
  はじめに

中国では最近，インターネットの世界の中でも
さらに“ニューメディア”の部類に入る「ツイッター」

（Twitter）や「ミニブログ」（Microblogging）の
影響力が注目を集めている。ツイッターは，個々
のユーザーが「ツイート」（Tweet）と呼ばれる140
文字以内の短文を投稿し，他の人がこれを閲覧
したり，引用する形で再投稿したりできるサービ
スである。また「ミニブログ」は同様のサービス
の総称として使われる。中国ではツイッター（中
国語で「推特」）自体はユーチューブなどと同様，
公式には利用が禁止され，10万人程度といわれ
る一部ユーザーが非合法の状態で利用している
が，一般のミニブログ（中国語で「微博」）は政
府公認で，ユーザーは既に1億2,500万人に達し
ている1）。

2010年10月に民主活動家の劉暁波氏がノー
ベル平和賞を受賞した事実は，中国政府の指
示によって国内のメディアが“黙殺”，新華社が
配信した中国外務省スポークスマンの反論談話
のみ小さく報じられるという形となった。ところ
がツイッター上では，受賞の情報はすばやく伝
達され，口コミと合わせて多くの人が劉暁波氏
のノーベル賞受賞を知ることになった。

ツイッターは，当局の禁止措置を潜り抜けるソ
フトなどの利用方法を知っている知識階級の人々

に利用が限られるが，ツイッターで最初に発信さ
れた情報がミニブログやその他のネット上に転送
されて広がるケースも多い。このため当局が目を
光らせているような「政治的に敏感な情報」の発
信地として，ツイッターへの関心が高まっている。

ツイッターに投稿する人についてはツイーター
という呼称があるが，このツイーターの中で読
者の多さなどから選考している「影響力ランキ
ング」2）において，北京オリンピックのメインス
タジアム「鳥の巣」を手がけたデザイナーで民
主活動家の艾

がい

未
み み

未氏と共に，中国で常時5位
以内につけているのが，本稿で紹介する安替

（Michael Anti）氏（写真1）である。彼の本名
は趙静だが，既成秩序への反抗意識から，英
語の“アンチ”をペンネームとしている。安替氏
は2010年10月，国際交流基金の招請で初来日
し，およそ2か月間，北海道など日本の各地を

写真 1　安替（Michael Anti）氏
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訪れると共に，メディア関係者らと交流を深め
た。本稿では，筆者が安替氏の日本滞在中に
実施したヒアリングなどをもとに，ツイッターや
ブログが成長する環境の中で，安替氏が指摘
するメディアの現状と諸課題について，「中国メ
ディア」と「日本メディアの対外発信」それに「日
本メディアの中国報道」の3点を中心に紹介し，
考察する。全体構成は以下の通りである。

1. 中国のツイッター事情
1-1 ツイッターの概要
1-2 中国におけるツイッター概況
1-3 ツイッターを利用した「抗議」行動
1-4 ツイッターによる「政治対話」

2. 安替氏のメディア評価
2-1 安替氏の略歴
2-2 ツイッターなどの中国メディアの現状
2-3 日本メディアの対外発信
2-4 日本メディアの中国報道

おわりに
　

  1. 中国のツイッター事情

1-1  ツイッターの概要　
ツイッターはもともと「さえずり」や「無駄話」

といった意味で，2006年にアメリカのジャック・
ドーシー（Jack Dorsey）氏ら3人が，どこにい
てもインターネットで自分の状況を知人に知らせ
たり，逆に知人の状況を把握できたりするサー
ビスとして始めた。これはアメリカのFacebook
や，日本のミクシィ，グリーなどに代表される
コミュニティ型会員制サービスのSNS（Social 
Networking Service）とも似ている。しかしツ
イッターの場合は，友人との情報交換だけでな
く，その即時性・簡便性・伝達力の強さから，
ニュース・情報の伝達手段としての機能が注目
されるようになった。特に2009年のイラン大統

領選挙の際は，アフマディネジャド大統領の再
選という選挙結果に対し不正があったとする抗
議活動が行われるにあたって，参加者たちがイ
ラン当局の規制から漏れた数少ない通信手段
としてこのツイッターを利用し，連絡を取り合っ
ていたことが知られている。そこでTwitter社
も2009年11月，キャッチフレーズをそれまで
の「What are you doing?」（今，何してる？）か
ら「What's happening？」（今，何が起きてる？）
に切り替えた。ツイッターは2010年9月現在，
世界中で1億7,500万人の登録ユーザーがいて，
ツイートと呼ばれる書き込みは1日9,500万件に
上っている3）。

1-2  中国におけるツイッター概況
ツイッターがまだあまり知られていないうち

は，中国でもツイッターは禁止されていなかっ
た。2009年2月に中国中央テレビ（CCTV）の
新社屋に付設する44階建てのホテルで大火事
が起きた際は，既存の政府系メディアに先んじ
て市民がツイッター上で火事の様子を発信した。
また同年6月，湖北省石首市のホテルで，一市
民が奇妙な死に方をしたのに警察が自殺と発表
したことから，地元民による大規模な抗議行動
に発展した「石首事件」でも，ツイッターによる
市民の情報発信が，問題を全国レベルの関心
事に引き上げた。さらに同年7月に新疆ウイグル
自治区で漢族とウイグル族の民族対立を背景に
起きた暴動でも，同様にツイッターの情報は新
華社を凌駕するスピードで，事件を世界中に伝
えた。こうしたツイッターの影響力を感じ取った
中国政府当局は同年，GFW（Great Firewall）
と呼ばれる，海外サイトを遮断する技術を使っ
て，ツイッターをFacebookなどと共に“封鎖”，
中国の市民が直接サイトにアクセスできないよ
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うにした。このため，当局の情報封鎖を打ち破
る工夫をしてまでツイッターにアクセスする人は，
現在は一部の知識階層に限られている。

1-3  ツイッターを利用した「抗議」行動
ツイッターの役割は，ニュースの伝達という

側面にとどまらない。ツイッターを活用した，
市民の当局に対する事実上の「抗議」行動も頻
発しており，以下に具体例を紹介する。
① アモイのネットユーザー救済活動

2009年7月，福建省アモイ市に住む郭宝峰氏
が，汚職を摘発するビデオをインターネットに流し
たところ，彼は，居住地ではない福建省馬尾の
警察署に逮捕された。その際郭氏は，警察の隙
を見て携帯電話からツイッターに，「I have been 
arrested by Mawei police, SOS」（馬尾の警察
に逮捕された，助けてくれ！）と書いた文章を送
信した。この情報が国内外のメディアで広く報
道されると，ネットユーザーの間から，「郭宝峰，
君の母さんが，ご飯が出来たから帰って来いと
呼んでいるよ」と書いたハガキを留置場あてに送
る提案が出された。全国から大量のハガキが馬
尾の留置場に届き，ネットユーザーたちの圧力を
受けた警察は，2週間後に郭氏を釈放した。
② NGO 活動家救済のための募金活動

2009年7月，NGO「公盟法律研究センター」
の創始者である法律家の許志永氏が，「脱税」
を理由に当局から拘束された。税務当局の算
定した罰金額は142万元（約1,700万円）だった
ことから，ツイッターを使って2週間の緊急募
金活動が行われ，同額の募金に成功，これを
受けて許氏は約1か月後に釈放された。
③ 広東省のごみ焼却場建設反対デモ活動

2009年11月，広東省広州市番禺区で，ごみ
焼却場の建設に反対する住民1,000人以上が

広州市政府の建物前に集まり，スローガンを叫
んだり座り込みをしたりして抗議の意思表示を
した。この際，ツイッターや携帯電話，ネット
などの手段で住民の動員が行われた。当局は
12月に建設工事の停止を表明した。
④ 芸術村強制立ち退きへの抗議デモ

2010年2月，北京市正陽地区にある芸術村
が，再開発事業に伴って強制的な立ち退きを余
儀なくされたことに対し，デザイナーで民主活
動家の艾未未氏を中心に芸術家数人が北京市
のメイン通りの長安街で抗議デモを決行，この
様子を艾氏らはカメラで写しツイッターに送信，
デモの「現場中継」を行った。

1-4  ツイッターによる「政治対話」
これまでツイッターによるニュース・情報の発

信と，ツイッターを利用した政府への「抗議」
活動について見てきた。しかし，ツイッターはこ
れにとどまらず，さらに中国政府を強く刺激す
る領域にまで進出してきている。

それは，中国のツイッターユーザーと，チベッ
トの宗教指導者ダライ・ラマ14世の間での「政
治対話」である。

チベットは1951年に人民解放軍が進駐し中
国領とされたが，ダライ・ラマを指導者と仰ぐチ

写真 2
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ベットの人々は中国共産党の支配に不満を強め，
1959年に大規模な民衆蜂起が起きた。蜂起が
武力で鎮圧される中，ダライ・ラマはインドに亡
命したが，中国政府はその後ほぼ一貫してダライ・
ラマとインドにあるチベット亡命政府を「分裂主
義者」などと非難し続けた。ダライ・ラマに関する
報道は中国国内では厳しく統制されているため，
中国の一般市民がダライ・ラマの思想や立場につ
いて触れる機会はこれまで全くなかったといえる。

ところがダライ・ラマが開設した中国語のツ
イッターのアカウント「DalaiLamaCN」には多く
の中国人が「フォロワー」となってその発言を見
に行っているうえ，一部のユーザーはダライ・ラ
マに質問したり意見を述べたりしている。例え
ば2011年1月4日には，ダライ・ラマに対して中
国の人権派弁護士として知られる滕彪氏が，「漢
族とチベット族の人々の交流，そして知識人同
士の交流と相互理解が，チベット問題の平和的
解決にとても重要だと思いますが，あなたはこう
した交流と相互理解の促進を望みますか？」な
どと質問をして，ダライ・ラマが答えている。

このように，中国のツイッターユーザーは，中
国政府の許可を得ることなく，中国政府が「分
裂主義者」と非難しているダライ・ラマとの一
種の「政治対話」を行っているのである。ツイッ
ターは中国のメディアの中では極めて特殊で先
鋭的な役割も果たしているといえるだろう。

  2.安替氏のメディア評価

2-1  安替氏の略歴
安替氏は1975年に南京で生まれ，現在35歳。

南京師範大学を卒業後，ホテル従業員やコン
ピュータープログラマーなどを経験，その後ネット
上に書いた文章の筆力を買われて2001年に日刊

経済紙「華夏時報」の記者となった。2003年に
はリベラル色の強い新聞「21世紀環球報道」の
記者としてイラク戦争を取材，さらにニューヨーク・
タイムズ中国総局のリサーチャーも務めた。2007
年にはケンブリッジ大学とハーバード大学に留学，
帰国後は広東省のリベラル派地方紙「南方都市
報」などのコラムニストとして活躍している。

2-2  ツイッターなどの中国メディアの現状
筆者は，中国でツイッターやミニブログが普

及する中で，従来「党の喉と舌」と位置づけら
れていた中国のメディア状況が，一層変わりつ
つあるとの印象を持っていた。そこでこうした中
国メディアの現状と，それに対して日本のメディ
アがどう対応しているかを含め，安替氏の見方
を聞くことにした。安替氏の講演会の場を含め，
計4回実施したヒアリングの内容を以下にまとめ
る。まずは中国メディアの現状についてである。
―まずツイッターについての安替さんの評価を

お聞きします。

安替氏：ツイッターは，「中国の歴史上初めて，
100％の言論の自由を獲得したメディア」です。
ユーザー数はそれほど多くないですが，ツイッ
ターは，それだけで自己完結しているわけでは
なく，ミニブログなどともリンクしています。例え
ばネット上で良い文章を見つけた際に，ツイッター
で紹介・推薦するといったこともできます。ツイッ
ターは，他のメディアとリンクする窓口の機能を
持っていることが重要です。
―ツイッターにはかなり尖鋭的な情報や言論も

見られるわけですが，ツイッターをはじめとする

インターネットが，今後中国を民主化に導いて

いく可能性はありますか？

安替氏：民主化というのは政治体制の変化で
あって，具体的には「選挙」と「法治」を意味
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します。中国でネットが普及し始めて既に 12 年
経ちますが，選挙が行われていないばかりか，
法治に関してはむしろ悪化したくらいです。した
がって，ネットが中国の民主化に直結するとはい
えませんが，ネットは人々の思考様式を変えるこ
とができます。情報化が進んだ現在，中国政府
が安定を維持するためのコストは増大していて，
政府は新しい合法性を必要としています。こうし
た中で中国共産党が自ら変わっていく可能性は
ありますが，そのロードマップは明らかではなく，
結局ネットが民主化に対してできる貢献は，あく
までも間接的なものにとどまると思います。
―中国メディア全体の話になりますが，先に温

家宝首相が CNN のインタビューで政治改革の

問題などに言及した際，中国国内のメディアは

その内容を報道しませんでした。首相の言論ま

で「封殺」されてしまうわけですか？

安替氏：100％封殺されたというわけでもありま
せん。南京の日刊紙「現代快報」や，広東省
の週刊新聞の「時代週報」などは報じていまし
た。政治改革に関しては，10 月の中国共産党
中央委員会に合わせて複数のメディアが改革を
呼びかける社説を掲載しています。メディアは
多様化してきているのです。
―最近の中国メディアはますます「商業化」が

進んでいる印象で，低俗化という批判もありま

すが，そのことについてはどうお考えですか？

安替氏：商業化は当然，良いことです。商業化
が進めば，必ず読者・視聴者へのサービスが
必要になります。扇動的な傾向が出てくるのは，
民主国家では避けられません。日本・アメリカ・
台湾・香港など，みな同じです。
―香港や台湾のメディアが中国にとって持つ意

味はどのようなものでしょうか？

安替氏：香港は「一国両制」の制度の下で言論

の自由があり，自由な情報の発信地としての機能
は大きく，今後もその機能を持ち続けると思いま
す。特に英字紙の「サウスチャイナ・モーニング・
ポスト」や中国語の新聞の「りんご日報」，「明報」
などは良いですね。しかし香港だけでなく，中国
本土でも広州の「南方都市報」など南方グルー
プや，北京の「財経」，「財新」，「新京報」など，
レベルが上がってきていて，今，香港・広州・北
京が中国メディアの「三つの中心」と言われてい
ます。一方の台湾は残念なことに，調査報道が
なく，政治の二極対立を背景に各メディアは罵り
あいに終始しています。「公共テレビ」はまともで
すが，規模が小さすぎます。我 は々台湾メディア
のまねをしてはいけません。

2-3  日本メディアの対外発信
安替氏はニューヨーク・タイムズ中国総局のリ

サーチャーを務めるなど，中国ではかなりの「国
際派」である。ところがその安替氏でも，これま
での中国における日本報道に接する中で，日本
への偏った見方を持っていたことが分かった。
―日本に来られる前と，来られてからの日本へ

の印象は変わりましたか？

安替氏：最大の違いは，中国国内にいたときは，
日本の軍国主義復活があると思っていたことで
す。中国で見る日本の「右翼」に関する報道に
憂慮の念を持っていました。ところが日本に来
てみたら，現実は全く違っていました。私は釣
魚島（尖閣諸島の中国語表記）の漁船衝突事
件が原因で，東京で起きた反中国デモも見に行
きました。しかしこうした「右派」の人たちは，
アメリカの“茶会党”のような「conservative」（保
守）と同じで，民主国家における標準的な右
派だと思います。軍国主義を「保守＋帝国主義」
と定義した場合，日本の右派は軍国主義者で
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はありません。また日本の右派は主流派でなく，
その勢力は弱いです。一般の日本人と話すと平
和主義が基調で，かつての軍国主義の遺伝子
というのは，もう残っていないように思います。

では，どうしてこういう誤解が起きるのかと
いうと，中国共産党による歴史教育の中で，日
本の戦後がすっぽり抜け落ちていることがあり
ます。今の中国人にとって，日本の歴史は1945
年で終わっているのです。

その一方で，日本の政府とメディアにも責任
の一端があると思います。政府について言うと，
北京のアメリカ大使館は中国のブロガーなどネッ
トジャーナリストと定期的に懇談会を開いてい
て，私も呼ばれていますが，北京の日本大使館
はそうした活動はしていません。

次に日本メディアの問題です。中国のネット
ジャーナリストの多くは，日本語の読み書きがで
きないので，尖閣諸島の漁船衝突事件のような
日中間の重大ニュースが起きた際は，中国メディ
ア以外に日本メディアの中国語サイトを探して情
報収集に当たります。ところが日本の主要メディ
アのうち中国語サイトでニュースを発信している
のは，今のところ共同通信社の「共同網」だけ
です。しかも共同網は「唯一の情報窓口」です
から，重大ニュースが発生すると共同網へのアク
セスが殺到して，しばしばサーバーがダウンし，
結局ニュースにたどり着けないことがあります。
―日本メディアはどう改善すべきとお考えです

か？

安替氏：「韓国に学ぶべき」だと思います。韓
国では，「中央日報」，「朝鮮日報」，「聯合通信」
など主要メディアがそろって中国語サイトを持っ
ていて，ニュースを中国語に訳して発信していま
す。例えば 2010 年 3 月に韓国の哨戒艦が沈没
した事件や，同年 11 月に韓国の延坪島を北朝

鮮が砲撃した事件の際，中国のネットジャーナリ
ストたちは韓国メディアのサイトで情報を探すた
め，事件への見方が韓国寄りになります。実際
延坪島の砲撃に関しては，中国政府が一貫して
中立的立場で動いているのに対し，中国のネッ
ト上はほぼ韓国支持一色です。韓国メディアは，
中国の世論を味方につけることに成功したわけ
です。

2-4  日本メディアの中国報道
安替氏が対外発信の問題にも増して日本メ

ディアに批判の目を向けたのは，その中国報道
である。筆者はインタビューの中で，

・尖閣諸島漁船衝突事件
・劉暁波氏のノーベル平和賞受賞
・ 上海大火災 4）での市民 10 万人による献花

という，2010 年 9 月から11 月にかけて起きた
3 つのニュースについて，日本メディアの報道
に対する評価を聞いたが，劉氏のノーベル平和
賞受賞のニュース報道を「とても良かった」と
一言だけ評したものの，あとの 2 つについては
厳しい採点であった。彼が問題視した 2 つの
ニュース報道について見ていく。

―尖閣諸島の漁船衝突事件は日本でも大きく

取り上げられましたが。

安替氏：かなり問題があったと思います。漁船
の船長が勾留されている間に，中国では一家
団欒の場として旧正月の次に大切な中秋節を迎
えましたが，その直前に船長のおばあさんが亡
くなったのです。中国人の感覚では，せめてお
ばあさんの葬儀のため，中秋節までに船長を
帰国させて欲しいと思うわけですが，日本の司
法当局は勾留を続けました。香港や台湾のメ
ディアはこの「中秋節」の持つ意味について述
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べていましたが，日本のメディアの大部分は触
れていませんでした。
―上海の大火災の次の日曜日にあった，市民

10 万人による献花についてお聞きします。普通

の日本人の感覚では，火災そのものはニュース

でも，献花という追悼行事までニュースになる

のかなと思う人が多いはずですが。

安替氏：「献花」というのは，中国では実際には
「怒り」や「抗議」の意思表明なのです。1976
年に故周恩来首相を追悼する市民が行った献花
は，実際には当時実権を握っていた 4 人組に対
する怒りの表明でした。最近でも，グーグルのオ
フィス前で献花が行われましたが，あれもグーグ
ルを規制する中国の政府当局への怒りの表明で
す。表立って抗議することができないから，献
花という形をとるのです。上海のようなノンポリ
の都市で，10 万人の市民が街頭に出るというの
は，1989 年の天安門事件以来，初めてのことで
す。その背景には，これだけの惨事の責任を現
場の一電気工に押し付け，上海市の指導者が
責任逃れをしたことがあります。しかも火災から
まもなく，警察は火災鎮圧勝利・表彰大会なる
ものを開催したので，市民は「何も反省していな
い」と感じ，怒り心頭となったわけです。
―なるほど。しかしそれでも「献花は追悼だろう」

と思う人はいるでしょう。もっと具体的な「怒り」

の証拠はありませんか？

安替氏：亡くなった方々へのお供え物を見れば分
かります。「魚」と「素鶏」5）と「セブンアップ」が
並べられています。セブンアップは中国語で「七
喜」といいますが，「魚」「素鶏」「七喜」を並べ
て読むと，上海語では「兪書記 6）去死」（兪書記，
くたばれ）となるのです。中国の市民は言論の自由
がない中で，こうやって自らの気持ちを表しています。

上海市の指導者もそのことに気がつかないほ

どおろかではありませんから，献花に人が集ま
ると分かると，兪正声書記と韓正市長はそろっ
て現場に行き，祭壇に献花しました。そして韓
正市長はこの火災に関する政府の責任を認めま
した。上海市民もそれでようやく振り上げたこ
ぶしを下ろしたのです。

安替氏によると，上海の10万人献花につい
ては，AP，ロイター，ニューヨーク・タイムズ，
CNN，IHT（インターナショナル・ヘラルド・ト
リビューン）など欧米の大手メディアはいずれも
ニュースとして取り上げており，特にIHTは一面
の扱いだった。一方，日本のメディアについては，
BS-TBS以外にニュースとして扱った社はなかっ
たという7）。こうした結果が出ることについて安
替氏は，日本のメディアの情報収集の仕方に問
題があると指摘した。

安替氏によると，現在の中国メディアは5つ
の分野に区分されるという。それは，
①  政府系メディア（人民日報等）及び政府が

直接管理している市場メディア（人民日報系
の環球時報等）

②  市場主導型メディア（都市報，雑誌等）
③  市場主導型ニュースサイト（新浪，捜狐，網

易，騰訊等）及びそれらのブログ等
④  ツイッター等独立ドメインのブログ
⑤  ネット上の各種掲示板，論壇
である。安替氏は，このうち政府の視点を代
表するのは①で，主流メディアと呼べるのは②
と③，言論の自由が保障され世論を観察する
のに最良の窓口となりうるのが④，最も偽物の
民族主義がはびこっているのが⑤と説明する。
ところが，欧米のメディアが②，③，④に注目
するのに対し，日本のメディアは往々にして①
と⑤から情報収集しようとするという。確かに
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⑤の論壇では日本をあしざまに罵るナショナリ
ズムの言論が目立つのだが，安替氏によれば，
⑤には当局の検閲が常時入っており，民主化や
自由化の主張は削除されてしまう他，「五毛党」
といって，文章 1 本につき 0.5 元（約 7 円）を
政府からもらって政府支持の文章を書き込む，
いわゆる「サクラ」までいるという。

上海での10万人献花に関しては，③や④のメ
ディアでは前日から盛んに呼びかけが行われてい
たという。したがって，それらのメディアに日頃か
らアクセスしている欧米メディアはニュースを見落と
さなかったのに対し，③や④を無視してきた日本
メディアはほぼ全滅となったと安替氏は結論付け
た。彼は中国メディアの①と⑤にばかり注目を寄
せる日本メディアの傾向について，『日本における
中国報道の構造的な失敗』と強く批判している。

  おわりに

筆者は，中国のメディア状況が，ネットの普及
によって，従来の「党の喉と舌」のみの時代から
大きく様変わりし，しばしば党の意向とは矛盾する

「読者・視聴者のニーズ」を反映する要素が大きく
なっていると見てきた。今回，安替氏へのヒアリ
ングを通じて，ネットの中でもツイッターやミニブロ
グが普及しつつあることが，そうした傾向に一層
拍車をかけているとの認識を強くした。特に上海
での10万人献花の事案は，政府当局が言論の
自由を厳しく規制する体制下で，市民がどのよう
に自己表現しようとしているのかを知る上で，極め
て貴重なケースであり，安替氏が問う「日本メディ
アの責任」には粛然とさせられるものがある。

しかし最後に安替氏が指摘した，『日本にお
ける中国報道の構造的な失敗』に関しては，中
国のネット・ナショナリズムの危険性を指摘して

きた筆者 8）にとってもやや意表をつかれた感が
あった。筆者がネット上の論壇を詳細に調べて
いた数年前は，論壇は言論の自由の前衛的存
在という側面があったのだが，ネットの多様化
が進む中で，現在はそれがむしろ極端なナショ
ナリズムの「掃き溜め」のような保守的な存在と
化し，②，③，④のようなメディアがより中国
の幅広い世論を代表しつつあるということのよ
うである。もちろん，安替氏が中国人の中では
非常にリベラルな考えの持ち主であることは割
り引く必要があるだろう。しかし我々日本人が
中国人と議論をする際，中国人から「2チャン
ネルにはこう書いてある」と“感情的反中”言論
を批判されると，「それは世論を代表する言論
ではない」と反論するのが常なのだが，実は日
本のメディアが⑤に多くの関心を寄せることは，
同じ過ちを犯すことになっている可能性がある。
中国でツイッターやブログが普及した現在，中
国世論の主流が存在する場が，ネット上でも移
動しつつあるからである。     （やまだ けんいち）

注：
1）上海交通大学の報告書がまとめた 2010 年 10

月 現 在 の 数 字。http://media.people.com.cn/
GB/13605622.html を参照。

2）http://twibase.com/ 参照。
3）ユーザー数等のデータについては，http://

twitter.com/about を参照
4）上海の大火災は，2010 年 11 月 15 日，上海市静

安区の 28 階建てマンションが炎上し，58 人以
上の死者を出したもの。消防車の到着が遅れた
ことや，高層階に放水できるはしご車がほとん
どなかったことが被害を大きくしたが，そもそ
もマンション建設時に手抜き工事が行われてい
たとの指摘もある。

5）素鶏は，ゆばを折りたたんで切り，油で炒めたもの
に筍やしいたけなどを加え醤油で煮た精進料理。

6）兪書記は上海市共産党委員会の兪正声書記の
ことで，市長より格上の上海市のトップ。

7）筆者が献花翌日の主要紙の朝刊を確認したと
ころ，朝日・読売・毎日・日経・東京・産経
の 6 紙については，関連の記事はなかった。

8）詳細は「中国の最新インターネット事情―“反
日”が渦巻く＜言論の自由＞と＜規制強化＞」

『月刊東亜』2006 年 7 月号を参照。
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