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論文

央视春晚から見る中国の文化政策戦略

張

玲
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要旨
中国共産党第 17 回中央委員会第 6 次全体会議で，中国は今後文化強国を目指すことが
初めて宣言された．これにより，中国の文化政策戦略を理解する重要性が一層強まる．本
稿は中国中央政府の文化政策と関連して，中国中央テレビ局により制作・放送された年越
しカウントダウンイベント番組「春晩」の番組構成，その内容，制度変化等を時系列に比
較分析することにより，中国の文化政策戦略の内実を明らかにするものである．
改革開放以来，中国政府・与党は市場や海外文化の影響を受け，社会主義イテォロギー
の規制の緩和という基本的な政策戦略を持ち続けたが，社会主義イデオロギーと大衆文化
の間の摩擦を軽減させ，統制の正統性を維持するための「内外有别，内緊外松」「正面宣
传为主」（喜ばしいことを主に宣伝する）という戦略は「春晩」の事例分析により再確認
した．海外に対して，文化によるソフト・パワーの向上が図られているが，その戦略の重
心は，中国への負のイメージの是正，ならびに他国との関係改善によりグローバル世界へ
の適応に置かれている，「文化覇権」の獲得にまで踏み込んだものではないと本稿は主張
した．
キーワード：中国，文化政策戦略，央視春晩
Ⅰ．はじめに

2010）．中華人民共和国の建国初期において
も，文化は階級闘争・国民統合のための教化・

2011 年 10 月，中国共産党第 17 回中央委員

宣伝手段とみなされた．政治に奉仕し，労働

会第 6 次全体会議で，要綱「文化体制改革の

者・農民・兵士（労・農・兵）のためにあれ

深化による社会主義文化の発展・繁栄の推進

と提唱され，中国共産党の厳格な管理下に置

に関する若干の重大問題の決定」（原文「中

かれた．

共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义

しかし，1970 年代末から推進された経済発

文化大发展大繁荣若干重大问题的决定」）が

展・改革開放政策に伴い，中国経済活動の対

公表され，中国が今後，文化強国を目指すこ

象は，量産可能な各種の工業製品から，音楽・

とが，初めて宣言された．中国の国家発展に

演劇・映画・出版物といった文化の領域まで

おいて，経済だけでなく，文化も重要なキー

広がり，文化は一種の産業と見なされるよう

ワードとなっている．

になる．文化産業を発展させるため，2009 年

中国には古くから“文化政治”の伝統があ

には「文化産業振興計画」（原文「文化产业

る．すなわち，文化は政治的な統治を正当化

振兴计划」）,2012 年には「“十二五”時期文

するための手段として認識されていた
（周星，

化産業倍増計画」（原文「十二五时期文化产
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业倍增计划」）が公表された．それらの計画

か，なぜそのようになっているのかについて

では，文化産業は経済発展の新たな起爆剤と

は，まだ解明されていない部分が残されてい

して位置づけられ，これまでの文化体制・メ

る．
2011 年に中国共産党が文化強国を目指す

カニズムを革新し，文化を新たに創り替え，
文化産業の育成を推奨することが明言された．

宣言を明確に打ち出して以来，中国国内では

また 2002 年に，
中国では
「文化遺産保護法」

中国の文化戦略に関連する論文が多くみられ

（原文「文物保护法」）が修正され，文化遺

る．これらの研究に二つの流れがある，一つ

産保護の範囲が大幅に拡大し，保護措置が一

は，文化産業の発展戦略に関する研究，たと

層強化された．2004 年には UNESCO の「無

えば胡恵林（2008），周建新・胡鹏林（2016），

形文化遺産の保護に関する条約」に加入し，

范周（2016，2017），范玉刚（2016）等があ

第一回締約国となった．海外では北京オリン

る．もう一つは，これまでのいわゆる悪魔化

ピック，上海万博等のイベントや孔子学院等

された中国イメージと西洋文化中心主義を是

のプロジェクトを積極的に展開している．こ

正するための戦略に関する研究である．たと

のように近年の中国は，伝統文化や民俗文化

えば王岳川（2008），梁斌（2015），陳永莉

の保護や，海外への文化発信等を積極的に行

（2008）などがある．これらの研究は，いず

う姿勢を見せている．

れも中国の文化政策戦略における文化の制限

一方，海外からの文化の侵入に警戒感を持

という負の面に言及することを避けており，

つ中央政府は，改革開放以後も文化管理を行

分析が一面的になっているという感は否めな

っている．例えば，新聞・映画・テレビ番組

い．

に対する事前審査制度，海外テレビ番組に対

他方海外では，ソフト・パワーとマスメデ

する規制，非公有資本の文化領域に対する投

ィアに関する研究が数多く蓄積されている．

資額の制限等がある．特に近年，中国経済の

例えば，アメリカの外交問題評議会の 2008

急速な発展に伴う道徳・マナーの低下や，急

年 Arthur Ross Book Award にノミネートされ

激な社会変動に対する懸念の高まりから，中

た Kurlantzick の著書『Charm offensive: How

央政府は文化管理のさらなる強化へと舵を切

China’s Soft Power is Transforming Relations』

った．2013 年 8 月 19 日に行われた全国宣伝

や，日本国際問題研究所による「中国外交の

思想活動会議において，国家主席である習近

問題領域別分析研究会報告書」
（平成 22 年度）

平は，中国におけるインターネット上の反

中居の分析や，国立国会図書館調査及び立法

党・反社会主義制度の言論に厳しく対処すべ

考査局により公表された『世界の中の中国：

きと述べている．

総合調査報告書』の中での鎌田の報告等が進
められている．

このように近年の中国では，文化の伝承と
革新，制限と推奨を同時に重視するさまざま

これらの研究は詳細な分析を提供するもの

な動きが見られる．こうした動きは政府の文

であるが，ほとんどの場合に中国の文化政策

化政策と関連しているが，周知のように中国

戦略を外交実践としてのみ位置づけている．

の政策的な文書にはスローガン的な決まり文

そのため，あくまで中国文化政策戦略の一側

句が多く，伝承と革新，制限と推奨の境界線

面が取り上げられているに過ぎず，その全体

は必ずしも明確に定められていない．また非

像が描けていない．またマスメディアに関す

公開の政策文書も多いため，中国文化政策戦

る論考についても，議論の焦点は中国政府の

略の内実が具体的にどのようになっているの

文化の制限と規制に集中している．中国の文
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化戦略およびその変容の実像を，忠実に描出

ス you tube などで，「春晩」の映像が生放送

できているとは言い難い．

された．これらは，海外をターゲットに中国
のソフト・パワーの強化をアピールすること

そこで本稿は，中国の「春節联欢晚会」(以

を意識した動きだといえるだろう．

下は春晩と略称)を題材として，中国の文化政

このように，「春晩」は国家の教化装置と

策の変遷に伴い，「春晩」がどのように構成
され，
変容していったかを実証的に分析する．

文化商品という二つの性格を持ち，国家が主

これにより，中国文化政策の戦略の実態を解

導する社会主義イデオロギーと市場が主導す

明するための一助となることを目的とする．

る大衆文化の狭間に置かれている．近年では

「春晩」は，中国中央テレビ局により制作

中国文化の象徴の一つとして位置付けられて

され，毎年旧正月の大晦日の夜 8 時から翌朝

おり，
意図的に海外に向けて発信されている．

の 0：30 前後までに放送される年越し番組で

すなわち，「春晩」は中国の国家的な文化戦

ある．日本での「NHK 紅白歌合戦」に似てい

略が対処しなければならない課題を内包して

るが，勝敗はつけない．また歌以外にも，マ

おり，国家文化戦略の内実を検討する際の一

ジックやコントなどのさまざまな演目がある．

つの足がかりになりうると言えよう．そこで

「春晩」は長年中国のエンターテイメント番

本論文では，中国中央政府の文化政策と関連

組の王者として君臨してきた．2012 年には，

して，「春晩」の番組構成，その内容，制度

中国国内で視聴者数の最も多い番組としてギ

変化等を時系列的に比較することで，1980 年

ネス世界記録にも認定された

代以降の中国における文化戦略およびその変

2．

容の実態をより明確にする．

「春晩」は当初から，社会主義的イデオロ
ギーを教化するものとして機能してきたが，
高い視聴率を誇るために重要な広告塔と見な

Ⅱ．「春晩」の歴史とその位置づけ

され，企業の参与が年々増大している．また
その巨額のスポンサー費を睨んで，「春晩」

最初の「春晩」は 1956 年に中華人民共和国

は地方テレビ局からの厳しい市場競争も直面

文化部により開催された．その目的は，当時

している(叶文添，2007；沈筱微，2012)．こ

の中国の社会主義工業化，農業合作化及び資

ういった意味では，「春晩」は国の教化の装

本主義工商業の社会主義改造などの進展を祝

置でありながらも，企業や消費者の選好に左

うためであると，司会者は晩会の冒頭で宣言

右される性格を持ち，商業的な色彩を強く帯

した．
時代的な制約により，
生中継ではなく，

びているということが言える．

ラジオ放送で行われ，全国的には広く周知さ

以前は主に中国国民をターゲットとしてい

れなかった．

た「春晩」だが，近年では華僑を含む海外を

その後，中国が不安定な政治局面を迎えた

意識するような動きが一段と鮮明になってい

ことにより，しばらくの間開催は見送られて

る．毎年「春晩の海外への推薦会」（原文「春

いた．初めて全国的に注目された「春晩」は

节联欢晚会海外推介会」
）
が開催されるほか，

1983 年のものであった．その番組構成，時間

2015 年には初めて「春晩」の広告映像がアメ

設定，放送手法などは以後の春晩にも継承さ

リカのタイムズスクエアで放送された．また

れた．そのため，一般的には 1983 年の春晩を

同年 2 月に，中国では利用不能となっている

春晩の発端と見なされている．

ソーシャル・ネットワーキング・サービス

1983 年の旧暦の大晦日，中国中央テレビ局

（SNS）：Twitter，Google+，動画共有サービ

は，
夜 20 時から翌朝 1 時まで約 5 時間にわた
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って「春晩」を生放送した．番組は主に音楽，

が，文芸界ではこれに関して大きな論争が巻

漫才コント，伝統戯曲，スケッチ・コメディ

き起こった．
論争の末に保守派が優位になり，

ーの 4 ジャンルにより構成された．大晦日の

『郷恋」及び李谷一は厳しく批判され，1981

余興として出発したが，当時の「春晩」をエ

年に『郷恋」は事実上の「禁歌」（放送禁止

ンターテイメントの視点から見てみると，非

の歌）となり，李本人も『郷恋」を唄い続け

常に素朴な番組であった．司会は漫才師であ

るならば歌手を辞めさせるとの警告を受け

り，歌手であり，記録係も務めた．歌手の李

た ．
しかしながら，1983 年春晩の生中継中に，

谷一は，1 人だけで 9 曲もの歌を披露した．
漫才の時間は驚くほど長く，「間違った道を

多くの視聴者は李谷一の
『郷恋』
を指名した．

歩いた」（原文「错了这一步」)は 16 分以上

当初，广电部（中国のラジオ，映画及びテレ

にも及んだ．伝統的な戯曲以外に，すべての

ビ放送を管理する最高部署）の部長である吴

出演者の服装はカジュアルで，視聴者と大差

冷西は，『郷恋』の生放送を拒否したが，希

がない素朴な装着であった．1983 年の同時期

望していた視聴者は無視できないほど大人数

の日本の『NHK 紅白歌合戦』に比べると，そ

であるため，最終的には許可せざるをえなか

の舞台の設計，出場者の服装，音楽のエンタ

った ．李谷一及び『郷恋』は再び大好評を得

ーテイメント性等には雲泥の差があった．

ることができ，視聴者のニーズを満たすこと
で
「春晩」
も高い評価と高視聴率を獲得した 3．

番組の内容はほぼ中国共産党，社会主義中
国を賞賛する内容であるため，社会主義イデ

“靡靡之音”と言われた『郷恋』の解禁と

オロギー教化の機能に重心を置いたことは明

「春晩」の人気を受け，翌年の 1984 年に「春

白であるが，従来の番組と違って，1983 年の

晩」監督の黄一鹤は，大胆にも香港・台湾の

春晩は視聴者の選択により番組内容を決定す

ポピュラー歌手を
「春晩」
の舞台に立たせた．

る（原文：观众点播）という放送手法を採用

張明敏は春晩で最初に登場した香港歌手であ

した．このことで国民は消費する文化を選好

った．彼は当時香港では無名であったが，
「春

するための権利を手に入れ，当時硬直化され

晩」での『私の中国心』
（原名『我的中国心』）

た社会主義イデオロギーに挑戦することが出

という曲で一夜にして有名となり，『私の中

来た．

国心』は歴史的な名曲となった．それ以来，

その好例は，歌手の李谷一（以下李と略称）

香港・台湾出身の歌手は「春晩」の常連とな

と彼女の代表曲『郷恋』をめぐる紛争であっ

り，彼らの活躍に伴い，ポピュラー音楽が「春

た．
李は 1980 年代の中国で最も有名な歌手で，

晩」で占める比例は大幅に上昇した．現在で

彼女の代表曲の多くは国家・党を賛美するい

は「春晩」の最も重要な構成要素となってい

わゆる革命歌である．『郷恋』という曲は中

る．

国中央テレビ局が制作した紀行・旅番組「三

大人気を収めているにもかかわらず，国家

峡传说」のテーマソングであり，歌詞内容は

が経営する「春晩」は，早期から経費難の問

社会主義思想に違反していないが，電子ギタ

題に直面していた．
この問題を解決するため，

ーを使用していることと，李谷一の表現手法

1985 年，中国中央テレビ局は中国工商銀行と

が問題視された．李は，西洋歌劇及び台湾の

の共催を図り，春晩のスポンサー券（宝くじ

歌手であるテレサ・テンの表現手法を，この

に相当）を発売し，初めて広告を春晩の中で

歌に取り入れていたのである．その斬新な表

掲出した．これは「春晩」の商業化の第一歩

現手法により，『郷恋」はすぐにヒットした

であり，
それ以来，
企業の参入は年々増大し，

4
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「春晩」は急速に商業化していく，その広告

1990 年代前半まで，「春晩」は主に中国国

収入は 2002 年には 2 億元，2009 年には 5 億

内に向けて放映されていたが，1990 年代後半

元（約 80 億円），2010 年になると 6.5 億元（約

からは海外を意識するような動きが見られる

104 億円）にも及ぶ，これは中国で広告収入

ようになる．1999 年の春晩舞台では，初めて

において第二位を占める湖南テレビ局の，一

外国人の出演者が現れた
（漫才
「同喜同乐」
）
．

年間の広告収入の三分の一にも及ぶ数字であ

2001 年の春晚では，「こちらの風景だけ美し

った（谭康，2010）．高い視聴率とスポンサ

い」（原文：风景这边独好）という歌に海外

ーを維持するため，「春晩」における「マル

を意識する意図が見て取れる．その歌詞は次

クス・レーニン主義・毛沢東思想」といった

のようなものである．「あなたは噂をたくさ

社会主義イデオロギー的な内容は次第に減少

ん聞いたが，実際に見る機会は少ないかもし

し，市場および視聴者から強い影響を受ける

れない．あなたはこの地に来れば，きっとこ

ようになった．これに対して，週刊誌『三联

の地を称賛する．
ここの民衆は平和を愛して，

生活周刊』は，春晩の商業化が年々強くなっ

ここの民衆は勤労で知恵がある．
」
さらには，

ており，すでに巨大で虚栄な町のようである

国民に対し英語を勉強することが呼びかけら

と現状を例えた

れることさえあった（歌「英語を勉強しよう」

4．視聴者からも“今の春晩

（原文：大家学英语））．

は，番組を見るというより，広告を見ている

その後，この傾向は一層明確になり，特に

ような気がする”との皮肉が噴出した．
「春晩」の影響力が増大するにつれ，大晦

2015 年 2 月に「春晩」の広告映像がはじめて

日に「春晩」を見るのは現代中国人の新民俗

アメリカのタイムズスクエアで放送され，ま

となり，「春晩」そのものは中国文化の象徴

た中国では利用不能となっているソーシャ

であると思われるようになった（楊状振，

ル・ネットワーキング・サービス（SNS）：

2007；楊華娟，2005）．1986 年には，中国広

Twitter，Google+，動画共有サービス you tube

電部は中央テレビ局以外の他の地方テレビ局

などで「春晩」が生中継された．海外に向け

が独自に「春晩」を制作・放送することを禁

て文化発信をする中国政府の意図は明確であ

止する文書を関連部門に通達し，「春晩」の

るといえるだろう．

正統性を確保しようとした．
そして 1988 年当

このように，中国国内外において，中国文

時の中国政协主席邓颖超は，「春晩」を通し

化の象徴としての「春晩」の地位が構築され

て，国民に祝辞を送った．また 1990 年当時の

た．しかし海外文化や行き過ぎた商業化に警

国家主席である江沢民，総理李鵬は，春晩に

戒し，「春晩」の正統性を保つため，春晩に

登場し，
生放送で国民に祝福の言葉を送った．

対する政府の介入は早期段階から行われてお

さらに 2008 年に当時の国家出席胡錦濤は，
中

り，その圧力も他の番組より一段と強くなっ

央テレビ局局長の趙化勇，ディレクターの張

ている．

晓海に特別なメッセージを送り，
より良い
「春

1983 年に国民からの圧力により『郷恋』が

晩」を制作することを求めた．これらのこと

解禁された直後，「国家广电部」5と中央テレ

は国家の象徴たる「春晩」の性格を鮮明に映

ビ局は会議を開き，“精神汚染”を防ぐため

し出しており，2014 年にはついに，「春晩」

に「春晩」の番組審査制度が設けられ，それ

が国家のプロジェクトとして中央政府により

は今でも機能している．また春晩のディレク

承認されたことが，複数の新聞社により報じ

ターを決める際，中央テレビ局の審査および

られた．

国家広電部の許可が要求される．これらの規

5
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制により，「春晩」における演出には，社会

実から真理を求める)を加えて，文化論争の自

主義イデオロギーとは異なる文化に対する中

由と文化の多様性を推奨した．

国政府の許容限度が具現化しており，中国文

これを背景に、中国で最も権威あるテレビ

化政策戦略の内実を見出すことの好例として

局・中央テレビ局は「春晩」を開催、活気が

位置づけることができる．

ない当時の社会文化状況に新しい風を送ろう

次節では，中国中央政府の文化政策と関連

とした。1983 年「春晩」における生放送、リ

して，「春晩」の番組構成，その内容，制度

クエストプログラム等新鮮な放送手法を採用

変化等を継時的に比較することで，1980 年以

すること、禁歌である「郷恋」が解禁される

以降の中国文化政策戦略およびその変容の実

こと等は、以前「階級闘争をカナメとする」

像に迫る．

行き過ぎた文化政策の修正および緩和を具現
したといえるだろう。
それ以来，“中国政府の文化政策は常に変

Ⅲ．春晩の変容と中国の文化政策戦略

化し，調整の対象となってきたが，その方向
1942 年 4 月，毛沢東は延安文芸フォーラム

性は一貫している．それは社会主義イテォロ

において，「中国伝統社会では，文化は在地

ギーの規制が緩和され，文化は政治のために

領主のためにある．資本主義国では，文化は

あるという傾向が薄れていく”（周星，2010）

ブルジョワジーのためにある．新政権(毛沢東

ことである．

政権)では，文化は社会主義のためにある．文

この大きな流れはすでに多くの研究者によ

化は人民（下位労働者，農民，兵士，小ブル

り指摘され，文化の産業化は主な推進力であ

ジョワ）のためにある」と明確に述べた ．中

る（黄升民，1997）といわれたが，「春晩」

華人民共和国建国初期，この方針を強固にす

を素材に詳しくみてみると，この大きな流れ

るため，文化機構の国営化と共に文化階層の

の下で少なくでも政権側の三つの意図が読み

思想改造運動が全国的に行われた．この時期

取れる．それは第一に，愛国主義・集団主義

の政府の文化政策戦略は，文化を国民統合の

から個人主義の容認への移行である．
第二に，

ための教化手段として駆使し，マルクス主

従来の階級観念の解体への容認である．第三

義・社会主義を基礎とし，階級闘争の強調お

に，
国家指導者の神格化から人間へと回帰し，

よび伝統文化への批判を特徴としていた ．

民の役割を重んじることである．

さらに 1970 年代前半まで，封建的文化・資
本主義文化の徹底的な排除をスローガンに

１．愛国主義・集団主義から個人主義の容

「文化大革命」を動員した．このような文化

認

政策戦略は中国の文化発展に深刻な停滞をも

周知のように，中国は建国以来愛国主義，

たらし，国民に反感を覚えさせた．

集団主義を強調しており，政府文書において

1978 年の「中国共産党第 11 回中央委員会

は愛国主義および集団主義を主張する言葉が

第 3 回全体会議」により，改革開放政策と活

随所にみられる．中華人民共和国，中国共産

動の重点を経済建設におく方針が決定され，

党，社会主義への愛情の育成は，一貫して中

それに伴い，
文化政策の変更も促された．
1979

国基礎教育の基本目標に位置付けられている．

年 10 月，鄧小平は中国文学芸術業者第 4 回

だが 1970 年代末，
中国改革開放政策の実施に

代表大会にで，1955 年に提唱された“百花齐

より，国民は海外文化の影響を受け，個人の

放，百家争鸣”を再び強調し，“实事求是” (事

権利・欲望を主張するようになった．これに
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愛あるいは民族愛をテーマとするものであっ

対して中国政府は容認する姿勢を示した．
1983 年から 1992 年まで「春晩」で歌われ

た．しかし，1987 年ごろからそれらの占める

た曲（伝統戯曲を除く）の歌詞を統計してみ

割合は減少し，家族愛・友情・恋愛といった

ると，図 1 に示したように，早期の「春晩」

「個」を強調するようなテーマが増加した．

で歌われる曲の 80％近くは，祖国愛・共産党
図１

1983 年から 1992 年まで春晩で歌われる曲のデーマ統計図

出所：春晩の映像資料により作者作成
また「春晩」で「個」の心情を直接に披露し

堂々と語り，等身大のままで居ることがうた

ている曲を拾い詳しく見てみると，表 1 でみ

われるようになった．

られるように，「個」の存在は，社会に奉仕
するためといったものから，「個」の欲望を
表1
1986 年

春晩における「個」の表現例

私は雲になりたい．故郷の緑の山の上に浮かぶ．果樹園にキッスをして，湖
に私の笑顔を投射する．緑の山をもっと生き生きさせる．美しい姿を若くさせ
る．私はそよ風になりたい．故郷の美しい山々の隅まで吹き渡る．若者の汗を
拭いてあげる．小娘に歌をささげる．（1986 年成方圆「我多想」より）

1987 年

一滴の水のような小さい私だが，川と合流すれば大きな役割を果たす．草の
ような小さい私だが，大地に根をおろせば，春の歌になれる．小さい私だが，
全部の愛を祖国に捧げる．（1987 年，蘇紅「小小的我」より）

1991 年

私は家がほしい．質素でもよい．疲れたとき，私はこの家を思う．私は家が
ほしい．小さくてもよい．驚いたとき，私はこの家を思う．（1991 年潘美辰「我
想要有个家」より）

2005 年

私はあなたを愛している．ネズミがコメを愛しているように，あなたを愛し
ている．あなたが喜べば，何でもやる．（2005 年，楊臣剛「老鼠爱大米」より）

出所：春晩の映像資料により作者作成

7

ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.10 (1) 2017

このような流れは，春晩に登場する香港・

でゆくという対照の図式のもと創り上げられ

台湾出身歌手のパフォーマンスからも見られ

たが，従来は軽視されていた下位労働者に注

る．春晩の初期の段階では，これらの歌手は

目することにより，文化領域に新しい風を吹

自身の代表曲を歌うことなく，ほとんど「春

き込み，「中国農民は名実ともに現代中国新

晩」が指定した，あるいは改編されていた歌

文化の表現者，
創作者および消費者となった」

を歌った．それらの歌詞の多くは故郷である

（蔡翔， 2010 年）．

中国を恋し，その繁盛を願う内容であった．

労働者文化を繁栄させるため，毛沢東は知

例えば，
「私の夢の中で，母国の山川を見た．

識人階層に対し，労働者に寄り添う思想改造

‥‥異郷で生まれたとしても，私の心は中国

を行うことを要求した 6．さらに，封建的文

心．」
（1984 年，張明敏「私の中国心」より），

化・資本主義文化を徹底的に排除することを

「帰ってきてよ，帰ってきてよ，異郷にいる

スローガンに「文化大革命」を動員したが，

放浪者．帰るよ，帰るよ，旅人になるのは嫌

行き過ぎた政策により文化の多様性を喪失さ

になった．」（1987 年，费翔「故郷の雲」よ

せ，中国文化発展の停滞をもたらした．

り）．これらの歌は香港・台湾の中国への帰

1978 年以後，改革開放政策に伴い，“百花

属を連想させ，教化の色を強く帯びていた．

齐放，百家争鸣”の文化政策が提唱され，文

しかし，1990 年代に入ると，
『自己の空』
『対

化論争の自由と文化の多様性が推奨された．

面の女の子，こちらを見よう』『龍拳』『千

それ以来，文化における商業の支配力の増大

年以後』といった曲のタイトルからうかがえ

や文化創作の自由度の拡大により，労働者文

るように，祖国から離れる旅人の代弁人から

化の内実が徐々に変わっていく．建国初期に

解放され，香港・台湾出身歌手の表現のデー

おいて文化の主体として常に肯定的に描かれ

マは多様になった．

た下位労働者・農民は，次第に周縁化され，
農民に対する偏見のまなざしさえ見られた．
1980 年代後半以降，
春晩の舞台で農民のた

２．従来の階級観念の解体への容認
前述したように，1942 年に毛沢東は「文化

め，あるいは農村民俗を基に新たに創作され

は人民，すなわち人口の 90％以上を占める下

た作品は比較的少ない．笑いを取るためのコ

位労働者，農民，兵士，小ブルジョワのため

ントにおいて，
農民は頻繁に登場しているが，

にある．文化は労働者の生活に起源すべきで

いつも皮肉の対象となっていた．例えば，
『懒

ある．文化作品は主に労働者，農民，兵士に

汉相亲』（1989 年）では，お見合い相手に対

提供される．」と述べた．

して裕福な家庭環境を偽る田舎の怠け者とし

この方針は 1949 年中華人民共和国建国以

て，農民が表現されている．
「难兄难弟」
（1990

来，
中国の文化政策の基本方針となっている．

年）では，国家一人子政策に違反し，子をた

この方針のもと，中国建国初期には，下位労

くさん連れ，都市のスラム街に逃げ惑う農民

働者・農民・少数民族を主人公とする作品が

の姿が演じられた．特に 20 年以上春晩の舞

数多く創作された．映画『刘三姐』，小説『太

台に連続登場した趙本山が演じ続ける農民像，

阳照在桑干河上』，歌舞劇『白毛女』『東方

いわゆる“趙氏農民”像は，農民を下品で愚

紅』などは，その中の代表的な作品である．

かなものと表現した（楊維，2014） ．春晩

これらの作品は常に，伝統社会における労働

で描かれた農民像は，農民工の反発を買い，

者階層の悲惨な生活に対し，共産党政権の下

2012 年に農民工は自ら「農民工の春晩」を制

では労働者階層が解放され，幸福の道を歩ん

作・公演し，大きな話題を及んだ 7．
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「中華人民共和国は労働者階級の指導によ

導者を崇拝する内容は随所に見られる．
当然，

る労農同盟を基礎とした，人民民主独裁の社

国の文化教化の装置である春晩においても，

会主義国家である」（『中華人民共和国憲法』

そのような内容を見ることができる．

第一条）．建国初期には，農民階級は常に肯

中国では，毛沢東，鄧小平，江沢民の 3 人

定すべき存在と表現されたが，1980 年代以後

はそれぞれ国家第一代，第二代，第三代指導

の春晩の舞台では，農民は皮肉の対象として

者と呼ばれている．彼らの功績を賞賛する代

表現されるケースが非常多い．かつてであれ

表曲として，『东方红』『春天的故事』『走

ば関係者は投獄されてもおかしくないのだが，

进新时代』がある．胡錦涛，習近平は，呼び

そうならないでいる背景には，中央政府が中

方に多少の揺れはあるが，事実上の国家第四

国社会の階層変化を認識し，従来の階級観念

代，第五代指導者と認識されており，『江山』

の解体を容認していることがあると考えられ

という歌は胡錦涛のためのものだという暗黙

る．

の理解がある．これらの歌の歌詞を表 2 にま
とめた．

３．国家指導者の神化から人間への回帰，民
の役割の重視
中国建国初期の文芸作品において，国家指
表２
『東方紅』

歴代指導者を称賛する代表曲の歌詞
東方が赤くなり，日が昇る．毛沢東は中国で誕生した．彼は人民の幸福に
懸命し，彼は人民の救世主である．

『春天的故事』

1979 年の春，ある老人は（地図に指さして）中国の南海岸を円で囲んだ．

（1997 年春晩）

神話のようにそこで新しい町が次々と建造され，金の山が次々と現れた．
‥‥中国は繁栄多彩の春に入った．

『走进新时代』

私たちは「東方红」を歌いながら，国の主人公になった．私たちは「春天

（1998 年春晩）

的故事」を語りながら，改革開放で豊かになった．過去のことを継承して，
私たちは新道案内人に導かれて，斬新な未来へと歩いてゆく．

『江山』

天下を取り，政権を握る．すべては民衆の幸せのため．民衆の幸福を図り，

（2004 年春晩）

民衆にぬくもりを届く．‥‥民衆は天，民衆は地，共産党は永遠に民衆の
ことを思う．民衆は山，民衆は海，民衆は共産党の命の源泉．

出所：春晩の映像資料により作者作成
これらの歌詞に見られるように，国家指導者

衆は海，民衆は共産党の命の源泉」と，初めて

は「救世主」から「ある老人」となり，神から

民衆が中国共産党・指導者よりも重要であると

人間へと回帰した．さらに 1998 年の『走进新时

位置づけられた．

代』には，指導者は万能者から道案内人と後退

以上の三つの流れは，文化の産業化といった

し，従来では登場しなかった「民」の姿を加え，

他の要素と合流し，文化のヒューマニゼーショ

指導者が民を率いてともに明るい未来へ歩いて

ン，文化規制の緩和という中国文化政策戦略の

いく景色が描かれた．そして，2002 年の『江山』

基本的な流れを作り出した．その背景には，
「階

「民」の姿が最も顕著になり，「民衆は山，民

級闘争をカナメ」とする以前の文化政策への反
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省，文化を産業として発展させる等の意図が見

者は市場のニーズを重んじ，生産・創作活動の

えてくる．

自由度が大幅に拡大された．
これはいわゆる「内
外有别，內紧外松」
（内外を区別して取り扱う，

とはいえ，春晩の番組審査制度が示したよう
に，中国中央政府は文化の管理を放棄してはい

内側に対して厳しい，外側に対して緩めにする）

ない．社会主義イデオロギーと大衆文化・海外

という政策戦略であり，春晩はこれを裏付けて

資本主義文化の狭間で，中央政府は「内外有别，

いる．

外松内紧」という政策戦略を採用している．こ

ここでは，春晩の舞台での上演内容をより明

れを次に見ていく．

確に読み取ることのできる歌・漫才に注目する．
まず，それらの演者の所属を，先述した分類基
準で内部者（例えば国家の文芸団体「人民解放

4．「内外有别，内紧外松」（内外を区別して

軍総政治部歌舞団」「中国人民解放軍海軍政治

取り扱う，内側に対して厳しい，外側に対して

部文工団」「東方歌舞団」「中国広播芸術団」

緩めにする）

等）と外部者（香港・台湾出身，民間企業，独

2005 年 12 月に，中国共産党中央と国務院

立個人）の二つに分類した．

は「文化体制改革の深化に関する若干の意見」

さらに，演者の演じたテーマごとに，内部者・

（原文「中共中央，国务院关于深化文化体制改

外部者の割合を計算すると，図 2 のようになる．

革的若干意见」）を公表した．この文書により，

「その他」のテーマでは，外部者は絶対優位に

中国の文化に携わる組織が類別され，中央およ

なり，表現テーマの多様性が見られた．他方で，

び省レベルの政府系新聞社，テレビ局，研究機

「愛国主義」をテーマとする上演は，その多く

関，シンクタンク，国家レベルの芸術団体の運

が内部者によるものであった．さらに，図 3 に

営経費は国により保障され，以前の国有体制を

は内部者に限って，1985 年と 2015 年の上演テ

維持した．それに対して，一般の新聞社，雑誌

ーマの内訳を示した．ここからは，内部者によ

出版社，映画・ドラマ製作会社，地方芸術団体

る上演の多くが愛国主義に関連するテーマのも

等については，独立決算する民間企業に転換さ

のであることと，その状況は早期と近年とで比

せるとしている．この政策は事実上，中国の文

較しても大きな変化が見られないことがわかる．

化業界を国有事業（内部者）と民間企業・個人

これらのことから，内部者は依然として国の厳

（外部者）の 2 種類に分けるものであった．内

しい管理のもとに置かれている状況が推測でき

部者は国家の管理体制の下に置かれたが，外部

る．

図 2 「内部者」と「外部者」の表演テーマ対照表
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

外部者
内部者
愛国主義

新年テーマソン
グ

その他

出所：春晩の映像資料により作者作成
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図 3 「内部者」による上演内容の二時点比較図
120%
100%
80%

そのほかのテーマ

60%

新年のテーマソング

40%

愛国主義

20%
0%

1985年

2015年

歴年の平均値

出所：春晩の視聴資料により作者作成
長である蔡赴朝の論評 9が『人民日報』に掲載
５．「正面宣传为主」（喜ばしいことを主に宣

され ，文化領域では「正面宣传为主」の方針を

伝する）

守り抜くべきだと強調された．「正面宣传为主」

「内外有别，内紧外松」とはいえ，外部者も何

という方針の下で，中国の社会問題，特に党・

らかの制限を受けている．近年の言論の自由を

政府の指導問題に結びつくようなテーマは制限

巡る一連の事件は，この事実を物語っている．

されている．

明示されてはいないが，放送された年の前後，

一方で，中国中央政府・共産党には，これま

中国国内で生じていた大事件を取り上げること

での方針を見直すような動きも見られた．2015

は，春晩の慣習である．例えば，1997・2000 年

年の春晩で登場した三つのコント『圈子』『投

の春晩は香港とマカオの返還を取り上げており，

其所好』『这不是我的』は，汚職を取り上げた

2008 年には北京オリンピック，2009 年には中国

ことで，国内で大きな話題となり，春晩の禁忌

四川大地震後の災後復興という特集が設けられ

を打ち破ったと評価され，『人民日報』も第一

た．

版でこれを称賛した．

しかし，取り上げられたのは主に国・党の功

規制は緩和されたかのように思われたが，

績のようなもので，環境問題・格差問題・汚職

2016 年の春晚は言語類番組（コント）に対して，

問題といった中国で最も深刻な普遍性のある社

これまで 3 回だった審査を 6 回に増やし，最も

会問題には，ほとんど言及されなかった．これ

厳しい審査を実施した．結局，2016 年の春晩は，

は「正面宣传为主」の方針に沿う結果であった．

近年で最も政治色の強い春晩であると，インタ

「正面宣传为主」とは，喜ばしいことを主に宣

ーネットユーザーにより酷評された 10．この影

伝すること，言い換えれば，悪いことを知らせ

響を受け，2017 年の春晩が放送された直後，当

ないということを意味する．これは中国建国以

局はインターネット上の批判言論を厳しく制限

来，文化・教育領域の一貫した方針である．2013

した．春晩への批判で有名なブロガー梁欢と耳

年 8 月の全国宣伝思想工作会議で，中国国家主

帝は事前に警告を受け，アカウントも一時閉鎖

席習近平はこれを再び強調した．その後，中国

された．この正反対の動きは現状の複雑さを物

中央宣伝部副部長兼国家新聞出版広電総局 局

語っており，指導部において改革派と保守派の

8
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間の闘争により，文化制限の境界線が揺らいで

では，中国は自らのどのような姿を各国に投

いるものと思われる．状況を見通すことは簡単

影しようとしただろうか？春晩では少数民族歌

ではないが，現存の政治体制に直接的な負の影

舞が定番となっており，「56 カ民族は家族であ

響を与えるようなテーマは，依然として文化の

る」との主旨が一貫されており，多民族・多文

禁忌となっていると言えよう．

化共生といった国家像が明快に表現されている．
また伝統戯曲・武術・鼓楽等も，春晩の初期

６．対外文化戦略

段階から取り上げられたが，近年になると，伝

すでに中国国内外の多くの研究者が指摘して

統文化を重んじる姿勢は以前よりも鮮明になり，
等の民俗文化も頻繁に取り

いるように，近年の中国は対外文化戦略の要諦

切り紙細工・春聯

として，文化による「ソフト・パワー」の強化

上げられている．さらに，以前と比べると，単

を推進している．ソフト・パワーとは，「強制

純に技芸が披露されるだけではなく，複数の伝

や報酬ではなく，魅力によって望む結果を得る

統文化が同時に披露される例が多く見られるよ

能力である」（Nye，2004） ．中国でソフト・

うになっている．例えば武術のパフォーマンス

パワーは「軟実力」と呼ばれ，江沢民総書記時

では，中国の水墨画・将棋・竹文化等が組み込

代から提唱され始め，胡錦濤，習近平両総書記

まれ，同時に上演されている．

にも重要視されている ．

12

それと同時に，春晩の生放送中に家族団らん

11

それが具体的に表れたものとして，海外にお

の映像が頻繁的に挿入され，家族愛が国家愛・

ける「孔子学院」の設置，北京オリンピックの

民族愛以上に強調されている．以前の中国人は

開催等があげられる．先述のように，従来は主

愛国心を重んじる「五講四美三熱愛」を道徳基

に国内向けに放映されていた「春晩」は，21 世

準としたが，近年の春晩では，特に進んで他人

紀には入ってから海外を強く意識するようにな

を助けること，正義のため勇敢に行動すること，

り，近年ではこの動きが一段と鮮明になってい

正直で信頼できること，一生懸命仕事に向き合

る．先述のように，2015 年には「春晩」の広告

いこと，そして年寄を敬し家族を愛すること（原

映像が初めてアメリカのタイムズスクエアで放

文：助人为乐，见义勇为，诚实守信，敬业奉献，

送され，同年 2 月に，中国では利用不能となっ

孝老爱亲）に優れる者を，道徳的な模範として

ているソーシャル・ネットワーキング・サービ

取り上げている．

ス（SNS）：Twitter, Google+，動画共有サービ

このように近年の中国は，社会主義イデオロ

ス you tube などで「春晩」の映像は生放送され

ギーではなく，中国伝統文化やそれに基づく価

た．海外に向けて発信する中国政府の意図がは

値観を主張している姿が鮮明となっている．従

っきりと読み取れる．「春晩」もソフト・パワ

来の中国に対して与えられていた人権軽視とい

ーを形成する重要な一要素だと言えよう．

う負のイメージを払拭する狙いがあると言われ

海外では中国に対するイメージはどのような

ているが，東南アジア諸国や儒教文化圏諸国に

ものだろうか？2014 年の春晩において，ハンガ

おける忠孝仁義（国に対する忠義と親孝行，思

リー Attraction 舞踊団は，「符号中国」にて黄

いやりと正義）の価値観を共有していることを

山・桂林等の風景・長城・天壇等の建築・パン

アピールするためとも考えられる．

ダ等をシルエット映像で映し出し，中国を表現

西洋文化に対しても，柔軟な姿勢を見せてい

した．海外において中国について抱かれるイメ

る．バレエの名作である「白鳥の湖」（2012 年

ージは，中国の自然景色や伝統文化に大きく依

春晩），セリーヌ・ディオンの「My Heart Will Go

存していることが見て取れる．

On」（2013 年春晩）等を，春晩の中で取り入れ
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ていることはその証である．

喚起される、言い換えてみれば、それはつなが

一方，中国をテーマとする曲をまとめて検討

りの薄い西洋諸国に中国への一体感を求めてい

してみると，表 3 に示したように，常に母親と

ない側面も見て取れる

子供という関係構造の中で，国家への一体感が
表３

「中国」をテーマとする愛国曲の歌詞一覧表

曲名

歌 詞

我的祖国

ここは美しい我が国，私が生活している土地である．この広大な土地で，美しい

（1956 年創作）

風景はいたるところにみられる．‥友人が来れば，おいしい酒でもてなし，猛獣

1986，2016 年春

が来れば，鉄砲でやっつける．ここは英雄たる祖国，私が育てられた土地である．

晚）
《祖国，慈祥的母

親愛なる祖国．やさしい母親．長江黄河で私たちからあなたへの愛情が流されて

亲》

いる．親愛なる祖国．やさしい母親．青い空と海で私たちからあなたへの忠誠が

1985 年春晩

満ちている．

平安中国

昔あなたは涙をたくさん流した．私の幸福のために．‥兄弟姉妹は今団欒してい

2005 年春晚

る．夜になると，私は中国の平和，安全を祈ります．

祖国万岁

‥私は地球上たくさんの所へ行きました．一番好きなのはあなたの誕生日の姿．

2010 年春晩

‥私の母親である祖国万歳．‥私の家に兄弟姉妹がたくさんいる．一番好きなの
はあなたの調和的な姿．‥私の母親である祖国万歳．

我爱你中国

私は痛みを感じるたびに，あなたに抱きしめられたい．‥私が戸惑いを感じると

2013 春晩

き，あなたはいつも温かみをくれる．‥中国，私の母親，あなたを愛している．
あなたのために泣く．あなたを自慢する．

天耀中华

天は中国を祝福する．中国の絶え間がない平和と繁盛を祈る．私は幸運にもあな

2014 春晩

たの胸に生まれた．あなたからの恩義は天地も感動させた．私はあなたを捨てる
ことがない．希望を持ち，自由を求めたいから．あなたは私，私はあなた．あな
たの尊厳は私の名誉である．

出所：春晩の視聴資料により作者作成
これらのことから，現段階では中国の対外文

素材に，中国の文化政策戦略の変容とその実態

化戦略は，これまでの負のイメージの是正と，

を端的に解明しようとした．

国際社会での発言力の向上，理解者の増加に重

中国文化政策の基本的な傾向として，すでに

心を置くものであり，社会主義イデオロギーの

多くの研究者が指摘しているように，文化は単

「文化覇権」を目指す段階にはないということ

なる社会主義イデオロギーの教化手段ではなく

が指摘できる．

なり，文化の多様性および創作の自由を認める
ようになった．春晩の舞台ではこれを三つの流

Ⅲ おわりに

れにより具現化している．すなわち，①愛国主
義・集団主義から個人主義への転換の容認，②

本稿は，中国中央テレビ局により放送された

従来の階級観念の解体の容認，③国家指導者の

年越しカウントダウンイベント番組「春晩」を

神格化から人間へと回帰し，民の役割を重んじ
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ること，である．

済成長を通じて国際影響力を強めてきた中国は，

だが，大衆文化の浸食により社会主義イデオ

「文化強国」の建設により中華文化の国際競争

ロギーが弱体化されることに危機感を持ち，中

力と影響力を高め，中華文化の全球化を推し進

央政府は「内外有别，内紧外松」という政策戦

めようとする論点がよくみられるが ．

略を取り，社会主義イデオロギーと大衆文化の

春晩の分析から見ると，中国は文化によるソ

間の摩擦を軽減し，統制の正統性を維持しよう

フト・パワーの向上を図っているが，その戦略

とした．同様の目的で「正面宣传为主」を採用

の重心は，中国への負のイメージを是正するこ

し，政府・与党にダメージを与えるようなもの

と，ならびに他国との関係改善によりグローバ

を遮断する戦略も採用した．

ル世界への適応を図ることを置かれている．現

しかし，近年のインターネットの急速な普及

代中国モデルの文化の創造やその世界への普及

により，政府の遮断措置は十分に効果を発揮す

は，まだ目指される段階にはない．つまり，近

ることができず，逆に言論の自由を求める言動

年の中国の対外文化政策は，「文化覇権」の獲

を誘発した．このため，政府は文化管理強化に

得にまで踏み込んだものではないのだというこ

舵を切ることとなった．

とが指摘できる．

ここ 2～3 年，文化制限を巡る事件が次々と海

しかし，急に政治色が濃くなった 2016 年，

外メディアにより報道され，2016 年の春晩も，

2017 年の春晩では，強い国家主義が台頭する兆

社会主義イデオロギー教化の色彩が例年より濃

しを見せており，注意する必要がある．本稿は

いと視聴者から悪評された ．さらに，2017 年

春晩だけに注目するものであったが，他の事項

に春晩に関する批判言論が制限されたことは，

と照合しながら，総合的に中国の文化政策を検

当局の厳しい姿勢を裏付けている．今後の中国

討することを，今後の課題にしたい．

の対内文化戦略に関しては，現状はなかなかに
して複雑である．今後の推移を追いながらのさ
らなる検討が必要であるが，文化大革命の時代
のような，社会主義イデオロギー至上主義に戻
ることは考えにくい．
中国の対外文化戦略に関して，海外では，経
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