
香港のメディア ； 過去、 現在、 未来

【チャイニーズ ・メディアのいま――権力と市場のはざまで】
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（朝日アジアフェロー ・ フォーラム）



　香港メディア （機関系を除くいわゆる中立系） は一貫して 「反共 ・ 愛国」 である （従っておおむね 「反日報道」 は激しい。
「親共 ・ 愛国」 は抑制されているのとは対照的）。 ただし、 「愛国」 の中身に関して、 1990 年代とくに香港の主権の中国へ
の返還 （1997 年 7 月） 前後に 「親中」 に代わり 「親港」 が強まり、 2000 年代半ば以降は 「親港」 意識も、 焦点を結び
にくくなった。 従って、 「反共 ・ 愛国」 「反日」 などの政治意識が全般的に希薄化している印象がある。

① 『明報』 ： 「中国ニュース」 と 「反共 ・ 親中 （愛国）」 の始まりと終わり
１） 香港のマスメディア （機関系を除くいわゆる 「中立」 系） の政治的スタンスは、 一貫して 「反共 ・ 親中 （愛国 ・ 愛港）」
といえる （日本を含む西側メディアが、 香港市民や多くの香港メディアを指して 「反中」 と呼ぶのは、 香港に関連する最大
の誤りの一つ）。 「反共 ・ 親中」 は世界のほぼすべての 「在外華人」 に共通する感覚と思われる。
２） 「反共 ・ 親中」 の形成と併せて生成した香港のマスメディアにおける中国関連情報は、 1950 年代以来、 在香港の中国
人、 世界の中国人、 改革開放後は中国本土の改革派知識人に大きな影響力を及ぼし、 世界における 「華人の情報セン
ター」 のような様相を呈した。 そうした 「香港発の中国情報」 が人口わずか数 100 万人の香港のマスメディアを世界におい
て特異な存在としてきた。

② 『アップル ・ デイリー』 ： 「香港ニュース」 と 「反共 ・ 親港 （愛国）」 の始まりと終わり
１） 香港返還が迫った 1990 年代半ば以降、 「親港」 意識が強まる中で 『アップル ・ デイリー』 が創刊され、 創刊と同時に
香港で発行部数トップを争う大衆紙となった。 これは 「中立」 が 「親英」 ではなく、 明確に 「親港」 の意味を与えられた時
代状況の反映と言える。 事実、 同紙は香港の民主化を最も強く唱導する新聞となった。
２） しかし、 2000 年代半ば以降、 部数も収益面も伸び悩みが鮮明に。 グローバル化 （利害、 関心が千差万別である個人
の前景化） に直面し、 「親港」 意識が拡散したためと考えられる。 経営側は海外市場開拓 （台湾での新聞、 雑誌の発行
等） を経て、 ウェブニュースを拡充し、 またフリーペーパーへの参入したが、 やぶへびに陥っているのが実情。

③インターネットの影響
１） 香港のマスメディアが今日、 香港内外で 1990 年までのような影響力を及ぼすことはなく、 今後もないだろうが、 マスメ
ディアの影響力の低下は世界共通の現象。 マスメディアに代わって、 香港でも 「素人、 一般人の声」 としてのネットの影響
力が強まり、 また経営面ではフリーペーパー勢からの侵食が続くだろう。 ただし、 香港のような小国かつ中国人社会、 また
国政レベルにおいて普通選挙が実施されていない場所では、 従来から口コミや陳情等の影響力が強く、 不満や現状変革
の意思はなおさらにデモ等の直接行動で表出されやすい。そうした場所ではネットの存在感はなおさらに強まると考えられる。
２） 「親共産党系」 紙は国家統一の役割 （同胞である香港中国人への 「母国中国」 の情報の伝達） を担っていたが、 1997
年の主権返還でその役割はなくなった。 ただし、 「一国両制」 （少なくとも 1997 年から 50 年間は資本主義体制など現状不
変） が継続し、 台湾問題が続く限り、 その国家統一戦線の役割はなくならない （資本主義のまま社会主義市場経済国家の
一地方として存続することを支援。 具体的には香港の 「性急な民主化」 や 「福祉国家化」 に反対する論陣を張る）。

【要点】
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（資料） 日本新聞協会 （http://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation04.html）

（元資料） 世界新聞 ・ ニュース発行者協会 （WAN-IFRA） 『World Press Trends』 （2010 年版）

（注 1） 有料 ・ 無料の日刊紙の部数 ・ 紙数

（注 2） 「成人人口 1000 人あたり部数」 は直近の報告数字による

中華圏、 主要国の新聞発行の概況

～香港の 「成人人口 1000 人あたり部数」 は世界第 2 位

成人人口

1000人
あたり

'07 '08 '09 '07 '08 '09 部数

中国 107,764 109,253 110,780 1,006 1,005 1,007 100.8

香港 3,419 3,616 3,807 52 52 52 614.8

マカオ 190 190 190 13 13 14 404.3

台湾 4,325 4,150 4,050 23 23 23 211.7

日本 52,113 51,575 50,437 110 110 110 459.1

韓国 15,787 16,225 16,020 281 288 315 397.1

アメリカ 53,853 51,389 48,574 1462 1453 1431 201.5

イギリス 17,905 17,456 16,355 114 112 110 332.4

発行部数（1000部）
国・地域名

発行紙数

【香港の新聞の概況】
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＜新聞＞を主に扱う理由；

・文字を使うので人間の思想が明確に表現されやすい

・ 市民社会の成立と並行して発展 （ブルジョアジーの言論手段として発展）

・ 資本主義の成立と並行して発展 （短時間での大量印刷 ・ 配達のため一定の資本設備を要する）

・ 国家統合 （資本と選挙を通じた国民の形成） と一体化しているので政治的傾向が表われやすい

・ 逆に、 上述のような特徴があるので、 時代状況の大きな変化が反映されやすい



【1.中立紙と明報】

1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 2010

【左右】概念発生
（中華人民講和国成立）

　【中立】（反左派・非右派）概念発生
　※以後、非機関紙系は「中立紙」「大衆紙」

大公報 （1948～）
左 文匯報 （1948～）
派 香港商報 （1952～）

* 新晩報 （1950～97）

明報 （1959～）

星島日報 （1938～）
成報 （1939～）

中 東方日報 （1965～）
立 アップルデイリー （1995～）

* 華僑日報 （1925～95）
* 工商日報 （1925～84）
* 天天日報 （1960～2000）
* 快報 （1959～98）

信報 （1973～）
経済日報 （1988～）

South China Morn ing Post （1903～）
Hong Kong Standard （1949～）

* Eastern Express（「東方」系） （1994～96）

右 * 香港連合報 （1992～95）
派 * 香港時報 （1949～93）

（注1）*は既に廃刊、（注2）Hong Kong Standardは後にThe Standardへ改称 主な廃刊の時期：①香港返還の決定（1984年）、②ア
ジア経済危機または香港返還（1997年）

【親英（親ビジネス）】
（中国共産党、国民党成立）

植民地体制、資本は
20世紀の大衆・労働
運動に衝撃を受ける

イデオロギー闘争、冷
戦の始まり

香港の主要紙創刊の歴史的背景

（資料） 各種資料から森が作成
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華僑日報 63,000 華僑日報 29,000
華僑晩報 40,000 華僑晩報 22,000
工商日報 30,000 工商日報 64,000
成報 25,000 成報 120,000
自由日報 22,000
星島晩報 17,000 星島晩報 130,000
ＳＣＭＰ 15,000 ＳＣＭＰ 20,000
星島日報 12,000 星島日報 32,000
新生晩報 12,000

☆ 香港時報 10,000 ☆ 香港時報 21,000
工商晩報 10,000

* 新晩報 15,000 * 新晩報 28,000
* 大公報 7,000 * 大公報 20,000
* 文匯報 5,000 * 文匯報 18,000

明報 80 ,000
快報 65 ,000
新報 40 ,000

創刊 天天日報 36 ,000
* 香港商報 60,000
* 晶報 55,000
* 正午報 32,000

超然報 32,000
紅緑日報 32,000
越華報 31,000
Hong Kong 

Standard
283,000 742,000

10,000

1956年 1966年

（注） * は 「左派 （親共）」 系、 ☆は 「右派 （親国）」 系

（資料） USIS Press Section, Hong Kong, 1966.を基に森が作成

「中立系」 紙の伸長 （1） ： 　『明報』 創刊前後

　～　「中国ニュース」 と 「香港ニュース」 の需要増加

　～　「親中 （反共）」 の形成 （＝ 「親英」 の衰退の始まり）

【1.中立紙と明報】
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『明報』

創業者で社主は査良鏞 （ペンネームは金庸。 武侠小説家として恐らく世界最高峰）

・ ＜反共＞ 1960 年代において、 右派系以外で初めて文革報道を通じて中国共産党または香港左派を批判

　→ 「中立系」 の概念を香港で確立

　→ 1967 年の香港暴動後、 左派壊滅に全力を挙げた香港政庁を華字紙のなかで最も強く支持

・ ＜親中＞ 1980 年代は英国や香港政庁と同じく、 鄧小平の改革開放を擁護

　→改革開放への転換を受け、査良鏞は紙面での鄧小平の名指し批判を禁止。そうすることで中国への影響力保持を狙う。

その姿は 20 世紀を貫く、 香港を 「中国政治の転換器」 と捉えた香港在住大陸出身知識人の最大公約数的な感覚。 その

根元にあるのは 「中国を変えねば」 という強い使命感といえる

・ 「中立性」 （反共 ・ 親中性） を帯びるがゆえに 『明報』 が伝える 「中国ニュース」 は、 1960 ～ 80 年代 （とくに 1960 ～ 70

年代） を通じて市井の香港中国人の間に忠実な読者を得る。 また内外の知識人、 チャイナ ・ ウォッチャーの注目を一貫し

て集め続けている

【1.中立紙と明報】
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【1.中立紙と明報】

（注 1） 1961 ～ 79 年は原則として ABC 及び外部委託機関の公査部数。 1959 年は発行部数、 1960 年は販売部数で、 各年とも

5 月 20 日付 「社説」 に示された部数。 その他は明報の社内会議で提示された部数

（注 2） 2009 年末に香港ＡＢＣを脱退

（資料） 「“明報” 暦年銷量表」 張圭太[2000]　『金庸興報業』 明報出版社 414 頁、 香港ＡＢＣ

日刊紙 『明報』 の発行 （販売） 部数の推移 （1959 ～ 2008 年）

～創刊９年で 10 万部、 「大報」 の地位を確立。 以後、 その部数を今日に至るまで保持
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香港暴動('67)



香港の主な新聞の発行部数の推移 （1956 ～ 2010 年） ： 中立系と左派系

【1.中立紙と明報】

（注 1） * の新聞の 1993年以降はＡＢＣＨＫ考査部数

（注 2） アップルデイリー、 ＳＣＭＰ、 ＡＷＳＪの 2010年は下半期平均発行部数

（注 3） ＳＣＭＰの 2010 年の内訳は紙版が 95,039 部、 電子版が 6,080 口座

（注 4） ＡＷＳＪの 2010 年の内訳は紙版が 73,850 部、 電子版が 7,471 口座

（資料） 1956 年と 1966 年はUSIS Press Section, Hong Kong　(1966)、 その他は各新聞調査、 ＡＢＣＨＫ

（部）
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傾
向

東方日報 — — 450,000 600,000 500,000
アップルデイリー* — — — — 297,673 355,218 407,882 302,673
天天日報 — 36,000 204,500 179,000 260,000 —
新報 — 40,000 100,000 110,197 220,000
成報 25,000 120,000 223300 216,590 174,196
明報* — 80,000 120300 119,822 95,186 90,888 83,257
現代日報 — — 70,000 — — — — —
星島日報* 12,000 32,000 64,800 57,785 78,014 72,871 62,974
香港経済日報* — — 52,400 57,922 62,385 62,241 62,974
信報* — — 67,500 66,895 59,401 58,395 63,022
華僑日報 63,000 29,000 18,000 30,000 — — — —
星島晩報（夕刊紙） 17,000 130,000 30,700 29,604 22,684
文匯報 5,000 18,000 150,000 170,000 30,000
大公報 7,000 20,000 100,000 110,000 130,000
新晩報（夕刊紙） 15,000 28,000 100,000 110,000 95,000
香港商報 — — 20,000 70,000 80,000

右派系 香港時報 —

SOUTH CHINA MORNING POST* 15,000 20,000 101700 112,880 115,795 89,775 88,571 101,389
HONG KONG STANDARD* — 10,000 39100 38298 56,322 222,413
EASTERN EXPRESS — — 60,000 55,000 48,555 — — —

ASIAN WALL STREET JOURNAL* — — — 43729 49,648 81,321

～20,000～～20,000～

2010年1966年1956年 1997年 1998年紙名 1993年 1994年 1995年

中

立

系

左

派

系



香港の人口の推移 ： 自然増と社会増 （1947 ～ 2005 年） ： 中国ニュースの需要増

（資料） Hong Kong Statistics:1947-1967, Census and Statistical Department of Hong Kong Government、 1981年以降は 『香港人口

趨勢 1981 ～ 2006』 （香港政府統計局） から作成
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天安門事件後、 鄧小

平の南方視察後の香

港人の “帰還”

大陸人の香港移住

大陸人の香港逃避

　　　　　　⇒『明報』創刊へ

1980 ～ 90 年代前半の安定期 （香港社会の成熟）

　　　　　　⇒ 『アップルデイリー』 創刊の条件を形成

“難民潮”(1962 年４月以

降)：“3年自然災害”の余

波で大量の難民が発生

【1. 中立紙と明報 ：中国ニュース】
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『東西風』  
『東南風』 

司馬長風
『中報』（80～ 87） 

胡菊人［79～80］ 

 

『中報月刊』（80～ 81） 

胡菊人［80～81］ 

 

『百姓』（81～ 94） 

胡菊人［81～94］

創建学院 

『盤古』（67～） 
胡菊人［67～］ 

戴天［67～］ 

岑逸飛 
 

『南北極』（71～） 

司馬長風 
胡菊人 

戴天 

岑逸飛 
 

『信報』（73～） 

林山木 
 

『信報月刊』 

戴天

『明報』（59～） 
丁望［64～］ 

司馬長風 

胡菊人 
徐東濱 

董橋［88～95］ 

 
『明報月間』（66～） 

許冠三［66～67］ 

胡菊人［67～79］ 
丁望 

司馬長風 

董橋［80～86］ 
 

『明報週間』（68～） 

 
『明報晩報』（69～ 88）  

林山木

『人物興思想』（67～） 

許冠三［67～］

『読者文摘中文版』（65～） 

林太乙［65～］ 

戴天 
董橋［87～88］

『争鳴』（77～） 

温輝［77～］ 
 

 

『動向』（85～） 
丁望［85～］ 

『開放』（87～） 

丁望［87～］ 
『潮流』（87～） 

丁望［87～］

『文匯報』（48～）

友聯出版社（ 51～） 
司馬長風［51～］ 

胡菊人［55～］ 

徐東濱 
友聯研究所 

劉紹銘［60～61］ 

 
人人出版社（ 52～） 

許冠三 

孫述憲 
 

『中国学生週報』（52～ 74） 

司馬長風 
胡菊人（62～） 

 

『祖国』（53～） 
司馬長風 

徐東濱

『七十年代』（70～ 98） 

李怡［70～98］

在香港米国総領事館・新聞局（ USI S） 

胡菊人［63～66］ 

戴天：世界出版社編集長 

董橋［69～70］：『今日世界』叢書部編集 

岑逸飛：

『前哨月刊』（91～） 
『当代』（89～ 95）  

李子誦［89～95］

［Ａ］

［Ｂ］

［Ｃ］

［Ｄ］

“右派” “左派”

（資料） 筆者作成 （拙著 『香港情報の研究』 から）

『明報』 人脈

～戦後の代表的中国ウォッチャーが結集

～香港の代表的中国ウォッチャーは “右” “左” も無関係に集

散 ； 中国情報の発信基地の香港の条件

※【Ｂ】が「明報本体」
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【1. 中立紙と明報 ：中国ニュース】

民間（国民）→民間（国民）の情報の流れを

遮断しつつ、民間（国民）→政府という情報

の流れを容認する香港－中国本土のきわめて

ユニークな関係は、中国共産党にとって香港

が「同胞」であることに起因する

国際コミュニケーションの類型 （１）

～情報の送り手と受け手を 「国民」 と 「政府」 に分けた場合の分類～

（資料） 筆者作成 （拙著 『香港情報の研究』）

民間 政府

送 民

Ａ 間

国 政

手 府

り

（Ｂ国）

受　け　手

文化・経済交流

対外宣伝・広報 外交

「香港情報」

）
（

国際コミュニケーションの類型 （２）

～民間 （国民） 発の “外部情報” の到達対象 （受け手） による分類～

（注） 「1、 政府」 と 「2、 国民a （マスメディア企業）」 を点線の四角で囲んだのは、 社会主義国や途上国はもちろん、

資本主義国や先進国でも、資本関係や各種規制、および大衆動員という機能面でも両者の関係は緊密だからである

（資料） 筆者作成 （拙著 『香港情報の研究』）

外 1.政府 「香港情報」
部

文化帝国主義
海 （情報の流れの不均衡）
外 （メディア企業） メディア帝国主義

情 3.民間b（国民） ● ● マルチメディア
報

4.民間c（国民） エスニック・メディア

●

○

　　　　　　　【理論】【外部（海外）情報の進入対象】

●
2.民間a
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1989年の査良庸による社論   「君たちはまだ若い、 時間は十分にある」

　天安門事件を機にほとんど全ての香港メディアはきわめて強い反共に傾斜。それは1980年代を通じて圧倒的なニュース・ソースであり続け、支

持対象でもあった趙紫陽の失脚に続いて1989年6月9日、 軍幹部らをねぎらう鄧小平の姿がテレビに映し出され、 運動鎮圧への直接的な関与

が示唆されたことが契機。

　『明報』 は天安門事件の引き金となった 4 月 15 日の胡耀邦 （当時は総書記。 1915 ～ 89 年） 死去後、 ７月末まで学生運動 （民主化要求運

動） について圧倒的多数、 ほぼ毎日に相当する51の社説を掲載。 その社説は５月20日の戒厳令布告までは中国政府への同情を保持したが、

趙紫陽が姿を消してから一変。

　査良庸は事件から１週間後、 鄧小平のテレビ登場から２日後の６月11日、 初めての署名入り、 かつ中国政府・共産党への絶望を示す過去形

の文体で埋め尽くされた社説 「君たちはまだ若い、 時間は十分にある」 を発表する。 中国語ジャーナリズム史上で最も感動的な社説と呼ばれ、

外国通信社により海外にも配信された。

　「過去数年、 『明報』 は少部数ながら中国に静かに持ち込まれた。 党政府の中高級幹部、 大学教授、 講師、 研究者、 ニュース編集者は毎

日読むことができた。 我々は国の将来に影響力を持つ人々が国を繁栄と幸福の道に導くため、 世界の出来事について理解を深めてもらうことを

希望した。 我々は極めて非力だが、 国のため全力を尽くしているのだと感じていた。 （しかし） ……戒厳令の実施、 軍の出動、 そして天安門

の惨劇の後では、 中国の読者に情報を提供するためだけに自主規制を行うことはもはや不可能である。 大部分の香港人と同じ愛国者として、

我々も正義感と道義的な勇気を持ち合わせているのである」

　「香港基本法」 の起草が進められていた 1988 年 11 月当時、 査良庸は基本法起草委員会政治体制小グループ組長として保守的な政治制度

改革案を提出。 これに対し、 香港記者協会は査に基本法起草委員会辞任を要求。 しかし査はこれを拒否。 「政治的野心が留まる動機だ」 との

批判を否定しつつ、 「私の値打ちは歴史の裁きに委ねたい」 と応え、 また自分が共産党のために働いた経験を引いて判断を正当化。

　しかし査は上の社説でその判断を悔いる。 「中国の指導者が容認し得る自由と民主の程度を私は十分に承知していた」、 「最近の北京での出

来事で中国が容認し得るその程度を香港人もついに理解したと信じる」 と前置きしたうえで、 「しかし不幸にも、 その程度は私が想像していたも

のよりはるかに狭いものだった」 と結ぶ。 査はこの社説を書いた後に基本法起草委員会を辞し、 政治体制小グループ組長の職も退く。 同時に、

明報の社長を辞して、 社説の執筆を停止、 明報の身売りに動く。 そして 1991 年には売却という形で結論を出す。

【1. 中立紙と明報 ：中国ニュース】
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要点 ： ① 「香港人の新聞」 の強調、 ②グローバリゼーション （インターネット） と香港の将来

『アップル ・ デイリー』 創刊号の社説 「『アップル ・ デイリー』 ――我々は香港に属する」 （2005 年）

　「我々は香港人の新聞を創刊した。返還まで二年を残すだけのこの時期に新聞を創刊するのは、将来の状況の変化を恐れないからか？いや、

我々は恐れている。しかし我々は恐れを自らへの威嚇としてはならない。悲観一色に塗りつぶされることがあっては尚更にならない。我々は未来

を積極的かつ楽観的に見なければならない。 我々は香港人なのである。

　過去、 香港人は自らの手で数々の奇跡を創造した。 将来、 香港人はさらに多くの奇跡を創り出す必要がある。 なぜなら香港人自身が奇跡な

のだから。

　違うだろうか？　我々は中国史上最高の自由と最も豊かな場所を創造した。 ニューヨーク、 ロンドン、 東京など国際クラスの大都会に比肩しうる

一個の都市を築いた。 この奇跡の創造を誰が止めることができようか？

　世界の情報の通路において香港は一つの通過点に過ぎない。 しかし我々は時空を駆け抜ける情報交流を通じて透明化されている。 一秒、 一

分ごとに世界のメディアが注視し世界の世論の監視を受けている。 世界の皆が見ている中で、 誰が敢えて香港を馬鹿にするような行動を取れる

だろうか？

　我々は地球大の精密な情報ネットワークと優れた自由法治の伝統、無数の国際クラスの人材にからみ取られている。我々は中国と世界の経済

交流に他では代替不可能な積極的な役割を果たしている。利害関係は均衡している。中国は我々の自由で豊かな生存空間を打ち壊すことがで

きるだろうか？

　我々は中国の公民であり、 また世界の公民である。 我々は中国に属し、 また世界に属する。

　九七年以後の香港の言論の自由に対する我々の自信は絶対に揺るがない。 我々は情報科学技術が持つ物事を透明化する力を信じ、 また暗

黒が光明を遮断し尽くすことはできないと深く信じる。 そうだ。 香港、 世界のあらゆる場所において、 メディアが持つ物事を透明化する力は自由

繁栄の最大の保証である。

　情報が行き交う今日、 人々が自由に選択しうる力は何にも増して強大である。 読者が我々を選び、 我々の報道を支持し、 我々の立場に共鳴

すれば、 どんな大きな圧力に対してでも我々は立ち上がることができる。 そうだ。 我々に必要なのは読者の支持である。 他のどんな勢力の助け

もいらない。 我々が自分の仕事に専念しさえすれば、 読者が我々を支持してくれるものと深く信じる。

　自由を習慣化した香港人は、 不合理な禁制や不公平な処遇を黙って見過ごしたりはしないと我々は固く信じる。 香港人は生来、 自由を熱烈

に追求してきたのである。

　アップル ・ デイリーは香港人の新聞である。 香港人の意向は我々の意向である。

　我々は自分たちの持ち場をしっかりと守り、 矜恃に溢れた香港人に奉仕する」。

【2. 大衆紙とアップル ・ デイリー】
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傾 1993～95年
向 （伸び率）

東方日報 450,000 600,000 500,000 11
アップルデイリー — — *297 ,673 —

天天日報 204,500 179,000 260,000 27

× 新報 100,000 110,197 220,000 120

成報 *223,300 *216,590 *174,196 -22

● 明報 *120 ,300 *119 ,822 *95 ,186 -21

× 現代日報 70,000 — — —

星島日報 *64,800 *57,785 *78,014 20

香港経済日報 *52,400 *57,922 *62,385 19

● 信報 *67 ,500 *66 ,895 *59 ,401 -12

× ● 華僑日報 18 ,000 30 ,000 — —

× 星島晩報（夕刊紙） *30,700 *29,604 *22,684 -26

文匯報 150,000 170,000 30,000 -80
大公報 100,000 110,000 130,000 30

× 新晩報（夕刊紙） 100,000 110,000 95,000 -5

香港商報 20,000 70,000 80,000 300

SOUTH CHINA MORNING POST *101,700 *112,880 *115,795 14
HONG KONG STANDARD *39,100 *38,298 *56,322 44

× EASTERN EXPRESS 60,000 55,000 48,555 -19

ASIAN WALL STREET JOURNAL — *43,729 *49,648

紙名 1993年 1994年 1995年

中

立

系

左

派

系

「中立系」 紙の伸長 （2） ： 　アップルデイリー創刊のインパクト

　～　「香港ニュース」 の需要増

　～　「親港」 の拡大 （「親英」 の決定的衰退、 「親中」 の相対化）

（注1） 1996年以降に廃刊になった新聞を含む。 （注2） 部数は全て年末値。 （注3） ×は2005

年 3 月までに廃刊した新聞、 （注 4） ●は代表的 「中立系」、 （注 5） * はABC 公査部数、 無

印は公称または推定部数

（資料） 各新聞調査

【2. 大衆紙とアップル ・デイリー】
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『アップル ・ デイリー』 の創刊が暗示する 「中立」 の変容 ： 「親英」 から 「親香港」 へ

　 ・ 1995 年 6 月 『アップル ・ デイリー』 創刊を受け、 同年 12 月初めから数ヵ月にわたり香港新聞史上最大規模の安値競争が勃発。 1993 ～ 95

年末の香港各紙の部数の変化を見ると、 奇妙にも 『明報』、 『華僑日報』、 『信報』 など、 有力 「中立紙」 が最大の落ち込みを記録 （データ

が信憑性に欠ける大手大衆紙、 例えば 『新報』 と左派系紙、 英字紙、 および 『アップル ・ デイリー』 と直接に競合する最大級の大衆紙 『成

報』 を除く）。 伝統ある 「中立紙」 が揃って部数を落としたのは単なる偶然か？

　 ・ 一貫して英国 ・ 政庁の立場を支持した中立系の 『華僑日報』。 95 年１月 12 日に廃刊。

　　→クリストファー ・ パッテン総督 （当時） は同紙の廃刊を受けて 「元社員一同は 『香港のニュース』 を忠実に報じた伝統を引き継いで欲しい」

と異例の、 しかし明らかに同紙の歴史的な役割を知る政庁官僚が用意した声明を発表。

　 ・ やはり英国 ・ 政庁の立場を最も強く支持した元 『明報』 の編集者が興した中立系 『信報』 も 1993 年以来、 部数は低迷。

　 ・ 中立系３紙の社主はいずれも英国から勲章を授けられた。

　 ・ 1990 年代、 中立紙の存立を脅かす、 より根本的な内的条件が醸成されていたのでは。

　　左右のイデオロギー対立のなかで初めて成立し得る 「中立」 の概念が、 脱冷戦と返還決定に伴い自ら崩れ 「中立離れ」 が生じ、 「中立紙」

は 「香港紙」 への変容を強いられた。 つまり、 「国共からの中立」 という意味での 「親英」 （「嫌政治」 ‥‥） が、 「親香港」 に変質した、 と。

そうした 「親香港化」 プロセスのなかで、 政庁に民主化を迫る 「民主派」 が勢力を拡大。

　→香港の 「民主化運動」 がおそらくピークに達したのも 1995 ～ 2003 年頃。

【2. 大衆紙とアップル ・デイリー】
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15

《「親英」 から 「親香港」 へ ： 『アップル ・ デイリー』 の創刊 ・ 躍進が物語る香港人の鄧小平路線への絶望》

（森一道）【2. 大衆紙とアップル ・デイリー】

《中華人民共和国成立以降（1949年～）》 《天安門事件以降（1989年～）》

『明報』 『アップル・デイリー』
（1959年創刊） （1995年創刊）
「反共・愛国」 「反共・愛港」（「反・鄧小平、反・李鵬」）

｜ ｜
｜ ｜

左（共産党）――――――――（中立）――――――――右（国民党） 左（共産党）――――――――（中立）――――――――右（国民党）
｜ ｜
｜ ｜

「親英」 （英字紙） （1993年2月廃刊）
　等 『SCMP』 　等 『SCMP』

《改革開放転換以降（1978年～）》 《グローバル化（2000年代後半～）》

『明報』
「反共・愛国」

（「親・鄧小平」）
｜
｜ 『アップル・デイリー』

左（共産党）――――――――（中立）――――――――右（国民党） 「反共」 『明報』
｜ 　等
｜

「親英」
　等 『SCMP』 （リージョナルペーパーとしての英字紙）

『SCMP』

「愛港」　「愛国」

香港のメディア界、思想界に「反共」という対立軸はあるが、「愛
国」「愛港」という点で共通項の方が多い

（香港返還以降）

『文匯報』
『大公報』

『文匯報』
『大公報』

『中国時報』

『中国時報』『中国時報』『文匯報』
『大公報』

『文匯報』
『大公報』



香港の人口の推移 ： 総人口と出生地 （1911 ～ 2006 年）

　　　～ 「香港化」 の進行 ； 1961 ～ 65 年までに 「香港生まれ」 が 「中国本土生まれ」 を上回る

（％）

（万人）

100
200
300
400
500
600
700
800

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1911 1921 1931 1961 66 1971 76 1981 86 1991 96 2001 06

香港

中国本土

（注 1） 1941 年と 1951 年は戦乱のため信頼できる統計はない。 （注 2） 1961 年と 1971年は調査時点で一時的に香港を離

れていた人々を含まず

（資料） 香港国勢調査各回結果を集計
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1,320 1,250
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3,000

3,500

4,000
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香港 台湾 北米 欧州 オーストララシア その他

（100万香港ドル）

2,437

2,932

3,322 3,245
3,484

3,292
3,126

3,479

104-90 -20

318257
521

344441

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2004 05 06 07 08 09 10 11

売上高 純利益

（100万香港ドル）

≪利害、 関心の個人化に伴うマスメディア （とくに大衆紙） の後退 ； 「大衆」 の衰退を反映≫

明報とアップルデイリーの発行部数の推移

（資料） ＡＢＣＨＫ、 明報は年次

報告書に掲載された部数を含む

（部）

＜アップルデイリー＞

＜明報＞

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1993 1995 97 98 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

120,300  

355,218  

107,463  
71,395   

Next Media 社の売上高と純利益 （全地域合計）） 推移 Next Media 社の売上高 （地域別）） 推移

（資料） 左右グラフともネクストメディア社の各年年次報告書から作成

（森一道）
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香港の二つの 「恒例デモ」 参加者数の推移 ： “七 ・ 一” の定着 ； 2003 ～ 04 年が転機に

5.25.0

6.8

53.050.0

21.8

2.1

7.6
5.8

4.7

15.015.0

4.5

8.2
7.08.0

15.0

4.05.54.53.04.04.0

10.0 15.0

4.5 4.8 4.5

4.4 5.5

4.8

0

5

10

15

20

25

30

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

七・一遊行
六・四追念晩会

（万人） ('03) ('04)

注） 人数はいずれも主催者 （七 ・ 一は民間人権陣線、 六 ・ 四は香港市民支援愛国民主運動聯合会） 発表値

資料） 2011 年 6 月 5 日、 7 月 2 日付 『明報』 等の報道を基に作成

＜現状認識 ・ 不満の多様化＞

・ 2003 年 7 月 1 日の香港での大規模デモは、 「基本法」 第 23 条、 いわゆる 「国家安全条例」 の立法反対が動因。

・ しかし、 この日を境に香港市民の 「現状への不満」 の表現としての 「七 ・ 一遊行」 が定着 （恒例化）。

　→アジア経済危機と重なった返還後の経済不振 （失業率高止まり等）、 ＳＡＲＳ （新型肺炎） 対応等。 「現状への不満」 「改革意

欲」 は （中国政府ではなく） 香港政府への不満、 「反董建華」 感情が 「国家安全条例」 反対として集約、 噴出。

　→とくに 2005 年の七 ・ 一からプラカードの色が鮮やか、 造形は奇抜になり、 スローガン （要求） は多様化

＜現状認識 ・ 不満の表現形態の多様化＞

2003 年 7 月 1 日の香港での大規模デモ ； 沿道の市民が次々に参加。 映画監督、 俳優なども自主的に参加。

2003 ～ 04 年にはネット上に多くの 「民間独立声音」 （既存の商業メディアのＷｅｂ版ではない） も誕生。
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● 2009 年 7 月 1 日のデモのプラカードに書かれたスローガン （部分） ●

普通選挙全面導入！

公務員の待遇改善！

動物愛護！

同性愛に理解を！

農家にも愛の手を！

障害者福祉の充実を！

風俗業界を差別するな！

政府は大学生の意見に耳を貸せ！

ジャッキー･チャンは共産党の狗(いぬ)だ！

地球温暖化の責任は行政長官に！

とにかくドナルド行政長官が嫌いだ！

メイド （東南アジア等からの家事手伝い） の最低賃金引下げ反対！

（2009 年 7 月 leslieyoshi さんのブログから）

（右） 2003 年 「七 ・ 一」 で

の董建華行政長官 （当時）

の顔を描いた風船

（アップルデイリー Web）

（左） 2005 年 「七 ・ 一」 でのバットマンのコス

チュームで 「民主香港を建設しよう。 機は熟し

た」　（アップルデイリー Web）

（左） 2005 年 7 月 1 日生まれの子どもの１才の誕生日記念に 「普

通選挙の実施」 を願って参加 （アップルデイリー Web）

（右） 2003 年 「七 ・ 一」 での

のぼり （アップルデイリー Web）
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【2. 大衆紙とアップル ・デイリー】



【３ .　グローバリゼーションと香港メディアの将来問題　 ： 　利害、 関心の拡散】

《一国市場の伸び悩み、 及びグローバル化の進展を受けた企業 （マスメディアを含む） の対応》

（森一道）
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（注）

・Web 1.0 ： インターネットを通じたニュース発信、 マスメディアの受容者のコンテンツ製作への関与 （書き込みや検索機能充実、 携帯端末への

ニュース配信、 配信を希望するニュースのカスタマイズ等） の拡大等

・ Web 2.0 ： 一般個人 （素人） の情報創作、 情報発信、 情報共有 （ブログ、 ＳＮＳ等）

・ 「市場細分化」 とはいわゆる 「市場セグメント化」。 若者、 高齢者、 女性読者の獲得努力 （経済紙は主婦やＯＬを含む女性読者の獲得に熱

心）

　　→多くの国ではこうした 「大衆市場の隙間」 は概してフリーペーパーが埋める

・ 「地方テコ入れ」 とは、 地方版の拡充等

消費者参加 Web 1.0

A B
海外市場開拓 D Web 2.0

C

市場細分化 フリーペーパー
地方テコ入れ

国際化

→個人的欲望、意思の遠慮のない発露

企業            
（マスメディア）

グローバル化
（情報技術を得た個人の前景化）



【３ .　グローバリゼーションと香港メディアの将来問題　：　利害、 関心の拡散】

《一国市場の伸び悩み、 及びグローバル化の進展にに対するマスメディアの対応 （A） ： ＜国際化＞海外市場の開拓 （～ 1990年代）》

 →それまでの市場の伸び悩み；収益悪化 （国内市場飽和で売上げ伸び悩み、 コスト増）、 将来への政治的、 社会的不透明感の強まり等か

ら、 海外市場の開拓を進める。 その手段として、 外国資本の受け入れ、 外国企業の吸収合併等も

①主に北米市場への展開 ： もともと 「中立」 を持ち味とする香港メディアは、 中華世界全体で受容される素地があったが、 1990 年代、 中国本

土の改革開放の深化、 中国本土の経済成長、 台湾での民主化、 報禁解除 （1988 年）、 グローバル化 （冷静崩壊含む） の進展で、 中華圏

全体で香港メディアが受け入れられる条件がさらに整う。

　　e.g. 『星島』 （1975年に初の海外事務所をサンフランシスコに設立）、 『明報』 （1993年にバンクーバーとトロントに進出、 1997年にニューヨー

ク、 2004 年にサンフランシスコへ)、 『アップル ・ デイリー』 （2003 年に台湾版を創刊）

②海外メディアグループによる中立系 （商業系） メディアへの出資や買収 ： 情報メディアビジネスへの世界的注目が高まり、 とくにアジアは成長

市場とみた欧米メディアグループが進出を加速

　　e.g. マードック (News Corp)が象徴的:1） ＳＣＭＰ ： 1987 年に News が買収。 1992 年にマレーシアの郭鶴年 （ロバート ・ クォック） の嘉里傳

媒有限公司 （ケリー ・ メディア） 社に売却。 なおＳＣＭＰ買収時に 『華僑日報』 をいっしょに手に入れる。 1994 年初め、 投資銀行家で元星島

日報の総経理の香樹輝に売却。 2） スター ： 1993 年に News が買収。 1995 年完全子会社化。 フェニックスＴＶを傘下にもつ。

　　e.g. 世界華文媒体有限公司(Media Chinese International Limited)： 2008 年 4 月、 明報企業、 星州媒体、 南洋報業 3 社が合併し設立。 世

　　　　　界最大の中国語印刷メディア集団に。

③英語メディア （中国語メディアにおいて） または中国語メディア （英語メディアにおいて） への拡大 ： 欧米系企業のアジア進出が加速し、 「英

語市場」 が拡大すると見た中国語メディア。 また中国の経済的躍進から 「中国語市場」 が伸びると見た英語メディア。

　　e.g.1） SCMP は 1991 年に 『華僑日報』 買収、 2） 東方日報は 1994 年に 『EASTERN  EXPRES』 発刊

だが、マードックやマレーシア華僑のように大規模グループ関連を除いて概して失敗

　※新聞は基本的に斜陽産業であり、 多国籍化やネット系企業との連携強化など経営革新が必要。

　※伝統的に香港中国人または香港中国語メディアはオーナー経営であり、 企業化、 集団化、 株式上場を好まず、 経営が立ち行かなくなる。

　※ 『星島』 は2004年に中国の政協会議委員である企業家が買収、 『明報』 も編集方針はともかく最大株主やオーナーは中国大陸との利害関

係が深い。 一般論としても、 編集は各国特有の事情に規定される一方、 経営は一元的。 結果、 経営と編集の摩擦が生じる等。
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（森一道）



【３ .　グローバリゼーションと香港メディアの将来問題　：　利害、 関心の拡散】

《一国市場の伸び悩み、 及びグローバル化の進展に対するマスメディアの対応 （B & C） ： 消費者参加と市場細分化 （21 世紀～） １》

・ ネット上での 「民間独立声音」 （既存商業メディアのＷｅｂ版ではない） の世界的な増加 ： 2003 ～ 04 年頃から、 個人、 NGO、 NPO等がウェ

ブに文字や画像、 動画をアップロードして意見表明する時代に。 ユーチューブ、 各種ブログ等。 マスメディアに対するアンチの意味も。

・ ネットの急速な普及の背景にあるもの ； 国民 （マスマーケットを構成する消費者） の利害 ・ 関心の拡散、 「情報発信意欲」 の増大

　→これらの結果、 商業的マスメディアは相対化　;　① Web 版の展開、 ②フリーペーパーへの参入、 など （国際化に次ぐ） 第二弾の生き残り

を模索 ： しかし現状、 自ら首を絞める結果に （後述）。

※なお、 グローバル化は民間と政府、 経済と政治の融合を促進する　→経済を支援すべく国が経済活動の前面に出る。 「国家資本主義」的

様相を呈する

　　（例） いわゆる 「国際競争力強化策」 が典型 ： 国の後押しを受けた民間企業の海外進出 （活発化するインフラ輸出等）、 「国の広報」 の拡

充 （コンテンツ産業への国を挙げた注力）。 中国では国有メディアの海外進出 （「走出去」） も。

　　→中国におけるソフトパワー論 （2007 年～） ； アジア経済危機後に対外宣伝工作強化 ； 北米の新華社支局増加、 米国人記者の雇用など

「現地化」 推進、 英語メディア拡充等、 孔子学院 （2004 年～）　→ 「国」 の情報発信願望　;　「メディアの国際秩序」 への不満を新華社社長が

米 WSJ 紙に寄稿　[2011 年 6 月 2 日]
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（森一道）

情報の送り手と受け手を民間と政府に分けた場合のコミュニケーションの形態

民間 政府

送 民

Ａ 間

国 政

手 府

り

（Ｂ国）

受　け　手

文化・経済交流

対外宣伝・広報 外交

「香港情報」

）
（

国際競争力強化のため

の 「国の宣伝」 促進

（「ソフトパワー」 論）



【３ .　グローバリゼーションと香港メディアの将来問題　：　利害、 関心の拡散】

香港の主要メディアの伝統メディア（本来のメディア）とネット

ニュースの利用調査

～ 「伝統メディア」 ではフリーペーパーが台頭

～アップルデイリーはネット経由が 「紙」 を唯一上回る新聞

伝統メディア 平均

ＰＣ経由 携帯電話そ
の他モバイ

ル機器経由

Yahoo! － 7.36 3.94 5.65

ＴＶＢ （地上波ＴＶ） 7.85 5.24 2.04 5.05
アップルデ イリー （新聞紙） 4.74 5 .66 3 .86 4 .75

Ｆ 頭條日報 （ＦＰ） 5.96 2.56 2.43 3.65
Ｇｏｏｇｌｅ - 4.33 2.57 3.45

東方日報 （新聞紙） 4.21 3.23 2.21 3.22
明報 （新聞紙） 3.83 3.51 2.25 3.20

Ｆ ＡＭ730 （ＦＰ） 4.97 2.23 2.23 3.14
コマーシャルラジオ （ラジオ） 4.09 2.98 2.20 3.09
香港ラジオ （ラジオ）

Ｆ 都市日報 （ＦＰ） 4.77 2.10 1.89 2.92
星島日報 （新聞紙） 3.66 3.04 2.04 2.92

ATV （地上波ＴＶ） 4.29 1.88 1.37 2.52
ＳＣＭＰ （新聞紙） 3.26 2.47 1.72 2.48
太陽報 （新聞紙） 2.63 2.36 1.66 2.22
香港経済日報 （新聞紙） 2.75 2.19 1.63 2.19

ケーブルテレビ （有線テレビ） 3.31 1.81 1.33 2.15
Ｆ The Standard （ＦＰ） 2.74 1.72 1.47 1.98

インターネット

（注） 利用率 （1 ～ 10） で評価 ； 1 は利用せず、 10 は常に利用す
る （資料） Online Communication Research Centre, Department
of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University
の調査結果に基づく。 調査期間は 2011 年 6 月 3 日～ 21 日、 回答

数 1657、 うち有効 1607
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・フリーペーパー （読者の利害や関心の多様化を受けた＜市場細分化＞が主な背

景） やＷｅｂニュース （読者参加） の増加にみられるマスメディアそのものの 「衰退」

　→2002年4月15日創刊の 『都市日報』 が初のＦＰ。 その後、 『頭條日報』 （2005

年 7 月）、 『Am730』 （2005 年 7 月）、 『Standard』 （2007 年 9 月）、 『大紀元時報』

（元は 2000 年 8 月）、 『晴報』 （2011 年 7 月） 等が発刊。 合計 6紙の発行部数は推

計250万部。 広告収入は香港の新聞全体のそれの3分の１。 『アップルデイリー』 は

2011 年 9 月 19 日、 『爽報』 を創刊 （100 万部が目標）。 『東方日報』 も参入計画と

言われ、 合計 400 万部に、 香港の労働力人口を若干上回る見通し。

・フリーペーパーやＷｅｂニュースの増加の影響は大衆紙で最も大きい（『アップルデ

イリー』 の部数減の原因）。

・ 他方、 『明報』 のような伝統ある 「高級紙」 は忠実な読者を保つ。

　→ 『明報』 部数は文革報道後、 今日まで約10万部で推移 （2005年に７万部余ま

で減。 ＨＫＡＢＣ）。 この間、 人口が倍増したことを思えば実質半減。 1989年の天安

門事件後の最高部数16～20万部と比べれば半分以下。相対的な部数減の理由は、

読者の世代交代、 中国問題についての書き手の不足等が考えられる。 が、 浮沈の

激しい香港メディアで過去30年余り同部数を維持してきたのは特筆すべきことで唯一

の 「高級紙」 としての地位を物語っているとも。

（森一道）

《一国市場の伸び悩みに対するマスメディアの対応 （B & C） ： 消費者参加と市場細分化 （21 世紀～） ２》



パブリック ・ オピニオン （世論、 公論） の分類

⇒ネチズン ・オピニオンが中国で鮮明なのは、 中国に本来のマス・ オピニオンが存在しないからではなく、 グローバリ

ゼーションが進展する中で、 マス・オピニオンからネチズン ・オピニオンへの歴史的転換が生じており、 それが後発国

の中国で先鋭的に現われていると考えるべき。

　→ 「民主化」 は国政選挙の実施を想起しがちだが、 現在はより身近な 「地方選挙的テーマ」 である場合が多い。 と

ころが、 そうした地方選挙的な争点は本来、 即時的解決が求められるので直接行動に訴える蓋然性が高い。

⇒いわゆる 「中国版ジャスミン革命」 のデモ参加呼びかけ （米国に拠点を置く中国語ウェブサイトの掲示板への投稿か

ら広まった） を受け 2 月 20 日に北京や上海など 13 都市でデモが試みられたが、 中東諸国で見られたような大規模な

ものには発展しなかった。 争点が抽象的にすぎたためと考えられる。

　

→中国のは 「反体制運動」 ではなく、 「個別問題改善運動」。 むしろ選挙の代替物 （直接民主主義） として、 より

肯定的に理解されるべき

【４ .　香港メディアの展望 ；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】

名称 オピニオンの形成 オピニオンの特徴・関与者

マス・オピニオン　　　　　　　
（マスメディア・オピニオン）

・情報共有＋普通選挙 ・知識人や専門家の科学
的、客観的言論（議題設定
と議論）と１人１票の投票行
動（問題解決）が結びつく

・行政単位。抽象性、長期的　
・成員固定的（国民、選挙人）

ネチズン・オピニオン　　　　
（インターネット・オピニオン）

・情報共有＋住民運動・
直接行動

・知識人や専門家の言論
は相対化。時に過激化す
る言動が向けられる対象は
個別的解決を強いられる

・局地的。具体性 、短期的                       
・争点に従い集散（参加者）

資料）筆者作成

（森一道）
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場所 日 反日、抗議デモの規模

北京 9.18 ・日本大使館近くで行われたデモ行進は最大200人規模。大使館正門前
には50人前後。報道陣よりも少なかった。

10.18 ・大使館近くに20代から30代の若者を中心に約40人のデモ隊
上海 9.18 ・日本総領事館近くに結集しのは最大で200人（読売新聞は30人前後）

深圳 9.18 ・繁華街で約100人
瀋陽 9.18 ・約30人
香港 9.18 ・日本総領事館等で約200人

成都 （四川） 10.16 ・2000人以上。日系スーパーの店舗窓ガラスが割られる
西安 （陝西） 10.16 ・大学生を中心に数1000人
杭州 （浙江） 10.16
鄭州 （河南） 10.16 ・大学生が大部分

綿陽 （四川） 10.17 ・若者らによる大規模なデモ、日本車等を壊す。市内の公園に数100人規
模の若者が集結。日本料理店や日系の家電店などを襲う

宝鶏 （陝西） 10.24
重慶 10.26 ・約200人規模の反日デモ。後に500～600人が、日本総領事館が入るビ

ルに乱入しようと警察隊ともみ合う

2010 年の反日運動　 ： 　2005 年と比べて小規模

【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】

2005 年 4 月の反日デモ （中国） ： 大学生を含む 1万人以上が上海の日本総領事館を包囲。 騒乱状態は数時

間も続き、 関与者は 10 万人とも。

（森一道）
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マス ・ オピニオンからネチズン ・ オピニオンへ　！？



規模等 時期（月.日） 場所 背景等

トラック運転手ら （4.20） 上海市宝山区のコンテナ集積地 ・燃料高騰分の自己負担に抗議

モンゴル族学生ら2000人が市政府前にて （5.25） 内モンゴル自治区シリンホト市 ・モンゴル族の遊牧民が石炭トラックにはねられて死亡

千人以上の住民が市政府前にて （6.9） 湖北省利川市 ・汚職容疑で逮捕された地元幹部の獄中での不審死

出稼ぎ労働者1000人余 （6.10～12） 広州市近郊の増城市新塘鎮 ・妊娠中の女性露天商への治安要員による暴行に抗議

出稼ぎ労働者200人～1万人 （6.1～6） 広東省潮州市古巷鎮 ・賃金未払いから四川出身の出稼ぎ労働者が工場経営
者に詰め寄り、逆に暴行を受ける

退役軍人らが鉄道部にて （6.13） 北京 ・職を求めデモ

数千人の住民 （6.14） 浙江省台州市 ・土地収用問題

村民約400人が抗議、警官約1000人出動 （6.12） 河南省鄭州市窪劉村 ・土地収用の補償問題で5月から抗議運動展開

約500人、後に1000人の住民が市庁前にて （6.13） 湖南省長沙市 ・土地収用反対

住民 （6.14） 湖南省婁底市 ・電力会社の高圧電線塔計画反対

死傷者遺族等 （7.23～） 浙江省温州市 ・高速鉄道事故

住民が警察と衝突 （7.26） 貴州省安順市 ・露天商の女性に治安当局者が暴力

タクシー運転手 （8.1） 杭州、上海 ・杭州は運転手4000人程度が燃料高騰と道路渋滞に抗
議、上海は各種手当てを要求

数千人が警官隊と衝突 （8.11） 貴州省畢節市 ・露天商の女性に治安当局者が暴力

市民ら1万2000人が市政府前にて （8.14） 遼寧省大連市 ・大連福佳大化石油化工のパラキシレン（ＰＸ）工場移転

要求

市民約５千人が道路封鎖 （8.14） 四川省成都市 ・相次ぐ停電

（資料）報告者が一般メディアの報道、中国人権民運信息中心の報告等を基に作成

2011 年の住民運動、 デモ等 （中国）

【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】 （森一道）
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マス ・ オピニオンからネチズン ・ オピニオンへ、 の傾向がさらに鮮明化　！？



インターネット空間 ； マス ・ オピニオンの構造そのものを批評

-20 世紀の 「政治 ・ 経済」 とは次元を異にする、 迫り出した新たな 「社会」 領域。

- 情報流通はインターナショナル、 しかし情報内容はローカル （身体周辺）、 行動誘発的。

　※ 2010 年の反日運動が 2005 年のそれと比べて低調だったのは、 マスメディアからネットへの歴史的転換が進む中で、 より身近な話題に関心

が移っているからなのでは。 見方を変えれば、 中央政府は 「反日」 や 「抗日」 を、 官製のマスメディアや共産党 ・ 政府の指揮命令系統を通じ

て、 ナショナリズム高揚の手段としてもはや使えなくなったのでは‥‥ （官製であれ、 マス ・ オピニオンの存続それ自体が困難に！？）。

《「全国 （中央） ／地方」 または 「双軌制」 という枠組み （1980 年代後半～ 20 世紀末頃）　から　

　　　   　 　　　　                           「全国 （中央） ／地方／ネット空間 （社会）」 （20 世紀末頃～）　という三層構造へ》

社会主義
（政治的統制）

市場経済
（商業的自由の享受）

プラス１
（非貨幣性）

全国（中央）

都市報､晩報等

地方地方

インターネット

都市報､晩報等 都市報､晩報等 都市報､晩報等

地方地方 双軌制

三層構造

党報 党報党報党報

【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】 （森一道）
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【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】

・「専門知識」や法律の科学性、客観性、

規範性そのもの（大衆民主主義［間接民

主制］、 資本主義） に対する批評。 その

批評の主なターゲットは、 「科学性」 「客

観性」 「規範性」 を再生産するマスメディ

ア （オピニオンリーダーを含む） になりが

ち。 また、 その批評は、 依るべき価値が

ないので自ずから 「感情的」 「主観的」 な

ものに。

《ネチズン ・ オピニオン　～ 「科学性」 「客観性」 「規範性」 への疑念と挑戦》

・ オピニオンリーダーが語る 「専門知識」

や法律の科学性、 客観性、 規範性に基

づいて、 マスメディアが国の在り様 （政治

家や政策） を評価して報道。 その報道に

基づいてマス ・ オピニオンが形成され、

選挙の投票の際の指針となる。

（森一道）
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政治家 政治家
＜政策＞ 政策

専門家 専門家

知識、法律 知識、法律
（科学性、客観性、規範性） （科学性、客観性、規範性）

マスメディア マスメディア

ネットワーク
（資本主義、民主主義への疑念）

ネチズン・オピニオン

評価

投票 報道マス・オピニオン



《香港での 「反日」 報道 ； 　ネチズンオピニオンの生成で低調に‥‥！？。 対日感情はもともといいが、 近年はさらに良好に》

「親共・親中紙」 は反日報道を控える一方、 香港の中立紙のイデオロギーである 「反共・親中」 は反日報道がヒートアップしがちだった。 『アッ

プル ・ デイリー』 で 「反日運動」 に言及した社説 （「蘋論」） は、 2005 年 4 月 ： 4 本、 2010 年 10 月 ： 1 本のみ

【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】

香港市民の外国人に対する感情調査 （香港大学。 2011 年 6 月発表）

（森一道）
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10-15/11/2009 7-12/5/2010 8-12/11/2010

評価

市民 ポジティブ 49% 48% 35%
[16] 60+/-4% +25%

[16] 34%
市民 ネガティブ 7% 9% 15%

[16] 6+/-2% -9%
[16] -21%

政府 ポジティブ 23%
[16] 20% 9%

[16] 26+/-4% +17%
[16] -34%

政府 ネガティブ 23%
[16] 25% 52%

[16] 27+/-4% -25%
[16] 21%

市民 ポジティブ 54% 57% 56% 58+/-4% 2% 1%
市民 ネガティブ 2% 5%

[16]
3%

[16] 3+/-1% -- -3%
政府 ポジティブ 49% 57%

[16] 54% 57+/-4% 3% -1%
政府 ネガティブ 9% 8% 6% 6+/-2% -- 3%

＜香港を含む中華圏＞

市民 ポジティブ 43% 44% 50%
[11] 39+/-4% -11%

[11] 19%
市民 ネガティブ 9%

[11] 10% 7%
[11] 9+/-2% 2% -18%

政府 ポジティブ 24%
[11] 23% 24% 20+/-3% -4%

[11] -19%
政府 ネガティブ 20%

[11]
26%

[11] 22% 27+/-4% +5%
[11] 18%

市民 ポジティブ 30%
[11] 26% 33%

[11] 23+/-4% -10%
[11] 1%

市民 ネガティブ 18%
[11] 22% 16%

[11] 28+/-4% +12%
[11] 3%

政府 ポジティブ 44% 32%
[11] 33% 22+/-4% -11%

[11] -1%
政府 ネガティブ 15%

[11]
21%

[11] 22% 25+/-4% 3% -3%
市民 ポジティブ 40% 42% 42% 48+/-4% +6%

[11] 27%
市民 ネガティブ 9% 8% 7% 5+/-2% -2% -10%
政府 ポジティブ 24% 19%

[11] 19% 21+/-4% 2% -27%
政府 ネガティブ 22% 22% 22% 15+/-3% -7%

[11] 10%

台湾

日本

シンガポール

差異（市民
／政府）

12-16/5/2011

香港

中国本土

結果と誤差
前回調査か

らの変化

調査期間

（資料） 香港大学民意研究計画＝ The Public Opinion Programme (POP), University of Hong Kong （1991 年 6 月設立）



【４.　香港メディアの展望；グローバリゼーションと民意概念の質的変化】

《結論に代えて ；中国人社会とマスメディア》

・ 香港におけるマスメディアの将来 ： 香港は都市と農村の別がなく、 工業化や都市化の発展プロセスがないが、 主に中国本土からの難民都市

として大衆社会化現象は存在。 1970 年代、 区議会レベルの選挙、 公営住宅、 社会保障制度の整備、 大衆文化 （主にテレビ） の発展支援

など一種の 「大衆動員」 もなされ、 「国家統合」 が進行。 だが、 植民地であり、 そのゆえに 「国政」 参加は限定的。 その結果、 1980 年代

以降において、 全域レベルの娯楽、 社会情報への関心が高まる一方、 「特殊な国際ニュース」 として中国ニュースが主に知識人や外国中国

ウォッチャーに注目される （代表例は 『明報』）。 他方、 「李鵬の芸能人化」 を進めた週刊総合誌 『ネクスト』 （1990 年創刊） や日刊紙 『アップ

ルデイリー』 （1995 年創刊） のような大衆紙も出現。 だが、 後者は現状、 フリーペーパーやウェブに （自壊的に） 侵食されつつある （既述）。

・ より根本的な問題として、 香港に限らず中国人世界では、 家族主義や民族の歴史等の理由から、 民主主義 （代議制民主主義） の存否にか

かわらず、 社会と国家の間の隙間が （潜在的に） 大きい。 つまり、 資本主義 （競争） や民主主義 （普通選挙） という問題解決方法があま

り信用されていない。 こうして、 商業メディアに載る情報は、 社会・娯楽情報に傾く一方 （芸能娯楽メディアの興隆）、 政治は政府が行う 「宣伝」

行為として政府系、 機関系メディアの専管事項になりやすい （天下国家を語る商業メディアが中国人圏にあるか？　台湾は‥‥）。

・同様の理由で、中国人社会はむしろネットとの親和性が高い‥　；　（選挙＝代議士や資本＝価格ではなく）直接行動を通じて状況を変える。

中国本土について、 「民主化＝国政レベルの普通選挙実施」 と発想するのは短絡的に過ぎるのでは （むしろ、 基層レベルでの、 より少人数の

住民自治、 もしくは言論、 結社、 集会の自由の容認という政策選択‥‥。 “上に政策有り、 下に対策有り” は、 “下” を （小役人ではなく） 住

民と解釈すれば、 「たくましきアナーキズム」 という良い意味での住民自治とも。 実は香港社会がまさにこれ！）

・ ただし、 ＳＡＲ （特別行政区） として守られた 「自由世界」 からの商業メディアを通じた情報発信機能 （敏感な中国共産党 ・政府幹部の動静、

人権侵害状況等の告発、 報告） はゼロにはなっていない。 →世界的な各種人権擁護団体が香港に拠点を置いて中国を注視。

・ なお中国の外交面で、 本土中央政府は 「反日」 や 「抗日」 を、 官製のマスメディアや共産党 ・ 政府の指揮命令系統を通じて、 ナショナリ

ズム高揚の手段としてはもはや使えないのでは （既述）。 香港においても、 「反日」 や 「抗日」 は市民の間でもはや人気のある情報にならな

いのでは。

（森一道）
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