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2016 年 11 月、アメリカ大統領選挙で事前の予想を覆して勝利したトランプ大統領は、ツイッター
を駆使した大統領として知られています。次期大統領となったところで、早速にツイッターで対中批判を
始め、異例なツイッター外交に世界のメディアが注目しました。大統領就任後も、数々の重要方針や
意思決定を、ツイッターを使って内外に発信し、大きな反響がありました。また、2018 年の先進 7 か
国首脳会議（G7 サミット）では、首脳間でツイッターが飛び交う異例な局面もありました。時を少し
遡った 2015 年のグアテマラ大統領選では、当初は泡沫候補だと思われた大統領候補が、フェイスブ
ックやツイッターを駆使してキャンペーンを続け、同年 9 月下旬の一回目投票で一番多くの支持票を集
め、同 10 月下旬の決戦投票で、過半数を大きく上回り大勝したモラレス・グアテマラ大統領の誕生の
話しと併せて、私が印象深く感じたエピソードなどにつき、個人的見方を以下お伝えします。
この２人の異なる国の大統領の共通点は、大統領就任前に公職に就いた経験はなく、また、トラン
プさんは TV のリアリティ・ショー番組「アプレンティス（徒弟）」のホストを長く務めており、モラレスさんも
TV のパロディ番組に兄と一緒に出演していた。二
人共一般大衆に話しかけることに長けており、さら
には、不動産ビジネスで財をなしたトランプさんに対
し、モラレスさんは幼少時代に父母を亡くし、仲買
人をしていた祖父に育てられ、学生時代から起業家支援を始めており、自宅には TV スタジオを所有
していました。（※参考：右上国旗は、グアテマラ国旗であり、左右の青色は太平洋と大西洋を示す。）
ソーシャル・メディアの中では Facebook の世界利用者数が一番多くて 28 億人以上であり、You
Tube 利用者数は約 20 億人、WeChat や Instagram の世界利用者数は各々１０億人程度
です。アメリカや中米グアテマラでは Facebook、WhatsApp, You Tube, Instagram,ツイッター
（現在の利用者数 3.3 億人）などが普及していました。日本でもスマホ・タブレット・パソコンから、
Line、YouTube、ツイッター、Facebook など多くの人が利用しています。20 代から 30 代の世代の
８割以上の人が、50 代 7 割、60 代 5 割、70 代以上で 4 割の利用率です（令和元年度通信利
用動向調査）。
因みにお隣中国では、中国の IT 企業が提供する独自のソーシャルメディア・サービスが提供されて
います。中国政府当局からの検閲要請を受け入れないグーグル、Facebook、You Tube など米大
手 IT 企業関連のソーシャル・メディアは中国国内では利用できず、WeChat（利用者数、20 億

人）、TikTok（同、6.8 億人）などが広く利用されています。

◆大統領がツイッターで発信していた理由とは？
トランプ前大統領が毎日ツイッターや Facebook 利用して情報発信をするには、いくつか理由があり
ます。NYT（ニューヨークタイムズ）紙、ＣＮＮなどアメリカの有力メディアは、自分についてフェイクニュ
ース（偽情報）を流しているとの主張をトランプさんが、大統領選挙戦の頃から、いろんな機会に発
言を繰り返しており、ホワイトハウス入りしてから頻繁に行われた大統領記者会見時も、フェイクニュース
として敵視するメディア記者からの質問には攻撃的な発言が多く、追加質問を遮るなどしており、メディ
アを敵に回しての会見であることが You Tube 動画から感じました。
信頼の置けないメディアによるフィルターを通さず、大多数のアメリカ国民に向けて、直接、タイムリー、
かつ簡潔（280 文字数以内）に、自分の考えを同時に伝えることが出来、また、多くの国民の関心
の度合を直接にフィードバックが出来ます。国民の関心の程度が分かる利点が大きく、自らの考えや政
策方針などに多くの国民の支持を集める上で効果的な手段として、ツイッターが使われたように思いま
す。
ツイッターで発信された情報は急速に世界へ拡散します。外交関係を悪化させるような内容があれ
ば、不用意に対立、緊張を高めるなどのリスクも伴います。トップダウンで政策決定を伝え、政府関係
機関に政策の履行させることにもなります。専門家などに相談せずに国の指導者が発信すれば、既存
政策との齟齬が生じ、一貫性のない政策への対応を迫られることになります。国内政府機関や外国
政府関係者は、大統領のツイッター発信を日々チェックし、政策上の変化を把握することが必要になり
ます。また、指導者の心理を理解・分析することにも利用されていたようです。
トランプ大統領とバイデン候補のツイッターのフォロワー数は、20 年 11 月 3 日の大統領選挙戦投
票日には、各々8 千万人超と、1 千万人程度だったのですが、最近（21 年 6 月 27 日現在）のバ
イデン大統領のツイッター（@JoeBiden）フォロワー数は、3,070 万人にまで増えています。バイデン
大統領は毎日発信していませんが、最近発信したツイッター例では、「コロナ・ワクチン接種がまだの人
は、全米各地にある会場ですぐに接種してほしい」とバイデン大統領自らが米国民に懇願する動画が
ツイート（※）されていました。大統領就任後 100 日内に２億回のワクチン接種回数目標を達成し
たのですが、その後、ワクチン接種を逡巡しているアメリカ国民も多く、ワクチン接種に積極的に応じてほ
しいと大統領自ら呼びかける動画をツイートしており、コロナ禍からのアメリカの回復を最優先に考える
大統領の姿勢が感じられます。
（※https://twitter.com/i/status/1408833331282780167 ）

◆閣僚人事をツイートする大統領：

大統領はツイッターに毎日 10 回程度書き込みをしていて、閣僚人事や政策方針などが含まれており、
注目されていました。
閣僚人事をツイートした例として印象に残るのは、大手石油企業エクソンモービルの経営者からトラン
プ政権当初の国務長官となったティラーソンさんです。トランプ大統領と次第にそりが合わなくなり、2018
年 3 月 13 日に大統領が突然に同長官を更迭、後任にポンペオ CIA 長官を指名しています。この際に
注目されたのは、同長官を更迭する第一報を大統領自らがツイートして、その 3 時間後に、大統領専用
機（エア・フォース１）に搭乗中のトランプ大統領から同長官へ電話連絡があったと報じられました
（※）。同長官はツイッターを利用しておらず、自分の更迭人事が既に世間に公表されたことを知らず、
後になってから大統領による更迭ツイートの存在を知らされたことになります。どのようにご本人が感じたか
は、言うまでもありません。その後も、2020 年 11 月に、エスパー国防長官（2 代目）が、大統領のツ
イッター上で更迭された例などがあります。
（※Trump fires Rex Tillerson as secretary of state - BBC News ）

◆ツイッター外交の始まり
ツイッターとは、元々は鳥のさえずりを意味する言葉（twitter）です。トラン
プさんは、2016 年 11 月の大統領選で勝利して次期大統領となった 1 月後に
はツイッター外交を始めました。中国に対して人民元安の為替操作や南シナ海
の環礁島に中国が軍事基地化を勝手に進めたと批判しています。このツイートの結果は株価にも影響し
ました。BBC ニュースの外交担当特派員記事（※）が、翌年 1 月にホワイトハウス入りした後にも、も
し、このようなツイッター外交をトランプさんが続ければ、多難な政権運営になると報じていました。
（※ https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38167022 ）
大統領室で執務を開始した初日、トランプ大統領は、選挙公約どおり、アメリカが推進して署名まで
行ったＴＰＰ（環太平洋 12 か国による経済連携協定）からの離脱、気候変動に関するパリ協定から
の離脱などの大統領令に署名して、オバマ前大統領の進めた外交政策をひっくり返したのはご承知のとお
りです。また、ＥＵ諸国、メキシコ、カナダなど、米国と緊密な関係にある首脳との二国間会談やＧ７サミ
ットでも、自国利益優先（アメリカ・ファースト）の発言を繰りかえして、時に議論が対立し、従来のアメリ
カ外交とは相いれない負の結果をもたらすこともありました。また、米上院の承認が必要とされる国務省は
じめ連邦政府各省局長クラス以上のポストへの大統領による指名が滞り、大統領任期 4 年間の折り返
し点を過ぎても、なお多くの高官ポストが空席のままという異例の事態が続きました。

◆各国首脳のツイートが飛び交った G7 カナダ・サミット
今年 2021 年 6 月 11 日から、英国南西部コーンウォールでＧ７サミットが対面方式で開催され
ました。参加した各国首脳が、開催期間中、ソーシャル・メディアを使い発信していたとの報道は見当たり
ません。しかし、201８年 6 月にカナダ・シャルルボアで開催された G7 サミットでは、開催期間中及びその

前後の期間に、参加各国首脳によるツイッターなどソーシャル・メディアを利用しての発信が飛び交う象徴
的なサミットでした。
2018 年 G7 カナダ・サミットでは、トランプ政権による同盟国カナダ・EU
などへの一方的な鉄鋼・アルミニウム製品への 7 月から輸入関税実施を
めぐる貿易問題が議論され、又、ウクライナの一部領土を不法占拠して
G7 サミットメンバーから追放されたロシアを再度サミットに参加させたいとの
トランプ提案がありました。トランプ大統領が自らの主張を譲らず、サミット
での議論は紛糾したようです。一旦、トランプ大統領が合意したはずの首脳宣言も最終的に合意しなか
ったことから、メディアが大きく報道しました。
トランプ大統領はカナダ G7 サミットへ出発する直前、「G7 各国との不公平な貿易交渉を正すのが楽し
みだ。もし、そうならなければ、我々はもっといい手を出す！」とツイートして、貿易問題が取り上げられるこ
とを楽しみしていた様子でした。
注目されたのは、G７サミット会合中にトランプ
大統領の周りにメルケル独首相、マクロン仏大
統領、安倍総理ら各国首脳・側近が詰め寄っ
て議論している場面の写真を、メルケル独首相
がインスタグラムに掲載しており、この写真を各
国メディアが一斉に掲載しています。マクロン仏
大統領も同じ場面を違う角度から撮った写真
をツィートしていました。マクロン仏大統領は、こ
の他にも米大統領との間でサミット会議の合間に行われた２国間首脳会談を動画入りでツイート（※）
して、両国首脳会談後のマクロン大統領の考えと今後の協議継続への期待を表明するなど、ソーシャル・
メディアを各国首脳が利用して、印象に強く残るサミットでした。（※G7: Trump isolated over trade and
Russia on first day - BBC News ）

マクロン・仏大統領のツイッターの現在のフォロワー数は 707 万人。トランプさんのように毎日、発信す
るのではなく、また、国内向けの発信も多いようです。今年 2021 年 6 月英国での G7 サミットについ
て、マクロン大統領は、サミット直後の 6 月 13 日と同 16 日の２回発信し、特に 2 回目のツィートには
「G7 in action 3-Day G7 Summit」の見出し入りで、サミット期間中のバイデン大統領、菅総理な
ど首脳とのバイ会談の雰囲気がうかがえる動画に自ら英語ナレーションを入れて発信する力の入れようで
した。（※同ツイッター動画サイト：https://twitter.com/i/status/1404901881307189250 ）

2018 年 G7 カナダ・サミットでは、一部会合を欠席し、サミット終了前に出発したトランプ大統領は、北

朝鮮金書記長との首脳会談場所であるシンガポールに向かう大統領専用機の中から、ツイートしており、
米国が一旦は同意したサミット首脳宣言を支持しないようにとサミットに残した米代表団に向けた内容、
及びホスト国カナダ首相の不誠実な対応を誹謗する内容をツイートしています
同大統領のアカウントは、今年 1 月に無期限閉鎖されており、今は見ることができないので、２つのツイー
ト内容を以下掲載します（下線部分及び仮訳は筆者が追加）。
① 「Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging
massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to
endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

（仮訳：

記者会見でのジャスティン（首相）の虚偽発言や、カナダが米国の農家や労働者・企業に多額の関税
を課している事実に基づき、私は、米国市場にどっと流入する自動車への輸入関税を視野に入れてお
り、今回のコミュニケを支持しないよう米国代表に指示した。）— Donald J. Trump
(@realDonaldTrump) June 9, 2018」
② 『PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news
conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.”
Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! （仮訳：カナダ・トルドー首
相は、G7 会議中は、とてもおとなしく温厚な態度であったが、私が退席した後の記者会見では「米国の関税は一種
の侮辱だ」「押し切られることはない」と述べている。とても不誠実で弱い。米国の関税措置は、カナダが実施している
乳製品に対する 270％の輸入関税に対抗するものである。）— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June
9, 2018 』
（※参考：BBC ニュース： https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44427660）

◆訪米前にツイッターのフォロワー数を気にしたモディ印首相
モディ・インド首相はトランプ大統領と同じくツイッターをよく利用しており、1 日に何度も様々なメッセー
ジを国内外に向けて発信している。フォロワー数は 21 年 6 月末現在 6,935 万人である（※）。
2017 年 6 月に訪米する直前、トランプ大統領が訪米を受け入れたことへの感謝のメッセージを英語でツィ
ートし、トランプ大統領から「インドはアメリカの真の友」とのツィート返しがあった。モディ首相はトランプ大統領よ
り自分のツイッターフォロワー数が多いのは困ると心配していた様子で、当時のフォロワー数が、幸い、トランプ大
統領のそれより 2 百万人ほど少ないと知り、ほっとしたこと、又、訪米中、首都ワシントンに在住する数万人の
インド人コミュニティーとの集会を米メディアの関心を惹かないような場所選びを心がけたとの内輪話がインド主
要紙（タイムズ・オブ・インディア紙）やインド側関係者の発言として米主要経済紙（ＷＳＪ紙）が報じた。
安倍総理がトランプ大統領に対して様々配慮したことを思いおこさせるようなモディ首相の細やか対応があり、
米・印首脳会談は成功裡に行われ、両国間のデジタル・パートナーシップ、インド太平洋の平和と繁栄、国際
テロとの戦いなど諸分野での協力や米航空機の大量購入、天然ガス長期購入契約にも合意し、両首脳によ
る共同記者会見でも、トランプ大統領から、真の友としてモディ首相をお迎えしたこと、ソーシャル・メディアの世

界でも二人が共に指導者でもあるとの発言があったことは興味深い。
（ ※ 注 １ ： https://mobile.twitter.com/narendramodi
SPAN.org

注 ２ ： U.S.-India Relations | C-

注３：メディア報道からみたモディ・インド首相の訪米の意義 – 一般社団法人 霞関会

(kasumigasekikai.or.jp) ）

◆ソーシャルメディアを駆使して大統領になったジミー・モラレス候補
グアテマラに在勤中の 2015 年には 4 年に一度のグアテマラ大統領選があった。同年 4 月時点の立
候補者数は 20 人ほどいて、ジミー・モラレス候補は、当初、泡沫候補扱いされた。モラレス候補は、国会
議員など公職経験はなく、映像スタジオを自宅に所有し、ＴＶパロディ番組に出ていたことで多少知名
度があった。モラレス候補は、毎日フェイスブックやツイッターに書き込み、グアテマラからの出稼ぎ労働者が
約 200 万人いるアメリカ南部州に出かけ、支援者に会い、ソーシャル・メディアを使い、出稼ぎ者たちから
留守家族へ選挙で自らに投票するよう働きかけを行っている。
グアテマラ大統領選挙に関する国内報道を見ていて、各候補の政策内容についての報道をほとんど見
かけなかったが、実現可能性が低い選挙公約に関心が低いためなのかと思われた。同国では人口を遥か
に上回って携帯電話が普及していた。モラレス候補は携帯で利用できるフェイスブック、ツイッターを使い、
長年にわたる政治汚職にうんざりしている国民に汚職撲滅を強く訴え続け、同候補の支持票が着実に
伸び、同年 9 月の第一回選挙では過半数に至らなかったものの一番多くの支持票を得た。ソーシャルメ
ディアを通じたメッセージ発信で大きな効果があったと思われる。又、大統領選挙期間と重なる時期に、
当時の女性副大統領の側近と関税当局幹部が組織的に関与する大規模脱税疑惑が検察当局により
摘発されて、各メディアが毎日のように大きく報じたことも追い風になった。
2015 年 10 月末に大統領選の決選投票でモラレス候補が次期大統領に選出され、その後一月余
りが経過した頃、次期大統領と外交団との懇談の機会があり、当方から質問に応えて、大統領が国立
病院の窮状を何とか改善したい、しかし、翌年度予算が前政権と国会で既に決定されていたため、自ら
がソーシャル・メディアで寄付を呼びかけ、数百万ドルの寄付を既に得ていると発言して注目された。国立
病院を所掌する保健省予算は毎年の税収が伸びない中、配賦された予算額では国立病院経営支援
が困難で、給与支給が遅配することも多い事情があり、又、これら病院機材は旧式かつ使用に耐えない
ものが圧倒的に多い事情は、自ら医者であるカブレラ次期副大統領から別の機会に伺った。日本から、
同国国立病院 3 か所への無償での機材供与を検討していたこともあり、切実な状況は共感できた。
モラレス大統領は 2019 年７月に訪米し、トランプ大統領と中米非合法移民・治安問題などにつき
会談を行っている。（報道例： Trump to discuss immigration with Guatemalan president at White House
on Monday | Reuters

）

（左写真：モラレス
前大統領のフェイスブ
ックに掲載されたトラ
ンプ大統領との首脳
会談時の写真。モラ
レス大統領と会談す
るトランプ大統領の
右側には同席したポンペオ国務長官の姿もある。右写真：同じフェイスブックに掲載されたモラレス大統領夫
妻とトランプ大統領夫妻のホワイトハウスでの写真。なお、モラレス前大統領のフェイスブックの 21 年 6 月 29
日現在のフォロワー数は 12３万人。）

◆トランプ大統領のツイッター、フェイスブックのアカウントの閉鎖
米ツイッター社は、今年 1 月 6 日に首都ワシントンで起きたトランプ多数支持者による連邦議

１）

会建物への乱入と破壊行動を受けて、トランプ大統領がさらに暴力を先導するリスクがあるため、
1 月 8 日、トランプ大統領のツイッター・アカウント使用禁止の措置を行った。同大統領が併せ
持つフェイスブック、インスタグラムのサービスを提供していた Facebook 社経営者のザッカーバー
グ氏も、トランプ大統領が、民主的に選出された政府に対する暴力を扇動するために使用して
おり、利用規定と大きく異なる利用を継続する場合のリスクがあまりに大きいため、同人のアカウ
ントを無期限閉鎖した旨フェイスブックで発表し、世界のメディアが一斉に報じた。
※Trump’s Twitter downfall - BBC News
２）

この事態に中国メディアも注目し、香港に拠点があり、現在はアリババ・グループ企業が所有する
英字紙 SCMP（South China Morning Post）紙 1 月 13 日付記事が、以下の中国側
の見方と事情を報じており、興味深い。

―中国政府系タブロイド紙（環球時報）の編集者は「アメリカは、中国の言論の自由に関する解釈
を否定していたが、今回、（アメリカが）真の姿を現して、自らの社会が言論の自由に制約を与え
ている事実を認めた」と冷ややかに発言した。
―香港中文大学法学部教授は、中国 IT 企業が提供する WeChat などにはモバイル決済サービス
の機能があり、キャシュレス化が進む社会では、人々が使用しないという選択の余地はない、中国政
府は消費者保護と政治的統制を目的として、IT 企業を通じて個人のソーシャル・メディアを利用し
た行動を規制・監視している旨を発言。
―例えば、中国国内で新型コロナの流行を内部告発した李医師を支持して、報道の自由を求める発

信をした人のアカウントが突然閉鎖され、同アカウントに付随する決済サービスが使えなくなり、生活
に困った事例があったと報じた。
ソーシャルメディアのアカウントが閉鎖されないよう、自制して発信せざるを得ない中国国内の事情
が浮かび上がる報道例である。 （※SCMP 紙：Chinese media and scholars react to Trump’s
Twitter and Facebook ban with derision amid China’s Big Tech crackdown | South China
Morning Post (scmp.com) ）

（令和 3 年 7 月 1 日記）

