と表現されて、これを素直に、ある
いは心穏やかに、端的な表現と受け入れられる日本人は、少ないのではなかろうか。少なくとも、
近親者や知人に、第二次世界大戦中の特別攻撃に関わらざるを得なかった人がいる場合、その心中
は察するに余りある。

一方、日本では、このような行為を「自殺テロ」と表現する場合もある。フランス革命後に遡る
恐怖政治を思い起こさせるような「テロ」との表現にもっぱら使われるようになった単語

「terreur（テルール）」は、フランスでは歴史的に想起される意味はもちろんであるが、恐怖を意
味する単語として現在も日常的に使われている。更に、この恐怖（la terreur）を、政治的、宗教
的、思想的な目的で使用、行使することをテロリズムと定義した場合、これを「テロ」と短縮する
ことはフランス語の名詞としては考えにくい。

逆に、外来語を受け入れるものの、その原義や含意に左程の考慮を払わず、むやみに簡略化した
カタカナ語を利用する傾向のある日本も、気が付かないまま、先方を傷つけている可能性も否定は
できない。

日仏両国で日常的に用いられる単語が、潜在意識に蓄積していくイメージには重いものが感じら
れ、少々怯え （terrifi ant）を伴う身震いがする。

更に、誇り高いアラブ・ムスリム文明（La civilisation arabo-musulmane）の歴史を有しながら
植民地化の屈辱を味わった地域では、1905 年 5 月 27 日から 28 日にかけ対馬沖で繰り広げられた
日本海海戦の勝利を、自らのもののように歓喜した人々も少なくない。オリエントの覚醒が促され
た時代から受け継がれた系譜を辿ると、第二次世界大戦中に特攻で殉じた人々への畏敬の念を抱き
つつ、kamikaze と呼ばれることを高揚感でもって受け止める層があることも理解されよう。日本
が、二十世紀の前半、往時の列強に対峙することにより、オリエントの人々に覚醒させた矜持と誇
りが、地中海沿岸をはじめとした世界に、「日本パラドックス（Le Paradoxe japonais）」の影を、
今もなお、落としているのだ。そして、この事実は、今日の日本の我々の果たすべき責任と、日本
の生きるべき道を暗示してくれている。

5．『パリはお祭り』と『寛容論』のベストセラー入り
パリでは、2015 年 1 月および 11 月と衝撃的な襲撃事件が続いたが、いずれの場合も、その直後

から、古典ともいえる書籍が、ベストセラーになるという現象が見受けられた。
2015 年 1 月 7 日シャルリ・エブド誌（Charlie Hebdo）編集局が襲撃された後、ベストセラーと

なったのは、今から二百数十余年前になる 1763 年に刊行された本だった。ヴォルテール
（Voltaire）の『寛容論（Le Traité sur la tolérance）』

（28）
が、その本である。無料提供の Kindle 版に

限らず、ウェブ上において無料で読めるにもかかわらず、2015 年末には、18 万 5 千部のハード・
コピー版が売れたという。内容的には、フランス南西部トゥルーズで亡くなったプロテスタントの
織物業者ジャン・カラス（Jean Calas）の名誉回復を訴えたもので、2014 年には、1 万部程度の売
り上げに留まっていた啓蒙思想の古典が、2015 年には 18 倍強の売れ行きを示したことになる。プ
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ロテスタントとカトリック間の宗教的対立の中で、寛容の必要性を訴えた具体的な内容が、今日の
世界的状況においても有効であると受け入れられているのであろう。もっとも、著作権の切れた作
品の、フランスでの販売価格は安く、『寛容論』も、新書版としてジェリュ（J’ai lu）、およびフォ
リオ（Folio）の二つのシリーズで刊行されているが、いずれも 2 ユーロ（約 260 円）で、総売上
高に換算しても、つつましやかなものではある。

2015 年 11 月の連続襲撃事件の後、ヘミングウェイの『パリはお祭り（Paris est une fête）』が
ベストセラーとなったことは、すでに触れたが、増刷分が市場に出回るようになった 2015 年 12 月
に入ってからは、週 2 万 3 千部の

（29）
ペースで捌けていると報じられている。

このヘミングウェイの『パリはお祭り（Paris est une fête）』は、百年近く前になる「狂騒の
1920 年代（les années folles）」のパリを背景としている作品である。また、ヘミングウェイが自
死する直前まで手を入れていたとはいえ、その原稿の大半は、「1928 年 3 月からパリのオテル・
リッツ（Hôtel Ritz Paris）に預けられたままとなっていたものを、1956 年 11 月にリッツからの要
請で引き取った EH のイニシアル入りのルイ・ヴィトンのトランクの中にあった」

（30）
と、新版序文の

冒頭に記された話がフィクションで
（31）

ないとすれば、執筆時もまた、実質的に百年近く前になる作品
ということになる。
「パリには如何なる終わりもありえない（There is never any ending to Paris）」

（32）
と、ヘミング

ウェイが不断の永続性を強調したパリではあるが、そんなパリは、あくまでも第 1 次と第 2 次の両
世界大戦の狭間にあった 1920 年代（les années folles）の狂騒のパリで、泡

うたかた
沫のように過ぎ去った

ようにも見受けられる。
ヘミングウェイ夫妻が、パリからオーストリアのリゾート地シュルンスヘ出かける話が、新版の

中程にある 16 章、
（33）

旧版では最終章に
（34）

描かれている。そこで描かれる生活は、強い米ドルを満喫す
る生活であり、絶望的なハイパー・インフレに苦しむドイツを横目に見ながらの生活である。シュ
ルンスで見受けられる厳しい経済的格差は、ヒットラー総統の支配を許すことにつながり、米国や
パリにも厳しい影響を及ぼすようになるのである。

しかし、この『パリはお祭り（Paris est une fête）』を、ヘミングウェイが失ってしまったハド
リーへの懺悔録、あるいはオマージュであるとして読んでみると、逆にヘミングウェイが失っては
いけなかったものも見えてくるのかも知れない。ひいては、パリが失ってはいけないものも見える
可能性も否定できないのだ。

6．パリはお祭り
『パリはお祭り（Paris est une fête）』の売れ行きが好調であることに相乗りして、パリ市庁は、

パリの文化やレジャーのプロモーションのために、この『パリはお祭り（Paris est une fête）』を
キャッチフレーズとして採用、

（35）
2015 年 12 月 23 日からパリ市内での広報広告、特に街頭広告や

SNS でキャンペーンを展開し始めた。
（36）

　
貼り出された野外ポスターは、いずれもヘミングウェイが描いたパリの風景にヒントを得た写真

を背景に、
（37）

落ち込みの激しい業界の立て直しを企図したものである。
華やいだホールを背景に、「幾百ものコンサート・ホールと劇場が貴方を魅了します（Des 

centaines de salles de concert, de théâtre prêts à vous enchanter）」、歩道で喫茶する人々をバッ
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クに「1 万 3 千軒余のバー、カフェ、レストランが貴方を楽しませます（Plus de 13000 bars, cafés 
et restaurants prêts à vous régaler）」、花屋さんの後ろ姿には「80 のマルシェと 1 万 4 千余のお
店が貴方を熱中させます（80 marchés et plus de 14000 magasins prêts à vous emballer）」といっ
た言葉を、『パリはお祭り（Paris est une fête）』が囲むようにデザインされている。

地味とも思えるポスターではあるが、厳戒態勢の続く中で
（38）

の公的プロモーション活動としては穏
当なものなのであろう。

パリ市当局は、劇場やコンサート・ホールの顧客は 20% から 30% の減少、レストランでは 30% 
の減、といった現状からの回復を図る必要に迫られている。フランスの国立統計経済研究所

（Institut national de la statistique et des études économiques；INSEE）の予測では、事件の悪影
響は第 3 四半期から 0.1％減にとどまる、

（39）
と予測されているが、観光ビジネスに関わる部門への経

済的影響には厳しいものがある。
また、パリ市の『パリはお祭り（Paris est une fête）』キャンペーン開始の前日、2015 年 12 月

22 日には、パリ市民や観光客のために、「パリで何をする（Que faire à Paris）」
（40）

かを見出すため
のサイトが開設された。そのサイトでは、第 1 ページの下、3 分の 1 程を使って、大きくパリの紋
章に使われている「揺

たゆた
蕩えども沈まず（Fluctuat nec mergitur）」の文字が、掲げられている。観

光プラン立案のための検索機能を高めるために、もっとスペースを用いた方が良いような気もする
が、パリ市の今の意気込みを表しているような面は微笑ましくもある。

思い起こせば、ヘミングウェイの『パリはお祭り』の描写する 1920 年代、米国ではアメリカ合
衆国憲法修正第 18 条により、飲料用アルコールの製造・販売等が禁止されていた時代でもある。

ヘミングウェイの『パリはお祭り』の素晴らしい点の一つは、飲むことや食べることを味わい、
散歩を楽しんでいるシーンである。2016 年に入ってのパリの施策に、毎月一回ではあるものの日
曜日のシャンゼリゼを歩行者天国に開放したり、春から夏にかけてチュイルリ橋からアンリ四世橋
にかけてのセーヌ川右岸を歩行者用に

（41）
する等、新しい動きのあることも好ましい。

日常的な『パリはお祭り（Paris est une fête）』が戻ることを祈りたい。

注

（なお、以下の注に付したウェブ等の参照日時は、特に記載の無い限り、2016 年 1 月 7 日 08：00JST 現在のも

のである。）

（ 1 ）　本論では、フランスでの話題に焦点をあてていること、また生前のヘミングウェイの意図を勘案すると

共に、『パリはお祭り』と呼ぶこととする。なお、ヘミングウェイの自死から 3 年後、旧版が 1964 年に出

版された際、『The Moveable Feast』の書名が採用された経緯、Moveable（動く / 付随して回る）およ

び Feast（お祭り）の意味、いずれの単語も中央部分（下線を引いた部分）が ea となっている理由につ

いては、諸説あるものの、下記邦訳書の解説に詳しい。

cf. アーネスト・ヘミングウェイ：移動祝祭日、高見浩訳・解説、新潮文庫、新潮社、平成 21 年、

pp.306-330.

（ 2 ）　http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/zapping-tv-le-message-de-mamie-danielle-n-ayez-pas-peur-

indignez-vous-698826.html

（ 3 ）　http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_classement-des-ventes-de-livres-paris-est-une-fete-entre-
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dans-le-top?id=9164308

（ 4 ）　http://www.paris.fr/actualites/paris-est-une-fete-s-affi  che-dans-la-capitale-3225

（ 5 ）　http://www.parismatch.com/Vivre/Mode/Paris-est-une-fete-889939

（ 6 ）　Bilan au 20 novembre 2015（2015 年 11 月 20 日現在）

（ 7 ）　http://www.bfmtv.com/societe/danielle-avait-emu-la-france-apres-les-attentats-elle-arrive-sur-

twitter-935925.html

（ 8 ）　“C’est très important d’apporter des fl eurs à nos morts, c’est très important de lire plusieurs fois le 

livre d’Hemingway Paris est une fête. Nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au 

plus haut nos valeurs. […] Nous fraterniserons avec les 5 millions de musulmans qui exercent leur 

religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10.000 barbares qui tuent, soi-disant au 

nom d’Allah.”

http://www.marieclaire.fr/,danielle-merian,789301.asp

http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/17/chez-danielle-dame-paroles-sages-zut-barbares-262157

（ 9 ）　http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/13947-bienvenue-attaquesparis-danielle-merian-

militante-monde.html

（10）　http://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-danielle-merian-ne-veut-plus-qu-on-l-appelle-mamie-

danielle_1745154.htm

（11）　»La cagnotte est terminée et elle atteint 16 130 euros. J’ai 1824 gentils donateurs et je vais pouvoir 

reverser ça à mes associations”, dit-elle avec sa douce voix »

http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/17/chez-danielle-dame-paroles-sages-zut-barbares-262157

（12）　How Hemingway’s A Moveable Feast Has Become a Bestseller in France; Following the deadly 

attacks in Paris, the author’s memoir about life in the city has sold out of bookstores, The Atlantic, 

November 23, 2015.

http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/11/ernest-hemingway-paris-attacks-a-

moveable-feast/417294/

（13）　Ernest Hemingway ; Paris est une fête [A Moveable Feast], Première parution en 1964, Traduction 

de l’anglais （États-Unis） par Marc Saporta. Gallimard

（14）　アーネスト・ヘミングウェイ：移動祝祭日、高見浩訳、新潮文庫、新潮社、平成 21 年、330pp.

（15）　Hemingway, Ernest - A Moveable Feast, Charles Scribner’s Sons, New York, 1964.

（16）　Hemingway, Ernest & Hemingway, Seán （ed.） ;  A Moveable Feast: The Restored Edition. New 

York: Scribner’s, 2009, 240pp.

（17）　Hotchner, A.E. ; Don’t Touch ’A Movable Feast, The New York Times, July 19, 2009.

（18）　Ernest Hemingway ; Paris est une fête, Édition de Seán Hemingway. Avant-propos de Patrick 

Hemingway, Édition revue et augmentée en 2011, Avant-propos, introduction et inédits traduits par 

Claude Demanuelli, Collection Du monde entier, Gallimard, 312pp.

（19）　Barack Obama : “Liberté, égalité, fraternité”, Elsa Conesa, Correspondante à New-York, Le 

14/11/2015 à 01:42,

http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021476250168-barack-obama-liberte-egalite-
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fraternite-1175076.php#

（20）　Insee - Évolution de la population jusqu’en 2015 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02145

（21）　ex. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés   

Version consolidée au 05 avril 2011.  Article 8, 

I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, 

directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques 

ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie 

sexuelle de celles-ci.

（22）　Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, « The Future of the Global Muslim 

Population Projections for 2010-2030 » , Pew Research Center, janvier 2011, pp.22-39.

（23）　Entre 5 et 6 millions de musulmans en France, Le Point du 28 juin 2010

（24）　Charles Lister  ; Returning foreign fi ghters: Criminalization or reintegration?, Brookings Doha Center 

Publications, August 13, 2015, 12pp.

http://www.brookings.edu/～/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/En-

Fighters-Web.pdf?la=en

（25）　Judah Grunstein ; What’s Even More Dangerous than ISIS? Overreacting Against Our Muslims, 

Politico Magazine, November 20 2015.

（26）　« un type d’attaque dont la réalisation implique la mort intentionnelle de son auteur. »

（27）　”les 3 kamikazes du Bataclan“、この表現だけで、約 211,000 のヒットとなっていた。（2015 年 12 月

30 日 11：30JST 現在）

cf. ex. 

http://www.lefi garo.fr/actualite-france/2015/12/09/01016-20151209ARTFIG00053-le-dernier-kamikaze-

du-bataclan-aurait-ete-identifi e.php

（28）　Voltaire ; Traité sur la tolérance, s.n.（édition originale）, 1763.

https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_la_tol%C3%A9rance/%C3%89dition_1763

Traité sur la tolérance : A l’occasion de la mort de Jean Calas, 7 septembre 2013, J’ai lu（7 septembre 

2013）, 110 pp.

（29）　Julie Clarini ; Traité sur la tolérance » et « Paris est une fête », best-sellers inattendus, 

LE MONDE | 25.12.2015 à 11h01 ・ Mis à jour le 26.12.2015 à 15h57.

http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/12/25/traite-sur-la-tolerance-et-paris-est-une-fete-best-

sellers-inattendus_4838098_3260.html

（30）　Seán Hemingway ; Introduction, in “Hemingway, Ernest & Hemingway, Seán （ed.） ; A Moveable 

Feast : The Restored Edition. New York: Scribner’s, 2009”, p.1．

（31）　Hemingway, Ernest & Hemingway, Seán （ed.） ; A Moveable Feast: The Restored Edition. New York: 

Scribner’s, 2009, pp.229-236.

（32）　ibid. p.236.

（33）　ibid. pp.113-123.



290 Journalism & Media  No.9  March  2016

（34）　アーネスト・ヘミングウェイ：移動祝祭日、高見浩訳、新潮文庫、新潮社、平成 21 年、（op. cit.）, p.280.

（35）　http://www.paris.fr/actualites/paris-est-une-fete-s-affi  che-dans-la-capitale-3225

（36）　http://www.parismatch.com/Vivre/Mode/Paris-est-une-fete-889939

（37）　Campagne d’affi  chage «Paris est une fête»

http://www.lepoint.fr/societe/paris-est-une-fete-utilise-pour-la-promo-de-paris-17-12-2015-2003432_23.

php

（38）　http://www.liberation.fr/france/2015/11/14/l-etat-islamique-revendique-les-attentats-de-vendredi-a-

paris_1413412

（39）　http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN0U02W020151217

（40）　http://quefaire.paris.fr/

（41）　«piétonisation des berges de Seine rive droite entre le pont des Tuileries et le pont Henri IV», 

Libération du 6.01.2016 ,

http://www.liberation.fr/direct/element/des-vux-nature-pour-anne-hidalgo_27998/

« Paris : les Champs-Elysées seront piétons une fois par mois à partir du printemps », Le Parisien du 

6 Janv. 2016.



海外研究動向／中国

「口号口号」（スローガン）・中国・「抗日戦争勝利 70 周年」

山 本　賢 二*

現在の中国において「口号」（スローガン）は・・・月間、・・・週間、・・・記念日、・・・周年
などに宣伝部によってつくられ下達される官製のスローガンと民間のデモ行進などに現れる非官製
のスローガンがある。これより以前、中国共産党が政権を奪取する前の革命闘争期、建国後の政治
闘争時においては「闘争」の道具としてスローガンが利用されてきたことは周知のことである。

劉少奇は 1928 年 10 月「スローガンの変転について」（论口号的转变 1928.10.5）と題した一文
において、情勢の変化に合わせてスローガンを転換させる必要性を説く中で、その機能について

「大衆のあらゆる闘争の中で、スローガンの役割は極めて大きい。それは闘争中の大衆の要求と需
要を含み、それは大衆の精神を特に奮い立たせ、特に一致させ、強力な行動を生み出す。」とする
と同時に、「スローガンは異なる性質を持つ。宣伝のスローガン、煽動のスローガン、行動のス
ローガンがある。行動のスローガンは最終的に指令となる。割りと長期にわたる闘争の任務を代表
するスローガンは全て宣伝から煽動、行動に至るステップを経るものである。」と指摘し、「没收地

主土地、建立工农兵苏维埃政权、打倒帝国主义」，「（工場）增加工资、改良待遇、八小时工作」な
どのスローガンを例示している。劉の指摘に基づけば、「没收地主土地」を例にすると、そのス
ローガンは当初「宣伝」であったが、徐々に組織化への「煽動」となり、さらにそれは「行動」を
喚起するようになり、ついには「地主から土地を没収せよ」という「指令」に変わるというもので
ある。

これは革命闘争期のスローガンの「役割」を述べたものではあるが、現在においてもある種のス
ローガンは「宣伝」から「煽動」へ、さらには「行動」を喚起し、その実現を「指令」するという
普遍的機能を備える。

1．「抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利 70 周年」の「口号」（スローガン）と習近平のス
ピーチ

中華人民共和国にとって 2015 年は「抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利 70 周年」にあた
り、メディアを動員してその「勝利」を記念する宣伝が行われた。

特に 9 月 3 日の戦勝記念日に向けて、中国共産党は下記の 22 の「口号」（スローガン）を作り、
宣伝部を通じて全国に伝達した。

（1）铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 !
（2）隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年 !

*やまもと　けんじ　日本大学法学部新聞学科　教授
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（3）中国共产党是中国人民抗日战争的中流砥柱 !
（4）兵民是胜利之本 !
（5）在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争中牺牲的英烈们永垂不朽 !
（6）深切怀念在抗日战争时期牺牲和殉难的同胞们 !
（7）深切怀念在世界反法西斯战争中牺牲和殉难的人们 !
（8）向一切为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利作出贡献的国家和人民致敬 !
（9）中国人民抗日战争胜利万岁 !
（10）中华民族大团结万岁 !
（11）世界反法西斯战争胜利万岁 !
（12）世界人民大团结万岁 !
（13）以史为鉴、面向未来 !
（14）坚定不移走和平发展道路 !
（15）努力建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队 !
（16）中国是世界和平的坚决倡导者和有力捍卫者 !
（17）各国人民携手努力，建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界 !
（18）弘扬伟大抗战精神，不断夺取中国特色社会主义新胜利 !
（19）大力弘扬抗战精神，积极倡导天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族

气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念 !
（20）全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党 !
（21）矢志不渝沿着中国特色社会主义道路奋勇前进 !
（22）紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中
华民族伟大复兴的中国梦而奋斗 !

上記 22 のスローガンのうち、習近平の「中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利 70
周年記念大会」におけるスピーチ（中国語原文と日本語訳後掲）の中で、そのまま引用されたのが

「（1）铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来 !」だけであり、その中国側の日本語訳は「歴史を
銘記し、烈士たちのことを思い偲び、平和を大切にして、未来を切り開く」（新華網日本語チャン
ネル）である。また、「（2）隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年 !」は「隆
重」の一語彙が削除され、前述の（1）のスローガンを受ける形で「我们纪念中国人民抗日战争暨

世界反法西斯战争胜利 70 周年，就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。」（中国側訳
「我々が中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利 70 周年を記念する目的は、まさに歴史
を銘記し、烈士たちのことを思い偲び、平和を大切にして、未来を切り開くことです。」）とされて
いる。

そして、中国の抗日戦争の歴史に対する中国共産党の「解釈」である「（3）中国共产党是中国人
民抗日战争的中流砥柱 !」（「中国共産党は中国人民抗日戦争の中核である。」）は挿入されていな
かった。習のスピーチは主に「中国人民」（「中国人民」）と「中国人民抗日戦争」（「中国人民抗日

战争」）を主語にして組み立てられていたのである。そして、2 段目にある「中共中央」以外、「中
国共産党」は最後のくだりに、「前進する道のりにおいて、全国各民族人民は中国共産党の指導の
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下で、・・・」という表現があるだけであり、極力「党色」を抑えた内容であった。（ちなみに、台
湾の馬英九総統は 9 月 2 日に開かれた「中華民国抗戦勝利 70 周年記念および民国 104 年軍人節表
彰大会」でのスピーチで「歴史の真相はただ一つである。抗戦は国民政府蒋中正委員長が全国軍民
を指導し刻苦奮闘した成果である。」（「歷史真相只有一個，抗戰是國民政府蔣中正委員長領導全國
軍民艱苦奮鬥的成果。」）（中国語原文後掲）と語っている。）

また、軍について、習は「中国人民解放軍は人民からなる軍隊で、全軍の将士は全身全霊に人民
に奉仕するという根本的な宗旨を心に刻み、祖国の安全と人民の平和な生活を守るという神聖なる
職責を忠実に全うし、世界平和を守るという神聖なる使命を忠実に遂行しなければなりません。こ
こで、中国は兵力の定員を 30 万人削減することを、宣言いたします。」としている。この新華社の
日本語訳の「中国人民解放軍は人民からなる軍隊で、・・・」の原文は「中国人民解放军是人民的
子弟兵，・・・」であり、筆者は従来から「人民解放軍は人民の子弟兵であり、・・・」と訳してき
た。というのは、これは人民解放軍を親しみを込めて呼ぶときに使う表現であるからである。ま
た、あくまでも「人民」の「子弟兵」ということであって、「人民からなる軍隊」という意味とは
根本的に異なるからでもある。これに付け加えれば、それはすでにスローガンと言える程、一般的
に使われてきていたからでもある。さらに、スピーチ全体の構成から見ると、本来、格調高く、歴
史の検証に耐えうるスピーチであるべきものを、ここで「兵力の定員」の「30 万人削減」を「宣
言」したことは極めて唐突である。明らかに日本を含む西側各国の首脳の出席が無かったことの意
味（中国の軍拡と軍事パレードに対する西側の「疑念」）を、中国共産党が十分理解していた証佐
であろう。

もとより、党国体制にあるとはいえ、人民解放軍は中国共産党の軍隊であり、中華人民共和国と
いう国家に属するものではない。周知のように、民主主義国の軍隊は国家に属するもので、一政党
に属するものではない。それゆえ、軍事政権ならいざ知らず、この軍事パレードを天安門楼上から
巡閲すべきは各「国」の首脳ではなく、中国共産党と友党関係にある政「党」の代表であるべきも
のである。

そして、習はスピーチの最後に「正義は必ず勝ちます！平和は必ず勝ちます！人民は必ず勝ちま
す！」（「正义必胜！和平必胜！人民必胜！」）という呼びかけで締めくくっている。これなどはス
ローガンと言ってもよいであろう。「・・必胜！」は「自由必胜 !」（「自由は必ず勝ちます !」）、「民

主必胜 !」（「民主は必ず勝ちます !」）、「宪政必胜 !」（「憲政は必ず勝ちます !」）などのスローガンに
転用され得る表現であろう。

2．非官製対日スローガン

こうした官製スローガンのほか、ネット上には様々な対日スローガンが見られる。
例えば、www.cnrencai.com（2015-08-07）　には「抗戦勝利 70 周年標語」（「抗战胜利 70 周年标

语」）と題して下記のようなスローガンがアップされている。

（1）钓鱼岛自古以来就是中国固有领土 !
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（2）中国领土主权坚决不容侵犯 !

（3）健全国防动员体制，加强民兵预备役建设 !

（4）全世界华人团结起来，组成爱国的铜墙铁壁 !

（5）坚决捍卫二战胜利果实，维护战后国际秩序 !

（6）坚决拥护和支持我国政府的严正立场 !

（7）日本人必须从钓鱼岛上滚出去 !

（8）牢记历史血债，自愿抵制日货 !

（9）牢记“九一八”!勿忘国耻 !

（10）抗日战争胜利万岁 !伟大的中国人民解放军万岁 !

（11）勿忘八年抗战流血牺牲，牢记南京大屠杀死难同胞 !

（12）坚决捍卫国家主权和领土完整 !

（13）全世界人民大团结万岁 !

（14）时刻警惕日本右翼势力复活军国主义 !

（15）八年抗战华夏儿女同仇敌忾，拯救民族危亡军民视死如归 !

（16）任何侵略者不会有好下场 !

（17）誓死捍卫中华民族的神圣尊严 !

（18）坚决打倒法西斯主义 !坚决捍卫波茨坦公告 !

（19）坚持科学发展，建设富强国家 !

（20）有钱出钱，有物出物，坚决保卫钓鱼岛 !

（21）不给日本打工，自愿抵制日货 !

（22）坚决保卫世界反法西斯战争的胜利成果 !

（23）日本政府购岛是侵略行径 !

（24）爱我中华，强我国防 !警惕侵略者，防止野心豺狼 !

（25）建立强大的人民海军 !加强巡海维权行动 !

（26）海峡两岸同胞团结起来，共同捍卫中国领土主权 !

（27）加强海洋维权巡逻，坚决捍卫中国钓鱼岛主权 !

（28）加强军队反腐，加强人民军队建设，做到能打仗，打胜仗 !
（29）军民团结如一人，试看天下谁能敌 !

（30）加强军训演习 !时刻准备消灭敢于来犯之敌 !

上掲の 30 のスローガンは（1）「釣魚島は古来より中国固有の領土である !」（2）「中国の領土主
権は断固侵犯を許さない !」（3）「国防動員体制を健全にし、民兵予備役建設を強化しよう !」（4）

「全世界の華人は団結し、愛国の鉄壁をつくろう !」（5）「第二次世界大戦の勝利の果実を断固守り、
戦後の国際秩序を擁護しよう !」など比較的「穏健」な表現であり、（9）「9.18 をしっかり銘記しよ
う !　国辱を忘れるな !」などの「定番」もある。また（19）「科学発展を堅持し、富強の国家を建
設しよう !」、（28）「軍隊の反腐敗を強化し、人民の軍隊建設を強化し、戦え、勝つ戦いを実現しよ
う !」など直接日本とは関係のないものもある。
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同サイトはまた過激な表現を含む次のようなスローガンもアップ（2015-07-29）している。

（1）莫忘国耻，振兴中华 !

（2）七七事件，血雨腥风，永志不忘 !

（3）倭寇来袭，昨天之耻 !

（4）禽兽刚走，伤疤刚癒，奇耻大辱怎能忘 !

（5）擒贼寇，饮其血，方解我恨 !

（6）不悔过，参拜靖国神社，贼心不死 !

（7）欲夺我钓鱼岛，狗吃屎本性难改 !

（8）八年抗战，浴血奋战，教训不可忘 !

（9）与小日本亲和者，乃我敌人 !

（10）与贼寇和亲，卖国之举 !

（11）旅游日本，为贼寇捐资，卖国之行 !

（12）购日本货，为日寇捐款，卖国之举 !

（13）依法抗日，不如灭个龟儿子 !

（14）打倒日本帝国主义 !

（15）愿意抗日的人万岁 !

（1）「国辱を忘れず、中華を振興しよう !」などは「普通」のスローガンであるが、（2）「7・7 事
件、血の雨生臭い風、いつまでも忘れない !」、（5）「賊寇を捕まえ、その血を飲んで、始めてわが
恨みは解消する !」などは前掲のスローガンよりかなり露骨である。また、「小日本」はまだしも、
日本を「倭寇」、「禽兽」、「贼寇」、「日寇」などで表現している。さらに、（9）「日本人と親しくす
る者はわが敵である !」、（11）「日本への旅行は、盗人に資金を提供するもので、売国の旅である !」、

（12）「日本製品を買い、日寇に寄付する、売国の挙である !」など自国人に対する「警告」型のス
ローガンもある。

また、同サイトは 2012 年 9 月の反日デモで使われたスローガンも集め、「抗日デモ行進経典ス
ローガン」（「抗日游行示威经典口号」）（2015-07-29）として下記のように五つに分類、紹介してい
る。

捍卫主权派（主権擁護派）
（1）钓鱼岛是中国的，国家主权不容侵犯。

（2）保卫钓鱼岛，捍卫国家主权。

（3）钓鱼岛是中国的，苍井空才是日本的。

（4）捍卫主权，扬我国威 !

（5）钓鱼岛　妈喊你回家过节了──海南岛。
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激进歼灭派（急進殲滅派）
（1）小日本，二战罪人，厚颜无耻。

（2）核灭日本野狗，铲除民族后患。

（3）强烈要求我军向侵略者开战 ! 日本必亡 !! 坚决抵制日货 ! 抗日爱国 ! 勿忘国耻 ! 振兴中

华 !

（4）小日本滚出去，严惩汉奸卖国贼。

主动请缨派（主体的に戦場に赴く派）
（1）十亿青年十亿兵，国耻岂待儿孙平。

（2）万里长城十亿兵，越马扬刀入东京。

（3）宁可大陆不长草，也要守住钓鱼岛。

方言泄愤派（方言で憤りを発散する派）
（1）日你先人板板 !

（2）小鬼子在俺们这嘎达舞舞扎扎的，瘪犊子脑瓜子给你削碎乎喽 !

理性抗议派（理性的抗議派）
（1）反对暴力，理性爱国。

（2）化愤怒为力量，要政改，要自强。

（3）化爱国为智慧，要文明要理性。

（4）国共合作收复钓鱼岛。

（5）中国很生气，后果很严重。胜利 70 周年活动目的是铭记历史

以上の中では「急進殲滅派」と「主体的に戦場に赴く派」に分類されたスローガンが「刺激的」
である。前者の（2）「日本という野犬を核で消滅させ、民族の後顧の憂いを除去しよう !」、後者の

（2）「万里の長城十億の兵、武力で東京に入ろう !」など過激さが目立つ。また、「理性的抗議派」
の（1）「暴力に反対し、理性をもって国を愛そう !」、（2）「怒りを力に変え、政治改革をやり、自
強を目指そう !」、（4）「国共合作で釣魚島を取り戻そう !」などはまさに「理性的」範疇に入るであ
ろう。

こうした日本を対象にした種々の非官製スローガンの中には劉のいう宣伝─煽動─行動─指令を
たどる可能性のあるものもある。しかし、そのスローガンが機能するためには必ず組織者の存在が
必要になる。そして、その組織者が誰になるのかが問題なのであるが、誰になろうともそれを最終
的に認知するのは「暴力装置」をもつ中国共産党なのである。

そして、こうした非官製スローガンと比べると、官製の 22 のスローガンがいかに抑制されたも
のかが理解できよう。ただ、非官製スローガンをネットから削除しようとすればできるのも中国共
産党である。
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3．張文和、李艶編著『スローガンと中国』

筆者の手許に『スローガンと中国』（张文和，李艳编著『口号与中国』中共党史出版社 1998.2）
と題する本がある。同書はスローガンに基づいて中華人民共和国の歩みを描いている。その中で取
り上げられたスローガンは以下の 26 項目である。

（1）中国人民站起来了

（2）抗美援朝，保家卫国

（3）为巩固下新民主主义制度而奋斗

（4）打退资产阶级的猖狂进攻

（5）阶级消灭，个人愉快

（6）百花齐放，百家争鸣

（7）向科学进军

（8）轮流坐庄

（9）要反对右倾保守，也要反对急躁冒进

（10）鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

（11）大跃进

（12）人民公社好

（13）人有多大胆，地有多大产

（14）千万不要忘记阶级斗争

（15）独立自主，自立更生

（16）工业学大庆

（17）农业学大寨

（18）备战、备荒、为人民

（19）活学活用，学用结合，急用先学，立竿见影

（20）横扫牛鬼蛇神

（21）造反有理

（22）文攻武卫

（23）广阔天地，大有作为

（24）抓革命、促生产

（25）按既定方针办

（26）实践是检验真理的唯一标准

上掲のスローガンを説明できれば中華人民共和国の歴史に関する基礎知識があると言える。中華
人民共和国建国を宣言した（1）「中国人民は立ち上がった !」、朝鮮戦争時の（2）「抗米援朝、国家
防衛」、「三反五反」運動時の（4）「ブルジョア階級の狂気の進攻を撃退しよう」、「三面紅旗」期の

（10）「大いに意気込み、高い目標を目指し、多く、速く、立派に、無駄なく社会主義を建設しよ
う」、人民公社を称賛した（12）「人民公社は素晴らしい」、毛沢東のことばの（14）「決して階級闘
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争を忘れてはならない !」、中ソ対立を象徴した（15）「独立自主、自力更生」、文革期の（20）「妖
怪変化を一掃しよう」、（21）「造反有理」、毛死去後の（25）「既定の方針に従って行おう」、毛沢東
思想再考とすべて派一掃時の（26）「実践が真理を検証する唯一の基準である」などそれぞれの時
代を反映している。

これ以外に、筆者がこれまでによく触れてきた懐かしいスローガンを一部挙げると下記のような
ものがある。

·“枪杆子里面出政权”（鉄砲から政権が生まれる）、“星星之火，可以燎原”（小さな火花も荒野
を焼き尽くすことができる）、·“没有调查，没有发言权”（調査無くして、発言権無し）、“人不犯

我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”（人が自分を侵さなければ、自分も人を侵さない。人が自分
を侵すなら、自分は必ず人を侵す）、·“一切反动派都是纸老虎”（すべての反動派は張子の虎であ
る）、“以阶级斗争为纲”（階級闘争をカナメとする）、“全世界人民团结起来，打败美帝国主义及其

一切走狗”（全世界の人民は団結して米帝国主義とその手先を打倒しよう）、“向雷锋同志学习”（雷
鋒同志に学ぼう）、“团结起来，争取更大的胜利”（団結してより大きな勝利を勝ち取ろう）、“一不

怕苦，二不怕死”（「一に苦しみを恐れず、二に死を恐れない）、“下定决心，不怕牺牲，排除万难，

去争取胜利”（決意を固め、犠牲を恐れず、万難を排して、勝利を勝ち取ろう）、“稳定压倒一切”
（安定がすべてに優先する）、“没有共产党，就没有新中国”（共産党が無ければ、新中国は無い）、·
“为人民服务”（人民に奉仕する）、“四化建设”（四つの現代化建設）、“科学技术是第一生产力”（科
学技術が第一の生産力）、“坚持四项基本原则”（四つの基本原則を堅持しよう）、“一个中心，两个

基本点”（一つの中心、二つの基本点）など。
また、“三个代表”（三つの代表）は江沢民、“和谐社会”（調和の取れた社会）、“科学发展观”

（科学的発展観）は胡錦濤時代を象徴するスローガンであるし、現在の習近平時代を代表するのは
“中华民族伟大复兴”（中華民族の偉大な復興）、“中国梦”（中国の夢）、“两个一百年”（二つの百
年）、“一带一路”（一帯一路）などである。

4．スローガン「毛主席万歳」（「毛主席万岁」）について

中華人民共和国建国以来のスローガンには毛沢東の言葉が少なくない。それは毛が中国革命の象
徴であり、建国後もカリスマとして絶大な権力をもつとともに、「階級闘争」という名の下で政治
闘争を繰り返し指導してきたことによる。その毛に対する個人崇拝を促進したスローガンに「毛主
席万歳」がある。毛沢東が死去し、「四人組」が追放され、鄧小平の下で改革開放政策が実施され
30 年以上たった現在でこそ、このスローガンは叫ばれなくなり、「標語」（「标语」）としてもあま
り見かけなくなったが、かつては「毛主席万歳」が叫ばれ、都市や農村の壁にはいたるところそれ
が書かれていた。

しばらく前、この「毛主席万歳」の毛沢東自書説の真偽をめぐって、「論争」が行われた。その
「経緯」を紹介した「『毛主席自ら万歳というスローガンを書いた』とするデマと真相」（「“毛泽东

自写万岁”口号的谣言与真相」http://www.dooo.cc/2015/02/34279.shtml）と題する呉法天の一文
は「1950 年 4 月 27 日の人民日報の一面トップに掲載された中共中央の『5・1 メーデー祝賀スロー
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ガン』（「庆祝五一劳动节口号」）には『毛主席万歳』というスローガンは無かった。もともと『毛
主席万歳』はあったが、原稿査読時に、スローガンの原稿の査読の責任を主に負っていた劉少奇が

『偉大な中国人民の領袖毛沢東同志万歳』に書き改め、毛主席に査読送付したが毛主席もそれを改
めなかった。」という結論を冒頭に示し、朱徳の秘書であった陳友群が 1980 年に語り、李鋭が
2003 年に「毛沢東をいかに見るか」（「如何看待毛泽东」）などの中で指摘し、郭道暉が『炎黄春
秋』2010 年 4 期に書いた「党史に対する一度の民主大評議」（「对党史的一次民主大评议」）と題す
る一文などで、それぞれ「毛主席が最後に自ら毛主席万歳を書き加えた」としていることを否定し
た。

否定した根拠として同文が引用したのは中央文献研究室第一編研部副主任張素華の説明である。
その張は、郭道暉の『炎黄春秋』2010 年 4 期の一文に対し、1950 年の原資料を調べたが、初稿は
胡喬木によって書かれ、それには「毛主席万歳」があったが、査読した劉少奇がその「毛主席万
歳」を「偉大な中国人民の領袖毛沢東同志万歳」に改めたとしている。（张素华「毛泽东没有在

“五一口号”中加写“毛主席万岁”」『炎黄春秋』2010 年 7 期）
これに対し、郭道暉は「『万歳』スローガンの私見」（「“万岁”口号之我见」『炎黄春秋』2010 年

8 期）の中で、郭自身が引用したのは「中央直属機関の歴史決議（草稿）討論簡報第五組第 32 号
（1980 年 11 月 17 日）に掲載された陳友群の発言」であるとすると同時に、「『万歳』のスローガン
が党中央の五一メーデーのスローガンに正式に組み込まれたことは毛沢東自らが査読黙認したもの
であるから、『万歳』を叫ぶことは彼の承認同意を得たものであることを明らかにしている。」と指
摘している。

また、李鋭も「『毛主席万歳』というスローガンについて」（「关于“毛主席万岁”这个口号」『炎
黄春秋』2010 年 8 期）の中で、張の一文は陳友群の発言内容を否定しているが、それが掲載され
た「簡報」については「説得力のある分析」を行っていないとし、公文書を根拠としている張に対
し、彼女が「見た胡喬木のこの草稿は恐らく最も原初のものではないであろう。この草稿の前に、
準備過程があったのかどうか。準備過程の中で、胡喬木と毛沢東の間に文字による交流があったの
かどうか。これらは研究が必要である。しかし、一点肯定できることは、毛沢東は往時、人に『万
歳』と叫ばせたことである。」と指摘している。

毛沢東と胡喬木の関係を考えると李の指摘も当たっているのかもしれないが、すでにこの世を
去った胡喬木に聞く術もなく、「事実」は依然、霧の中にある。
「毛主席万歳」というスローガンはその後、中国全体を包むかのようにいたるところで叫ばれ、

その頂点がプロレタリア階級文化大革命になる。毛沢東に対する個人崇拝無くして文革は起きな
かったであろう。「毛主席万歳」と叫ぶ紅衛兵に対し天安門楼上で毛沢東語録を掲げてこれに応え
た毛の姿を思い出すと、毛が彼自身に対する個人崇拝を余すところなく利用してきたことが分か
る。

5．89 民主化運動時の「スローガン」

「万歳」といえば、1989 年の民主化運動時に現れたスローガンにもそれが付くものがあった。例
えば、「自由万歳」（自由万岁）、「民主万歳」（民主万岁）、「人民万歳」（人民万岁）、「民主共和万
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歳」（民主共和万岁）などである。この四つのスローガンだけでも当時の民主化運動の本質を理解
できるのではないだろうか。

この 1989 年の中国民主化運動時に現れたスローガンを陳小雅は「誰が 89 民主化運動の『合法的
継承者』か ?─89 民主化運動の『四大スローガン』およびその変遷」（「誰是八九民運的“合法繼承

人 ”？ ─八九民運的“ 四大口號 ” 及其流變 」） と 題 す る 2002 年 4 月 28 日 付 の 一 文
（www.64memo.com/b5/1592_2.htm）の中で、次の四種類に分類、例示し、陳らが定義する「意見
表明運動」の求めたものを分析している。（ここでは例示されたスローガンの一部のみを引用し
た。）

（1）改革開放関係

①　“正確評價胡耀邦同志”﹔“為胡耀邦平反”（「胡耀邦同志を正しく評価しよう」、「胡耀邦の
ために名誉回復しよう」）（胡耀邦追悼會前各地悼念口號）

②　“反對反自由化，反對反精神污染”（「反自由化に反対し、反精神汚染に反対しよう」）（北京，

4、19 遊行標語）
③　“改革正處在危難中……象莫斯科市民支持葉利欽那樣支持我們的改革家”（「改革は危機の中

にある・・・モスクワ市民がイエリツィンを支持したようにわれわれの改革者を支持しよう」（上

海，4、19 遊行標語）
④　“民主 + 改革 = 現代化”（「民主プラス改革は現代化である」）（中國人民大學，4、27 遊行口

號）
⑤　“老的不退出來，新的就進不去”（「古い者が退場しなければ、新しい者が入れない」）（中央

財政金融學院，4、27 遊行標語）
⑥　“爭取煤電的地方利益”（「石炭電力の地方の利益を勝ち取ろう」）（山西，5、4遊行標語）
・・・・・・・・・

（2）民主法治関係

①　“新聞界公開報道學生運動﹔釋放魏京生﹔政府就政策上的失誤向人民檢討﹔”（「報道界は学
生運動を公に報道せよ」、「魏京生を釈放せよ」、「政府は政策上の誤りについて人民に反省せよ」）

（北京大學，4、17《七條》內容）

②　“自由萬歲，民主萬歲”（「自由万歳、民主万歳」）（北京，4、27 遊行共同口號）
③　“人民萬歲”﹔“新聞要講真話”。（「人民万歳」、「報道は本当の話をせよ」）（北京，4、27 遊

行共同口號）
④　“憲法至上”﹔“堅決維護憲法權威”﹔“堅決維護憲法尊嚴”（「憲法至上」、「憲法の権威を

断固擁護しよう」、「憲法の尊厳を断固擁護しよう」）（北京大學，4、27 遊行口號）
⑤　“人民利益高於一切”（「人民の利益は全てに勝る」）（北京航空航太大學，4、27 遊行標語）
⑥　“人民有知情權、參政權、監督權、批評權”﹔“捍衛新聞真實，保護言論自由”（「人民には

知る権利、参与権、監督権、批判権がある」、「報道の真実を守り、言論の自由を保護しよう」）（北
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京，5、4新聞界遊行口號）
⑦　“我們要有一個自由平等，享有人權的中國”﹔（「我々は一つの自由平等で、人権を享受する

中国をもとう」）（南京《五四宣言》）
⑧　“和平解決西藏問題”（「チベット問題を平和的に解決しよう」）（青海民族學院，5、4 請願標

語）
⑨　“外保球籍，內爭人權”，“政治公開，新聞自由”（「外ではグローバル社会の一員を保ち、内

では人権を目指そう」）（天津，5、4遊行標語）
⑩　“實行大選，修改憲法，聲援學生，推進民主”﹔“報禁不除，官倒難除”﹔“愚民政策，該

收場了”（「普通選挙を実施し、憲法を改正し、学生を支援し、民主を推進しよう」、「報道禁制を無
くさなければ、官僚の横流しは無くならない」）（北京《文藝報》，5、16 遊行口號）

⑪　“立即召開全國人民代表大會，對政治局最近一段時期的工作進行審議”（「全国人民代表大会
をすぐに招集し、政治局の最近における活動に対し審議を行おう」）（“三所一會”，5、19《關於時

局的六點聲明》）
⑫　“民主必勝人民必勝，抗議暴政浴血真理”（「民主は必ず勝利し、人民は必ず勝利する、暴政

に抗議し、真理に血を流そう」）（北京，5、20 遊行標語）
・・・・・・・・・

（3）社会公平関係

①　“提高知識分子待遇”﹔“科學理順物價”（「知識分子の待遇を引き上げよう」、「物価を科学
的に調整しよう」）（北京大學，4、17《七條》）

②　“抑制通貨膨脹﹔尊重知識，尊重人才﹔增加教育經費，改善教師待遇﹔”（「インフレを抑制
しよう」、「知識を尊重し、人材を尊重しよう」、「教育経費を増やし、教師の待遇を改善しよう」）

（全國五四遊行口號）
③　“抑制物價上漲，挽救農業危機”（「物価上昇を抑制し、農業危機を救おう」）（長沙，5、4 遊

行標語）
④　“公開緊俏商品──彩電、冰箱、自行車的優惠票証的分發情況”（「人気商品─カラーテレビ、

冷蔵庫、自転車の優遇切符の発行状況を公開しよう」）（杭州，5、4請願要求）
⑤　“十年了，老九還是老九”、“老九老九，一無所有”（「十年たったが、九番目の鼻つまみ者はや

はり九番目の鼻つまみ者」、「九番目の鼻つまみ者、九番目の鼻つまみ者、何も持っていない」）（中

國科學院，5、16 遊行口號）
⑥　“不管白貓黑貓，抓著老鼠就是好貓，不管什麼主義，人民幸福就是好主義”（「白猫であろう

が黒猫であろうがネズミをとるのは良い猫であり、いかなる主義であろうが人民が幸福になるのは
良い主義である」）（《開拓文學》雜志，5、16 遊行口號）

（4）懲罰腐敗関係

①　“反官僚，反腐敗，反特權”（「反官僚、反腐敗、反特権」）（北京，4、27 大遊行共同口號）
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②　“廉潔的中國共產黨萬歲”（「清潔な中国共産党万歳）（北方交通大學，4、27 遊行口號）
③　“必須旗幟鮮明地反對貪官”﹔“反貪官，救百姓”﹔“嚴懲貪官，清除腐敗”（「旗幟鮮明に

して汚職官僚に反対しよう」、「汚職官僚に反対し、庶民を救おう」、「汚職官僚を厳しく罰し、腐敗
を取り除こう」）（清華大學，4、27 遊行口號）

④　“打倒官倒﹔公佈領導人財產狀況﹔廉潔政府，懲處貪官汙吏﹔反對官僚主義﹔”（「官僚の横
流しを打倒しよう」、「指導者の資産状況を公開しよう」、「清潔な政府よ、汚職官吏を懲罰せよ」、

「官僚主義に反対しよう」）（全國五四遊行口號）
⑤　“官倒不滅，改革必敗”（「官僚の横流しを無くさなければ、改革は必ず失敗する」）（重慶，

5、4遊行標語）
⑥　“腐敗 == 愛滋病”（「腐敗はエイズである」）（中國檢定研究所，5、17 遊行橫幅）
⑦　“88 年，官員吃喝 410 個億﹔教育經費 350 個億”（「88 年において、官僚の飲み食いで 410

億、教育経費は 350 億」）（中央財經學院，5、17 遊行橫幅）
⑧　“導彈，導彈，瞄準腐敗”（「ミサイル、ミサイル、腐敗に照準を合わせよう」）（航天部，5、

17 遊行標語）
・・・・・・・・・

以上は陳が例示したスローガンの抜粋であるが、「改革開放」、「民主法治」、「社会公平」、「懲罰
腐敗」をめぐって作られた当時のこれらのスローガンは 1989 年の民主化運動の時代的背景を表し
ており、劉のいうところの宣伝─煽動─行動─指令をたどる可能性も秘めていた。しかし、その可
能性を打ち砕いたのが党の軍隊である人民解放軍を動員しての民主化運動鎮圧という鄧小平の「決
断」であった。

毛亡き後、「鄧小平万歳」、「江沢民万歳」、「胡錦濤万歳」などというスローガンは登場しなかっ
た。それは鄧小平時代、個人崇拝を禁じる「指示」が出されていたことと関係する。中国共産党中
央委員会は 1980 年 7 月 30 日に「『個人を少なく宣伝する』を堅持するいくつかの問題に関する指
示」（「中共中央关于坚持“少宣传个人”的几个问题的指示」）を下達した。その「（三）」は「新聞
紙上ではマルクス・レーニン主義、毛沢東思想を多く宣伝し、社会主義の優越性と労、農、兵、知
識分子の四つの現代化のために奮闘した成果を多く宣伝し、党の政策方針決議を多く宣伝し、指導
者個人の重要な意義のない活動や講話を少なく宣伝しなければならない。」と指摘している。しか
し、民主集中制という組織原則とそのトップにある総書記に 3 権（党の総書記、国の国家主席、軍
の中央軍事委員会主席）を集中させている中国共産党の指導体制は常に「個人崇拝」を生む条件を
備えている。江、胡と違い、ほぼ同時にその 3 権を掌握した習近平は「中華民族の偉大な復興」、

「中国の夢」というスローガンを掲げている。為政者が「夢」を語るのは政権に対する求心力を高
める意図がある。これは古今東西に共通しており、日本においても古くは池田勇人の「所得倍増」、
新しくは安倍首相の「三本の矢」や「一億総活躍社会」などがある。日本と中国の相違は普通選挙
の有無にあり、ある意味において国民が選挙を通じて為政者が掲げたスローガンを検証できるのが
日本であり、中国においてはそれが中国共産党党内だけでなされるということである。

対日スローガンに話を戻せば、2014 年 2 月、12 期全人代常務委員会第 7 回会議において、9 月
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3 日を「中国人民抗日戦争勝利記念日」（中国人民抗日战争胜利纪念日）、12 月 13 日を「南京大虐
殺犠牲者国家慰霊日」（南京大屠杀死难者国家公祭日）に制定した。その意味するところは「記念
日」、「国家慰霊日」を通じて、「抗日戦争」の「記憶」を語り継ぐことにある。抗日戦争の「中流
砥柱 |（「中核」）ではなかった中国共産党がその歴史をいかに「解釈」し、その「記憶」をどのよ
うに伝えていくかは彼らがその都度制定すると考えられるスローガンに集約されるであろう。その
ため、われわれはそのスローガンを読み解くことで中国共産党の対日政策の微妙な変化を見て取る
ことができるであろう。ただ、前述したネットに流通する非官製スローガンも忘れてはいけないで
あろう。なぜならば、そのスローガンもネットを管理する中国共産党が許容しているからである。

最後に参考として 1．「中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利 70 周年記念大会にお
ける習近平のスピーチ」の日本語・中国語版、2．「戦後 70 年の安倍談話」の日本語・中国語版、
3．馬英九の「中華民国抗戦勝利 70 周年記念および民国 104 年軍人節表彰大会」でのスピーチの
中国語版を後掲する。戦後 70 年にあたる 2015 年における日中台の為政者のかの戦争に対する「解
釈」と「記憶」を比較されたい。

参考資料

1．中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利 70 周年記念大会における習近平のスピー
チ

（中国語原文）

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大会上的讲话

（2015 年 9 月 3 日）

习近平

全国同胞们，

尊敬的各位国家元首、政府首脑和联合国等国际组织代表，

全体受阅将士们，

女士们、先生们，同志们、朋友们：

今天，是一个值得世界人民永远纪念的日子。70 年前的今天，中国人民经过长达 14 年艰苦卓绝的

斗争，取得了中国人民抗日战争的伟大胜利，宣告了世界反法西斯战争的完全胜利，和平的阳光再次

普照大地。

在这里，我代表中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中央军委，向全国参加过抗日战争的老

战士、老同志、爱国人士和抗日将领，向为中国人民抗日战争胜利作出重大贡献的海内外中华儿女，
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致以崇高的敬意！向支援和帮助过中国人民抵抗侵略的外国政府和国际友人，表示衷心的感谢！向参

加今天大会的各国来宾和军人朋友们，表示热烈的欢迎！

女士们、先生们，同志们、朋友们！

中国人民抗日战争和世界反法西斯战争，是正义和邪恶、光明和黑暗、进步和反动的大决战。在那

场惨烈的战争中，中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。面对侵略者，中华儿女不屈不

挠、浴血奋战，彻底打败了日本军国主义侵略者，捍卫了中华民族 5000 多年发展的文明成果，捍卫

了人类和平事业，铸就了战争史上的奇观、中华民族的壮举。

中国人民抗日战争胜利，是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这一伟大胜利，彻底粉

碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱。这

一伟大胜利，重新确立了中国在世界上的大国地位，使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。这

一伟大胜利，开辟了中华民族伟大复兴的光明前景，开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

在那场战争中，中国人民以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场，为世界反法西

斯战争胜利作出了重大贡献。中国人民抗日战争也得到了国际社会广泛支持，中国人民将永远铭记各

国人民为中国抗战胜利作出的贡献！

女士们、先生们，同志们、朋友们！

经历了战争的人们，更加懂得和平的宝贵。我们纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利

70 周年，就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

那场战争的战火遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲，军队和民众伤亡超过 1亿人，其中中国伤亡人数

超过 3500 万，苏联死亡人数超过 2700 万。绝不让历史悲剧重演，是我们对当年为维护人类自由、正

义、和平而牺牲的英灵、对惨遭屠杀的无辜亡灵的最好纪念。

战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。今天，和平与发展已经成为时代主题，但世界仍

很不太平，战争的达摩克利斯之剑依然悬在人类头上。我们要以史为鉴，坚定维护和平的决心。

为了和平，我们要牢固树立人类命运共同体意识。偏见和歧视、仇恨和战争，只会带来灾难和痛

苦。相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣，才是人间正道。世界各国应该共同维护以联合国宪

章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，积极构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同推进

世界和平与发展的崇高事业。

为了和平，中国将始终坚持走和平发展道路。中华民族历来爱好和平。无论发展到哪一步，中国都

永远不称霸、永远不搞扩张，永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。中国人民将坚



305「口号」（スローガン）・中国・「抗日戦争勝利 70 周年」

持同世界各国人民友好相处，坚决捍卫中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利成果，努力为人类

作出新的更大的贡献。

中国人民解放军是人民的子弟兵，全军将士要牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，忠实履行保卫

祖国安全和人民和平生活的神圣职责，忠实执行维护世界和平的神圣使命。我宣布，中国将裁减军队

员额 30 万。

女士们、先生们，同志们、朋友们！

“靡不有初，鲜克有终。”实现中华民族伟大复兴，需要一代又一代人为之努力。中华民族创造了具

有 5000 多年历史的灿烂文明，也一定能够创造出更加灿烂的明天！

前进道路上，全国各族人民要在中国共产党领导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平

理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，沿着中国特色社会主义道路，按照“四个全面”

战略布局，弘扬伟大的爱国主义精神，弘扬伟大的抗战精神，万众一心，风雨无阻，向着我们既定的

目标继续奋勇前进！

让我们共同铭记历史所启示的伟大真理：正义必胜！和平必胜！人民必胜！

（日本語訳文）

中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利 70 周年記念大会におけるスピーチ
（2015 年 9 月 3 日）

習近平

全国同胞の皆様、
尊敬する国家元首、政府首脳並びに国連をはじめとする国際組織の代表の皆様、
閲兵を受ける将校・兵士の皆様、
御来賓の皆様、同志の皆様、御友人の皆様、

本日は世界人民にとって永遠に記念すべき日です。70 年前の今日、中国人民は 14 年間にわたる
艱難辛苦な闘争を経て、中国人民抗日戦争の偉大なる勝利を収め、世界反ファシズム戦争の完全な
勝利を宣言し、平和の陽射しが再び大地を照らすようになりました。

ここで、中国共産党中央、全人代、国務院、全国政治協商会議、中央軍事委員会を代表し、抗日
戦争に参加した全国の元戦士、愛国人士と抗日将校の皆様に対し、中国人民抗日戦争の勝利のため
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に多大な貢献をなされた国内外の中国人民に対し、崇高なる敬意を表したいと思います。中国人民
が侵略に抵抗することを支援し助けてくれた外国政府と国際社会の友人の皆様に対し、衷心より感
謝の意を表したいと思います。本日の大会に御出席される各国の御来賓と軍人の皆様に対し、衷心
より歓迎の意を表したいと思います。

御来賓の皆様、同志の皆様、御友人の皆様、

中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争は、正義と邪悪、光と闇、進歩と反動の大決戦です。
あの惨烈な戦争において、中国人民抗日戦争は開始時期が最も早く、最も長く続いたものです。侵
略者と向き合って、中華民族は不撓不屈で、血を浴びて戦い、日本軍国主義侵略者を徹底的に破
り、中華民族の 5000 年あまりに及ぶ発展の文明の成果を守り、人類の平和を守り、戦争史上の奇
跡と中華民族の壮挙を成し遂げました。

中国人民抗日戦争の勝利は、近代以来中国が外敵の侵略に抵抗し収めた初めての完全勝利です。
この偉大なる勝利は、中国で植民支配を行うという日本軍国主義の企みを徹底的に粉砕して、近代
以来中国が外部からの侵略への抵抗にたびたび失敗したという民族の屈辱をすすぎました。この偉
大なる勝利により、世界における中国の大国としての地位が改めて固められ、中国人民も平和を愛
する世界人民からの尊敬を得られました。この偉大なる勝利は、中華民族の偉大なる復興の明るい
未来を開き、古き中国が生き返る新たな道のりをスタートさせました。

あの戦争において、中国人民は大きな民族犠牲を払って世界反ファシズム戦争の東方主戦場を支
え、世界反ファシズム戦争の勝利のために大きな貢献をしました。中国人民抗日戦争もまた国際社
会から幅広く御支持を頂きました。中国人民は各国の人民が中国抗日戦争の勝利のためになされた
御貢献を永遠に銘記いたします。

御来賓の皆様、同志の皆様、御友人の皆様、

戦争を経験した人間こそ、平和の尊さをより一層理解できます。我々が中国人民抗日戦争並びに
世界反ファシズム戦争勝利 70 周年を記念する目的は、まさに歴史を銘記し、烈士たちのことを思
い偲び、平和を大切にして、未来を切り開くことです。

あの戦争はアジア、欧州、アフリカ、大洋州に戦火を及ぼし、軍民の死傷者は 1 億人も超え、そ
のうち中国の死傷者は 3500 万人、ソ連の犠牲者は 2700 万人を上回りました。歴史の悲劇を決して
繰り返させないことは、かつて人類の自由、正義、平和を守るために犠牲になった英霊たちや、悲
惨に虐殺された罪なき御霊への最もよい記念になります。

戦争は鏡のように、平和の尊さをより一層認識させてくれます。今日、平和と発展はすでに時代
の流れとなっているが、世界は未だに太平とは言えず、戦争というダモクレスの剣は未だに人類の
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頭上に吊るされています。我々は歴史を鑑にして、平和を守る決意を固める必要があります。

平和のために、人類運命共同体意識をしっかりと樹立しなければなりません。偏見や差別、恨み
や戦争は災難と苦痛しかもたらしてくれません。相互尊重、平等共存、平和発展、共同繁栄こそ世
間の正しい道です。世界各国は国連憲章の宗旨と原則を中核とする国際秩序と国際体系を共に守
り、協力とウィンウィンを中核とする新しいタイプの国際関係を積極的に構築し、世界の平和と発
展という崇高なる事業を共に推進していく必要があります。

平和のために、中国は終始平和発展の道を堅持してまいります。中華民族は従来平和を愛してい
ます。どこまで発展を遂げても、中国は永遠に覇を称えず、永遠に拡張を行わず、自分がかつて経
験した悲惨な遭遇を他の民族に押しつけるようなことは決していたしません。中国人民は世界各国
人民との友好的な付き合い、中国人民抗日戦争並びに世界反ファシズム戦争勝利の成果を断固とし
て守り、人類のために新たにより大きな貢献していくよう勤めてまいります。

中国人民解放軍は人民からなる軍隊で、全軍の将士は全身全霊に人民に奉仕するという根本的な
宗旨を心に刻み、祖国の安全と人民の平和な生活を守るという神聖なる職責を忠実に全うし、世界
平和を守るという神聖なる使命を忠実に遂行しなければなりません。ここで、中国は兵力の定員を
30 万人削減することを、宣言いたします。

御来賓の皆様、同志の皆様、御友人の皆様、

「初め有らざるは靡し、克く終わりあるは鮮なし」と申します。中華民族の偉大なる復興を実現
させるには、世代を超える努力が必要です。中華民族は 5000 年以上の歴史を有する耀かしい文明
を築きました。きっと一層耀かしい未来を築くことができるのです。

前進する道のりにおいて、全国各民族人民は中国共産党の指導の下で、マルクス・レーニン主
義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、科学的発展観を指導思想として、中国
の特色ある社会主義の道に沿い、「四つの全面」という戦略布石に基づき、偉大なる愛国主義精神
と偉大なる抗日戦争精神を発揚し、皆心を一つにして、雨風に負けず、既定の目標を目指して引き
続き奮い立ち、進んでいこうではありませんか。

歴史が教えてくれた次の偉大な真理を共に銘記しましょう。正義は必ず勝ちます！平和は必ず勝
ちます！人民は必ず勝ちます！

（新華網日本語チャンネル）
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2．戦後 70 年の安倍談話

（日本語原文）

安倍内閣総理大臣記者会見
平成 27 年 8 月 14 日

8 月は、私たち日本人にしばし立ち止まることを求めます。今は遠い過去なのだとしても、過ぎ
去った歴史に思いを致すことを求めます。

政治は歴史から未来への知恵を学ばなければなりません。戦後 70 年という大きな節目に当たっ
て、先の大戦への道のり、戦後の歩み。20 世紀という時代を振り返り、その教訓の中から未来に
向けて、世界の中で日本がどういう道を進むべきか。深く思索し、構想すべきである。私はそう考
えました。

同時に、政治は歴史に謙虚でなければなりません。政治的、外交的な意図によって歴史がゆがめ
られるようなことは決してあってはならない。このことも私の強い信念であります。

ですから、談話の作成に当たっては、21 世紀構想懇談会を開いて、有識者の皆様に率直かつ徹
底的な御議論をいただきました。それぞれの視座や考え方は当然ながら異なります。しかし、そう
した有識者の皆さんが熱のこもった議論を積み重ねた結果、一定の認識を共有できた。私はこの提
言を歴史の声として受けとめたいと思います。そして、この提言の上に立って、歴史から教訓を酌
み取り、今後の目指すべき道を展望したいと思います。

100 年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧
倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、19 世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感
が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治
を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやア
フリカの人々を勇気づけました。

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブ
レーキがかかりました。この戦争は、1,000 万人もの戦死者を出す、悲惨な戦争でありました。
人々は「平和」を強く願い、国際連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。戦争自体を違法化す
る、新たな国際社会の潮流が生まれました。

当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻
き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、
孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内
の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきま
した。

満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうと
した「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進ん
で行きました。

そして 70 年前。日本は、敗戦しました。
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戦後 70 年にあたり、国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の念を表す
とともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます。

先の大戦では、300 万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いな
がら、戦陣に散った方々。終戦後、酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあって、飢えや病に
苦しみ、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄におけ
る地上戦などによって、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲となりました。

戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国、東南アジア、
太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民
が苦しみ、犠牲となりました。戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたこと
も、忘れてはなりません。

何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実。歴史とは実に取り返し
のつかない、苛烈なものです。一人ひとりに、それぞれの人生があり、夢があり、愛する家族が
あった。この当然の事実をかみしめる時、今なお、言葉を失い、ただただ、断腸の念を禁じ得ませ
ん。

これほどまでの尊い犠牲の上に、現在の平和がある。これが、戦後日本の原点であります。
二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。
事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度

と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界
にしなければならない。

先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ、
法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。70 年間に及ぶ平和国家として
の歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいりま
す。

我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを
表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジ
アの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、
戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。

こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。
ただ、私たちがいかなる努力を尽くそうとも、家族を失った方々の悲しみ、戦禍によって塗炭の

苦しみを味わった人々の辛い記憶は、これからも、決して癒えることはないでしょう。
ですから、私たちは、心に留めなければなりません。
戦後、600 万人を超える引揚者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力と

なった事実を。中国に置き去りにされた 3,000 人近い日本人の子供たちが、無事成長し、再び祖国
の土を踏むことができた事実を。米国や英国、オランダ、豪州などの元捕虜の皆さんが、長年にわ
たり、日本を訪れ、互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている事実を。

戦争の苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆
さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であっ
たか。
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そのことに、私たちは、思いを致さなければなりません。
寛容の心によって、日本は、戦後、国際社会に復帰することができました。戦後 70 年のこの機

にあたり、我が国は、和解のために力を尽くしてくださったすべての国々、すべての方々に、心か
らの感謝の気持ちを表したいと思います。

日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の 8 割を超えています。あの戦争には何ら関わりの
ない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなり
ません。しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合
わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。

私たちの親、そのまた親の世代が、戦後の焼け野原、貧しさのどん底の中で、命をつなぐことが
できた。そして、現在の私たちの世代、さらに次の世代へと、未来をつないでいくことができる。
それは、先人たちのたゆまぬ努力と共に、敵として熾烈に戦った米国、豪州、欧州諸国をはじめ、
本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意と支援の手が差しのべられたおかげであります。

そのことを、私たちは、未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻
み、より良い未来を切り拓いていく、アジア、そして世界の平和と繁栄に力を尽くす。その大きな
責任があります。

私たちは、自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去を、この胸に刻み続けます。だ
からこそ、我が国は、いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に
解決すべきである。この原則を、これからも堅く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯
一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任を果たしてま
いります。

私たちは、20 世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、
この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国であり
たい。21 世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてま
いります。

私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、
我が国は、いかなる国の恣意にも左右されない、自由で、公正で、開かれた国際経済システムを発
展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ、平和の礎で
す。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に、医療と教育、自立の機会を提
供するため、一層、力を尽くしてまいります。

私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、
我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を
共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以
上に貢献してまいります。

終戦 80 年、90 年、さらには 100 年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げて
いく。その決意であります。

以上が、私たちが歴史から学ぶべき未来への知恵であろうと考えております。
冒頭、私は、21 世紀構想懇談会の提言を歴史の声として受けとめたいと申し上げました。同時

に、私たちは歴史に対して謙虚でなければなりません。謙虚な姿勢とは、果たして聞き漏らした声
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がほかにもあるのではないかと、常に歴史を見つめ続ける態度であると考えます。
私は、これからも謙虚に、歴史の声に耳を傾けながら未来への知恵を学んでいく、そうした姿勢

を持ち続けていきたいと考えています。
私からは以上であります。

（中国語訳文）

安倍内阁总理大臣记者招待会

2015 年 8 月 14 日（星期五）

（暂译）

（开场发言）

8月，是一个让我们日本人少时驻足的月份，让我们回到过去，思考历史。

政治应从历史汲取走向未来的智慧。在战后 70 年这个重要的节点，我们应回顾走上那场战争之路

的过程、战后发展的历程，20 世纪那个时代。从那些教训出发，深刻思考、仔细构想世界中的日本

在面向未来之时，应该走怎样的道路。

同时，政治应谦虚地面对历史，绝不能因政治或是外交目的来歪曲历史。这也是我的坚定信念。

因此，为撰写谈话，我召开了 21 世纪构想恳谈会，邀请有识之士开展坦诚彻底的讨论。当然每一

位的立场和想法各不相同，然而通过这些有识之士反复热烈的讨论，得到了一定的共识。我将这一提

议作为历史的声音，并希望在此基础上，从历史汲取教训，展望今后应走的发展之路。

一百多年前，以西方国家为主的各国的广大殖民地遍及世界各地。十九世纪，以技术的绝对优势为

背景，殖民统治亦波及到亚洲。毫无疑问，其带来的危机感变成日本实现近代化的动力。日本首次在

亚洲实现立宪政治，守住了国家独立。日俄战争鼓舞了许多处在殖民统治之下的亚洲和非洲的人们。

经过席卷全世界的第一次世界大战，民族自决运动的扩大阻止了此前的殖民地化。那场战争造成了

一千多万死难者，是一场悲惨的战争。人们渴望和平，创立国际联盟，创造出不战条约，诞生出使战

争本身违法化的新的国际社会潮流。

当初，日本也统一了步调。但是，在世界经济危机发生后，欧美各国以卷入殖民地经济来推动区域

经济集团化，从而日本经济受到重大打击。此间，日本的孤立感加深，试图依靠实力解决外交和经济

上的困境。对此，国内政治机制也未能予以阻止。其结果，日本迷失了世界大局。

满洲事变以及退出国际联盟——日本逐渐变成国际社会经过巨大灾难而建立起来的新的国际秩序的

挑战者，该走的方向有错误，而走上了战争的道路。

其结果，七十年前，日本战败了。

正当战后七十周年之际，我在国内外所有死遇者面前，深深地鞠躬，并表示痛惜，表达永久的哀悼

之意。

由于那场战争失去了三百多万同胞的生命。有不少人在挂念祖国的未来、祈愿家人的幸福之中捐

躯。战争结束后，也有不少人在严寒或炎热的遥远异国他乡苦于饥饿或疾病之中去世。广岛和长崎遭

受的原子弹轰炸、东京以及各城市遭受的轰炸、冲绳发生的地面战斗等等，这些导致了许许多多的老
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百姓悲惨遇难。

同样，在与日本兵戎相见的国家中，不计其数的年轻人失去了原本有着未来的生命。在中国、东南

亚、太平洋岛屿等成为战场的地区，不仅由于战斗，还由于粮食不足等原因，许多无辜的平民受苦和

遇难。我们也不能忘记，在战场背后被严重伤害名誉与尊严的女性们的存在。

我国给无辜的人们带来了不可估量的损害和痛苦。历史真是无法取消的、残酷的。每一个人都有各

自的人生、梦想、所爱的家人。我在沉思这样一个明显的事实时，至今我仍然无法言语，不禁断肠。

在如此重大损失之上，才有现在的和平。这就是战后日本的出发点。

再也不要重演战祸。

事变、侵略、战争。我们再也不应该用任何武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。应该永

远跟殖民统治告别，要实现尊重所有民族自决权利的世界。

我国带着对那场战争的深刻悔悟，作出了如此发誓。在此基础上，我国建设自由民主的国家，重视

法治，一直坚持不战誓言。我们对七十年以来所走过的和平国家道路默默地感到自豪，并且今后也将

继续贯彻这一坚定的方针。

我国对在那场战争中的行为多次表示深刻的反省和由衷的歉意。为了以实际行动表明这种心情，我

们将印尼、菲律宾等东南亚国家以及台湾、韩国、中国等亚洲邻居人民走过的苦难历史铭刻在心，战

后一直致力于这些国家的和平与繁荣。

这些历代内阁的立场今后也将是坚定不移的。

不过，即使我们付出多么大的努力，失去家人的悲哀和在战祸中饱受涂炭之苦的记忆也决不会消失。

因此，我们要将下述事实铭刻在心。

超过六百万人的战后回国者从亚洲太平洋的各地总算平安回国，成为重建日本的原动力。在中国被

残留的接近三千人的日本儿童得以成长，再次踏上祖国土地。美国、英国、荷兰、澳大利亚等国家的

被俘的人们，长期以来访问日本，祭奠双方的战死者。

饱尝战争痛苦的中国人、以及曾经被俘并遭受日军施加难以忍受痛苦的人做得如此宽容，他们内心

的纠葛究竟多么大，付出的努力又是多么大？

我们必须将此事挂在心上。

战后，如此宽容的胸怀使得日本重返国际社会。值此战后七十年之际，我国向致力于和解的所有国

家、所有人士表示由衷的感谢。

现在我国国内战后出生的一代已超过了总人口的 80％。我们不能让与战争毫无关系的子孙后代担

负起继续道歉的宿命。尽管如此，我们日本人要超越世代，正面面对过去的历史。我们有责任以谦虚

的态度继承过去，将它交给未来。

我们的父母一代以及祖父母一代在战后废墟和贫困深渊中维系了生命。他们带来的未来是可以让我

们一代继承，且交给我们下一代。这不仅是前辈们不懈努力的结果，也是曾经作为敌国激烈交火的美

国、澳大利亚、欧洲各国以及许多国家超越恩仇提供善意和支援的结果。

我们必须将此事告诉未来的一代。将历史的教训深深地铭刻在心，开拓更加美好的未来，为亚洲及

世界的和平与繁荣而尽力。我们担负着这一重大责任。

我们继续将谋求以实力打开僵局的过去铭刻在心。正因为如此，我国继续奉行的是，任何争端都应

该尊重法治，不是行使实力而是以和平与外交方式加以解决的原则。这是我国今后也将坚持并向世界

各国推广的原则。我国作为经历过原子弹轰炸的唯一国家，追求实现核不扩散和彻底销毁核武器，在
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国际社会上履行自己的责任。

我们继续将在二十世纪的战争期间众多女性的尊严与名誉遭受严重伤害的过去铭刻在心。正因为如

此，我国希望成为一个国家要时刻体贴女性的心。我国将在世界领先努力将二十一世纪成为不让女性

人权遭受侵害的世纪。

我们继续将区域经济集团化促发纠纷萌芽的过去铭刻在心。正因为如此，我国努力发展不受任何国

家恣意影响的自由、公正、开放的国际经济体制，加强对发展中国家的支援，牵引走向更加繁荣的世

界。繁荣才是和平的基础。应对暴力温床的贫困，为全世界所有人享受医疗和教育以及自立的机会而

做出更大的努力。

我们继续将我国曾经当过国际秩序挑战者的过去铭刻在心。正因为如此，我国坚定不移地坚持自

由、民主主义、人权这些基本价值，与共享该价值的国家携手并进，高举“积极和平主义”的旗帜，

为世界的和平与繁荣做出较之以前更大的贡献。

我们有决心，面向战后八十年、九十年以及一百年，与我国国民各位共同努力建设如上所述的日本。

以上就是我们应从历史学习走向未来的智慧。

在发言开头，我提到了将 21 世纪构想恳谈会的提议作为历史的声音。同时我们也应谦虚地面对历

史。何为谦虚的态度，我认为就是始终保持凝视历史的态度，是否有我们未曾听到的、被遗漏的声音。

今后，我也会谦虚地倾听历史的声音，学习通向未来的智慧，并始终保持这一态度。

我的开场发言到此结束。

（首相官邸ホームページ）

3．馬英九の「中華民国抗戦勝利 70 周年記念および民国 104 年軍人節表彰大会」でのスピーチ

（中国語版）

馬英九在「中華民國紀念抗戰勝利七十週年暨民國 104 年軍人節表揚大會」上的講話

中華民國 104 年 09 月 02 日

今天，我以虔敬的心情，主持「中華民國紀念抗戰勝利七十週年暨民國 104 年軍人節表揚大會」。
剛才我頒發了「國軍楷模」、「國軍模範團體」、「敬軍模範」以及「全民國防教育傑出貢獻獎」等 4

個獎項，我要對獲獎的國軍單位與官兵表達祝賀之意。同時，我也要恭喜獲得「敬軍模範」以及「全
民國防教育傑出貢獻獎」的國軍同仁與社會賢達。

今（104）年是抗戰勝利七十週年，七十年前的今天，日本代表在東京灣美國戰艦密蘇里號上簽署
降書、向同盟國無條件投降，正式結束第二次世界大戰。剛才我也頒贈了 8 位曾經參與抗戰的前輩們

「抗戰勝利紀念章」。為了感謝國內外的抗戰前輩，從今年 7 月起，我們開始頒發「抗戰勝利紀念章」，
到目前為止，已經發送了 6,653 枚，其中大陸地區有 705 位申請，已經發放了 402 枚。

我在這裡要代表政府與全國同胞，向所有抗戰的前輩們表達最高的敬意與最深的感激，各位的犧牲
與奉獻，換來了國家的生存與民族的尊嚴，這段歷史，中華民國永遠不會忘記！全世界愛好和平的人
士也永遠不會忘記！
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現在，我要從世界、中華民國以及臺灣三個層面，來談談紀念對日抗戰勝利與臺灣光復的意義。
首先，八年抗戰不但挽救了中華民國、光復了臺灣，也幫助同盟國贏得第二次世界大戰。
八年抗戰是中華民族歷史上規模最大、死傷最多、影響最深的民族保衛戰。國軍以落後的裝備與訓

練，對抗先進精良的日軍，歷經重大會戰 22 次，大型作戰 1,100 多次、小型作戰 3 萬 8 千多次；官
兵傷亡 322 萬人，共有 268 位將領殉國，百姓死傷更在 2,000 萬人以上。但是國軍不妥協、不投降，
堅持到底，終於獲得最後勝利。

民國 30 年 12 月珍珠港事變後，我國對日宣戰，與英、美結盟抗日。國軍也承擔責任，到境外作
戰，其中最著名的就是民國 31 年 4 月，國軍新 38 師所屬的 113 團劉放吾團長率領全團八百官兵，在
緬甸擊潰數倍兵力的日軍，解救了 7,000 多位英軍、記者及傳教士，轟動中外，史稱「仁安羌大捷」，
這更是國軍境外作戰的首次大捷。參加這場戰役的英國前陸軍上尉費茲派翠克先生今天也在現場，他
曾經出版三本書記錄這段歷史，強調中華民國當年身陷苦戰，仍然援助友邦，力克強敵的故事。

抗戰期間，美國總統羅斯福曾經在軍事及外交上大力協助我國。他說過：「二次大戰勝利的一個關
鍵，就是中國全力堅持對日作戰，避免了日本與德國會師，將戰場連成一線」。英國牛津大學教授芮
納．米德（Rana Mitter）在他 2014 年專書《被遺忘的盟友》序言中也強調：「中國的抗戰是在毫無
勝算之下，堅忍不拔、不顧一切、奮戰到底的英勇故事。證明外國記者和外交官一再唱衰中國，認為
中國必將滅亡的預言完全錯了。這個貧窮、低度開發的國家，孤軍奮鬥，力抗日本 4 年，牽制了 80
萬全球最現代化的雄師勁旅；同盟國能在歐、亞戰場同時作戰，節節勝利，多靠中國與日本纏鬥不
休」。這些都說明了我國抗戰的艱辛與血淚，以及對二戰勝利的卓越貢獻。

從第二次世界大戰結束到現在的 70 年間，國共內戰、韓戰與東西方的冷戰相繼登場，國際情勢發
生巨變，使得中華民國對日抗戰的英勇奮鬥以及對二戰的貢獻往往被國際社會所忽略。隨著時代變
遷，檔案開放，史觀也日趨多元，這段歷史在 70 年後的今天終於逐漸得到應有的重視，不再「被遺
忘」了。

接下來，我想和各位談談抗戰對中華民族的意義。近年來，關於「誰領導抗戰」的議題，成為國內

外關注的焦點。長期以來，中共自稱領導抗戰，共軍是「中流砥柱」，忽視當年國民政府領導全國軍
民八年抗戰的歷史與貢獻，我們感到非常遺憾。

中共曾參與抗戰，這一點我們從不否認；但中共並非居於主導地位，而是輔助地位，也是事實。民
國 26 年 7 月 7 日「盧溝橋事變」後，蔣中正委員長在 7 月 17 日發表「廬山談話」，號召全國軍民：

「地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」。9 月 22 日公布的「共赴國難宣言」，
中共響應政府號召投入抗戰，經軍事委員會收編為第八路軍與新四軍，之後八路軍改為第十八集團
軍。但幾乎同一時間，中共就確定了「七分壯大、二分應付、一分抗日」的發展策略。

十年前，抗戰勝利 60 週年的時候，中共曾經把抗戰劃分為「正面戰場」及「敵後戰場」，肯定國民
政府領導正面戰場，但強調共軍在敵後戰場的貢獻。事實上，隨著大量史料公開，很清楚的可以看
到，抗戰期間不論正面或敵後，國民政府始終居於領導地位。

在抗戰期間的 22 次重大會戰當中，中共唯一參與的所謂「正面作戰」，是民國 26 年 9 月太原會戰
當中的一場「平型關戰鬥」，動員了第 115 師 1 個團兵力殲滅日軍 500 餘人的補給部隊。此後，中共
就轉往敵後從事游擊戰，如所謂「百團大戰」，採取儘量避免與日軍正面作戰策略，保存實力，併吞

地方部隊，甚至攻擊國軍，擴大地盤。
抗戰 8 年 268 位殉國的將領中，僅有 1 位前八路軍的少將副參謀長左權屬共產黨籍，這與國軍其他
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267 位將領的慘重犧牲兩相對照，抗戰是誰領導的，已經十分清楚。更何況所有的重大會戰與大型作
戰都是國軍主導，抗戰勝利後，東京灣盟軍受降典禮由國軍參加、中國戰區國內外受降典禮也全部由
國軍主持。

歷史真相只有一個，抗戰是國民政府蔣中正委員長領導全國軍民艱苦奮鬥的成果。沒有抗戰勝利，
就沒有臺灣光復；沒有國軍犧牲奮鬥，也不會有今天中華民國自由、民主、繁榮的生活。我身為中華
民國總統，有責任將這段國家重要歷史清楚的交代，並傳承給後代，不容抹煞。

最近，我一再呼籲，面對第二次世界大戰的歷史，日本政府應該正視史實，就事論事。七年多來，
海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的基礎上，開始了歷史性的和解與合作，我們深切盼望，在兩岸
交流空前頻繁的此刻，大陸當局能夠以同樣的原則，看待抗戰。對日抗戰將永遠銘刻在中華民族歷史
上，前人「留取丹心照汗青」，後人更應「不容青史盡成灰」。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子
孫，都應該忠於抗戰歷史，永誌不忘。大陸當局如果能主動以「面對歷史，實事求是；面對老兵，將
心比心」的態度，公開表示「八年抗戰由國民政府領導、中共參與輔助」，既符合歷史，也展現高度，
這樣才能獲得海內外華人的肯定。

第三，我想與各位談談臺灣人民的抗日與抗戰。歷史上，臺灣人民的抗日與抗戰，要比大陸人民至
少早 30 年。我們先從抗日談起。1894 年甲午戰爭清廷戰敗，次年被迫簽訂《馬關條約》，割讓臺灣
給日本，消息傳出，舉國震驚，全臺悲憤。當年進京趕考的全國舉人「不畏斧鉞之誅」，以「公車上
書」提出「棄臺民即散天下」的警告。臺籍進士丘逢甲的著名詩句「宰相有權能割地，孤臣無力可回
天」，以及次年又寫下的「四百萬人同一哭，去年今日割臺灣」，充分反映了當時臺灣人的痛心與無
奈。臺灣反侵略、反殖民的武裝抗日行動，從 1895 年 5 月，日軍在北臺灣澳底登陸就開始，到 1915
年臺南爆發的「噍吧哖（西來庵）事件」，已長達 20 年之久，之後再轉為非武裝抗日。這在世界殖民
史上，是相當罕見的抗爭實例。

抗日先烈先賢中，包括成立「臺灣民主國」的丘逢甲、劉永福；組織新竹義勇軍的吳湯興、徐驤、
姜紹祖；台中的林朝棟；彰化的吳彭年、雲林的李品三、屏東的蕭光明；領導游擊戰的「抗日三猛」
林少貓、簡大獅、柯鐵虎；發動臺南「噍吧哖事件」的余清芳、羅俊、江定；主導「霧社事件」的原
住民莫那魯道；在民國成立後返臺參與或協助起義的羅福星、林祖密等，這些先烈先賢的抗日行動，
我們永遠不會忘記。在日軍據臺的第一年，各地激戰連連，日軍費時 6 月、多次增兵才結束「乙未戰
爭」。日本的近衛師團長北白川宮能久親王（中將）以及近衛步兵第 2 旅團長山根信成少將都在戰爭
中死亡，戰鬥情況激烈得無法想像，根據學者估計，臺灣軍民死亡人數超過十萬人。日本總督府民政
長官後藤新平在 1921 年所寫的《日本殖民政策一斑》一書中也曾坦承，光是 1898 年到 1902 年，就
利用總督府頒布的「匪徒刑罰令」誘殺了臺灣抗日志士達 11,950 人。

日本開始殖民統治後，臺灣抗日行動一直持續，除了武裝抗日外，還有以新聞、教育、文化等方
式，推動非武裝抗日、爭取自治民主、設立議會的先進，包括林獻堂、蔣渭水、廖進平、翁俊明、連
雅堂、蔡培火、簡吉等以及後期的蔡忠恕、李建興等的地下運動。臺灣的抗日運動，不但持久，而且
波瀾壯闊，令人動容。

再談抗戰。抗戰時期，李友邦將軍組編「臺灣義勇隊」在閩浙沿海游擊抗日；翁俊明領導「臺灣革
命同盟會」；李萬居等臺籍人士參與「國際問題研究所」；丘念台組織廣東「東區服務隊」；林正亨加
入緬甸遠征軍；謝東閔、黃朝琴、連震東等先賢也貢獻心力，他們志在光復臺灣，同樣令人感動不
已。
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先烈先賢的做法雖各有不同，但都志在追求自由與民主。更重要的是，他們都證明：臺灣當時雖然
是日本殖民地，但他們效忠的祖國並不是日本。臺灣同胞抗日決心非常堅定，充分展現了臺灣的主體
性。

最近，國內關於臺灣人的抗日與抗戰有一些討論。對此，我必須表達我的態度：我絕對尊重不同族
群的歷史記憶，也明白在歷史格局當中，人民面對時代與命運，有許多無奈與感傷。但是，臺灣多少
前輩，前仆後繼，為了反侵略與反殖民付出心血、甚至生命，史實俱在，不容選擇性遺忘，更不能讓
子孫不知道這一段重要的歷史。如同于右任先生的詩句：「不容青史盡成灰」，這就是我的基本態度，
也是中華民國面對國史應有的態度。而我們講述這段歷史，是為先烈先賢發聲，也讓當代社會對這段
重要歷史留下見證，這是我無可迴避的職責。

8 月 14 日，日本安倍晉三首相發表戰後七十周年談話，提及日本「侵略」與「殖民」的錯誤，以
及日本「對婦女尊嚴與榮譽的嚴重侵害」。中華民國政府相信日本願意反省檢討，但更希望日本未來
能夠做得更多、更好。

我要再次重申，我們紀念抗戰勝利暨臺灣光復七十周年，是基於「侵略的錯誤或可原諒，歷史的真
相不能遺忘」的信念。我們不是要挑起仇恨，而是要譴責侵略；不是要炫耀勝利，而是要追求和平。

敬祝各位貴賓、官兵和寶眷們，身體健康、家庭幸福、萬事如意，中華民國國運昌隆，謝謝大家！



海外研究動向／韓国

韓国の言論学関連学会の状況と研究動向の概要：2015年 1～ 12月

小 林　聡 明*

はじめに
日韓間では、さまざまなレベルで多くの交流が積み重ねられてきている。学術交流も言を俟た

ず、それらはシンポジウムやワークショップの開催や、研究者や学生交流といった様々なかたちで
看取できる。これらの交流は、多くの場合、なんらかのかたちで日本がテーマとして関連してい
る。このことは日韓学術交流を通じて、ある程度、日本を直間接的に扱った韓国の研究動向を把握
できるものの、「それ以外」の研究動向を知ることの困難さを浮き彫りにする。さらに韓国語を解
する日本語話者の相対的少なさが、韓国の研究動向を把握することの困難さに拍車をかけている。
それは、日本における韓国の「言論学」

（1）
研究動向の把握についてもあてはまる。

本稿は、これまで日本語文献では、あまり紹介されていない韓国における言論学研究分野の学会
状況について説明したうえで、いくつかの学術誌をとりあげ、2015 年 1 月から 12 月までの韓国に
おける言論学研究の動向について紹介しようとするものである。それは、当該分野における日韓の
学術交流に厚みを増すだけでなく、韓国の知的パラダイムや政治社会状況などを、さらに理解する
ための一助とならんとするものである。ここに本稿のもっとも大きなねらいがある。

1．「登載学術誌」と「登載候補学術誌」
現在、韓国のアカデミアでは、大小さまざまな学術団体が存在し、それぞれ学術誌を発行してい

る。韓国の日本学術振興会に該当する韓国研究財団は、学会や学会誌の乱立状況が、研究の質の低
下につながっているとみて、学術団体再編の方向性を打ち出すとともに、学術雑誌の「格付け」を
行うことで、質の改善に取り組んでいる。
「格付け」は、韓国研究財団による学術誌の審査によって行われている。審査は、「発行の規則性

および定時性」「論文あたりの審査委員数」「研究倫理規定制定および適用の公示」「論文名および
著者名の外国語化」「論文投稿の多様性」

（2）
「韓国学術誌引用索引登録（KCI）の有無」の観点から行

われ、評価は数値化される。例外はあるが、基本的には 85 点以上のものは、「登載学術誌」（以下、
登載誌とする）に、80 点以上の学術雑誌は「登載学術候補誌」（以下、登載候補誌とする）として
選定される。韓国における学術誌の「格付け」は、登載誌は「一流誌」、登載候補誌は「二流誌」、
未選定の学術誌は「三流誌」とする、3 つのカテゴリーから構成されている。

韓国研究財団は、登載誌や登載候補誌に選定することで、当該学術誌に「権威」を付与してい
る。こうしたことは、権威が与えられた学術誌には、多くの良質な論文が集まり、それによって、
学術誌の質が保たれるという考えに基づいている。韓国研究財団が、多くの良質な論文が集まると
判断している背景には、韓国の研究機関における業績評価のしくみがある。

*こばやし　そうめい　日本大学法学部新聞学科　専任講師
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現在、韓国の業績評価では、大学毎に若干の差異はあるものの、海外誌は別として、登載誌や登
載候補誌に掲載された論文への評価点数を高くし、未選定の学術誌に掲載された論文には、低い評
価点数が与えられるようになっている。業績評価を受ける研究者の側からみれば、当然、登載誌や
登載候補誌への論文掲載を目指す。自ずから登載誌や登載候補誌への論文投稿が増加し、良質な論
文の集まる可能性が高まる。結果として、学術誌の質が保たれるという論理である。

韓国研究財団の「格付け」は、学術誌の質を維持する目的から行われている。実際に質が維持さ
れているか否かは、別の議論として行う必要があろう。ここでは韓国研究財団の「格付け」に注目
することが、良質の論文に出会うための、ひとつの手がかりになっていることを指摘しておきた
い。

言論学分野では、＜表 1 ＞および＜表 2 ＞が示すように、登載誌には 17 誌が、登載候補誌には
4 誌が選定されている（2016 年 1 月現在）。そこからは、いくつかの特徴が浮かび上がる。第一
に、広告・弘報（広報）分野に特化した学術誌が、他の分野に比べて、多く選定されていることが
わかる。それは当該分野の研究が活溌であると言えるが、関連学会が「乱立」状況にあるとも見る
ことができる。第二に、一つの学会が複数の学術誌を刊行していることである。韓国言論学会は、
二種類の登載誌（『コミュニケーション理論』および『韓国言論学報』）を発行し、さらに登載候補
誌 Asia Communication Research も刊行している。韓国放送学会も、登載誌二誌（『放送通信研
究』および『韓国放送学報』）を発行している。日本の学会では、日本語版と英語版を発行する場
合はあるが、同一言語版の学術誌を複数発行するケースはあまり見られない。第三に、発行者が、
いわゆる学会に限定されていないことである。ソウル大学などの大学機関のほか、KBS や言論関
係の財団が発行する学術雑誌も登載誌として選定されている。それは、「学会誌」以外にも目配り
することの重要性を示唆している。
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表１

原文タイトル（日本語訳） 発行者 英文タイトル
언론정보연구

（言論情報研究）
서울대학교 언론정보연구소

（ソウル大学言論情報研究所） Journal of Communication Research

언론과 사회
（言論と社会）

성곡언론문화재단
（省谷言論文化財団）

미디어와 공연예술 연구
（メディアと公演芸術）

청운대학교 방송 · 예술연구소
（青雲大学放送・芸術研究所）

홍보학연구
（弘報学研究）

한국 PR 학회
（韓国 PR 学会） Journal of Public Relations Research

광고 PR 실학연구
（広告 PR 実学研究）

한국광고 PR 실학회
（韓国広告 PR 実学会）

Journal of Practical Research in 
Advertising and Public Relations

광고학연구
（広告学研究）

한국광고학회
（韓国広告学会） The Korean Journal of Advertising

광고연구
（広告研究）

한국광고홍보학회
（韓国広告弘報学会） Advertising Research

한국광고홍보학보
（韓国広告弘報学報）

한국광고홍보학회
（韓国広告弘報学会）

The Korean Journal of Advertising 
and Public Relations

방송문화연구
（放送文化研究）

한국방송공사
（韓国放送公社：KBS）

방송통신연구
（放送通信研究）

한국방송학회
（韓国放送学会）

Korean Journal of Broadcasting & 
Telecommunications Research

한국방송학보
（韓国放送学報）

한국방송학회
（韓国放送学会）

Korean Journal of Broadcasting and 
Telecommunication Studies

한국언론정보학보
（韓国言論情報学報）

한국언론정보학회
（韓国言論情報学会）

Korean Journal of Communication & 
Information

커뮤니케이션 이론
（コミュニケーション理論）

한국언론학회
（韓国言論学会） Communication Theories

한국언론학보
（韓国言論学報）

한국언론학회
（韓国言論学会）

Korean Journal of Journalism & 
Communication Studies

미디어 , 젠더 & 문화
（メディア、ジェンダー＆文化）

한국여성커뮤니케이션학회
（韓国女性コミュニケーション学会） Media, Gender & Culture

조사연구
（調査研究）

한국조사연구학회
（韓国調査研究学会）

언론과학연구
（言論科学研究）

한국지역언론학회
（韓国地域言論学会） Journal of Communication Science

表 2

原文タイトル（日本語訳） 発行者 英文タイトル
Asian Communication Research

（英文誌）
한국언론학회

（韓国言論学会）
OOH 광고학연구

（OOH 広告学研究）
한국 OOH 광고학회

（韓国 OOH 広告学会） Journal of OOH Advertising

정치커뮤니케이션연구
（政治コミュニケーション研究）

한국정치커뮤니케이션학회
（韓国政治コミュニケーション学会） Journal of Political Communication

한국출판학연구
（韓国出版学研究）

한국출판학회
（韓国出版学会） Studies of Korean Science
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以上、見てきたように、言論学分野には、多くの学会や財団から登載誌や登載候補誌が発行され
ている。ここですべてを取り上げることは現実的ではない。本稿では、「三大学会」と称される韓
国言論学会、韓国言論情報学会、韓国放送学会と、高い評価を受けている学術誌発行者である省谷
言論文化財団にしぼって論じることとする。

2．上智大学出身者・郭福山と韓国言論学会
韓国言論学会（以下、言論学会とする）は、韓国の言論学分野で最大の、そして最も古い学会で

ある。1959 年 6 月 30 日、言論学会は韓国新聞学会として設立された。正会員数は 1,000 名（2010
年 6 月現在）を越えている。1990 年から、毎年、日本マス・コミュニケーション学会と共同で日
韓国際シンポジウムを開催しており、日本のメディア、ジャーナリズム研究分野で、もっともよく
知られた韓国の学会の一つとなっている。

言論学会設立に主導的な役割を果たしたのは、初代会長に就任することになる郭福山である。当
時、彼は韓国・中央大学新聞学科教授の職にあった。

郭福山は、韓国併合から間もない 1911 年に朝鮮に生まれ、『東亜日報』社会部記者となった。
1941 年、『東亜日報』が強制廃刊されると、朝鮮総督府の機関紙であった『毎日新報』に入社し、
同紙記者となった。その間、早稲田大学政経学科で 2 年間学んだ後、上智大学新聞学科を卒業し
た。当時、上智大学新聞学科には、多くの韓国人留学生が在籍しており、郭福山も、その一員で
あった。上智大学で培われた韓国人留学生のネットワークは、植民地支配からの解放後、『東亜日
報』の屋台骨を支える重要な人的資源の一つになっただけでなく、同紙社主であった金性洙を党首
とする韓国民主党の強固な政治的基盤を形作った。

（3）
　

植民地支配からの解放後、1947 年 4 月には、新聞学研究や新聞記者養成を目的とした朝鮮新聞
学院（のちにソウル新聞学院に改称）を設立し、同学院長に就任した。1955 年、郭福山は弘益大
学新聞学科教授となり、1957 年には韓国文教部から韓国初の新聞学分野での教授資格の承認を受
けた。1958 年以降は、先述した中央大学新聞学科教授に就任し、ソウル新聞学院は 1969 年 10 月
に同大学附属新聞研究所に吸収された。

（4）
日本で新聞学を学んだ郭福山は、1960 年代から 70 年代に

かけて韓国の言論学研究がアメリカ型の学知へとパラダイム転換するまで、韓国の言論学研究を牽
引する人物であった。

現在、言論学会は、「韓国の言論およびコミュニケーションに関する研究、教育、調査分析を行
い、国内外の関連学会との学術交流に尽力」し、「言論協業と学会間の親睦と協力を企図する」と
したうえで、次のような「目的」を掲げている。

「韓国言論の正しい位相を定立し、言論人の資質と専門性を涵養し、産学協同の望ましい結
実を通じて、正しい言論文化の創達と言論の公益的課業を完遂することに貢献する。」

日本マス・コミュニケーション学会の「目的」（学会規約第 3 条）や「事業」（同第 4 条）でも、
韓国言論学会と同様に、研究や調査、教育のほか、研究者間の協力推進、海外の学会との連絡など
が謳われている。これらの学会の「目的」には、日韓間で顕著な差異が見られる。韓国言論学会
が、「正しさ」を追求していることである。それは、後述するように韓国言論情報学会や韓国放送
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学会の「目的」にも見られる。

3．民主化移行過程と学会設立：韓国言論情報学会と韓国放送学会
1980 年代後半に韓国社会が経験した大きな社会変動は、言論学分野で新たな学会を生み出し

た。1980 年 12 月、全斗煥は軍事クーデターによって大統領の座についた。全斗煥政権は、前任の
朴正煕と同様、軍事独裁政権であった。全斗煥政権への国民的抵抗が強まり、大統領の直接選挙制
を盛り込んだ改憲を求める民主化運動が拡大した。民主化を希求する韓国市民の抵抗を受けた与党
民政党の盧泰愚代表委員は、1987 年 6 月 29 日、全斗煥大統領にかわり「6・29 民主化宣言」を発
表した。そこには、憲法を改正し、大統領直接選挙の実施のほか、「政府は言論を握ることもでき
ないし、また握ろうとしてもならない」として、言論統制の緩和が盛り込まれた。
「6・29 民主化宣言」発表以降、言論統制の緩和措置が実行された。1987 年 8 月、駐在記者制度

が部分的に復活し、1972 年 2 月に開始されたプレスカード制も
（5）

廃止された。同年 9 月には、6 年ぶ
りに新聞の増面措置が実施され、翌月には禁止されていた基督教放送（CBS）のニュース放送が再
開された。11 月、言論統制の象徴的な存在であった言論基本法が廃止され、「定期刊行物の登録な
どに関する法律」と「放送法」へと分離・制定されたことで、新たな新聞社の設立が可能となっ
た。当時 32 紙であった韓国の新聞は、1992 年には 117 紙まで増加した。1962 年以後、継続されて
きた新聞社間のカルテル体制が崩壊した。

1988 年 2 月に大統領に就任した盧泰愚も、引き続き言論統制の緩和措置を実施した。重要なこ
とは、こうした緩和措置が、言論の民主化を推進する目的から行われたものではなかったことであ
る。あくまで既存の強圧的な言論統制の効率的実施が困難になったために、可視的な統制を減少さ
せるという判断から行われたに過ぎなかったのである。

（6）
事実、さまざまな統制が、かたちを変えて

存在していた。先述した「定期刊行物の登録などに関する法律」は、発行停止を行政府の管轄下に
おくなどして、発行の自由を制限することで、言論を統制する余地を残していた。また、マスコミ
の社内では、依然として情報機関員が常駐するなど、言論に対する国家の介入は継続していた。盧
泰愚政権は間接的な言論統制を実施した。

新聞業界では、熾烈な競争が繰り広げられていた。韓国の高度経済成長によって広告市場は拡大
したが、言論基本法が廃止されたことで新聞社の数も増加していた。総広告費は増加し、新聞紙面
の広告占有率は上昇したものの、新聞の売上額と純利益の増加には結びつかなかった。経営の安定
化を望む新聞経営者は、大きな資本を有する財閥に接近し、関係を強化しようとした。

盧泰愚政権は、財閥に対する規制緩和と支援拡大を実施した。財閥に対する政権の影響力が拡大
し、その財閥との関係を、新聞社は強化していた。このことは、軍事独裁政権期に見られた政治・
経済・言論が結びついて形成された政治支配連合の一角に、ふたたび新聞社が加わることと意味し
ていた。

盧泰愚政権は、間接的な言論統制を継続させ、支援を通じた財閥への影響力拡大を試みていた。
そこには、新聞経営者が社内統制力を強化し、言論の民主化を目指す記者の努力を無力化させる狙
いが孕まれていた。

（7）
「6・29 民主化宣言」は、韓国社会が民主化への移行過程を歩み始めるメルク

マールとなっていた。だが、言論の民主化にはほど遠い現状であった。こうしたなか「言論民主化
運動」とよばれる新聞社主や経営陣に対抗する動きが活発化し始めた。
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1988 年 4 月、経済的な要求よりも、むしろ言論の民主化を求める政治的な課題を前面に押し出
した全国言論社労働組合連盟が結成された。新聞への読者の不信感が高まるなか、言論消費者主権
運動や言論受容者運動などとよばれる市民運動も活発さを増していた。記者や市民らは、新聞が、
権力と資本から独立することを求め、新聞社主や経営陣、そして政権への対抗的な動きを強めて
いった。こうした動きは、学術界にも見られた。

1988 年 2 月、韓国社会言論研究会が設立され、同年 4 月に韓国言論情報学会（以下、言論情報
学会とする）へと改称された。学会設立にかかわった民主化の実現を願う研究者らの思いは、言論
情報学会の「設立趣旨」のなかで、明確に読み取ることができる。

「われわれの言論に対する、より科学的な研究を通じて、一般大衆の言論と情報社会に対す
る理解を助け、そして言論の民主化、民主的情報社会とわれわれの社会の民主化に寄与しよう
とする学術運動団体である。」

言論情報学会は、自らを「学術運動団体」と位置づけている点で、言論学会との特徴的な差異を
看取できる。言論学分野では、しばしば言論情報学会には、言論学会と比べてリベラルな気風が流
れているとの指摘もなされる。現在、同学会は、次のような「目的」を掲げ、学会誌『言論情報研
究』を発行している。

「媒体、通信を通じたコミュニケーション現象の社会科学的研究および教育を遂行し、国内
外の関連機関との交流協力を通じて、韓国コミュニケーション構造の正しい位相定立と望まし
い情報化社会の発展に寄与する。」

1988 年 9 月には、韓国放送学会（以下、放送学会とする）が設立された。ここでは、言論民主
化運動と放送界の関係について詳しく立ち入る紙幅はないが、放送学会も韓国の大きな民主化のう
ねりのなかで立ち現れたことだけは指摘しておきたい。

放送学会は、次のような「設立目的」を謳っている。

「韓国放送学会は、放送に関する学問的研究および教育、国内外の関連機関と協力および交
流を通じて、韓国放送の正しい位相を定立し、放送人の資質と専門性を涵養することで、望ま
しい放送文化の定立に寄与することを目的とする。」

放送学会は、言論学会や言論情報学会と同様に「正しさ」を追求している。さらに、ジャーナリ
ズムの実務家と研究者との協力関係推進を明確にしている点で、言論学会と共通の目的を有してい
る。

4．雙龍グループ創業者・金成坤と省谷言論文化財団
韓国の言論学分野において、省谷言論文化財団が発行する『言論と社会』は、高い評価を受けて

いる。省谷言論文化財団は、韓国初の言論関係の財団として 1965 年 9 月に設立された。設立者は、
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雙龍グループ創業者の金成坤（1913～1975）であった。省谷とは、彼の号である。
雙龍グループは、1962 年 5 月に設立されたセメント製造を行う雙龍洋灰工業に始まる。1960 年

代から 80 年代にかけて、同グループは、製紙、海運、製油、重工業、自動車、建設、金融などの
分野に進出し、1997 年の経済危機で事実上、解体されるときまで、韓国有数の財閥であった。金
成坤は、教育やメディアの分野にも強い関心を有していた。ソウルの有名私立大学である国民大学
や大邱の玄風高等学校の運営のほか、『東洋通信』や『聯合通信』の経営にも携わった。

2015 年、省谷言論文化財団は、『東亜日報』創業者である金性洙の号を冠した「仁村賞」（仁村
紀念会）を受賞した。同財団自体に関する研究蓄積はきわめて乏しいため、ここでは、「仁村賞」
受賞の理由説明から、省谷言論文化財団の活動や設立背景について見ていきたい。

（8）
　

仁村紀念会のウェブサイトによれば、省谷言論文化財団は、次の三つの事業を柱としている。仁
村賞は、それらの功績を称え、授与された。第一の事業は、ジャーナリストの海外留学への財政的
な支援である。設立から 50 年間に 213 名のジャーナリストが、同財団から滞在費や学費などの支
援を受け、ハーバード大学やコロンビア大学、東京大学、カーディフ大学、パリ大学、ベルリン大
学に留学した。第二に、記者の「再教育事業」である。同財団は 1968 年から 78 年まで、ソウル大
学新聞大学院に入学した現職のジャーナリスト 150 名あまりに、授業料全額を負担した。第三に、
学術誌『言論と社会』の発行である。1989 年、省谷言論文化財団は、言論学会に「省谷言論学研
究基金」を創設し、1993 年 9 月から季刊誌『言論と社会』の発行を開始した。

省谷言論文化財団は、活動の主眼をジャーナリスト教育や研究支援においており、英米の財団を
モデルに設立されたとされる。設立の背景には、どのようなものがあったのだろうか。

きっかけは、省谷言論文化財団が設立される前年の 1964 年にさかのぼる。当時、韓国社会で、
最大の政治的争点になっていたのが、日韓国交正常化交渉であった。野党や学生らによる日韓会談
への反対運動が日増しに激化していた、朴正煕政権は、反対運動が激化した原因の一つに、マスコ
ミの煽動があると考えていた。

（9）
マスコミを抑えることが、政権にとっての重要課題となっていた。

言論統制への意欲は、1964 年 7 月に、韓国政府と与党民正党による「言論倫理委員会法」の法
制化の動きによって顕在化した。言論倫理委員会法の施行には、マスコミの公的責任や倫理を強調
することで、マスコミの報道を萎縮させ、反政府運動を抑え込む目的がたたみ込まれていた。

政府・与党による言論統制の動きは、朴正煕自身が有するマスコミへの否定的なイメージによっ
て裏書きされていた。1961 年 8 月、朴正煕は「国論を統一するために、無責任なマスコミの自粛
が要請される」と述べたほか、同年 11 月には新聞は無責任であり、腐敗しており、共産主義的な
色彩を帯びていると批判した。1962 月 4 月の記者会見では、「自立的言論浄化が不可能であると考
えるときには、腐敗ジャーナリスト名簿を公開する」と発言した。朴正煕は、マスコミへの強い不
信感と不満を抱いていた。

（10）
　

野党をはじめ、韓国の言論界は強く反発した。ジャーナリスト団体などによる反対声明が発表さ
れ、大規模集会なども開催された。徹底的な抗戦姿勢が示された。政府も強硬姿勢を崩さなかっ
た。言論倫理委員会法に反対する新聞社に対して、政府機関での購読中止のほか、新聞用紙割当や
融資などの特恵措置を廃止するなどの「報復措置」に出た。だが、こうした措置に対して、世論が
極度に悪化すると、政府はすぐに自主撤回した。

（11）
　

政府・与党と言論界の対立が続くなか、与党議員であり、国会財経委員長であった金成坤が事態
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の収拾に乗りだした。
（12）

1964 年 9 月 8 日、彼は言論界と政府代表との会合を設定した。さらに言論
界代表は、朴正煕と面談し、言論倫理委員会法の保留を要請した。会談翌日、朴正煕は同法施行を
全面的に保留すると発表した。言論倫理委員会法による言論統制を目論む政府の試みは挫折した。

（13）
　

仁村紀念会のウェブサイトによれば、言論倫理委員会法をめぐる政府・与党と言論界との対立
が、省谷言論文化財団設立のきっかけになったという。そして、次のように記されている。

（14）
　

省谷は、この法の施行を先送りする代わりに、マスコミ各社が自律的に倫理綱領を作成する
ようにし、ジャーナリストの資質向上のために財団を設立した。

金成坤は、与党議員ではあったが、自らマスコミ経営に携わっていたこともあり、言論統制がさ
らに強化されることを防ぐ目的から、ジャーナリスト「教育」などを掲げた省谷言論文化財団を設
立したのであろう。だが、それは、「教育」を通じて、政権側が言論界を飼い慣らすための、また
別の方法による「統制」を生み出していた可能性も排除できない。こうした点については、さらな
る検討が必要であろう。

先述した通り 1993 年 9 月、省谷言論文化財団の支援を受け、『言論と社会』が創刊された。同財
団による学術的な見地からの研究支援は、民主化移行後に本格的に開始された。『言論と社会』が、
学術研究に真摯に取り組む姿勢は、「創刊辞」（1993 年夏）に顕著に示されている。

（15）
　

「創刊辞」は、『言論と社会』が、「社会というコンテキストのなかで、言論というテキストが持つ
様々な関係と、その意味に関心を持つ専門研究者」に開かれており、新しい研究と議論の場である
と位置づける。「社会のなかの言論現象」に対する正確な診断と体系的な説明、説得力のある予測
は、専門研究者の一つの責任であり、義務であると主張する。『言論と社会』は、こうした義務を
果たすものであり、韓国の言論学を発展させるための知的刺激を与えるべく目的から創刊された。
「創刊辞」は、掲載論文についても言及している。『言論と社会』には、「極めて限られた論文の

みを掲載する」としうたうえで、言論と社会の関係についての理論化に貢献できる「純粋な学術的
論文」を優先すると謳われている。また、同誌は、多様な研究の視角や観点、方法論に対してオー
プンであるとし、「思想と理論的類似性に基づいた同人誌ではない」と断言している。「純粋さ」の
強調や「類似性」への拒否は、明らかに政治性を持つ研究や特定の立場からの研究とは一線を画す
姿勢を明確にしたものと言えよう。そこには、民主化に寄与するための学術運動団体と自己規定す
る言論情報学会とは、大きな違いが見られる。

5．言論学研究の動向をめぐる若干の紹介：2015 年 1 ～ 12 月期
これまで見てきたように、韓国の言論学研究分野では、いくつもの学術誌が刊行されており、掲

載論文数もきわめて多い。したがって、それらをすべて渉猟し、紹介することは、筆者の能力を越
える。ここでは、本稿で取り上げた学術誌のうち、2015 年 1 月から 12 月までに発行されたものに
限定し、若干の動向紹介を試みたいと思う。
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⑴　発行状況と掲載論文数
まず、韓国における言論学分野の学術誌に見られる特徴として、発行頻度が、きわめて高く、必

然的に年間の掲載論文数が多くなることが挙げられる。『韓国言論学報』『韓国言論情報学会報』
『韓国放送学報』は年 6 回発行されており、『言論と社会』も年 4 回の発行頻度となっている。この
うち 1 号あたりの掲載論文数は、『韓国言論学報』が最も多く、2015 年は、最小で 8 本／号、最多
で 18 本／号、通年で 83 本の論文が掲載された。
『韓国言論情報学会報』では、1 号あたり 4 本から 10 本まで開きがあるが、通年で 40 本の論文

が掲載された。『韓国放送学報』でも、各号あたりの掲載論文はばらつきが見られた。1 号あたり
4 本から 11 本となっており、2015 年の掲載論文は 49 本であった。『言論と社会』は、1 号あたり
2 本から 4 本の論文が掲載され、2015 年には掲載論文の合計は 11 本となった。
以上、主要誌を見ただけでも、韓国言論学分野では年間を通じて、数多くの論文が発表されてい

ることがわかる。これらの大部分が、2 から 4 人の研究者による共著論文である点は日本とは異な
る特徴的な差異であろう。

⑵　掲載論文の特徴的な諸側面
次に、掲載された論文が、どのようなテーマを扱ったものなのかを見ていくことで、韓国言論学

研究の動向について、いくつかの特徴を記してみたい。
第一に、『韓国言論学報』では、「ジャーナリズム・コミュニケーション」分野の論文が多く掲載

され、「PR・広告」」や「理論・方法」分野の論文が少ないことである。『韓国言論学報』は、表 3
で示すように論文を 5 つのジャンルに区分し、掲載している。ジャンル別に見ると、「ジャーナリ
ズム・コミュニケーション」分野の論文が最も多く掲載されており、次いで「ニューメディア」、
そして「放送・コンテンツ・文化」の順になっている。これに比べ、「PR・広告」や「理論・方
法」分野の研究は、「低調」に見える。だが、先述したとおり、登載誌・登載候補誌に選定されて
る学術誌には、PR や弘報（広報）関係のものが多い。「理論・方法」分野に関しても、韓国言論
学会によって『コミュニケーション理論』が刊行されている。『韓国言論学報』に見られる「PR・
広告」や「理論・方法」分野の論文が少ないことは、かならずしも当該分野が「低調」であること
を意味しない。

＜表 3＞　『韓国言論学報』のジャンル別掲載論文数（2015 年 1月から 12 月まで）

ジャーナリズム・
コミュニケーション ニューメディア 放送・コンテンツ

・文化 PR・広告 理論・方法

第 1 号 3 3 3 2 2

第 2 号 5 2 4 2 1

第 3 号 4 5 2 1 4

第 4 号 4 2 1 1 0

第 5 号 7 4 2 0 1

第 6 号 9 3 4 1 1

合計 32 19 16 7 9
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第二に、概して歴史研究を基盤にした論文が少ないことである。『韓国言論学報』に掲載された
論文のうち、歴史研究として捉えることができるものは、崔イスク「1960 ～ 1970 年代韓国新聞の
商業化と女性家庭欄のジェンダー政治」（第 2 号）と朴ヨンギュ「1920 年代初頭＜時事新聞＞の創
刊と特性」（第 5 号）のみである。『韓国放送学報』では、元容鎮「日帝強占期朝鮮レコード界の中
心人物である文芸部長に関する研究」（第 5 号）に限られる。
『韓国言論情報学会報』でも、歴史研究をベースとした論文は、文ジョンテ「言論史：歴史と哲

学の出会いと転位─自由主義言論哲学を中心に」だけであった。だが、このことは＜歴史＞に眼を
向けた研究の乏しさを意味しない。同誌 71 号（2015 年 6 月発行）では、掲載論文 10 本中、5 本が
歴史的出来事としての「光州民主化抗争」（光州事件：1980 年 5 月 18 日）をモチーフにしたもの
であった。言論学の立場から軍事独裁政権下での痛みの記憶を問い直す論文が、「光州民主化抗争」
から 25 周年を迎えた 2015 年 8 月を前に多数掲載されたことは、民主化を掲げて設立された言論情
報学会の特徴を顕著に示している。

このほか『言論と社会』には、崔イスク「戦後 1950 年代脱植民都市釜山、そしてラジオ」（1 号）
や白美淑「1960 ～ 1970 年代の主婦教養番組とテレビのジェンダー政治─主婦と脱主婦化の家族イ
デオロギー」（4 号）が掲載された。

第三に、外国の状況に焦点をあてた研究が減少する一方、韓国国内の、いわば「内なる外国」に
目を向けた研究が増加していることである。まず、外国の状況を扱った論文として、安イムジュン

「創造経済時代の公営放送研究─英国 BBC の事例を中心に」（『韓国言論学報』2 号）や朴ギムクほ
か「＜ニューヨークタイムズ＞と＜ガーディアン＞のインタラクティブ・ニュース特性研究」（同
5 号）、サ・ムンほか「海外受容者の文化的近接性認識が K ポップイメージと韓国国家イメージに
与える影響─アジア圏受容者と西欧圏受容者比較」（同 1 号）がある。『韓国放送学報』では、鄭イ
ンスク「地上波再送信取引市場で表れた行為と政策対応─＜米国式モデル＞と＜英国式モデル＞の
含意＞」（6 号）のみであり、『韓国言論情報学会報』には該当する論文が見られなかった。外国研
究としての言論学研究の減少は、日本を題材として取り上げている論文の量にも如実に表れてい
る。実際、日本関連の論文は、鄭スヨンほか「韓日主要日刊紙の韓流ニュースフレームと国家イ
メージ─記事ヘッドラインに対する意味連結網分析を中心に（『韓国言論学報』3 号）と元容鎮の
前掲論文のみであった。
「内なる外国」へのまなざしは、韓国社会における結婚・労働移住者の増加とともに、官民によ

る「多文化社会」政策が推進されるなかで、大きな広がりを見せている。言論学研究も例外ではな
い。『韓国言論学報』では、鄭ウィチョル「移住民のコミュニケーション権利と力量強化─移住民
メディアと移住民メディア教育を中心に」（2 号）や金セボムほか「多文化空間のなかの母性権力
の再現─映画＜チャイナタウン＞分析」（5 号）、李ソニョン「結婚移住女性の結婚満足に対する夫
婦コミュニケーション、夫婦の文化適応および性の役割認識の影響」（6 号）、金ウンミほか「多文
化犯罪報道での記事構成方式と出身国に対する態度がネット・コメントに及ぼす影響」（6 号）が
掲載された。『韓国放送学報』では、金ユジョンほか「韓国居住中国同胞のメディア利用と対話が
集合的認識に与える影響」（4 号）やアン・ジンほか「共同体メディア実践と多文化アイデンティ
ティの再構成─結婚移住女性のコミュニティ・ラジオ参加活動と権能化」（6 号）がある。

このほか、ソーシャル・メディア研究や、ジェンダー研究、カルチュラル・スタディーズなどの
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研究もたしかな蓄積を見せている。さらに、現状分析系の研究が隆盛を見せている点も見落とせな
い。それは昨今の韓国における業績評価システムと密接に結びついている点を指摘しておきたい。

おわりに
最後に、韓国の言論学関連学会や当該分野の研究動向から得られる含意について、二点ほど述べ

ておきたい。
第一に、いかに日本研究の「衰退」を乗り越えていくのかということである。すでに見てきたよ

うに、言論学分野において、日本研究としても位置づけられる研究はきわめて少ない。これは日本
留学組の就職（大学教員専任ポジション）の厳しさや、中核研究者の世代交代（日本を「知る」世
代から「知らない」世代へ）、国際社会における相対的な日本のプレゼンス低下などが要因として
挙げられるだろう。このうち、いくつかは韓国固有の要因と言えるものの、日本研究の「衰退」
は、韓国に限らず、世界的に見られる現象である。いずれにせよ韓国言論学分野における日本関連
研究の乏しさは、重層的な日本理解の促進を妨げ、日韓両国にとって大きな損失につながる。

こうした状況を打開するためには、日本研究が日本専門家（Japanologist）による、日本専門家
のための研究としてではなく、グローバルなアカデミック・マーケットでの貢献を念頭において進
められることが肝要となろう。日本マス・コミュニケーション学会と韓国言論学会が、毎年行って
いる日韓国際シンポジウムは、日韓の相互理解を促進する機会としてだけでなく、日韓の言論学分
野で生み出される知が、いかに「世界」と繋がっているのかを確認し、さらに発展させるための最
適な場の一つとして挙げられる。

第二に、どのように「世界」と対話していくのかということである。韓国の業績評価システムで
は、国内誌よりも海外英文誌への論文投稿が、きわめて重視されており、研究者も活発に海外誌へ
の投稿を目指し、さらに韓国研究財団も積極的に投稿を支援している。こうした状況を踏まえるな
らば、韓国国内誌に掲載された論文が、そのまま韓国の研究動向を反映しているとは言い切れな
い。むしろ「韓国の」という「一国的」な枠組みからの研究動向の紹介や展望は、韓国国外の英文
誌の動向を踏まえていない意味において、もはや限界にきているのかもしれない。もちろん、海外
誌への投稿が重視される状況を、諸手をあげて称賛するわけではない。だが、どのように国内の知
を「世界」に向けて開いていくか、グローバルなアカデミック・マーケットに、いかに貢献してい
くかという点に照準した試みが、韓国で推進されていることは、注目に値する。こうした試みは、
韓国のアカデミズムが、「世界」との対話を可能にする「共通文法」を獲得しようとするものであ
り、このことは言論学研究分野にもあてはまる。

対話をめぐる課題は、いまや日本のアカデミズムにも求められている。多くの学会が英文誌を発
行するなどして、「世界」との対話を試みている。日本マス・コミュニケーション学会は、まもな
く英文誌 Asian Journal of Journalism and Media Studies の発行を開始する。日本のメディア、
ジャーナリズム研究の知が、どのように「世界」に向けて開かれていくのか。「世界」との対話の
ための大きな挑戦が、いま始まろうとしている。その成否は、いかに「世界」の読者との間に存在
していると考えられている「共通文法」に基づいて英文誌が発行されるかにかかっているように思
われる。

本稿は、韓国の言論学関連学会の状況や研究動向の概要を紹介しようとするものであった。それ



328 Journalism & Media  No.9  March  2016

は、たんに「韓国の」状況に留まらない「世界」と接続するグルーバルなアカデミズム状況の一端
を浮き彫りにしようとする狙いから行われた。韓国を見ながら「世界」を考え、「世界」を見なが
ら、日韓関係の今後を考えていくことが、何よりも重要であることを指摘し、本稿を閉じることと
したい。

注

（ 1 ）　韓国では、メディア、ジャーナリズム、コミュニケーション研究を包括する用語として言論学が使用さ

れている。本稿でも、韓国での使用用語を尊重し、言論学という名称を用いることとする。

（ 2 ）　論文投稿の多様性とは、同一の所属機関からの投稿を避け、審査の公平性を担保するための基準であ

る。学会やその他機関が発行する学術誌では、全体の論文投稿件数のうち、同一の機関からの論文投稿は

3 分の 1 未満とし、大学附属研究所発行の学術誌では、2 分の 1 未満であることが定められている。

（ 3 ）　朝鮮解放前後における東亜日報グループと政治、メディアとの関係については、カーター・J・エッカー

ト『日本帝国の申し子─高敞の金一族と韓国資本主義の植民地起源　1876-1945』草思社、2004 年

（Carter J. Eckert, Offspring of empire: the Koch'ang Kims and the colonial origins of Korean 

capitalism, 1876-1945, University of Washington Press）や木村幹『韓国における「権威主義的」体制の

成立─李承晩政権の崩壊まで』ミネルヴァ書房、2003 年など参照。

（ 4 ）　郭福山については鄭晋錫『人物韓国言論史』羅南出版、1995 年などを参照。

（ 5 ）　プレスカードは、新聞・通信・放送協会が文化公報部に要請し、発給を受ける。プレスカードを所持し

た記者にだけ官公庁での取材の便宜が提供され、海外渡航や電話（開設）の申込みにも優遇措置がとられ

た。だが、同制度は記者に取材の便宜をはかろうという側面よりも、独立的な立場から自由に取材活動を

行わなければならない記者たちの身分が、政府の認証を受けるようになったことを意味していた。（崔埈

『韓国新聞史』新補版、一潮閣、1997 年、420-421 頁）

（ 6 ）　朴承寛、康賢斗ほか「解放 50 年─韓国言論と社会変動」『社会科学と政策研究』18 巻 1 号、ソウル大

学社会科学研究所、1996 年

（ 7 ）　朴承寛、康賢斗ほか、前掲論文

（ 8 ）　仁村紀念会（韓国語）ウェブサイト：http://www.inchonmemorial.co.kr/prize_old29_2.html（2016 年

1 月 15 日：確認）

（ 9 ）　金民煥『韓国言論史』（増補版）羅南出版、2002 年、484 頁

（10）　鄭晋錫『韓国言論史論』チョネウォン、1992 年、303 頁

（11）　金民煥、前掲書、486 頁

（12）　鄭晋錫、前掲『韓国現代言論史論』305 頁

（13）　金民煥、前掲書、486 頁

（14）　同上：http://www.inchonmemorial.co.kr/prize_old29_2.html#　（2016 年 1 月 15 日：確認）

（15）　「創刊辞─言論と社会」http://www.mediasociety.or.kr/modules/doc/index.php?doc=history&___M_

ID=23（2016 年 1 月 15 日：確認）



本共同研究は 20011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後のTV放送の報道内容を分析し、災
害時におけるニュース報道及び他の関連する映像情報を量的、質的両面から研究する上で必要な基
盤整備としてのデータベース構築を目的として、平成 25 年度からその研究を始めた。
現在、研究代表者らは 2011 年 3 月 11 日の発災から今日に至るまで、東京キー局（6局）の大震
災に関わるTV映像の記録・保存を進めており、映像資料データ量は 80 テラビットを超えるレベ
ルに到達している。この映像記録は JCCのMax Channel だけでなく大量の外付けHDDに蓄えら
れている。
これらの映像データは東日本大震災という未曾有の危機を保存したという事実のみの価値だけで
はなく、その後も震災関連のTV映像を長期間映像データとして保存していることに、今後の
ジャーナリズム研究およびマスコミュニケーション研究の分野にとって大きな価値をもつ。
本研究では平成 26 年度に引き続き、①映像データ保存とニュース及び他の関連する映像情報の
分類を初めとするデータベース構築のための作業を行い、その上で、②報道内容の質的、量的分析
を進めた。②の作業も平成 26 年度の継続であるが、分析をさらに精緻にするための映像情報の内
容を分類し、インデックス化する作業を先行して行った。
加えて平成 27 年度は、この貴重なTV映像データを研究活動に活用するため、①TVニュース
報道及び他の関連するTV映像データの追加及び逐次保存と、これまで記録・保存したTVニュー
ス報道及び他の関連するTV映像情報の分類・整理というデータベース構築のための作業を行い、
その後②映像情報の内容の量的、質的な分析を通じて、東日本大震災関連のニュース報道などTV
映像情報の特徴を明らかにするための基礎的研究の作業を継続している。
こうした作業にあわせて、今年度本共同研究の小括を行うための研究企画を実施した。これはシ
ンポジウムであり、平成 28 年 2 月 20 日に「2015 年度連続シンポジウム　地域ジャーナリズムの
課題と可能性⑵─東日本大震災が地域メディアに問いかけたもの─」と題するシンポジウムの開催
であった。被災 3県から IBC から宿輪智浩氏、福島テレビの糠澤修一氏、石巻日日新聞の武内宏
之氏、NHK報道局の古澤健氏をパネリストに迎え、長時間にわたって有意義な議論を行うことが
できた。
本共同研究にとって、外部資金の導入は研究プロジェクト遂行のための重要な課題であったが、
幸い本年度は「公益財団法人放送文化基金」の研究助成を受けることができた。この研究助成は、
「映像アーカイブを利用した震災・原発事故報道に関する実証研究」と題するもので、本共同研究
の研究代表大井眞二を座長とし、他大学や研究機関の研究者（NHK放送文化研究所の原由美子氏、

共同研究プロジェクト

2015 年度研究所事業報告
「映像情報のカデゴリー化をめぐる研究」

研究代表者

大 井　眞 二（日本大学法学部新聞学科教授）
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法政大学の西田氏善行氏、加藤徹郎氏）を研究協力者に仰ぐものである。本年度は、本共同研究者
にこれら外部研究協力者を加えて定期的に研究会を開催し、研究の進捗をはかっている。
さらに「放送文化基金」の研究助成を得て、これまで本共同研究プロジェクトの課題であったメ
タデータの収集と分析のための機器を導入することができた。これは JCCが提供する「RCNアー
カイバ―」と称する機器であり、本共同研究に大いに寄与するものである。この「RCNアーカイ
バ―」によって、膨大な映像データの分類・整理の作業は急ピッチで進んでいる。
また本共同研究プロジェクトは、さらに平成 27 年、「映像アーカイブを利用した震災・原発事故

報道に関する実証研究Ⅱ」を研究課題として、「放送文化基金」の「継続研究」の助成をうけるこ
とができた。この助成によって本共同研究の大いなる進捗をはかっていきたい。
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2015 年度新聞学研究所事業報告

○シンポジウム
第 1 回

テ ー マ　　2015 年度連続シンポジウム：地域ジャーナリズムの課題と可能性①

　　　　　　地域と民放─変容するローカリティー

開催日時　　平成 27 年 12 月 4 日（金）18：00～20：30

場　　所　　法学部 10 号館 1階　1011 講堂

主　　催　　日本大学法学部新聞学研究所

基調報告　　佐幸　信介　日本大学法学部新聞学科教授

司　　会　　小林　義寛　日本大学法学部新聞学科教授

討 論 者　　市村　　元　「地方の時代」映画祭プロデューサー，関西大学客員教授

　　　　　　大西　康司　南海放送取締役執行役員総合企画局長

　　　　　　小川　浩一　東海大学名誉教授，元日本大学教授

　　　　　　吉岡　　至　関西大学社会学部教授

　　　　　　佐幸　信介　日本大学法学部新聞学科教授

第 2 回

テ ー マ　　2015 年度連続シンポジウム：地域ジャーナリズムの課題と可能性②

　　　　　　東日本大震災が地域メディアに問いかけたもの

開催日時　　平成 28 年 2 月 20 日（土）13：30～16：00

場　　所　　法学部 10 号館 3階　1031 講堂

主　　催　　日本大学法学部新聞学研究所

基調報告　　大井　眞二　日本大学法学部新聞学科教授

司　　会　　米倉　　律　日本大学法学部新聞学科教授

討 論 者　　糠澤　修一　福島テレビ代表取締役社長

　　　　　　宿輪　智浩　IBC岩手放送報道部副部長，『ニュースエコー』編集長

　　　　　　古澤　　健　NHK報道局チーフ・プロデューサー

　　　　　　大井　眞二　日本大学法学部新聞学科教授

○研究会
第 1 回

テ ー マ　　放送界におけるメディア・コンプライアンスの動向について

報 告 者　　中井　孔人　日本テレビ放送網株式会社コンプライアンス推進室室長

開催日時　　平成 27 年 11 月 10 日（火）18：00～19：30

場　　所　　法学部 2号館 7階　272 講堂
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主　　催　　日本大学法学部新聞学研究所

第 2 回

テ ー マ　　社会調査の品質向上へ向けての一考察─研究の品質向上のために

報 告 者　　島崎　哲彦　日本大学新聞学研究所研究員，元東洋大学教授

開催日時　　平成 27 年 12 月 3 日（木）18：00～19：30

場　　所　　法学部 2号館 6階　264 講堂

主　　催　　日本大学法学部新聞学研究所

第 3 回

テ ー マ　　オリンピックと放送

報 告 者　　笹田　佳宏　民間放送連盟

開催日時　　平成 28 年 1 月 28 日（木）18：30～20：00

場　　所　　法学部 2号館 2階　221 講堂

主　　催　　日本大学法学部新聞学研究所

○研究指導
名　　称　　新聞学研究所夏季集中講座─第 5回『メディア・イノベーション講座』─

開催期間　　平成 27 年 9 月 3 日（木）～ 4日（金）（1日 3時限編成）

場　　所　　法学部 10 号館 4階　1042 講堂

受講者数　　50 名

内　　容　　ガイダンス＆「広告会社の事業ドメイン拡張とイノベーション」

　　　　　　　　湯淺　正敏　日本大学法学部新聞学科教授

　　　　　　「実践キャラクタービジネス論」

　　　　　　　　大野　　茂　阪南大学国際コミュニケーション学部教授，元NHKディレクター

　　　　　　「映画業界のダブルスタンダード」

　　　　　　　　富山　省吾　日本アカデミー賞協会事務局長（元東宝映画社長）

　　　　　　「ビッグデータ時代のテレビ報道」

　　　　　　　　足立　義則　NHK報道局ネット報道部Web ディレクター SOLTリーダー

　　　　　　「新聞社のイノベーション」

　　　　　　　　松波　　功　中日新聞編集局電子編集部

　　　　　　「メディアミックスと講談社の仕事」

　　　　　　　　鈴木　宣幸　講談社編集総務局長
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ジャーナリズム＆メディア　投稿規定・執筆要領
平成 19 年 4 月 1 日制定
平成 19 年 4 月 1 日施行
平成 22 年 8 月 1 日改正
平成 24 年 7 月 19 日改正
平成 25 年 6 月 20 日改正

○投稿資格

原則として単独著作の場合には新聞学科・新聞学研究科の専任教員，非常勤教員および新聞学研究所所員，

新聞学研究所研究員とする。共著の場合には前記資格者と共同執筆のものとする。但し，研究所運営委員会

の議を経て承認されたものについては投稿を認める。

○投稿対象

1 　「原著論文（学術研究部門）」　原著論文（学術研究部門）とは，未公刊の論文でかつ以下の用件を具備

しているものをいう。

①論旨研究の独創性ないし新奇性　②論旨，主張の一貫性と明証性　③一定の知見，結論を持っているも

のをいう。

2　「原著論文（フィールド部門）」　原著論文（フィールド部門）とは，未公刊の論文で，現場での体験や

知見に基づいて独自な主張を展開しているものをいう。

3　「研究ノート」　研究ノートとは，未公刊で，明確な結論には至っていないが論文としての用件 1－①，

1－②を具備しているものをいう。

4　「調査研究報告」　調査研究報告とは，現地調査，計量調査，面接調査等の調査によって得られた資料，

記録，知見を含んだ内容のものをいう。

○掲載基準

『ジャーナリズム＆メディア』に掲載する論文等は，未公刊であり，研究所が依頼した査読者による評価を

踏まえて，研究所が許可したものとする。ただし，研究所の依頼により書かれた論文等は，査読を省略する

ことができる。

○掲載媒体

『ジャーナリズム＆メディア』への掲載と同時に、日本大学法学部が運営するサイトへ電子公開する。

○執筆要領

1 　投稿論文および研究ノート（本文叙述言語は原則として日本語とする）

①　原則として，Word あるいはテキスト形式で作成した原稿とする。原稿の体裁は A4 横書きで，

16,000 字以上 32,000 字以内とする。ただし，研究所が承認した場合にはその限りではない。

②　写真，図表等は，本文原稿の中に組み込むこと。ただし，メールでの添付ファイルには，写真，図表

等をテキスト（文字）データと別ファイルにして提出すること。
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③　表紙には論文タイトルの他，本文字数，写真，図表等の枚数，それに所属，氏名，住所，電話

（Fax）番号，E-Mail アドレス所属を明記する。

④　補注を必要とする場合は，⑴，⑵，…の記号で本文該当箇所右肩に示し，巻末の引用・参考文献の前

に<注 >と明記のうえ一括して記載する。

2　引用・参考文献，本文および注での引用

①　引用・参考文献等の記述

引用・参考文献は以下の例に準じて記述する。

⑴　本文中の引用文献・参考文献を著者名のアルファベット順に一括して並べ，論文の末尾に記載する。

⑵　同一の著者の場合は，発行年の古いものから順に並べる。論文名は「　」を書名には『　』を付す。

⑶　文献の著者はファミリーネーム・ファーストネームの順で示す。

⑷　欧文の書名，雑誌名はイタリック体（斜体）で表記する。

⑸　外国文献の記載は，それぞれの言語の標準的な標記形式に準ずるものとする。

［引用・参考文献の形式］

単行本（単著）：著者名（公刊西暦年）『書名』発行所

単行本（共著の一部）：著者名（公刊西暦年）「論文名」編著者名『書名』発行所

雑誌：引用論文著者名（公刊西暦年）「表題」『掲載雑誌名』巻（号）発行所

［引用・参考文献の例］

福田充（2010）『リスク・コミュニケーションとメディア─社会調査論的アプローチ─』北樹出版

小川浩一（2005）「戦後日本の社会変動とマス・コミュニケーション」小川浩一編著『マス・コミュ

ニケーションへの接近』八千代出版

塚本晴二朗（2007）「アメリカ・ジャーナリズム倫理研究の潮流」『マス・コミュニケーション研究』

70 号

⑹　翻訳書の場合には，原著および翻訳書を上記の書式に従って記述する。原著者名のあとの原著公表

年代と訳書公表年代は＝で結ぶ。翻訳書は，丸括弧で括る。

［翻訳書の例］

Brian McNair（1998 ＝ 2006）The Sociology of Journalism，London: Arnold.（小川浩一・赤尾光

史監訳『ジャーナリズムの社会学』リベルタ出版）

②　本文・注での引用

本文・注での引用は，以下の「方式 1」「方式 2」のいずれかで記載する。

⑴　「方式 1」

ア　引用箇所には，文献の著者と公表年代と必要な場合は引用ページを（氏名　文献発行年：引用

ページ）の形式で記入する。

　　（福田充　2010）（福田充　2010：36 ─ 37）（B.McNair　1998 ＝ 2006：55 ─ 56）

イ　複数の引用文献がある場合には，（氏名 1　文献発行年：引用ページ；氏名 2　文献発行年：引用

ページ）とする。

ウ　同一著者の文献を複数引用するとき，「；」で区切って列記する。

　　（苅谷剛彦　2001：135；2009：43）（B.McNair　1996：14；1998：18 － 19）
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エ　同一著者が同一年で複数の公表があるとき，a，b，…を付して区別する。

　　（橘木俊詔　2006a：24；2006b：35）

オ　同一文献の複数箇所を引用するとき，「，」で区切って列記する。

　　（福田充　2010：26，37）

カ　翻訳書の場合には，原著公表年代と訳書公表年代を「＝」で結ぶ。

　　（B.McNair　1998 ＝ 2006：37）

キ　引用文献を本文中の注に入れた場合，引用した文献名を文末の「参考・引用文献」欄にかならず

記載する。

⑵　「方式 2」

ア　引用箇所の最後に通し番号の肩括弧数字を記載する。「方式 2」の場合，補注も引用と一括して

記載する。

「…だ。
（1）
」「……と言える。

（12）
」

イ　論文の末尾に〈注〉と明記のうえ，引用を通し番号順に一括して記載する。

なお，〈注〉の中での引用・参考文献の記述の仕方は「 2　引用・参考文献，本文および注での引

用」に準じて著者名，公刊西暦年，書名・論文名，発行所・雑誌名を記述したあとに，引用ページ

を付ける。

［注の例］

福田充（2010）『リスク・コミュニケーションとメディア─社会調査論的アプローチ─』北樹出

版　27 ─ 28

小川浩一（2005）「戦後日本の社会変動とマス・コミュニケーション」小川浩一編著『マス・コ

ミュニケーションへの接近』八千代出版　243 ─ 244

塚本晴二朗（2007）「アメリカ・ジャーナリズム倫理研究の潮流」『マス・コミュニケーション研

究』70 号　85 ─ 86

3 　図・表・写真の取り扱い

①　図・表・写真等は，別用紙に作成する。

②　挿入すべき箇所を本文原稿の上欄外に指示してください。

③　図（写真を含む）・表には，図 1，図 2，…，表 1，表 2，…のように通し番号を付け，必要ならば図

表の簡潔な説明文（キャプション）を付ける。

［説明文の事例］

図 1　学力格差と階層　　　　　表 1　新聞購読と所得

4　ページ番号（ノンブル）の記入

原稿には必ずページ番号を付ける。

○調査研究報告（本文叙述言語は原則として日本語とする）

執筆要領は原著論文に順ずるものとする。但し，写真，図表等が多数になり，総字数を超える場合には事前

に研究所と相談すること。

以　　上



336 Journalism & Media  No.9  March  2016

日本大学法学部新聞学研究所規程
平成 19 年 3 月 9 日制定
平成 19 年 4 月 1 日施行

（名　称）

第 1条　この研究所は，日本大学法学部新聞学研究所（以下研究所という）と称し，法学部（以下学部とい

う）に置く。

（目　的）

第 2条　研究所は，現代社会の生命線たるジャーナリズム，メディア，コミュニケーション及びそれらに関連

する問題領域について，有機的かつ学際的な研究を行うことによって学部の教育，研究に寄与すると共に，

その学術的成果を通じて広く社会に貢献することを目的とする。

（事　業）

第 3条　研究所は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

①　ジャーナリズム，メディア，コミュニケーションに関する研究，調査及び研究集会の開催

②　委託研究，共同研究及び研究員の受入れ

③　学術研究誌，研究所叢書の発行及びその他の情報発信事業

④　学部学生，大学院生の研究指導

⑤　他学部学生（大学院生を含む）の研究指導

⑥　その他研究所の目的達成に必要な事業

（部　門）

第 4条　研究所は，事業の遂行に必要があるときは，専門別の研究部門を設けることができる。

（構　成）

第 5条　研究所に，所長及び所員を置き，必要に応じて，次長，研究補助員を置くことができる。

（所　長）

第 6条　所長は，法学部長（以下学部長という）をもって充てる。ただし，事情により所員のうちから選任す

ることができる。

2　前項ただし書による所長は，学部専任教授のうちから学部長が推薦し，大学が任命する。

3　前項に定める所長の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

4　所長は，研究所を代表し，その業務を統括する。

（次　長）

第 7条　次長を置くときは，学部専任教授のうちから学部長が推薦し，大学が任命する。

2　次長の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

3　次長は，所長を補佐し，所長に事故あるときはその職務を代理し，所長が欠けたときは所長の職務を代行

する。

（所　員）

第 8条　所員は，学部又は研究所の専任の教授，准教授，講師又は助教のうちから，所長が任命する。

2　所員の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

3　所員は，所長の命を受け，研究その他研究所の業務を分担する。
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（研究補助員）

第 9条　研究補助員を置くときは，助手及びこれに準ずる者のうちから，所長が任命する。

2　研究補助員の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

3　研究補助員は，所長の命を受け，研究の補助に当たる。

（嘱　託）

第 10 条　研究所に，嘱託を置くことができる。

2　嘱託は，学識経験者のうちから，所長が委嘱する。

3　嘱託の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

4　嘱託は，所長から委嘱を受けた研究その他研究所の業務に従事する。

（顧　問）

第 11 条　研究所に，顧問を置くことができる。

2　顧問は，大学の承認を得て，所長が委嘱する。

3　顧問の任期は，1年とする。ただし，再任を妨げない。

（講師又は指導員）

第 12 条　研究所は，第 3条の事業を行うため，講師又は指導員を委嘱することができる。

2　前項の講師又は指導員は，所長が委嘱する。

（運営委員会）

第 13 条　研究所に，運営委員会を置く。

2　運営委員会は，所長，次長及び所長の任命する所員をもって構成する。

3　運営委員会は，所長が招集し，その議長となる。

（運営委員会の審議事項）

第 14 条　運営委員会は，次の事項を審議する。

①　研究所の事業計画

②　委託研究及び共同研究

③　研究員並びに研究室生の入所及び退所

④　研究所の予算及び決算

⑤　研究所規程の改廃

⑥　その他重要事項

（委員会）

第 15 条　研究所は，その事業を行うため必要があるときは，編集委員会，専門委員会等各種の委員会を設け

ることができる。

（経　理）

第 16 条　研究所の経理は，学部の一般会計に属するものとする。

2　補助金及び委託研究費その他の収入は，学部の会計を通じて受け入れなければならない。

（所　管）

第 17 条　研究所の事務は，研究事務課が行う。

（監　査）

第 18 条　研究所の予算及び決算は，学部予算書及び決算書に記載し，それぞれ所定の監査を受けなければな
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らない。

（報告義務）

第 19 条　所長は，所定の期日までに，当年度における業務の経過及び次年度における業務計画を，書面を

もって大学に報告しなければならない。

（研究員及び研究室生）

第 20 条　研究所は，研究員及び研究室生を受け入れることができる。

2　研究員及び研究室生の受入れについての細則は，別に定める。

（改　正）

第 21 条　この規程を改正するときは，学部教授会の意見を聴かなければならない。

附　　　　則

この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
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編集後記

『死者の帝国』という小説がある。折口信夫みたいな書名（『死者の書』）だが、2009 年に夭折した伊藤計劃

の未完を、円城塔が書き継いだ小説だ。いわゆるスチーム・パンクに属し、19 世紀を舞台にフランケンシュ

タイン博士の遺産をめぐる物語である。それゆえ、当然のようにメアリー・シェリー作によるフランケンシュ

タイン博士の死体蘇生術がモチーフになる。

19 世紀の世界は、死者技術により、戦争を含めた多くの労働が蘇生された死者＝フランケンシュタイン博

士の怪物によって担われている。だが、死者ゆえ、思考し、言葉を解することができない。そこで、「魂を宿

した死者」創造の技術としてフランケンシュタイン博士の遺産……生者の死者化の技術が求められる。

ところで、近年のわたしたちをめぐる状況はどうなのだろうか。コミュニケーション能力などが求められ、

自主創造できる人材が求められる。けれども、その実、そこで要求されているのは実利的な企業社会に適応で

きる人材だ。デセコ（OECD機関）の掲げるコミュニケーション能力などとは、用語だけは同じだが、目標、

目的は異なる。

そこでは、有用性は簡単にスコア化され、「社会に役に立つ」ことを中心に目的化され、あらゆる優劣が決

せられる。ある意味、かなり合理的だ。だが、そこにおける知性はなにを意味するのだろう。とくに反知性主

義の言説がまかり通っているこの時代に。

わたしたちはなんらかの形で「教育」に関わっていて、若者を世に送り出している。しかし、先の要求をも

とにすれば、そこでおこなわれていることは、『死者の帝国』の中で蘇生した死者に新たな技術を持たせると

きの「ネクロウェア」のインストールと、大差がないようにさえ感じてしまう。

文部科学省、産業・経済界を中心に、かつその影響も含め社会的な圧力としての「役に立つ人間像」は、生

者の死者化とどこが違うのだろうか。「知＝実利的有用性」だけが尊重されるようなことに代表される、人

文・社会科学的な知の危機は、結果的に世界を死者の帝国にするだけなのではないだろうか。その意味では、

現在わたしたちはゾンビを大量に生産すべきことを要求せられているのかもしれない。

編集委員
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