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はじめに 

中国における情報通信市場は、90 年代以降、GDP 成長率（年平均 8％超）の 2 倍以上の割合

で発展を遂げている。04年 9月現在、固定電話の加入者は3億692万人、携帯電話は3億2007

万人で、ともに世界第１位である。特に携帯電話では、米国（約 1 億 6000 万台）や日本（約 8000

万台）と比較しても圧倒的に多い。05 年末には 4 億台近くに達する見込みだが、市場浸透率でみ

ると、04 年 6 月時点でわずか 21％であり、今後も大きく成長する可能性がある。 

また中国におけるインターネット利用者数も急成長し、05年 1月時点では約9400万人に達した。

これは、すでに米国に次ぐ世界第２位のインターネット利用者数である。しかし、その普及率から

いえば７％程度であり、今後の成長余力は大きい。またインターネット利用者のうち、約 45％がブ

ロードバンド利用者であり、ブロードバンドの普及率の速度も早い。 

 こうした中国における情報通信市場の伸長の中で、音楽配信ビジネス及びオーディオビジュア

ルビジネスの現状と問題点並びに今後の可能性を調査し、中国政府や音楽関連団体による著作

権保護に対する取り組みや問題解決への方向性を探ることが本調査の目的である。 

 中国における音楽付加価値サービスは、モバイル付加価値サービス全体の 50％程度を占めて

おり、すでに 04 年度約 7 億ドルの収入を得ている。一方で、03 年の中国でのレコード発行数は、

02 年比横ばいの 6,720 万枚。レコード業界はブロードバンドの発達により打撃を受け、業績は悪

化している。 

 また、CD などの海賊商品問題も全体としては減少しているようだが、一方で音楽著作権侵害サ

イトも多く、権利クリアをせずに配信している例は後を絶たない。90 年に中国著作権法が制定され、

01 年に法改正が行われたが、この時に著作権関連の条例も整備され、違法行為の取締りが本格

化した。この流れに沿うように、裁判所の著作権事件も増え、02 年には知的財産権事件を専門に

取り扱う法廷（知識産権法廷）が初めて高級人民法院に設置されたが、情報通信市場の急速な

発展に法の運用は対応しきれていない状況だ。 

 しかし課題や問題点はあるものの、高い経済成長率と法律の健全化にともない、徐々に市場環

境も変わってきていることは確かであり、ビジネスチャンスも確実に高まっている。こうした混沌と

した時期だからこそ、日本のノウハウ提供の必要性は高まっている。 
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調査概要 

 

【調査目的】 

中国におけるインターネットの普及を背景とした音楽配信ビジネス及びオーディオビジュアルビジ

ネスの現状と問題点並びに今後の可能性を調査し、中国政府や音楽関連団体による著作権保護

に対する取り組みや問題解決への方向性を探る。 

  

【調査手法】 

文献調査、ヒアリング調査 

 

【ヒアリング対象企業・団体】 

《中国音楽市場調査団 第１班 04 年１１月２８日～１２月３日》 

・日本音楽情報センター（JAMIC）  ・国家版権局 

・文化部     ・中国音楽著作権協会（MCSC） 

・中国共産党中央宣伝部   ・在北京日本国大使館 

・中国音像協会（CAVA）   ・上海市版権局   

・上海市文化広播影視管理局 

・掌上霊通有限会社（LINKTONE LTD.） 

・中国唱片総公司（CHINA RECORD CORPORATION） 

 

《中国音楽市場調査団 第２班（実務班） 04 年１２月５日～１２月 11 日》 

・日本音楽情報センター（JAMIC）  ・国家版権局 

・文化部     ・中国音楽著作権協会（MCSC） 

・中国音像協会（CAVA）   ・中国唱片総公司（CHINA RECORD CORPORATION） 

・新浪無線（Sina）    ・TOM 在線有限公司（Tom.com） 

・中国聨通（China Unicom）   ・卓望科技（Aspire Technologies） 

・掌上霊通有限会社（LINKTONE LTD.） 

・中国通信企業協会増値服務専業委員会（VASC）  

・日本賽博株式会社上海代表処（CYBIRD Co., Ltd）    

・北京天為法律事務所（Beijing Tenwell Law Firm)  

・新索音楽有限公司(Shanghai Epic Music Entertainment Co.,Ltd) 

・北京掌拓網絡科技有限公司（Beijing Mobile Internet Technology） 
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・掌中万維（中国）信息科技有限公司（Newpalm (China) Information Technology Co.,Ltd) 

・諾基亜（中国）投資有限公司（NOKIA (China) INVESTMENT CO.LTD) 

・艾迴亜洲有限公司上海代表処（avex asia limited Shanghai Rep.Office) 

 

《国内ヒアリング協力企業・団体》 

・（社）日本レコード協会  ・モバイル・コンテンツ・フォーラム 

・（社）日本音楽著作権協会  ・（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント 

・ビクターエンタテインメント（株） ・エイベックス（株） 

・（株）レーベルゲート 

 

【調査期間】 

04 年 9 月～05 年 3 月
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免責 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付

随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失

責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いませ

ん。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。
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序 章 「日本音楽産業界中国音楽市場調査団」派遣報告 

 

2004 年１１月 28 日～12 月 3 日の 6 日間、「中国におけるインターネットの普及を背景とした音

楽配信ビジネス及びオーディオビジュアルビジネスの現状と問題並びに今後の可能性を調査し、

中国政府や音楽関連団体による著作権保護に対する取り組みや問題解決への方向性を探る」と

いう目的のもと、「中国音楽市場調査団」を結成、北京・上海（北京：11月28日～12月1日、上海：

12月 1日～12月 3日）において、中国政府関係者、音楽産業団体等と多くの意見交換を行った。 

  意見交換の中では、中国における最新の音像市場の現状から、権利者保護や著作権関連法

規の整備状況、WTO加盟後の音像製品の管理状況（海賊製品の問題）、外国企業の中国文化市

場への参入に対する考え方等、幅広いテーマについて説明を受けた。WTO 加盟後、著作権関連

法規の整備は進んでいるものの、その運用や業界内ルールの確立といった面ではこれからであ

り、海賊製品問題はいまだ時間を要する。一方で、システムが確立されている日本のノウハウの

提供を望まれており、こうした日中間の意見交換の重要性を改めて確認した。以下、発言録から

ポイントを整理する（詳細は「資料編」参照）。 

 

１．外国企業の中国文化市場への参入について 

 中国では、2002 年の中国共産党第 16 期全国大会を契機に、整備された社会主義市場経済体

制及び一層活力のある開放された経済社会システムを構築するという国家戦略を実行に移し、文

化体制の改革に着手した。2020 年を目標とした、「小康社会」（ゆとりある社会）生活の全面的実

現をはかるため、①文化産業としての経済主体の競争力を強化する。②国のマクロ文化管理を健

全化し、③政府の公共サービス機能を整備する。このことによって、統一的で開放的、競争力と秩

序のある文化市場システムを建設する。 

①については、営利的な文化産業企業は、体制を革新してメカニズムを転換し、市場主体とし

ての実力をつける。博物館、図書館等の国有文化組織を積極的に市場主体化し、政府の公益活

動分野に対して多くの投資や資金援助を行うことによって、日常的な文化生活の基本ニーズに答

える。公益的文化団体の内部改革やサービス水準の改革も必要となる。②・③については、政府

機関の機能改革がポイントとなる。政府の文化産業管理当局である文化部、新聞出版総署、広

播電影電視総局について、国務院直轄の監督組織から、市場規範の調整化機能への役割転換

をはかり、社会サービスの向上を目指す。03 年の中国の文化産業全体の経済規模は 3577 億人

民元（GDP の 3.1%）に達する。 

 外国企業の中国文化市場への参入については、01 年の WTO 加盟にあたり、政府は基本的に

参入を承認している。具体的には、①新聞・雑誌の発行については、今年末までに全面開放する。
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②外資の映画配給については、年間配給本数として20本の映画を許可している。また、外資によ

る映画館の建設も認めている。但し、外資の持分比率は40%以下であること。③AV製品の製造に

ついては、合弁による法人設立を認めているが、外資持分は 51/100 を超えることはできない。④

テレビドラマやアニメの制作についても外資との合弁は可能だが、広播電影電視総局の許可が必

要となる。 

 

 また中国における AV 市場に対する外国企業の参入に対して中国政府は、特定外国製品の輸

入制限は行っておらず、AV市場は完全に外国に開放している。WTO加盟後は関連法規の整備も

進み、市場の透明度は高い。また、AV市場管理の分化が進み、出版物の管理は新聞出版総署、

著作権の管理は国家版権局、輸入製品と小売・卸売市場の管理は文化部がそれぞれ担務してい

る。98 年に文化部の中に「音像製品内容審査委員会」が設置され、文化市場司の傘下に 50 人の

専門スタッフを配置している。 

 

２．中国音像(Audio Visual)製品市場の状況 

 03年の統計によれば、中国におけるAV製品の卸売・小売商は全国で約11万業者に上り、レコ

ード・ＣＤの発行（新譜）は約 13,000 種類、映像物の発行数は約 14,000 種類となっている。AV 製

品の市場規模はトータルで約3億米ドル(約 315億円)。アルバムの発売数は1回当たり平均数千

枚。最近では 300 万枚の売上を記録した例もある。 

 また、現在の中国における音像出版社は約 300 社、その傘下に約 1,000 社の卸売業者、約 12

万の小売業者、13 億の消費者がいる。03 年の音像製品の総売上は、27.5 億元（約 3 億米ドル）

で、日本の 49 億米ドルに比べると 10数分の 1。販売枚数では、4億 5,600 万枚。人口比からする

と音像市場の潜在成長力は大きい。 

 しかし、03年の中国でのレコード発行数は、02年比横ばいの 6,720 万枚。レコード業界はブロー

ドバンドの発達により打撃を受け、業績は悪化しており、加えて投資の減少と新人アーティスト不

足に陥っている。特にミュージックテープの落ち込みは急速。海賊版には多くのブローカーが関り、

アーティストのマネジメントを行う業者もいて、海賊版の横流しに加担している。 

 

３．著作権保護対策と海賊製品の問題 

 CD等録音物の海賊版については、89年頃から全国主要都市で取締りを開始した。92年に中国

音楽著作権協会が設立され、翌年 93 年に関連当局による違法録音出版製品の全国一斉摘発を

行い、押収品は 10 億本に上った。90 年に中国著作権法が制定され、01 年に法改正が行われた

が、この時に著作権関連の条例も整備された。音像製品管理条例、電影管理条例等５つの条例

が制定され、当局による違法行為の取締りが本格化した。この流れに沿うように、裁判所の著作
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権事件も増え、02 年には知的財産権事件を専門に取り扱う法廷（知識産権法廷）が初めて高級

人民法院に設置された。それでも海外からの密輸による市場汚染は後を絶たず、海外からの違

法ラインは、昨年累計で 114 件摘発、廃棄した押収製品は 4,700 万本、違法所得は 1.3 億元(約

16億円)に達した。AV製品市場の改革は未だ不十分であり、市場の発展のためにも、この分野に

おいては、「健全な音楽産業の育成」が最大の改革目標となる。 

ただ、行政が捉える海賊版は、法整備の問題に帰着するが、法整備が出来たとしても解決する問

題でなく、業界のルールが必ず必要となる。著作者・出版者の利益を総合的に考える立場からは、

市場に出回る AV 製品の 90%以上は権利者に正しく権益が還元されているとはいえず、この意味

で海賊版と言わざるを得ない。最大の問題は、JASRAC のように申請許諾と製造の関係を監査す

ることができないという点（いわゆるオーバープレスの問題）。政府（文化部）が発行しているAV製

品に貼付する証紙は、利用許諾の有無とは無関係であり、意味がない。海賊版の撲滅には、業

界全体が「音楽産業」として成熟することが必要であり、音楽出版とは何か、音楽産業とは何かと

いうことを理解する必要がある。
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第１章 モバイル付加価値サービスの実態 

 

１．携帯電話市場の概況 

 中国における情報通信市場は、90 年代以降、GDP 成長率（年平均 8%超）の 2 倍以上の割合で

発展を遂げている。04 年 9 月現在、固定電話の加入者は 3 億 692 万人、携帯電話は 3 億 2007

万人で、ともに世界第１位である。特に携帯電話では、米国（約 1 億 6000 万台）や日本（約 8000

万台）と比較しても圧倒的に多い。中国の携帯電話ユーザーは、99 年に 4000 万台であったことを

考えると、いかに急成長しているかがわかる。現在でも毎月1.5％～2％の勢いで増加しており、05

年末には 4億台近くに達する見込みである。しかし市場浸透率でみると、04 年 6 月時点でわずか

21％であり、今後も大きく成長する可能性がある。 

中国の携帯電話ユーザー数推移と予測

14,481

20,662

26,869

32,700

38,100

44,100
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＜単位：万人＞

出典：iResearch「China Wireless Value-Added Service Market Report」（04年6月）

 中国では、国営の２大携帯電話通信会社、中国移動(CHINA MOBILE)と中国聯通(CHINA 

UNICOM)が市場を独占しており、両社とも欧州・

アジアなどで広く普及している GSM を採用して

いる。また聯通はCDMA も運営している。一方、

ここ数年は、中国版PHSサービス「小霊通」も人

気を集めており、固定通信事業者の中国電信と

中国網通がサービス提供を行っている。小霊通

は GSM などの携帯電話と比較して、機能的に

制限があるものの料金が安価であるため、中小

都市から大都市まで広く利用が進んでおり、加

入数はすでに 5000 万を超えるとも言われる。 

インターネットユーザーが使用する携帯電話ブランドの分布状況
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出典：iResearch「email調査」（2004年7月）

<N＝9417＞

各国の移動通信マーケットの市場浸透率
（2004年6月時点）
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 このように中国の移動通信市場は、4 社（中国移動、中国聯通、中国通信、網通）、３方式（GSM、

CDMA、PHS）によって急成長している。次世代携帯電話（３G）では、中国独自規格である

TD-SCDMA、W-CDMA、cdma2000 の 3 方式が導入される予定である。 

 日中間のモバイルビジネスの主な相違点は、①携帯端末に関しては、日本がモバイル・オペレ

ーター主導型であるのに対して中国は端末メーカー主導型であるため、ユーザーアビリティに欠

けること。②コンテンツのコントロールに関しては、日本では NTT ドコモ等のキャリア単位で行える

のに対して、中国では各省ごとにオペレーションが変わり、地方ごとにコンテンツが変わってしまう

こと。ダウンロードに関しては、長時間を要することが多く、また MP3 ファイルのままダウンロード

できてしまうなど、端末のセキュリティの問題もある。 

04 年 7 月に iResearch が実施した「e-mail 調査」で携帯電話ブランドの分布状況をみると、4 人

に 1 人は「ノキア」を使用しており、次いで「モトローラ」、「三星」と続いている。「ノキア」は、低価格

帯の大衆機種に力を入れており、結果として中国でトップのシェアを占めている。 

中国におけるSPによるモバイル付加価値マーケットの全体規模
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＜単位：億人民元＞

出典：iResearch「China Wireless Value-Added Service Market Report」（04年7月）
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中国のモバイル付加価値サービス市場規模推移と予測
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出典：iResearch「China Wireless Value-Added Service Market Report」（04年7月）

＜単位：億人民元＞

中国におけるモバイル付加価値サービスによる収入
*チャイナモバイル及びチャイナユニコムの合計額
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各国通信オペレーターのモバイル付加価値サービス
が占める収入の割合（2003年）
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２．モバイル付加価値サービス市場の現状 

 04 年の中国におけるモバイル付加価値サービスの市場規模は約 385 億元（約 4700 億円）と推

定されており（iReseach「China Wireless Value-Added Service Market Report」より）、通信オペレー

ターによる収入（チャイナモバイル＋チャイナユニコム）でみても、04 年で 46 億ドルの見込みであ

り、全体では 5000 億円規模の市場と考えられる。しかし、通信オペレーターの全収入の割合から

みるとチャイナモバイルで 10％強であり、日本や韓国といった同分野における先端諸国と比較す

ると、全収入における付加価値サービスの割合が依然低く、今後さらに発展していくことが予測さ

れる。  

 また、中国におけるSP（サービス・プロバイダー）によるモバイル付加価値マーケットの全体規模

は約75億元（約920億円）であり、全体の5割以上がSMS（Short Message Service）となっている。

まだ WAP（Wireless Application Protocol）、MMS（Multi Media Message Service）は少ないが、2.5G

ユーザーの増加とともに WAP サービスは急速に伸長している。 

 

付加価値サービスのユーザー特性（性別）

男性, 61%

女性, 39%

付加価値サービスのユーザー特性（年齢）

25歳以下,
24%

26～30歳,
18%

31～40歳,
33%

41歳以上,
23%

未回答、不明,
2%

付加価値サービスのユーザー特性（収入）

1000元未満,
25%

1000～1999
元, 29%

2000～3999
元, 22%

4000元以上,
9%

不明, 15%

付加価値サービスのユーザー特性（ARPU）

100元以下,
43%

101～300元,
39%

301元以上,
18%
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３．モバイル付加価値サービスのユーザー特性 

 上海にある大手 SP の１社であるリンクトーン社における、現在のモバイル付加価値サービスを

利用するユーザー特性をみると下記のようになる。男性ユーザーが 6 割に達し中心ではあるが、

年齢、収入、ARPU（１人当たりの月間平均収入）は平均化している。30 代男性が中心ユーザーと

なり、その前後、特に若年層に広がってきている。ARPU も毎月の使用料が 100 元以下の利用者

が急増している。 

 モバイル付加価値サービスのカテゴリーには、SMS、MMS、WAP、RBT（リングバックトーン）、

IVR、Kjava がある。チャイナモバイルの WAP ユーザー数では、「着メロ」が約 400 万人、「待受画

像」が約３００万人、サイト数で見ても「着メロ」が８９サイト、「待受画像」が１３４サイトとなっている。

 

■モバイル付加価値サービスのカテゴリー 

チャイナモバイルWAPサイト数
＜2004年3月時点＞
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インターネットユーザーが最も満足している彩信（MMS)SP
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（04年 3月現在）。また、iResearchの調査結果によれば、携帯ユーザーの7割強の人が着メロの

ダウンロード経験者であり、リングバックトーンも 3 人に 1 人は利用している。また、同調査では、

満足度の高い MMS の SP として「騰詢（QQ)」（19.7％）、「新浪（SINA）」（18.9％）、「网易（１６３）」

（18.8％）などが挙げられている。 

 

4．モバイル付加価値サービスのビジネスモデル 

 携帯電話付加価値サービス分野において 7割の占有率を有するチャイナモバイルのビジネスモ

デル「モンターネット」を例にみると、下記の図のような仕組みになる。移動通信オペレーターは技

術サービスプラットフォームを構築し、ユーザーからの料金回収を行う。SP はオペレーターの提供

するプラットフォーム上にてユーザーにサービスを提供し、オペレーターを通じサービス料を回収

する。その収益は双方に分配される。その時の利益分配比率は、コンテンツや通信キャリアによ

っても異なるが、およそ通信キャリア 15％、SP85％の割合となっている。 

つまり次ページの図からもわかるように、CP（コンテンツ・プロバイダー）、SP（サービス・プロバ

イダー）、移動通信オペレーター、ユーザー、設備メーカー、端末メーカーによってモバイル付加価

値サービス業界には一連のバリューチェーンが形成されている。バリューチェーン中、オペレータ

ーの部分に関してはチャイナモバイル、チャイナユニコムの独占状態にあるものの、他の部分に

ついては競争が激しい。 

また、2G 上の SMS 並びに 2.5G である GPRS 上の MMS、WAP、Kjava、RBT、IVR が現在のサ

ービスの中心であるが、05 年には 3G という新たな技術が導入されるとも言われており、いわゆる

「着うた（フル）」のような付加価値サービスも考えられている。 

■「モンターネット」モデル 

情報サービス料 

 

移動通信オペレーター  

料金回収 登録 料金計算

契 約  

暗号化した回線  

料金の代行回収手数料と回線使用

付加価値サービス

プロバイダー（SP） 

支払い 

モバイル付加価値サービスユーザー  
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■付加価値サービス業のバリューチェーン 
コンテンツ・プロバイダー（CP)

 

設備メーカー 

端末メーカー ユーザー 

サービス・プロバイダー（SP)

移動通信オペレーター 

■付加価値サービス業の変遷  

GSM GPRS WCDMA 

CDMA CDMA20001X CDMA2000 

２G 2.5G 3G 

SMS ハイスピードデータサービスSMS、MMS、WAP、Kjava、IVR 

  

５．日本のビジネスモデルとの相違点 

 中国のモバイル付加価値サービスは、基本的な仕組みに関しては日本のビジネスモデルと大き

くは変わらない。その中でも日中間のモバイルビジネスモデルの主な相違点は、①携帯端末に関

しては、日本がモバイルオペレーター主導型であるのに対して中国は端末メーカー主導型である

ため、ユーザーアビリティに欠けること。②コンテンツのコントロールに関しては、日本では NTT ド

コモ等のキャリア単位で行えるのに対して、中国では各省ごとにオペレーションが変わり、地方ご

とにコンテンツが変わってしまうこと。③ダウンロードに関しては、長時間を要することが多く、また

MP3 ファイルのままダウンロードできてしまうなど端末のセキュリティの問題もある。 

また、「着うた」などのサービスが始まっている中で、著作権及び著作隣接権のクリアの問題も

混沌としている。 

 14



  

  

  

１．インターネット利用者の現状 １．インターネット利用者の現状 

 中国におけるインターネット利用者数は、下記の図を見てもわかるように急成長し、05 年 1 月時

点では約 9400 万人に達した。これは、すでに米国に次ぐ世界第２位のインターネット利用者数で

ある。現在の 2 ケタ成長を続ける限り米国を超えるのも時間の問題だろう（ちなみに、日本のイン
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第２章 インターネット音楽配信の実態 



ブロードバンド利用者であり、ブロードバンドの普及率もかなりのスピードで伸長している。 

 こうした普及率の背景には、皮肉にも 03 年前半の SARS（重症急性呼吸器症候群）の流行の影

響も大きい。人の移動を伴わないコミュニケーション手段としてインターネットの利用を大いに促進

し、ブロードバンドの普及に弾みをつけたようだ。 

 またインターネット利用者の年齢は「18～24歳」がもっとも多く4割弱を占め、次いで「18歳以下」

が 17.3％、「25～30 歳」が 16.4％と、実に 30 歳以下で 7 割に達する。日本では、30 代のインター

ネット利用者が最も多く、平均年齢は 38.3 歳（「インターネット白書 2004」より）で、中国のインター

ネット利用者は若年層中心に拡大していることがわかる。 

 また男女比率は、約6割が男性、約4割が女性という構成比となっており、99年当時は7％しか

存在していなかった女性利用者が急激に増加している様子がうかがえる。これは、自宅でインタ

ーネット接続する利用者が増えたためであり、その割合は日本と大きくは変わらない。 

 主要なインターネット接続場所は「自宅」が最も多く 7 割弱に達し、次いで「会社」（42.7％）、「ネッ

トバー、ネットカフェ」（22％）となり、ブロードバンドが家庭に普及する中で「自宅」での接続が年々

中国のインターネットユーザー年齢構成

18歳以下, 17.3%

18－24歳, 36.8%
25－30歳, 16.4%

31－35歳, 11.5%

36－40歳, 7.3%

41－50歳, 6.7%

51－60歳, 3.3%

60歳以上, 0.7%

出典：「中国互聯網絡発展状況統計報告」（2004/7）

中国のインターネットユーザーの月収入分布

1000元以下,
44.0%

1001－2000元,
22.8%

2001－3000元,
12.6%

3001－4000元,
4.4%

4001－5000元,
1.7%

5001元以上,
3.2%

無収入, 11.3%

出典：中国互聯網絡発展状況統計報（2004/7）

インターネットユーザーの男女比率推移

92.8%
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女性比率

男性比率

出典：中国互聯網絡発展状況統計報告（2005/1）
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主要なインターネット接続場所
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4.1%0.0%
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他

出典：中国互聯網絡発展状況統計報
　　　　（2004/7）

インターネット接続の最も主要な目的

情報獲得, 42.3%

娯楽, 34.5%

学習, 9.1% 友人との交流,
5.5%

その他, 8.6%
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45.0%
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出典：中国互聯網絡発展状況統計報
　　　　（2004/7）、5%以上の項目をピックアップ

ユーザーのインターネット接続目的の近年推移

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2002.7 47.6% 18.9% 6.6%

2003.1 53.1% 24.6% 4.8%

2003.7 46.9% 28.6% 7.2%

2004.1 46.2% 32.2% 7.9%

2004.7 42.3% 34.5% 9.1%

2005.1 39.1% 35.7% 8.4%

情報獲得 娯楽 学習

出典：中国互聯網絡発展状況統計報告（2005/1）

増えてきている。特徴的なのは「ネットバー、ネ

ットカフェ」の比率が高いことである。また、イン

ターネット接続の主要目的は「情報獲得」

（42.3％）、「娯楽」（34.5％）に二分されるが、

「情報獲得」は年々減少しているのに対し、「娯

楽」は 2 年前と比較するとほぼ 2 倍になってい

る。これはオンラインゲームがインターネットの

主要アプリケーションとして成長したことを示し

ている。 

つまり、世界一のネット利用国である韓国と

同様に、「ネットカフェ」によってオンラインゲー

ムを楽しむ利用者が増加している。そして「ネ

ットカフェ」でブロードバンド環境の快適さを体

験すると家庭でも同様の環境が欲しくなるという形で、「ネットカフェ」はブロードバンドの「自宅」へ

の普及を促進させている。 

 

２．インターネットによる音楽ダウンロードの現状 

中国のオンラインムービー鑑賞、音楽ダウンロードの経験者は、04年1月の調査では、8割弱と

非常に高い割合となっている。「いつも利用するインターネットサービス・機能」でも、全体の 8.5％

が「エンターテイメント（MP３、FLASH鑑賞）」を挙げており、｢オンラインショッピング｣（7.3％）とほぼ

同様、「オンラインゲーム」（15.9％）のほぼ半分の利用率となっている。また、「ムービー鑑賞、音

楽ダウンロードユーザー」の年齢構成をみると、「18～24 歳」が 44.1％と最も多く、30 歳以下で

75％を超え、20 代中心の利用となっている様子がうかがわれる。 

 実際、中国においてインターネットの音楽配信サイトは多数存在する。携帯電話での「着メロ」や
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中国オンラインムービー鑑賞、音楽ダウンロードの経験
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出典：iResearch調査（2004年1月）

<Ｎ＝6,804>

インターネットでのムービー鑑賞、
音楽ダウンロードユーザーの年齢構成

18歳以下, 5.5%

18－24歳,
44.1%

25－30歳,
25.6%

31－35歳,
13.5%

36－40歳, 5.5%

41－50歳, 4.1%

50歳以上, 1.7%

出典：iResearch調査（2004年1月）

<Ｎ＝5,424>
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出典：中国互聯網絡発展状況統計報告（2004/7）
複数回答、5％以上の項目をピックアップ

インターネットにおける
ムービー・音楽鑑賞に利用しているソフト

Real Player,

48.3％

Microsoft
Media Player,

17.0％

豪杰超級解霸,
14.5％

金山影霸,
10.7％

Quicktime,

1.3％

その他, 8.1％
<Ｎ＝5 ,424>

出典： iResearch調査（2004年1月）

「RBT」などをインターネットからダウンロードす

るサービスも多く、音楽ダウンロードは比較的

一般的に行われている。 

 しかし MP３に関しては、ほとんどが無料であ

り、その多くは著作権をクリアしていない違法サ

イトが多い。 
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■中国語のインターネット音楽サイト（一部） 

chinamp3 搜刮音楽網 K666音楽屋

ＵＲＬ http://www.chinamp3.com/ http://www.sogua.com/ http;//www.vv66.com/index/

運営会社 - - -

Ｐａｇｅｖｉｅｗ - 1500万ＰＶ/日 -

バナー等広告の有無・状況 有 有 有

ＭＰ３関連 8万曲 10万曲（約） 3万曲以上

着メロ関連 ＤＬサービス有 ＤＬサービス有 ＤＬサービス有

リングバックトーン関連 有 ー ー

ＣＤ・ＤＶＤ通販 なし なし なし

利用アプリケーション ー ー ー

その他 携帯画像コンテンツＤＬ有 映画、画像、パソコンソフトＤＬ有 携帯画像ＤＬ有

中国系
充実度は豊富：　屠洪剛、王子鳴、
楊坤、田震、劉歓、白雪、李泉、鄭
均、崔健、アイ敬、など

充実度は低：　胡彦斌、李泉、鄭
均、趙微、黄磊、那英、孫悦、周迅、
陸毅

充実度は豊富：朴樹、沙宝亮、満
江、アイ敬、陳暁東、崔健、戴軍、高
楓、李進、高林生など

欧米

充実度は豊富：Micheal
Borton,Elton John,Micheal
Jackson,Janet
Jackson,DrDre,Joe,R.kelly,Ray.j,TQ,
creed など

充実度はやや高：　Babyface, Rich
Martine,SANTANA,Robbie William,
Marc Anthony, Ray J,Phil
Collins,Will Smith,Tricky,R.Kelly…

充実度は豊富：Whitney
Houston,Madonna,Backstreet
boys,Bon Jovi, 911, Phil Chrince,,,

韓国
充実度は低：李貞賢、宝児、李基
燦、申誠勲、曹誠模、朴龍河、殷志
源

なし
充実度は豊富：曹誠模、神話、張那
拉、張東健、姜誠勲、金朝漢、姜炫
洙、韓慶逸、李宰政、朴龍河など

日本

充実度は高：　玉置浩二、米倉利
紀、浜崎あゆみ、中島みゆき、鬼束
ちひろ、椎名林檎、松たか子、相川
七瀬、宇多田ヒカル、酒井法子など

なし

充実度は豊富：小柳ゆき、深田恭
子、松たか子、平井堅、谷村新司、
福山雅治、反町隆史、堂本剛、喜
多郎、玉置浩二など

その他
孫燕姿、斉秦、譚詠麟、張国栄、林
暁培、張柏芝、劉文正、梅艶芳、劉
徳華など

梁詠琪、容祖児、阿杜、張学友、黄
品源、姜育恒、李克勤、李宗盛、林
志穎、梁朝偉など

陳奕迅、杜徳偉、羅大佑、呂方、光
良、古天楽、何潤東、羅文、黄安な
ど

会員登録方法 携帯で登録する サイトで登録する サイトで登録する

課金手段 携帯電話の料金請求の一項として 現在会員登録停止中 無料

ＭＰ３課金方法 無料 2元/曲 無料

着メロ課金方法 1元/曲 2元/曲 2元/曲

リングバックトーン課金方法 1元/曲 ー ー

その他関連商品課金方法 1元/枚 2元/枚画像、映画・ソフトはフリー 2元/回

コンテンツの内容が多く、充実感が
あるサイト。

会員登録停止中のため不明。サイト
が重い。

曲の充実度が高い。

価格体系

コメント

サイト名

サービス内容
（楽曲数、充
実度等）

概要情報

コンテンツ内
容（充実度＋
各々10アー
ティストピック
アップ）
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■中国語のインターネット音楽サイト（一部） 

365佳音網 久久音楽網 我愛音楽網

ＵＲＬ http://www.365hotmusic.net/ http://www.99music.net/new.htm http://www.uu530.com

運営会社 - - -

Ｐａｇｅｖｉｅｗ - - -

バナー等広告の有無・状況 なし 有 有

ＭＰ３関連 3万曲以上 100枚アルバム　曲数は8万曲以上 80万曲以上

着メロ関連 ＤＬサービス有 ＤＬサービス有 ＤＬサービス有　

リングバックトーン関連 ー ー ー

ＣＤ・ＤＶＤ通販 なし
通販はやってないが、リンク先のサイ
トでは売っている

なし

利用アプリケーション ー ー ー

その他 なし 携帯画像ＤＬサービス有 携帯画像ＤＬサービス有

中国系
充実度は一般：　井岡山、解暁東、
金学峰、陳暁東、戴軍、黄磊、胡
兵、老狼,蔡国慶、葛優など

充実度は豊富　。　刀郎、韓紅、那
英、孫楠、水木年華、林依倫、田
震、毛寧、劉歓、胡彦斌等

充実度豊富：崔健、蔡国慶、戴軍、
李進、黒豹、朴樹、刀郎、楊坤、韓
紅、孫楠など

欧米

充実度は低：ABBA,Bon
Jovi,Creamy,Backstreetboys,Sting
, James Car,Madonna,Tony
Benn,Van morri,Wham!,YES…

充実度は豊富。　Backstreet boys,
Beegees, Eagles, Guns N' Roses,
Nouvelle Vague, Metallica, Kelvin
Declined, Bebo Valdes, R.Kelly,
Julia Fordham…

充実度は豊富：ＡＢＢＡ，Ｃａｒｐｅｎｔ
ｅｒｓ，Ｄｉａｎａ　Ｋｒａｌｌ、Ｅｎｙａ，Ｅｌｔｏｎ
Ｊｏｈｎ，Ｊａｎｅｔ　Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｌｉｎｋｉ
ｎ　Ｐａｒｋ、Ｓｔｉｎｇ，Ｔｏｎｉ　Ｂｒａｘｔｏ
ｎ，Ｕ２．。。

韓国
充実度は一般：　安在旭、安七弦、
李基燦、申承勲、楊東根、張東健、
姜誠勲、曹誠模、姜玄洙など

充実度は豊富。　安在旭、安七炫、
金朝漢、朴志胤、Shinnago, Kim
Jang Hoon, Nico, Vista Eternity, 神
話 shinhwa, Hur Gyu …

充実度は豊富：安在旭、安七弦、李
基燦、申承勲、楊東根、張東健、姜
誠勲、曹誠模、姜玄洙など

日本

充実度は高：玉置浩二、小田和正、
福山雅治、反町隆史、坂本隆一、
浜崎あゆみ、大黒まき、華原智美、
酒井法子、相川七瀬など

充実度は豊富。　久保田利伸、Ｍｉｓｉ
ａ，桑田佳祐、宇多田光、槇原敬
之、ＤＪ　ＴＯＮＫ、ＹＵＫＩ，Ｋａｚａｍ
ｉ，Ｄｉｒ　Ｅｎ　Ｇｒｅｙ、浜崎あゆみなど

充実度は一般：坂本隆一、久保田
利伸、福山雅治、森山直太郎、西
城秀樹、安室奈美惠、倉木麻衣、
広末涼子、林明日香、山口百惠、な
ど

その他
動力火車、周華健、張伝、張清芳、
金城武、黄品源、劉徳華、張学友、
郭富城など

劉徳華、周傑倫、ＳＨＥ、莫文慰、劉
若英、遊鴻明、鄭秀文、林心如、陳
慧閑、黄品源など

成龍、陳小春、陳志朋、光良、蔡
琴、蔡依林、丁慰、劉若英、林心
如、梅艶芳など

会員登録方法 サイトで登録する サイトで登録する 携帯で登録する

課金手段 無料 現在会員登録停止中のため、不明 無料

ＭＰ３課金方法 無料 同上 無料

着メロ課金方法 1元/曲 2元／曲 2元/曲

リングバックトーン課金方法 ー ー ー

その他関連商品課金方法 ー 2元／枚（携帯画像） 2元/枚画像

曲の充実度はわりと高いが、使えな
いリンクが多く、利用できない曲が
多い。

会員登録停止中のため、不明。ただ
し、サイトが重い感じがしました。

サイトに行くと、いきなりほかのサイト
へのポップトップページがいっぱい出
てきます。また、実質、
http://www.tingcn.com/というサイ
トに全部リンクが飛ぶような形になっ
ています。

価格体系

使い勝手感想

サイト名

サービス内容
（楽曲数、充
実度等）

概要情報

コンテンツ内
容（充実度＋
各々10アー
ティストピック
アップ）
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１．音楽付加価値サービスの現状 １．音楽付加価値サービスの現状 

リンクトーン社によれば、中国における携帯コンテンツの種類としては、「音楽」「ゲーム」「情報

サービス」が付加価値サービスの主要な部分を占めており、そのうち音楽コンテンツは約半分程

度のシェアを占めている。音楽コンテンツの収入を 04年でみると、約 7億ドル（800 億円弱）と見ら

れており、05 年には 10 億ドルを超える見込みである。 

リンクトーン社によれば、中国における携帯コンテンツの種類としては、「音楽」「ゲーム」「情報

サービス」が付加価値サービスの主要な部分を占めており、そのうち音楽コンテンツは約半分程

度のシェアを占めている。音楽コンテンツの収入を 04年でみると、約 7億ドル（800 億円弱）と見ら

れており、05 年には 10 億ドルを超える見込みである。 

 音楽付加価値サービスは、主に「着メロ」のダウンロード（単音は SMS、和音は WAP 及び MMS

による）、RBT（リングバックトーン）、IVR から構成される。 

 音楽付加価値サービスは、主に「着メロ」のダウンロード（単音は SMS、和音は WAP 及び MMS

による）、RBT（リングバックトーン）、IVR から構成される。 

  

(1) SMS（単音着メロ） (1) SMS（単音着メロ） 

  04 年の SMS の送信数は 2900 億件、前年比 130％と増加し、また市場規模も 40 億元に達す  04 年の SMS の送信数は 2900 億件、前年比 130％と増加し、また市場規模も 40 億元に達す

３大付加価値サービスが占める収入の割合
（2001～2005）
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SMSマーケットの規模
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第３章 音楽付加価値サービスの実態 



ると予測される。SMS による単音の着メロのダウンロードは SMS 付加価値サービスによる収入の

約 3 分の１（約 13～14 億元）を占めており、音楽付加価値サービスによる収入のうち最大の部分

を占める。2.5G への移行は始まっているものの、現在の携帯電話の普及率から考慮すると、いま

だ単音着メロの市場は伸長すると業界では見ている。 

料金は、ほとんど月額（ダウンロードし放題）で、チャイナモバイルの場合は、規定により、月額

の値段設定は30元／月を超えてはならず、曲別で課金している金額についても、１ヶ月の総額は

30 元を超えてはならない。 

 

（２）WAP（和音着メロ） 

 WAPサービスは中国において急速に伸びており、03年度、同マーケットは2.3億元にまで成長し

た。04 年には 245%という大幅な伸びが見込まれており、その規模は 8億元に達すると見られてい

る。WAPサービスによる収入の内、画像及び着メロのダウンロードが全体の55%を占めている。和

音着メロ、True Tone、MP3 のダウンロードも重要な部分を担っており、今後中国において 2.5G の

WAPの各サービスが占めるトラフィックの割合
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系, 18%

メール, 4%

ゲーム・エンター
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3%

流行・生活, 5%

その他, 2%

出典：iResearch（04年7月）
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RBTマーケットの発展状況
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ユーザーが増加するにつれ、さらに発展していくことになるであろう。 

料金はほとんど月額契約、値段８元／月以下となる。 

 

(3) IVR 

 IVR サービス中、現在最も人気を博しているのはチャット・出会い系サービスである。次いで多い

のが音楽サービスで、全体の15%を占めている。豊富な音楽ソースと、優れたサービス設計とマー

ケティングを背景に、音楽 IVR サービスは今後大きく発展していくことになると見られている。 

料金は SP によって価格設定が異なり、例えば、SINA の場合、1 元／分となる。 

 

(4) RBT（リングバックトーン） 

 リングバックトーンは現在、音楽付加価値サービス製品の中で最も急速に伸びつつあるサービ

スであり、03 年半ばのスタート以降、若年層より多大なる人気を集めている。チャイナユニコム並

びに固定ネットワークオペレーターも各地でリングバックトーンサービスを次第に展開しつつあり、

それに伴い同マーケットはさらに拡大していくことになると期待されている。 

料金は、５元／月（有効期限：3 ヶ月）、２～３元／曲。有効期限を過ぎてもダウンロードした着メ

ロを換えなければ、追加料金 2元を通信キャリアに払う。 

 

(5 )着うた 

04 年頃より「着うた」のダウンロードサービスも徐々に始まっている。しかし、04 年末現在、全携

帯機種が 600 種程度市場に存在している中で、ＭＰ３対応機種は 40 種類程度しか存在せず、本

格的な導入はこれからである。現在、「着うた」では、30～45 秒が一般的であり、料金は 2 元／曲

程度。大手 SP である Tom.com などでは、来るべき「着うた」の時代に備えて、各レコード会社と

8000 曲以上の包括的な契約を行っている。通常は、レコード会社との契約は非独占契約が中心

だが、同社では台湾の人気歌手である周傑倫と独占契約を結んでおり、独自のコンテンツの確保

に積極的な動きも見せている。 

 

２．人気音楽ジャンル／アーティストの状況  

本調査でインタビューに応じてくれた SP や CP の回答を総合すれば、「着うた」「着メロ」も含め

た音楽付加価値サービスにおける人気音楽ジャンルの 7 割は「香港・台湾系の中国語流行音楽」、

2 割が「中国本土の音楽」、１割が「欧米・韓国の音楽」といえる。「着メロ」や「着うた」のユーザー

は、ほとんど 35 歳以下であり、日本と同様、市場で人気のあるポップスが中心である。人気のあ

るアーティストとしては、周杰掄（台湾）、阿杜（シンガポール）、孫燕姿（シンガポール）、蔡依林（台

湾）、S・H・E（台湾）、刀郎（中国）などの名前が挙がったが、音楽付加価値サービスでは、収入の 
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多くは少数の曲から生まれており、曲数ではなく質が重要という意見や外国曲のニーズは見え

ていないという意見が大勢を占める。 

日本の楽曲についての反応は、市場での「人気度が低い」との理由から積極的に扱いたいとい

う姿勢は見られず、プロモーションなどの必要性を挙げる声が多かった。 

 

３．著作権処理の状況 

 01 年の中国著作権法改正により、情報ネットワーク伝達権が認められ、著作権だけではなく、

著作隣接権の情報ネットワーク伝達権も認められた。これを契機に、02 年より中国音楽著作権協

会（MCSC）では音楽配信ビジネスに対する著作権使用料の管理業務を開始した。MCSC によれ

ば、04 年 11 月時点で、ネット配信から徴収した音楽著作権使用料はおよそ 1800 万元／年となっ

た。 

 著作権の管理システムに関しては、MCSC では、03 年に録音権に関して日本音楽著作権協会

（JASRAC）と相互管理契約を締結したことから、日本など先進国の経験を取り入れ、さらにチャイ

ナモバイルとも提携し、チャイナモバイルから各 SP に対して著作権の権利処理を徹底させている

ため、初期段階としての管理能力は高い。しかし、MCSC は作詞家・作曲家の権利を管理しており、

隣接権はレコード会社が管理しているため、利用者は複数の権利を処理しなければならない。ま

た MCSC は権利者から授権の依頼があってはじめて管理することができるが、MCSC に授権しな

い権利者もいる。MCSC が現在管理している楽曲数は数十万曲だが、実際にダウンロードされる

曲は流行曲が多く、MCSC では「着うた」の場合、全体の 30％程度の作品しか管理できていない

状況にあるが、「着メロ」の管理はおよそ 70～75％に達する。 

 MCSCでは、MCSCが管理している市場が全体の３分の１、レコード会社など権利者が直接管理

している市場が３分の１、残りの３分の１は権利侵害という見方をしている。 

ユーザーから徴収した情報料からの配分は、一曲あたりMCSC：0.12元、SP：0.30元、通信キャ

リア：0.50 元というのが一般的である。通信キャリアが 0.50 元以下の場合、SP の配分率が増える。

仮に通信キャリアやSPが着メロを低額や無料で提供し、広告収入で補う場合でも、MCSCへの使

用料は変わらない。著作権使用料は基本的には、日本と同様であり、通信キャリアがユーザーか

ら情報料を徴収し、自社の配分を取り除いて SP に支払われ、SP は MCSC に著作権使用料を支

払うという構造である。 

ただ、最近では、レコード会社も使用料を年額で設定し、使用回数も限定しないような仕組みも増

えてきており、MCSC の場合、裏付けとして SP に様々なデータの提出を求めるためか、SP は

MCSC よりレコード会社と直接契約するケースも増えている。 
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４．申請方法と審査基準  

インターネット配信は「インターネット文化管理暫定施行規定」（03 年 5月 10 日公布、０４年 7月 1

日改正）（参考資料１）によって管理される。 この規定では、インターネットを通じて生産、普及、流

通するAV製品、ゲーム製品、芸術作品、アニメなどの文化製品とこれらの製品を提供する企業が

管理の対象となっている。  

  同規定では、インターネット文化活動を経営性インターネット文化法人団体（許可制）と、非経営

性インターネット文化法人団体（登録制）の 2 種類に区分。営利目的の企業には許可制度を適応

し、非営利企業には報告を義務付け、文化部と省（自治区、直轄市）人民政府文化行政部門が各

管轄ごとに管理する。さらに、規定では（１）対象企業の設立条件と許認可過程、（２）輸入製品の

審査制度、（３）規定違反に応じた罰則――の 3点を明確にしている。

具体的な申請方法に関しては、経営性インターネット文化法人団体設立の申請は、所在地の

省、自治区、直轄市の人民政府文化行政部門に申請を提出しなければならない。省、自治区、直

轄市の人民政府文化行政部門によって初めに審査、同意を受けた後、文化部に報告し、審査、

認可を受ける。また、非経営性インターネット文化法人団体設立の場合も同様の申請をしなけれ

ばならないが、省、自治区、直轄市の人民政府文化行政部門によって審査、認可をし、文化部に

記録のため報告する。 

経営性インターネット文化法人団体設立の申請に対して、省、自治区、直轄市の人民政府文化

行政部門は、申請を受理した日より 30 日以内に初審査における意見を提出し、初審査に合格し

たものについては文化部に報告し、認可についての審査を受ける（不合格のものについては申請

者に通知し、理由を説明する）。文化部は初審査における意見を受け取った日より 30 日以内に認

可もしくは不認可の決定をし、書面にて申請者に通知する。認可したものには、「インターネット文

化経営許可証」を発行し与える。インターネット文化法人団体設立の申請が認可を経た後、「イン

ターネット文化経営許可証」もしくは認可書類を持ち、「インターネット情報サービス管理規則」の

関連規定に則って、所在地の電信管理機構もしくは国務院情報産業主管部門にて関連する手続

きを行う。 

また、この規定では、経営性インターネット文化法人団体が不健全な禁止された内容を提供、

あるいは文化部の認可を得ずに輸入したインターネット関連商品を提供した場合、省クラス以上

の人民政府文化行政機関が提供の停止を命じ、違法所得を没収するとともに１万元以上３万元

以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、業務停止を命じるか営業許可証を取り消す。犯罪とな

る場合には、法に基づき刑事責任を追及する。非経営性インターネット文化法人団体でも、同様

の場合、1000 元以下の罰金を科す。さらに規定は、インターネット関連の商品やイベント、インタ

ーネット関連商品の輸入手続きなどを明確に定めている。 
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■ 中国でのライセンス CD発売プロセス 

プロセス 内容説明 所要期間 コメント 

 

１． 音像出版事業者との出

版契約の合意 

 

  
音像出版事業者 

（中国のレコード会社等） 

２． 認証機構発行の 

権利証明書の取得 

(IFPI 香港事務所) 

 

国家版権局指定の認証機

構である IFPI 香港事務所

から権利認証書の発行を

受ける。 

１０日～１５日 

中国の音像出版事業者は IFPI 香

港事務所から権利認証書の発行

を受ける前に、日本のマスターラ

イセンス権利者の証明が必要。 

（日本レコード協会窓口） 

３． 音像製品出版契約 

の登録認証 

（国家版権局･中国版権保護

センター） 

国家版権局から事務の委

託を受けた中国版権保護

センターが申請を受理し、

音源に係わる権利を審査

し、マスターライセンス契約

の認証登録を行う。 

受理後７営業日以内に

契約の登録終了が原則 

審査に必要な書類： 

①ライセンス契約書 

②IFPI の権利認証書 

③出版契約登録表 

（レーベルコピー情報等） 

④中国語訳の歌詞 

⑤商品見本 

 登録認証後、「国家版権局著作

権契約登録確認書」が発行され

る。（契約登録番号の付与） 

４． 内容審査 

（文化部文化市場司） 

音像製品の輸入業者（音

像出版事業者）は文化部

設置の「音像製品内容審

査委員会」の内容審査を

受ける。 

 許可決定後、音像製品

輸入許可書が発行される。

申請受理後３０日以内に

許可もしくは不許可の決

定。 

（文化部は不許可の場

合はその理由を説明しな

ければならない） 

審査内容： 

「音像製品輸入管理規則」（第２３

号第６条より） 

主なものを抜粋 

①犯罪、暴力 

②青少年道徳 

③国の主権と領土 

④国民感情 

５． リリース（出版・発行） 

 

契約登録番号と輸入許可

書番号を本体とパッケージ

に明示する。 

 

日本との同時発売に当たっては、

関係機関との事前の連携が必要

となる 
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５．パッケージ販売と音楽配信の関係 

 基本的には現在の中国のレコード会社や著作権者は、まだ音楽配信時代の到来に対して準備

ができていないという見解が多い。例えば、あるレコード会社では、1 曲の著作権使用料として

6,000 元／年にも上る額を SP に要求する。それは、従来の CD販売ルートに対する影響を懸念し

ている。 

例えば、インターネット上でも新譜のプロモーションのためにダウンロードはできないが試聴が

可能なサイトは存在する。しかし、前述したように、ダウンロードできる違法サイトが多く存在する

中ではあまり意味をもっていない。 

 中国音像協会では、中国の音楽配信の状況に対して、「レコード会社や SP、ユーザーにとって、

心理的な、物質的な準備が必要と思う。多くのユーザーは、独占的な地位にある SP やキャリアを

信用していない。これらの問題を解決できれば、本当の配信時代が来る。レコード会社はCD を売

るのではなく、音楽を売るべきで、自分で配信ビジネスSPを始めるか、業界で協力してSPを始め

るかはわからないが、現在の SP に対抗するようになると思う。おそらくコンピューターの発展など

から見ると、5 年以内にはこうした革命が起きるのではないか」と語る。 

日本のレーベルモバイル（着うた）の場合も、02年 12月のサービス開始から飛躍的な成長を続

け、au、DoCoMo、vodafone の携帯電話３キャリアすべてでサービスを開始したことで、利用可能

な端末台数が急激に増え、半年前に比べると 25％増の月間 1000 万ダウンロードにまで伸長して

いる。当初は、J-POP のサイトだけだったが、ジャンルを広げて、J-POP、洋楽、アニメ、ジャズ・ク

ラシック、演歌・歌謡曲の５サイトで構成、レパートリーも 2 万曲を超えた。ユーザーは「着うた」を

一種の試聴として使い、そこから興味を抱いて CD や DVD、あるいは音楽配信といった他メディア

に移行している。 

 実際、中国において実際に音楽配信ビジネスを始めているレコード会社でも「レーベルモバイ

ル」のような存在を望む声は大きい。 

 

６．違法サイト、違法ダウンロードの状況 

01 年の中国著作権法改正により、「情報ネットワーク伝達権」が認められ、著作権だけではなく、

著作隣接権の情報ネットワーク伝達権も認められた。この法改正により、インターネット上の海賊

版の配信や大量な無許諾使用などを防ぐことが可能になったが、その結果として 02 年前後から、

音楽ダウンロード専門サイトが衰退しはじめた。3 年前には、「wangwa」「music china」など十数の

音楽専門サイトがあったが、著作権法改正の影響で大量な使用料を払わなければならないことに

なり運営できなくなった。現在は検索エンジンを使えば、中国語の音楽サイトはまだ数多くあるが、

ほとんど無免許の SP や個人サイトであり、違法の MP3 ファイルを提供しているサイトは 1000 程

度あると言われている。 
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これに対して、中国音楽著作権協会（MCSC）ではインターネット上の音楽配信については、ネッ

ト上で検索し、権利侵害を発見した場合、直接相手と交渉しているようだが、授権された権利の侵

害ケースしか管理できない。結果として利用者によっては権利侵害をやめて、MCSC の管理曲し

か使わなくなるケースもあるが、大半の利用者は MCSC が権利を持っている曲を一切使わなくな

り、授権されていない曲を使うなど、ネット上の権利侵害に対しても“いたちごっこ”の状態が続い

ているのが現状である。 

また、携帯電話における公式サイトでも著作権をクリアしていない違法サイトは多く、通信キャリ

アも管理しきれない状況である。 

ただ、ほとんどのサイトは直接曲のダウンロードを提供しているわけではない。あくまでもファイ

ル交換のサーバーを提供しているだけであり、これまでの伝統的な著作権概念とは違うと、MP3

ファイル交換サイバーを提供するSPは主張する。つまり、ユーザーのアクセスからダウンロードま

での流れを提示し、肝心のダウンロードされる曲の所在はリンクされたものであるため、侵害行為

は行われていないというのである。要するに、ファイル交換の場、あるいはリンク機能は提供して

いるが、直接曲の複製や圧縮、サーバーへのアップロード、ユーザーへのダウンロードサービス

などは行っていないとの見方である。 

インターネットにおける音楽著作権の侵害のケースでもう一つ難しいところは、権利侵害者の特

定である。侵害行為を立証するためには、公証手続きが必要となる。CD の場合、侵害者が販売

者なら店頭で確認でき、メーカーなら工場で確認できる。しかし、インターネットの場合、仮に公証

員の前で違法サイトに入り、リンクからファイル交換やダウンロードまでのプロセスを固定したとし

ても、必ずしもそのサイトに記載された製作者の名前が実在するとは限らない。あるいは、記載さ

れた製作者は実在するが、名前が勝手に使われたものであるケースが多い。 

中国の裁判所は基本的には権利者の権利を保護する姿勢を示しているが、いまだ争点が残っ

ている。基本的には、サイト間のリンクは侵害行為ではないが、内容を選別、編集したリンクを提

供する行為は権利侵害だと認識される。しかし、このリンクの内容の線引きが非常に難しいため、

争点として残されている。 

SP、ICP（インターネット・コンテンツ・プロバイダー）責任については、米国の考え方を取り入れ

ている。SP より ICP に重い責任を与えている。たとえば、SP の侵害行為を発見した場合、権利者

は直接SPに侵害行為の停止を求める。それを受けたSPは侵害行為を停止すれば、他の責任を

負わなくて済む。立法の意図は、SP はいちいちコンテンツの内容をチェックすることが不可能と認

識したからである。しかし、そもそもプロバイダーを ICPと認定するか、それともSPと認定するかも

難しい問題である。 

次に、インターネット放送とダウンロードの区別の問題。両方とも侵害行為と見なされ、前者の

責任は後者より軽いと見られている。しかし、前者の試聴サービスについて、どこまでの試聴が権
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利侵害であるかというところに争いがある。少なくとも現在のところ、この争点についての司法解

釈は出ていない。 

着メロやリングバックトーンについても、現在のところまだ判例が出ていない。しかし、基本的に

は、着メロやリングバックトーンもインターネットを経由して配信されているため、侵害行為があっ

た場合、インターネットにおける権利侵害としてみるべきと考えられている。 

 こうした違法サイトにおける損害賠償額についてこれまでの判例では、CD の場合は違法複製

者に約 10 万元、違法販売者に約１万元が一般的となっているが、インターネットの場合の賠償額

はまだ一定していない。これまでの判例では、１曲 1,000 元～5,000 元の間で決定されている。 
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第４章 音楽配信事業者の動向 

 

１．SP、ICP の概況 

 中国には、回線・サーバーの利用、インターネット等のネットワーク上のサービス――例えば接

続サービス、キャッシング、ホスティング、サーチエンジン等のサービスを提供する SP（サービス・

プロバイダー）は、全国で 2000～3000社が存在すると言われている。SPは、いわゆるポータルサ

イトや検索サービスの提供、ニュース配信、ソフトウェアの提供、音楽配信、データサービスなど、

デジタル化された情報を提供するICP（インターネット･コンテンツ・プロバイダー）と比較して使われ

ることが多いが、市場拡大と競争の激化により、SPは ICPを兼業する例も多く、多くの企業との提

携も始まっている。 

現在では、SP は著作権侵害の問題などもあり、全国にわたる業務の許可を得ることが非常に

難しくなっている。04 年 5月以降、SP申請の手続きは大幅に改正され、従来の全国ネット SP も、

新規に中国情報産業部に「跨地区増値電信業務経営許可証」を申請しなければならなくなった。

その中で、全国で業務を執行できる SP（１つのサービスコードを持っている SP「全網 SP」）は 100

社程度と見られ（全網SPではないSPは「地区性SP」という）、通信オペレーターからみると、実際

には大手 20 社程度の SPに集約される傾向にある。ちなみに中国では外資１００％の SPは認め

られておらず、多くの外資系 SPは合資会社として展開している。 

中国の大手 SP（ICP）として名前が挙がるのは、新浪（ＳＩＮＡ）、网易（１６３）、搜狐（ＳＯＨＵ）、

TOM、騰詢（ＱＱ）、空中網、灵通网（ＬＩＮＫＴＯＮＥ）など。90 年代後半に設立している企業が多く、

中国大手ICP売上比較（yahoo finance）
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Enterpr ise  Value(Yahoo Finance/Feb2005)
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03 年頃より急速に業績を伸ばしている。なかでも SINA は、04 年は前年の 1.7 倍にあたる 2 億ド

ルに売上が達する見込みであり、急成長している様子がうかがわれる。また企業価値でみると、

网易（１６３）が高く、1 億ドルを超えている。 

中国の大手SPが提供する付加価値サービスの中で、音楽配信の占める割合は50～70％と非

常に高い。まだまだ「着メロ」が中心ではあるが、05 年には MP3 対応の携帯端末がかなり投入さ

れる予定であり、各社ともレコード会社と提携を急いでいる。日本との大きな違いは、ネットを使用

した付加価値サービスが多いことだ。新浪（ＳＩＮＡ）、网易（１６３）、搜狐（ＳＯＨＵ）などの総合ネッ

トに、携帯番号を登録し、パスワードを発行してもらい、サービスの提供を受ける。ちなみに、この

場合のサービス使用料金も通信キャリアが徴収する仕組みである。 
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■中国主要 ICP の企業概要 

新浪（ＳＩＮＡ） 网易（１６３） 搜狐（ＳＯＨＵ）

ＵＲＬ http://www.sina.com.cn/ http://www.163.com http://www.sohu.com

運営会社 新浪公司／Sina Corporation 網易公司／Netease.com Inc 捜狐公司／Sohu.com Inc

設立時期 1993年12月 1997年6月 1996年8月

運営会社の社長
Daniel Chiang(46)
Yan Wang(31)

丁磊／Ted Sun(36) 張朝陽総裁／Charles Zhang(39)

従業員数 785名 620名 1,016名

株式上場有無 US・NASDAQ（SINA） US・NASDAQ(NTES) US・NASDAQ（SOHU)

NASDAQ株価（2005年2月11日） 23.23 38.73 15.39

売上情報 万米ドル 万米ドル 万米ドル

2000 2,417 400 592

2001 2,474 345 1,310

2002 3,889 2,810 2,873

2003 11,428 6,565 8,040

2004（ｔｔｍ） 19,999 9,592 10,321

売上内訳情報

広告売上 万米ドル 万米ドル 万米ドル

2000 2,094 360 557

2001 2,071 170 923

2002 2,470 413 1,386

2003 4,117 1,023 2,950

2004

携帯・情報関連売上 万米ドル 万米ドル 万米ドル

2000

2001

2002 908

2003 6,438 3,210 4,705

2004

純利益 万米ドル 万米ドル 万米ドル

2000 -4,335 -2,040 -1,470

-2,743 -2,820 -1,270

-494 -106

2001

2002 197

2003 3,143 3,902 2,637

2004

万米ドル 万米ドル 万米ドル

TOTAL　CASH（mrq) 11,525 25,240 14,132

万米ドル 万米ドル 万米ドル

Enterprise Value(2005/2) 98,687 108,000 50,524

ALEXA TOP500(2005/2/14) 5 9 7

概要情報
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TOM 騰詢（ＱＱ） 空中网 霊通网（ＬＩＮＫＴＯＮＥ）

http://www.tom.com http://www.qq.com http://www.kongzhong.com http://www.linktone.com

雷霆万鈞 ＴＥＮＣＥＮＴ　Ｉｎｃ／騰詢公司 KongZhong Corp Linktone ltd

2000年 1999年9月

Sing Wang 馬化騰総裁 Yunfan Zhou(29) 楊鐳／Raymond Lei Yang(46)

NaN 309名 234名

US・NASDAQ（TOMO) なし US・NASDAQ(KONG） US・NASDAQ（LTON)

13.05 　 9.85 7.28

万米ドル 万米ドル（2005年2月換算） 万米ドル

261

643 593 109

2,998 3,179 431

7,707 8,881 781 1,660

10,954 4,797 4,229

万米ドル 万米ドル（2005年2月換算） 万米ドル 万米ドル

295 94

423 232

585 397

万米ドル 万米ドル（2005年2月換算） 万米ドル 万米ドル

3 459

996 2,402

5,584 5,647

万米ドル 万米ドル（2005年2月換算） 万米ドル 万米ドル

-7,468

-2,314 121 -276

-835 1,740 -64

1,957 4,084 241 347

万米ドル 万米ドル 万米ドル 万米ドル

7,020 9,071 7,439

万米ドル 万米ドル 万米ドル 万米ドル

54,968 24,547 11,119

20 13  
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２．リンクトーン社のケーススタディ 

（1)ワイヤレス付加価値サービスに特化した中国企業で初めて米国で上場 

 リンクトーンは 1999 年の創業以来、中国の携帯ユーザーに対して最先端をゆくワイヤレスエン

ターテインメント付加価値サービスを提供することに注力しており、これまでに大きな成功を収めて

いる。同社のサービスは、①「音楽系サービス」②「ゲーム系サービス」③「情報サービス」の 3 つ

が大きな柱となっており、690 万人もの月額固定ユーザーを保有している。 

 このように同社では短期間で実績を重ね、2004年 3月にはナスダックに上場し、ワイヤレス付加

価値サービスに特化した企業として中国で初めてアメリカでの上場を果たしている。 

 

■【リンクトーン】会社概要 

設立：1999 年 9 月 1 日 

代表取締役社長：Raymond Lei Yang 

従業員：234 名 

株式上場有無：US・NASDAQ（LTON） 

NASDAQ 株価（2005 年 2 月 11 日）：7.28 

 

リンクトーン売上高　（万米ドル）
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(2)690 万人もの月額固定ユーザーを保有 

前頁で触れたように、リンクトーンではコンシューマー向けワイヤレス付加価値サービスにおい

て、①「音楽系サービス」②「ゲーム系サービス」③「情報サービス」の 3 つを大きな柱として展開し

ている。中国大陸には現在、約3億人の携帯ユーザーが存在すると言われているが、リンクトーン
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では 690 万もの月額固定ユーザーを保有するなど、この分野のビジネスにおいて他社を牽引する

ポジションにあると言える。 

 

 

   
 

コンシューマー向けワイヤレス付加価値サービス 

 

       

 

 

 

(3)広域に

リンクト

方販売担

る。 

こうした

めて数々

レス付加

の大型の

モバイル

ゲームの

 

音楽系サービス 

SMS、MMS、リン

（中国大陸には

CHINA M

展開されるオペレーターの販

ーンでは、中国本土のほぼ

当者を配属するなど、広範
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など 
 リンクトーンでは 690 万人の月額固定ユーザーを擁している 
し、全国に100名以上の地

ネットワークを展開してい
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3 に入り、さらにチャイナ
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（３）有力企業をパートナーにする事で他を圧倒 

リンクトーンでは、製品開発において一貫して、世界的に著名かつ実績のある企業と提携し共

同開発を進めており、数多くのトップクラスの協力パートナーを擁している。中でも特に音楽コンテ

ンツに関しては、世界的に著名な音楽関連企業と提携しており、中国マーケットにおいて他社を圧

倒しており、また強力パートナーからも高い評価を得ている。 

これまでの主な例としては、2003年5月ソニーミュージックと提携し、上海で独占的にリングバッ

クトーンサービスの提供をスタートしたほか、2004年2月には世界の五大レコード会社の1つであ

るEMIと提携し、EMIのリングバックトーンサービスと IVRサービスを展開、また同年8月には日本

最大のレコード会社であるavexと提携し、avexの音楽をリングバックトーンサービスで独占的に提

供するなどしている。さらに世界的に有名なワーナー社のカートゥーンネットワークチャンネルと提

携した事により、トム＆ジェリー、パワーパフガールズ、フリントストーン等のアニメーションキャラク

ターを MMS及びWAPサービスによって中国で独占的に提供するほか、日本でも大人気を誇るア

ニメーション、クレヨンしんちゃんの使用のオーソライズを受け、中国においてクレヨンしんちゃんの

画像、MMS、WAP サービスを提供し、中国における数多くのユーザーにクレヨンしんちゃんを送り

届けると共に、海賊版を減らす事にも寄与している。 

このようにリンクトーンでは、有力企業とパートナーシップを結ぶ事で、お互いにとって大きなメリ

ットとなる“ウィン×ウィン”ビジネスを展開することに成功している。 

 

【リンクトーンと有力パートナーシップの主なビジネスモデル】 

■ソニーミュージック 

2003年5月にソニーミュージックと提携し、上海で独占的にリングバックトーンサービスの提供を

開始。10 万人以上のユーザーを獲得し、中国でリングバックトーンサービスのブームを巻き起こし

た。 

■EMI 

2004 年 2 月、世界五大レコード会社の 1つでもある EMI と提携。EMI のリングバックトーンサー

ビスと IVR サービスを展開し、豊富かつ新しい音楽コンテンツの提供を実現した。 

■avex 

2004 年 8 月、日本最大のレコード会社である avex と提携し、avex の音楽をリングバックトーン

サービスで独占的に提供。同社の公認サイトをワイヤレス WAP上に構築した。 

■CHANNEL V 

アジアで著名な衛星音楽チャンネルのチャンネル V と総合的かつ長期的な強力パートナーシッ

プを結び、同チャンネル名より命名した「小 V 倶楽部」を立ち上げ、音楽愛好家のワイヤレスコミュ

ニティを構築。音楽テレビ局と視聴者とをインタラクティブに結ぶルートを構築した。 
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■カートゥーンネットワーク 

ワーナー社のカートゥーンネットワークチャンネルと提携し、トム＆ジェリー、パワーパフガール

ズ、フリントストーン等のアニメーションキャラクターを MMS 及び WAP サービスによって中国で独

占的に提供。 

このほか、クレヨンしんちゃんの画像、MMS、WAP サービスの提供や、日本のインデックスコー

ポレーション社と提携し、日本の Java ゲームを中国マーケットへと投入、中国語化を行うことで中

国での利用を実現している。 
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第５章 音像産業に関連する知的財産権保護システム 

 

１． 著作権に関する法的整備状況 

 現在の中国における音像産業に関連する著作権をはじめとする知的財産権保護の観点から整

理すると、下記のようになる。 

 

(1)国内法 

中国著作権法において、作詞家・作曲家等の著作者の権利、及び実演家、レコード製作者等

の著作隣接権者の権利は保護されている。著作権法は 90 年に公布され、01 年に改正された。 

作詞家作曲家を保護する著作権に含まれる権利の種類は 17 種類。隣接権では実演家は 6種

類、レコード製作者は 4種類の権利が保護されている。01 年の著作権法改正で、実演家及びレコ

■著作権の１７種類

・公表権 ・上映権

・氏名表示権 ・放送権

・変更権 ・情報ネットワーク伝達権

・同一性保持権 ・映画化権

・複製権 ・翻案権

・発行権 ・翻訳権

・貸与権 ・編集権

・展示権 ・著作権者が享有すべきその他の権利

・実演権

■実演家の６種類

・実演家であることを表明する権利

・歪曲から実演を保護する権利

・実演を実況生放送し、公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利

・録音録画を他人に許諾し、報酬を得る権利

・実演の録音物または録画物を複製し、発行することを他人に許諾し、報酬を得る権利

・情報ネットワークを通じて実演を公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利

■レコード製作者の４種類

・複製を通じて公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利

・発行を通じて公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利

・貸与を通じて公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利

・情報ネットワークを通じて公に伝達することを他人に許諾し、報酬を得る権利  
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―ド製作者にも情報ネットワーク伝達権が認められた。両者にこの権利を認めるべきか否かにつ

いては1999年までに争いがあったが、99年にアメリカにサーバーを置く、中国人向けの中国語サ

イトの被告が敗訴した事例や、最高人民法院（最高裁判所）の司法解釈において、権利を認める

べきとする方向性が示された。 

 

(2)行政法規 

中国の行政法規には「音像」（行政法規では、音楽と映像を共に保護対象としている）を保護す

る規定が多い。主なものとして、「音像製品管理条例」がある。この条例では、音像製品の出版、

発行、複製、販売、貸与などに関する規範などを規定している。この条例をもとに、「音像製品輸

入管理規則」（輸入）、「音像製品複製管理条例」（複製）、「音像製品出版管理条例」（出版）が制

定されている。 

ほかに、明文化されてない行政規範もある。例えば、①製品の輸入：現在のところ、レコード輸

入権は中国図書進出口公司が唯一の窓口となっている。②ライセンスの輸入：文化部が指定した

全国二百数社の出版社のうち一部の出版社にのみ認められている。実際には、多くの輸入業者

が輸入許可を受けた出版社と業務提携し、出版社は輸入手続を行い、輸入業者が実際のライセ

ンス輸入を行っている。これら以外の独自の輸入ルートによる音像製品の並行輸入は認められて

いない。 

 

(3)国際条約 

■加盟条約： 

・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約 

・万国著作権条約パリ改正条約 

・著作権に関する世界知的所有権機関条約（ジュネーブ） 

・許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約（ジュネーブ） 

■非加盟条約： 

・実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（ローマ） 

 

２．海賊版対策 

国家版権局によれば、01年の改正著作権法で明記された情報ネットワーク伝達権に関して、最

近 MCSC が原告となった訴訟事例が増えつつあり、行政面からもネットワーク上の著作権侵害に

効果的且つ厳正に対処すべく、国家版権局は情報産業部と共に「情報ネットワーク伝達権行政保

護条例(草案)」を起草し、国務院法制弁公室では、同条例の 05 年の立法化を目指している。 

CD等録音物の海賊版については、92 年に中国音楽著作権協会（MCSC）が設立され、翌年 93
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年に関連当局による違法録音出版製品の全国一斉摘発を行い、押収品は 10 億本に上った。90

年に中国著作権法が制定され、01 年に法改正が行われたが、この時に著作権関連の条例も整

備された。音像製品管理条例、電影管理条例等５つの条例が制定され、当局による違法行為の

取締りが本格化した。この流れに沿うように、裁判所の著作権事件も増え、02 年には知的財産権

事件を専門に取り扱う法廷（知識産権法廷）が初めて高級人民法院に設置された。それでも海外

からの密輸による市場汚染は後を絶たず、海外からの違法ラインは、03年累計で114件摘発、廃

棄した押収製品は 4,700 万本、違法所得は 1.3 億元(約 16 億円)に達している。 

 

３．レコードの権利認証制度 

海賊版製造者が音源の権利について虚偽の主張をするケースが多々あるが、その対策として

ライセンサーが当該音源の正当な権利保有者であること、又は中国本土における当該音源の製

造を許諾する権限を有する者であることを第三者機関によって認証する制度が「権利認証制度」

である。 

ライセンスに基づき中国国外レパートリーのレコードを中国本土にて製造する者は、政府当局

に対し、当該レコードの製造の許可を申請することが求められる。このとき、申請者（ライセンシ

ー）は、当該音源に係る権利の保有を第三者が証明した書類をライセンサーから受領し、国家版

権局（中国版権保護センター）に提出する必要がある。ライセンサーが IFPI 会員の場合には、そ

のレパートリーについては、IFPI地域事務所（香港）が所定の書式による「権利認証書（Certificate 

of Authentication of Rights）」を発行する取り決めとなっている。 

権利認証制度は以下の手順により運用されている。 

 

(1)ライセンサーが IFPI 会員の場合 

・IFPI 会員は、「権利認証書」の発行を IFPI 地域事務所に申請する。 

（このとき、後述する INTERCOR に当該音源に係る権利情報の登録がある場合には所定の書式

（「別添」参照）により申請する。登録がない場合には、IFPI 会員は自ら陳述書を作成し、レコード

の詳細がわかる資料やサンプル盤等を添えて IFPI 地域事務所に申請する） 

・中国のライセンシーは、ライセンス契約書（またはライセンス関係を証する書面）及びライセン

サーから受領した「権利認証書」を添えて中国版権保護センターにレコード製造の許可を申請す

る。 

 

(2)ライセンサーが IFPI 会員でない場合 

・ライセンサーは、IFPI地域事務所の発行する「権利認証書」に代えて、当該音源の権利所有を

陳述する書面を自ら作成する。 
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・中国のライセンシーは、他の書類（上記（１）と同様）とともに、その陳述書を中国版権保護セン

ターに提出する。 

・中国版権保護センターは、国家版権局（NCAC）を通じてそれらの書類の写しを IFPI 北京代表

部に回付し、IFPI 北京代表部は当該申請について権利侵害の有無を確認し、中国版権保護セン

ターに回答する。 

 

この認証書の発行においては、香港で運営されている「INTERCOR」というデータベースが有効

に利用されている。これは、IFPI 会員が有するレコードに係る権利情報データベースであり、香港

とシンガポールにおいて利用されている。IFPI が会員に代わってこれら地域において海賊版の訴

訟を提起するとき、INTERCOR への登録情報により当該レコードに係る権利の疎明を行っており、

INTERCOR への登録が事実上の対抗要件となっている。 

ＩＦＰＩ会員のレパートリーでＩＮＴＥＲＣＯＲに権利情報が登録されている場合は、ＩＦＰＩ地域事務所

は、通常、申請受理の翌日には「権利認証書」を発行するという。 

しかし、日本レパートリーの情報はＩＮＴＥＲＣＯＲに登録されていないため、日本のＩＦＰＩ会員が

有するレパートリーの「権利認証書」については、ＩＦＰＩ地域事務所で陳述書等に基づいた審査か

らの手続きを行うため、発行までの時間がかかる。又、日本のライセンシーがＩＦＰＩ会員でない場

合には上記(2)の手続きとなり、国家版権局（NCAC）から IFPI 北京代表部に権利侵害の確認が依

頼される。このとき、IFPI 北京代表部（場合によっては IFPI 地域事務所）は当該国ナショナルグル

ープ（日本レパートリーの場合は、日本レコード協会）に照会し、権利関係の事実確認を行うため、

ＩＦＰＩ会員の場合より更に時間がかかることとなる。 

 これら日本レパートリーに係る手続きに要する日数は特定できないが、これが中国における発

売スケジュールに影響を及ぼすことは否定できないであろう。 

この状況を改善し、中国本土における日本レパートリーの発売を円滑に促進するためには、国

家版権局（NCAC）に対して、日本レパートリーについては日本レコード協会を、「権利認証書」の

発行機関として承認するよう働きかけを行い、何らかの合意書を締結する必要がある。それが達

成されれば、日本のレコード会社は日本レコード協会の「権利認証書」をライセンシーに提供し、

政府当局からの製造の許可を今以上に早く得ることが可能となるだろう。 
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別添 

To  : IFPI Asian Regional Office / Maurice Hui  

From : 

Date  : 

 

Application For Certificate of Authentication of Rights (Sound/Featured 
Recordings) 
 

Enclosed herewith the application for above accompanied by *(release schedule/product 

sample/inlay copy/others), our company hereby confirmed we are the copyright owner 

or we possess the right to grant licence for manufacturing and distribution of the 

sound/featured recordings in the territory of mainland China, listed herein and the 

information provided as correct. 
 

Album title: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

etc… 

 

 

 

 

 

 

------------------------ (Authorized signature) 

Name: 

Position: 

 

 

Remark: *please delete the inappropriate. 
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第６章 中国における音楽配信ビジネスの将来性 

 

１．パッケージと配信ビジネスの課題と将来性 

中国における情報通信市場の市場浸透率を見る限り、携帯ユーザー及びインターネットユーザ

ーの今後の成長余力は大きい。また、現在のモバイル付加価値サービスの成長率や技術の進展

の速度、若者層の生活形態などを見ると、音楽配信ビジネス市場もまだまだ拡大する可能性は高

い。携帯端末も 3G方式が05年には投入される予定であり、「着うた」に対するニーズも高くなるこ

とが予想される。さらに大手 SP である SINA などは、直接レコード会社と提携して有料の MP3 ダ

ウンロードサービスの提供を計画している。法的環境が整備されつつある中で、インターネットに

よる音楽配信に対しても肯定的に見る SPは多く、課金制度の確立や本格的な法の運用と管理な

どが徹底されれば、インターネットにおける音楽配信市場も大きく変わってくる可能性もある。「レ

コード会社は CD を売るのではなく、音楽を売るべきだと思う」と、中国音像協会では語っていたが、

この言葉が象徴的なように、市場の“パッケージから配信へ”という流れはここ 5 年以内には本格

化するという意見が大勢を占めた。 

しかし、一方で音楽著作権侵害サイトも多く、権利クリアをせずに配信している例は後を絶たな

い。また管理体制も現段階では脆弱であり、情報通信市場の急速な発展に法の運用は対応しき

れていない。またユーザーの著作権意識の問題を指摘する声もいまだに多い。さらに外国曲の場

合、申請に時間がかかるという問題も深刻だ。ただ、確実に海賊版対策スキームなども実施され、

訴訟や取締件数も多くなっている。本調査のように、業界・政府レベルでの日中間の意見交換を

頻繁に行い、システムを確立させている日本のノウハウ提供を実施していくことが必要だろう。い

ずれにしても課題や問題点はあるものの、高い経済成長率と法律の健全化にともない、徐々に市

場環境も変わっていくことは確かである。 

 

２． 日本企業のビジネスチャンス 

こうした情報通信制度の進展は、日本の音楽業界にとっても大きなビジネスチャンスとなろう。

モバイルによる音楽配信ビジネスは課金制度も確立され、05年には10億ドル規模の市場としても

期待される。現在は、台湾、香港、中国本土の楽曲が中心ではあるが、情報通信制度の進展は、

言い換えれば情報を入手する機会の増加をもたらすわけであり、プロモーション次第では多様な

音楽に対する接点を増やすことにもつながるであろう。 

しかし、現状では日本の楽曲に対する市場の反応は非常に冷淡なものだった。80 年代当時は、

山口百恵、安全地帯、さだまさしなど、非常に人気のあるアーティストも多かった。その後、日本の

音楽の知名度は低くなり、大手 SP からも韓国の楽曲についての反応はあったが、日本の楽曲に

 43



ついては「わからない」という反応が大勢だった。ただ、日本の楽曲の中国市場における可能性に

ついては、決して否定的な意見はなかった。 

 

・コミック、アニメなど日本の優良コンテンツと一緒に投入する 

・日本の歌をカバーした中国語曲を発売する 

・メジャーな香港人や台湾人歌手とのデュエット曲を発売する 

 

など、今回のインタビュー対象者は、日本の楽曲のポテンシャルを認めながら、一応にプロモー

ションの必要性を説いていた。実際、台湾などでは、日本の人気コミック「花より男子」のドラマ化

（「流星花園～花より男子～」）によって、その主題歌を唄ったアイドルグループ、Ｆ４が成功したよ

うに、日本の優良コンテンツとの展開による事例も登場している。特に、日本のアニメに対する評

価は今回のインタビュー対象者の中でも高く、日本の楽曲を認知向上させるためのプロモーション

としての期待も大きい。 

また、中国においては、各レコード会社やアーティストごとに展開するのではなく、「レーベルゲ

ート」や「レーベルモバイル」のように、「日本の音楽（楽曲）」として、業界がひとつにまとまって取り

組むような姿勢を望む声もあった。 

いずれにしても海賊版や著作権侵害の問題などを考えると難しい問題ではあるが、まずユーザ

ーに対するプロモーションを充実させることと並行して、今回のような業界・政府レベルでの日中

間の意見交換を頻繁に行い、成功事例を積み上げていくことが必要であろう。 
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資料編 

 

■「日本音楽産業界中国音楽市場調査団」派遣報告(詳細) 

2004 年 11 月 28 日～12 月 3 日の 6 日間、「中国におけるインターネットの普及を背景とした音

楽配信ビジネス及びオーディオビジュアルビジネスの現状と問題点並びに今後の可能性を調査し、

中国政府や音楽関連団体による著作権保護に対する取り組みや問題解決への方向性を探る」と

いう目的のもと、「日本音楽産業界中国音楽市場調査団」を北京・上海へ派遣、中国政府関係者、

音楽産業団体等と多くの意見交換を行った。 

 

１．目的

●中国のインターネット利用者は急増し、ブロードバンド市場も急速な発展を遂げている。ま

た中国の中間所得層から富裕層は、携帯電話端末の多機能性と、音楽をはじめとしたコンテ

ンツ配信サービスを慎重に比較検討しながら端末を頻繁に買い替えるなど、中国のあらゆる

情報サービス産業のビジネスターゲットになっている。これらの現象は日本の音楽業界にとっ

ても大きな輸出ビジネスチャンスになっている。 

 

●版権ビジネス面では、日本と中国の音楽著作権協会（JASRAC及びMCSC）の相互管理契

約が本格的に稼働し始め、今後の利用料徴収・分配に大きな期待が寄せられている。 

しかしながら、わが国企業の音楽CD・DVD等音楽ソフトの海賊版や違法サイト等が残念なが

ら依然として中国の企業等により製造・流通・消費され、知的財産権が損なわれる事例があ

とをたたない。こうした問題は両国音楽業界の発展に悪影響を及ぼすことから、中国政府・企

業関係者と一致協力してこれらの権利の保護への取組みを継続して行うことが欠かせないと

ころである。 

 

●このような中国の市場性に鑑み、中国におけるノンパッケージ・音楽配信ビジネスはもとよ

り 2005年１月１日に施行された「商業用レコードの還流防止措置」を踏まえた既存のパッケー

ジビジネスの最前線を探り、また付帯する諸権利の利用料徴収面や、違法サービスなどの問

題点とその解決の方向性を探るため本調査団を派遣した。 
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２．日程 

 

●北京（2004/11/28-12/1）、上海（2004/12/1-12/3） 

月 日 内容 

11/28(日) 結団式(於：成田空港) 

 北京・日本音楽信息中心(JAMIC)(音楽情報センター)視察 

11/29(月) 国家版権局版権司/王自強司長 訪問 

 対外文化交流協会/劉徳有常務副会長(元文化部副部長) 訪問 (於：文化部) 

 文化部文化市場司/張新建副司長 訪問 

 中国音楽著作権協会(MCSC)/屈景明常務副総幹事 訪問 

11/30(火) 中国唱片総公司(China Record)/趙大新総経理 訪問 

 中国共産党中央宣伝部文化体制改革和発展弁公室/張暁虎副主任 訪問 

 中国音像協会/劉国雄会長と会見 

12/1(水) 北京から上海へ移動 

 日中音楽産業意見交換会（参加 26 名） 

12/2(木) 上海市新聞出版局/上海市版権局 楼栄敏副局長、 

中国音楽著作権協会（MCSC）上海代表処 訪問 

 上海市文化広播影視(ラジオテレビ)管理局/劉建副局長訪問 

 掌上霊通有限公司(Linktone Ltd.)/龍偉商務拓展副総裁 訪問 

12/3(金) 上海より帰国 

 

 

３．団員構成 

 

団  長： （財）音楽産業・文化振興財団（PROMIC） 依田 理事長 

副団長： （独）日本貿易振興機構（JETRO） 住吉邦夫理事 

  (財) 音楽産業・文化振興財団(PROMIC)  渡邊美佐副理事長 

           （社）日本音楽著作権協会（JASRAC） 斉藤満雄常務理事 

           （社）日本音楽著作権協会 (JASRAC)  角山由美常任理事 

（社）音楽出版社協会(MPA)  朝妻一郎会長 
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           (社)日本レコード協会(RIAJ)  佐藤修会長 

             （社）日本音楽事業者協会（JAME） 峰岸愼一専務理事 

事務局： （財）音楽産業・文化振興財団（PROMIC） 関正明専務理事 

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 西澤成世輸出促進課課長代理 

(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)  石松一樹国際部中国関係担当主幹 

  

* 現地参加： 日本音楽情報センター（JAMIC） 朱根全所長 

       （独）日本貿易振興機構（JETRO） 真家陽一北京代表処次長 

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 吉川明伸北京代表処 

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 丸屋豊二郎上海代表処処長  

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 中澤義春上海代表処 

コンテンツ流通促進センター長 

(独)日本貿易振興機構（JETRO） 張潔菁上海代表処 

コンテンツ流通促進センター長助理 

avex asia limited Shanghai Rep Office 新山浩康董事中国総代表 

avex asia limited Shanghai Rep Office 小川節子首席代表 

  

* 現地公館： 在中華人民共和国日本国大使館 井出敬二 公使（広報文化部長） 

       在中華人民共和国日本国大使館 井上恵 三秘（三等書記官） 

             在上海日本国総領事館 片江学巳首席領事 

        在上海日本国総領事館 渡辺隆史領事 

        在上海日本国総領事館 藤原孝之客座研究員  
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４．会談録 

 

■11 月 28 日(日) 

○ 日本音楽情報センター（JAMIC） 

朱根全所長の案内でセンター内施設や活動状況について説明を受ける。 

ⅰ） 約 4000 枚の日本製CDや、約 400 本のプロモーションビデオ・日本のコンサート映像を収録

したDVD・MV、約300冊の音楽雑誌・写真集等の資料が所蔵され、視聴設備により会員は無料で

鑑賞できる。これらの資料は、全て PROMIC を通じて提供され、中国の日本音楽愛好家に鑑賞利

用されている。視聴は会員制で、05 年 1月現在会員数約 9,500 名。1999 年 5 月に日本の音楽情

報の発信センターとして開設。 

ⅱ） 週 2 日（土日）（４ヶ月コース）専任の講師による日本語教室も開設され、会員は無料で受講

できる。定員 20 名。 

ⅲ） センター入会は、本人が学生証・身分証明書を持参して登録手続を行う。入会無料。 

●尚、本センターの管理・運営は（社）私的録音補償金管理協会の共通目的基金からの助成を受

けて実施されている。 

 

■11 月 29 日（月） 

○国家版権局 

中国側出席者： 王自強 版権司司長 

鄭全来 版権管理司総合処（国際処）処長 

高 思 版権管理司法律処処長 

         段玉萍 版権管理司信息宣伝処副処長 

鄭向栄 版権管理司国際処 

  

王自強司長の歓迎の辞の後、依田 PROMIC 理事長の挨拶と団員紹介が行われ、日本側から

住吉 JETRO 理事、斉藤 JASRAC 常務理事、渡邊 PROMIC 副理事長がそれぞれスピーチを行っ

た。 

中国側からは、王自強司長が大要以下の 3点について言及。 

ⅰ） レコード協会（RIAJ）と音楽出版社協会（MPA）との関係についての質問。 

ⅱ） 最近の中国での権利者保護、2001 年改訂された中国著作権法の説明、著作権関連法規の

整備状況の紹介。 

ⅲ）中国音楽著作権協会（MCSC）等中国の集中管理団体への協力・支援について。 
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●特に、2001 年の改正著作権法で明記された情報ネットワーク伝達権に関して、最近 MCSC が

原告となった訴訟事例が増えつつあり、行政面からもネットワーク上の著作権侵害に効果的且つ

厳正に対処すべく、国家版権局は情報産業部と共に「情報ネットワーク伝達権行政保護弁法(草

案)」を起草し、11月4日には北京で合同公聴会を開き、各界から意見を聞いた。国務院法制弁公

室では、同弁法の 2005 年の立法化をめざしている。 

●中国の対外開放は後戻りできない状況であり、有効な知的財産権保護の措置を取る必要があ

ると考えている。今年上半期に中国政府は呉義副総理を責任者とする中国の知的財産権保護の

ワーキングチームを設置した。現在、中国における知的財産権保護の現状は芳しくないが、政府

の知的財産権保護に対する態度は明確なものである。 

●JASRAC と MCSC との相互管理契約の締結は、中日の音楽文化交流の大きな節目となった。

MCSC は設立後まだ 10 数年だが、CISAC 加盟団体中、世界で最も発展の著しい団体として 2 年

連続で選ばれている。中日団体間の協力あっての進歩であり、今後とも一層の協力関係を保ちた

い。MCSCが一民間組織として好成長を続ける背景には、中国における音楽著作権市場の発展、

改善と深く関わっている。今後とも中国における法的整備、エンフォースメントの評価、民間組織

の成長に伴って、中国の著作権保護がより一層促進される。 

      

＊依田PROMIC理事長：JASRAC=MCSCの相互管理契約にもとづく放送使用権の使用料徴収の

手続きが一日も早く実現されることを願っている。 

 

○文化部 （午前） 

中国側出席者： 劉徳有 中国対外文化交流協会常務副会長 

張愛平 対外文化聯絡局副局長 

張新建 文化市場司副司長 

      羅洪濤 音像製品内容審査委員会弁公室主任 

      石永菁 対外文化聯絡局亜州処副処長 

    石澤毅 対外文化聯絡局亜州処 

 

劉徳有常務副会長による歓迎の辞の後、依田 PROMIC 理事長の挨拶・団員紹介、住吉

JETRO 理事の挨拶。続いて劉氏による文化部側メンバー紹介の後、劉氏がコンテンツ産業に対

する想いを語った。 

 

＊劉徳有中国対外文化交流協会常務副会長：(日本語による発言) 

≪中国のコンテンツ産業に対する取組み≫ 
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自分はコンテンツ産業というものに対する理解では素人なので、今日皆様に教えてもらいたい。 

この間イギリスへ行ったら「creative industry」としきりに言っていた。それは、中国語でいえば

「創造的産業」、「文化産業」といえる。イコールではないが。いずれにしろ新しいものという点を強

く感じた。それとほぼ時期を同じくして、中国でも文化産業を重視するようになった。もちろんその

中には音楽産業も含まれる。映画産業等々、広い意味での文化産業について皆、関心を持つよう

になった。 

先の共産党中央大会の報告では、特に文化産業についてかなりの時間を割いていた。つまり

中国の指導部でも文化産業についてかなり注目していて、これから力を入れるのだと。これから

の中国の経済発展、文化の高揚、精神文明の高揚にとって非常に重要であると。文化部の中に

産業市場司が設置されたのはその具体化のひとつ。 

日本は文化産業の経験が豊かだが、中国は経験不足。そのため皆さんのようなハイレベルの

方たちから中国市場を調査してもらい、経験を話してもらいたい。 

これから中国の産業発展のなかで文化産業は重要な位置を占めてくる。中国でもいろいろな開発

が必要で、そのためには他国の経験を生かし、人材を養成しなければならない。 

また音楽産業をどうやって貿易に結びつけるか。いま中国の貿易における音楽産業の占める割

合は非常に小さい。今後高くなって行くとしても、それに付随して発生する問題をどう認識して解決

するかは大きな問題。 

もうひとつは良いものをつくるということ。良いものがなければ貿易はできないし、市場も形成さ

れない。中国の国内市場、国際市場をどう把握するか、中国における調査・研究が必要。盲目的

にやっても市場開発はうまく進まない。良いものを作ってそれが外国に紹介される。同時に外国の

良いものを中国に紹介する。それが重要。 

 

≪日中文化交流≫ 

いま中日関係は全体的に発展したが、私のみるところではまだギクシャクしている局面もある。

そういう時期だからこそ文化交流を通じて相互の理解を深めることがとても重要。文化交流を通じ

て真の友好を発展させたい。おそらく日本の大部分のみなさんもそうだと思うので、21 世紀に入っ

た今、同じ目的に向かって平和・発展・そのための友好・協力関係を強めていきたい。 

 

○文化部 (午後) 

中国側出席者： 劉徳有 中国対外文化交流協会常務副会長 

張愛平 対外文化聯絡局副局長 

張新建 文化市場司副司長 

羅洪濤 音像製品内容審査委員会弁公室主任 
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石永菁 対外文化聯絡局亜州処副処長 

石澤毅 対外文化聯絡局亜州処 

依田PROMIC理事長の挨拶と団員紹介の後、住吉JETRO理事、佐藤RIAJ会長、峰岸 JAME

専務理事がそれぞれスピーチを行った。 

 

＊峰岸JAME専務理事:中国にはアーティストのマネージメントの団体があるのかどうか知りたい。

あるのであれば相互交流をはかりたい。 

＊張新建副司長：中国文化芸術界連合会という団体がある。その連合会の下に音楽家などの協

会がある。機会があれば、交流してみてほしい。 

 

羅主任より以下の 3点について説明を受けた。 

 ⅰ）中国音像(Audio Visual)製品市場の状況 

 ⅱ）WTO 加盟後のＡＶ製品管理の状況 

 ⅲ）AV 製品の内容審査の状況 

 

●中国音楽市場の紹介 

AV 製品の卸売・小売商(ﾚﾝﾀﾙ含む) 約 11 万業者（全国） 

音楽・映像の出版企業 

（中国の関連法律に基づきビデオ、CD、

DVD などを出版する企業） 

320 社程度 

音楽・映像の生産企業 70 社程度 

音楽・映像の生産ライン 800 程度 

ＣＤ等の発行（新譜） 約 13,000 種類 

（＊2003 年の新聞出版総署の統計による） 

映像ソフトの発行数 約 14,000 種類 

（＊2003 年の新聞出版総署の統計による） 

AV 製品の市場規模 トータル約 3億米ドル 

（海賊版含む） 

 

●80 年代中後期、中国では大規模な音楽映像業界が発展。90 年代半ばまでの中国の音楽市場

はビデオテープなどアナログ中心も、90 年代後半から CD や DVD などデジタル媒体が急速に発

展。同時に、デジタル媒体に対応するハード機器も急速に家庭に普及。 

●市場の現状や企業の生産能力を分析した結果、現在中国は200～300億元程度の市場規模を

 51



有すると推測される。また今後 CDが増加する可能性が特に大きい。 

●アルバムの発売数は 1回当たり平均数千枚。最近では 300 万枚の売上を記録した例もある。 

●現在、海賊版や密輸入等問題はあるものの、正規版の発行数量の市場に占めるシェアは徐々

に拡大してきている。（張氏によると、輸入批准数は毎年 30％の増加率）現在、映像ソフトと音楽

ソフトの比率はほぼ半々。 

●中国政府は特定外国製品の輸入制限は行っておらず、AV 市場は完全に外国に開放されてい

る。WTO 加盟後は関連法規（著作権法、外国の音楽製品の輸入に関する管理法、音楽映像製品

管理規定、中外合作の音楽製品販売の管理方法）の整備も進み、市場の透明度は高い。また、

AV市場管理の分化が進み、出版物の管理は新聞出版総署、著作権の管理は国家版権局、輸入

製品と小売・卸売市場の管理は文化部がそれぞれ担務している。98 年に文化部の中に「音像製

品内容審査委員会」が設置され、文化市場司の傘下に 50 人の専門スタッフを配置した。文化部

の委託を受け、輸入の申請がされた音楽映像製品の内容を審査している。 

●AV 製品の内容審査については、既に文化部のウェブサイト上で審査基準を公開している。

(www.ccm.gov.cn) 毎年3,000～5,000件のAV製品の内容審査を行う。輸入製品の審査は申請受

理後30日以内に終了しなければならないことが音像製品輸入管理規則に定められている。CD等

の審査の場合、3 日～7 日を要している。特に急ぐ案件、例えば全世界同時発売等の事情がある

場合は 1～3日も可能。 

●審査が遅れる要因としては、著作権の証明が明らかでないこと、国家版権局への登録（著作権

の有効性を証明するための登録）が行われていないこと、並行輸入、著作権重複、等が主なもの。

また、審査をパスできない要因としては、青少年道徳への影響、麻薬等の犯罪がらみ、国の主権

と領土に関わるものが挙げられる。 

●日本側業者が中国輸入業者と良好なパートナー関係を保っていれば審査も簡単になる。北京

や上海の駐在員が我々と連絡または訪問することも歓迎する。 

●海賊版の国内市場占有率について、正規版が海賊版を上回るとまでは言えないが、90%が海

賊版というのは誤り。正規の AV 製品に貼付する海賊版防止のための証紙（HOLOGRAM  

SEAL）の昨年の発行数は、5 億 7 千万枚に達している。傾向としては、中小の地方都市ほど海賊

版が多い。 

 

 

○中国音楽著作権協会（MCSC） 

中国側出席者： 屈景明 常務副総幹事 

周  雯  会員与作品登記部主任  
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屈景明副総幹事より、MCSC の組織・業務の概要について説明を受けた。 

 

●両国の法体系が異なり、JASRAC を取り巻く環境が変わるとしても、JASRAC は MCSC のよき

手本であり、組織的にも似通っている。MCSC は設立から 12 年を迎えたが、設立当時から

JASRAC には多くを学んでいる。 

●JASRAC と MCSC の大きな違いは背景にある音楽市場、それに関連する法律、法規、体系。

2000 年に中国著作権法の改正作業が開始され、2001 年に改正が終了。これを契機として MCSC

も著作権使用料収入がここ数年間、年間 50％増加している。著作権管理の面では未だ JASRAC

のような完全管理には遠いが、今年の徴収見込みでは昨年比 80%増の約 5,000 万元（約 6 億円）

を達成するものと思われる。 

●配分のうち、外国の著作権管理団体に対する使用料支払いのシェアが約50％。本部スタッフは

約 40 名程度、北京以外の地方に 17 箇所の事務所を設置。現在使用しているデータベースは香

港の著作権管理団体（ＣＡＳＨ）と共同開発したシステム。 

 

依田 PROMIC 理事長の挨拶と団員紹介の後、斉藤 JASRAC常務理事、朝妻MPA会長、渡邊

PROMIC 副理事長がスピーチを行った。 

この後、主として海賊版の問題について意見交換が行われ、屈副総幹事から以下のとおり言

及あり。 

 

●行政が捉える海賊版は、法整備の問題に帰着するが、法整備が出来たとしても解決する問題

でなく、業界のルールが必ず必要となる。著作者・出版者の利益を総合的に考える立場からは、

市場に出回る AV 製品の 90%以上は権利者に正しく権益が還元されているとはいえず、この意味

で海賊版と言わざるを得ない。 

●最大の問題は、JASRACのように申請許諾と製造の関係を監査することができないという点（オ

ーバープレスの問題）。政府（文化部）が発行している AV 製品に貼付する証紙は、利用許諾の有

無とは無関係であり、意味がない。 

●海賊版の撲滅には、業界全体が「音楽産業」として成熟することが必要であり、音楽出版とは何

か、音楽産業とは何かということを理解している人間は未だ中国には少ない。この点日本のように、

問題に対して「音楽産業」全体が統一的に動くということは、権利者の保護という点からも素晴らし

いこと。「土地に良い土がなければ、良い穀物は育たない。」 

●海賊版取締まりの成果だけでなく、著作権の保護によって著作権者の利益がどれだけ増加し

たかを成果指標とするよう MCSC から政府へ働きかけている。 
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■11 月 30 日(火) 

○中国唱片総公司（CHINA RECORD CORPORATION） 略称 CRC 

中国側出席者： 趙大新 総経理 

李鼎祥 主任編集・党委書記 

         高 昶 副総経理 

         唐 敏 国際部主任 

         金 丹 編集 ほか 4職員   

   

依田 PROMIC 理事長の挨拶・団員紹介、住吉 JETRO 理事の挨拶後、李主任編集の歓迎の辞

に続いて、趙総経理から CRCの業務概況について説明を受けた。 

 

●CRC の前身は 1917 年に設立された大中華レコード工場。その後社名変更を経て国務院国有

資産監督管理委員会の直轄機関となった。 

●同委員会傘下の文化企業集団であり、最も歴史が古くかつ中国最大のレコード会社。1958 年

に中国唱片総公司として発足。国有企業として、出版、輸入、A クラスの輸出資格、フランチャイズ

の企業経営の権利を有す。同委員会の直轄機関であるため、中国の189社の大型国有企業から

もサポートを受けている。CRC は同時に指導機関でもあり、業務管轄は中央宣伝部、ラジオテレ

ビ総局、文化部、新聞出版総署など。 

●レコード・CD・音楽テープ・DVD等のこれまでの発行量は 53,000 タイトル、関連する文化芸術団

体は 700 団体、実演家は 4,000 名、総生産量は 10 億本に及ぶ。製品販路は全国及び香港、マカ

オ、台湾をカヴァー。現在国内の出版社数は 320 社あり、同社製 AV 製品の市場占有率は 11%。

傘下に同社全額出資の 16 の子会社を擁し、北京・上海・広州・成都・深圳に製造から販売までの

全ての機能を分社化している。尚、本年は中国の国産レコード誕生 100 周年。 

●中国国内のAV製品出版企業292社中、CRC製品のマーケットシェアは11％。今後は、音楽産

業を中心に、映像製品の製作、音楽技術開発、音楽教育の展開を考えている。将来的には CRC

の近代化、国際化に向けて、音楽エンタテイメント産業の中心的存在を目指す。 

 

●昨年度の実績 

発売タイトル数 1,424 タイトル 

昨年売上 1 億 6 千万元 

利益 3 千万元(税引後 約 500 万元) 
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●ＣＲＣの販売全体に占める輸入製品のシェアは20％。内訳は香港、台湾地域からが6割、日本

2 割、欧米 2 割。主な販売地域は上海に続き北京、深圳、広州。国産品の内訳は、新譜 15％、旧

譜 50％程度、ライセンスもの 20％程度。 

       

この後、参加者双方で質疑応答が行われた。        

*佐藤 RIAJ 会長：年間何タイトル新譜を発売しているのか。そのうち赤字になるのは何％か。 

→（趙総経理）昨年実績では 1,424 タイトルを発売。コスト面では賛助企業（スポンサー）のサポ

ートで十分カヴァーできている。現在「中国聯通」(CHINA UNICOM)等大型国有企業 189 社の協賛

協力を得ている。 

 

*朝妻MPA会長：CRCが音楽産業のあらゆる分野をカヴァーしていることに驚いた。近い将来、企

業グループの中に楽曲を管理する音楽出版社を入れると、著作権使用料を利益として生み出す

ことができるようになる。著作権を広めてゆくことが音楽産業全体のパイを拡げることになる。 

→（趙総経理）中国では政府が出版権や著作権代理業をコントロールしているが、こうした出版

業界の体制改革を行うことが必要。是非この方面での日本の経験を学びたい。 

 

*峰岸 JAME専務理事：アーティストとレコ－ド会社との契約関係はどうか。 

→（趙総経理）90 年代から実演家個人との契約を行うようになり、隣接権は殆ど CRC の買取り。

90年代までは、アーティストは育成学校や、就職後の団体・組織に属していたため、契約はそれら

団体と CRC間で行われていた。 

 

*依田PROMIC理事長：中国に外資企業を設立し、音楽産業を一緒に育てたいと思っているが、ど

う思うか。 

→（趙総経理）現時点ではパブリッシング、物流や雑誌の外資参入を認めているが、ソフトの製

作はまだ規制している。 
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○中国共産党中央宣伝部 

中国側出席者： 張暁虎 文化体制改革和発展弁公室副主任 

            郭 義強 出版局副局長 

陳 友 出版局研究処処長 

 

依田PROMIC理事長の挨拶・団員紹介、住吉JETRO理事の挨拶後、張副主任より中国におけ

る文化産業の状況と文化体制の改革について、また外国企業の中国文化市場への参入につい

て説明を受けた。 

 

●2002年の中国共産党第16期全国大会を契機に、整備された社会主義市場経済体制及び一層

活力のある開放された経済社会システムを構築するという国家戦略を実行に移し、文化体制の改

革に着手した。2020 年を目標とした、「小康社会」（ゆとりある社会）生活の全面的実現をはかるた

め、①文化産業としての経済主体の競争力を強化する。②国のマクロ文化管理を健全化し、③政

府の公共サービス機能を整備する。このことによって、統一的で開放的、競争力と秩序のある文

化市場システムを建設する。 

●①については、営利的な文化産業企業は、体制を革新してメカニズムを転換し、市場主体とし

ての実力をつける。博物館、図書館等の国有文化組織を積極的に市場主体化し、政府の公益活

動分野に対して多くの投資や資金援助を行うことによって、日常的な文化生活の基本ニーズに答

える。公益的文化団体の内部改革やサービス水準の改革も必要となる。②・③については、政府

機関の機能改革がポイントとなる。政府の文化産業管理当局である文化部、新聞出版総署、広

播電影電視総局について、国務院直轄の監督組織から、市場規範の調整化機能への役割転換

をはかり、社会サービスの向上を目指す。 

●2003 年の中国の文化産業全体の経済規模は 3577 億人民元（GDP の 3.1%、2003 年中国の

GDP11 兆 7200 億元）。 

●外国企業の中国文化市場への参入については、2001 年の WTO 加盟に当たり、政府は基本的

に参入を承認している。具体的には、①新聞・雑誌の発行については、今年末までに全面開放す

る。②外資の映画配給については、年間配給本数として 20 本の映画を許可している。また、外資

による映画館の建設も認めている。但し、外資の持分比率は 40%以下であること。③AV 製品の製

造については、合弁による法人設立を認めているが、外資持分は51/100 を超えることはできない。

④テレビドラマやアニメの制作についても外資との合弁は可能だが、広播電影電視総局の許可が

必要となる。 

 

引き続き、同弁公室の陳氏から、主として著作権保護と海賊版対策について説明を受けた。 
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●CD等録音物の海賊版については、1989 年頃から全国主要都市で取締りを開始した。 

・1992 年に中国音楽著作権協会が設立され、翌年 93 年に関連当局による違法録音出

版製品の全国一斉摘発を行い、押収品は 10 億本に上った。（内訳---新聞・雑誌：3 億

本、録音製品・ソフトウェア・電子印刷物：7 億本） 

●1990 年に中国著作権法が制定され、2001 年に法改正が行われたが、この時に著作権関連の

条例も整備された。音像製品管理条例、電影管理条例等５つの条例が制定され、当局による違

法行為の取締りが本格化した。 

●この流れに沿うように、裁判所の著作権事件も増え、02 年には知的財産権事件を専門に取り

扱う法廷（知識産権法廷）が初めて高級人民法院に設置された。1993 年、中国は世界知的所有

権機関(WIPO)に対し、中国における録音製品の権利保護、無断使用禁止を定めた条約の加盟申

請書を提出、4 月から正式にこの条約に加盟した。 

●それでも海外からの密輸による市場汚染は後を絶たず、海外からの海賊版違法ラインは、昨年

累計で 114件摘発、廃棄した押収製品は4,700 万本、違法所得は1.3 億元(約 16億円)に達した。 

・2003 年の一年間で廃棄した海賊版や密輸入のもの 4千万本 

・2004 年 11 月までに全国で摘発した違法企業は 4700 社、違法製品は 1億 3 千万点、

密輸レーザーディスクは 1,141 万枚。 

海外の違法メーカーから中国へ密輸される製品の生産ラインのうち、2003 年に 34 本、2004 年に

15 本、統計開始以来累計で 194 本を押収している。 

●AV 製品市場の改革は未だ不十分であり、市場の発展のためにも、この分野においては、「健

全な音楽産業の育成」が最大の改革目標となる。 

 

○中国音像協会(CAVA) 

中国側出席者： 劉国雄 会長 

王 炬 秘書長 

朱 禾 副秘書長兼弁公室主任 

 

●依田 PROMIC 理事長の挨拶と団員紹介の後、劉会長から歓迎の辞があり王秘書長から来年３

月に上海で開催される中国国際音像電子博覧会の紹介、又朱副秘書長から、音像業界の状況と

CAVA の活動について説明を受けた。 

 

●2005年 3月25日から27日まで、上海国際展覧センターで「中国国際音像電子博覧会」が開催

される。新聞出版総署、国家版権局、上海市人民政府が主催し、CAVA が協賛する。今年は、中

国レコード誕生 100 周年にあたり、これを記念した特別展示コーナーを設け、全国から収集した珍
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しい音像製品等とともに中国レコード 100 年の足跡をたどる。出展も音像メーカー、ネットワークプ

ロバイダー、電子出版業者、アニメ製作業者、著作権関連団体等広範に亘る。是非日本からも参

加して中国の消費者に作品を紹介して欲しい。  

●現在中国における音像出版社は約300社、その傘下に約300社のCDプレスメーカー、約1,000

社の卸売業者、約 12 万の小売業者、13 億の消費者がいる。2003 年の音像製品の総売上は、

27.5億元（約3億米ドル）で、日本の49億米ドルに比べると10数分の1。販売枚数では、4億5,600

万枚。人口比からすると音像市場の潜在成長力は大きいといえる。 

●現在 3 つの政府部門が中国の文化産業を所管している。映画・TV・ラジオについては、広播電

影電視総局、出版物については新聞出版総署、実演や音像製品の輸入・販売については文化部

が監督し、それらを統一的に指導する党組織が中央宣伝部。 

●CAVAは政府認可の社団組織であり、中国唯一の音像製作者の団体。1994年 4月に設立され、

団体会員は 480 社、個人会員は 200 名（個人会員は、著名な実業家、音楽家、政府職員等）。 

 

この後、質疑応答に移った。 

*佐藤 RIAJ 会長：レコード会社の CAVA 入会は強制か。 

→入会は任意。 

 

*佐藤 RIAJ 会長：レコード会社は政府の認可が要ると聞いたが。 

→計画経済下では、各省単位の各政府部門毎で 1 社だった。その他は北京に電子出版など専

門分野の出版社があるのみ。従って 320 社。現在は市場経済化と文化体制改革の影響で、自ら

の意思と資本によって自由に設立できる方向へ向っている。 

 

*佐藤 RIAJ 会長：CAVA に入会するメリットは。 

→CAVAが政府と民間個人、或いは民間同士の橋梁の役目を果たす。いわば業界の利益代表

として、著作権紛争や市場でのトラブルの調整も行う。 

運営費は 3つのルートから調達する。 

1. 会員費・・・1/3 

2. 非経営的収入・・・1/3 

（＊非経常収入だが、協会が催しをやっている場合（コンサート、セミナーなど）に得る収入） 

3. 社会からの寄付金・・・1/3 

 

*角山JASRAC常任理事：MCSCとは演奏権・録音権共に相互管理契約を結んだ。今後MCSCが

どのように発展したらよいと思うか。 
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→MCSC は著作者の権利の代表で、CAVA はレコード会社の権利の代表。それぞれ別の権利

を代表するが、利益は同様に生むべき。王立平氏とは古い友人で彼の支持もある。CAVAは2003

年 6 月から隣接権管理を準備。CAVA 内に音像著作権集中管理理事会があり、年末に条例が公

布されると音像著作権の集中管理センターとして独立する。 

 

 

■12 月 1 日（水） 

○日中音楽産業意見交換会（於上海花園飯店） 

中国側出席者： 武幼章 上海市版権局版権管理処処長 

薛 彬  中国音楽著作権協会(MCSC)上海弁事処首席代表 

周建潮 中国唱片上海公司(CHINA RECORD SHANGHAI)総経理 

龍 偉 掌上霊通有限公司(Linktone Ltd.)商務拓展副総裁 

朱有良 上海音像公司常務副総経理 

         陳 勇  第一興商(上海)電子有限公司総経理  

小田秀雄 上海聯合光盤有限公司総経理 

 

以下の 3名によるプレゼンテーションから始まり、その後フリーディスカッションに移った。 

 

ⅰ）周建潮  中国唱片上海公司(CHINA RECORD SHANGHAI)総経理 

     ―「中国音楽最新事情」 

*昨年の中国でのレコード発行数は、2002 年比横ばいの 6,720 万枚。 

*カセットテープ製品は急激に縮小。テープのコンテンツは英語などの外国語教材が多い。（録音

テープが安価のため） 

*レコード業界はブロードバンドの発達により打撃を受け、業績は悪化しており、加えて投資の減

少と新人アーティスト不足に陥っている。 

*海賊版には多くのブローカーが関り、アーティストのマネージメントを行う業者もいて、海賊版の

横流しに加担している。 

*インターネットの発達によって音楽配信の流れが普及しているが、配信ビジネスの最大の問題は、

著作権関連の法制度が未整備で、著作権料の徴収基準や分配基準が明確でない点。 

*ダウンロードの監督手段がなく、回数も電信会社の利用報告を鵜呑みにするしかないため、ネッ

ト配信の取締りは困難。 

*中国聯通(CHINA UNICOM)では、歌手の人気度によりユーザーから1曲1～3元の料金を取って

おり、うち 50%はレコード会社へ支払われている。 

 59



*日中で合弁企業を作るなど日中の音楽文化の連携と交流が必要で、特に録音物製作等の技術

面での交流促進も期待する。 

 

ⅱ）龍 偉  掌上霊通(LINKTONE)副総裁 

     ―「中国におけるインターネットと携帯コンテンツのダウンロード」 

*携帯電話産業は 1999 年から約 21％の成長率。携帯電話ユーザー数は、1999 年に 4,000 万台

だったのが、2004 年には 3億 2 千万台となり、来年は 4億台を上回る見込み。 

*リンクトーン社(概要：1999 年業務スタート、2004 年 3 月ナスダック上場) 

中国の２大モバイル電信会社、中国移動(CHINA MOBILE)と中国聯通(CHINA UNICOM)のネット

ワークを通じて、国内最大のプロバイダーとして 720 万のモバイルユーザーにコンテンツと付加価

値サービスを提供している。 

 

＊ワイヤレスの付加価値サービス 

1.音楽（全体の 50％）  

2.ゲーム  

3.情報 

2003 年の売上は 26 億米ドル。MCSC とは業務協力の関係を築き、合法的なサービスを行って

おり、STAR TV や SONY、EMI 等の５大メジャー、avex とも業務提携している。 

*中国には約 1,000 社のサービス・プロバイダーが存在するが、猥褻画像等を掲載する違法業者

も多く、今年 7～8 月には中国移動が SP大手 40 社を摘発し、画像を削除した。 

*着うた、着メロ等で日本曲の人気は有るが、もっと楽曲の宣伝が必要。 

 

ⅲ）新山浩康 avex asia limited Shanghai Rep Office 中国総代表 

（2002．8 月設立。日本本社 100％出資。従業員 10 名（うち日本人 2名） 

      －「日系レコード会社の中国戦略」 

*日中間のモバイルビジネスモデルの主な相違点は、①携帯端末に関しては、日本がモバイル・

オペレーター主導型であるのに対して中国は端末メーカー主導型であるため、ユーザーアビリティ

に欠けること。②コンテンツのコントロールに関しては、日本ではNTTドコモ等のキャリア単位で行

えるのに対して、中国では各省ごとにオペレーションが変わり、地方毎にコンテンツが変わってし

まうこと。 

*ダウンロードに関しては、長時間を要することが多く、又MP3ファイルのままダウンロードできてし

まうなど端末のセキュリティの問題もある。 

*中国のモバイルビジネス規模は約 600 億円。日本の音楽が 1%のシェアを獲得するだけでもビジ

 60



ネスが成り立つので、日本のレコード会社の良いアイデアが求められる。 

*上海東方電視台で avex 提供の日本の情報紹介番組（30 分）の中に「リズムジャパン」というコー

ナーがある。2005年 1月からは独立した音楽番組として放送枠を獲得したが、資金難のため現在

スポンサーを募集中。            

 

*朱有良 上海音像公司常務副総経理： 

輸入レコードの中国での内容審査手続については、まず国家版権局傘下の中国版権保護セン

ターに対して、国内のレコード会社が外国のレコード会社との契約書と共に楽曲の認証登録申請

を行い、証明書を取得する必要がある。次にこの証明書を以って文化部文化市場司内容審査委

員会の内容審査を受けなければならない。内容審査にパスすると輸入出版コードと HOLOGRAM 

SEAL が発行されて国内での出版が可能となる。 

 

・審査が長引く要因→行政の人手不足。審査官は 50 名いるが、北京に 25 名、地方に 25 名配

置されていて、審査は後手に。 

・作品の表現や表記も審査の対象。青少年道徳や国の主権・領土問題、犯罪との関り等の観

点から中国語訳と原語との照合のほか隠語の解析等も必要。 

・一般的な平均審査期間は楽曲の認証登録から 2か月。 

・但し、日中同時発売や知名度の高い作品等については、特例扱いとして 5 日程度で審査を終

了する例も。 

 

 

■12 月 2 日（木） 

○上海市版権局 / 中国音楽著作権協会(MCSC)上海弁事処 

中国側出席者： 楼栄敏 副局長 

薛 彬 MCSC 上海弁事処首席代表 

方 芳  MCSC 上海弁事処代表 

 

依田PROMIC理事長の挨拶と団員紹介の後、角山JASRAC常任理事がスピーチを行い、意見

交換に移った。楼副局長は以下の点に言及。 

 

●日本は音楽著作権の集中管理という面では非常に優れている。数年前の訪日時にはとても多

くを学んだ。中国も経済発展と共に権利者保護の意識が芽生えつつあり、市民の意識としても法

整備を求める声が強い。北京、上海では著作権保護が重視され、比較的管理が進んでいるが、
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地方はこれから。やるべきことは多いが、今進めなければ将来中国自身が困ることになる。 

●日本が文化立国を目指していることは承知しており、自然資源に乏しい故に知的財産というコ

ンテンツの輸出に力を入れるのは当然と思う。 

●中国では放送使用料については未だ徴収できていないが、コンサート等は徴収できている。今

後上海で未徴収のケースが発生すれば対応するので、いつでも言ってほしい。  

 

*角山ＪＡＳＲＡＣ常任理事：放送使用料の料率策定については現在どのような段階か。   

→立法作業は中央政府マターのため分からない。 

*依田ＰＲＯＭＩＣ理事長：現状、外国企業は中国国内で法人設立が出来ないため、ライセンスビジ

ネスしかできない。日本企業が資本を投資し、リスクを背負いながら中国の音楽産業を後押しでき

る体制が早く来ることを望む。積極的に資本投下を考えている外国企業に対し、中国政府の支援

を望むものである。 

 

○上海市文化広播影視管理局 

中国側出席者： 劉 建 副局長 

貝兆健 外事処処長 

 

依田ＰＲＯＭＩＣ理事長の挨拶と団員紹介の後、依田理事長、角山ＪＡＳＲＡＣ常任理事、峰岸Ｊ

ＡＭＥ専務理事がスピーチを行い、意見交換を行った。 

 

●広播影視管理局は、毎年約 10本、上海での日本関連のイベントをアレンジしている。知的財産

権の保護や、エンフォースメントを担当する部署でもある。 

●日本との文化交流には力を入れており、「鉄腕アトム」や「一休さん」は中国でも市民から愛され

ている。 

●社会主義市場経済の変化に伴って権利者の保護は確実に実行されるので安心してほしい。 

 

*依田理事長：海外番組の許可基準は。 

→国の安全や社会主義道徳に反しなければ構わない。領土問題や国内の格差問題に対処す

るにはイデオロギーの調整も必要。 

 

 

○掌上霊通有限会社(LINKTONE LTD.) 

中国側出席者： 龍 偉 副総裁                  
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リンクトーン社の社内見学の後、意見交換を行った。 

●チャイナモバイル（上海モバイル）からリンクトーンに送付されるステートメントには使用回数な

ど詳細は記入されず、１ヶ月のライセンス料トータル額の記入のみ。そのためリンクトーンはチャイ

ナモバイルの 12590.com という WEBサイトから得られる中国各地方のトータルの数字を元に全国

の使用状況を把握している。 

●中国では違法なサービス・プロバイダーが40社以上ある。殆どの大手SPが何らかの違法行為

で処罰されている。例えば、SINA や捜狐(SOHU)が、中国聯通(CHINA UNICOM)から待受け画面

の取引停止処分を受け、違法利得を没収されるなど、今年はリンクトーン社を除くほぼ全ての SP

が摘発された。 

●違法行為の例としては、①ジャンクメールや広告の送信。②ダウンロード時のユーザーの確認

を省略して課金した。③猥褻アダルト画像の掲載。 

●これまでは SP の認可制度が整備されていなかったが、現在は情報産業部の認可が必要。認

可申請には、100%国内資本で、資本金 100 万元（1 千 2 百万円）以上、又、専門スタッフの資格要

件等も必要。 

●RBT(RING BACK TONE)のビジネスモデルについて、中国移動(CHINA MOBILE)の契約ユーザ

ーは、毎月基本使用料（回線使用料）として中国移動に 5 元（約 60 円）支払うほか、ダウンロード

の曲数に応じて、１曲当たり 2 元（25 円）の支払いが必要となる。 

●リンクトーンなどの大手は、平均月々RBT 売上げが約 100 万～300 万元。 

 

*日本側発言：このビジネスは成長すると考えているが、チャイナモバイル、チャイナユニコムがデ

ータをオープンにして、権利者がきちんとステートメントを手に入れることができるようにしなけれ

ば日本の音楽業界から信用が得られない。リンクトーンがロイヤルティステートメントを日本側へ

送付することでビジネスでの協力を得ることができる。 

 

*依田 PROMIC 理事長最後の挨拶 

この度は、本調査団にお忙しい中ご参加頂きました、日本の音楽関係者の皆様、そして何より

も、我々を快くお受け入れ頂き大変有意義な意見交換にご参加頂きました中国官民の関係者の

皆様、本事業の共催を快くお引き受け頂きました日本貿易振興機構関係者の皆々様に心よりお

礼申し上げます。 

今後も、今回の成果を踏まえ、文化、産業両面にわたる交流の推進を図ることをお約束し本調

査団を代表しご挨拶申し上げる次第です。 

以 上             
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参考資料１ 

インターネット文化管理暫定施行規定 

（2003 年 5 月 10 日文化部令第 27 号公布） 

（2004 年 7 月 1 日文化部令第 32 号に基づき改正） 

 

第一条  

 インターネット文化への管理強化とインターネット文化法人団体の合法権益への保障、

そして我国のインターネット文化の健全で秩序ある発展のため、＜インターネット情報サ

ービス管理規則＞及び国家による関係規定に基づき、本規定を制定するものとする。 

 

第二条  

本規定に言うインターネット文化製品とは、インターネットを通じて生産、伝達、流

通される文化製品とし、主に以下のものを含む： 

（一）  専らインターネットによる伝達を目的として製造されるネット音像（含ＶＯＤ、

ＤＶ等）、ネットゲーム、ネット演劇プログラム、ネット芸術品、ネットアニメー

ション（含ＦＬＡＳＨ等）等のインターネット文化製品。 

（二）  音像製品、ゲーム製品、演劇プログラム、芸術品およびアニメーション等で、

一定の技術手段によって製造され、インターネット上で伝達されて複製され

たインターネット文化製品 

 

第三条   

本規定に言うインターネット文化活動とは、インターネット文化製品を提供するこ

と及びそのサービスの活動を指し、主に以下のものを含む： 

（一） インターネット文化製品の制作、複製、輸入、卸売、小売、レンタル、放

映等の活動； 

（二） 文化製品をインターネットにアップロードすること、或いはインターネット

を通じてコンピューター、固定電話機、移動電話機（携帯電話機）、ラジ

オ、テレビ、ゲーム機器等のユーザー端末に送ることで、ネットユーザ

ーに閲覧、閲読、観賞、リクエスト使用もしくはダウンロードを提供する

オンラインにおける普及行為； 

（三） インターネット文化製品の展覧、コンテスト等の活動。 

インターネット文化活動は経営性と非経営性の二種に分けられる。経営性インタ

ーネット文化活動とは、営利がその目的であり、ネットユーザーに向けて課金もしく
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はデジタルビジネス、広告、スポンサー等の方式で利益を得ることを通じて、インタ

ーネット文化製品とそのサービス活動を提供することを指す。非経営性インターネッ

ト文化活動とは、ネットユーザーに向けインターネット文化製品とそのサービス活動

を提供する際、営利を目的としないことを指す。 

 

第四条   

本規定に言うインターネット文化法人団体とは、文化行政部門と電信管理機構

の認可を経て、インターネット文化活動に従事するインターネット情報サービス提供

者を指す。 

 中華人民共和国国内にてインターネット文化活動に従事する際、本規定が適用さ

れる。 

 

第五条  

 インターネット文化活動に従事する際、憲法と関連法律、法規を遵守せねばなら

ず、人民の為の奉仕と社会主義の為の奉仕という方向を堅持し、民族の優秀な文

化を発揚し、民族の文化素質を高め、経済発展を推進、社会進歩を促進するのに

有益な思想道徳、科学技術と文化知識を広め、人民の精神生活を豊富にしていか

なければならない。 

 

第六条  

 文化部はインターネット文化の発展と管理の方針、政策及び計画を制定すること

に責任を負い、全国のインターネット文化活動を管理、監督する；関連する法律、法

規と規則に依って、経営性インターネット文化法人団体に対して許可制度を実行し、

非経営性インターネット文化法人団体に対しては記録制度を実行する；インターネ

ット文化の内容に対して監督管理を実施し、国家の関係法規に違反する行為に対

して処罰を実施する。 

省、自治区、直轄市の人民政府文化行政部門はその行政区域内でのインター

ネット文化活動の日常管理作業に責任を負い、経営性インターネット文化活動に従

事する本行政区域内にて申請された法人団体に対して審査を行い、本行政区域内

でのインターネット文化活動における国家の関係法規に違反する行為に対して処

罰を実施する。 

 

 

 66



第七条  

 インターネット文化法人団体の設立を申請するには、＜インターネット情報サービ

ス管理規則＞の関係規定に適合していなければならず、しかも以下の条件を備え

ていなければならない。 

（一） 法人団体の名称、住所、組織機構と定款があること； 

（二） インターネット文化活動の範囲が確定していること； 

（三） インターネット文化活動の需要に適応し、且つ従業に相応な資格を取

得している業務管理者と専門技術者がいること； 

（四） 100 万元以上の資金、インターネット文化活動に必要な設備、業務所在

地及び相応な経営管理と技術手段があること； 

（五） 法律法規に規定されるその他の条件。 

インターネット文化法人団体設立の審査認可には、以上に挙げた条件の他、さら

にインターネット文化法人団体全体の総数、組織の計画に適合していなければなら

ない。 

 

第八条   

経営性インターネット文化法人団体の設立を申請する為には、所在地の省、自

治区、直轄市の人民政府文化行政部門に申請を提出しなければならない。省、自

治区、直轄市の人民政府文化行政部門に由って初めに審査、同意を受けた後、文

化部に報告し、審査、認可を受ける。 

 

第九条   

経営性インターネット文化法人団体の設立を申請するためには企業の組織形態

をとらねばならず、且つ以下の書類を提出しなければならない。 

（一） 申請書； 

（二） 企業名称審査済仮許可通知書或いは営業許可証、定款； 

（三） 資金供給元、金額及びそれについての信用証明書類； 

（四） 法定代表人もしくは主要責任者及び主要経営管理人員、専門技術人

員の資格証明と身分証明書類； 

（五） 業務所在地の使用権証明書類； 

（六） 業務推計報告 

（七） 法によって提出を求められるその他書類。 

経営性インターネット文化法人団体設立の申請に対して、省、自治区、直轄市の
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人民政府文化行政部門は、申請を受理した日より 20 営業日以内に文化部に対し

て初審査における意見を提出しなければならない；文化部は初審査における意見

を受け取った日より 20 営業日以内に認可もしくは不認可の決定をし、認可したもの

には、＜インターネット文化経営許可証＞を発行する；不認可のものにはその理由

を説明しなければならない。 

 

第十条   

非経営性インターネット文化法人は設立後 60 日以内に所在地の省、自治区、直

轄市の人民政府文化行政部門に登録しなければならず、登録に際しては以下の

書類を提出しなければならない。 

（一） 登録報告書； 

（二） 定款； 

（三） 資金供給元、金額及びそれについての信用証明書類； 

（四） 法定代表人もしくは主要責任者及び主要経営管理人員、専門技術人

員の資格証明と身分証明書類； 

（五） 業務所在地の使用権証明書類 

（六） 法によって提出を求められるその他書類。 

第十一条   

インターネット文化法人団体設立の申請が認可を経た後、＜インターネット文化

経営許可証＞もしくは認可書類により、＜インターネット情報サービス管理規則＞

の関連規定に則って、所在地の電信管理機構もしくは国務院情報産業主管部門に

て関連する手続きを行う。 

 

第十二条   

インターネット文化法人団体はそのウェブサイトのメインページの見やすい位置

に、文化行政部門の発行した＜インターネット文化経営許可証＞番号もしくは認可

書類番号、そして、国務院情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管

理機構が発行した経営許可証番号もしくは記録番号を明示しなければならない。 

 

第十三条 

インターネット文化法人団体の名称もしくは業務範囲の変更、合併もしくは分割につ

いては、本規定の第八条、第九条、第十条の規定に依拠して変更手続きを行い、文化

行政部門の＜インターネット文化経営許可証＞もしくは認可された書類により、現地の
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電信管理機構で相応の手続きを経ねばならない。非経営性インターネット文化法人団

体の名称、業務範囲の変更、合併もしくは分割の場合には、変更後60日以内に新たに

登録手続を行わなければならない。 

 

  第十四条 

インターネット文化法人団体の所在地、法定代表人もしくは主要責任者の変更、或い

はインターネット文化活動の停止するときは、30 日以内に所在地の省、自治区、直轄

市の人民政府文化行政部門にて変更もしくは取消の手続きをしなければならない。ま

た、関連する省、自治区、直轄市の電信管理機構にてインターネット情報サービス業務

経営許可証の変更もしくは取消手続きを経ねばならない。経営性インターネット文化法

人団体の変更或いは取消手続きは必ず文化部に報告し、記録を受けなければならな

い。 

 

  第十五条 

経営性インターネット文化法人団体が＜インターネット文化経営許可証＞取得後、企

業登録を行った日から 180 日を経過してもインターネット文化活動を開始していなけれ

ば、文化部もしくははじめに審査した省、自治区、直轄市の人民政府文化行政部門が

文化部に＜インターネット文化経営許可証＞の取消を具申するものとする。同時に関

連する省、自治区、直轄市の電信管理機構に通知するものとする。 

非経営性インターネット文化法人団体がインターネット文化活動を停止したときは、

登録を行った省、自治区、直轄市の人民政府文化行政部門は登録の取り消しを行うと

共に、関連する省、自治区、直轄市の電信管理機構に通知を行うものとする。 

 

  第十六条 

インターネット文化製品の輸入業者は、文化部が発行した「インターネット文化経営

許可書」を取得した経営性インターネット文化団体が行うものとし、併せて文化部へ報

告して内容審査を受けるものとする。文化部は内容審査申請書を受け取ってから 20 営

業日（専門家による審査に必要な日数を除く）以内に認可か不認可かを決定し申請人

に通知しなければならない。認可されたものには認可書類を発行する；不認可のときは

その理由を説明しなければならない。許可を受けた輸入インターネット製品については、

見やすい場所に文化部の許可番号を明示しなければならず、勝手にプログラムの名称

を変更したり、内容の追加を行ってはならない。許可日から、一年以内に未だ国内で出

回っていないときは、輸入業者は文化部に報告を行い、理由を説明しなければならない。
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輸入の取りやめを決定したときは、文化部は許可番号を取り消すものとする。 

インターネット文化法人団体が取り扱う国産のインターネット文化製品で、関連規定

に従って登録を行う必要があるものについては、正式に営業を始めてから 60 日以内に

文化部に対して登録を行い、且つ見やすい場所に文化部の登録番号を明示しなけれ

ばならない。 

 

  第十七条 

インターネット文化法人団体は、以下の内容の文化製品を提供してはならない： 

（一）  憲法に規定されている基本原則に反するもの； 

（二）  国家の統一、主権と領土の保全に危害を与えるもの； 

（三）  国家機密を漏洩し、国家の安全に危害を加える若しくは国家の栄誉と利益に損

害を与えるもの； 

（四）  民族の遺恨や民族蔑視を煽動し、民族の団結を破壊若しくは民族の風俗や習

慣を侵害するもの； 

（五）  邪教、迷信を宣揚するもの； 

（六）  風説を流布し、社会秩序を撹乱し、社会の安定を破壊するもの； 

（七）  淫猥、賭博、暴力または犯罪を教唆し宣揚するもの 

（八）  他人を誹謗もしくは侮辱し、他人の合法権益を侵害するもの； 

（九）  社会の公徳或いは民族の優秀な文化伝統に危害を加えるもの； 

（十）  法律、行政法規と国家の規定が禁止するその他内容を含むもの。 

 

  第十八条 

インターネット文化法人団体が提供する文化製品が、公民、法人もしくはその他組織

の合法利益を侵害した場合、インターネット文化法人団体は法によって民事責任を負

わなければならない。 

 

  第十九条 

インターネット文化法人団体は検査制度を実施しなければならない。専門の検査員

がインターネット文化製品に対し検査を行い、インターネット文化製品の合法性を保証

する。その検査員は事前にトレーニングを受け、相応の職務資格を得なければならな

い。 
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  第二十条 

インターネット文化法人団体が提供するインターネット製品に本規定第十七条に記し

た内容のひとつを発見した場合、即時提供を停止し、関連する記録を保存し、所在地の

省、自治区、直轄市人民政府文化行政部門に報告するとともに文化部にその報告の

写しを送らねばならない。 

 

  第二十一条 

インターネット文化法人団体は提供する文化製品の内容及びその時間、インターネッ

トアドレスもしくはドメイン名を記録し、６０日間保存しなければならない。また、国家の

関連部門が法によって調査する際には、記録を提供しなければならない。 

 

  第二十二条 

認可を経ずに、勝手に経営性インターネット文化活動に従事した場合、省級以上の

人民政府文化行政部門によって、＜無許可営業についての調査処置及び取り締まり

規則＞第十七条の規定により調査、処理される。 

非経営性インターネット文化団体が期限までに登録手続を行わないときは、省級以

上の人民政府文化行政部門により一定期間内での是正を命じられる；是正を拒んだ場

合、インターネット文化活動の停止を命じられ、1,000 元以下の罰金に処せられる。 

 

  第二十三条 

経営性インターネット文化活動に従事する際、本規定の第十二条、第十三条、第十

四条、第十九条、第二十条に違反したものは、省級以上の人民政府文化行政部門に

より警告を以って、一定期間内での是正を命じられ、併せて5,000元以下の罰金に処せ

られる。 

非経営性インターネット文化活動に従事する際、本規定の第十二条、第十三条、第

十四条、第十九条、第二十条に違反したものは、省級以上の人民政府文化行政部門

により警告を以って、一定期間内での是正を命じられ、併せて 500 元以下の罰金に処

せられる。 

 

  第二十四条 

経営性インターネット文化法人団体が、本規定の第十七条に禁止された内容を含む

インターネット文化製品を提供した場合、もしくは文化部の許可を得ずして輸入したイン

ターネット文化製品を提供した場合、省級以上の人民政府文化行政部門により提供の
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停止を命じられる。違法所得のない場合、10,000元以上30,000元以下の罰金に処され

る; 情状が重大である場合、営業停止処分と＜インターネット文化営業許可証＞の取り

消しを受けることになる。 

犯罪を構成するときは、法に従って刑事責任を追及されることになる。 

非経営性インターネット文化法人団体が、本規定の第十七条に禁止された内容を含

むインターネット文化製品を提供した場合、もしくは文化部の許可を得ずして輸入したイ

ンターネット文化製品を提供した場合、省級以上の人民政府文化行政部門により提供

の停止を命じられ、1,000 元以下の罰金に処される。 

犯罪を構成するときは、法に従って刑事責任を追及されることになる。 

 

  第二十五条 

本規定の第二十一条に違反した場合、省、自治区、直轄市の電信管理機構により是

正を命じられ、情状が重大である場合、省、自治区、直轄市の電信管理機構によって、

営業停止と営業許可の取消を命じられるか、暫定的にウェヴサイトの閉鎖を命じられ

る。 

 

  第二十六条 

経営性インターネット文化団体が輸入インターネット文化製品の営業活動を行うに際

して、見やすい場所に文化部の許可番号を明示せず、プログラムの名称を勝手に変更

し、或いはプログラムの内容を追加し、国産インターネット文化製品について、期限まで

に文化部へ報告せず、もしくは見やすい場所に文化部の登録番号を明示しないときは、

省級以上の人民政府文化行政部門により、一定の期間内での是正を命じられ、併せて

5,000 元以下の罰金に処せられる。 

非経営性インターネット文化団体が輸入インターネット文化製品の普及活動を行うに

際して、見やすい場所に文化部の許可番号を明示せず、プログラムの名称を勝手に変

更し、或いはプログラムの内容を追加し、国産インターネット文化製品について、期限ま

でに文化部へ報告せず、もしくは見やすい場所に文化部の登録番号を明示しないとき

は、省級以上の人民政府文化行政部門により、一定の期限内での是正を命じられ、併

せて 500 元以下の罰金に処せられる。 
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第二十七条 

本規定は 2003 年 7 月 1 日より施行される。 

 

 

 

 

中華人民共和国文化部     

 

二〇〇三年五月十日  
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参考資料２ 

音像製品輸入管理規則 

（文化部、海関総署令第 23 号） 

 

中華人民共和国文化部、中華人民共和国海関総署令第 23 号 

ここに「音像製品進口管理弁法」を公布し、2002 年 6 月 1 日から施行する。 

文化部部長  孫 家正 

海関総署署長 牟 新生 

2002 年 4 月 17 日 

 

 

第一章 総則 

第１条 音像製品の輸入管理を強化し、国際的な文化交流を促進し、人民大衆の文化生 

活を豊かにするため、「音像製品管理条例」及び国の関連規定に基づいて本規則 

を制定する。 

第２条  本規則にいう音像製品とは、内容が収録された録音テープ、録画テープ、レコード、レー

ザーディスク等を指す。 

第３条  外国から輸入される音像製品や出版、情報ネットワーク伝達その他の用途のために輸

入される音像製品はすべて本規則の適用を受ける。 

第４条  文化部は全国の音像製品の輸入監督管理業務を担務し、音像製品の輸入規則を制定

し、輸入音像製品の内容を審査し、音像製品の輸入業者の総数、配置、組織を決定す

る。 

県級以上の地方人民政府文化行政部門は、本規則に従って本行政区域内の輸入音像

製品の監督管理業務を担務する。 

     各級の税関はその職責の範囲内で音像製品の輸入の監督管理業務を担務する。 

第５条  音像製品の輸入業務を行うに当たっては、憲法や関連の法律、法規を遵守し、人民の

ためのサービスと社会主義のためのサービスとしての方向性を堅持し、経済の発展と社

会進歩に資するべく思想、道徳、科学技術や文化知識を伝達しなければならない。 

第６条  国は下記内容の音像製品の輸入を禁止する。 

（１） 憲法で定められた基本原則に反する場合； 

（２） 国家の統一、主権や領土の保全に害を及ぼす場合； 

（３） 国家の機密を漏えいし、国家の安全に危害を及ぼし、或いは国家の名誉や利益

に損害を及ぼす場合； 
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（４） 民族の遺恨や民族蔑視を扇動し、民族の団結を破壊し、或いは民族の風俗・習

慣を侵害する場合； 

（５） 邪教、迷信を宣揚する場合； 

（６） 社会秩序を乱し、社会の安寧を破壊する場合； 

（７） 淫行、賭博、暴力を宣揚し、或いは犯罪を教唆する場合； 

（８） 他人を誹謗中傷し、他人の合法的権益を侵害する場合； 

（９） 社会の公徳或いは民族の優秀な文化伝統に危害を及ぼす場合； 

（１０） その他法律、行政法規や国家の規定で禁止する内容の場合。 

第７条  国は音像製品の輸入について許可制度を実施する。 

 

第二章 輸入事業者 

第８条 音像製品の輸入業務は文化部が指定した音像製品事業者により行われるもの 

とする。文化部の指定を受けずにいかなる事業者或いは個人も音像製品の輸入業 

務に従事してはならない。 

第９条 図書館、音像資料館、科学研究機構、学校等が研究や教育の参考に供するため 

     に輸入する音像製品については、文化部が指定した音像製品輸入事業者に委託し 

     て輸入審査手続を取らなければならない。 

第１０条 音像出版事業者は許可された出版業務の範囲内で輸入された音像製品の出版業務に

従事することができる。 

 

第三章 輸入審査 

第１１条 音像製品の輸入事業者が音像製品を輸入するときは、文化部へ報告して内容審査を

受けなければならない。 

第１２条 文化部は音像製品内容審査委員会を設置し、輸入する音像製品の内容の審査を担務

する。委員会には弁公室を置き、輸入する音像製品の内容審査に係る日常業務を担務

する。 

第１３条 音像製品を輸入するときは、文化部に申請を行い、以下の書類や資料を提出しなけれ

ばならない。 

（１） 輸入録音録画製品審査申請書； 

（２） 輸入契約書草案； 

（３） 商品見本、歌詞の原文と中国語訳； 

（４） 内容審査に必要なその他の資料。 

第１４条 出版の目的で輸入される音像製品については、文化部に申請を行い、以下の 
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書類や資料を提出しなければならない。 

（１） 輸入録音録画製品審査申請書； 

（２） 著作権合意書草案（原文・中国語訳文）、原著作権証明書、著作権授権書及び国家

著作権認証機構の登録認証書類； 

（３） 商品見本 

（４） 内容審査に必要なその他の資料。 

第１５条 展覧・展示の目的で輸入される音像製品については、展覧・展示活動を主催 

する事業者が申請を行い、音像製品の目録と見本を文化部に報告して内容審査 

を受けなければならない。税関は暫定的に輸入貨物として管理する。 

第１６条 情報ネットワーク伝達の目的で輸入される音像製品については、本規則第１４条の規定

に従って処理される。 

第１７条 輸入事業者は文化部に提出した内容審査のための商品見本に付される名称や内容を

勝手に変更してはならない。 

第１８条 文化部は輸入する音像製品の申請を受理した日から３０日以内に許可或いは不許可の

決定を行うものとする。許可したときは許可書類（様式別添２参照）を発行し、不許可の

ときにはその理由を説明しなければならない。 

 

第四章  輸入管理 

第１９条 いかなる事業者や個人も文化部の許可なく輸入した音像製品を出版、複製、 

卸売り、小売、賃貸、営利的に上映、情報ネットワークを利用して伝達しては 

ならない。 

第２０条 いかなる事業者や個人も研究、教育の参考に供するため或いは展覧・展示の 

目的で輸入する音像製品について、営利的に複製、卸売り、小売、賃貸、営利 

的に上映してはならない。 

第２１条 輸入事業者が国外の業者と締結した音像製品輸入合意書或いは契約書は中 

国の法律、法規に合致していなければならない。 

第２２条 許可を受けて輸入出版された音像製品の著作権授権期間中は、当該音像製品の輸入

を行ってはならない。 

第２３条 音像出版事業者が音像製品を出版輸入するときは、文化部の許可書類の条件に合致

していなければならず、勝手にプログラムの名称変更や内容の追加を行ってはならな

い；出版輸入する音像製品については、音像製品及びそのパッケージの見やすい場所

に文化部の輸入許可書類の番号を明示しなければならず、許可を受けた中国語のプロ

グラム名称と外国語のプログラムを使用して、音像製品及びその包装パッケージ上に
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中国語・外国語の名称を明示しなければならない。 

第２４条 出版輸入する音像製品で使用する言語は、国家が公布した言語規範に合致しなければ

ならない。 

第２５条 輸入事業者は輸入した音像製品を出版した後３０日以内に、文化部に商品見本を届出

なければならない。 

      文化部の許可を受けて輸入した音像製品で、許可日から一年以内に出版発行されてい

ないときは、輸入事業者は文化部に届け出て理由を説明しなければならない；輸入の中

止を決定したときは、文化部は輸入許可書番号を取り消すものとする。 

第２６条 音像製品輸入事業者は、文化部の輸入音像製品許可書類にて税関において原盤或い

は音像製品の輸入手続を取るものとする。 

第２７条 個人で携帯し、もしくは郵送にて非営利目的で音像製品を出入国させる場合には、税関

の関連規定を適用する。 

第２８条 関連機器設備と同時に輸入する及び輸入後関連機器設備と共に出国させる記録操作

システム、設備の説明、専用ソフト等を内容とする音像製品については、本規則は適用

せず、税関は輸入事業者が提供した契約書、伝票等有効な証明書によって通関させ

る。 

 

第五章 罰則 

第２９条 許可を得ずに勝手に音像製品輸入事業に従事したとき、或いは文化部の許可 

を得ずに勝手に音像製品を複製したときは、「音像製品管理条例」の関連規定 

に従って処罰を受ける。 

第３０条 下記の行為の一を行ったときは、県級以上の文化行政部門が違法行為の停止 

を命令し、警告を行い、違法な音像製品や違法所得を没収する；違法な営業収益額が

１万元以上の場合には、併せて違法な営業収益の５倍以上１０倍以下の罰金に処す

る；違法な営業収益額が１万元に満たないときは、併せて１万元以上５万元以下の罰金

に処する；悪質な場合には、併せて業務の停止を命令し、或いは原発行機関により許

可証を取り消す： 

（１） 文化部の許可なく輸入した音像製品を出版、卸売り、小売、賃貸、上映及び情

報ネットワークを利用して伝達したとき。 

（２） 研究、教育の参考に供するために或いは展覧・展示の目的で輸入した音像製

品を卸売り、小売、賃貸及び営利の目的で上映したとき。 

第３１条 本規則に違反して、文化部の輸入許可書の番号を明示せずに輸入音像製品を 

出版したときは、県級以上の文化行政部門が是正を命令し、警告を行い、悪質 
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な場合には、併せて３ヶ月乃至６ヶ月の業務停止を命令し、或いは原発行機関 

により許可証を取り消す。 

第３２条 本規則に違反して、下記の行為の一を行ったときは、県級以上の文化行政部 

門が是正を命令し、警告を行い、併せて 5000 元以上 10000 元以下の罰金に処 

することができる： 

（１） 出版輸入した音像製品の使用言語文字が国家の公布した言語文字規範と合

致しないとき； 

（２） 輸入事業者が規定に従わずに文化部に商品見本を届出たとき； 

（３） 出版発行されない或いは輸入許可を中止された音像製品について、文化部に

届け出をせず、且つ理由を説明しないとき。 

第３３条 音像出版事業者が輸入音像製品を出版もしくは情報ネットワークを利用し 

て伝達する場合、文化部の許可書の条件に違反して、勝手にプログラム名称を 

変更し、或いはプログラムの内容を追加したときは、文化部は警告を行い、併 

せて 10000 元以上 30000 元以下の罰金に処する。 

 審査の上許可を受けて輸入した音像製品の内容を勝手に追加したことによ 

り、本規則第６条で禁止が規定される内容が含まれるときは、県級以上の文化 

行政部門が警告を行い、当該音像製品の出版、複製、卸売り、情報ネットワー 

クを利用した伝達の停止を命令し、違法に営業活動を行った音像製品や違法所 

得を没収し、半年から一年の業務停止を行う；違法な営業収益額が 10000 元 

以上の場合は、併せて違法収益額の５倍以上１０倍以下の罰金に処する；違法 

な営業収益額が 10000 元に満たないときは、併せて 50000 元以下の罰金に処 

することができる；悪質な場合には、併せて原発行機関により許可証を取り消 

す。犯罪を構成するときは、法に基づいて刑事責任を追及する。 

第３４条 海関法及び関連する管理規定に違反した場合には、税関が法に基づいて処理 

する。 

 

第六章 附則 

第３５条 中国香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区から輸入した音像製品 

については、本規則に従って執行される。 

第３６条 本規則は文化部が解釈の責を追う。税関業務については海関総署が解釈の責 

を負う。 

第３７条 本規則は２００２年６月１１日から施行し、同時に１９９９年４月３０日付 

文化部、海関総署が公布した「音像製品進口管理弁法」は廃止とする。  
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「日本音楽産業界中国音楽市場調査団」写真 

 

11 月 29 日 国家版権局版権司 

 

 

11 月 29 日 文化部文化市場司 

 

 

11 月 29 日 中国音楽著作権協会(MCSC) 
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11 月30 日 中国唱片総公司(China Record) 

 

 

11月30日 中央宣伝部文化体制改革和発展弁公室 

 

 

12 月 1 日 日中音楽産業意見交換会 
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