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６．おわりに

１．はじめに
1978 年から始まる改革開放以降、中国のメディア機関は「事業単位、企業管理」１、すな
わち事業単位でありながら企業の管理方法を導入し、広告の掲載や新聞社のグループ化など
の多くの改革を行った。このようなメディア制度のさまざまな改革に伴い、中国メディアの
報道規制も一定程度まで緩和された。
中国では、1990 年代から経済の本格的な高度成長期に入り、それを背景に官僚の腐敗や
企業の不正などの社会の不正・不法行為が多発し、メディアによる社会を監視する機能が強
く要求されるようになった。このような状況下で、近年、中国中央政府の重要なポストに就
く者もメディアの社会に対する監視機能を重視する発言をしている。
2010 年の 8 月 27 日、
温家宝総理が国務院の会議で「陽光の下で権力を実施するため、
…（中
略）…メディアが行政の不正な行為を暴き出すことを支持する」と述べた２。また、2011 年
3 月 25 日の国務院の会議でも、温家宝総理が「世論の監視機能を発揮するために、メディ

─ 25 ─

アが政府の活動を監視することを奨励する」と述べている３。
一方で、中国では経済の高度成長を背景に、草原の砂漠化や水質汚濁、大気汚染などのさ
まざまな環境問題が発生し、その深刻さを増している。
ところで、中国の新聞が自国の環境問題に対してどのように報道しているのか。本研究の
目的は、特定の地域社会に発生した環境問題に対する中国の新聞報道の実態を検証し、その
報道の問題点を抽出することである。
そのために、内モンゴルの砂漠化問題を事例として用いた。1980 年代以降、内モンゴル
の砂漠化が急速に拡大し、その被害は内モンゴル地域だけにとどまらず、砂嵐や黄砂という
形で中国の多くの地域や日本まで及んでいる。本稿では、
新聞記事の内容分析の手法を用い、
内モンゴルの砂漠化問題に関する中国の新聞報道を詳細に分析する。

２．研究の方法
本研究の対象となる内モンゴル日報は砂漠化が発生した地域のメディアであり、かつモン
ゴル族の言語によるメディアである。一方で、中国中央にとって、内モンゴル自治区は辺境
地域であり、首都北京の砂嵐の発生源である。
内モンゴルの地域メディアおよび中国中央メディアが内モンゴルの砂漠化問題を公正・公
平に報道し、正確な情報を全国の人々に提供することが問題解決においてきわめて重要であ
ろう。内モンゴル日報と人民日報の砂漠化問題に関する報道がどのような点で一致し、どの
ような点で異なるのか。その報道が砂漠化問題の実態を人々に十分に伝えたのか。ここでは、
内モンゴル日報および人民日報の砂漠化問題に関する記事の内容分析を行った。
内容分析の概要
（1）分析の対象
「内モンゴル日報」

（モンゴル語）
、
「人民日報」1990 年 1 月 1 日～ 2005 年 12 月 31 日発行
分
（2）分析項目
①基礎項目：掲載年、掲載月、掲載面、写真内容
②当該事項に関する内容：記事内容、砂漠化の原因、登場人物
なお、内モンゴルの砂漠化問題に関する報道の最近の動向を明らかにするために、2006
年以降の内モンゴル日報と人民日報の砂漠化問題に関連する記事の内容分析も行った。

３．内モンゴルの砂漠化問題
1980 年代以降、内モンゴルでは草原の砂漠化が急速に進み、2008 年までに草原面積の
59% が砂漠化した４。牧畜民は、砂漠化によって生活の基盤を失い、放牧という生活様式の
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変化を余儀なくされている。また、
「禁牧」や牧畜民と家畜を強制的に移住させる「生態移民」５
などの砂漠化を防止するための環境政策によって、牧畜民は草原から離され、民族の伝統文
化が失われつつある。このように、牧畜民は砂漠化と、砂漠化を防止するための環境政策に
よる二重被害を受けている。
内モンゴルの砂漠化の原因には、人口増加、過開墾、伐採、乱開発、地球温暖化、過放牧、
定住化などが挙げられる。また、中国の地方政府の官僚の腐敗の問題もある。このような砂
漠化の原因や環境政策に関して、国内外の研究者の意見が対立している。
中国国内では、過放牧が砂漠化の主要要因であると見なす研究者が多く、当局の環境政策
もその殆どが放牧を禁止・制限することに向けられている６。
しかし、モンゴル族の研究者、特に海外にいるモンゴル族の研究者によると、過放牧が砂
漠化の主要要因ではなく、漢民族の移住による人口の増加やそれに伴う過開墾によって牧草
環境政策についても、
地が縮小したことが「過放牧」を招いたとの見方が有力である７。また、
モンゴル人研究者は移住による新たな砂漠化や牧畜民の生活への配慮の不十分さ、失業など
のさまざまな問題点を指摘している８。このように、内モンゴルの砂漠化問題は民族や文化
の問題、資源エネルギー問題、グローバル経済の問題などさまざまな問題が絡み合い、複雑
で重層的な問題である。
内モンゴルの砂漠化問題がこのようなさまざまな要因を含めた複雑な問題であるがゆえ
に、その解決も決して容易ではない。そのなかで、先住民となる牧畜民の利益を守り、生活
に十分配慮した環境政策を打ち出すことが問題解決の糸口となろう。そのなか、新聞などの
マス・メディアの報道が問題の解決に重要な影響を及ぼすものである。

４．内モンゴル日報に見る砂漠化問題に関する報道
4-1

1990 年～ 2006 年までの砂漠化問題に関する報道

ここでは、内モンゴル日報の砂漠化問題に関する報道の詳細を分析する。内モンゴル日報
の砂漠化問題に関する記事を掲載年別にみると、1999 年から 2001 年までの掲載記事数が明
らかに多くなっていることが分かる（図 4-1 参照）
。この結果から、内モンゴルの首都フフ
ホトで 1999 年から砂嵐の発生頻度が増加したことに伴い、砂漠化問題に関する新聞の記事
数も増えていることが考えられる。
また、掲載月別に比較してみると、砂嵐の多い時期の 4 月、5 月、6 月に記事数も多いこ
とが判明した（図 4-2 参照）
。一方で、砂嵐の少ない時期は掲載記事数も少ないことが明ら
かである。図 4-1 と図 4-2 の結果から、内モンゴル日報の砂漠化問題に関する記事数は、砂
嵐の発生と連動して記事量が増減していることが推測できる。
内モンゴル日報の砂漠化問題に関する記事は、
日曜版も含んで一面記事が全体の 29.9％（56
件）を占めている。一面記事の中にも、一面全面を使って報道した記事が多いことが分かっ
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た。また、掲載面別にみると「日曜版」が最も多く、全体の 35.3％（66 件）を占めている。
次いで、「第 2 総合」が 26.7％（50 件）を占め、
「第 1 総合」が 25.7％（48 件）を占めてい
る（図 4-3 参照）
。内モンゴル日報の日曜版は平日版と違って、最も人気のある版である。
日曜版での記事数が一番多いことと、日曜版の一面全体を使っている記事が多いことから、
同新聞が砂漠化問題を最も重要な議題として位置付けて報道していることが伺える。
記事内容の分析では、
「緑化の成果」が最も多く、30.5％（57 件）を占めることが分かる。
次いで、「砂漠化の現状」が 29.4％（55 件）を占め、
「黄砂の状況」
（22.5％、42 件）
、
「沙漠
化対策」（18.2％、34 件）
、
「砂漠化の原因」
（13.4％、25 件）と続いている（図 4-4 参照）
。
一方で、写真の掲載は全体の 32.6％（61 件）であった。これらの写真の内容には、
「砂漠化
現状」の写真が最も多く、50.8％（31 件）を占める。次いで、
「緑化現状」が 26.2％（16 件）
、
「緑化活動」と「黄砂（砂塵暴）
」がともに 11.5％（7 件）を占めている（図 4-5 参照）
。
この結果から、砂漠化問題に関する記事の内容は植林緑化のアピールや緑化活動の宣伝報
道に重きを置いているが、その半面、砂漠化の現状を写真という媒体を用いて伝えている傾
向があることが伺える。他方で、住民の被害状況の報道が少ないことから、砂漠化問題に関
するマイナス面の報道を控えていることが考えられる。また、砂漠化の原因に関する報道も
少なく、原因に触れた記事でも簡単に記述するだけで、詳細に解説する記事が少ないことは、
砂漠化問題に関する議論がほとんど行われてないことを意味する。さらに、投資状況や民間
活動の報道も少ないことから、政府や人々の砂漠化問題への取り組みが不十分であることが
伺える。
内モンゴル日報の砂漠化問題に関する記事の砂漠化の原因への言及について分析したとこ
ろ、「言及なし」が圧倒的に多く、62.6％（117 件）を占めることが分かる。他方、砂漠化の
原因について触れた記事では「過開墾」が最も多く、21.4％（40 件）を占めている。次いで、
「過放牧」が 20.3％（38 件）
、
「過伐採」が 19.3％（36 件）を占める。それ以外の原因は少な
く、
「乱開発」は 9.6％（18 件）
、
「人口増加」は 6.4％（12 件）
、
「気候変動」は 5.9％（11 件）
、
「乾燥」は 2.7％（5 件）
、
「地球温暖化」は 1.6％（3 件）
、
「虫害」は 1.1％（2 件）、
「定住化」
は 1.1％（2 件）となっている（図 4-6 参照）
。
砂漠化の原因について、
「言及なし」の記事が多いことから、問題の背景にある根本的な
原因についての言及の不足と砂漠化問題に関する議論の不足が明らかになった。また、砂漠
化の原因について言及した記事の中で、
「過開墾」
、
「過放牧」
、
「過伐採」の 3 点に偏り、そ
れ以外の「原因」の言及が少ないことが判明された。
内モンゴル日報の砂漠化問題に関する記事の「登場人物・機関」について分析したところ、
「登場なし」が最も多く、33.2％（62 件）を占める。登場する人物・機関では「政府」が最
も多く、24.1％（45 件 ） を 占 め る。 次 い で、
「 専 門 家 」 が 20.3 ％（38 件 ）
、
「牧畜民」が
19.8％（37 件）を占めている（表 4-1 参照）
。内モンゴル日報は省・自治区レベルの共産党
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機関紙であるため、政府の活動や関与を意図的に取り上げている傾向があると考えられる。
また、専門家の登場がかなり多いことから、環境問題を報道する際に科学的な分析を付加す
るように努めていることが考えられる。

図 4-1

掲載年別記事数の推移（N=187）

図 4-3 記事の掲載面（N=187）

図 4-5

図 4-2

図 4-4

掲載月別記事数の推移（N=187）

記事内容（N=187 複数選択）

写真内容（N=61）
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表 4-1

図 4-6

4-2

登場人物（複数選択）

砂漠化の原因（N=187 複数選択）

2006 年以降の砂漠化問題に関する報道９

2006 年以降の内モンゴル日報の砂漠化問題に関する報道も、内容分析の時期と同様に砂
漠緑化の成果をアピールする報道が最も多かった。一方で、砂漠化の現状や砂漠化の対策の
報道は減少している。以下は具体的な記事の例をみよう。
前半年度にオルドス市の緑化面積が 143 万畝に達した
（2010 年 8 月 5 日 内モンゴル日報）
 今年、オルドス市の緑化事業に投入した資金は最も高く、事業の進展が最も早い、緑化
の成果も最も良い状況で、国や自治区から受けたすべての事業計画を達成した。7 月半ば
まで、143.445 万畝土地を緑化し、緑化率が去年の同期より 49.42 万畝増えた。そのなかで、
人力で緑化した面積が 108.445 万畝であり、飛行機で緑化した面積が 35 万畝である。
赤峰市の森林面積 33.58％を達した（2010 年 8 月 3 日 内モンゴル日報）
 赤峰市は長年にわたり、生態建設や植林事業に多くの資金を投入し、緑化に力を入れ、
巨大プロジェクトを行うなどのさまざまな有効な対策を実施してきたため、森林面積が毎
年増加し、全国の中水準を超えて森林事業の市を建設する堅固な基礎を築いた。
 統計による（中国の新聞記事のほとんどがその統計が何の統計であるかを明記していな
い）と、2009 年末まで、赤峰市の植林に使用する土地面積は 4.249.078 ヘクタール、森林
面積は 2.845.360 ヘクタール、植林緑化の面積が 33.58％に達した。植林に利用する土地面
積のなかで森林面積が 1.350.065 ヘクタールに達し、これは森林に利用する全面積の
31.78％を占める。森林の総面積のなかで、人工植林の面積が 1.465.741 ヘクタールを占め、
自然森林の面積が 1.379.619 ヘクタールを占める。
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以上に挙げた事例のような植林緑化の成果をアピールする報道は、砂漠化が深刻化した
1990 年代から多く見られる。しかし、現実は必ずしも報道のような楽観的なものではなく、
砂漠化は深刻さを増すばかりであった。この点で、2006 年以降の報道もそれ以前と大差は
ないといえる。
しかし、最近の報道では砂漠化の原因に関するさまざまな意見や砂漠化を防止するための
対策を実施する過程での地方政府の不正、対策の問題点などを批判する報道も回数さえ少な
いが見えるようになった。例えば、
「砂漠化の本当の原因」
（2009 年 4 月 28 日）という記事
では、内モンゴルの砂漠化を研究するモンゴル族研究者のインタビューを掲載した。その中
で、研究者は「砂漠化の本当の原因は遊牧産業が農耕産業に代えられたことである。それ以
外、過伐採と地下資源の乱開発による」と従来の政府の「過放牧」という見解と異なる意見
を述べている。また、
「畜舎に入れるのは罰するためか」
（2010 年 3 月 19 日）という報道では、
「休牧」政策を実施する過程での地方政府が権利を乱用し、休牧に違犯した住民に対して勝
手な罰金を課している状況を批判的に報道している。
とはいえ、従来の報道と同様に政策の宣伝報道も多く見られる。例えば、
「赤峰市の生態
牧畜産業で農牧民の生活が豊富になった」
（2010 年 6 月 23 日）という記事では、地方政府
が草原と家畜の調和を重視し、
休牧や牧草地の建設などの政策を実施して草原を回復させた。
その上、牧畜民は伝統的な放牧を廃棄し、食肉用の質の良い羊や牛に改良したため、収益が
増加し、生活のレベルが改善したと報道している。また、
「牧畜民のスチンバヤル氏が良い
農民になった」
（2010 年 1 月 12 日）という記事は、従来牧畜業を営んでいたスチンバヤル
氏が政府の「生態移民」政策に従い、移住して農業を始めてから、収益が大幅に増えたとい
う内容であった。
このように、内モンゴル日報の砂漠化問題に関する報道は、依然として砂漠緑化の成果の
アピールや政策の宣伝報道が主流となっているものの、
過放牧一辺倒からの変化もみられる。

５．人民日報に見る内モンゴルの砂漠化問題に関する報道
5-1

1990 年～ 2006 年までの砂漠化問題に関する報道

人民日報の砂漠化問題に関する記事の掲載年をみると、2000 年から 2003 年までの 4 年間
は記事件数が多く、
2000 年以前と 2003 年以降は明らかに少ないことが分かる（図 5-1 参照）。
2000 年から 2003 年にかけて砂嵐の発生頻度が多く、かつ北京に被害を及ぼしたことが、新
聞記事数の増加の原因と考えられる。一方で、2004 年以降は砂嵐の発生頻度が減少し、被
害もそれほど大きくなかったため、新聞記事数も減っていると考えられる。
掲載月別に集計してみると、4 月の掲載件数が最も多く、28 件となっている。次いで、3
月は 26 件、6 月は 25 件である。全体を通して見ると、3 月から 6 月までの掲載件数は明ら
かに多いことが判明された（図 5-2 参照）
。砂嵐が多い月ほど掲載記事も多くなり、砂嵐が
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少ない月ほど掲載件数が少ないことから、砂嵐の状況と記事量が比例しているといえる。
人民日報の砂漠化問題に関する報道は一面記事が全体の 13.1％（21 件）を占めている。
他方、一面以外の記事は 86.9％（139 件）を占めている。掲載面を集計した結果、
「政治面」
が最も多く、全体の 21.9％（35 件）を占めている。次いで、
「教育面」が 20.0％（32 件）
、
「第
2 総合」が 16.3％（26 件）
、
「第 1 総合」が 13.1％（21 件）
、
「環境」が 10.6％（17 件）と続
く（図 5-3 参照）
。この結果から、砂漠化問題は政治・政策に関わる重大な課題として扱わ
れていると考えられる。また、
「教育面」の掲載も多いことから、環境問題に関する教育を
重視している点も伺える。
人民日報の砂漠化問題に関する記事の内容について分析したところ、
「沙漠化の対策」が
圧倒的に多く、全体の 40.6％（65 件）を占める。次いで、
「緑化の現状」が 28.8％（46 件）
、
「黄砂状況」が 25.0％（40 件）
、
「砂漠化の現状」が 16.9％（27 件）を占める。その他、
「被
害状況」が 5.6％（9 件）
「砂漠化の原因」が 5.0％（8 件）
、
「民間活動」が 3.1％（5 件）となっ
、
た（図 5-4 参照）
。写真の内容は、
「砂漠化現状」が最も多く、全体の 36.1％（13 件）を占め
る。それ以外の写真の内容は、
「人物」が 19.4％（7 件）であり、
「黄砂」
、
「緑化現状」
、
「緑
化活動」がともに 16.7％（6 件）となっている（図 5-5 参照）
。
この結果から、人民日報の砂漠化問題に関する報道は砂漠化の対策といった環境政策の報
道に重きを置いていることが明らかである。また、緑化の現状の報道もかなり多く、植林緑
化の成果をアピールすることも重視されていると考えられる。他方で、砂漠化の原因や被害
状況の報道が少ないことから、砂漠化問題の原因に関する言及と議論の不足や住民の視点に
立って被害状況を伝える報道姿勢の欠如が伺える。一方で、写真の内容は砂漠化の現状を伝
えることに重点を置いている傾向があることが分かる。
人民日報の砂漠化問題に関する報道記事のうち、砂漠化の原因についての言及の有無をみ
てみると、「言及なし」の記事が 67.5％（108 件）を占める。他方、
「原因」について言及の
ある記事では、
「過放牧」が 23.8％（38 件）で最も多く、次いで、
「過開墾」が 20.6％（33 件）
、
「過伐採」が 15.6％（25 件）を占めている（図 5-6 参照）
。
「言及なし」の記事が全体の 7 割近くを占めていることから、人民日報における内モンゴ
ルの砂漠化に関する報道では、砂漠化の原因への言及が不十分であることが伺える。また、
砂漠化の原因については、
「過放牧」
、
「過開墾」
、
「過伐採」という 3 点に偏っていることが
判明された。
人民日報の砂漠化問題に関する記事の登場人物をみると、
「専門家」が最も多く 39.4％（63
件）を占めている。続いて、
「政府」が 25.0％（40 件）
、
「林業局」が 21.3％（34 件）を占め
る（表 5-1 参照）
。
「専門家」の登場が最も多いことから、砂漠化を報道する際、科学的解説
や対策の妥当性を重視していることが考えられる。なお、
専門家は情報源やオピニオン・リー
ダーとしての役割を果たしていることも考えられる。
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図 5-1

掲載年別記事件数の推移（N=160）

図 5-3

図 5-4

図 5-2

掲載月別記事件数の推移（N=160）

掲載面（N=160）

記事内容（N=160 複数選択）
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図 5-5

写真の内容（N=36）

表 5-1

図 5-6

5-2

登場人物（複数選択）

砂漠化の原因（N=160 複数選択）

2006 年以降の砂漠化問題に関する報道

2006 年以降の人民日報の砂漠化問題に関する報道をみると、砂漠化の現状についての報
道が減少し、砂漠化対策と砂漠緑化の報道に重きを置いている。2006 年以降は内モンゴル
の砂漠化問題に関する記事は少なかった。以下は、人民日報の砂漠化問題に関する報道の具
体的な例である。
内モンゴルの草原退化と砂漠化面積が 7 億畝から 5 億畝に減少（2009 年 12 月 7 日 人民日報）
記者が内モンゴル自治区政府から入手した情報によると、中国政府は草原保護の重点プロ
ジェクトを実施以来、合計 65.2 億元（約 978 億円）を草原保護のために投入し、内モンゴ
ルの草原の砂漠化面積を 7 億畝から 5 億畝に減少させた。
内モンゴルは 13 億畝の草原を保有し、
その草原面積は全国 1 位となる。前世紀 90 年代末、
連年の干ばつや過放牧、草原建設と保護のための資金の不足などの原因により、内モンゴル
の草原が退化し、砂漠化が深刻化した。2000 年以来、政府は北京への砂嵐の発生源の緑化
と退牧還草（放牧を禁止し、草原を回復させる）プロジェクトを実施し、合計 65.2 億元の
資金を投入して内モンゴルの草原を保護した。
現在、内モンゴルでの草原建設の総規模は 745.798 万畝、禁牧休牧面積は 7.23 億畝、輪牧
面積は 828.623 万畝に達し、
その範囲は 1,000 万人の農牧民と 6,000 万頭以上の家畜に及んだ。
内モンゴル（政府）は、科学的計画に沿って有効に保護し、建設を加速させ、持続的に利
用する方針で草原生態を回復させ、生産と生活の関係を調整し、2010 年までに自治区の草
原の緑化面積を 42％まで拡大することを達成し、2015 年までには 48％を達成して草原生態

─ 34 ─

内モンゴルの砂漠化問題に関する中国の新聞報道

の初歩的な回復を基本的に実現する。
人民日報における上記のような砂漠緑化の成績をアピールする報道は、内モンゴル日報と
同様に、砂漠化が深刻化した 1990 年代初期から頻繁に見られるものである。砂漠緑化や政
府の成績のアピール、砂漠化防止政策の宣伝などは人民日報の砂漠化問題に関する報道の主
流となってきた。
しかし、2008 年頃以前の砂漠緑化に関する報道とそれ以降の報道に多少の差異が見られ
る。以前は、ひとつの旗や個人の砂漠緑化の成績という比較的な小さい範囲のデータを用い
て緑化をアピールする報道が多かったが、最近はその範囲が広がり、全国や自治区、盟、市
の規模のデータを用いて緑化の成績を報道している。この点から、砂漠化の防止にある程度
の成果が見られると考えられる。
また、砂漠化を防止するための政策や環境政策に関する報道も頻繁にみられるが、その報
道は成功例のみを取り上げ、
政策の欠点や問題点などがほとんど報道されていない。例えば、
「フルンボイル市は 5 つの措置をとって草原の生態を保護」
（2010 年 7 月 30 日）という記事
では、「退牧還草」政策や人工植草、家畜頭数の制限、草原建設、資金投入などの対策で草
原の回復を図っていると政策の効果をアピールした報道を行い、政策の問題点などにまった
く触れなかった。その上、砂漠化地域の住民生活の状況においても、成功例のみが報道され、
失敗例はほとんど報道されなかった。
このように、人民日報の砂漠化問題に関する報道は、政府に都合のよいニュースだけが報
道され、都合の悪いニュースは報道されていない傾向にあることが明らかである。

６．おわりに
内モンゴルの砂漠化問題に関する新聞記事の内容分析の結果から分かるように、内モンゴ
ル日報と人民日報の報道は砂漠化問題の進展にかかわらず、砂嵐の増減によって記事数が増
減している。両者とも、砂漠化問題を重視して取り上げている。そのなか、内モンゴル日報
は人気の日曜日版で砂漠化問題に関する記事を多く掲載し、人民日報は政治や教育の面に多
く掲載するなど、それぞれの報道視点が異なる。
記事の内容において、内モンゴル日報は緑化の成果と砂漠化の現状を中心に伝えているの
に対して、人民日報は砂漠化の対策を宣伝することに重点を置いており、両者の報道内容も
それぞれ一方に偏っている。しかし、写真の内容では両者とも砂漠化の現状を多く訴えてい
る。一方で、両者とも砂漠化による被害や住民の生活の状況、環境政策の是非などに関する
報道がほとんどなく、砂漠化問題の実態を十分に伝えなかったことが明らかになった。
内モンゴル日報と人民日報の両者とも、砂漠化の原因について言及しなかった記事が過半
数を占めている。砂漠化の原因に触れた記事でも、
「過放牧」
、
「過開墾」
、
「過伐採」などの
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3 点に偏り、他の諸原因への言及が非常に少なかった。この結果から、新聞機関の砂漠化問
題に対する認識が不十分であり、砂漠化問題に関する放り下げた報道が行われていないこと
が明らかである。また、内モンゴル日報の記事では「過開墾」が他項目よりやや多く、人民
日報は「過放牧」に対する言及が多いなど、新聞の立場によって砂漠化の原因への言及も異
なっていることが判明された。
登場人物において、内モンゴル日報は登場なしが最も多く、次いで、
「政府」
、
「専門家」
、
「牧
畜民」の順となっており、人民日報は「専門家」が最も多く、続いて、
「政府」
、
「林業局」
となっている。このように、
両者とも専門家の分析と政府の参加に報道の重点を置いている。
また、2006 年以降の砂漠化問題に関する報道は、砂漠化の原因についてのさまざまな意
見や地方政府の不正、砂漠化対策の問題点などを批判する報道も散見されるようになった点
では変化の兆しがあるものの、砂漠緑化の成果をアピールし、砂漠化対策を宣伝する報道が
最も多く、従来の報道姿勢に根本的な変化がないといえる。
上記のように、内モンゴルの砂漠化問題に対する内モンゴル日報と人民日報の報道は、植
林緑化の成果や砂漠化対策の宣伝といった一方に偏り、砂漠化問題の実態を十分に報道して
いないことが明確である。言い換えると、人々はメディアを通して砂漠化問題の実態を知る
ことができていないと考えられる。
中国『憲法』の第 22 条で、国家は人々と社会主義に奉仕する新聞、出版、放送事業の発
展を促進すると明記している。つまり、人々と社会主義に奉仕することが中国メディアの基
本方針である。魏永征によれば、中国メディアの人々への奉仕には次の 3 つの内容が含まれ
ている。それは、①マス・メディアは、政治、経済、文化、科学技術、社会や娯楽等の情報
を伝達し、人々の多方面かつ多階層の需要を満たすべきである。②マス・メディアは、さま
ざまな方法で人々の意見、願望と要求を反映するべきである。③マス・メディアは、社会に
起きているさまざまな出来事や人々の現代社会を建設するための業績、成績と経験、人々の
中に現れた傑出した人物、人々の生活の中のさまざまな事件等を報道するべきである、と指
摘している 10。
環境問題、特に砂漠化問題のような広範囲に及ぶ環境問題の解決には、政府や地域住民の
取り組みのみで不十分であり、より多くの人々がその環境問題の実態を知り、それを解決す
るための取り組みに参加することが求められる。しかし、内モンゴル日報と人民日報の報道
からは人々が砂漠化問題の実態を知ることが困難である。
内モンゴル日報と人民日報の砂漠化問題に関する報道は、植林緑化の成果と砂漠化対策に
関して多く報道している点で、上記の「業績、成績と経験、人々の中に現れた傑出した人物」
を取り上げる責任は果たしているといえる。しかし、その一方に偏った報道が人々の多方面
かつ多階層の需要を満たしているといえないし、人々の意見、願望と要求を十分に反映して
いないことが明らかである。したがって、内モンゴルの砂漠化問題に関する報道において内
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モンゴル日報と人民日報は、人々に奉仕する責任を十分に果たしているといえないだろう。
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Chinese newspaper report for the issue of
desertification of Inner Mongolia
BING, Jun
The point
After reform and opening up, the Chinese media organization performed much reform
to group a publication and the newspaper publisher of the advertisement, and the news
regulation of the media was relaxed to uniformity degree according to it. On the other
hand, desertification suddenly spreads backed by the excessive cleaning or revolt
development of the grassy plain in China, Inner Mongolia. By the way, how did Renmin
Ribao which was Inner Mongolia daily report and the national newspaper which were the
local media concerned report it for a desertification problem? In this report, I inspect the
news of the Chinese newspaper for the issue of desertification of Inner Mongolia and
consider the problems.
Keyword
Inner Mongolia, desertification, a newspaper, the news, content analysis
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