
どのようにして中国に日本の地域、商品、サービス、技術の情報が届くのか  

中国メディア講演会のご案内 

平成 27 年 2 月吉日 

 

 

１日約 450 万人がアクセスする「人民日報」系列のグローバル情報サイト 

「環球網（环球网）」編集長と日本企業研究院執行院長兼ジャーナリストが来日 

急膨張する中国のネットメディア事情 

中国メディアが求める日本の情報と今後の方向性を語る 
 

 

日中間の往来は増加の傾向にあり、2020 年の東京オリンピックまでにその勢いはさらに増

すと見られています。それに比例するように、中国市民の日本への関心は高まっており、なか

でも経済、企業、ビジネス、商品、観光地などの情報需要も増しています。近年の傾向はネッ

トを通じての情報収集であり、日本から正確で幅の広い情報の発信が期待されています。 

株式会社ジェイ・キャストが配信する「J-CAST ニュース」は、日本に興味を持つ外国のネ

ット利用者からも注目され、中国の有力ネットメディアはすでに、多くの記事を翻訳、転載し

ています。日本のビジネス、商品情報配信をさらに強化するため、中国の有力メディアとの提

携をさらに進め、中国での商機を求める日本企業に情報の場を提供する計画です。 

中国のメディアの仕組み、著作権の在り方は日本や欧米とは異なり、ネットメディアもまた、

独特の形態で発展を遂げています。そこで今回、中国のネットメディアの実態、仕組み、展望、

読者に求められている日本の情報について、その現場で中心的な役割を担っている「環球網」

常務副社長兼編集長 朱研氏と、日本を最もよく知る中国人ジャーナリスト陳言氏を招き、講

演会を開くこととなりました。 

中国の新聞メディアでは最上位の「人民日報」の国際版である「環球時報」、そのネット版

が「環球網」です。このサイトにアクセスする読者は 1 日約 450 万人、見られるページにつ

いては 1 日 6,000 万 PV です。読者は企業の管理層と政府関係者が 8 割近くになります。中国

のネット社会ではコンテンツの大本にあたり、さらにここから多くのネットメディアやサイト

へ情報が配信される、影響力の強い媒体です。 

 

 

 

主催：株式会社ジェイ・キャスト 

後援：一般財団法人 日中経済協会 

お問い合わせ： 

株式会社ジェイ・キャスト 

蜷川聡子、鳥羽圭子 

電話：03-3264-2591  Email：pr@j-cast.com 

mailto:pr@j-cast.com


講演概要 

 

開催日時 2015 年 2 月 26 日（木） 15:30～18:00（受付開始 15:00） 

場所  日本プレスセンター（日本記者クラブ） ９階ホール 

  東京都千代田区内幸町 2-2-1 

  http://www.presscenter.co.jp/access.html 

費用  10,000 円  ※当日受付にてお支払ください 

定員  先着 150 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます 

申込締切 2015 年 2 月 23 日（月） 

主催  株式会社ジェイ・キャスト  

後援  一般財団法人 日中経済協会 

 

会場アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電車でお越しの方 

東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線 霞ヶ関駅 C2 出口より徒歩 2 分 

東京メトロ銀座線 虎の門駅 9、10 番出口より徒歩 7 分 

都営三田線 内幸町駅 A6,A7 出口より徒歩 2 分 

JR 新橋駅 日比谷口より徒歩 10 分 

お車でお越しの方 

日本プレスセンターには専用駐車場がございません。 建物隣りの富国生命ビル内にあるパーキ

ングをご利用ください。  

 

 



プログラム 
 

1. 開場・受付開始 15:00 

 

2. ご挨拶 

一般財団法人 日中経済協会 専務理事 

生田章一氏 

 

3. 中国人のインターネット利用と中国ネットメディアの現状 

・「人民網」をも超える成長をみせる「環球網」の概要とその影響力 

・中国人はどのようにして日本の情報を得ているのか 

・中国のネットユーザー、「環球網」の読者が日本に期待する情報 

・中国のネット、「環球網」の今後の方向性 

 

環球網 常務副社長兼編集長 

朱研氏 

4. 中国メディアのしくみ 

・中国の主要メディアと格、記者の活動、情報の流通 

・中国の記者との付き合い方 

・中国の企業、旅行者たちが日本に期待すること 

 

「日本産」CEO 

日本企業（中国）研究院執行院長 

ジャーナリスト 

陳言氏 

 

5. 総括 

日中メディア比較と今後の日中関係 

 

同志社大学大学院 教授 

ジャーナリスト 

加藤千洋氏 

 

 

司会進行  

株式会社ジェイ・キャスト取締役社長 

「J-CAST ニュース」編集長 

大森千明 

 

※申し訳ありませんが時間の関係上、終了後の登壇者との名刺交換はご遠慮ください。 



登壇者プロフィール 

 

朱研（ZHU Yan） 

環球ネット編集長 

1999 年 北京大学卒。2005 年 清華大学 EMBA 卒。大学卒業後、環球

時報社に入社。経済文化デスク、論説デスクを経て、2006 年から常

務副編集長。2010 年から環球ネット編集長。2015 年に常務副社長兼

編集長。 

 

 

陳言（CHEN Yan） 

ウェブサイト「日本産」（メイド・イン・ジャパン）CEO 

日本企業（中国）研究院執行院長 ／ ジャーナリスト 

1982 年 南京大学卒。1982～1989 年 経済日報社に勤務。1989～

2003 年 東京大学、慶応義塾大学などに留学、経済学研究科博士課程

修了。慶應大学経済学部研究助手。1999～2003 年 萩国際大学経済

学教授。2003 年に中国に帰国。2003～2010 年 月刊「経済」主筆。

2010 年から日本企業（中国）研究院執行院長、2012 年からウェブサ

イト「日本産」CEO を兼任。「週刊東洋経済」に中国動態コラムを連

載中。 

 

加藤千洋 

同志社大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科 教授 

ジャーナリスト 

朝日新聞社で論説・編集委員、外報部長などを歴任。この間、北京に

2 回計 7 年のほか、バンコク、ワシントンに駐在。2004 年～2008 年

「報道ステーション」（テレビ朝日系）でコメンテーター。一連の中

国報道で 99 年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。 

著書に『中国大陸をゆく』（岩波書店）『北京＆東京 報道をコラムで』

（朝日新聞社）『胡同の記憶 北京夢華録』（平凡社）、共訳書に『鄧小

平 政治的伝記』（朝日新聞社）『勁雨煦風 唐家璇外交回顧録』（岩波

書店）2 月 25 日には『私は中国の指導者の通訳だった 中日外交最

後の証言』が岩波書店から出版された。 

 

大森千明 

株式会社ジェイ・キャスト 取締役社長・「J-CAST ニュース」編集長 

元朝日新聞経済部記者、「AERA」編集長、「週刊朝日」編集長、帝京

大学非常勤講師を経て現職。著書に『不自由経済』『嵐の中のサラリ

ーマン』（朝日新聞社、いずれも共著）など。 



媒体概要 

 

 

環球網（环球网） 

http://www.huanqiu.com/ 

人民日報の WEB 媒体「人民網」と「環球時報」

の共同出資で 2007 年 11 月に設立された WEB

媒体。リアルタイムで国際情報を報道・分析し、

中国語・英語で全世界向けに配信。現在、中国

国内で最も影響力がある情報媒体とされている。

政治や経済だけでなく、ファッション、旅行、

留学情報なども扱う。 

ユーザーは主に経済が発達する関東、北京、紅

蘇地域に集中。8 割は高等教育を受けており、大

学以上は 47％。企業管理層と政府関係者が約

80％で、そのほか学者・研究者・投資家など有

識者が多い。 

ページビュー6000 万/日（月間約 18 億 PV） 

ユニークブラウザ 450 万/日（訪問者数とほぼ同

じ。月間約 1 億 3500 万ブラウザ） 

 

 

J-CAST ニュース 

http://j-cast.com/ 

ジェイ・キャストが運営する、ネット発の総合

ニュースサイト。2006 年 7 月開設。ニュースの

ほか、テレビウォッチ、会社ウォッチ、トレン

ドなどのコーナーもある。月間PVは約8,000万。

月間訪問者数は約 1,200 万人。多くのポータル

サイトや SNS に記事を提供している。 

日本ブランド戦略研究所によるニュースサイト

ネット視聴率ランキングで 10 位。新聞やテレビ

媒体の運営するウェブサイト以外の、ネット発

メディアとしてはトップ。 

  

http://www.huanqiu.com/
http://j-cast.com/


株式会社ジェイ･キャスト 中国メディアセミナー申込係 行 

FAX：０３－５２１５－７０９１ 
 

中国メディアセミナー申し込み 
2015年 2月 26日（木）15:30～18:00 

日本プレスセンター（日本記者クラブ） ９階ホール 

参加費：10,000円（当日受付にてお支払ください） 

申し込み締切 2月 23日（月） 
 

貴社名  

ご連絡先 

氏名  

部署及び役職  

所在地 

〒 

 

 

Tel  

Fax  

e-mail  

日本語訳 
レシーバー 

必要   ・   不要 

ご紹介者 
またはどこで情報を

得たか 
 

※朱編集長の講演は中国語です。同時通訳が必要な方は、上記日本語訳レシーバーをお申し込みく
ださい。レンタル費用は参加費に含まれます。（招待者については別途 1,000 円） 
 

備考 
同行者はこちらに 

氏名・部署等をご記入

下さい 

 

 

 

 

※恐れ入りますが 1 社 2 名以内でお願いします。 

 

■お問合せ先 
 〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-8  
 ロイヤルビルディング 1F 
 株式会社ジェイ･キャスト  蜷川、鳥羽 
 Tel: 03-3264-2591 Fax: 03-5215-7091 
 Email：pr@j-cast.com 


