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中国におけるメディア融合戦略に関する考察

西
1

茹
はじめに1

インターネットの発展は中国の情報環境を大きく塗り替えた。携帯電話を利用する人口が8
億を超え、 9 割以上のネット人口がモバイル端末を利用してインターネットにアクセスするな
ど人々の情報行動は大きく変わってきた。
人々の生活へのインターネットの深い浸透の現状は、
共産党の管理体制下に置かれている新聞、テレビ、ラジオ、雑誌等の伝統メディアを周縁化し
つつ、インターネットメディアを中心的な存在に押し上げた。微博（ミニブログ、中国版ツイ
ッター）と微信（ウィーチャット、中国版 LINE）を代表とする民間会社経営のインターネッ
トサービスの利用者が急速に増大し、誰でも、どこでも情報発信が可能となった。その結果、
地方都市で起きた出来事でも、全国ないし国際社会からの注目を集める「ネット世論事件」に
発展するケースがしばしば見られる。時に国内外の突発的な事件や重大な案件をめぐって、巨
大な力を持つネット世論が中国社会を揺さぶり、政府にも圧力を加える。
中国共産党と政府は、万民が参加する中国のネット言論空間と多様化された情報伝達チャン
ネルに強い危機感を持ち、2014年から、伝統メディアとインターネットを融合し、「新型主流
メディア」を創出するメディア融合戦略を打ち出した。インターネット、移動通信、デジタル
技術の迅速な発展によって促進されるメディア融合はグローバルな動きである。ただ中国の場
合は、国家主導のメディア融合が放送と通信の融合に限らず、新聞、雑誌などのあらゆる伝統
メディアを再編させ、インターネットメディアと融合させた。すなわち、新たなメディアプラ
ットフォームを形成させ、政府が目指す国内外で影響力と競争力を持つ「新型主流メディア集
団（グループ）
」や現代的なコミュニケーションシステムを構築しようとする。本稿では、中
国のメディア融合国家戦略は、どういう背景から打ち出し、何を狙っているのか、メディア機
構はメディア融合にどのように取り組み、その実態はどうなっているのかを考察し、それらが
提示する課題を検討したい。
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2

メディア融合戦略始動の背景

2014年は中国の「メディア融合元年」と言われる。それは党中央が「伝統メディアと新興メ
ディアとの融合発展の推進に関する指導意見（関于推動伝統媒体和新興媒体融合発展的指導意
見）
」
（以下は「指導意見」と略称）を通達し、メディア融合を国家戦略として全国で推進し始
めたからである2。それまでの中国のメディアは様々の形でインターネットとの融合を模索し
ていた。例えば、
新聞もテレビもホームページを立ち上げ、また携帯電話の利用の普及に伴い、
「携帯新聞（手機報）
」を発行したり、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用
し発信したりする試みは情報利用者の変動に応じて絶え間なく行われてきた。ただ、
「指導意見」
で初めて、伝統メディアとインターネットメディアとの一体化により、新型主流メディアへ変
容、新型主流メディア集団の形成、それに現代コミュニケーションシステムの構築という国家
目標を打ち出した3。この戦略は一体どのような背景から打ち出したのか。
約40年前、経済改革が始まると、単なる国の宣伝機関としてのメディアの運営システムは直
ちに影響を受け、イデオロギー宣伝機関の機能を維持しながら、同時に独立採算性を導入せざ
るをえなかった。1992年以降、市場経済化が加速し、メディア産業は発展の機運が高まった。
1995年、中国初の都市報（読者の興味に応える内容が売りの、広告収益を獲得しようとするタ
ブロイド紙）が創刊され、都市報ブームを引き起こした。メディアの管理制度によって都市報
はほとんどが党機関紙の傘下にある。例えば、日本で知られている「南方週末」は広東省共産
党委委員会管轄下の「南方報業伝媒集団」の傘下にあり、
「環球時報」は党中央機関紙の人民
日報社傘下の都市報である。そして都市報は、情報量、発行部数、社会的な影響力のいずれも
党機関紙を超える実力の持ち主になった。それとは対照的に、党機関紙は広告収入も、販売収
入も衰え、周縁化されつつあった。都市型新聞の急成長とともに、党機関紙を中心とする新聞
のグループ化が1996年にスタートした。2004年末まで、新聞発行グループは40となった。多く
の新聞グループは年間の総収入が10億元を超え、一部のグループは全国の新聞市場に進出する
力を持つようになった。また、21世紀に入ってから、中国のＷＴＯの加盟をきっかけにメディ
アの経営改革は国内市場の一体化を目指す政策措置をとった。例えば、2001年から複合メディ
アグループの設立や異なる地域を跨る新聞の発行などは規制緩和された。北京にある報道の専
門性を重視する「新京報」は当時実験例として広東省の「南方報業伝媒集団」と中央の「光明
日報集団」の連携によって創刊されたのである。都市報は読者のニーズに応じて、取り上げる
内容が人々の生活に密着したテーマから公権力の乱用と腐敗蔓延などの社会問題まで、幅広く
多様になった。経済の成長を背景に、広告収入も好調だった。しかし、経済的に自立しつつあ
っても、独立は許されない。メディアの所有形態は国有であり、人事権は党に握られ、報道内
容も党が監視し、指導しているといった厳しい管理体制は変わらないため、手足が縛られる都
市報の発展には陰りが見えてきた4。インターネット端末の普及も都市報の発展にブレーキを
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掛けた。2012年、新聞業界全体の広告収入は対前年比7.3％減以降、13年8.1％減、14年18.3％減、
15年35.4％減と5、連年マイナス成長が続き、立ち直る見込みがない状況に陥った。
2014年、インターネット広告収入がテレビを抜き去るネット全盛の時代に入っている。新聞
などの伝統メディアは大衆化と商業化の道をわずか20年間しか走っておらず、企業体として十
分な体力を蓄えていないのに、
インターネットや通信技術の急成長という衝撃にさらされていた。
中国のインターネットは都市報とほぼ同時に発展し始めたものの、著しい成長を成し遂げた。
その急速な発展状況は〔図 1 〕に明確に表れている。中国インターネット情報センター（ＣＮ
ＮＩＣ）は、2017年 1 月に、
「第39回インターネット発展状況統計報告」6（以下「第39回報告」
を略称）を発表した。半期ごとに発表される統計によると、20年前の1997年はインターネット
に接続したパソコンが29.9万台であり、ネットユーザーが62万であった。
「第39回報告」によ
ると、2016年12月までに中国のネットユーザーは 7 億3100万人に達した。このうち携帯端末で
ネットに接続する人は 6 億9500万に上り、ネット総人口の95.1％を占める。つまり、中国はす
でにＰＣインターネット時代からモバイルインターネット時代に入る。スマートフォンなどの
移動端末の利用の普及によって、それに応じるＳＮＳアプリケーションが開発され、ネット利
用者の人気の的になった。中国において、
急成長しているのはミニブログやウィーチャットだ。
ミニブログの最盛期は2012年で、利用者数は 3 億900万だった。ウィーチャットは2016年12月
までに、利用者数は 8 億8900万人に達し、うなぎ上りの増加となっている。
〔図 1 〕
中国のインターネット人口と普及率の推移およびモバイルネット、ミニブログ、
ウィーチャット利用者の推移

出所：「中国インターネット発展状況統計報告」（1997 ～ 2017）
（中国インターネット情報センター）
と「騰訊年度業績報告」
（2011 ～ 2017）に基づき作成。利用者数はいずれも各年 12 月時点の数値。
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インターネットユーザーの増加とともに、ネットサービスの利用も多様化した。インターネ
ットの各種利用の詳細は表 1 「インターネットサービスの利用状況」で示している。注目した
いのは、ニュース閲覧の利用率だ。インターネットでニュースを得る人は 6 億1390万人おり、
84％となる。携帯ネットユーザーの場合は 5 億7126万人であり、82.2％を占める。その伸び率
がそれぞれ8.8％と18.6％というから、
さらに人々のメディア接触の形態は変わると予想される。
既存メディアの新聞であれ、テレビであれ、ミニブログ、ウィーチャットおよびモバイル・ク
ライアントを利用してニュースを人々に送らないと読者や視聴者はますます離れて行くだろ
う。人びとの情報行動の変容により従来の伝統メディアのコミュニーション形式は淘汰されつ
つある。言い換えれば、伝統メディアは情報技術の進歩と人々の情報接触方式の変化に適時対
応をしなければ、生き延びる余地がなくなるという現実にさらされている。
〔表 1 〕
インターネットサービスの利用情況
（全体と携帯電話別 2016.12）
利用目的

基本的な利用

娯楽

ビジネス

金融

公共サービス

ネットショッピング
旅行予約
デリバリー
ネット決済

利用者数
（万）
全体 携帯
66628 63797
60238 57511
61390 57126
24815 19713
12079 9739
41704 35166
54455 49987
50313 46791
33319 30377
46670 44093
29922 26179
20856 19387
47450 46920

利用率
（％）
全体 携帯
91.1 91.8
82.4 82.7
84.0 82.2
33.9 28.4
16.5 14.0
57.0 50.6
74.5 71.9
68.8 67.3
45.6 43.7
63.8 63.4
40.9 37.7
28.5 27.9
64.9 67.5

ネットバンキング
資産運用
株取引
ネット政務サービス
E ラーニング

36552
9890
6276
23897
13764

50.5
13.5
8.6
32.7
18.8

チャット
情報検索
ニュース閲覧
E メール
BBS 掲示板
ネットゲーム
動画視聴
ネット文学

33357
―
4871
―
9798

48.0
―
7.0
―
14.1

伸び率
（2015年12月
と比較 ％）
全体 携帯
6.8 14.5
6.4 20.4
8.8 18.6
-4.0 18.2
1.5 13.2
6.5 25.9
8.1 23.4
0.4 12.4
12.3 17.2
12.9 29.8
15.3 24.7
83.7 86.2
14.0 31.2
8.7
9.6
6.5
―
25.0

20.5
―
13.5
―
84.8

出所：「第39次中国インターネット発展状況統計報告」により作成。

「2015年中国インターネット世論状況分析報告」7は、
「中国のマスメディアの言論空間では、
新聞、雑誌、テレビ放送などの伝統メディアの議題設定機能がさらに弱まった」と指摘し、一
方で「ミニブログ、ウィーチャットおよびモバイル・クライアントが世論の議題設定機能を主
172
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導している」と分析した。民衆はインターネットという誰でも発信できるツールを手に入れ、
時に「自由満喫」し、お祭り騒ぎの様相さえ呈している。真実と虚偽、感情と理性をないまぜ
に、さまざまな声がネット空間で攪拌され、発酵して、時に炎上する。「インターネット世論」
が真相を奪い取り、不正の暴露、告発などで司法や行政を乗っ取る怪現象まで生んでいる。
中国の伝統メディアの停滞、新興メディアの影響力の拡大の中、民衆の利益表明手段や、調
整メカニズムが既存のメディアにおいて構築されない状況に対して、復旦大学のメディア専門
家林暉氏は、中国社会がハイリスク、ハイコストな社会となりつつあるとして、主流メディア
の不在と主流価値観の構築の困難という問題の存在を指摘した8。そこで共産党政権としては、
時流に身を任せるのではなく、インターネットをコントロール可能な空間に転換させる決意を
固めた。習近平総書記は、2013年 8 月、
「インターネットという戦場において、主導権を握り、
勝利を収めるかどうかは、直接わが国のイデオロギー分野の安全と政権の安全に関わってい
る」9と演説した。読者や視聴者が伝統メディアから離れたとの現状認識から、共産党政権の指
導部は、インターネットメディアと一体化させることがメディアの生存と発展の道であり、主
流のイデオロギーを宣伝し、世論を導く役割を果たす必然な選択であるとの結論に至った。
2014年 4 月23日付「人民日報」は当時の中央宣伝部長の劉奇葆氏の署名文章「伝統メディア
と新興メディアの融合発展の推進を加速せよ」を掲載した。劉氏は次のようにメディア融合の
重要性と緊迫性を訴えた。
「メディアの現状からみると、伝統メディアの受け手の規模は絶えず縮小し、市場占有率は
次第に下がり、多くの人は新興メディアを通じて情報を得、若い世代はなおさらインターネッ
トを情報入手の主要経路とする。世論生態の変化からみると、新興メディアは話題設定の機能
や世論への影響力が日々強くなっている。
多くの社会のホットな話題はネット上に瞬時に表れ、
醸成し、拡散されるため、伝統メディアの世論を導く力は挑戦にさらされている。イデオロギ
ーの領域から見ると、インターネットはすでに世論闘争の主要な戦場となり、我が国のイデオ
ロギーの安全と政権の安定に直接関係する。伝統メディアはすでに革新によって生き残りをは
かる正念場に差し掛かっている。伝統メディアと新興メディアとの融合発展の推進は一刻も猶
予できない。時代と歩みを揃えて行かなければならず、融合発展の過程を加速するのは、われ
われが担っている歴史の責任である。
」10

3

メディア融合戦略とその狙い

習近平氏政権発足後の2013年 8 月に開催された全国宣伝工作会議で、習氏は演説で「社会の
情報化が引き続き進むという新しい状況に適応し、伝統メディアと新興メディアの融合発展を
加速すべきである。
新技術の応用をフルに使ってメディアコミュニケーションの方式を創新し、
情報コミュニケーションの要害の高地を占領しなければならない」11と強調した。
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同年10月から中央宣伝部は中央レベルの主要報道機関の責任者、地方の主要な報道機関の責
任者及び民間ポータルサイトの責任者、関係方面の専門家を組織し、メディア融合について調
査活動を始めた。
11月に開催された党18期 3 中全会で採択された重要政策である「改革の全面的な深化に関す
る若干の重大な問題に関する中共中央の決定（中共中央関於全面深化改革若干重大問題的決
議）
」でも「ニュースメディアの資源を再編し、伝統メディアと新興メディアとの融合発展を
進めよう」12と述べた。
こうした一連の動きはメディア融合が絶えず中央指導部の政策のテーマとしてレベルアップ
され、検討されていることを意味した。2014年 8 月18日、北京で開催された中国共産党中央全
面深化改革指導グループの第4回会議で前出した「指導意見」が採択された。会議後、この「指
導意見」は公文書として中共中央弁公庁、国務院弁公庁から通達され、全国範囲でメディア融
合の加速を指示した。
「指導意見」の全文は公表されておらず、その要旨と見られる内容を、新華通信社が2014年
8 月18日に報道し、後に人民日報社編『融合元年――中国媒体融合発展年度報告（2014）
』に
収録している。
「指導意見」
の全容は不明だが、
それに基づき、中央政府部門は実施政策を発表し、
各省、市も施行政策を立てた。政府部門と地方政府の政策は公に発表されたものもあるため、
「指導意見」の理解に役に立つ。さらに、
メディア融合国家戦略をめぐってイデオロギー領域、
伝統メディア、インターネットに関する管理機関の指導者たちは視察をしたり、演説を行った
りし、その動向に関する報道も「指導意見」の理解に参考になる。
こうした断片的な情報から、
「指導意見」がメディア融合発展を如何に推進するかについて
明確な要求であり、具体的な指示を出していることがわかる。ここで新華通信社に発表された
「指導意見」の要点を紹介しておく。
・ニュースメディアの資源を再編し、伝統メディアと新興メディアの融合発展を推進す
ることは中央の全面的に改革を深める計画を実施し、宣伝と文化領域の改革と創新を進め
る重要な任務であり、メディアの構造の激変に適応し、主流メディアのコミュニケーショ
ン能力、信頼性、影響力および世論を導く能力を高める重要な措置である。融合発展によ
って、われわれの主流メディアに先進コミュニケーション技術を科学的に運用させ、情報
の生産とサービス能力を強化させ、より良く党と政府の声を宣伝してもらい、人民大衆の
情報の需要を満足させる。
・メディア融合発展の推進にあたって、ニュースコミュニケーションのルールと新興メ
ディア発展の規則に従い、インターネット的思考を強化しなければならない。（政治の）
正しい方向と世論誘導を堅持し、統一して計画し各方面を調整するのを堅持し、イノベー
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ションによる発展を堅持し、一体化する発展を堅持して、先進技術による牽引を堅持しな
ければならない。
・メディア融合発展の推進にあたって、技術の整備とコンテンツ制作は同様に重要な位
置に置かなければならない。インターネットのモバイル化、ＳＮＳ化、動画化の成り行き
に順応し、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの新技術を積極的に運用し、
モバイル・クライアント、携帯端末のウェブサイトなどの新しい応用と業態を発展させ、
技術の研究開発レベルを絶えず高め、新技術でメディア融合発展を引率し、メディアのモ
デルチェンジとアップグレードを推進しなければならない。同時に、新興メディアのコミ
ュニケーションの特徴に応じ、
コンテンツ制作を強化し、取材と編集のプロセスを革新し、
情報サービスを合理化し、コンテンツ優位で発展優勢を勝ち取らなければならない。
・メディア融合発展の推進にあたって、積極的に推進し、科学的に発展させ、規範的に
管理し、
方向誘導を確保するといった要求のとおり、伝統メディアと新興メディアは内容、
ルート、プラットフォーム、経営、管理などの面において深い融合を進め、力を入れて、
形態の多様、手段の先進、競争力のある強大な新型主流メディアをいくつか作り上げ、強
大な実力とコミュニケーション能力、信頼性および影響力のある新型メディアグループを
作り上げ、多角的で、多面的な、融合発展の現代的なコミュニケーションシステムを形成
させなければならない。メディア融合を行いながら、管理も確実にし、メディア融合発展
を終始正しい方向に沿って進めることを確保すべきである。
インターネット利用の普及に伴い、約20年間で、伝統メディアはウェブサイトを作って発信
したり、ＢＢＳやブログ、そしてミニブログと連動しアジェンダセッティングを試みしたりき
たが、今回のように伝統メディアをネットメディアと一体化するメディア融合はかつて無い変
革だと言えよう。この国家戦略で最も注目すべき点はやはり最新技術を駆使しメディア融合発
展をさせるという点である。前にも言及した劉奇葆氏の文章では、メディア融合について積極
的な技術の利用を訴え、
「最も良い技術を使い、最高水準の達成、融合発展のベスト効果を獲
得しよう」13と訴えた。つまり、最新技術で伝統メディア機関を改造し、新しい情報環境にお
いて、世論を誘導できる中心的な存在を取り戻そうとし、さらに国際社会においても欧米主流
メディアに対抗できる新型主流メディアを作り上げようとしている。
実際、習近平政権は情報通信技術（ＩＴ）を中国の発展のエンジンにする「インターネット
プラス」戦略を推進している。中国の今後の発展にとって、クラウドコンピューティング、ビ
ッグデータ、人工知能などの活用によるイノベーションへの期待が高まり、情報通信技術の全
面的利用がカギとなる。産業のモデルチェンジの加速によって、情報環境や人々の情報活動は
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さらに変わっていく。伝統メディアはこうした変容に対応して変わらなければますます取り残
されるだろう。そういう意味で、メディア融合戦略は世論誘導能力の向上に関わる政治的な側
面と同時に、メディア産業のモデルチェンジの側面もあるだろう。

4

新型主流メディアのモデル――人民日報の「中央厨房」

メディア融合戦略の実施に当たり、党中央上層部は人民日報、新華通信社、中央テレビ局（Ｃ
ＣＴＶ）などの中央レベルのメディアに先行させ、モデルづくりを求めた。人民日報社はモデ
ルづくりに積極的だ。多くの人々にとって、
紙媒体の人民日報は旧態依然の印象が強いだろう。
だが、実は人民日報社は大きく変わっている。人民日報社は29の社属の新聞と雑誌、44のウェ
ブサイト、118のミニブログの公式アカウント、142のウィーチャットの公式アカウントおよび
31のモバイル・クライアントを有する複合メディアグループとなっている。ユーザー数は3億
5000万に達していると自称する14。人民日報社は「集団（グループ）」の看板をかけていないが、
巨大なグループと言えよう。
人民日報社のメディア融合発展計画は人民日報クライアント、オムニメディアニュースプラ
ットフォームとデータセンターという三つのプロジェクトによって構成される15。人民日報ク
ライアントは2014年 6 月12日に正式にオンラインし、人民日報ミニブログと人民日報ウィーチ
ャットと一緒にモバイルネットユーザーを取り込もうとしている。データセンターは主にクラ
ウドコンピューティングやビッグデータの利用というサポートを提供する。オムニメディアニ
ュースプラットフォームは、すべてのメディアに応じるニュース生産の過程と指揮システムで
あり、
「人民日報中央厨房」と名つけられ、最も注目されている。
「人民日報中央厨房」
はメディア融合国家戦略が採択された直後の2014年10月に立案された。
このプロジェクトは旧来の組織と別の人民日報社傘下の人民日報メディア技術株式有限会社が
計画、実行、運営を担当している。中央宣伝部が直接監督を担ったプロジェクトでもあると言
われる。2017年 1 月 5 日に開かれたメディアの深い融合を推進する座談会の開催中に、中央宣
伝部長の劉奇葆氏が出席者らに人民日報中央厨房を見学させ、
「これは現時点で国内において
最も中央上層部の立案策定に相応しい『中央厨房』だ」16と絶賛した。人民日報中央厨房はす
でに新型主流メディアのモデルになっている。
「中央厨房」プロジェクトは、旧来の社内の各部門の別々に取材と編集を行ういわば「個別
の調理厨房」のようなモデルを一新し、
「集中調理施設」にするように、つまり、伝統メディ
アの構成体制にメスを入れ、取材、コンテンツの作成、発信などのすべての流れを一体化し、
新しいコミュニケーションツールと端末に適応させようとしている。その狙いは、
「統括的に
企画し、取材した内容を多様なコンテンツに製作し、いろいろなツールで発信し、24時間稼働
し、全世界をカバーする」17というニュースプラットフォームの形成だ。
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人民日報社メディア技術株式有限会社葉蓁蓁社長は2017年 4 月に海南省で開催された中国新
聞業界発展大会で人民日報中央厨房モデルについて報告18した。ここでこの報告に基づき、人
民日報中央厨房モデルの組織構成や業務の流れを少し具体的に紹介しておく。
人民日報中央厨房は2016年に建てられた人民日報の新本社ビルの10階にあり、建設面積が
3200平方メートルである。この空間は、取材企画、取材、編集、発信を指揮する中枢であり、
全体を「核心指揮区」
、
「技術サポート区」
、
「自由作業区」という三つの区域に分けられる。開
放的な空間は日本の大手新聞社や通信社の編集局と似ているが、実際に最先端技術で武装され
ている点だけでも違いは明白である。なんといってもこの物理空間そのものが融合したメディ
アだと示そうとしている。技術システムは、コンテンツデリバリー、世論観測、ユーザー行動
分析、可視化製作などの一連のハードウエアとソフトウエアのツールが含まれるし、取材現場
の記者とセンターにいるデスクがタイムリーにコミュニケーションを行い、共同で企画し、マ
ルチメディ製品を作り上げ、情報発信の効果を追跡する技術も含まれる。
人民日報中央厨房の組織構成や業務の流れは伝統メディアと違う。組織構成の全体イメー
ジは図 2 となっている。
〔図 2 〕

出所：『中国報業（新聞）協会

第五期三回理事会・中国報業発展大会

資料集』（2017年 4 月）に基づき作成。

総編集長指揮センターは組織の中枢であり、主に宣伝任務配置、重大なテーマの企画、取材
陣の采配を担当する。取材と編集の連動プラットフォームは常設運営機構であり、取材センタ
ー、オムニメディア編集センターと技術センターによって構成される。主には指令の実行、ユ
ーザーのニーズとフィードバックの収集を担当し、ここでオムニメディアニュース向けのコン
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テンツの生産と加工を行い、出来上がったコンテンツを即時に原稿ライブラリーに入れる。作
業を担当する人員は、社内の各部門からであり、総編集長指揮センターからの指令でコンテン
ツを作る。
人民日報総編集室、ニューメディアセンター総編集室、人民網総編集室は原稿ライブラリー
から原稿を取り出し、直接発信でも、再編集でもできる。すべてのコンテンツは人民日報社の
メディアが利用した後に、国内外の連携のメディアに売り込む。現在、人民日報中央厨房は18
の言語のニュースサービスを提供しているし、国内の2000余りのメディアとウェブサイトと約
数百の海外メディアとウェブサイトにニュースを提供しているという。
〔図 3 〕

出所：『中国報業（新聞）協会

第五期三回理事会・中国報業発展大会

資料集』（2017年4月）に基づき作成。

仕事の流れや内容は図 3 の業務フローチャート図に示される。葉蓁蓁氏は人民日報社刊行の
『新聞戦線』に寄稿した文章19の中で、中央厨房の日常的な運営システムを紹介した。例えば、
総編集長協調会議は中央厨房の日常運営上の最高意思決定機構である。毎週月曜日午後に会議
を開き、その週の重要な宣伝任務を配分し、重大な報道テーマを検討し、週間のコミュニケー
ション効果を批評し、取材と編集の連動を調整する。また、取材前の会議もある。当日当番の
副総編集長が進行を担当し、毎日午前に開催する。取材センター、オムニメディア編集センタ
ーと技術センターの責任者と人民日報の取材部門の責任者は参加し、テーマの企画を報告し、
ニュースのネタを通報し、当日の世論の動向を検討し、重要な原稿を確定し、さらに取材と編
集の結合を手配する。さらに、夜間チームの編集前の会議もある。その他、重大な事件、突発
的な事件の緊急対応システムもある。
なおその上に、多様なコンテンツを作り出すため、リッチメディアスタジオという新たな業
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務を導入し、ジャーナリストたちはプロジェクトを立ち上げ、小規模のチームを作り、前に紹
介した「自由工作区」でコンテンツ製作に取り組む。現在、15の部門から約60名のジャーナリ
ストによって時事、文化、教育、社会、国際問題などの領域に関する16チームが作られている。
それに、メディア技術会社からの40名のデザイナーや動画製作者らは技術支援を提供している
という。
中央厨房で最も存在感を示しているのは技術システムが稼働して得たデータを可視化するア
ーチ形の巨大パネルであるだろう。例えば国内各地で起きているホットな事件は即時にパネル
上の地図に示される。また発信したニュースはどの程度拡散されているかもデータ化され、ラ
ンキングされる。情報のフィードバックから新たな材料を見出すことができる。さらに、国内
外の世論の動向もキャッチしている。それは中国メディアの世論管理と誘導の機能を果たすに
は最も寄与するものになるだろう。こうした技術システムは社内で使えるだけではなく、記者
たちは、パソコン、IPad、スマホを利用して遠距離でも利用できる。
党中央の上層部が人民日報中央厨房をモデルケースとしたため、現在国内各地の党機関紙グ
ループも相次いで中央厨房システムを導入している。人民日報社は地方党機関紙新聞グループ
に協力すると同時に、人民日報を中心とした地方党機関紙と連携したネットワークを形成し始
めた。内容の優位でネット会社の情報サービスに勝ち取ろうとアピールしているが、2017年10
月開催の共産党第19回党大会の前後では、宣伝の内容で一色となり、ネットに対する厳しい規
制で娯楽情報さえ活気のない様相を呈する。政府にとって不都合な情報があまり出てこなかっ
たのを見ると、中央厨房の世論動向の監視が功を奏したかもしれない。

5

都市報のメディア融合の試み――「澎湃新聞（ニュース）
」

中国のメディア融合のモデルとして、もう一つ注目されているケースは上海の「澎湃新聞」
である。
これまでの中国におけるインターネットニュース配信には、大まかに言って二つの流れがあ
る。一つは騰訊、捜狐、網易、鳳凰、新浪などの民間の主要ポータルサイトが主導するニュー
スサービス。もう一つは、伝統メディアがネット技術を利用するサービスだ。新華社や人民日
報、中央テレビ局などのウェブサイトは国家レベル、さらに「澎湃新聞」や「浙江新聞」は地
方レベルということになる。
「澎湃新聞」は中でも卓越した存在で、内外の注目を集めた。他と異なる最大の特色は、も
っぱら時事、政治問題を扱うサイトである点だ。中国の厳しい報道管理体制の下で、時事問題
を扱うことの難しさは容易に理解できよう。
澎湃の名称は「ＰＡＰＥＲ」の音をもじって作られ、2014年 7 月22日に正式にアップロード
された。ニュースアプリの形式で、主に携帯で閲覧し、広告も掲載されている。パソコン利用
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のホームページ版もある。合わせて、ミニブログやウィーチャットに展開し、公式アカウント
を運営する20。
筆頭株主で経営を担うのは中国最大の新聞発行グループとなった「上海報業集団」である。
「上
海報業集団」はメディ融合に関する「指導意見」が採択される前の2013年 8 月に習近平総書記
が重要な演説を発表した直後に上海市の「解放日報報業集団」と「文匯・新民連合報業集団」
が合併し、新聞集団を結成した。上海市党委員会がこれほどの大きな動きを指導したことは全
国の注目を集めた。また、経営不振に喘ぎながらも、メディア融合に躊躇し行動を出せない新
聞業界において、出船したばかりの「上海報業集団」がハフィントンポストのようなオンライ
ンメディアを目指す動きとして注目を浴びた。ただし「澎湃新聞」の登場はやはり上層部の肝
いりのおかげだとの見方もあった。特に、
「澎湃新聞」はニュース製作が集団傘下の有力都市
報「東方早報」が担当したため、都市報の生き延びる道を示すかもと期待も集めた。
「東方早報」はもともと2003年に創刊した大衆向けの都市報で、時事問題や文化情報に長け
ていた。2008年粉ミルク汚染問題をスクープし、読者だけでなく業界でも評判を取った。澎湃
には 3 億～ 4 億元（ 1 元＝19円）の投資があり、創業チーム300人のうち、60％が「東方早報」
からの出向組で、しかも中核を占めている。
これまでの大衆参加型で利用者が伸びたインターネットメディアと澎湃が異なるのは、ニュ
ース製作に当たって専門性を堅持し、オリジナルなニュースコンテンツを提供するメディア企
業である点だ。澎湃のサイトは時事、経済、思想、生活の4領域に分かれ、その下に計49の専
門的な欄が設けられている。時事問題では22の欄があり、政治、時事報道を売りとするこのニ
ューメディアの特色がよく出ている。
発足当初、スクープ報道が多く、重大な問題について鋭い突っ込みもあった。「反腐敗報道
のベストプラットホーム」の「虎退治記」は、なかなか出色のコラムだった。最大の「虎」と
された周永康・元党政治局常務委員のケースでは、その深層、内幕をえぐり出した。これらの
反腐敗報道によって、
澎湃に対する期待が大いに高まった。ただ約 2 か月後、澎湃の報道は「危
険ライン」に触れ、当局から批判を受けたという。澎湃が民衆の期待に応えるには報道規制の
緩和が必要だが、反対に、報道規制が厳しくなる一方だ。
2017年に入ってから、母体となった紙媒体の「東方早報」が停刊し、全面的にオンライン化
することになり、上海市政府も出資して動画サイトも設置した。一方で、民間ＩＴ会社の力を
借りることも模索し、7 月21日、
澎湃ニュースが
「今日頭条」との提携に調印した21。
「今日頭条」
は、2012年 3 月に設立されたＡＩを活用し、ユーザーの好みに応じて送信する統合プラットフ
ォームであり、2017年 7 月段階で一日平均の動画の発信量は20億回、 3 か月間で25％増加した
という成長絶好調の会社だ。澎湃はその集客力に期待しているようだ。
澎湃によると、現時点では、そのアプリをダウンロードした人は6900万人を越え、 1 日当た
りのアクセスも延べ500万人を数える22。創刊当初から澎湃の閲覧は無料で財政支援に頼り、
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まだビジネスモデルができていない。考え方としては「優れたオリジナルな内容によって多く
の利用者を集め、さらに、広告、電子ビジネスとオフラインのサービスを導入する」23とされ
ている。2015年の広告収入は6000万元で、まだ赤字経営である24。

6

課題残るメディア融合

国家主導のメディア融合の実施過程において、課題も浮き彫りになっている。主な課題には、
①政府補助金に頼り、ビジネスモデルが成立していない②人材が伝統メディアから続々と流失
する③報道規制がますます厳しくなっている――という点が挙げられる。
「人民日報」も「澎湃新聞」もビジネスモデルが成り立っていないのは大きな課題である。
現状では、政府補助金がメディア融合を成功に導いいているかのように見える。
メディア学者、郭全中氏が「政府の補助金は融合の前提だ」25という題名の文章を発表し、
財政支援下で運営される党機関紙の実態を紹介した。
2016年12月、「広東広州日報伝媒株式有限会社」は、党機関紙の発展のための広州市財政局
による資金支援に関する通知を受け取った。支援金は 3 億5000万元で、「広州日報」の印刷と
販売の支出に充てる。
「広州日報」は巨額の支援を受ける特殊な理由があったという。それは
同社が上場会社として行った企業買収で巨大な損失を出し、上場停止の危機に追い込まれたた
めだ。
政府が党機関紙やテレビ局に支援金を出すのは広州市だけではない。2016年、広東省政府は
「南方日報」に 1 億元、
「羊城晩報」に6000万元、広東テレビ局に4000万元、合わせて 2 億元を
出資した。こうした支援は2013年から始まった。同様の支援は上海、重慶、四川省、河北省な
ども地方財政から補助金を出している。
直接支援金を出す以外、財政出資で党機関紙を購読する地域もある。重慶市財政局は10万部
「重慶日報」を購読し、無料で関係者に配る。また、いろいろな優遇政策を党機関紙に与える
措置もある。例えば、期間限定の減免税措置など。山東省などの地域は土地をメディア機関に
商業用地として使わせ、雲南省は良質な観光資源をメディア機関に運営させる。他に、公費購
読のため、
「光明日報」
、
「南方日報」などは値上げをし、増収を狙う。
2014年からメディア融合をさせる指示を出した時点で、政府は主要な機関メディアに対し財
政支援を行った。2016年になると、地方政府もあの手この手で税金を投入し、機関紙・誌を保
護する。財政支援を受けるのは機関紙だけであり、かつて広告収入が機関紙をはるかに上回り、
現在経営が急降下した都市報には支援がなく、自力で新たなビジネスモデルを構築しないと消
えていくしかない。こうした財政支援ではたして競争力のある新型主流メディアは育てられる
かは疑問だ。
一方、「澎湃新聞」は赤字でも、運営が続けられるのは、上海新聞グループとその後盾の上
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海市当局の力強くサポートがあるからだ。
「澎湃新聞」の創刊に他の都市報から、そして社会
から多くの期待が寄せられた。ただ、澎湃モデルは広がらない。やはり広告収入を主財源とす
る現在のビジネスモデルはもはや通用しない。
『メディア融合青書：中国メディア融合発展報告（2016）』（社会科学文献出版社、北京市新
聞工作者協会、暨南大学新聞与伝播学院編）は次のように指摘する。
「目下、メディア融合は全体的に依然として困難な模索期に置かれており、業界全般のモデ
ルチェンジ、そして格上げを支える成熟なビジネスモデルが形成されていない。実践面におい
ても、理論面においても、多くの課題は前向きの粘り強く探求する中で突破することが求めら
れる」26。
同時に、もう一つの深刻な問題は人材流失である。
伝統メディアの不況が長引く中、会社の中堅として活躍している人材の流出が2016年に一層
深刻になった。伝統メディアを離れたベテラン記者たちは、コンテンツ制作会社を起こしたり、
大手のネット会社に移行したりする人が多い。
「新京報」、
「南方都市報」、
「南方週末」、
「財経」
などの中国で最も専門性の高いメディアの経験豊かな記者はアリババやテンセントなど大手Ｉ
Ｔ会社に転職し、
活躍している。起業する代表例として、
「澎湃新聞」のＣＥＯを務めた邱兵だ。
彼は「澎湃新聞」の創設に尽力したが、結局、2016年 7 月、辞職を発表し、その後、
「梨視頻」
と名付けた動画会社を立ち上げた。
中国のメディア融合は当局が設計したメディア機関の再編であり、従来の主流メディアと新
しいメディアとの融合を支援する一方、報道活動に対して、そして最強のライバルであるニュ
ースポータルサイトに対して管理強化を進めている。2017年 5 月に公表された「インターネッ
トニュース情報サービス管理規定」はインターネット上の時事問題についての取材、編集、発
信、転載及びプラットフォームへの提供に関する管理の強化を狙い、
「ウェブサイト、アプリ、
ネット掲示板、ブログ、ミニブログ、公式アカウント、インスタントメッセンジャー、ネット
ライブ中継などの形式を通じて、人々にニュースサービスを提供するには、インターネットニ
ュース情報サービス許可を取得しなければならない。許可無く、もしくは許可される範囲を超
えるネットニュース情報のサービス活動は禁止される」27と規定し、管理の対象を、ウェブサ
イトからＳＮＳメディアにまで拡大した。一方、中央厨房シストムを導入したメディア機関で
は、ビッグデータで完全に報道管制するので、管理の目が届かないところはなくなるだろう。

7

おわりに

「指導意見」はメディア融合の実施の段取りも示した。 1 年目から 2 年目までは確固とした
基盤を作り、実質的な一歩を踏み出す。 3 年目から 5 年目までは大幅な進展を目指すという。
中央宣伝部部長の劉奇葆氏は、2017年 1 月 5 日に開かれたメディア融合をより深く進める座談
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会で「自信を持って、メディア融合をさらに深めよう」と呼びかけ、そのために人材確保や政
策支援を強化しなければならないと強調した。国家戦略としてのメディア融合の道に乗り出し
た中国メディアは、改革開放以降に最も大きく変容を遂げるだろう。伝統メディアは新興メデ
ィアとの融合の過程で新しいコミュニケーション技術で改造された部分が多いはずだ。ただ、
高度に融合したメディアにしても、ニュースの生産や流通は政治、経済および社会状況に影響
される。メディア融合の過程で、党機関紙以外の新聞や雑誌が次々と消えていく懸念もある。
党機関紙でも組織構成も、情報生産体制も、発信のツールも、すべての面において大きな変化
が起きる。これまで様々な力関係で守ってきたメディア業界、例えば新聞業界、放送業界など
の境界線もあいまいになってしまうはずだ。しかも、常にＩＴ企業を意識し、最新技術を活用
できるように、ＩＴ人材の確保も新たな課題である。技術レベルでの伝統メディアと新興メデ
ィアの融合の進展には大きな支障がないが、問題は、技術の活用と同様に重要な内容（コンテ
ンツ）生産だ。ＩＴ企業や民間組織、個人がなかなか参入できないニュースの取材と生産の権
限は政策によって相変わらず国有のメディアに限られる。ビックデータを武器とする新型主流
メディアは、党と政府の宣伝をもっと巧妙にさせるかもしれない。ただし、厳しい報道規制の
下で、報道は如何にユーザーのニーズを満足させ、さらに、如何に議題設定機能を果たせるか、
悩ましい課題となっている。
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《摘要》

中国媒体融合战略之考察

西

茹

随着信息和通讯技术的迅猛发展及其在人们日常生活中的广泛渗透，人们获取新闻的渠道和方
式正在发生巨变。传统媒体原有的在新闻生产和传播中的垄断地位和特权正被逐步打破，面临着
严峻的存亡攸关的挑战。在此背景下，2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通
过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》
，其后由中央办公厅和国务院办公厅
将此“意见”印发给各地区各部门，
由此，
媒体融合作为一个国家战略开始驱动中国媒体的变革。
本文对中国媒体融合战略制定的背景、战略内容和目标、战略实施模式进行了考察，并对媒体融
合实践中出现的问题进行了探讨。
媒体融合战略要求将技术建设和内容建设置于同等重要的位置。
从实践上看，对媒体进行全面技术改造升级，塑造全新的媒体业态可能不难实现，但是，从内容
生产方面来看，即使是高度融合的新型媒体，其能否真正满足民众对内容的需求，并非是单靠技
术就能解决的问题。
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