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中国携帯コンテンツ関連主要用語の定義中国携帯コンテンツ関連主要用語の定義

• 「運営商」
– この報告では、中国で「基礎電信業務経営許可証」を持ち、「蜂窝移動通信業務（900/1800MHz 

GSMの２G、800MHzCDMAの２G、３G）」を実施する通信キャリアを指す。中国での大手は「チャイナ
モバイル(中国移動通信）」「チャイナユニコム（中国聨合通信）」の2社。

• 「移動網増値電信業務」
– 信息産業部の分類目録では、「信息服務業務」とは、情報・コンテンツを調達、開発の上、プラット

フォームを構築し、通信ネットワークを通じて、ユーザーに対して音声情報やコンテンツなどの情報サー
ビスを提供すること。「情報サービス」には、エンターテイメント、ゲーム、ビジネス情報などを含む。

– 「移動網増値電信業務」は「第二類増値電信業務」の中の「信息服務業務」の許可の１つで、携帯
電話向けの付加価値サービス。いわゆるモバイルコンテンツ配信サービスのこと。

• 「SP」（服務提供商／Service Provider）
– この報告では、中国で「増値電信業務経営許可証」を持ち、「信息服務業務」（特に移動網増値電

信業務）を実施・運営している企業のことを指す。

• 「CP」（内容提供商／Contents Provider）
– 中国で、主としてSP（時に運営商や携帯端末メーカー）のために携帯電話配信用のコンテンツを制

作、コンテンツを調達、ライセンスする企業のこと。

• 「WAP」（無線応用程序協議／Wireless Application Protocol）
– 携帯電話を使ってインターネット上の情報にアクセスする環境を構築するために規定されたプロトコ

ル。チャイナモバイルでは「WAP」を利用した携帯コンテンツ配信サービスの名称としても使われる。
「monternet／移動夢網のWAPサービス」

– 「WAPフォーラム」（97年、openwave, Motorola, Ericsson, Nokiaが設立）により仕様が策定されてお
り、日本ではKDDIの「Ezaccess」「Ezweb」が最初にWAPを利用したサービスを提供。NTTドコモの
「FOMA」もWAP2.0に対応している。

• 「SMS」（短消息／Short Message Service）
– チャイナモバイルでは「短信」。携帯電話同士或いは携帯電話とSP等との間で、140バイト前後の文

字情報を送信できるメッセージサービスで、ニュース等の情報購読や、番組連動サービスなどがある。

• 「MMS」（彩信／Multimedia Messaging Service）
– チャイナモバイルでは「彩信」。運営商のGPRSネットワークを通して、携帯電話同士、もしくは携帯電

話とSPとの間で、文字、画像、写真、音声、ゲームなどマルチメディアの情報の受送信ができる。

• 「CRBT」（彩色回鈴音／Coloring Ring Back Tone）
– チャイナモバイルでは「彩鈴」。相手が自分の携帯電話に電話をかけた際に、相手に対して、呼び出

し音のかわりに、自分が選んだ音楽・音声など、相手と時間に応じて流すように設定できるサービス。

• 「IVR」（Interactive Voice Response）
– 音声自動応答装置のこと。チャイナモバイルでは「IVR」。チャイナユニコムでは「麗音街」。携帯ユーザー

が特定の番号にダイヤルした際、アナウンスの指示により入力された数値の操作に応じて、特定の
音楽や音声コンテンツを聞くことができるほか、特定の音楽や音声コンテンツを特定のユーザーのた
めにリクエストすることもできる。

＜一部出典は「通信ネットワーク用語事典」（秀和システム）＞
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中国大手通信会社売上規模＜各社HPより＞
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中国通信業界の概況中国通信業界の概況

• インターネットユーザー数 ：1億2,300万（9,400万）

• ブロードバンドユーザー数 ：7,700万（4,280万）

• インターネット接続ＰＣ数 ：5,450万台（4,160万台）

• 固定電話ユーザー数 ：3億6,530万（3億1,244万）

• 携帯電話ユーザー数 ：4億2,637万（3億3,482万）

＜CNNIC2006年6月数値（（）内は2004年12月数値）「中国互聯網絡発展状況統計報告」、及び、信
息産業部HPの2006年6月通信行業統計月報（（）内は2004年12月数値）より＞

• インターネットユーザー数 ：1億2,300万（9,400万）

• ブロードバンドユーザー数 ：7,700万（4,280万）

• インターネット接続ＰＣ数 ：5,450万台（4,160万台）

• 固定電話ユーザー数 ：3億6,530万（3億1,244万）

• 携帯電話ユーザー数 ：4億2,637万（3億3,482万）

＜CNNIC2006年6月数値（（）内は2004年12月数値）「中国互聯網絡発展状況統計報告」、及び、信
息産業部HPの2006年6月通信行業統計月報（（）内は2004年12月数値）より＞

中国のインターネットユーザー数は1億2,300万（2006年6月）
携帯電話ユーザー数は4億2,637万（2006年6月）

市場規模は2005年で5,799億人民元、2006年は10兆円規模が想定される

5,799億人民元

※中国網通の数値は、upfront connection feeを含む。
※中国網通の数値は、upfront connection feeを含む。
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中国の電信業務の分類中国の電信業務の分類

中国の電信業務（経営許可証）の種類
携帯コンテンツ配信におけるSP（服務提供商）の許可は、「増値電信業務経営許可証」の中で、

「信息服務業務」の「移動網増値電信業務」に分類される。

中華人民共和国信息産業部
Ministry of Information Industry

中国の電信業務（経営許可証）の分類　2003年4月1日施行

省、自治区、直轄市の通信管理局

電信主管部門（審査・批准・管理機構）

基礎電信業務（経営許可証）
基礎電信業務（経営許可証）

増値（付加価値）電信業務（経営許可証）
増値（付加価値）電信業務（経営許可証）

第一類基礎電信業務
第一類基礎電信業務

固定通信業務

蜂窩移動通信業務

第二類基礎電信業務
第二類基礎電信業務

第一類衛星通信業務

第一類データ通信業務

集群（グループ）通信業務

無線導呼（ポケベル）業務

第二類衛星通信業務

第二類データ通信業務

網絡（ネットワーク）接入（接続）業務

国内通信設施服務業務

ネットワークアウトソーシング業務

第一類増値（付加価値）電信業務
第一類増値（付加価値）電信業務

オンラインデータ処理及び取引処理業務

国内多地点通信服務業務

国内インターネットVPN業務

インターネットデータセンター業務

第二類増値（付加価値）電信業務
第二類増値（付加価値）電信業務

データ蓄積、転送業務

コールセンター業務

インターネット接入（接続）服務業務

信息服務（情報サービス）業務
信息服務（情報サービス）業務信息服務（情報サービス）業務

移動網増値電信業務
移動網増値電信業務

インターネット信息服務業務　他

運営商

信息服務（情報サービス）業務とは、情報を収集、開発、処理、情報プラットフォームの建設するなどして、固定ネットワーク、移動ネットワーク、

或いはインターネット等公衆通信ネットワークを通じて、直接エンドユーザーに対して、音声情報やオンライン情報、データ検索等、信息服務を

提供することをいう。信息服務の種類は、主にコンテンツサービス、エンターテイメント/ゲーム、ビジネス情報とGPS等サービスが含まれる。

信息服務の対象ユーザーは、固定通信ネットワーク、移動通信ネットワーク、インターネット或いはその他データ転送ネットワークのユーザーとなる

信息服務（情報サービス）業務とは、情報を収集、開発、処理、情報プラットフォームの建設するなどして、固定ネットワーク、移動ネットワーク、

或いはインターネット等公衆通信ネットワークを通じて、直接エンドユーザーに対して、音声情報やオンライン情報、データ検索等、信息服務を

提供することをいう。信息服務の種類は、主にコンテンツサービス、エンターテイメント/ゲーム、ビジネス情報とGPS等サービスが含まれる。

信息服務の対象ユーザーは、固定通信ネットワーク、移動通信ネットワーク、インターネット或いはその他データ転送ネットワークのユーザーとなる

SP
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増値電信業務経営許可証の取得増値電信業務経営許可証の取得

2005年第一四半期まで、中国全土の「増値（付加価値）電信業務」の許可証は全てで14,209
（06年4月信息産業部インタビューでは約1.8万）。内、「信息服務業務」の割合が約80％。

445社（同約1,000社）ある「跨地区増値電信業務」の投資主体は、国有82、民間361、外商
投資2社（同9社）となっている。＜「上海信息服務行業発展報告2005」より＞

増値（付加価値）電信業務経営許可証取得の流れ

中国内資企業 外商投資企業

跨地区増値電信業務

経営許可証の申請

各地区内増値電信業務

経営許可証の申請

＜主要条件＞

・資本金1,000万元以上

・資金力と専門家の存在

・サービスの長期安定性

＜主要条件＞

・資本金100万元以上

・資金力と専門家の存在

・サービスの長期安定性

信息産業部で審査
省、自治区、直轄市の

通信管理局で審査

「批准証書」をもって、国務院信息産業主管部門で手続き

関連法令等：「全国人民代表大会常務委員会関于維护互聯網安全的決定」「中華人民共和国電信条例」「互聯網信息服務管理办法」

「外商投資電信企業管理規定」など。

申請受理可否：15日以内

許可可否：60日以内

経営許可証取得
経営許可証取得

跨地区増値電信業務

経営許可証の申請

各地区内増値電信業務

経営許可証の申請

＜主要条件＞

・資本金1,000万元以上

・資金力と専門家の存在

・サービスの長期安定性

・外商出資比率50％以下

・外商の優良な業績と経験

＜主要条件＞

・資本金100万元以上

・資金力と専門家の存在

・サービスの長期安定性

・外商出資比率50％以下

・外商の優良な業績と経験

チャイナモバイルのSPになるためには、「SP合作办法」などに合致することなどが求められる。

・「電信増値業務経営許可証」全網SPの場合は「跨地区増値電信業務経営許可証」を取得。

・「互聯網信息服務管理办法」などのインターネット信息服務行業管理規定に合致

・主要な管理スタッフが、2年以上の管理経験があり、SP合作办法を深く理解していること。等

一方で、各キャリアとの調整、合作条件のクリアも必要

国務院信息産業主管部門

（90日以内で審査完了）

省レベル通信管理局（60日）

国務院関連部門での審査（上記期間を30日間延長可能）

「外商投資経営電信業務査定意見書」の発行

国務院或いは各地域の人民政府の対外貿易主管部門が90日

以内に審査。許可の場合、「外商投資企業批准証書」を発行。

全国SPになるには、下記のような別途条件を

求められる場合がある(インタビューより）。

・各地方SPからの推薦状

地方での事務所設置○箇所以上

・地方でのコンテンツ配信○つ以上　など

全国SPになるには、下記のような別途条件を

求められる場合がある(インタビューより）。

・各地方SPからの推薦状

地方での事務所設置○箇所以上

・地方でのコンテンツ配信○つ以上　など

国務院信息産業主管部門（30日）
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中国の携帯電話マーケットの状況中国の携帯電話マーケットの状況

中国の携帯電話ユーザー人口比率
＜信息産業部HP2006年2月通信行業統計月報より算出＞
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携帯電話ユーザー数は、毎月約5百万ユーザーが増加するペースで、既に4億2千万を突破した。
ユーザー数は東部、特に広東省が多い。普及率は上海市、北京市、広東省、浙江省が高い。
通信市場規模としては、2004年、中国の規模は日本の半分程度だが、今後の成長により、

遠くない将来、日本を追い越すであろうと想定される。

中国の携帯電話ユーザー地域分布
＜2006年2月信息産業部HP通信行業統計月報より＞

上海市, 3.7%

江蘇省, 6.5%

浙江省, 6.8

広東省,
16.1%

山東省, 6.0%

その他東部,
8.6%

河北省, 4.7%

河南省, 4.7%

その他中部,
19.0%

四川省, 4.3%

重慶, 2.4%

その他西部,
13.7%

北京市, 3.6%

＜日本の関連数値＞

• インターネットユーザー数
– 7,948万人（2004年度末）

• ブロードバンドユーザー数（FTTH、
DSL、CATV合計）

– 2,055万人（2005年6月）

• 固定電話ユーザー数
– 5,163万（2005年3月）

• 携帯電話契約数
– 9,179万（2006年3月）

• 通信市場規模
– 2004年度で約16兆円。

中国の携帯電話ユーザー数推移

（信息産業部HP、通信行業統計月報より）
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中国の携帯電話ユーザー数推移

（信息産業部HP、通信行業統計月報より）
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中国携帯２大キャリア（運営商）比較表中国携帯２大キャリア（運営商）比較表

チャイナモバイルとチャイナユニコムで、中国の携帯ユーザー数の95％以上を占める。
チャイナモバイルは、中国約6～7割のシェアを占め、売上は3.5兆円を超える規模。

チャイナモバイルのARPUは、日本のNTTドコモの5分の1の水準。

　麗音街IVR　IVR　

　炫鈴彩鈴　CRBT　

　彩e彩信　MMS　

　聯通在信短信　SMS　

　互動視界WAP門戸　WAP　

　　uni／聯通無限monternet／移動夢網　　付加価値サービス名称

　5,442※122,093（RMB Million）その他　

　742※13,423（RMB Million）内CRBT　

　5,777※124,671（RMB Million）内SMS　

　11,96150,187（RMB Million）付加価値サービス売上

　75.1　　CDMA　

　　55prepaid　　

　48.5185contractGSM　

6,910円　90（RMB)2005年12月期ARPU

　2,836　prepaid　　

　31,698　contract内CDMA　

　49,489210,321prepaid　　

　51,06363,465contract内GSM　

51,144135,086273,786合計（thousand）2006年6月末ユーザー数

　CDMA／GSMGSM／GPRS　　ネットワーク

68.1015107US$ Billion2006年5月3日Enterprise Value

15.119.3329.14　2006年5月3日NYSE株価

6,105億円※24,93153,549（RMB Million）2005年12月期当期純利益

16,068億円※228,438133,338（RMB Million）2005年12月期EBITDA

47,659億円※287,049243,041（RMB Million）2005年12月期営業収益

NTTドコモ中国聯通股份有限公司中国移動（香港）有限公司　会社名称（上場会社：中文）

NTT DOCOMOCHINA UNICOM LIMITEDChina Mobile(HK) Limited　会社名称（上場会社：英語）

※1：付加価値サービス合計の売上に、各サービスの占める比率を掛け合わせて算出。

※2：2006年3月期の数値
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＜メーカーリスト＞

GSM系
アルカテル

BIRD

CECT

DAPOD

東信

大显

Treo

CDMA
SAMSUNG

LG

MOTOROLA

NOKIA

京セラ

＜メーカーリスト＞

GSM系
アルカテル

BIRD

CECT

DAPOD

東信

大显

Treo

CDMA
SAMSUNG

LG

MOTOROLA

NOKIA

京セラ

中国の携帯電話メーカー中国の携帯電話メーカー

2005年上半期の中国の携帯電話
は303種の新型機種が販売された。

うち、GSM機種が267種、CDMA機
種が36種。

うち、MP3機能搭載機種が26％を
占める。

参考価格帯（「通信技術」6年2月）

GSM：499元（中興）～
8,800元（NOKIA8800）

CDMA：538元（HAIER）～
8,500元（LG）

2005年上半期の中国の携帯電話
は303種の新型機種が販売された。

うち、GSM機種が267種、CDMA機
種が36種。

うち、MP3機能搭載機種が26％を
占める。

参考価格帯（「通信技術」6年2月）

GSM：499元（中興）～
8,800元（NOKIA8800）

CDMA：538元（HAIER）～
8,500元（LG）

北京の店舗携帯電話機種別売上ランク

＜中復電訊「手机雑誌06年4月」より＞

　①　Motorola C118

　②　NOKIA 1600

　③　Motorola A1200

　④　Motorola C139

　⑤　NEC 3602

　⑥　Motorola V3

　⑦　Motorola V3i

　⑧　NOKIA 6060

　⑨　Motorola C168

　⑩　NOKIA 6030

北京の店舗携帯電話機種別売上ランク

＜中復電訊「手机雑誌06年4月」より＞

　①　Motorola C118

　②　NOKIA 1600

　③　Motorola A1200

　④　Motorola C139

　⑤　NEC 3602

　⑥　Motorola V3

　⑦　Motorola V3i

　⑧　NOKIA 6060

　⑨　Motorola C168

　⑩　NOKIA 6030

NOKIAの強さが際立つ。以下Motorola, Samsungと続き、SamsungはMotorolaを追い越す勢い。
また、SONY ERICSSONの携帯電話も携帯付加価値サービスに使いやすいと最近若者に人気。
その他日系メーカーの携帯電話端末は、苦戦している。日本が一歩進んでいる３G携帯に期待。

2005年上半期携帯電話売上シェア

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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2005年上半期携帯電話売上シェア

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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• 中興

• 大显

• 海信

• HAIER
• 三洋

• 華為

・　Philips

・　Haier

・　KONKA

・　LG

・　lenovo

・　motorola

・　中興

・　NOKIA

・　NEC

・　OKWAP

・　SONY E

・　松下

・　Samsung

・　首信

・　三菱

・　TCL

・　Benq

・　AMOI
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中国の携帯電話コンテンツ市場の概況中国の携帯電話コンテンツ市場の概況

中国の携帯付加価値サービスユーザーの推移

と予測＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯付加価値サービスユーザーの推移
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＜日本の関連数値＞

・モバイルコンテンツ関連市場規模
（MCFホームページ資料）

・7,224億円（2005年度）

・5,196億円（2004年度）

　うち、モバイルコンテンツに絞ると

・3,150億円（2005年度）

・2,603億円（2004年度）

・携帯IP接続サービス数（05年3月）

・7,515万

・うちiモード契約者数（05年3月）

・4,402万

中国の携帯付加価値サービス市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯付加価値サービス市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯付加価値サービス市場規模推移と予測

（ジャンル別）＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯付加価値サービス市場規模推移と予測

（ジャンル別）＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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2005年の中国の携帯電話付加価値サービスのユーザーは約3億人規模。
中国の携帯電話付加価値サービスのSPの売上規模は、100億元を超えている。

今後は各サービス共に伸張するが、特にWAPとCRBTの売上の伸張が大きいと想定されている。

注：2005年は予測値で、2大キャリアの決算発表数値と誤差がある。「移動秘書」等一部サービス売上を含まないこと等に起因。（iResearch）
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中国のWAPマーケット①中国のWAPマーケット①

中国のWAPユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のWAPユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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• WAP（Wireless Application 
Protocol。（P5定義参照））

– チャイナモバイル[移動夢網WAP]

– チャイナユニコム「互動世界」

• チャイナモバイルでは2002年5月
から「移動夢網／monternet」で
WAPサービスを開始。

• チャイナユニコムでは2003年7月
に有料WAPサービスを開始。現在
のサービス名称は「互動世界」

• 利用コンテンツ別の売上シェアとし
ては、着メロが圧倒的に多く、あと、
チャット、ゲーム、待受画像と続く。

• WAP（Wireless Application 
Protocol。（P5定義参照））

– チャイナモバイル[移動夢網WAP]

– チャイナユニコム「互動世界」

• チャイナモバイルでは2002年5月
から「移動夢網／monternet」で
WAPサービスを開始。

• チャイナユニコムでは2003年7月
に有料WAPサービスを開始。現在
のサービス名称は「互動世界」

• 利用コンテンツ別の売上シェアとし
ては、着メロが圧倒的に多く、あと、
チャット、ゲーム、待受画像と続く。

中国のWAP市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のWAP市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞

21.0
42.5

71.0
105.0

154.0

66.0

3.5

2.0

13.5

21.5

35.0

47.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

WAP市場規模（SP以外） WAP市場規模（SP）

（億元）

2005年の中国のWAPユーザー数見込みは7,200万人、SP売上規模21.5億元
同、チャイナモバイルのWAP売上は、35.7億元。

３G導入によるネットワーク速度の向上や、携帯電話端末仕様の向上などにより、
今後の益々の発展が予想される。

2005年中国のWAPジャンル別売上シェア

＜© 2005.12 iResearch＞
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2005年中国のWAPジャンル別売上シェア

＜© 2005.12 iResearch＞
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※2005年は予測値

注：2005年は予測値で、直近の発表でチャイナモバイル売上35.7億元
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中国のWAPマーケット②中国のWAPマーケット②

2005年チャイナユニコムWAP収入の上位10位

＜© 2005.12 iResearch＞
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2005年チャイナユニコムWAP収入の上位10位
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11.5%

11.2%

9.3%

7.2%

6.6%

6.1%

5.7%

4.4%

4.1%

3.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

山東省

広東省

上海市

江蘇省

浙江省

北京市

陕西省

遼寧省

黒竜江省

湖北省

2005年チャイナユニコムWAPのSP売上シェア

＜© 2005.12 iResearch＞
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チャイナモバイル「移動夢網」では広東省の売上が圧倒的に多く、チャイナユニコム「互動世界」
では山東省、広東省が多い。また、共に、浙江省、江蘇省、上海市、北京市の売上も多い。
SPは、「移動夢網」では空中網、TOM、訊天が、「互動世界」では、華友世紀、TOMが強い。
WAPにおける大手SPへの売上集中は2004年からに2005年にかけ多少緩和されている。

2005年チャイナモバイルWAP収入の上位10位

＜© 2005.12 iResearch＞
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2005年チャイナモバイルWAP収入の上位10位
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2005年チャイナモバイルWAPのSP売上シェア

＜© 2005.12 iResearch＞
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2005年チャイナモバイルWAPのSP売上シェア
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空中網 TOM 聯東佛業 訊天

SINA SOHU 掌中万維 因特普斯

移動納維 その他

チャイナモバイルWAP収入省ランキング
チャイナモバイルWAP収入省ランキング

チャイナユニコム互動世界収入省ランキング
チャイナユニコム互動世界収入省ランキング

チャイナモバイルWAP収入SPシェア
チャイナモバイルWAP収入SPシェア

チャイナユニコム互動世界収入SPシェア
チャイナユニコム互動世界収入SPシェア
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中国のWAPマーケット③アンケートⅠ中国のWAPマーケット③アンケートⅠ

中国のWAPユーザーが良く利用するサービス

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

着メロ

待受画像

ニュース

ゲーム

情報検索

小説、笑い話

チャット

ファッション

モバイルコマース

モバイルBLOG

中国のWAPユーザーが良く利用するサービス

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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着メロ
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ニュース

ゲーム

情報検索

小説、笑い話

チャット

ファッション

モバイルコマース

モバイルBLOG

• WAPでも、着メロ・待受画像を利用
するユーザーが多い。

• モバイルコマースやモバイルBLOG
のユーザーが１割強、出現している
ことにも注目したい。

• 待受画像では「アニメ」「風景」「美
女グラビア」「芸能人」などの画像が
人気。

• 着メロでは「香港」「台湾」「大陸」の
楽曲のユーザーが多い。

• WAPでも、着メロ・待受画像を利用
するユーザーが多い。

• モバイルコマースやモバイルBLOG
のユーザーが１割強、出現している
ことにも注目したい。

• 待受画像では「アニメ」「風景」「美
女グラビア」「芸能人」などの画像が
人気。

• 着メロでは「香港」「台湾」「大陸」の
楽曲のユーザーが多い。

中国のWAPユーザーが良くダウンロードする画像

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーが良くダウンロードする画像

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーが良くダウンロードする着メロ

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーが良くダウンロードする着メロ

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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海外古典名曲

懐メロ

海外現代楽曲

変わった楽曲

その他

iResearch社（艾瑞市場咨訽）が2005年8～10月に実施したアンケート結果を以下に紹介。
待受画像では、「アニメ」「風景」「美女グラビア」「芸能人」などの画像が人気。

着メロでは「香港」「台湾」「大陸」の楽曲のユーザーが多い。
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中国のWAPマーケット④アンケートⅡ中国のWAPマーケット④アンケートⅡ

中国のWAPユーザーの一1ヶ月のWAP費用

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーの一1ヶ月のWAP費用

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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50～70元

70～100元

100元以上

• 1ヶ月に5元～20元ほど費やすユー
ザーが多く約半数を占める。よって、
2～3の画像や楽曲をダウンロード
しているユーザーや、1～2つの
WAPサービスメニューを契約してい
るユーザーが多いと思われる。

• 過去利用したWAPサイトとしては、
「移動夢網」などのWAPポータル、
ネット上で知名度が高いポータルを
利用しているユーザーが多い。

• 接続速度の遅さに対する不満は大
きい。個人的には、以前より改善さ
れていると思うが、まだ遅いと思う。

• 1ヶ月に5元～20元ほど費やすユー
ザーが多く約半数を占める。よって、
2～3の画像や楽曲をダウンロード
しているユーザーや、1～2つの
WAPサービスメニューを契約してい
るユーザーが多いと思われる。

• 過去利用したWAPサイトとしては、
「移動夢網」などのWAPポータル、
ネット上で知名度が高いポータルを
利用しているユーザーが多い。

• 接続速度の遅さに対する不満は大
きい。個人的には、以前より改善さ
れていると思うが、まだ遅いと思う。

中国のWAPユーザーが過去訪問したWAPサイト

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーが過去訪問したWAPサイト
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中国のWAPユーザーが不満な点

＜© 2005.12 iResearchアンケート N=1204＞
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中国のWAPユーザーが不満な点
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1ヶ月に5元～20元ほどを費やすユーザーが約半数を占める。
「移動夢網」などのWAPポータル、ネットで知名度が高いポータルを利用するユーザーが多い。

接続速度の遅さ、費用の高さに対する不満は大きい。
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• 無線音楽排行榜
– モバイル音楽ランキング

• 新聞
– ニュース

• 時尚
– ファッション

• 交友
• 音楽
• 財富

– 経済
• 鈴図

– 着メロ、画像
• 手机電視

– 携帯テレビ
• 遊戯

– JAVAゲーム
• 動漫

– アニメ
• 百宝箱

– WAPゲーム
• 手机報
• 新潮部落
• 体育

– スポーツ
• 掌上天下
• 移動本屋
• 免費天気予報
• 2006德国世界杯
• 彩鈴大賽投票得大奨

チャイナモバイルのポータル「Monternet」①チャイナモバイルのポータル「Monternet」①

＜鈴図チャンネル内メニュー＞

• 新鮮出炉
– 画像、グラビアも

• 幻彩世界
– グラビア多い

• 和弦天堂
– 着メロ、MP3など

• 屏動天地

• 【爽】動感美女

• 情歌速递

• 極品動感*声色高清

• 新鮮尝試百宝箱

• この中に100以上に及ぶであろう
数多くのメニューがある。

• 「和弦天堂」の中には、着メロ系メ
ニューが充実。

• 例えば、「Goodfeel」（吉菲尔）のメ
ニューは、着メロ、着うた、MP３共
にあり、質もよい。

• 一度登録すると、各々携帯の機種
ごとに対応した楽曲のメニューが
提示され、使いやすい。

チャイナモバイルが展開する付加価値サービスブランドが、「monternet」＝「移動夢網」。
トップページは1日800万ページビュー以上。男性比率約4分の3と高く、20代までが93％。

15強のジャンルにチャンネルが分けられているほか、キャリアのお勧めや時節に応じたメニュー、
例えば、サッカーワールドカップドイツ大会のメニューなども存在する。（06年4月状況）

Monternetトップ画面（2006年4月中旬時）
Monternetトップ画面（2006年4月中旬時）

鈴図チャンネル内メニュー
鈴図チャンネル内メニュー

移動伝媒のバナー広告入る。P参照
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チャイナモバイルのポータル「Monternet」②チャイナモバイルのポータル「Monternet」②

＜GOODFEEL着メロランキング4/29＞

• 吉祥三宝

• 「神話」主題曲-無尽的愛

• 不得不愛

• 花儿乐队

• 神话主题曲-超长版

• 伍佰-突发的自我

• 按着羊皮的狼

• 陈慧林-希望

• 周杰伦-夜曲

• 你是我的玫瑰花
＜1曲ダウンロードあたり3元が多い）

参考：ヒアリングによる直近のSPの　　　

WAP売上15位以内企業

• 空中網

• TOM

• 聯東佛業

• 訊天（インデックス社関連）

• 捜狐（SOHU）

• 易動無限

• 掌中万維

• 北京陽光加信

• 新浪（SINA）

• 北京中澤北郵通信

参考：ヒアリングによる直近のSPの　　　

WAP売上15位以内企業

• 空中網

• TOM

• 聯東佛業

• 訊天（インデックス社関連）

• 捜狐（SOHU）

• 易動無限

• 掌中万維

• 北京陽光加信

• 新浪（SINA）

• 北京中澤北郵通信

＜動漫（アニメ）＞メニュー

• 原創手机動漫大賽

• 新鮮出炉

• 美女動漫【視頻中】

• 超級動漫金将金将行*大闹西遊

• 彩漫＝壁紙★真MP3

• 視頻MM*声色動漫

• 午夜★COSPLAY秀

• 美女漫画＝超清大図

＜百宝箱（ゲーム）＞メニュー

• 精品遊戯五月巨献

• 新品上架｜熱門排行

• 動作｜情景｜体育｜益智

• 棋牌｜総合｜網遊専区

• 娯楽｜生活｜商務

• 猛男遊戯地帯

• 美媚夢幻体験

• 恋愛後示録之“WHO R U?”

1メニューあたりの利用料金は、月額（包月）6～8元、もしくは、
１コンテンツ毎課金で1～3元／コンテンツ程度

1コンテンツあたりのデータ量は、着メロで10ｋ前後、50秒程度の着うたMP３で300K弱など。

• 杭州聯夢無限

• 北京易訊

• 聯動納維

• 北京指雲時代

• 騰訊QQ



18

monternetの音楽ポータル「無線音楽排行榜」monternetの音楽ポータル「無線音楽排行榜」

＜考え方＞

• 各省でのCRBTや、IVRのランキングや、
全国の新聞記者やラジオDJなどの審査
員投票により、最終的に「銷量榜」（売
上ランキング）に集約。

• 「銷量榜」は10曲で、2週間に1度更新。

• 携帯以外に、テレビ、ラジオ、イベントな
ども連動して、更なる普及促進を図る。

• DRMも構築、携帯向けの着メロ、CRBT
配信だけでなく、PC向けの音楽MP3ダ
ウンロードサービスまでを見据える。

• 2006年上半期の音楽ダウンロード対
応端末は14機種、今後も増加。

＜WAP無線音楽排行榜トップメニュー＞

• 本月新歌首発

• ○月下旬新歌榜単
– 新曲ランキング

• ○月抢先単曲試听

• 影視金曲下載

• 彩鈴销量排名
– CRBT売上ランキング

• 环球独家Rain単曲
– Universalのメニュー

• 娯楽現場劲爆音楽

• 看榜単*抢福娃

＜WAP無線音楽排行榜トップメニュー＞

• 本月新歌首発

• ○月下旬新歌榜単
– 新曲ランキング

• ○月抢先単曲試听

• 影視金曲下載

• 彩鈴销量排名
– CRBT売上ランキング

• 环球独家Rain単曲
– Universalのメニュー

• 娯楽現場劲爆音楽

• 看榜単*抢福娃

＜銷量榜2006年5月上旬、第25期＞

• 1位 一万个理由 郑源

• 2位 你是我的玫瑰花　庞龙

• 3位 吉祥三宝 布仁巴雅尔

• 4位 笔记 周笔畅

• 5位 那一夜 谢军

• 6位 披着羊皮的狼　谭咏麟

• 7位 不得不爱 潘玮柏

• 8位 狼爱上羊 汤潮

• 9位 约定 周蕙

• 10位 曹操 林俊杰

＜銷量榜2006年5月上旬、第25期＞

• 1位 一万个理由 郑源

• 2位 你是我的玫瑰花　庞龙

• 3位 吉祥三宝 布仁巴雅尔

• 4位 笔记 周笔畅

• 5位 那一夜 谢军

• 6位 披着羊皮的狼　谭咏麟

• 7位 不得不爱 潘玮柏

• 8位 狼爱上羊 汤潮

• 9位 约定 周蕙

• 10位 曹操 林俊杰

チャイナモバイルがmonternet「移動夢網」で力を入れる音楽ポータル的メニュー。
「無線音楽排行榜」は、1日のページビューが100万、月500万のユーザーがある。（06年4月）

中国でも最も説得力ある音楽ポータル、ランキングサイトとして普及を図っている。
将来的には、中国のitunes的なポジションを確立するのではないだろうか。

• ＵＲＬ：www.12530.com

中国移動無線音楽ポータル（12530.Com）トップページ
中国移動無線音楽ポータル（12530.Com）トップページ
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中国のMMSマーケット①中国のMMSマーケット①

中国のMMSユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のMMSユーザー数の推移と予測
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• MMS（Multimedia Messaging 

Serviceの略称。（P5定義参照））
– チャイナモバイルの「彩信」

– チャイナユニコムの「彩e」

• 2002年9月にチャイナモバイルの
彩信（MMS）、2003年3月にチャイ
ナユニコムの彩e（MMS）が始まり、
2004年にかけて市場は急成長。

• 但し、2004年にSPに対する政府
指導があった影響のため、2005年
の売上の伸びは停滞したが、今後
は再び伸びに転じる予測。

• 大手7社のSPで全体の約3分の2
の売上を占める。

• MMS（Multimedia Messaging 
Serviceの略称。（P5定義参照））

– チャイナモバイルの「彩信」

– チャイナユニコムの「彩e」

• 2002年9月にチャイナモバイルの
彩信（MMS）、2003年3月にチャイ
ナユニコムの彩e（MMS）が始まり、
2004年にかけて市場は急成長。

• 但し、2004年にSPに対する政府
指導があった影響のため、2005年
の売上の伸びは停滞したが、今後
は再び伸びに転じる予測。

• 大手7社のSPで全体の約3分の2
の売上を占める。

中国のMMS市場規模推移と予測
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中国のMMS市場規模推移と予測
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2005年のMMSのユーザー数見込は4,100万、SP市場規模見込は5.4億元。
米国NASDAQなどに上場する大手7社SPで全体の3分の2の売上を占める。

2005年中国のMMS市場のSPシェア（予想）

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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2005年中国のMMS市場のSPシェア（予想）
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※2005年は予測値

※2005年は予測値
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①SPのMMSサイト

に接続し、携帯

番号を入力

①SPのMMSサイト

に接続し、携帯

番号を入力

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

携帯ハードに

保存される。

中国のMMSマーケット②中国のMMSマーケット②

携帯電話の仕様が発展したことからも、以前よりもかなり使いやすくなっている感覚がある。
但し、３G導入よりネットワーク速度が速くなったときには、WAP利用の更なる発展も想定される

ことから、MMSはWAPにとって代わられる可能性はあるだろう。

メールで暗証

番号が届く

　　　③コンテンツ

　　　を選択し、確認

　　画面に入力

　　　③コンテンツ

　　　を選択し、確認

　　画面に入力

　　　④ダウンロード

　　　開始

　　　④ダウンロード

　　　開始 　　　⑤課金・完了
　　　⑤課金・完了

確認メールが

届き、指定の

文字を返信

MMSのコンテンツダウンロード方法
MMSのコンテンツダウンロード方法

1コンテンツ：2元など

1ヶ月無制限：10元など

• http://mms.kongzhong.com/

例：空中網の彩信ページ
例：空中網の彩信ページ
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中国のMMSサービスでユーザー利用頻度が高い項目

＜© 2005.10　iResearchアンケート　N=702＞
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中国のMMSサービスでユーザー利用頻度が高い項目
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中国のMMSマーケット③中国のMMSマーケット③

中国のMMS市場のSPジャンル毎売上シェア

＜©2005.12 iResearch＞
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中国のMMS市場のSPジャンル毎売上シェア
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彩信DIY, 4%

その他, 11%

着メロ, 61%

着メロの利用が圧倒的に多く、以下待受画像、ニュース購読などが続く。
日本のアニメコンテンツもニーズはあり、各SPのサイトでの掲載も多い。
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中国のCRBTマーケット①中国のCRBTマーケット①

中国のCRBTユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のCRBTユーザー数の推移と予測
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• CRBT（Color Ring Back Tone)

– チャイナモバイルの「彩鈴」

– チャイナユニコムの「炫鈴」

– NTTドコモの「メロディコール」

• 2002年3月に韓国のSKテレコムが
開始したものが世界で最初で、中
国では2003年5月に、チャイナモ
バイルがサービスを開始した。

• SPシェアは、上位8社で60％を占
めている状況。

• ヒアリングにおいても、「今後も成
長が見込める」のコメント多い。

• CRBT（Color Ring Back Tone)

– チャイナモバイルの「彩鈴」

– チャイナユニコムの「炫鈴」

– NTTドコモの「メロディコール」

• 2002年3月に韓国のSKテレコムが
開始したものが世界で最初で、中
国では2003年5月に、チャイナモ
バイルがサービスを開始した。

• SPシェアは、上位8社で60％を占
めている状況。

• ヒアリングにおいても、「今後も成
長が見込める」のコメント多い。

中国のCRBT市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のCRBT市場規模推移と予測
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2005年中国のCRBT市場のSPシェア

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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2005年のCRBTのユーザー数見込は5,800万、SP市場規模見込は12億元。
チャイナモバイルのCRBT売上は34億元。

キャリアも力を入れており、今後も成長が見込まれるマーケット。

注：2005年は予測値で、直近の発表では2大キャリアの売上42億元

※2005年は予測値
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中国のCRBTマーケット②中国のCRBTマーケット②

CRBTは、インターネット、短信、IVRから利用できる。
機能使用料は、チャイナモバイルが5元、チャイナユニコムが6元。情報料は、1曲1～3元。

時間帯ごと、相手ごとなどに、流す音声を決めることができる。

曲購入後の

確認メール

が届く

①彩鈴服務開通。

電話「12530」

短信「1861」等

①彩鈴服務開通。

電話「12530」

短信「1861」等

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

メールで暗証

番号が届く

　　　③コンテンツ

　　　を選択し、

　　　購入確認

　　　③コンテンツ

　　　を選択し、

　　　購入確認
　　　④課金完了

　　　④課金完了
　　　⑤時間や相手に

　　　　応じた曲目を設定

　　　して手続完了

　　　⑤時間や相手に

　　　　応じた曲目を設定

　　　して手続完了

CRBTの利用方法（キャリアのHPにて設定するケース）
CRBTの利用方法（キャリアのHPにて設定するケース）

功能費（機能使用料）

・チャイナモバイル：5元

・チャイナユニコム：6元

信息費（情報料）

・1～3元／SPが決定する。

• http://cl.sh.chinamobile.com/u
ser/loginindex.do

例：上海移動の彩鈴（CRBT）トップページ
例：上海移動の彩鈴（CRBT）トップページ
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中国のCRBTマーケット③アンケート中国のCRBTマーケット③アンケート

• 香港・台湾の楽曲の人気が高い。

• 海外の現代楽曲についてもニーズ
はあるが、日本の楽曲の提供量は
現状少ない。（P37参照）

• ユーモアある音声も人気がある。

• 利用するSPの回答「分からない」が
多い理由は、各エリアではSPでは
なく各キャリアのサイトでCRBTを提
供しているケースが多いためと考え
られる。

• インターネットポータルサイト系のSP
の利用度も高い。

• 毎月1～5曲程度を購入しているユー
ザーが5割以上を占める。

• 香港・台湾の楽曲の人気が高い。

• 海外の現代楽曲についてもニーズ
はあるが、日本の楽曲の提供量は
現状少ない。（P37参照）

• ユーモアある音声も人気がある。

• 利用するSPの回答「分からない」が
多い理由は、各エリアではSPでは
なく各キャリアのサイトでCRBTを提
供しているケースが多いためと考え
られる。

• インターネットポータルサイト系のSP
の利用度も高い。

• 毎月1～5曲程度を購入しているユー
ザーが5割以上を占める。

中国のCRBTユーザーの毎月のCRBT支出（功能費含まず）

＜(c)2005.12 iResearchアンケート　N=1204＞

23.8%

27.3%

30.1%

8.7%

3.7%

1.8%

0.8%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

2元以下

2～5元

5～10元

10～15元

15～20元

20～25元

25～30元

30元以上

中国のCRBTユーザーの毎月のCRBT支出（功能費含まず）

＜(c)2005.12 iResearchアンケート　N=1204＞

23.8%

27.3%

30.1%

8.7%

3.7%

1.8%

0.8%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

2元以下

2～5元

5～10元

10～15元

15～20元

20～25元

25～30元

30元以上

iResearch社（艾瑞市場咨訽）が2005年8～10月に実施したアンケート結果を以下に紹介。
香港・台湾の楽曲の人気が高い。

毎月1～5曲をダウンロードするユーザーが多い。

中国のCRBTユーザーが好きなRBT種類
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＜(c)2005.12 iResearchアンケート　N=1204＞

40.3%

33.1%

30.1%

22.7%

17.6%

17.3%

12.6%

12.5%

12.4%

9.0%

8.6%

7.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

分からない

騰訊

新浪（SINA）

網易（NETEASE）

捜狐（SOHU）

TOM

YAHOO

滚石移動

灵通網

龙騰陽光

空中網

掌中万維

中国のCRBTユーザーがよく使うCRBTのSP

＜(c)2005.12 iResearchアンケート　N=1204＞

40.3%

33.1%

30.1%

22.7%

17.6%

17.3%

12.6%

12.5%

12.4%

9.0%

8.6%

7.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

分からない

騰訊

新浪（SINA）

網易（NETEASE）

捜狐（SOHU）

TOM

YAHOO

滚石移動

灵通網

龙騰陽光

空中網

掌中万維



25

中国のSMSマーケット①中国のSMSマーケット①

中国のSMSユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のSMSユーザー数の推移と予測
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• SMS（short message service（P5
定義参照））

– チャイナモバイルの「短信」

– チャイナユニコムの「聯通在信」

• チャイナモバイルは、2000年5月に
SMSサービスを開通。

• SMSの発送料は1通0.1元。着信
側は無料

• SMSの情報購読の情報料は、月5
～30元や、1通0.2～0.5元など。

• SPのシェアにおいては、株式上場
している8社で、5割以上を占める
ものの、その比率は減少傾向。

• SMS（short message service（P5
定義参照））

– チャイナモバイルの「短信」

– チャイナユニコムの「聯通在信」

• チャイナモバイルは、2000年5月に
SMSサービスを開通。

• SMSの発送料は1通0.1元。着信
側は無料

• SMSの情報購読の情報料は、月5
～30元や、1通0.2～0.5元など。

• SPのシェアにおいては、株式上場
している8社で、5割以上を占める
ものの、その比率は減少傾向。

中国のSMS市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のSMS市場規模推移と予測
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中国主要SPのSMS売上シェア

＜© 2005.12　iResearch Inc.＞

0% 50% 100%

2004

2005

新浪（SINA) 騰訊（QQ) 網易

TOM 華友世紀 掌上霊通

捜狐（SOHU） 空中網 その他

中国主要SPのSMS売上シェア
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2005年のSMSのユーザー数見込は約3億、SP市場規模見込は46億元。
チャイナモバイルのSMS売上は246.7億元。2,496億通のSMSが発送された。

現状の、携帯付加価値サービスの中で一番の売上がある分野。
ただ、WAP、CRBT等の成長も著しく、今後は比較的緩やかな成長が見込まれる分野。

※2005年は予測値

注：2005年は予測値で、直近の発表ではチャイナモバイルの売上247億元 ※2005年は予測値



26

中国のSMSマーケット②中国のSMSマーケット②

＜SMSの主なコンテンツジャンル＞

• 通信系サービス
– チャット、出会いなど

– 例：「移動QQ」「非常男女」

• 情報系サービス
– ニュース、天気予報などの購読

– 例：SOHU「焦点新聞」（月25元）
SINA「头条新聞」（月30元）

• 娯楽系サービス
– 着メロ、待受画像、ゲーム、番組

連動サービスなど

– 例：「超級女声」

＜SMSの主なコンテンツジャンル＞

• 通信系サービス
– チャット、出会いなど

– 例：「移動QQ」「非常男女」

• 情報系サービス
– ニュース、天気予報などの購読

– 例：SOHU「焦点新聞」（月25元）
SINA「头条新聞」（月30元）

• 娯楽系サービス
– 着メロ、待受画像、ゲーム、番組

連動サービスなど

– 例：「超級女声」

中国のSMSユーザーの1ヶ月にSMSにかける費用

＜© 2005.12iResearch IncアンケートN=1792

＞

20元以下,

34.6%

20～40元,

39.4%

60～80元,

4.7%

80元以上,

4.5%

わからない,

2.7%

40～60元,

14.1%

中国のSMSユーザーの1ヶ月にSMSにかける費用

＜© 2005.12iResearch IncアンケートN=1792

＞

20元以下,

34.6%

20～40元,

39.4%

60～80元,

4.7%

80元以上,

4.5%

わからない,

2.7%

40～60元,

14.1%

＜超級女声＞

• 2005年に特筆すべき成功を収め
た「湖南衛視」のオーディション番組。

• 2005年の参加者は15万人。

• 短信業務を実施したLINKTONEは、
イベントで2,000万元以上の売上。

• 全国決勝戦のテレビ平均視聴率は
15％以上。

• 短信/IVRでの投票は815万通。

• テレビ、インターネット、携帯電話な
どのメディアミックスが成功し媒体
価値を最大化した。

＜超級女声＞

• 2005年に特筆すべき成功を収め
た「湖南衛視」のオーディション番組。

• 2005年の参加者は15万人。

• 短信業務を実施したLINKTONEは、
イベントで2,000万元以上の売上。

• 全国決勝戦のテレビ平均視聴率は
15％以上。

• 短信/IVRでの投票は815万通。

• テレビ、インターネット、携帯電話な
どのメディアミックスが成功し媒体
価値を最大化した。

SMSの利用においては、「着メロ」の比率が、WAPやMMSほどには高くない一方で、
「情報購読」「チャット」「番組連動」系のサービスの比率が多いことが特徴。

日本と同様に、広告メールが多いことや、一部サービスの費用が不明瞭などの問題点もある。

2005年中国のSMSジャンル毎売上比率

＜© 2005.12　iResearch Inc.＞
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ゲーム,
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祝福,

4.0%

その他,

8.0%

2005年中国のSMSジャンル毎売上比率

＜© 2005.12　iResearch Inc.＞
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中国のIVRマーケット中国のIVRマーケット

中国のIVRユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のIVRユーザー数の推移と予測
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中国のIVRサービスのSP売上シェア

＜© iResearch 2005.12＞
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中国のIVRサービスのSP売上シェア
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IVR（Interactive Voice Response）、携帯電話の音声付加価値サービスの総称。
2005年のIVRのユーザー数見込は23百万、SP市場規模見込は13億元。

内容は、「歌のリクエスト」「チャット・出会い」が多く、「笑い話」や「漫才」についてもニーズがある。
IVRのSPの売上シェアは、TOMが圧倒的に高い。

中国のIVRユーザーが良く利用するサービス

＜© iResearch 2005.12アンケート N=840＞
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中国のIVRユーザーが良く利用するサービス
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中国のIVR市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国のIVR市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞

7.0 11.0 15.0
23.013.0

20.0

27.0

40.0

1.3 3.2

6.3
3.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

IVR市場規模（SP以外） IVR市場規模（SP）

（億元）

※2005年は予測値
※2005年は予測値
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中国のモバイルゲームマーケット中国のモバイルゲームマーケット

中国の携帯ゲーム有料ユーザー数の推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯ゲーム有料ユーザー数の推移と予測
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※参考：ヒアリングによるJAVAゲームの

売上でシェアが大きいSP

• 空中網

• 新浪（SINA）

• 岩浆数码

• 掌中米格

• 群勝網

• 歓楽金網

• 数字魚

• 掌星

• 聯夢

• 摩訊

※参考：ヒアリングによるJAVAゲームの

売上でシェアが大きいSP

• 空中網

• 新浪（SINA）

• 岩浆数码
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• 群勝網

• 歓楽金網

• 数字魚

• 掌星
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中国の携帯ゲーム市場規模推移と予測

＜(c)2005.12 iResearch Inc.＞
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中国の携帯ゲーム市場規模推移と予測
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JAVAは、チャイナモバイルが採用。BREWは、チャイナユニコムが採用。
今後は、JAVA、BREWゲームのマーケットが拡大していく見込み。

※2005年は予測値

※2005年は予測値

• http://www.kongzhong.com/ja
va/

例：空中網JAVAゲームの案内サイト
例：空中網JAVAゲームの案内サイト
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中国の大手（上場）携帯ＳＰ①中国の大手（上場）携帯ＳＰ①

共に、1990年代設立、米国NASDAQに上場しているインターネットポータル系の大手3社。
SINAの携帯付加価値サービスの売上高が他社に比し圧倒的に多い。

2005年第４四半期の
MMORPGのマーケット
シェアは３１％と、盛

大と同レベル。

グループ会社に　　　
　「goodfeel」（吉菲尔）
や「17173.com」（ゲー

ムポータル）など。

2004年下半期のSMS
／MMSの業界の整理
が原因か、携帯関連
売上は減少している。

　その他備考

「POPO」（チャット）　　
　　「非常男女」（出会
い）　　　「夢幻西遊」
（ゲーム）　　　　　　　　

　

「北京2008オリンピッ
ク」「NBA」　　　　　　　

　　　「DISNEY」

「头条新聞」
「彩鈴DIY」

　キラーコンテンツ

SMS／MMSSMS／MMS／WAP

全般　　　　　　　　　　
SMS／MMS／WAP／
IVR／CRBT／JAVA
　　　　　SMSはシェア

１位

携帯付加価値サービスで強い分野

　　　　　

4%24%51%携帯付加価値サービス売上比率

92698携帯付加価値サービス売上（US$ Million）

　　　　　

12位10位7位2006年5月4日ALEXA世界RANK

2,3709621,2302006年5月3日（US$ Million）Enterprise Value

21.1827.7528.802006年5月3日16時NASDAQ株価

Internet Information 
Providers

Internet Information 
Providers

Internet Software & 
Services

業種(Yahoo! finance記載）

　　　　　

11530432005年12月期（US$ Million）当期純利益

2101081942005年12月期（US$ Million）営業収益

　　　　　

1,6001,6341,900　従業員数

1997年6月1996年8月1993年12月　設立

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

網易公司捜狐公司新浪公司会社名称（上場会社：中文）

NETEASESOHUSINA会社名称（上場会社：英語）
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中国の大手（上場）携帯ＳＰ②中国の大手（上場）携帯ＳＰ②

2000年以降に設立、携帯付加価値サービスで急成長し、NASDAQに上場した大手3社。
この3社の携帯付加価値サービス売上は順調に伸張し、特にTOMの売上が突出して大きい。

また、各社共に、キラーコンテンツ獲得にも力を入れている。

　
JAVAのゲームのシェ
アも高いと思われる。

「Skype」との合作あ
り。

　その他備考

「超級女声」　　　　　
　　　　　　「2046」

「英雄」「功夫」
「神話」等映画関連　
　　　「NAMCO」等ゲー

ム

「音楽」（玩乐吧）　　
　　　　　　「CCTV5」

等スポーツ
　キラーコンテンツ

SMS／MMS／CRBT

全般　　　　　　　　　　
　　　　　SMS／MMS
／WAP／CRBT／

JAVA　　　　　　　　　
　　　　　　　MMS、

WAPシェア1位

全般　　　　　　　　　　
SMS／MMS／WAP
IVR／CRBT／JAVA
　　　　　　　　　　　　　
　　　IVRはシェア1位

携帯付加価値サービスで強い分野

　　　　　

100％？99.8%94.1%携帯付加価値サービス売上比率

　78162携帯付加価値サービス売上（US$ Million）

　　　　　

500位圏外500位圏外30位2006年5月4日ALEXA世界RANK

1132891,3302006年5月3日（US$ Million）Enterprise Value

7.8013.8127.472006年5月3日16時NASDAQ株価

Wireless 
Communications

Business Services
Wireless 

Communications
業種(Yahoo! finance記載）

　　　　　

1222452005年12月期（US$ Million）当期純利益

74781722005年12月期（US$ Million）営業収益

　　　　　

5268551,241　従業員数

2001年4月2002年3月2000年サイト開設　設立

http://www.linktone.comhttp://www.kongzhong.comhttp://www.tom.com　URL

掌上霊通空中網TOM在線会社名称（上場会社：中文）

LINKTONEKongzhong Corp.TOM Online会社名称（上場会社：英語）
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中国の大手（上場）携帯ＳＰ③中国の大手（上場）携帯ＳＰ③

WAPの全国免許をもつSPは100社強、各地域の免許を持つSPもあわせると千以上に及ぶ。
その中、この３ページにわたって紹介した株式上場をしている大手SPにより、携帯コンテンツ関

連マーケットの半分以上のシェアを占めているものと考えられ、強さが際立っている。

　

チャイナユニコム向売
上が約75％。日本エ
ンタープライズが運
営していたPNE買収

インスタントメッセン
ジャー「QQ」のユーザー

は、約18百万

　その他備考

　

「欲望燃情」「極品写
真」「哈挂美図王」
「哈挂鈴声王」は互
動世界シェア上位

「移動QQ」（チャット）　キラーコンテンツ

　
チャイナユニコムの

WAP「互動世界」での
シェアは圧倒的1位

全般　　　　　　　　　　
　　SMS／MMS　　　
　　　　　IVR／CRBT

携帯付加価値サービスで強い分野

　　　　　

　89.9%36.3%携帯付加価値サービス売上比率

　5664携帯付加価値サービス売上（US$ Million）

　　　　　

　500位圏外9位2006年5月4日ALEXA世界RANK

　119　2006年5月3日（US$ Million）Enterprise Value

　8.79(NASDAQ)15.7(HKSE)2006年5月3日16時株価

　
Business Software & 

Services
Wireless 

Communications
業種(Yahoo! finance記載）

　　　　　

　19602005年12月期（US$ Million）当期純利益

　621772005年12月期（US$ Million）営業収益

　　　　　

　4292,300　従業員数

　1999年9月1998年11月　設立

　http://www.hawa.cnhttp://www.qq.com　URL

　華友世紀騰訊会社名称（上場会社：中文）

　Hurray! HoldingTENCENT（QQ）会社名称（上場会社：英語）
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日本と関連あるSP例日本と関連あるSP例

＜JCD会社概要＞

・会社名：株式会社ジェー・シー・ディ

・住所：東京都台東区東上野2-1-13 

・URL：http://www.jcd.co.jp/

・設立：1993年7月

・資本金：8億8,000万円(2006年1月）

・代表取締役社長：徐志敏

・主要株主： 徐志敏

モバイル・インターネットキャピタル

ソニーミュージックエンタテインメント

他

・従業員数： 48名（2006年1月現在）

・事業内容：中国語圏向けモバイルコンテンツ配信、

中国ITコンサルティング、システムソリューション

開発アウトソーシング支援、サイエンス事業

＜JCD会社概要＞

・会社名：株式会社ジェー・シー・ディ

・住所：東京都台東区東上野2-1-13 

・URL：http://www.jcd.co.jp/

・設立：1993年7月

・資本金：8億8,000万円(2006年1月）

・代表取締役社長：徐志敏

・主要株主： 徐志敏

モバイル・インターネットキャピタル

ソニーミュージックエンタテインメント

他

・従業員数： 48名（2006年1月現在）

・事業内容：中国語圏向けモバイルコンテンツ配信、

中国ITコンサルティング、システムソリューション

開発アウトソーシング支援、サイエンス事業

＜MNC会社概要＞

・会社名：北京移動納維信息科技服務有限公司

・設立時期：2001年7月　

・資本金 ：2,500万元 　

・株主：株式会社ジェー・シー・ディ（100％）

・社員数：92名（2006年1月現在）

・代表者：董事長：徐志敏、総経理：戴 傑

＜ALK会社概要＞

・会社名：北京通聯星空信息科技服務有限公司

・設立時期：2004年4月

・資本金 ：1,500万元 　

・株主：株式会社ジェー・シー・ディ（100％）

・社員数：33名（2006年1月現在）・代表者：同上

＜MNC会社概要＞

・会社名：北京移動納維信息科技服務有限公司

・設立時期：2001年7月　

・資本金 ：2,500万元 　

・株主：株式会社ジェー・シー・ディ（100％）

・社員数：92名（2006年1月現在）

・代表者：董事長：徐志敏、総経理：戴 傑

＜ALK会社概要＞

・会社名：北京通聯星空信息科技服務有限公司

・設立時期：2004年4月

・資本金 ：1,500万元 　

・株主：株式会社ジェー・シー・ディ（100％）

・社員数：33名（2006年1月現在）・代表者：同上

• 2002年5月移動夢網WAP開始

• MNCはチャイナモバイルユーザーに配信、ALKで
チャイナユニコムユーザーに配信。

• 移動夢網WAPのSP順位は10位前後、互動世
界のSP順位は3、4位。十分に成功している企
業といえる。

• WAPでのメニューは100以上ある。

• 中国で最多の販売部数の「瑞麗」（中国版RAY」
の携帯付加価値サービスの展開におけるパート
ナー

• 2005年には、携帯電話による電子チケット（映
画他）のサービス会社を設立。（北京捷通無限
科技、P45参照）

• 2002年5月移動夢網WAP開始

• MNCはチャイナモバイルユーザーに配信、ALKで
チャイナユニコムユーザーに配信。

• 移動夢網WAPのSP順位は10位前後、互動世
界のSP順位は3、4位。十分に成功している企
業といえる。

• WAPでのメニューは100以上ある。

• 中国で最多の販売部数の「瑞麗」（中国版RAY」
の携帯付加価値サービスの展開におけるパート
ナー

• 2005年には、携帯電話による電子チケット（映
画他）のサービス会社を設立。（北京捷通無限
科技、P45参照）

＜JCD＞／＜MNC＞／＜ALK＞

中国の関連会社の概要
中国の関連会社の概要日本法人概要

日本法人概要

中国での取組概況
中国での取組概況

中国の携帯電話ユーザー

・独自制作コンテンツ（MNC/ALK）

・中国でのコンテンツ調達（MNC/ALK）

・日本でのコンテンツ調達（JCD)

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

移動夢網

Ｍｏｎｔｅｒｎｅｔ
聯通無限
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中国の携帯コンテンツ提供の流れ中国の携帯コンテンツ提供の流れ

待受画像コンテンツをチャイナモバイルの携帯電話端末へ配信することを前提として
大手SPと契約を締結する某CP・A社のケース。

WAP、MMS、SMSでの配信を前提。

＜ユーザー＞

コンテンツ配信

・チャイナモバイルは

課金手続を代行

・発生した通信費は

チャイナモバイルの

取り分となる。

＜キャリア＞

（運営商）

＜SP＞

（服務提供商）

（携帯付加価値サービス）

＜CP＞

（内容提供商）
コンテンツ制作会社A社

コンテンツ制作会社A社

SP　B社
SP　B社

MMS WAP

・コンテンツサンプルからSPが取捨選択

・コンテンツのライセンス

・SPの要求に基づき、画像の加工制作（場

合によってSPが実施）

・CPは版権を保証、SPは著作権表記。

・独占、非独占の設定。

・ライセンス期間の設定。

・定期的に、ダウンロード数の報告書提出

・SP-CP間で設定された配分比率に応じて、

CPに配分額を支払う。

・外貨送金の場合は、別途税金が発生。

・回線使用料はMMS、SMS各々違う。

・チャイナモバイルは、課金手数料としてユー

ザー支払額の15％に、回線使用料を加えた

金額を情報料から控除した後、SPに支払う。

MMS WAP

情報料支払

１DL当り2元など

×発送数

SMS

SMS

チャイナモバイル

Ｍｏｎｔｅｒｎｅｔ
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中国で携帯配信されている日本コンテンツ①中国で携帯配信されている日本コンテンツ①

～日本の画像コンテンツ～
インタビューやMMSサイトなどから把握した、中国で配信された、もしくは配信されたことがある

日本の画像コンテンツをピックアップ。

SINA機動戦士ガンダム

　ドラえもん

MNC、LINKTONEなどクレヨンしんちゃん

MNCなど　ちびまる子ちゃん

　　

TOM明日のナージャ

TOMとんがり帽子のメモル

TOMメイプルタウン物語

TOMキャプテンハーロック

TOM花の子ルンルン

TOM銀河鉄道９９９

TOMおジャ魔女ドレミ

TOM一休さん

TOMデジモンアドベンチャー

SOHUコロコロクリリン

SOHUシナモロール

SOHUポムポムプリン

SOHUウサハナ

SOHUけろけろけろっぴ

SOHUマイメロディ

SOHU、TOMみんなのたあ坊

SOHU、TOMリトルツインスターズ

SOHU、TOMバッドばつ丸

SOHU、TOMハローキティ

SP日本名 例：TOMの東映アニメーションのサイト
例：TOMの東映アニメーションのサイト

• http://mms.sohu.com/pic/328
7/2/001.html

SOHUのHello Kittyのサイト
SOHUのHello Kittyのサイト
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中国で携帯配信されている日本コンテンツ②中国で携帯配信されている日本コンテンツ②

2広東飛訊宇多田ヒカルWait ＆ See -Risk-

2広東飛訊宇多田ヒカルtraveling

2広東飛訊宇多田ヒカルcolors

2広東飛訊小野リサWinter Wonderland

2広東飛訊矢井田瞳Look Back Again

2広東飛訊矢井田瞳Buzzstyle

2広東飛訊矢井田瞳Ring my bell

2広東飛訊矢井田瞳MIKANSEINO MELODY

2広東飛訊矢井田瞳KODOKUNA COWBOY

2広東飛訊矢井田瞳HITORI JENGA

2広東飛訊矢井田瞳Slide show

2広東飛訊小野リサBoas Festas

2広東飛訊有里知花Treasure The World

2.5掌上霊通鈴木亜美About You

2.5掌上霊通鈴木亜美Delightful

3龙腾阳光福山雅治Squall

3龙腾阳光福山雅治You

3龙腾阳光福山雅治Good Luck

3龙腾阳光福山雅治Dear

3龙腾阳光福山雅治Girl

3龙腾阳光福山雅治Gloaming Way

3龙腾阳光福山雅治Good Night

3龙腾阳光福山雅治Hold On Me

3龙腾阳光福山雅治恋人

3龙腾阳光福山雅治回忆中的夏天

3龙腾阳光福山雅治就那样的

3龙腾阳光福山雅治我的早晨

3龙腾阳光福山雅治遥远的旅途

3龙腾阳光福山雅治雨的大街

3龙腾阳光鬼束ちひろShine

3龙腾阳光鬼束ちひろSing

3龙腾阳光宇多田ヒカルTime will tell

3龙腾阳光宇多田ヒカルAutomatic

3龙腾阳光宇多田ヒカルFinal Distance

3龙腾阳光宇多田ヒカルFirst Love

3龙腾阳光宇多田ヒカルcan you keep a secret

3龙腾阳光福山雅治it's only love

料金SP歌手名曲名

～日本の音楽＜上海のCRBT（彩鈴）のケース＞～
2006年4月、上海移動（チャイナモバイル）の彩鈴のページより抜粋。

ダウンロード数は、宇多田ヒカルさんの「First Love」、小野リサさんの楽曲が「比較的」多い。

2.5空中網宇多田ヒカルFirst Love

2聯動納維宇多田ヒカルAutomatic

2聯動納維宇多田ヒカルFirst Love

2.5東方龍中島美嘉雪の華

2.5網易宇多田ヒカルAutomatic

2.5網易宇多田ヒカルFirst Love

2広東飛訊矢井田瞳Over The Distance

2.5網易宇多田ヒカルAutomatic

2広東飛訊矢井田瞳my sweet darlin

2広東飛訊矢井田瞳CHAIN

2広東飛訊矢井田瞳ANDANTE

2広東飛訊小野リサWhite Christmas

2広東飛訊鬼束ちひろShine

2広東飛訊鬼束ちひろLITTLE BEAT RIFLE

2広東飛訊鬼束ちひろWATASHI TO WALTZ WO

2広東飛訊鬼束ちひろIIHI TABIDACHI NISHIE

2広東飛訊宇多田ヒカルAutomatic

2広東飛訊宇多田ヒカルTime Limit

2広東飛訊宇多田ヒカルCan You Keep A Secret

2広東飛訊宇多田ヒカルFINAL DISTANCE

2広東飛訊宇多田ヒカルDISTANCE

2広東飛訊宇多田ヒカルtime will tell

2広東飛訊宇多田ヒカルFor you

2広東飛訊宇多田ヒカルHikari

2広東飛訊宇多田ヒカルLetters

2広東飛訊宇多田ヒカルAddicted To You

2広東飛訊宇多田ヒカルSAKURA Drops

2広東飛訊宇多田ヒカルFirst Love

2広東飛訊鬼束ちひろgekkou

2広東飛訊鬼束ちひろcage

2広東飛訊鬼束ちひろmemai

2広東飛訊鬼束ちひろegde

2広東飛訊鬼束ちひろinfection

2広東飛訊鬼束ちひろRYUSEIGUN

2広東飛訊鬼束ちひろSign

2広東飛訊鬼束ちひろBeautiful Fighter

2広東飛訊鬼束ちひろCastle imitation

2広東飛訊宇多田ヒカルMovin is on without you
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中国での日本のコンテンツのニーズ中国での日本のコンテンツのニーズ

• 3Gの到来が日本企業にとっていいチャンスだと考えています。もともと日本の強みでもあ
るので。韓国のデジタルコンテンツ関係はほかの分野のコンテンツ関係と同じで、海外へ展
開する方針が明確で、政府主導、業種協会サポート、企業協力などいろんなところの力を
合わせています。韓国のドラマ、音楽、デジタルコンテンツなどいわゆる「韓流」が進んでい
ます。韓国の企業SKテレコムは中国の二つのキャリアとも合弁会社を持っています。最初
はコンテンツ関係の協力、その次は自ら運営に乗り出すという短期から長期までのプラン
を持っています。韓国の勢いがすごいです。3Gに対しても韓国勢が狙っています。日本の
関連企業にとっては中国の3Gマーケットを重要視すべきではないでしょうか。良い機会で
もあります。3Gの運営モデルやノウハウ、製品、進んでいる技術は、日本側が持っているの
で、中国へ持ち込める可能性は高いです。

• アニメはその一つでしょう。以前、WAP以外での展開も含めて、キャラクターのおもちゃを売っ
たり、プレゼントをあげたりなどして、全方面での合作をしたことがあります。知名度あるキャ
ラクターコンテンツは、WAPで展開したら、ダウンロード数は比較的良いだろうと思います。
一方、MMS上ではそんなに良くないだろう。

• アニメキャラクターの中では知名度高くなくても、とてもかわいいと思えるのもあります。知
名度はあまり高くなくても、提供してくれれば、当社がプロモーションしながら知名度をあげ
ていくやり方もある。キャラクター画像だけでなく、おもちゃなども面白いです。当社メニュー
の会員になったら、商品をプレゼントしたりするやり方です。当社の広告の中でコンテンツが
露出されることは、コンテンツホルダーにも中国での知名度を高めるメリットはあるところで
しょう。ニーズとしては、一つはドラえもんのような知名度あるコンテンツ。もう一つは、知名
度なくても、かわいくてユーモアあるコンテンツです。あれば是非見せて欲しい。

• 日本のコンテンツを配信しても、現実的にはＤＬ数は多くない。なかなかエンドユーザーが受
け入れてくれていないのです。現在、日本のコンテンツで配信を考えているものは少ないで
すね。良いゲームがあれば可能性あります。あとアニメぐらいです。

• 日本のタレント画像のニーズとしては、瑞麗系のモデルが比較的いいですね。橋本麗香と
か。あとは、知名度が高い浜崎あゆみもいいかもしれない。実際は、グラビア女優が一番
です。もちろん規制は守る形で。グラビア女優の名前は知らないけれども。一般的に、綺麗
でセクシーな画像であれば、ダウンロードする。その他日本の芸能人では、日本の男性スター
のダウンロードする人は少ないだろう。基本は女性タレントが良いですね。

• 日本アニメに対するニーズは結構ありますね。ハローキティは契約したばかりです。クレヨン
しんちゃんもありました。ドラえもんはいいね。ただ、アニメ系の収入はあまり高くない。

日本のコンテンツに関するインタビュー発言の一部抜粋
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• 日本の楽曲のDLはそんなに多くないです。浜崎あゆみとか知名度は高いものありますが、
聞いても歌詞がわからないなどの理由で、ダウンロード数も多くないです。

• JAVAゲームは比較的少ないので面白いものがあれば欲しいです。RPGはあまり売れていま
せん。多分アクション系や、棋牌類、マージャンなどのゲームがいいでしょう。

• 映像コンテンツは、画像と同じで、映画・テレビ系、タレント、MTV、アクション映像、ユーモ
ア系、美女グラビア系の映像もニーズあります。

• あまりアグリゲーションでは儲かりません。日本で成功したiモードコンテンツが中国で勝てる
かというとそうでもないです。コンテンツのニーズは違うし、プラットフォームも違います。よっ
て、成功する可能性は０に近いんじゃないかな、と思っています。ディズニーコンテンツも中
国向けにインデックスがライセンスうけて配信したが、うまくはいかなかったですね。

• 日本で進んでいるＪＡＶＡとか、これは中国で作るのは大変だな、と思えるコンテンツは一
応検討しています。いくつか日本のテレビ局から一緒に番組連動コンテンツやろうという話
もあったが、出てきては消え、やったこともありますが、大してトラフィックはこないです。

• 日本はやはり進んでいますので、日本で優位性ある技術を持つ会社は、チャンスはたくさん
あると思います。例えば、アクセス社は、チャイナユニコムのメールサーバーをやっています。
メールはキラーの中のキラーコンテンツです。ナビタイム社はＧＰＳと連携した経路検索シス
テムでチャイナユニコムともチャイナモバイルとも提携しています。流行っているかどうかは
別にして、チャイナユニコムは、テレビＣＭでうったりしている。中国のキャリアにとっても、魅
力的なコンテンツで、日本から仕入るコンテンツも結構出てきています。

• モバイルマーケティング、広告というコンテンツであれば、日本でのノウハウを生かしながら
の中国で展開は、確かにビジネスになってきています。キャリアのプラットフォームに近いエリ
アで、日本が優位性があるテクノロジーを持ち込む形のコンテンツ事業はあるかもしれない。

• ゲームは、日本から何個かもっていっています。それ以外は、画像や着メロなどは、全部現
地で作っています。日本のＣＰから買うということは殆どやりません。日本で高いコンテンツ
を買って、現地で配信しても、あまり買うメリットはないです。逆はいいですけどね。コンテン
ツの調達は、ロイヤリティでレベニューシェアの形がいい。アドバンスはきつい。日本のコンテ
ンツは高いじゃないですか。桁が一つ違います。

• 当時は「ちびまるこちゃん」とか、ライツをクリアして中国で配信したんですけど、ほとんど売
れなかったですね。有名なんですけどね、テレビも、服も靴もキャラクターも売っていて、人
気があるんですけど、携帯を使うターゲット層とは全く違ったということですよね。一番売れ
たのは、グラビアの写真とかですね。

• アニメ関係はテレビでたまに流れているので。人気あるんですけど、携帯を使っている層と
ずれていると思います。携帯コンテンツは20歳前後や、もう少し上が使います。富裕層まで
いくと思う。日本みたいに、学生とか社会人なりたてとか、そしてその後育った世代30歳
前後ぐらいの人がちょこちょこ使うという世界にはなっていませんね。

• 日本の文化の中国での影響は、益々弱くなってきたと感じています。ちょっと前までは日本
ドラマなどが非常に流行っていたのに、今は韓国に占められている状況です。
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中国の３Ｇ①中国の３Ｇ①

＜３G標準に関連する状況＞
• W-CDMA（Wideband Code Division Multiple Access）

– GSM、GPRSから発展した第3世代携帯電話サービスの方式
– 中国の屋外試験への主要参加者

• キャリア：中国移動、中国聯通、中国電信、中国網通、中国鉄通
• 端末：NOKIA、Motorola、Sony Ericsson、NEC、松下、Samsung、LG、三洋など10社
• 設備：華為、中興、Ericsson、Siemens、ベルアルカテル、UTスターコムなど12社

– 特許保有
• NOKIA、Ericsson、Qualcomm、Siemensなど

– 日本ではNTT DOCOMO、Vodafoneが採用

• CDMA2000１x EV-DO
– CDMA、CDMA１Xから発展した第3世代携帯電話サービスの方式
– 中国の屋外試験への主要参加者

• キャリア：中国聯通、中国電信、中国衛通
• 端末：Qualcomm、Samsung、LG
• 設備：華為、中興、Ericssonなど9社

– 特許保有
• Qualcomm、NOKIA、Motorola、Ericsson、Lucent、Siemensなど。

– 日本ではKDDIが採用。

• TD-SCDMA（Time Division-Synchronous CDMA）
– 中国独自開発の第3世代携帯電話サービスの方式
– 中国の屋外試験への参加企業

• キャリア：中国移動、中国聯通、中国電信、中国網通、中国鉄通、中国衛通
• 端末、設備：大唐電信、普天、華為、中興

– 特許保有
• 大唐電信、NOKIA、Siemens、Qualcommなど

– 上記のほかのTD-SCDMA技術フォーラム参加企業
• Intel、Motorola、富士通、ベルアルカテル、UTスターコム、Philipsなど

– 中国電信系の大唐電信科技産業集団が中心となって開発してきた。 　　　　
　

＜iResearch社資料等より＞

2006年下半期に免許公布予定との話もあるが、オフィシャル且つ正確な状況は分からない。
TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000/EVDOの３標準が、各々中国移動、中国聯通、中国電信、

中国網通といったキャリアに割り当てられることになるだろう。
いずれにせよ、３G導入以降、更に高付加価値なコンテンツが提供できる意義が大きい。
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中国の３G②中国の３G②

ユーザーが速度の遅さにより利用したくないサービス

＜© iResearch 2005.5アンケート  N=1655＞
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ユーザーの３G携帯の娯楽分野への興味
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ネットゲーム

ユーザーの３G携帯の娯楽分野への興味

＜© iResearch 2005.5アンケート  N=1655＞

56.7%

51.7%

50.0%

47.2%

45.9%

42.8%

36.4%

35.9%

34.8%

30.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

モバイルテレビ

映像リクエスト

音楽DL

映像DL

ネットサーフィン

音楽リクエスト

画像DL

着メロDL
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ユーザーの３G携帯の生活情報サービスへの興味
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ショップ情報

携帯宝くじ

株式情報

ユーザーの３G携帯の生活情報サービスへの興味
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ユーザーの３G携帯の映像系サービスへの興味

＜© iResearch 2005.5アンケート  N=1655＞
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映像編集

ユーザーの３G携帯の映像系サービスへの興味
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iResearch社（艾瑞市場咨訽）が2005年5月に実施したアンケート結果を以下に紹介。
現在の接続速度の遅さにより、携帯コンテンツの配信が満足されていない事実がある。

３Gの導入以降期待されるのは、「映像系サービス」「音楽系サービス」
映像系サービスの中では、「映画」「MTV」「テレビ」「ニュース」のニーズが高い。
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＜東方龍モバイルテレビの利用＞

・　短信で「TV」と記載し「18632」に発送

すればサービス開通。携帯WAP「手机電視」

のメニューからも開通可能。

・　通信費：　GPRS無制限利用で、WAPの

定額セットを申し込む。

・　情報料： 1～12元／月額

・　放送チャンネル

– 生放送あり。

– SMG「東方衛視」等数チャンネル

– CCTV「CCTV1」等数チャンネル

・　06年4月段階で66種の携帯で視聴可能。

＜東方龍モバイルテレビの利用＞

・　短信で「TV」と記載し「18632」に発送

すればサービス開通。携帯WAP「手机電視」

のメニューからも開通可能。

・　通信費：　GPRS無制限利用で、WAPの

定額セットを申し込む。

・　情報料： 1～12元／月額

・　放送チャンネル

– 生放送あり。

– SMG「東方衛視」等数チャンネル

– CCTV「CCTV1」等数チャンネル

・　06年4月段階で66種の携帯で視聴可能。

＜東方龍とは＞
・　社名：上海東方龍移動信息有限公司
・　資本金：2,000万元
・　チャイナモバイルとSMG（上海メディア
グループ）の合作で設立されたSP。現段階で、
モバイルテレビの免許を持つSPは、国内でこ
の1社のみである。
・　３Gの到来も見据えて、2005年9月より
モバイルテレビサービスを展開

・　コンテンツに関する同社参考コメント
「現在、日本のコンテンツプロバイダーからは、
まだ直接購入しておらず、海外のコンテンツ
は、ほとんどSMGが購入したコンテンツを
使用しています。以前は、SMGがコンテンツ
プロバイダーと契約する場合、テレビ放映権
の権利交渉のみでしたが、現在は我々の
ようなグループ企業での利用を前提に、イン
ターネット放映権などを含めて交渉しています。
各プラットフォームにおける使用権をまとめて
交渉することで、単独で権利を購入するより
安くコンテンツを獲得できるのです。」

・　会社を訪問した際に、携帯電話で映像を
見せてもらったが、ネットワークの問題か、
現状ではそれほど綺麗な映像ではなかった。
しかし、日本のワンセグ放送等と同様、ネット
ワーク技術の改善に伴い、モバイルテレビの
媒体価値は上がってくると予想する。

・ちなみに、東方龍の事業計画では、数年後、
数千万人の視聴者を想定している。

＜東方龍とは＞
・　社名：上海東方龍移動信息有限公司
・　資本金：2,000万元
・　チャイナモバイルとSMG（上海メディア
グループ）の合作で設立されたSP。現段階で、
モバイルテレビの免許を持つSPは、国内でこ
の1社のみである。
・　３Gの到来も見据えて、2005年9月より
モバイルテレビサービスを展開

・　コンテンツに関する同社参考コメント
「現在、日本のコンテンツプロバイダーからは、
まだ直接購入しておらず、海外のコンテンツ
は、ほとんどSMGが購入したコンテンツを
使用しています。以前は、SMGがコンテンツ
プロバイダーと契約する場合、テレビ放映権
の権利交渉のみでしたが、現在は我々の
ようなグループ企業での利用を前提に、イン
ターネット放映権などを含めて交渉しています。
各プラットフォームにおける使用権をまとめて
交渉することで、単独で権利を購入するより
安くコンテンツを獲得できるのです。」

・　会社を訪問した際に、携帯電話で映像を
見せてもらったが、ネットワークの問題か、
現状ではそれほど綺麗な映像ではなかった。
しかし、日本のワンセグ放送等と同様、ネット
ワーク技術の改善に伴い、モバイルテレビの
媒体価値は上がってくると予想する。

・ちなみに、東方龍の事業計画では、数年後、
数千万人の視聴者を想定している。

～モバイルテレビ～
東方龍のケース

• http://www.8999.cn/idmtv/in
dex.html

東方龍のWEBサイトトップページ
東方龍のWEBサイトトップページ
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＜フラクタリスト　会社概要＞

・会社名：株式会社フラクタリスト

・住所：東京都渋谷区恵比寿1-21-3

・URL：http://www.fractalist.jp/

・設立：2000年6月

・資本金：212,350,000円（2006年2月現在）

・代表取締役： 田中祐介

・主要株主： 田中祐介

ウッドランド

三菱商事　他

・事業内容：

・モバイルコマース事業の企画・開発・運用

・携帯コンテンツサイト企画・開発・運用

・携帯アプリ企画・開発

・NomadicNode事業

＜フラクタリスト　会社概要＞

・会社名：株式会社フラクタリスト

・住所：東京都渋谷区恵比寿1-21-3

・URL：http://www.fractalist.jp/

・設立：2000年6月

・資本金：212,350,000円（2006年2月現在）

・代表取締役： 田中祐介

・主要株主： 田中祐介

ウッドランド

三菱商事　他

・事業内容：

・モバイルコマース事業の企画・開発・運用

・携帯コンテンツサイト企画・開発・運用

・携帯アプリ企画・開発

・NomadicNode事業

＜飛拓無限　会社概要＞

・会社名：飛拓無限信息技術（北京）有限公司

・英文名：Fractalist China, Inc.

・住所：北京市東城区王府井大街138号

・URL：http://www.mobile-media.cn/

・設立：2003年8月

・資本金：1,000万人民元（BVI含まず）

・董事長：李向平（Harry　Li）

・従業員数：125名（2006年4月現在）

・事業内容：

・モバイル・マーケティング事業

・モバイル・メディア事業

・モバイル・コンテンツ事業

・チャイナモバイルの指定合作パートナー

＜飛拓無限　会社概要＞

・会社名：飛拓無限信息技術（北京）有限公司

・英文名：Fractalist China, Inc.

・住所：北京市東城区王府井大街138号

・URL：http://www.mobile-media.cn/

・設立：2003年8月

・資本金：1,000万人民元（BVI含まず）

・董事長：李向平（Harry　Li）

・従業員数：125名（2006年4月現在）

・事業内容：

・モバイル・マーケティング事業

・モバイル・メディア事業

・モバイル・コンテンツ事業

・チャイナモバイルの指定合作パートナー

＜モバイル・キャンペーン例＞

・ユーザーは商品購入後、商品に記載のシリアル

番号をSMSで送信する形で、懸賞などのキャン

ペーンに参加する。

＜モバイル・キャンペーン例＞

・ユーザーは商品購入後、商品に記載のシリアル

番号をSMSで送信する形で、懸賞などのキャン

ペーンに参加する。

～モバイル・マーケティング／モバイル・メディア～
＜飛拓無限／Fractalist China＞のケース①

日本法人概要
日本法人概要

中国法人概要
中国法人概要

モバイル・マーケティング
モバイル・マーケティング

データ

ベース

データ

ベース

・販売促進・購買頻度向上

・関連広告の配信・来店誘致

・マーケティング調査

・CRM、流通チャンネル管理

ユーザー

ユーザーのレスポンス（SMS）

クライアント

広告代理店

クライアント

広告代理店

顧客データフィードバック

シリアル番号・関連

情報をSMSで送信

抽選結果や

キャンペーン情報

＜大手飲料メーカーのキャンペーンのケース＞

• 流れ

– 飲料製品を購入し、製品に記載のシリアル
番号をSMSで「7000」に送信。

– WAPPUISHが携帯電話に届き、携帯から
WAPアドレスに接続。

– 販促プロモーションに参加できる。

• 実施期間中、百万単位での参加、5～10％ぐ
らいのレスポンス率があった。

＜大手牛乳メーカーのキャンペーンのケース＞

• 大手牛乳メーカーテレビCMに、ある新しい芸能
人の新しいCMソングを使う。牛乳を購入しSMS
を送信すれば、自動的に自分の携帯のCRBTと
してこのCMソングが設定されるキャンペーンを
実施。クライアントとコンテンツホルダーからみ
れば、CMソングを1日20、30人の人に聞かせ
て、口コミ含めて大きく訴求できるメリットあり。

＜大手飲料メーカーのキャンペーンのケース＞

• 流れ

– 飲料製品を購入し、製品に記載のシリアル
番号をSMSで「7000」に送信。

– WAPPUISHが携帯電話に届き、携帯から
WAPアドレスに接続。

– 販促プロモーションに参加できる。

• 実施期間中、百万単位での参加、5～10％ぐ
らいのレスポンス率があった。

＜大手牛乳メーカーのキャンペーンのケース＞

• 大手牛乳メーカーテレビCMに、ある新しい芸能
人の新しいCMソングを使う。牛乳を購入しSMS
を送信すれば、自動的に自分の携帯のCRBTと
してこのCMソングが設定されるキャンペーンを
実施。クライアントとコンテンツホルダーからみ
れば、CMソングを1日20、30人の人に聞かせ
て、口コミ含めて大きく訴求できるメリットあり。
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＜移動夢網携帯トップページ構成概略＞

無線音楽排行榜

新聞｜時尚｜交友｜音楽｜財富

鈴図｜手机電視｜遊戯｜動漫

百宝箱｜手机報｜新潮部落｜体育

掌上天下｜移動本屋

免費天気予報

2006德国世界杯

彩鈴大賽投票得大奨

＜移動夢網携帯トップページ構成概略＞

無線音楽排行榜

新聞｜時尚｜交友｜音楽｜財富

鈴図｜手机電視｜遊戯｜動漫

百宝箱｜手机報｜新潮部落｜体育

掌上天下｜移動本屋

免費天気予報

2006德国世界杯

彩鈴大賽投票得大奨

あ
あ

モバイル・メディア（移動伝媒）概要

＜キャリア公式WAPポータルでの広告事業＞

モバイル・メディア（移動伝媒）概要

＜キャリア公式WAPポータルでの広告事業＞

～モバイル・マーケティング／モバイル・メディア／モバイル・コンテンツ～
＜飛拓無限／Fractalist China＞のケース②

クライアント情報ページ

＜ニュース＞

＜製品情報＞

＜広告・画像＞

等

クライアント情報ページ

＜ニュース＞

＜製品情報＞

＜広告・画像＞

等

移動伝媒のバナー広告スペース

以下や各CH内にもバナーやテキスト等広告箇所あり

クライアント商品

プロモーションページ

＜販促情報＞

＜ゲーム＞

等

クライアント商品

プロモーションページ

＜販促情報＞

＜ゲーム＞

等

インタラクティブなサービス

＜抽選など販促活動実施＞

＜会員情報の獲得＞

＜クライアント関連コミュニティの構築＞

＜インセンティブコンテンツ（着メロ等）の提供＞

インタラクティブなサービス

＜抽選など販促活動実施＞

＜会員情報の獲得＞

＜クライアント関連コミュニティの構築＞

＜インセンティブコンテンツ（着メロ等）の提供＞

アクティブユーザー

が3,000万人いる

移動夢網内の

広告スペースを取扱！

アクティブユーザー

が3,000万人いる

移動夢網内の

広告スペースを取扱！

クリックしてリンク
クリックしてリンク
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＜ELT会社概要＞

・名称：北京捷通無限科技有限公司

・英文：Beijing E Life Technology Co., Ltd. 

・URL：http://www.wangpiao.com.cn

・合作パートナー：

・MNC（JCDの中国100％子会社）

・北京博聖苑線影視科技有限公司（全
国400館の映画チケット予約を運営）

・業務内容：携帯電子映画チケットサービス

・業務開始：2005年12月

・現在利用可能映画館は11館、随時拡大。

・また、北京オリンピック用チケットシステムと
しての提案を進めている。

＜ELT会社概要＞

・名称：北京捷通無限科技有限公司

・英文：Beijing E Life Technology Co., Ltd. 

・URL：http://www.wangpiao.com.cn

・合作パートナー：

・MNC（JCDの中国100％子会社）

・北京博聖苑線影視科技有限公司（全
国400館の映画チケット予約を運営）

・業務内容：携帯電子映画チケットサービス

・業務開始：2005年12月

・現在利用可能映画館は11館、随時拡大。

・また、北京オリンピック用チケットシステムと
しての提案を進めている。

～携帯電子チケットサービス～
＜JCD＞＜MNC＞が合弁で展開する＜ELT＞のケース

ELTのWEBサイトトップページ
ELTのWEBサイトトップページ

①サイト接続

・wangpiao.com.cn

・SMS[DIY]→

「7777」

①サイト接続

・wangpiao.com.cn

・SMS[DIY]→

「7777」

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

　　　②ユーザー登録

　　　暗証番号入力

2次元バーコード

或いは

SMSの予約コード

メールで暗証

番号が届く

　　　③映画、映画館、

　　　　　日時、座席を

選択

　　　③映画、映画館、

　　　　　日時、座席を

選択

　　　④オンライン

　　決済

　　　④オンライン

　　決済

　　　⑤映画館で

　　　　チケット発行

　　　　（オフラインは

　　ここで課金）

　　　⑤映画館で

　　　　チケット発行

　　　　（オフラインは

　　ここで課金）

ELTの携帯電子チケット利用方法
ELTの携帯電子チケット利用方法

オンライン決済は、

・手机銭包

（おサイフケータイ）

・網上銀行

（ネットバンク）
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• 中国の３G関連の状況はどうなっていますか？
– 我々政府は３Gについてまだ具体的な政策を検討中です。今ははっきりとした答えができませんが、新

しい進展があったら、すぐ公表します。

• 中国での携帯における増値（付加価値）電信業務の状況を教えてください。
– まず、中国の電信市場は8つの電信増値業務に分かれています。その中に、ISPやコールセンターなど

の業務、携帯のWAPやSMSを通しての情報提供サービスも含まれています。
– 中国電信増値業務発展の基本状況をご説明します。コンテンツ提供業務は我々の業務分類目録で

は「信息服務業務」になっています。それは主にモバイルネットワークをなど通してユーザに情報サービ
スを提供します。

– データによると、現在全国増値電信業務の経営会社は1.8万社近くあります。この1.8万社は、インター
ネット上の増値サービスなど全ての電信増値サービスを提供する会社の数を含めた数字です。その中
にコールセンター、ISPも含めています。信息産業部のほか、各省や自治体などが出した許可を含めて
約1.8万社。その内の80%以上はこの業務（CP（この報告ではSP)・信息服務業務）に関連している、
つまり、この業務の営業許可を持っています。多くがこのマーケットをよく注目しているので、政府も参
入ハードルも低くしています。業界の発展を奨励しています。

– また、コンテンツの管理については、日本側の経験を聞きたいところです。今その問題にぶつかってい
るので、特にコンテンツサービス。消費者へのSMSの発送も現在制限・管理を強化しています。

– ２つの省以上に跨るサービスを提供しているのは1000社ほど、その他は各省、市内でサービスを提
供する地域会社です。

– 現在中国での増値電信業務許可は部と省二級に分かれていて、すなわち信息産業部と各省の通信
管理局という二段階の許認可方式です。各省には通信管理局という我々の出先機構があり、例えば
北京市通信管理局、そこから出した許可は経営範囲が北京市内に限るのです。信息産業部が発行
した許可は省間もしくは二つの省以上のものです。

– 現在、信息産業部が発行した跨地区の増値電信業務の許可は1000社くらいです。その内、モバイ
ル増値業務の比率は90%を超えています。というのも、今ご関心を持っている業務は非常に発展早
い業務エリアで、マーケットでも注目されているホットポイントです。

• 外資系企業はどうやってCP（この報告では「SP」）になれるのかを教えてください。
– 外資企業がCP（この報告ではSP)の業務経営に入るプロセスを紹介します。中国がWTOに加盟した

時の承諾に則り、外資は中国で電信業務企業を設立する場合は、国務院が発行した外商投資電信
管理規定及び電信条例等の法律法規に従って申請します。我々のCP（SP）業務は外資企業にも開
放しており、外資企業は申請することができます。この規定には投資額を含むたくさんの内容、外資
の投資者の資格や、許可を出す時の期限等の規定を明確に定めています。詳細は信息産業部のホー
ムページで外商投資電信経営管理規定を調べることができます。

– 主な申請のプロセスはまず我々信息産業部に申請を出し、「外商投資経営電信業務査定意見書」を
取得し、その後商務部で「外商投資企業批准証書」をもらいます。最後に経営許可書を取得し、電信
業務を展開することができます。これが外資企業が増値電信業務に参入するプロセスの簡単な紹介
です。

– 現在の許可の状況は20何社申請していて、その内9社が申請確認書（査定意見書？）をもらいまし
た。すでに業務をスタートした企業もあります。残りの数社がまだ許可出ない原因は政府がこれらの
会社に対してなにかあるのではなく、彼らの業務はそもそも関係規定を満たしていないからです。我々
は合弁企業に参加する外資会社はノウハウを持っていることを要求しています。それらの条件を満た
せば、すべてが許可を取得できます。以上は外資参入の基本状況です。

インタビュー日　時 ：2006年4月
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• 外資企業がCP（この報告ではSP、増値電信業務経営許可証）資格を取得した後、どうやっ
て業務を展開するのかを教えてください。

– 信息服務業務（CP（この報告ではSP））は増値電信業務のひとつです。そして、電信業務は増値電信
業務と基礎電信業務に分類しています。業務の運営形式については、増値電信業務は基礎電信業
務をベースとしてサービスを提供すればいいのです。わが国の基礎電信業務の運営会社の中で、モバ
イル業務を運営するのは、チャイナユニコムとチャイナモバイルの二社です。従い、増値電信業務経営
会社と基礎電信業務運営会社とは提携関係があります。外資のCP（SP）企業も、チャイナモバイルや
チャイナユニコムと業務の提携関係を築くことができます。

– 増値電信業務経営許可証を取得してはじめて、チャイナモバイルやチャイナユニコムのネットワークプ
ラットフォームにおいて、業務提携と実施する話の資格を持つのです。従い、基礎電信業務運営会社
は、主に増値電信業務運営会社にネットワークのプラットフォームへのアクセス及びサービスを提供し
ます。CP（SP）と運営商の間は経営契約を持つ関係になります。

• 中国のモバイル市場におけるコンテンツ内容の状況を教えてください。
– この問題は我々が関与する問題ではありません。例えば、携帯コンテンツや、増値電信サービスの詳

細区別を含む、応用（アプリケーション）の問題などはマーケットでの問題で、マーケットによって構築さ
れるのです。

– 政府はこの問題について基本的にコメントしないのですが、ただ、二つの前提条件は必ずはっきりと
言うことができます。一つは、中国の電信市場はWTOに加盟後、外国に開放していること。外資企業
が中国で業務展開する際、中国の電信管理規定及びWTO加盟の承諾に従って、積極的に参入を推
進することは問題ありません。二つ目、我々は中国増値電信業務市場の発展について積極的な態度
を取ります。内容や形式、提携モデル等について、より多くの新しい方式を期待しています。主管部門
は増値電信業務の市場発展については積極的な態度を持っていると思います。この二点は政府の政
策でもはっきりしています。しかし、具体的なコンテンツ、例えばサービス内容とアプリケーションについ
ては市場で決めるものです。

• 外資の増値電信業務企業は今何社ありますか？
– 許可を取れたのは9社があり、他はまだ手続き中です。
– 外資側の出資比率は50%以下でなければいけません。中国外商投資管理規定や、そして中外合資

企業法や、中外合資企業法実施条例に従わなければいけません。出資比率を50%超えないというの
はWTOに加盟する時の承諾事項の通りです。

• 中国の電信業務政策は台湾省・香港・マカオ地区に対しても同じですか？
– 中国のマカオと香港については、中国政府とマカオ、香港特別区の政府との間に、より緊密な経済貿

易関係協定があります。国の協定として、WTOの枠の下で、中央政府と特別関税区の特別協議です。
協議が適用されないところでは、香港、マカオ、台湾の投資者はすべて外国投資者とみなされます。

– 香港とマカオの投資者が、中国の電信業務に参入する方法については、我々のサイトでも調べること
ができます。

• 中国信息産業部は増値電信業務のコンテンツについて細かく管理することはありますか？
– すでに法律と法規があるため、合法であれば、何をしても市場行為とみなされます。

• 映像コンテンツに関しては、中国信息産業部としては、どのように管理するのですか？
– 我々信息産業部は主に発展政策を作るのです。電信業務についての発展政策はネットワーク運営に

関連することをもっとも重視しています。コンテンツについては、関係部署が多いので、例えば、ニュー
ス、ゲームや、医薬等はそれぞれ違う部署が最終的に許可を出すのです。コンテンツが市場で受けい
れられるかどうかはマーケットの問題です。また、テレビの業務は映像の業務に属しているので、広電
管理部門も関係する規定があるでしょう。
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インタビュー＜上海市信息服務業行業協会＞インタビュー＜上海市信息服務業行業協会＞

• 当方
– SISA側
– 我が協会は上海地区の信息服務（以下「情報サービス」）を中心とする業界を担当す

る組織です。中国の協会が海外の協会と違うのは、政府の授権あるいは政府の管
理のもとにおかれる業種協会ということ。我が協会の管轄機関は上海市信息化委
員会、その上に上海市政府と中国信息産業部。我が協会は上海市信息化委員会
の下の、情報サービスを主な業務内容とする業種協会です。

– 我が国の業種分類からいうと我が協会の主な業務内容は四つに分かれています。
その一はインターネット付加価値サービス。その二は通信、通信キャリアやISPなどに
関わること。その三は、広播電視つまりラジオテレビ放送。その四はソフトウェアやIC
（集積回路）。実際一部の機能はほかの協会と重複していて、多くの企業が我が協
会の会員でありながら、ほかの協会の会員でもある。我が協会の特色として比較的
重要なのはインターネット関連で、情報サービス、コンテンツサービスなどがあります。

– 我が協会の主な仕事としては業界の研究、業種規範の策定などがあります。ここで
いう規範は自律的なもので法的なものではありません。一部の規範は一定の条件を
満たすと地方法規になることがあります。もう一つは対外協力と交流。対外とはほか
の業界、ほかの地域、海外などのことです。また、産業の宣伝と普及させることも我
が協会の役目の一つ。関連する媒体と協力して、産業の宣伝、紹介、関連企業や
機構と一緒にフォーラム、展示会などのイベントを行います。それに、管轄機関であ
る上海信息化委員会や上海市政府に委託されるリサーチ研究の仕事をも行ってい
ます。よく我が協会の役目を「業界を規範する、産業を研究する、産業を推進する」と
いう風にいわれています。

– この２年あまり、上海のモバイル付加価値サービスの発展は著しい。去年２大キャリ
アと小霊通（PHS）あわせて約500億元の売り上げがあります。そのうち付加価値サー
ビスにあたる部分でも100億元を超えるだろう。これは我々の推測です。

– 中国のモバイル付加価値サービスは日本や韓国から学んできたことが多いです。日
本と韓国のほうがより進んでいるからでしょう。特にCRBTの成長は目覚ましい。
SMSサービス売上は相変わらずトップです。最近では、テレビ番組と連動するSMSサー
ビスはSMSの中の一つの専門的なサービスまで成長しました。

– 今まで日本や韓国の方がより進んでいますが、中国でも3G時代の到来に備えて、
SP各社が積極的な準備を行っています。まず技術的な準備は２、３年前の段階で、
かなり成熟してきて、3Gベースのコンテンツ利用のためのプラットフォームは、ゲーム、
地図／GPSなどかなり完成度が高いです。内容的には、日本や韓国からのものや、
インターネットから移植したものが多いです。インターネット上のコンテンツはほとんど
携帯でも利用できます。モバイルオフィス、モバイル顧客管理などのシステムもある。
国内大手SPは各々これからの２、３年のための製品やサービスを用意しています。

日　時 ：2006年4月
ご対応者 ：上海市信息服務業行業協会　賈穀軍　高級研究員
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• 今年の後半に３Gの免許がおりるとの話が出ていたりしますが、3G免許のこと
や技術仕様についてお話頂けることがありますか。

– 中国信息産業部はすでにTD-SCDMA、W-CDMA、CDMA2000の三大標準を全部
採用すると確定しました。TD-SCDMA（大唐）の基準は中国が多くの技術特許などを
所有しているため、より支持されているが、ほかの基準も選択肢として用意されてい
ます。キャリアもどの基準にするかについて選択できます。

– 各々の標準はキャリアあるいは携帯電話メーカーとの調整です。3G免許が何故なか
なか決まらないかというと、まず政府としてTDSを後援し、3Gの一つの選択肢にしよ
うとしたからです。信息産業部のTDS関係の会議で聞いたのは、TDSは基本的に成
熟しているが、まだ完全とはいえない。去年の前半、大唐に対しては、TDSの仕様を
オープンにして独自でやらないように要求しました。現在、大唐は大手通信機器メー
カやシーメンズ、そして日本の企業などと提携して、TDS仕様の完成度と産業化度を
高めています。元々、大唐は独自でTDSを完成しようとしていたが、信息産業部から
は、オープンにして他社と協力しなさいと命じられました。オープンにしないといつま
でも完成できないだろうというのが信息産業部の考え方でしょう。

• 3Gキャリアの候補としてあがっているのはチャイナモバイルとチャイナユニコム、
ほかにどんな会社ある？

– あとはチャイナテレコムとチャイナネットコムの二つの固定電話キャリアです。可能性と
して非常に高い。ネットコムはすでに内定されている。テレコムの可能性も高い。もと
もと大手通信キャリアなので強い。

– 3Gへの資金投入は約5,000〜8,000億元（6,000億元ともいわれている）と予測さ
れ、少数の会社ではなかなかできない。よって業界の開放は時間の問題。3Gは国内
のキャリアと海外企業とが協力して中国マーケットを開拓する可能性があります。

• 例えば、vodafoneなどの外資キャリアが入ってくる可能性はありますか？
– 可能性はあります。日本の通信キャリアも今から積極的に参入の試みるべきでしょう。

基礎設備関係も完全に海外企業に対しても開放しています。開放しないと国内企
業だけでは実力が足りないからです。

• 3Gも含め、日本に対するコンテンツのニーズは？
– 日本のコンテンツやサービスについて詳しくないが、ただ一ついえるのは中国人の娯

楽の面の特徴は、東洋人として日本と似ている部分が多く、日本のものは中国でも
運用できるものが多いはずでしょう、ということです。

• いま、上海と全国のSPの数はそれぞれどの程度ありますか？
– 上海なら300〜400社ほどある。全国なら3,000社以上あります。

• SPの免許をとるにはどうすればいいですか？内資系のみ？
– 状況は後数年でかわると思います。実は一部の外資系会社も免許を持っている。海

外で上場している企業を含めてです。LINKTONEとか美通とか、外資でありながら免
許を持っている。やろうと思えばできるだろう。

– （本社に1,000万元の資本金、全国5カ所以上子会社をもち、それぞれ最低200万
元の資本金が必要。あわせれば2,000万元。これは全国免許の場合の条件。）

– （売上ランキングが低いSPは淘汰される制度がある。SPの中で売上の末座が連続
で一定の期間が続くと、SP免許をとられてしまします。年一回評価を行っています。
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• ICPとSPは違うますね？
– 違います。ICPはウェブサイト、SPはモバイル。

– 先ほどの話の続きですが、最初許可申請のときにまず内資として申請します。あとで
大きくなって海外で上場したり、とにかく有名になったら、外資が入っても対応がか
わってきます。上海にある大手SPはいま多く外資が入っています。美通、霊通、移通
など。霊通の場合も最初は内資です。もう一つ移通という最近できたSPがよく頑張っ
ています。携帯電話の企業での利用に重点を置いています。もともと欧米のほうが
進んでいて、営業マンが外で携帯から社内のデータベースへアクセスできて、顧客
情報などを随時引き出すことができたりするシステムです。移通社はもともとこの手
のサービスに興味があり、いま政府のためにも関連の開発を行っています。

• 日本のコンテンツ企業に対するご要望とかありますか。
– 最近中国の携帯マーケット情報を調べている日本企業を接触したことがあります。

3G関係やワイアレスネットワークなどにおいて日本の方がより進んでいると思うが、
WEBベースのECなどにおいては日本よりもイギリスやアメリカの方が結構進んでいる。
感じがします。ネットゲームにおいても日本より中国の方が普及しているし、ECにお
いて技術面は、中国も結構進んでいて、アメリカにも負けないし、あるいは勝ってい
るところもあります。

– もう一つ、ここ数年日中間のEC関係の交流が足りないですね。
– 3Gの到来が日本企業にとっていいチャンスだと考えています。もともと日本の強み

でもあるので。ただ技術サポートのほうは、中国ではすでに韓国のものを採用し始め
たりしています。韓国のデジタルコンテンツ関係はほかの分野のコンテンツ関係と同
じで、海外へ展開する方針が明確で、政府主導、業種協会サポート、企業協力など
いろんなところの力を合わせています。これから韓国との競争に面することになるで
しょう。今上海で、例えばこのビルだけでも韓国系の企業が多く存在しています。韓
国のドラマ、音楽、デジタルコンテンツなどいわゆる「韓流」が進んでいます。韓国の
企業SKテレコムは中国の二つのキャリアとも合弁会社を持っています。最初はコンテ
ンツ関係の協力、その次は自ら運営に乗り出すという短期から長期までのプランを
持っています。この点においては、韓国は、日本より遥かに先に走っているでしょう。
韓国の勢いがすごいです。3Gに対しても韓国勢が狙っています。日本の関連企業に
とっては中国の3Gマーケットを重要視すべきではないでしょうか。良い機会でもあり
ます。3Gの運営モデルやノウハウ、製品、進んでいる技術は、日本側が持っているの
で、中国へ持ち込める可能性は高いです。

• 今年の協会の方のイベントなどの計画について教えてください。
– まず5月23日からEC関連の展示会とフォーラムがあります。日本からの参加をも期

待している。そして、今年の後半に10月頃、去年と同じく、インタラクティブ販促（イ
ンターネット販促）関連のフォーラムを引き続き行います。
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インタビュー＜NOKIA＞インタビュー＜NOKIA＞

• 当方
– NOKIA側

• NOKIAは中国においてどのような携帯電話向けの付加価値サービスを提供し
ていますか？

– NOKIAは中国においてGSMとCDMAとの二つの方式の携帯事業を展開していて、私
は担当しているのはCDMAのほうです。よってチャイナユニコムのための仕事です。

• NOKIAは携帯のメーカーとしてどのようにコンテンツを取り込んでいますか。例
えばプリインストールでコンテンツを入れているとか、SP的に事業を展開してい
るのかなど教えてください。

– 私はCDMA方式、そしてCDMA関連の付加価値サービスのことを担当しています。
GSM方式でもコンテンツ展開をしているが、私はここでCDMA関係の話しかできませ
ん。（主にCDMA方式を採用している）チャイナユニコムが統一のWAPポータルを提供
しています。NOKIAとしてチャイナユニコムの基準に従って付加価値サービスに対応
しています。

– チャイナユニコムが提供している付加価値サービスは主に次のものがあります：まず
はWAPダウンロード、うち一番ポピュラーなのは画像と着メロ関係のダウンロード。もう
一つ重要な付加価値サービスは「彩e」というマルチメディアメッセージサービス。チャ
イナモバイルGSM方式の彩信に相当するもの。これは日本から学んできたサービス
です。ほかに、携帯を使ったインターネット接続サービス、JAVA、BREW系サービスの
ダウンロード（チャイナユニコムはGSMとCDMA両方をサポートしているので、JAVA、
BREW系のコンテンツ両方とも提供している）。また、同時に、最新のサービスとして
チャイナユニコムはStreaming（流媒体）サービスを提供しています。NOKIAの携帯電
話では上記のサービスにそれぞれ対応している製品があります。全体的にいうと、
NOKIA（のCDMA関係）はチャイナユニコムの基準と要求に従ってやっています。

– 私の知る限り、NOKIAはそういうことをやっていない。実際数多くのCP（コンテンツプ
ロバイダー）とSP（サービスプロバイダー）がやっている。レコード会社などのコンテンツ
ホルダーから、ライセンス契約して、コンテンツを調達し、チャイナユニコムのようなキャ
リアのポータルサイトを通してユーザーへ提供しているのです。

• つまり、CPかSPがコンテンツを収集、加工、そしてユーザーへ提供する。コンテ
ンツの中にNOKIAの機種に対応するコンテンツはあるが、NOKIA自身がSP的
にコンテンツを配信はしないということですね。

– そうです。我々はSPではないし、SPをやりません。SPのほうがNOKIAの機種の特徴、
スペックなどに応じてコンテンツを提供しているのです。

日　時 ：2006年4月
ご対応者 ：諾基亜（中国）投資有限公司　Stuart Ross CDMA中国総監、姜波　技術プロ　
　　　　　　　　　　モーション経理
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• 携帯電話にプリインストールされるコンテンツの考え方について教えてください。
– NOKIAはコンテンツそのものの配信事業はやらないが、コンテンツは携帯電話にとっ

てとても重要です。そのため、NOKIA内部に「NOKIAフォーラム」という組織が存在し
ています。主な機能はCPやSPなどのコンテンツプロバイダーと協力することです。言
い換えれば、NOKIAの携帯は世界中で大きなシェアをもっているので、多くのCPや
SPはNOKIAに興味を持ってNOKIAと協力したいと考えていて、彼らは「NOKIAフォー
ラム」を通してNOKIAへコンテンツを提供しているのです。例えば、NOKIAの携帯にプ
リインストールされるコンテンツ、ゲームなどは、協力関係のあるCPからNOKIAフォー
ラムへ送られ、最終的にプリインストールされることになります。

• NOKIAフォーラムに入るにはコンテンツさえもっていればできるのですか？それ
とも何らかの前提条件が必要とされているのですか？

– 私はNOKIAフォーラムを担当しないので、個人的な理解としては、CPやSPはたくさん
あるので、その中のどこと協力するかは、NOKIAなりの合作パートナーを選択する基
準があります。例えば会社の規模や製品の質などが、我々が検討するポイントです。

• NOKIAフォーラムへ参加するには、SPの免許などは必要ですか？
– コンテンツさえもっていれば、SPじゃなくとも、キャリアと直接な協力関係をもっていな

くても、NOKIAフォーラムと協力する機会があると思います。

• これはいい知らせです。NOKIAフォーラムにとても興味があるので、NOKIAフォー
ラムの関連資料、連絡先、やり取りする方法など教えてもらいたい。

– 問題ありません。NOKIAフォーラムの関連情報をお知らせします。（取り寄せ中）

• NOKIAフォーラムは世界各エリアに組織をもっているか、それとも世界中に一
カ所しかないですか？

– NOKIAフォーラム自体がグローバル的な部署で、世界中に所属機構をもっています。

• これから３Gが始まると思うが、仕様も大事だと思います。これから新しく期待
できるコンテンツやサービスがどういうものがあるのか。メーカーとしてNOKIA
がこれから将来性のあるコンテンツやサービスについてどう考えているか、あ
るいはこれらのコンテンツやサービスにあわせてハードの面でサポートしたいの
はどんなものがあるのか教えてください。

– いま誰もが３G時代のキラーコンテンツはなんだと議論していますが、日本にはすで
に良い３Gマーケットがあり、ほかの地域のいい参考になります。３Gは既存の2.5Gと
比べて完全に変わるような劇的な変化はありません。３Gのポイントはユーザーに対
して、既存のものより良い体験をもたらせることなのです。今までは、普通のカラーテ
レビをみていたが、これからハイディフィニションテレビをみるようになるようなもので
すね。従って、特にすぐに斬新なコンテンツやサービスは現れる可能性が低いです。

– 現状からいうと、例えば香港や台湾とかですでに３Gの展開が始まっていますが、既
存と全く異なるサービスはまだ出ていません。３Gはもちろん既存のものより優れてい
ますが、革新的なサービスがまだ明確になっていません。とはいえ、明確になっていな
いことが、将来新しいキラーコンテンツが出てこないことを意味するのではなく、時間
が必要だということだと思います。
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• 中国ユーザーのコンテンツに対する嗜好や利用傾向をどう見ていますか？
– 中国マーケット調査はしていると思うが、多分NOKIAフォーラムに聞けばより望ましい

回答をもらえるでしょう。個人的には、リングバックトーン、着メロダウンロード、画像、
壁紙などは、現在の付加価値サービスの中、人気のあるコンテンツだと思います。同
時に、付加価値サービスはとても重要だが、中国は広い国なので、貧しいところもあ
り、ユーザーのコンテンツに対するニーズはどうなのか、コンテンツのために費用をだ
すかなど、全体的にみる必要があると思う。

– キャリアの現在の主要な収入源は、まだ通話料、SMSがメインです。とはいえ、３Gの
到来でキャリア各社がそれぞれ独自の計画をもっていて、中心となるのはやはり付加
価値サービスをもっと増やすことですね。それでキャリアがそれぞれ戦略をもっていて、
メーカーとしては、キャリアのニーズをより良く反映することが重要です。

• 現在、NOKIAは、中国でGSMとCDMAそれぞれ何機種ぐらい出しているのか。
– 昨年、CDMAのほうでは、６機種の新製品を市場に投入しました。GSMのほうの数字

ははっきり覚えていませんが、CDMAより多いのは確かです。CDMAのほうでは、７％
のシェアしかない。（GSMでは20％程度と思われる）

• 大体の価格帯の幅を教えてください。価格を決めるのはメーカー側と思います
が、価格の幅はどれくらいあるのか教えてください。

– 値段の設定と製品の開発においては、NOKIAはまずユーザーとマーケットのタイプ、
ニーズを把握しなければいけません。ユーザーをいくつか違うグループで分けます。例
えば1,000元以下はローエンドとなります。NOKIAはフルラインアップで製品展開して
おり、重要なことは、NOKIAとして、中国マーケット全体のニーズを配慮することです。

• NOKIAは、中国マーケットをどのようにエリア区分しているか、それぞれのエリ
アへどのように展開しているか、考え方を教えてください。

– 中国のそれぞれのエリアにローエンドからハイエンドまでの全てのラインアップを展開
しています。エリアによって各々ランクが占める割合が変わったりしますが、一応全て
のエリアにおいて全ラインアップの展開をしているのです。

• NOKIAとして、マーケットシェアの高い地域はどこか、どこでも高いと思うが特
に高い地域、GSMを含めて教えてください。

– どのエリアにおいても、NOKIAのシェアは明らかに一番高いですよ。

• 最初の質問に戻るが、NOKIAの携帯機種にどのようなコンテンツをプリインス
トールするかについて、どの部署でどのようなプロセスで決めるか。

– NOKIAフォーラムは一番いいルートです。プリインストールを行う際、いろんな制限が
ある。キャリアからもプリインストールコンテンツにたいして制限を設けている。一つの
例を挙げると、以前一つ３G向けコンテンツをプリインストールしようと考えた際、キャ
リアから適切ではないといわれたため、取りやめることとなったことがあります。
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• ディズニーのキャラクターの携帯電話が日本にあったけど、そういう独特なキャ
ラクターを象った携帯電話を作る気がないですか。

– 可能性はあります。

• CDMAの携帯電話であれば、この手の話をお二人へ持っていけばいいですか。
– そうですね。CDMAなら私は適切な相手です。ただその提案は、NOKIAだけではなく

て、チャイナユニコムの規格、技術基準を満たさなければいけません。

• 日本ではキャリアが端末の仕様について統一の規格を設けるなど、キャリアの
発言力が非常に大きいです。一方中国の場合、我々の知っている限り、日本
より端末の規格数が圧倒的に多い。中国の場合、メーカー主導でキャリアへど
んどん提案して、キャリアがメーカーからあがってきた提案を選別するというス
タイルだと理解してもいいですか。

– 中国と日本のキャリアは同じところがあれば違うところもあります。日本においては
多分キャリアが仕様・要求を発表し、その仕様を満たすようにという要求は厳しいも
のだと思われます。メーカーはキャリアの要求に従って外観デザイン・仕様などを行う
必要があるでしょう。中国の場合、もちろんキャリアの基準と要求があるが、ただ、端
末はすべての基準や規格を満たさなくてもいいです。キャリアの基準や要求の中に、
必須の部分があればオプションの部分もあるのです。特に、外観、デザイン、スクリー
ンサイズなどに関しては厳格な設定がありません。例えば、ある端末はSMSをサポー
トし、もう一つの端末はWAPダウンロードをサポートするなどです。

– 日本では難しいことですが、中国では、メーカーは違うターゲットユーザーに対して、
違う製品を出しています。外観やスクリーンサイズ、搭載するデジタルカメラのスペッ
クなど違ったりするのはこのためなのです。

– 日中間確実に同じだといえるのは端末を販売する前キャリアからOKをもらわなきゃ
ならないことです。

• 最後に二つ質問させてもらいます。可能な範囲内で3Gの技術仕様について
もしいえることがあれば教えてください。TDSCDMA、W-CDMA、CDMAEVDOな
どどういう技術規格になっていくのか、それと携帯端末の方でもしこういう企
画をしている、など最新状況を教えてください。

– まずNOKIAの方針は、ユーザーのニーズを満たすことです。我々は製品を作る最終目
的はユーザーのニーズにこたえることなのです。現在の３G基準の候補のTDSCDMA、
W-CDMA、CDMAEVDOなど、どの規格も潜在的な基準となりうります。いったんキャ
リアがそれなりの選択をすれば、われわれはユーザーのニーズを満たす努力をします。

• NOKIAは上記すべての技術仕様において特許を持っていますね、あるいは他
社とそれぞれの技術仕様をシェアしていますね。

– そのとおりです。NOKIAはすべての仕様において多くの特許を持っています。

• どのキャリアがどの技術仕様を選んでも、NOKIAとって心配のいらないことで
すね。

– 我々の目的は自分の携帯電話製品を売っていくことで、仕様のことで特に心配して
いません。
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インタビュー～ＳＰ＜大手A社＞インタビュー～ＳＰ＜大手A社＞

• 当方
– A社側

• WAPのコンテンツの状況について教えてください
– 画像や着メロダウンロードの状況がいいです。日本のコンテンツに対するニーズとし

ては、主に、画像系コンテンツが欲しいです。
– 一方、中国では、日本の着メロのニーズはあまりありません。最近数年は、韓国のコ

ンテンツが多くなっていて、日本のコンテンツは比較的少ないです。

• 画像はどういうコンテンツが必要ですか？
– アニメ、タレント、風景系ですね。ユーモア系画像もニーズがあります。
– 静止画もありますし、GIF動画でもいいです。GIFでしたら容量は30？20K以内だっ

たらOKです。3、4つの画像から動きを作り出して利用します。

• 流媒体（映像系）ならどうですか？
– 視頻（映像サービス）に対応している携帯電話であれば見ることできます。容量は30

秒300Kぐらいだと思います。まだ収入はそんなに大きくありません。３Gの開始以降
は、映像やFLASHはニーズはもっと出てくると思います。

• 香港、台湾のコンテンツが多いですか？
– 香港、台湾、大陸の画像はやは多くなります。日本のタレントの場合は、あまり中国

にきていないせいか、ダウンロード数はあまりよくありません。

• MMSも大体同じ状況ですか？
– 結構似ています。

• WAPの料金は？
– メインは包月（月額制）です。按次（コンテンツ毎課金）もあります。包月だったら、一

般的に８元を超えません。一般的に、６－８元／月。包月でしたら、無制限に画像を
ダウンロードできます。按次（コンテンツ毎課金）の場合の料金は１枚２元ぐらいです。

– WAPの一つのメニューの中には、たくさん、１００枚以上の画像がありますし、どんど
ん更新されています。

• WAPの状況として
– 移動夢網では多くのSPのコンテンツがあり、我々のWAPの売上は、中国でかなり高

い位置にいます。

日　時 ：2006年4月
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• 中国でのSPの数はどのくらいありますか？
– 中国移動で3,000強ぐらいあります。完全な統計ではないですが。

• 御社はWAPの中でどれくらいのメニューを持っていますか？
– たくさんあります。移動夢網のほぼ全てのチャンネルにメニューをもっています。

• チャイナユニコム、中国網通、中国電信向けのサービスもある？
– はい。チャイナモバイルに限らず、全てのキャリアに対してサービスがあります。

• 日本のコンテンツに対するニーズは？
– アニメはその一つでしょう。ドラえもんなどはいいですね。

• 良い場所での露出が一番大事。SPのプロモーション次第で露出の量が多くな
ります。

– 全範囲（全方面）での合作というやり方があります。以前、WAP以外での展開も含め
て、キャラクターのおもちゃを売ったり、プレゼントをあげたりなどして、全方面での合
作をしたことがあります。

– ドラえもんのような知名度あるキャラクターコンテンツは、WAPで展開したら、ダウンロー
ド数は比較的良いだろうと思います。一方、MMS上ではそんなに良くないだろう。

– アニメキャラクターの中では知名度高くなくても、とてもかわいいと思えるのもありま
す。中国内での知名度はあまり高くなくても、当社にもってきて提供してくれれば、当
社がプロモーションしながら知名度をあげていくやり方もある。実際、どれだけダウン
ロード数がいくかわかりませんが。

• そういうやり方はいいですね。コンテンツホルダー側も知名度高くない場合、
露出を増やす良い機会を考えていると思います。

– 日本のキャラクター画像だけでなく、おもちゃなども面白いです。画像配信で合作し
たときに、当社メニューの会員になったら、商品をプレゼントしたりするやり方です。

– 当社のWAPやMMSは、とても良いプロモーションのプラットフォームでもあります。キャ
ラクターがそんなに知名度がなくとも、うまく当社のプラットフォームを利用すれば、全
国のユーザーに情報がいくのです。

• 互いにメリットある形で、うまく合作できる機会があるということですね。
– 例えば、当社の広告の中でコンテンツが露出されることは、コンテンツホルダーにも

中国での知名度を高めるメリットはあるところでしょう。
– 当社のニーズとしては、一つはドラえもんのような知名度あるコンテンツ。もう一つは、

知名度なくても、かわいくてユーモアあるコンテンツです。あれば是非見せて欲しい。

• 流媒体（映像系サービス）のニーズは？
– 美女グラビア系のニーズがあります。ユーモア系の映像もニーズある。現状は、映像

系はそんなに収入高くはないが。もしコンテンツあれば、３Gのために試してみたい。
３G導入後は、ネットワークは今より良くなるから、30秒以上の多くのコンテンツが必
要になるでしょう。アニメ映像もかわいいものは可能性あります。

– テレビは３G以降は多分出てくるでしょう。広電局も関係してくると思います。

• 携帯ゲーム
– 需要あります。我々は「百宝箱」の中で提供していますが、チャイナモバイルと日本の

仕様要求が違うので、このあたりの壁をクリアできるのであれば、日本のゲームコン
テンツも欲しいですね。

• 百宝箱、どんなゲームがいい？
– アクション系が人気があります。
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インタビュー～ＳＰ＜JCD＞＜MNC＞①インタビュー～ＳＰ＜JCD＞＜MNC＞①

• 当方
– JCD

• まず、御社が今中国でどのような事業をなされているのか伺いたいです。いつ
ごろから中国の事業を始められましたか？

– 正式には2001年です。

• 駐在員事務所ではなく現地法人ですか？100％ですか？
– 現地法人です。100％の直接投資です。「ＭＮＣ」という会社を、まず作りました。

• ＭＮＣはＳＰの免許を持っていますか？
– 「MNC」は持っていません。外資のＳＰの免許は緩和されていませんので。「ＭＮＣ」の

株主は日本法人ＪＣＤなので免許は配布されないため、 配信の免許を持っている
「ＵＮＣ」という関連会社と独占契約を結びました。一般的なビジネスモデルですね。
（オフショアではやっておらず、両方北京にある会社である。）

• 最初から携帯コンテンツの配信をされたのですか？
– そうです。ただ、設立当初の目的は、配信だけではなくて、携帯のナビゲーションをや

りたかったのです。ＭＮＣ＝モバイルナビの意味があります。中国では当時、カーナビ
がなかったので、タウン情報など提供したかったのです。

• 当初ＳＰとしては、チャイナモバイル向けに配信をはじめたのですか？
– そうです。ＭＮＣとしては、チャイナモバイル向けの配信です。
– チャイナユニコム向けは、2004年に「ＡＬＫ」という会社をつくり、配信しています。

• キャリアそれぞれに対して窓口を持っているのですか？
– チャイナモバイルとユニコムは競争相手なので、自分にサービス提供したら、相手に

は提供しないように抱え込みたかったのですね。今はあまり言われません。

• 全国免許ですか？
– はい。全国免許です。

• 免許を取得しにいくときには、信息産業部と話すのですか？
– 信息産業部とチャイナモバイル（キャリア）両方と話します。

日　時 ：2006年4月
ご対応者 ：株式会社ジェー・シー・ディー　趙取締役
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• 2001年当初は、全国免許は何社ぐらい持っていましたか？
– そんなに多くないでしょう。感覚的には数社です。当社は割りと早い時期に免許をと

りました。もともとチャイナモバイルは、コンテンツ配信事業はあまり分からなかった。
当社は、日本のiモードのビジネスモデルを紹介したのです。

• 免許の内容は、ＷＡＰ、ＭＭＳ、ＳＭＳですか？
– 音声通話以外の付加価値サービスは全てできます。増値電信業務の免許がありま

す。ＷＡＰ、ＭＭＳ、ＳＭＳ、ＩＶＲ、全ての免許がある。

• 移動夢網の中にあるサービス、メニューの種類は何種類ぐらいあるか？
– 結構あり100メニューぐらいはあります。毎月新しいサービス申請しています。

• 株式上場はされていますか？
– まだです。

• 大体、着メロとか待ちうけ画像とかを提供している？
– 着メロ、待受画像、文字情報、ゲーム、大体この4種類で、着メロと待受画像が一番

多いです。
– ＷＡＰが中心で、ＭＭＳやＳＭＳは、最近そんなに積極的にはやっていません。
– ＣＲＢＴは力を入れてやっています。

• チャイナユニコム向けの配信状況はどうですか？
– ユニコムのWAPは、「互動世界」というサービス名です。「ALK」からは、全部で80ぐら

いのサービスメニューを提供しています。

• 御社の北京の会社でコンテンツ制作されているのですか？
– 何種類かパターンあります。現地のＣＰからの調達、自社製作（小さなスタジオある）、

日本のＣＰからライセンスをうけることですね。

• 北京では何人ぐらい社員いますか？
– 180名ぐらいいます。

• コンテンツ配信の料金体系を教えてください。
– 2種類あります。包月（月定額いくら）か、1ダウンロードあたりいくらという形です。

• 御社の会員数は、大体どのくらい？
– 320万人ぐらい。まだ伸びている。チャイナモバイル、ユニコム合計した状況です。
– チャイナモバイルが多い。8割ぐらい。ユニコム少ない。
– ただ、収入は単純に掛け合わせるものではありません。月定額課金とダウンロード課

金のうち、月課金は少ないのです。日本のような月課金の会員数は少なく、常に変
動していることが特徴です。
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• キャリアとの収益配分スキームを教えてください
– チャイナモバイルは15％トップオフです。一方、チャイナユニコムは20数％トップオフ

ですが、良く数字変わっていてスキームが安定していません。
– 残りはＣＰと配分します。

• ＭＭＳをあまりやらない理由は？
– 他の会社がサービスしていたので、ＭＭＳにはあまり参入しないというポリシーでした。

ＷＡＰから行くという形です。将来的にはＷＡＰだけではありませんが。
– ＷＡＰは元々5位以内にいました。一昨年からＳＰが増えていったん、10何位まで落

ちましたが、今は10位以内に戻っています。

• 将来的にはＷＡＰに引き続き注力する方針ですか？
– そうですね。ＷＡＰと、あとＣＲＢＴ。ＣＲＢＴは去年一年発展がすごかったです。

• CＲＢＴでいうと、中国の楽曲が多いですか？
– そうですね。中国の曲が多いです。日本の楽曲は少ないです。

• 日本のコンテンツで今まで配信された作品は？
– 日本のＣＰから調達した女性向ファッション情報、日経ＢＰのニュース、クレヨンしんちゃ

んの画像などを配信しました。ただ、日本のコンテンツを配信しても、現実的にはＤＬ
数は多くない。なかなかエンドユーザーが受け入れてくれていないのです。

• では現在、日本のコンテンツで配信を考えているものは？
– 少ないですね。良いゲームがあれば可能性あります。あとアニメぐらいです。

• 中国で人気があるコンテンツは？
– 日本と比べて初期段階です。流行的な着メロや写真とか。グラビア写真が多いです。

• グラビアは既にやられていますね？
– やっています。ただ、中国は取り締まりも厳しい。当社は他社と比べると割りと保守

的なやり方、ルールをやぶらないように配信しています。取り締まりに引っかかると、
サービス停止になってしまうのです。

• 将来的な考え方を教えてください（３Ｇも含めて）。
– モバイル以外にインターネットもやりたいです。総合的ではなく、何か専門的なポータ

ルサイトを運営したいです。モバイルだけではなくて、インターネットの窓口ももってい
ないと。ＭＭＳ的な展開も考えます。

– また、３Ｇはもちろん準備している。特にゲーム。３Ｇ向けのゲームを準備しています。

• 日本のコンテンツについては？
– 日本のコンテンツも良いものあればもって行きます。最近は日系企業も現地での開

発もやっていて、色々なＣＰから提案が出てきています。
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• SP免許について
– ＳＰ免許は、1000万元以上資本が必要だし、免許をとっても、すぐにはチャイナモバ

イル本社のポータルサイトには入れません。例えば、地方で3年間の実績がないと、
全国メニューに入れないなど厳しい。

• ３Ｇへの、チャイナテレコムや網通の動きは？
– チャイナテレコムも網通も何らかの形で多分入るでしょう。キャリアは再編しようとい

う動きもあります。
– 今後、テレコム向けのＳＰとして、おそらく３ＧのサービスSPが出てくるでしょう。

• テレコムの小霊通の状況はどうですか？
– 5000万ユーザーぐらい。ＷＡＰサービスはありませんが、ＣＲＢＴ、ＩＶＲ、SMSはある。
– 網通も小霊通やっていますが、ユーザー数は少ないです。

• 将来、ゲームなど以外に展開したい事業は？
– 電子チケットサービスです。全国展開しようとしています。まず北京、上海、広州、重

慶の4都市で、13映画館ぐらいと契約した。上海だと、2,3箇所ぐらいです。

• どのようにチケット予約できるのですか？
– ＷＡＰから入って予約します。今、機種は限られていますが、ユーザーがサービスに加

入すれば携帯で決済できます。また、ＷＥＢサイトからも予約と販売ができます。

• ＭＮＣで運営するのですか？
– そうです。「ＥＬＴ」というもう一つの会社を合弁で作りました。ＭＮＣの子会社です。

• 課金は、毎月の請求額から？
– キャリアに課金してもらうのではありません。中国版「おサイフケータイ」のサービスを

運営している会社があります。
– 自分の携帯電話と、自分の銀行口座がリンクしています。クレジットカードではありま

せん。最近では何社か、こういう決済会社が出てきています。このサービス会社が銀
行から引き落としする。課金においては、キャリアはあまり絡みません。

– 手数料は、このサービス会社に払います。わずか数％ですね。

• 映画以外のイベントチケットも販売したいですか？
– 主には、映画とコンサート、そして大型展示会、将来的には、電車のチケットとか航

空券とかもやりたいです。

• チャイナユニコムでも展開しているんですね？
– 開発は終わってサービスはこれからです。このサービスは、北京オリンピックの組織委

員会にも提案しているのです。
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• 全国でSPは何社ぐらいありますか？
– 1000社ぐらいです。

• 儲かっているSPは何社ぐらいありますか？
– トップの10社か、20社ぐらいです。
– あとで参入する会社が成功するには、何か特別なサービスやコンテンツがあれば可

能性はあります。あるいは、ルールを無視してやるか。最近、乱暴なやり方もあります。

• 映像系コンテンツのニーズはありますか？
– あります。

• テレビチャンネルのサービスも考えている？
– 番組ガイドの会社に出資しました。EPGのモバイル版をこれからやろうとしています。

• 映像系対応の端末は、どのくらいありますか？
– 昨年出た携帯の8割以上がＷＡＰ対応で、ＷＡＰ対応の端末は多いです。ただＷＡＰ

に対応しても、ＭＭＳに対応しているとは限りません。ストリーミング対応端末も、こ
れから色々出てくるが、すぐには儲からないでしょう。

• 携帯端末メーカーはどこがいい？
– ＮＯＫＩＡ，モトローラ、サムソン、ソニーエリクソン

• 映像系コンテンツはどんなものがいいですか？
– 映画系の宣伝（予告編、中国系の映画など）。日本のものだとアニメがいいでしょう。

ただ、若者は良い端末を持っていないから見れないですね。

• 日本のCPとの関係について
– 日本のＣＰさんとの関係は、基本的にレベニューシェアが望ましいです。アドバンスた

くさん要求されるとリスク高くて難しいです。
– アドバンスの支払いは現場で判断します。以前は、結構アドバンス払って、失敗した

ことがあります。ヒットするだろうと思って、お金払ったけれども、成績よくないことが
ありました。

– 一番良いのはレベニューシェア。あるいは共同で一緒に展開することです。

• 共同でやるとはどういうことですか？
– ＭＮＣの名義で、ＷＡＰのメニューを持つことができるサービスを提供しています。ＣＰ

はコンテンツ提供だけだと儲りませんので。
– 「チャイナ・コンテンツ・コラボ」というメニューです。最初は費用かかります。

• 毎月ダウンロード数など報告してもらえるのか？
– します。
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インタビュー～ＳＰ＜JCD>＜MNC＞②インタビュー～ＳＰ＜JCD>＜MNC＞②

• 当方
– MNC側

• 中国事業の現状について
– 今は、主にチャイナモバイルと、チャイナユニコムの２つのキャリア向けにサービスを行っ

ています。以前から配信している画像、着メロ、文字情報以外に、最近では映像系
の作品もあります。本物のストリーミング配信はまだです。オンライン放送ではなくて、
ダウンロードして見ます。今すでに開始されています。

– 画像系コンテンツで一番受け入れられているのは、主にスターの写真ですね。香港、
台湾のスターの写真、それに着メロのダウンロードの状況はいいです。

– もちろん美女グラビアも、非常にダウンロード数いいです。どこの国のグラビアもいい
ですが、日本、韓国の美女が比較的いい。欧米系よりアジア系グラビアの方がいい。

• WAP、Ｍonternetの中では、御社はどれくらいメニューをもっていますか？
– たくさんあります。大体100以上、200ぐらいのメニューがある。
– 料金は、月定額の場合は一メニュー１月５，６，８元。各々メニュー毎で違います。

• 御社のWAPの会員、全てで何名ぐらいいますか？
– 多分数百万です。しかし、WAPユーザーはあまり安定しません。加入を決定しても、い

くつかダウンロードし次の月にやめたりします。総量は多いが、月を越えるユーザーが
少ないのです。

• 日本のiモードと一緒で、辞める（退頻）ことも簡単なのですね？
– 簡単です。が、たまに、退会を忘れる人もいますね。

• Monternetの中では、全部何個ぐらいのメニューがありますか？
– まず10ぐらいの大項目があります。各大項目の中には、多くの中項目があって、更

にその中にたくさんのSPのメニューがある形です。移動夢網は、新聞、経済、影視、
体育など、色々なメニューを配信しています。最近UPされたのは、今年のワールドカッ
プですね。また、時尚（ファッション）メニューもUPされました。時尚頻道の中では、当
社は瑞麗（中国版RAY）との合作メニューをもっています。中には、瑞麗関係のコンテ
ンツがはいっています。他にも、コスモ、VIVIなども他のSPと合作でやっていますね。

– モバイル本屋（移動本屋）もあります。当社もここでサービスを提供しています。

日　時 ：2006年4月
ご対応者 ：北京聯動納維科技有限公司（MNC）　戴董事執行総裁、莫商務経理、王さん
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• 日本ではランキング上位だと、メニューで表示が上がる中国ではどうですか？
– ユーザーが多いとか、収入が多いとかで、ランキングが上位に来るわけではありませ

ん。先月から今月にかけての新規ユーザーの増加数が多いと、上位に表示されるの
です。先月よりダウンしたら、下に表示されます。つまり、新規ユーザー数の増加が、
ランキング上、一番重要に考えられるわけです。

• 全てのSPで、いくつぐらいのメニューがありますか？
– １０００でも全然足りないぐらいです。時尚頻道の中だけでも５００ぐらいあります。

当社は、時尚頻道の中でも２０ぐらいメニューをもっています。

• 実力あるSPは大体何社ぐらいですか？
– １０から１５社ぐらいでしょう。例えば、SINA、空中網、華友、TOMなどですね。当社

は、WAPの中では第７，８位ぐらい。競争は激しいです。

• Ｍonternetでの、メニューの良い露出方法はありますか？
– チャイナモバイルは、メニューランキングを直接上位にしたりはできないが、チャイナモ

バイルとの関係が良いと、Monternetの良い場所で提示してもらえる可能性はありま
す。例えば、トップページの下の部分などに、彼らのプロモーションやお勧めの場所が
あるので、この場所などで提示してもらえる可能性はあります。

• ３G開始がまもなく開始されますね。
– ３Gは正式には開始していませんが。広東などでは試験を行っています。
– 当社は、チャイナモバイル、チャイナユニコム、小霊通と全部合作関係あります。

• ３G開始以降も含めて、御社はどんなコンテンツのニーズがありますか？
– やっぱりダウンロード系のコンテンツがメインでしょう。画像、着メロ、映像。３G開始

後は、ネットワークもだんだん良くなるので、映像系は比較的重要になるでしょう。

• 画像でしたら、どんな画像のニーズがありますか？
– 美女グラビア、明星の画像です。また、アニメやゲームは特別に好きな人もいますね。

ただ、アニメやゲームは、それほど収入は多くないでしょう。

• もし、日本のコンテンツだったら、どういうニーズがありますか？
– 美女グラビア、少しセクシーな画像が良いですが露出が多すぎると駄目ですね。

Monternet規定があり、3点露出など露出が多くて、動作が大きい画像も駄目です。

• これらコンテンツの配信の容量はどの程度まで可能ですか？
– 携帯電話ごとで違います。画像の場合、良い携帯で２５Kでもダウンロードできるが、

良くない携帯だと５Kぐらいしかダウンロードできない。着メロも同様で、良くない携帯、
MIDIで７－８K。良い携帯だったら、MP３、１００強Kダウンロードできます。

• タレントの画像の場合、香港、台湾以外だったら、どこのものが良いですか？
– 韓国や中国大陸のタレントが比較的いいですね。韓国のアイドルは良いです。
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• 日本のタレントだったら、こんな人の画像が欲しいとニーズは？
– 瑞麗系のモデルが比較的いいですね？橋本麗香とか。あとは、知名度が高い浜崎

あゆみもいいかもしれない。実際は、グラビア女優が一番です。もちろん規制は守る
形で。グラビア女優の名前は知らないけれども。一般的に、綺麗でセクシーな画像で
あれば、ダウンロードする。

– その他日本の芸能人では、日本の男性スターのダウンロードする人は少ないだろう。
基本は女性タレントが良いですね。

• 日本アニメに対するニーズはありますか？
– 結構ありますね。ハローキティは契約したばかりです。以前は、流氓兎。あ、これは韓

国でしたね。クレヨンしんちゃんもありました。あとは思い出せないですね。ドラえもん
はいいね。ただ、アニメ系の収入はあまり高くない。

• 着メロ、音楽、RBTだったら、日本に対するニーズ・チャンスはありますか？
– 日本の楽曲のDLはそんなに多くないです。浜崎あゆみとか知名度は高いものありま

すが、聞いても歌詞がわからないなどの理由で、ダウンロード数も多くないです。

• もともと日本人が作った楽曲を、中国人がカバーして歌っている曲などは？
– KIROROの曲をカバーした「后来」などはいいですね。
– 現在の状況としては、WAP上では、香港や台湾のたくさんスターの楽曲があって、こ

れらを好きなユーザーがとても多いです。
– とはいえ、WAPを使う人が、DLする「スター」の数は少ないのです。ジェイジョウ、アン

ディラウ、蔡依林など、大体、人気あるスターは決まっていて、数人の本当に有名な
スターの歌に集中する状況なのです。

• 逆にSPから楽曲を売り出すプロモーションを仕掛けることはできませんか？
– 基本的には、みんながテレビやラジオで聞いたことがあり、既に有名なポップスがい

ですね。あとは、当社が自ら作った特色・ユーモアある会話などの音声も良くダウンロー
ドされています。

– WAPユーザーは、インターネットのユーザーほど開放性はなく、新しいものに影響され
ないです。既に有名のものの中で自分が好きなコンテンツだけを利用する感覚です。

• MMSも同じような状況ですか？
– 同じような状況です。

• JAVAゲーム、日本のゲームのニーズはありますか？
– 当社ではJAVAゲームは比較的少ないので面白いものがあれば欲しいです。RPGは

あまり売れていません。多分アクション系や、棋牌類、マージャンなどのゲームがいい
でしょう。ネットワーク対戦型は今はなく、ダウンロードして一台で遊びます。３G以降
は、多分対戦型も出てくるのでは。１ゲームのダウンロード費用は数元です。

• コンテンツジャンル毎の収入は？
– 収入ランキングをつけるとしたら？1位、着メロ、2位、画像、3位、映像系サービスで

す。
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• 映像は何秒ぐらいのコンテンツを配信していますか？
– 映画・テレビ系のもの。ハリーポッター４の予告編など。１５秒前後の長さのコンテン

ツで、容量は多分200～300Kだったら、普通の映像対応携帯だったらDLできます。

• 映像コンテンツは、どういうニーズがありますか？
– 画像と同じですね。映画・テレビ系、タレント、MTV、アクション映像、ユーモア系など。

あと、美女グラビア系の映像もニーズあります。映像系サービスは、まだ「手机電視」
以外は、大項目として確立されていませんが、Monternetの影視チャンネルの中に、
各専門の視頻チャンネルがあります。

• 映像系サービスの課金
– 月定額、コンテンツ毎課金どちらでもOKです。SPが決めます。
– Monternetの規定として、どのメニューも、必ず両方の課金方法がないといけません。
– 映像系の場合、一般的に月定額８元。コンテンツ毎課金のときは２元です。

• 映像系サービスはだんだん人気が出てきていますか？
– はい。ただ、着メロや画像よりは、多くはありません。大部分のユーザーは、まだ映像

系サービスを使えない携帯電話ですが、最近は高級な携帯電話も多くなっています。

• 御社のCPに対する条件はどのようなものですか？
– まずキャリアは15％トップオフしますね。あと税金があります。CPへのライセンス料支

払いは、買いきり、レベニューシェア、どちらの形もあります。

• 良いコンテンツだったら、アドバンスを払うのですか？
– 現在は瑞麗だけには払っている。良いコンテンツの場合は、アドバンスとして先にお

金を払うことも考えます。ただ、アドバンスで払うケースはとても少ないです。

• 加工は御社がされているのですか？
– 加工は必要です。CPがコンテンツ原材料を当社に提供するとき、いずれか必ず加工

せねばならない。なぜなら、着メロ、画像、映像、全て、携帯電話の仕様はそれぞれ
違うからです。CPが加工するときは、当社の要求に応じて、加工せねばいけません。

– SPCPどちらが加工するか、の要素はレベニューシェアの比率には大きくは関係ありま
せん。まずはコンテンツの力の関係により、コンテンツごとに条件は違います。

• SPの視点から見た良い携帯電話、コンテンツを使いやすいメーカー機種は？
– NOKIA、モトローラ、ソニーエリクソンですね。
– SPは、monternetでよく使われている携帯電話の種類や数を把握していますが、これ

は内部資料です。代表的な機種は、モトローラV3、E680、ソニーエリクソンK700C、
NOKIA７２００、３５００、３１００です。これら機種に対して加工するのが良いです。

• ３Gのときに必要になるコンテンツのニーズは現在と同じですか？
– そんなに差はないでしょう。
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インタビュー～ＳＰ＜フラクタリスト＞インタビュー～ＳＰ＜フラクタリスト＞

• 当方
– フラクタリスト側

– 3月21日、チャイナモバイルと共にあるサービスを発表しました。このサービスが当社
がおおよそ中国（関連会社「飛拓無限」）でやっていくメインビジネスになっていきます。

– これは、2.7億人の携帯利用者がいるチャイナモバイルのサービスプラットフォームを
媒体化しましょうというもの。日本でいうと、D２C（ドコモと電通のＪＶ）の中国版の立
ち位置ということが、一番近い概念です。

– ＭｏｎｔｅｒｎｅｔのＷＡＰユーザーが90百万人から1億人近く。アクティブに使っている
ユーザーで40百万人ぐらい。毎月300万人ぐらいのペースでmonternet利用者が増
えています。このプラットフォームを、今までコンテンツを有料で配信する世界だったも
のを、広告の媒体にしていくというビジネスモデルを考えていきます。各々WAP、SMS、
IVRのコンテンツプラットフォームで、プル、プッシュ両方の広告ビジネスを、チャイナモ
バイルとしてやっていくのですが、そこの実質的なＲＥＰという立場が当社になります。

• REPは一社ですか？
– 現状、そうです。このＷＡＰブラウザーの媒体価値を、チャイナモバイルが伸ばしてい

き、且つ収益をあげていくわけです。

• 広告はどのように出てきますか？
– Monternetのトップページに入ると、バナーが一つか二つ出ています。モバイルメディ

ア（移動伝媒）というブランド名です。カテゴリメニューごとにも広告枠を作っていきま
すので、ＳＰのメニューに到達する途中にも、広告が色々ちりばめられます。

• 広告代理店を通して販売するのですか？
– 弊社は大手広告代理店を経由して販売するケースもあるが、直販のルートも展開し

ております。

日　時 ：2006年3月
ご対応者 ：フラクタリスト　田中社長、唐マネージャー
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• モバイルメディア（移動伝媒）はいつから始まりましたか？
– 昨年夏から実験が始まりました。その実験成果がよかったので、10月、11月ぐらい

から五月雨式に動いて。報道発表が3月21日。現在、本格稼動始まってきました。
– クライアントでいうと、マイクロソフトや、モトローラなど端末メーカーが多いですね。端

末メーカー、飲料、化粧品、PCといった会社が主流です。

• クリックするとどこに移動するのですか？
– コーポレートサイトとキャンペーンサイトです。形としては、元々ＳＩＮＡなどが、コカ・コー

ラのサイトを運営していて、そこに誘導することもありますし、コーポレートサイトの作
成から全て当社で製作するということもあり、クライアントのモバイルサイト運用状況
によりまちまちです。

• コーポレートサイトに飛ぶということはどういう形ですか？
– 日本と同じです。中国も大分勝手サイトが増えてきていて、コーポレートサイトは別に

存在します。飲料とか自動車とか、自社の商品をコマースで売るとか、キャンペーン
でブランディングさせるとか、そういう目的意識が中心になっています。

– 基本的には、移動伝媒の広告主のページは全部、公式サイトとして認定されます。チャ
イナモバイルの勝手サイトに対しては、ユーザーの番号などの情報は一切提供されま
せん。公式サイトに対してのみ、これらの情報が提供されます。そういう意味で、移
動伝媒は全てこういう情報もとれるようになっています。

• 大体の属性もみえてきていますか？
– ターゲットも割りと絞り込めます。ただ、もちろん移動伝媒はポータルサイトなので、あ

んまりワンＴＯワンマーケティング的なことよりも、マス媒体の枠で、大きい会社にど
んっと買って貰うのが広告の売り方としては主流です。やりようによっては、端末メー
カーで、ＮＯＫＩＡとかモトローラ各々対象に、広告枠を売るとかはできるでしょう。

• 例えば、飲料のケースのときの効果はいかがですか？
– 飲料の場合は、クローズドキャンペーンや懸賞キャンペーン系の誘導が多いです。当

社が移動伝媒の仕事をとれた理由は、もともと、懸賞キャンペーンをやっていたこと
が大きい。キャンペーンやると、トラフィック量がすごいのです。

– 消費者が買う商品に、プロモーション応募のためのシリアル番号を商品に貼付して
おくと、SMSで応募してくる形です。3億本やると、5％とか10％とかレスポンス率が
あります。

• ＳＭＳのキャンペーンはいつごろからはじめたのですか？
– 2003年からはじめました。これが評価されました。コカ・コーラとか、ペプシなどクラ

イアントでしたので、そのたびに多くのユーザーをＭｏｎｔｅｒｎｅｔに誘導できたのです。
キャリアとしても、自社のポータルサイトを浸透させるために、飲料のキャンペーンな
どに、うまくタイアップしたい、という思惑もあって、当社側からも多くのユーザーの誘
導により、monternetの媒体価値を高めるというＷＩＮＷＩＮの関係ができたのです。
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• ＳＰ免許を飛拓無限でもっていますか？いつごろ取得されましたか？
– コンテンツプロバイダーが中国で必要となる免許は全部持っています。ＳＭＳ、ＷＡＰ、

ＩＶＲ、ＪＡＶＡなどの配信権はもっています。
– 2004年夏ごろライセンスを全部見直すという出来事があった。今の飛拓無限のライ

センスは、このとき最初に認可もらった83社の一つです。今は少し増えて全国で百
何十社ぐらいです。全国ライセンスは少ないです。地方ライセンスは計算したら、
1000社ぐらいはいくでしょう。

– 携帯の増値業務の全国版をとるのは、資本金規制（1,000万元以上）など大変です。
また、キャリアのＳＰになるのも、キャリアとの良好関係必要で、結構敷居が高いです。

• キャリアとの関係もよかったわけですね。
– 広告主向けトータルなモバイル・マーケティングのソリューションを提供しており、その

基盤になるのは中国の二大モバイルキャリアの中国移動と中国聯通（ユニコム）の全
国でのSMS、WAPライセンスになります。

• コンテンツ配信の状況はいかがですか？
– 配信はやっていますが、このビジネス自体が、当社として光り輝くかというと、あまり

そうは思っていません。ＷＡＰだと空中網とかＴＯＭとかのいくつか上場企業が出て
きて、そこと真っ向勝負になるビジネスは避けていこう、という感じです。当社がコン
テンツを企業向けのモバイル・キャンペーン中のギミックとして利用し、展開したいと
思っております。

• 日本のＣＰからの配信ニーズはありますか？
– あります。ただ、あまりアグリゲーションでは儲かりません。日本で成功したiモードコン

テンツが中国で勝てるかというとそうでもないです。コンテンツのニーズは違うし、プ
ラットフォームも違います。成功するにはかなりの努力が必要と思います。

• 御社として、これだったら中国で配信してもいいコンテンツはありますか？
– 日本で進んでいるＪＡＶＡとか。これは中国で作るのは大変だな、と思えるコンテンツ

は一応検討しています。現在当社では、ＣＣＴＶ６（中央電視台映画チャンネル）とチャ
ンネルＶの公式サイトを運営しています。結局、ローカルのコンテンツを、ローカルで仕
入れてやる、というのが現実的です。

– いくつか日本のテレビ局から一緒に番組連動コンテンツやろうという話もあったが、
出てきては消え、やったこともありますが、大してトラフィックはこないです。

• 現地で成功したコンテンツは？
– 日本の２、３年前ぐらいの状況です。着メロ、待受画像、日本で当時立ち上がったコ

ンテンツは、中国のＷＡＰでも成功していて、コンテンツの差別化というよりは、リー
チがどれだけできるかです。迷惑メールでもとにかく使え使えと送ったＣＰが勝ってい
るのが現状です。各社コンテンツに違いがあるか、というとあまり差はないのです。

– 着メロはやっぱり人気あり、香港、台湾など、中国で流行っている曲が売れます。
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• プッシュ型広告のやり方について
– キャリアとしては、クレームもくるので、マスメーリング・迷惑メールは原則禁止。CP

（SP）がやった場合は、ライセンスの停止・取消などにもつながります。
– 我々は、ＷＡＰＰＵＳＨでやろうとしているのは、キャリアが一回パーミッションをとると

いう形です。「チャイナモバイルからの御知らせ」というメールを受け取るのは問題な
い。これからお得情報を送るけどいいですか？と、パーミッションとって、スポンサー
からお金をもらって、ＷＡＰＰＵＳＨをやっていきます。基本的に、これをオフィシャルに
やれる会社は当社しかありません。

• 御社はいつ設立されたのですか？
– 日本の当社は2000年です。従業員数は、日本が50名、中国が120名です。

• 中国の120名の業務内容は何ですか？
– モバイル広告の営業、企画、開発は約半分になります。それとモバイル販促プロモー

ションの企画、システム開発及びコンテンツ配信のプランナーなどです。

• 中国の会社状況について教えてください。
– ライセンスの会社は、資本金は1000万人民元。
– オフショアリングしています。まずライセンス会社が飛拓無限です。そして持株会社を、

海外ＢＶＩ（英領ヴァージン諸島）をつくっています。そこから、現地法人100％子会社
を作って、飛拓無限と契約関係を構築しています。よくあるIT系企業のスキームです。

• 扱いは外資ですか？
– よって内資になります。ＢＶＩと飛拓無限とは契約関係で、飛拓無限の株主役員に対

して縛りをかけています。勝手に資産を移動できないような形です。株式上場すると
したら、ＢＶＩをアメリカに上場させるというようなストーリになります。

• ３Ｇの免許について
– 誰もまだ知らないことであまりコメントできません。信息産業部の内部でも色々情報

があるでしょう。そろそろ決まるだろうとは思います。
– 標準は一社一社キャリアごと違うでしょう。最終的にどのキャリアがどの標準で運営

するかについては、まだ全然わかりません。

• ３Ｇに向けてやっていきたいことを教えてください
– 第三世代３Ｇ標準が出てくると、キャリアはＩＭＳを導入しますので、当社の別の

NomadicNode事業部のグローバル戦略の視点でいうと、中国マーケットにキャリアの
ＩＭＳに連携するＶＯＩＰとか、Push to talkとか、メッセンジャーなどのソリューションを
キャリアに提供していきたい、というビジネスチャンスが増えることは間違いないです。

– ３Ｇの基準は、ＷＣＤＭＡだろうが、ＴＤＳＣＤＭＡだろうが、広告ビジネスはその上の
アプリケーションになります。スタンダードはあまり関係ないが、モバイル広告の普及
にはよい基盤になると思います。
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• 話は戻りますが携帯コンテンツは有望視していないのですか？
– コンテンツ配信については、当社も冷や飯を4年間食べました。ただ、今はコンテン

ツ自体は儲かるCP（SP）もあると思う。当社ももう少しがんばれば、コンテンツでも儲
かる、という思いはあります。

– 日本と同様、中国も空中網、ＴＯＭとか、勝ち組負け組が決まってきて、成熟期に入っ
てきているのは事実です。生半可なコンテンツで生半可に参入しても駄目です。

• ＭＭＳの状況はいかがですか？
– ＷＡＰの方がいいです。ＭＭＳの収入は、あまり期待できません。ＭＭＳは、共通のプ

ラットフォームがないので難しい。ＭＭＳコンテンツは、ＷＡＰでもダウンロードできます。

• 携帯ゲームの状況はいかがですか？
– 携帯ゲームはなかなか苦しい。ＪＡＶＡの端末スペックが統一されていないので色々

百宝箱にゲームをつくりおいて、且つそこで収益を上げることは大変です。
– ゲーム各社、伸びているとは思いますが苦戦されてるでしょう。大手6～8社ぐらいで、

全部の売上を占めています。ＪＡＶＡは、大手が更に勝ち続けて、今駄目な会社はこ
れからも難しいでしょう。ゲームで強いところは、空中網とかＳＩＮＡとか、コアテック。

• 日本のコンテンツでニーズがあるものは？
– 日本のコンテンツという言い方が良いかわかりませんが、日本はやはり進んでいます

ので、日本で優位性ある技術を持つ会社は、チャンスはたくさんあると思います。
– 例えば、アクセス社は、チャイナユニコムのメールサーバーをやっています。メールはキ

ラーの中のキラーコンテンツです。ナビタイム社はＧＰＳと連携した経路検索システム
でチャイナユニコムともチャイナモバイルとも提携しています。流行っているかどうかは
別にして、チャイナユニコムは、テレビＣＭでうったりしている。中国のキャリアにとって
も、魅力的なコンテンツで、日本から仕入るコンテンツも結構出てきています。

– 当社はＢｔｏＣをやっているわけではないが、モバイルマーケティング、広告というコン
テンツであれば、日本でのノウハウを生かしながら、中国で展開していくというところ
では、確かにビジネスになってきています。キャリアのプラットフォームに近いエリアで、
日本が優位性があるテクノロジーを持ち込む形のコンテンツ事業はあるかもしれない。

– ＣＰで入っていって、アグリゲートという形はなかなか難しいですし、「占いサイト作りま
した」という形も、相当厳しいだろう、という印象を持っています。結構パクりや、明ら
かに著作権違反だろう。っていうコンテンツも見かけます。キャリアからするとCP（SP）
の自己責任ですが、日本のコンテンツが著作権侵害されている事実はあります。日
本から進出した会社が損害がはっきりさせないといけないでしょう。

• 端末メーカーで強いのはどこですか？
– ＮＯＫＩＡ、モトローラ、サムソン、ソニーエリクソン、レノボ。日本は三菱が撤退して、

松下は３Ｇまでやりません。ＮＥＣはまだがんばっています。
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• 当方
– 飛拓無限側

• チャイナモバイルと良好な関係が築けている、という印象です。
– そうですね。公式サイトでのモバイル広告自体は始まったばかりですが、チャイナモバ

イルと一緒に、このモバイル広告を実施できています。発展の将来性は結構高いと
思います。

• 今まで柱となってきた事業は？
– 会社設立したとき、既に中国においてモバイルコンテンツ事業のマーケットには色々

競争相手がいる中で、まずフォーカスしたのが、モバイルマーケティング事業です。
– 当社は日本のフラクタリストや、広告代理店等と一緒に作ったＪＶです。広告代理店

にとっても差別化できるサービス、モバイルマーケティングにフォーカスしました。
– 設立後は、例えば、全国に1億本以上の飲料メーカーのキャンペーンをやったり、ある

いは、テレビＣＭと連動した形のキャンペーンも実施したりしました。そうするとデータ
ベースも色々たまるし、クライアントベースも増えてきます。

– 去年の初めぐらいから、チャイナモバイルが公式サイトで広告ビジネスやりだすという
計画ある中で、当社がモバイルキャンペーン一番こなす実績もっている会社であるし、
クライアントベースももっているので、一緒にやれることになりました。

• まずマーケティングでは、どういうマーケティングが出来るのですか？
– まずクロスメディアマーケティングです。例えば、飲料水や車のキャンペーン、テレビと

かポスターとか色々な広告を出すときに、組み合わせて展開する携帯を使ったキャン
ペーンに参加すれば、色々インセンティブをもらえる仕組みになっています。

– クライアントから見ると、エンドユーザーと、ワントゥワンでのコミュニケーションができ
るようになります。携帯電話番号をもっているユーザーが、当社のサーバーを経由し
て、クライアントとコミュニケーションするわけです。携帯電話を既存の広告代理店の
メディアに、もっと盛り込んでいき、携帯が一つのツールとなって、既存の色々な媒体
とリンクできるようになっていきます。

• 携帯電話のmonternetでは、モバイル広告の展開を始めたのですね
– 最近始まったばかりのサービスが、キャリアの公式サイトmonternetでのバナー広告の

サービスです。バナー広告をクリックすると、キャンペーンサイトにとんでいったり、クラ
イアントサイトに飛んでいったりします。広告スペースによって金額がかわります。

日　時 ：2006年4月
ご対応者 ：飛拓無限信息技術（北京）有限公司　陳執行董事
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• 広告スペースはどのような場所ですか？
– 日本のiモード画面とは若干違って、iモードだとトップ画面の目次はいつも一緒であま

り変わりませんが、monternetのトップ画面は、ニュースなどは毎日変わります。広告
を出せるのは、まずトップ画面の最初のバナーの位置ですね。他には、日本のような
「得するメニュー」を開くと、キャンペーンが色々あったり、テキストリンクはってクリック
するとキャンペーンサイトにとんでいけたり、あとは、各カテゴリメニューをクリックする
と、メニューの中にも広告の入り口や、バナー広告、テキストリンクがあったりします。

• マネジメントチームについて
– クアルコムとか信息産業部での業務経験者、ＳＰでのモバイルコンテンツ事業の業

務経験者や、マッキャンエリクソンなど代理店での業務経験者が揃っています。

• まだ広告枠は余裕ありますか？
– いずれmonternetの広告スペースは、限界がくるだろうという想定もあります。とはい

え、キャリアにはチャイナモバイルだけでも3億近いユーザーがいます。これに対してパー
ミッションとった後での広告配信とか、色々マーケティング、広告をうっていくことがで
きる意義は大きいです。

• 現在、お客さんの属性をとれますか？
– 例えば、前モトローラ向けのキャンペーンをトップページで実施しました。１日で大体

一万人の人の所得、年収、男女別、携帯端末買うんだったらどういう端末買うとか
アンケート情報を集められました。一ヶ月で30万人ぐらい集まったわけです。中国の
携帯電話端末は、3000～5000元のモデルで、1モデルあたりの販売台数は大体5
～10万台。よって、30万人の携帯に興味持つユーザーの情報は、クライアントにとっ
て、とても魅力的なアプローチの対象になります。

– また、Monternetにアクセスしてくるときに、ユーザーがどういう携帯番号もっていて、
どういう端末使っていて、その端末が男性向けか女性向けか、金額がどれくらいな
のか全てわかります。そのユーザーが使っているカードは全球通かＭ－ＺＯＮＥなのか、
プリペイドなのか、大体ハイエンドなのか、若者なのか、分かります。

• 最初からターゲットを絞りこんで配信するケースもありますか？
– キャンペーンによっては、キャリアの協力を得て情報配信するケースもあります。例え

ば、ワールドカップのチケットのケース。実はこれから実施するのですが、キャリアの
monternetのトップページにワールドカップのメニューを設けます。そしてメニューでは
色々な広告主がスポンサードします。エンドユーザーに対しては、ワールドカップの期
間中に情報配信し、あるいは広告主の名前を出して、この広告主がスポンサードし
た情報を毎日無料でお届けしますと、プロモーションをかける形です。

– ただ、勝手の配信はまだしていません。パーミッションをとってから配信します。今は
積極的にあまりそういうことはしません。いきなりやってしまうと、信頼性なくなるリス
クがあります。まず、ユーザーが自然に見に来るという形で体験してもらって、それ以
降はパーミッションとってやっていく、という形です。
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• チャイナモバイルのユーザー2.7億が全て対象になるのですか？
– そうですね。その中で、毎日のmonternetトップページだけで、ページビューが500万

ぐらいあります。そしてアクティブユーザー30百万人が1ヶ月2回ほど訪ねています。

• データベース化しているのですか？
– チャイナモバイルがもっているデータベースなので勝手には出来ません。ただ、キャン

ペーン次第でデータベースはたまりますので、クライアントと可能な範囲で利用します。

• どういうふうに価格を設定するのですか？
– 値段の設定は、バナーは、CPMで売っているケースもあるし、インプレッションで売っ

ているケースもあります。あとは、枠でどのくらい金額、というケースもあります。
– 結構ばらばらで、例えば、トップページのトップバナーの値段は、1日だいたい2,30万

元など。トップページはどちらかといえばCPMで売っています。１CPMが100元といっ
た形です。

– WAP、SMS、WAPプッシュ以外に、例えば、CRBTを利用するキャンペーンもあります。
5月から7月にかけて展開するのですが、中国最大の牛乳メーカー「Yili」が、テレビ
CMである新しい芸能人を使って、新しいCMソングを使います。牛乳を購入しSMSを
送信すれば、自分の携帯のCRBTにこのCMソングを設定することが可能です。SMS
を送信すれば自動的にそういう設定されるプロセスですので、お客さんからみれば、
番号送るだけでOK。クライアントからすれば、同じCMソングを1日20、30人の人に
聞かせることができて、口コミ効果も期待できる、良い広告展開方法だと思います。

• 映画の宣伝広告も可能性ありますよね？
– 映画の宣伝はまさにチャンスあります。クリックすれば予告編を流したりなど。
– 多分、コンテンツのプロモーションが出来るのが、例えば今年も決まっている、コカ・コー

ラやペプシとのモバイルキャンペーンですね。本数的には、何十億本のキャンペーン
をやります。最新のタレントの楽曲とか、ユーザーが自由にきけたり、キャンペーン参
加することによってダウンロードできたりなどの取組です。

• 中国での携帯コンテンツ配信についてはどう考えますか？
– 我々のコンテンツとしての一つは、既存のメディアとのタイアップがあります。去年は

チャンネルVとの番組連動サービスや、CCTV６チャンネルとのSMSとWAPの連動サー
ビスを提供したりしました。チャンネルVのケースは、全国展開のイベントがあるので、
まずテレビで視聴し、その後SMS等携帯で懸賞に参加して、抽選にあたった人が、現
場の有名人のイベントに参加できたりします。

– CCTV６チャンネルのWAPサービスは独占的にやっていて、公式サイトとして展開して
います。番組連動の場合、番号をいれてSMSで送信すると。チャンネルの会員クラブ
に参加できたりします。会員として課金しているのは数十万人ぐらいありますが、キャ
ンペーンなども色々やっているので、全てで500万人ぐらいのデータベースになって
いると思います。

– 中国のコンテンツマーケット自体はある程度飽和状態になっているし、競争も激しい
ので、大手SPもある程度売上が落ち着いてきている状態ですね。もう結構成熟した
マーケットというふうにみています。
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＜中国事業全般の状況について＞
• 中国での駐在員事務所や現地法人の状況について教えてください。

– 現在はありませんが準備中です。
– 香港には1997年3月、東映アニメーションエンタープライズを設立しています。登記

が1995年で、営業開始が1997年です。ここから中国事業を管轄していました。
– 香港での設立以前は、ディストリビューターを介して、聖闘士星矢、一休さんや、花の

子ルンルンなどを、中国で展開していました。
– 江波戸氏は1998年から2004年に香港にいました。ちょうどデジモンとかドラゴンボー

ルなどがあたったときでした。デジモンのときには、中国のテレビで放送して、ビデオ
販売して、商品化も15,6社ほどライセンスしていました。アパレルや靴などです。

– デジモンやドラゴンボールの大陸での放送はシンジケーションを通してやりました。デ
ジモンは北京のシンジケーション経由で、ローカル局をくまなく40局ぐらいネゴして組
んでやっていました。

• どういう作品を展開する考え方ですか？
– 商品化も考えると、やはりデジモン、ドラゴンボールがメインですね。ビデオ販売でい

えば、当社の作品は多くを出しました。
– 放送にかけるとなると、センサーシップなど厳しいところもあるので、かなり選んでやっ

ています。ここ数年、中国では難しい状況になってきています。
– 地の利からいっても、香港の管轄だと少し限界があります。ビデオは主に広東省。商

品化の事業者だと上海周辺が多いです。あと、センサーシップは全部北京ですね。
– そこで、当社としては、東京では版権ライセンスのノウハウもあり、国際部もあり、企

画営業部もあるから、香港からではなく、東京から本格的に集中して進めていこう、
ということで今年から準備している状況です。

• 今年の展開状況はいかがですか？
– 当社では、ドラゴンボールとデジモンはＳＭＧと契約しました。1999年のときにとった

センサーシップの許可証をもって、ＳＭＧにセンサーシップ申請出してもらったら問題
なかったです。過去のセンサーシップもいきます。上海の衛星アニメチャンネルで、も
う流しています。もともとＳＭＧとはずっとコンタクトしていました。「スラムダンク」の
再放送もやります。

– 新作のセンサーシップを通すのは非常に難しいし、時間もかかります。
– ここ1,2年はおそらく、一度放送したものをリバイバルしながら、商品化も含めてやっ

ていこうという形だと思います。

＜中国事業全般の状況について＞
• 中国での駐在員事務所や現地法人の状況について教えてください。

– 現在はありませんが準備中です。
– 香港には1997年3月、東映アニメーションエンタープライズを設立しています。登記

が1995年で、営業開始が1997年です。ここから中国事業を管轄していました。
– 香港での設立以前は、ディストリビューターを介して、聖闘士星矢、一休さんや、花の

子ルンルンなどを、中国で展開していました。
– 江波戸氏は1998年から2004年に香港にいました。ちょうどデジモンとかドラゴンボー

ルなどがあたったときでした。デジモンのときには、中国のテレビで放送して、ビデオ
販売して、商品化も15,6社ほどライセンスしていました。アパレルや靴などです。

– デジモンやドラゴンボールの大陸での放送はシンジケーションを通してやりました。デ
ジモンは北京のシンジケーション経由で、ローカル局をくまなく40局ぐらいネゴして組
んでやっていました。

• どういう作品を展開する考え方ですか？
– 商品化も考えると、やはりデジモン、ドラゴンボールがメインですね。ビデオ販売でい

えば、当社の作品は多くを出しました。
– 放送にかけるとなると、センサーシップなど厳しいところもあるので、かなり選んでやっ

ています。ここ数年、中国では難しい状況になってきています。
– 地の利からいっても、香港の管轄だと少し限界があります。ビデオは主に広東省。商

品化の事業者だと上海周辺が多いです。あと、センサーシップは全部北京ですね。
– そこで、当社としては、東京では版権ライセンスのノウハウもあり、国際部もあり、企

画営業部もあるから、香港からではなく、東京から本格的に集中して進めていこう、
ということで今年から準備している状況です。

• 今年の展開状況はいかがですか？
– 当社では、ドラゴンボールとデジモンはＳＭＧと契約しました。1999年のときにとった

センサーシップの許可証をもって、ＳＭＧにセンサーシップ申請出してもらったら問題
なかったです。過去のセンサーシップもいきます。上海の衛星アニメチャンネルで、も
う流しています。もともとＳＭＧとはずっとコンタクトしていました。「スラムダンク」の
再放送もやります。

– 新作のセンサーシップを通すのは非常に難しいし、時間もかかります。
– ここ1,2年はおそらく、一度放送したものをリバイバルしながら、商品化も含めてやっ

ていこうという形だと思います。

日　時：2006年3月
ご対応者：江波戸国際部課長、若林氏、横山経営企画部課長、吉川氏
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・中国の携帯コンテンツ配信の状況を教えてください。
– 携帯配信は昨年ＴＯＭと始めました。
– ただ、当社の作品は、原作者さんなどとの関係もあって、一部は携帯配信について

まだ話がついていない状況もあります。その中でも10作品ぐらい、中国でも知名度
がある、一休さんや花の子ルンルンなどを配信しているのですが、レポートを見る限り
では難しい状況です。

– やはり認知度があまりないことが問題であるのと、トップページなどでうまく露出して
いかないと厳しいです。ＴＯＭの中のライブラリの一部になっている感じなので、これ
では厳しいかな、と自分自身は思っています。

– あと作品に関しても、もう少したくさん配信できればいいなと思います。
– 現状は、ＭＭＳベースで待受画面、静止画を配信しています。
– 携帯配信は先行気味に始めた。今年からは、日本と足並みをそろえながら、全社的

に展開していきたい。
– MMSだけではなくて、今後はＷＡＰなどで、動画配信や着メロなどもやっていきたいで

す。（権利をクリアするのは色々難しいが）

• インターネット系のPCでのコンテンツ配信ニーズはありますか？
– VOD、PPV等々多様なニーズがあります。
– 基本的には作品ごとばらばらの展開ではなく、ライブラリをまとめて展開できるよう

にしたい。不可能ではないと思う。
– デジモンだけ、おジャ魔女ドレミだけ、とかそういう形はやらないで、コンテンツをまと

めて、どかっといきたい。インパクトを薄くしたくないですね。
– ＴＯＭ、空中網、ＳＩＮＡにしても、彼らのコンテンツの一部にはなりたくないです。東

映アニメーション（東映動画）という名・ブランドでやっていきたいです。
– コンテンツのプロバイダーというよりも、東映アニメーションとして戦略的に如何にま

とめて展開していくかが重要です。
– 「東映動画」という名前は、中国で認知度がありますから、これを活かしたい。

• 現段階も、ＭＭＳ含めて携帯配信は続いていますか？
– はい。続いています。一応契約更新する予定です。静止画の配信です。
– アメリカなどの状況をみても、日本と韓国以外では、動画を携帯で見るユーザーは、

あまりいないのではないか、と感じます。ＧＩＦアニメも日本と韓国ほどは多くない。一
世代ぐらい遅い感じがします。

• レポート数字が良くないということでしたが？
– ＴＯＭにしても、膨大なコンテンツをもっていて、香港のスターとか台湾の役者など、

全部色々扱っているコンテンツの中の一つになってしまって、埋もれちゃってるんじゃ
ないかと思います。

・中国の携帯コンテンツ配信の状況を教えてください。
– 携帯配信は昨年ＴＯＭと始めました。
– ただ、当社の作品は、原作者さんなどとの関係もあって、一部は携帯配信について

まだ話がついていない状況もあります。その中でも10作品ぐらい、中国でも知名度
がある、一休さんや花の子ルンルンなどを配信しているのですが、レポートを見る限り
では難しい状況です。

– やはり認知度があまりないことが問題であるのと、トップページなどでうまく露出して
いかないと厳しいです。ＴＯＭの中のライブラリの一部になっている感じなので、これ
では厳しいかな、と自分自身は思っています。

– あと作品に関しても、もう少したくさん配信できればいいなと思います。
– 現状は、ＭＭＳベースで待受画面、静止画を配信しています。
– 携帯配信は先行気味に始めた。今年からは、日本と足並みをそろえながら、全社的

に展開していきたい。
– MMSだけではなくて、今後はＷＡＰなどで、動画配信や着メロなどもやっていきたいで

す。（権利をクリアするのは色々難しいが）

• インターネット系のPCでのコンテンツ配信ニーズはありますか？
– VOD、PPV等々多様なニーズがあります。
– 基本的には作品ごとばらばらの展開ではなく、ライブラリをまとめて展開できるよう

にしたい。不可能ではないと思う。
– デジモンだけ、おジャ魔女ドレミだけ、とかそういう形はやらないで、コンテンツをまと

めて、どかっといきたい。インパクトを薄くしたくないですね。
– ＴＯＭ、空中網、ＳＩＮＡにしても、彼らのコンテンツの一部にはなりたくないです。東

映アニメーション（東映動画）という名・ブランドでやっていきたいです。
– コンテンツのプロバイダーというよりも、東映アニメーションとして戦略的に如何にま

とめて展開していくかが重要です。
– 「東映動画」という名前は、中国で認知度がありますから、これを活かしたい。

• 現段階も、ＭＭＳ含めて携帯配信は続いていますか？
– はい。続いています。一応契約更新する予定です。静止画の配信です。
– アメリカなどの状況をみても、日本と韓国以外では、動画を携帯で見るユーザーは、

あまりいないのではないか、と感じます。ＧＩＦアニメも日本と韓国ほどは多くない。一
世代ぐらい遅い感じがします。

• レポート数字が良くないということでしたが？
– ＴＯＭにしても、膨大なコンテンツをもっていて、香港のスターとか台湾の役者など、

全部色々扱っているコンテンツの中の一つになってしまって、埋もれちゃってるんじゃ
ないかと思います。



74

インタビュー～ＣＰ＜東映アニメーション＞インタビュー～ＣＰ＜東映アニメーション＞

– ユーザーの一人が、東映動画のキャラクターをここまで熱心に取りに行こうというま
で爆発したキャラクターでもないかもしれない。例えば、一休さんも、ものすごく人気
ですけど、一休さんを見ていた人たちの世代が、待受をダウンロードしようとは正直
なかなか思わないでしょう。

– 携帯コンテンツをダウンロードする世代をターゲットに絞って、その人たちの認知度を
どう高めるかが課題です。昔人気があったからとはいって、子供は知っているわけで
はありません。大人がダウンロードするわけではないのです。

• 携帯配信されているコンテンツはどういうものですか？
– 第一弾は、一休さん、花の子ドレミ、銀河鉄道９９９など10作品程度です。

• ＷＡＰは開始してませんね？SPからコンテンツの買いきり希望はありますか？
– ＷＡＰはまだやっていません。当社はレベニューシェア方式です。とはいえ収入は少な

いので、もう少し作品揃えたいです。

• 携帯コンテンツの配信等において。今後どういう展開をしたいですか？
– インターネットにしても、携帯にしても、今後、デジタルでの商売が主流になってくる

と思うので、まず、そこに向けてのコンテンツの整備が大事です。中国のみではあり
ません。当社だけではなく、原作者さんなども含めて一緒にやっていきたい。このあ
たりをどう足並みを揃えて、東映アニメーションのブランドとしてやっていくかです。

• ＳＰの免許をとることは考えましたか？
– 情報の収集は絶えず行っていて、一昨年前ぐらいにはSP免許も考えたが、免許とる

のは大変だなと思いました。今の段階はＣＰでよいかなと思っています。

• 中国内のマーケットはどうみていますか？
– 上海、広東省、北京の海岸の３エリアが軸です。あとは四川省など更に発展してい

きます。海岸だけでも十分市場ですね。

• アニメソングのCRBTなどは検討されていませんか？
– やろうとはしていました。ただ、例えば、一休さんはカラオケにあるぐらいで有名です

けれども、その他については、殆ど知られていないと思います。日本では、知っている
からダウンロードするわけです。繰り返しになりますが、認知度があるかないかが大事
です。

– 日本の音楽は有名だから、アニメーションよりは状況良いのではないでしょうか。

• ゲームの展開状況はいかがですか？
– ゲームのセンサーシップもあって、なかなか通りません。一杯話はきています。

– ユーザーの一人が、東映動画のキャラクターをここまで熱心に取りに行こうというま
で爆発したキャラクターでもないかもしれない。例えば、一休さんも、ものすごく人気
ですけど、一休さんを見ていた人たちの世代が、待受をダウンロードしようとは正直
なかなか思わないでしょう。

– 携帯コンテンツをダウンロードする世代をターゲットに絞って、その人たちの認知度を
どう高めるかが課題です。昔人気があったからとはいって、子供は知っているわけで
はありません。大人がダウンロードするわけではないのです。

• 携帯配信されているコンテンツはどういうものですか？
– 第一弾は、一休さん、花の子ドレミ、銀河鉄道９９９など10作品程度です。

• ＷＡＰは開始してませんね？SPからコンテンツの買いきり希望はありますか？
– ＷＡＰはまだやっていません。当社はレベニューシェア方式です。とはいえ収入は少な

いので、もう少し作品揃えたいです。

• 携帯コンテンツの配信等において。今後どういう展開をしたいですか？
– インターネットにしても、携帯にしても、今後、デジタルでの商売が主流になってくる

と思うので、まず、そこに向けてのコンテンツの整備が大事です。中国のみではあり
ません。当社だけではなく、原作者さんなども含めて一緒にやっていきたい。このあ
たりをどう足並みを揃えて、東映アニメーションのブランドとしてやっていくかです。

• ＳＰの免許をとることは考えましたか？
– 情報の収集は絶えず行っていて、一昨年前ぐらいにはSP免許も考えたが、免許とる

のは大変だなと思いました。今の段階はＣＰでよいかなと思っています。

• 中国内のマーケットはどうみていますか？
– 上海、広東省、北京の海岸の３エリアが軸です。あとは四川省など更に発展してい

きます。海岸だけでも十分市場ですね。

• アニメソングのCRBTなどは検討されていませんか？
– やろうとはしていました。ただ、例えば、一休さんはカラオケにあるぐらいで有名です

けれども、その他については、殆ど知られていないと思います。日本では、知っている
からダウンロードするわけです。繰り返しになりますが、認知度があるかないかが大事
です。

– 日本の音楽は有名だから、アニメーションよりは状況良いのではないでしょうか。

• ゲームの展開状況はいかがですか？
– ゲームのセンサーシップもあって、なかなか通りません。一杯話はきています。
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• 当方
– iResearch側

• 中国での携帯電話付加価値サービス市場の現状と将来について御社として
の見通しを教えてください。

– WAP、SMS、MMSは全てデータ付加価値サービスです。彩鈴は音声付加価値サービ
ス。当社はそれら全てを研究しています。最近の研究内容としては、着メロや画像、
チャット、WAPの割合が多くなってきました。これらはチャイナモバイルの売上の20％
を占めていて、チャイナユニコムの場合の割合はまだ少し低いです。

– 移動付加価値サービスを実施するSPは数千社あります。ユーザーによる利用量が最
も大きいのはSMSです。2004年はキャリア全体で、250億元余の収入がありました。
ユーザー同士のSMSは、コンテンツではなくて通信なので、私の研究範囲外となりま
す。当社は、主に、SMSの笑い話、ニュースや天気予報のような付加価値コンテンツ
サービスについて研究します。2004年のSPサービスの売上は42億元で2005年は
50億元に達していると思います。

– 2005年の付加価値コンテンツサービスの売上増加の割合は少なくなっています。こ
れは政策と関係があります。SMSはとても人気あるので色々問題もありました。例え
ば詐欺事件などです。よってキャリアも信息産業部も、SMS運用に対する規定を厳し
くしたのです。とはいえ、SMSは未だ非常に将来性があります。2005年のキャリアの
売上の第１位はSMS、第２位はCRBT、第３位はWAPです。一方、SPの売上の第１位
はSMSですが、第２位はCRBTではありません。CRBTの収入の多くがキャリアによっ
てシェアされているからです。SPにとって第２位はWAPで、第３位がCRBTです。今年
はCRBTの伸びが比較的速く、ユーザーの数はとにかく伸びています。CRBTは、中国
移動、中国聯通、他に中国網通、中国電信も実施しています。（小霊通にて）

• SP企業の運営状況はどうなっていますか？
– SP企業の数が多く、これまで中小企業でも比較的良い収入がありましたが、ここ2

年間、競争が激しく、且つ政策も厳しくなったため、多くの中小SPが倒産の危機に
陥りました。一方、大手企業は利益を上げています。膨大なユーザー基礎を築いた
からです。大手企業の7、8社は全体の50％以上のシェアを占めています。大手SP
の中には新浪や捜狐、腾讯のような知名度高いインターネットポータル企業があれ
ば、直接携帯付加価値サービスに進出し、ネット上ではそれほど知名度が高くない企
業、空中网，掌上霊通，华友世纪などもあります。新浪、腾讯は、SMSが売上の大
半を占めています。一方、TOMの場合はSMS売上が少なめの一方で、画像などのコ
ンテンツ売上（WAP、MMS)が大半を占めています。TOM、空中网，华友世纪のよう
な会社とってSMSサービスがメインサービスではなく、WAP、MMSサービスが主となっ
ています。それぞれサービスの重点が違うということです。

日　時 ：2006年3月
ご対応者 ：iResearch社　邹蕾副総裁、厳業務副総監、李小龍（北京）
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• MMSの状況ついてどう考えますか？
– MMSの成長は緩やかでSMSやWAPと比べたらまだ規模が小さいです。例えば、チャ

イナモバイルでは、移動博客（モバイルブログ、携帯を通してブログ画像を更新し、
MMSを通してホームページに伝送する）のサービスがあります。ただ、回線の限界の
問題と、WAPの存在から影響を受けています。WAPとMMSは機能的にダブっている
部分があります。WAPは、画像や着メロで全体の60％以上の売上を占めています。
今後、WAPがMMSに取って代わる可能性もあると思います。着メロをダウンロードす
るには、WAPでダウンロードできます。MMSの市場浸透力はWAPほど大きくないです。

– WAPの売上は、画像、着メロが伸びていて60％を占めています。続いて、ニュース情
報、ファッション情報、チャット、ゲームなどが8、9％を占めています。その他のコンテ
ンツは10％にも満たないでしょう。

• ３Gの開始によって、携帯マーケットにはどのような状況が生まれますか？
– ３Gの営業許可証の発行やキャリアの参入は、短期間の間では、それほど大きな影

響はないでしょう。多分２～３年、マーケットの普及を促進する時間が必要となります。
一般的には、映像や音楽コンテンツの発展が期待されます。これには、無線音楽
（容量が比較的大きい楽曲など）の携帯でのダウンロードなどを含みます。３Gは、キャ
リアにとってリスクもあり大きな挑戦ですが、SPにとってはとにかくチャンスです。SP
は３Gを利用してもっと多くの付加価値サービスを展開することができるからです。

• ３Gに向けた映像や音楽以外のコンテンツニーズはどういうものですか？
– オンラインゲームがその一つです。当社も研究していますが、外国の状況からみると、

ニュース、スポーツの映像チャンネルが受け入られそうです。国内（ユーザー）では映
像チャンネルとゲームが期待されています。ただ、SPは映像コンテンツにそれほど期
待していません。なぜなら、車の運転のときなど、携帯でテレビを見る人がほとんどい
ないと考えているからです。地下鉄や電車の中で携帯で曲をダウンロードしたりして
MP3を使うのが普通の携帯利用法だと考えています。よって音楽に対する需要のほ
うが、映像チャンネルよりも高いのではないかと考えています。

• 中国での2.5Gから３Gへ、そのプロセスを簡単に紹介してもらえますか？
– 世界でよく採用されている標準はWCDMA、CDMA2000ですね。前者は日本とヨーロッ

パで、後者は北米で推進されています。中国は1998年からTDS-CDMAという標準
を推進しました。中国の信息産業部によって推進された標準です。昨年末ごろに正
式に国家標準になりました。各大手キャリアはTDS-CDMAに対するテストを行ってい
ます。たとえば、中国網通は青島でテストしています。

– ３Gの営業許可証はまだ発布されていません。今年下半期ぐらいには発布されると
思います。営業許可書は3枚あると予想されていて、チャイナモバイルが１枚、中国
電信が１枚、最後の１枚はチャイナユニコムか中国網通にあげるか、あるいは両社サー
ビス統合するなど、噂が多いです。また、どのキャリアがTDS-CDMA、WCDMA、
CDMA2000を使うのかという状況ですが、チャイナユニコムはCDMA2000を使うだ
ろうと考えられます。現在はCDMAESで2．75Gとも呼ばれますが、CDMAESから
CDMA2000への移行が簡単で、ネットワークのアップグレードコストも低いからです。
チャイナモバイルはTDS-CDMA標準を使うかもしれません。

• ３G、どんな標準でどのキャリアに発布するかは信息産業部が決めますか？
– そうです。行政命令ではなくて専門家を招いて検討の結果として、国務院の代わり

に実行決定します。
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• SPには３G専門の営業許可証が必要ですか？
– SPは３G専門の許可はありません。キャリアが営業許可証を獲得した後に、実力ある

SPを合作パートナーとして選びます。選ばれたSPは営業許可証を変更せずに３Gサー
ビスを行うことができます。

• 中国電信、中国網通の状況は？
– 中国電信、中国網通は元々固定電話サービスを提供していますが、売上の伸びが

緩いです。３G開始をきっかけに移動通信に入りたいのです。

• キャリアの増加に従って、携帯電話メーカーも増えることがありますか？
– それはないと思いますが、メーカーにとって市場機会が増えます。キャリアからのリク

エストで特製の携帯を製造する業務が増えるのではないかと考えます。３G携帯電話
の出現は、国内の携帯電話メーカーの競争力への打撃が大きいでしょう。それに対
して、海外の携帯電話メーカーのマーケットでの地位が高くなります。

• 外資企業がキャリアになることはあると思いますか？例えば、Vodafoneとか。
– 技術電信での参入は可能だが、基礎電信での参入は難しいでしょう。

• 各キャリアの携帯増値サービスのコンテンツに対する姿勢は？
– 音楽に力を入れています。例えば、チャイナモバイルは昨年末に、音楽ポータル的な、

「無線音楽カウントダウン」というメニューを作りました。楽曲やCRBTをダウンロードで
きます。また、TomはSPですが、音楽が収入の30％を占めています。他にエンターテ
イメント、ゲーム、あと行業運用も重視されています。これは企業の内部管理を手伝
う業務です。メッセージ通知や顧客へのブランド宣伝など。例えば、会社に電話をか
けたら広告や歌が聞こえたりします。更なる高付加価値サービスとして、消防部門な
どでのモバイルGPSサービスや、幼稚園への携帯提供などがあります。携帯WAPを通
じて、幼稚園での子供の様子を見ることができるのです。これは海外ではすでに比較
的多くなっていますが、国内ではまだ始まったばかりです。

• チャイナモバイルとチャイナユニコム、それぞれのARPU値はどうですか？
– チャイナモバイルは毎月120人民元前後で、チャイナユニコムは7，80人民元前後で

す。だんだん低くなっています。原因は通話料が安くなっていることなどです。

• ARPU値で、付加価値サービスで使われた金額の割合はどのぐらいですか？
– もちろんブランドやユーザーによって違いますが、大体は全額の20％前後です。

• チャイナモバイル、チャイナユニコムの将来のコンテンツニーズは？
– SMS、WAP、CRBTはなかなか将来性があります。また、３Gの到来につれて、携帯の

ブロードバンド、映像コンテンツ、音楽、ゲームなどがキャリアに重視されるでしょう。

• 携帯メーカーの付加価値サービスについてどうみていますか？
– SPと協力し合ってSPから提案をしてもらいます。メーカーはリクエストに応じて業務を

推進します。つまり、SPを自分のブランドに整合して、ユーザーを引きつきます。
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• 各携帯メーカーの市場占有量に関する順位はどうなっていますか？
– 第1位はNOKIA、2位モトローラ、３位SAMSUNGです。現在SAMSUNGがだんだんモト

ローラを追い越しつつあります。ソニーエリクソンの市場占有量も高くなってきました。

• 各SPの勢力の現状と競争関係はいかがですか？
– SINA、SOHUはインターネットを通じ業務を推進します。腾讯はQQなる通信ツールを

通して、SMSなどを推進します。SP順位で最も大きいのはTOM、続きSINA、腾讯です。

• TOM、SINAのここ数年の経営状況はどうですか？
– SINAの付加価値サービス売上は2005年に少し下降しましたが、SINAのブランド力

は強いので、それほど影響が無いと思います。TOMはネットにおける競争力は強くな
いですが、キャリアといい関係を持っており、将来性があります。空中网，掌上霊通な
どもキャリアを通しますので、キャリアの経営政策にそれなりに大きな影響が与えられ
ます。空中网，掌上霊通のブランド知名度がまだ低いです。

• 付加価値サービスを利用する消費者の年齢層は？
– 大体18～30歳の間です。ファッション・流行を求める若い人たちです。

• WAPメニューの《移動夢網》の中に人気のメニューはなんですか？
– 大体10前後の大メニューがあって、中でも《図鈴随意到》というメニューのユーザー

が一番多い。画像や着メロをダウンロードできます。続いて、ニュースやゲームです。

• 移動夢網の利用料は？
– 流量費（パケット通信料）プラス情報料で計算します。情報費はSPが決めます。例え

ば、毎月定額で5元とか。現在、映像系サービスの流量は大きすぎるから、定額制が
出てきました。通信パケット使い放題で月額20元など。北京は去年から始まりました。
広州はずっと前から始まっていて。100MB以内なら毎月20元とかになりました。

• 日本のコンテンツで何か取り入れたいものがありますか？
– やはりアニメの影響力が大きい。例えば、鉄腕アトム、ドラえもんなどです。

• ゲームについてはどのようなゲームが多いですか？
– 国内で開発されたゲームが多いです。国内の仕様に合う形での、ゲーム開発の利益

がまだ少ないため、海外のメーカーの中国への進出はまだ少ないです。

• SPの外資の営業許可証の現状と将来どうなるかについてどう考えますか？
– 信息産業部で申請しなければいけません。地方業務だったら通信管理局です。問題

は許可証を獲得できるかどうかではなく、獲得した後です。キャリアと合作するべく、
受け入れてもらえるどうかです。つまり、会社の経営能力や商品などがキャリアの条
件に満たさなければ合作してもらえないわけです。

• 100％外資の企業が営業許可証を獲得することができますか？
– できないです。50％外資ならできますけど。ただ、多くの外資企業は他の手段で参

入します。例えば、中国で中間会社を通して内資を設立する（背景は外資）など。
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• ＣＮＮＩＣ（中国互聯網絡信息中心）「中国互聯網絡発展状況統計報告」（2005/1、2006/1、2006/7）
(www.cnnic.net.cn/index/0E/00/11/index.htm)

• 中華人民共和国　信息産業部ホームページ（www.mii.gov.cn）
• SISA「上海信息服務行業発展報告2005」
• iResearch「China Wireless Value-Added Annual Report」（中国移動増値年度報告　2005年市場份額版）
• iResearch「China Mobile vs China Unicom Financial Research Report」（中国移動、中国聯通財務対比分

析報告）
• iResearch「中国WAP市場研究報告」
• iResearch「中国短信市場研究報告」
• iResearch「中国彩信市場研究報告」
• iResearch「中国IVR市場研究報告」
• iResearch「中国手机遊戯市場研究報告」
• China Mobile Limited ホームページ 「2005 Annual Results」(www.chinamobileltd.com)
• China Unicom Limited ホームページ「2005 Annual Results」　（www.chinaunicom.com.hk)
• China Telecom Corporation Limited ホームページ「2005 Annual Results」（www.chinatelecom-h.com)
• China Netcom Group Corporation Limited ホームページ 「2005Annual Report」

(www.china-netcom.com/)
• SINA（新浪公司）ホームページ(http://corp.sina.com.cn/chn/sina_index.html)
• SOHU（捜狐公司）ホームページ(http://corp.sohu.com/indexcn.shtml)
• NETEASE（網易公司）　ホームページ(http://gb.corp.163.com/gb/about/overview.html)
• TOM　ホームページ(http://ir.tom.com/en/index.html)
• 空中網　ホームページ(http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=180513&p=irol-IRHome)
• LINKTONE　ホームページ(http://www.linktone.com/aboutus_cn/index.html)
• TENCENT（騰訊公司）　ホームページ(http://www.tencent.com/)
• 華友世紀　ホームページ(www.hurray.com.cn)
• 東方龍　ホームページ(http://www.dragonmobile.cn/new/index.html)
• 中国聯通「ＣＤＭＡ手机全攻略2006年総第1期」
• 「通信技術」2006年2月号
• 「手机雑誌」2006年4月号
• 「通信ネットワーク用語事典」（秀和システム）
• 「情報メディア白書」2006（電通総研）
• Yahoo！Finance (finance.yahoo.com)
• モバイル・コンテンツ・フォーラム　ホームページ(www.mcf.to/mcf.html)
• NTTホームページ（www.ntt.com）
• NTTドコモ ホームページ （http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/investor_relations/top_j.html)

• ＣＮＮＩＣ（中国互聯網絡信息中心）「中国互聯網絡発展状況統計報告」（2005/1、2006/1、2006/7）
(www.cnnic.net.cn/index/0E/00/11/index.htm)

• 中華人民共和国　信息産業部ホームページ（www.mii.gov.cn）
• SISA「上海信息服務行業発展報告2005」
• iResearch「China Wireless Value-Added Annual Report」（中国移動増値年度報告　2005年市場份額版）
• iResearch「China Mobile vs China Unicom Financial Research Report」（中国移動、中国聯通財務対比分

析報告）
• iResearch「中国WAP市場研究報告」
• iResearch「中国短信市場研究報告」
• iResearch「中国彩信市場研究報告」
• iResearch「中国IVR市場研究報告」
• iResearch「中国手机遊戯市場研究報告」
• China Mobile Limited ホームページ 「2005 Annual Results」(www.chinamobileltd.com)
• China Unicom Limited ホームページ「2005 Annual Results」　（www.chinaunicom.com.hk)
• China Telecom Corporation Limited ホームページ「2005 Annual Results」（www.chinatelecom-h.com)
• China Netcom Group Corporation Limited ホームページ 「2005Annual Report」

(www.china-netcom.com/)
• SINA（新浪公司）ホームページ(http://corp.sina.com.cn/chn/sina_index.html)
• SOHU（捜狐公司）ホームページ(http://corp.sohu.com/indexcn.shtml)
• NETEASE（網易公司）　ホームページ(http://gb.corp.163.com/gb/about/overview.html)
• TOM　ホームページ(http://ir.tom.com/en/index.html)
• 空中網　ホームページ(http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=180513&p=irol-IRHome)
• LINKTONE　ホームページ(http://www.linktone.com/aboutus_cn/index.html)
• TENCENT（騰訊公司）　ホームページ(http://www.tencent.com/)
• 華友世紀　ホームページ(www.hurray.com.cn)
• 東方龍　ホームページ(http://www.dragonmobile.cn/new/index.html)
• 中国聯通「ＣＤＭＡ手机全攻略2006年総第1期」
• 「通信技術」2006年2月号
• 「手机雑誌」2006年4月号
• 「通信ネットワーク用語事典」（秀和システム）
• 「情報メディア白書」2006（電通総研）
• Yahoo！Finance (finance.yahoo.com)
• モバイル・コンテンツ・フォーラム　ホームページ(www.mcf.to/mcf.html)
• NTTホームページ（www.ntt.com）
• NTTドコモ ホームページ （http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/investor_relations/top_j.html)

＜使用データ＞
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附録＜信息産業部関連法規集＞附録＜信息産業部関連法規集＞

＜中華人民共和国信息産業部令　第19号＞
「電信業務経営許可証の管理弁法」は既に2001年11月8日の第8回部務会議に可決されたため、これより公表し、
2002年1月1日から実施する。 部長：呉基伝 　　2001年12月26日 　　
「電信業務経営許可証の管理弁法」

第一章 総則

第一条　電信業務の経営許可証の管理を標準的に行うため、「中華人民共和国電信条例」および他の法律、行政
法規の規定によって、本法を制定した。

第二条　中華人民共和国内における電信業務の経営許可証(以下「経営許可証」と略称)の申請、許可および管
理には、本法が適用される。国が別途規定を定めてある場合には、その規定に従うこと。
入札募集などの方式を採用して基礎電信業務の経営許可証を発行する具体的な方法は、信息産業部によっ
て別途に制定する。

第三条　信息産業部と省、自治区、直轄市の通信管理局(以下一括して「電信主管部門」と呼ぶ)は電信業務の経
営許可証を許可、管理する機構である。

電信主管部門は電信業務の経営許可証の許可、管理に際し、公然、公平かつ公正な原則に則るものとする。

第四条　電信業務の経営活動において、電信業務の経営者は電信業務の経営許可証の規定に守り、電信主管部
門の監督、管理を受けるものとする。
電信業務の経営者は電信業務の経営許可証の規定によって電信業務を経営する限り、国の法律に保護さ
れる。

第二章 経営許可証の申請

第五条　基礎電信業務の経営を申請する場合、「中華人民共和国電信条例」第十条の規定と以下の条件に合致
するものとする。　
(一) 省、自治区、直轄市の範囲において経営する場合、その登録資本金の最低基準額は2億元人民幣で
ある。全国または省、自治区、直轄市を跨って経営する場合、その登録資本金の最低基準額は20億元人民
幣である。
(二) 最近三年のうちに重大な違法行為が起こったことがない。

第六条　増値電信業務の経営を申請する場合、「中華人民共和国電信条例」第十三条の規定と以下の条件に合
致するものとする。　
(一) 省、自治区、直轄市の範囲において経営する場合、その登録資本金の最低基準額が100萬元人民幣
である。全国または省、自治区、直轄市を跨って経営する場合、その登録資本金の最低基準額は1000萬元
人民幣である。
(二)事業化調査（フィージビリティスタディ）報告書と関連技術案がある。
(三) 必要な場所と施設がある。
(四) 最近三年のうちに重大な違法行為が起こったことがない。

信息産業部関連法規集
＜電信業務経営許可証管理弁法　2001年12月26日＞ (仮訳) 

※和文は仮訳です。ご利用の際は中国語原文を合わせて確認願います。
→http://www.mii.gov.cn/art/2005/12/17/art_524_1621.html
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第七条　基礎電信業務の経営許可証を申請する場合、信息産業部に以下の申請資料を提出するものとする。　
(一) 会社の法定代表者が署名した基礎電信業務を経営する書面申請。内容は、申請する電信業務の経
営種類、業務のカバー範囲、会社の名称、会社の住所、郵便番号、連絡者、連絡電話、Eメールのアドレスな
どを含む。
(二) 会社の企業法人営業許可証の副本およびコピー。
(三) 会社の概要。会社の基幹情況、従事する予定の電信業務の機構設立と管理情況、技術能力と経営
管理人員の情況、従事する経営活動に応じた場所、施設などの情況を含む。
(四) 会社の専門会計士事務所に監査された企業法人の年度財務会計の近期報告あるいは資産検収の近
期報告および信息産業部が定めた他の関連会計資料。
(五) 会社規約、会社の株権構造および株主に関連する資料。
(六) 業務展開の事業化調査（フィージビリティスタディ） 報告書。申請する電信業務経営の業務展開と実施
計画、サービス項目、業務のカバー範囲、市場調査と分析、料金徴収案、予期するサービス品質、投資分析、
社会効益と経済効益の分析などを含む。
(七) ネットワークを構成する技術案。ネットワークの構造、ネットワークの規模、ネットワークの建設計画、ネッ
トワークの相互接続案、技術基準、電信設備の配置、電信資源の利用案などを含む。
(八) ユーザに長期的なサービスと品質保障を提供する措置。
(九) ネットワークと情報の安全性を保障する措置。
(十) 会社の信用を証明する関連資料。
(十一) 会社の法定代表者が署名した、会社が法律に依って電信業務を経営する承諾書。
ラジオ通信業務の経営を申請する場合、国のラジオ管理機関が発行したラジオ周波数資源の事前配置意見
を提出するものとする。
企業法人の営業許可証がまだ取れていない申請者は、会社の企業名称の事前審査通知書を提出するもの
とする。上記の第(二) 、(十) 項に定めた内容を提出する必要がない。上記の第(一)項に定めた書面文書
と第(十一)項に定めた承諾書には、有限責任会社を設立する予定であれば、株主全員が署名し、株式有限
会社を設立する予定であれば、発起者全員が署名するものとする。

第八条　増値電信業務の経営許可証を申請する場合、電信主管部門情に以下の申請資料を提出するものとする。
(一) 会社の法定代表者が署名した増値電信業務を経営する書面申請。内容は、申請する電信業務の経
営種類、業務のカバー範囲、会社の名称、会社の住所、郵便番号、連絡者、連絡電話、Eメールのアドレスな
どを含む。
(二) 会社の企業法人営業許可証の副本およびコピー。
(三) 会社の概要。会社の基幹情況、従事する予定の増値電信業務の人員、場所、施設などの情況を含む。
(四) 会社の専門会計士事務所に監査された企業法人の年度財務会計の近期報告あるいは資産検収の近
期報告および電信主管部門が定めた他の関連会計資料。
(五) 会社規約、会社の株権構造および株主に関連する資料。
(六) 業務展開の事業化調査（フィージビリティスタディ）報告書。申請する電信業務経営の業務展開と実施
計画、技術案、サービス項目、業務のカバー範囲、市場調査と分析、料金徴収案、予期するサービス品質、
投資分析、社会効益と経済効益の分析などを含む。
(七) ユーザに長期的なサービスと品質保障を提供する措置。
(八) 情報の安全性を保障する措置。
(九) 会社の信用を証明する関連資料。
(十) 会社の法定代表者が署名した、会社が法律に依って電信業務を経営する承諾書。
(十一) 法律、行政法規および国の関連規定によって申請する電信業務の経営が予め関連する主管部門の
許可を得る必要がある場合、関連する主管部門の許可を示す公文書を提出するものとする。
ラジオ通信業務の経営を申請する場合、国のラジオ管理機関が発行したラジオ周波数資源の事前配置意見
を提出するものとする。
企業法人の営業許可証をまだ取得していない申請者は、会社の企業名称の事前審査通知書を提出するも
のとする。上記の第(二) 、(九) 項に定めた内容を提出する必要がない。上記の第(一)項に定めた書面文
書と第(十)項に定めた承諾書には、有限責任会社を設立する予定であれば、株主全員が署名し、株式有限
会社を設立する予定であれば、発起者全員が署名するものとする。
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第三章 経営許可証の審査と許可

第九条　電信業務の経営許可証は「基礎電信業務経営許可証」と「増値電信業務経営許可証」の二種類に分ける。
その中、「増値電信業務経営許可証」はなお「地域間増値電信業務経営許可証」と省、自治区、直轄市の範
囲内の「増値電信業務経営許可証」に分ける。
「基礎電信業務経営許可証」と「地域間増値電信業務経営許可証」は信息産業部が審査、許可する責任を
負う。省、自治区、直轄市の範囲内の「増値電信業務経営許可証」は省、自治区、直轄市の通信管理局が
審査、許可する責任を負う。
外商が投資する電信企業の電信業務経営許可証は、「外商投資の電信企業の管理規定」の第十七条の規
定より、信息産業部が審査、許可する責任を負う。

第十条　信息産業部は、基礎電信業務を経営する申請資料を受け取る日から15日以内に、申請資料に対する初
歩的な審査を完了すること。資料がそろっている申請に対し、申請者に申請受理通知書を出す。資料がそろっ
ていない申請に対し、書面通知にて申請者に資料の補充を要請する。申請者が資料を補充したら、信息産
業部は15日以内に申請者に申請受理通知書を出す。
信息産業部は申請受理通知書を出してから、専門家を組織して第七条の第(六)、(七) 項の申請資料に対
する審査評定を行い、専門家の審査評定意見により許可または不許可の決定を下す。信息産業部の審査
作業は申請受理通知書の発行日から180日以内に完了すること。
既に法律によって会社を設立した申請者に対し、許可されたものには「基礎電信業務経営許可証」を発行す
る。
企業法人の営業許可証がまだ取れていない申請者に対し、許可されたものには申請者に商工業行政管理
部門に会社を設立して該当の基礎電信業務の経営を申し出ることを許可する公文書を出す。申請者はこの
公文書を持って商工業行政管理部門にて会社設立の登録手続きを行う。申請者が企業法人の営業許可証
を取ったら、信息産業部は「基礎電信業務経営許可証」を発行する。
許可しないものに対し、申請者に書面文書で理由説明を述べる。
審査中、申請資料が不合格な申請者に対し、修正と補充を要求する通知を出すこと。申請者は通知が出さ
れた日から30日以内に要求通りに修正と補充を完成するものとする。できない場合、申請を放棄したことと
見なす。申請者が資料を修正、補足する時間は審査作業の期限内に含まない。

第十一条　電信主管部門は、増値電信業務を経営する申請資料を受け取る日から15日以内に、申請資料に対す
る初歩的な審査を完了すること。資料がそろっている申請に対し、申請者に申請受理通知書を出す。資料が
そろっていない申請に対し、書面通知にて申請者に資料の補充を要請する。申請者が資料を補充したら、電
信主管部門は15日以内に申請者に申請受理通知書を出す。
電信主管部門は申請受理通知書を出す日から60日以内に審査作業を完了して、許可または不許可の決定
を下す。
既に法律によって会社を設立した申請者に対し、許可されたものには「地域間増値電信業務経営許可証」ま
たは省、自治区、直轄市の範囲内の「増値電信業務経営許可証」を発行する。
企業法人の営業許可証がまだ取れていない申請者に対し、許可されたものには申請者に商工業行政管理
部門に会社を設立して該当の増値電信業務の経営を申し出ることを許可する公文書を出す。申請者はこの
公文書を持って商工業行政管理部門にて会社設立の登録手続きを行う。申請者が企業法人の営業許可証
を取ったら、電信主管部門は「地域間増値電信業務経営許可証」または省、自治区、直轄市の範囲内の「増
値電信業務経営許可証」を発行する。
許可しないものに対し、申請者に書面文書で理由説明を述べる。
審査中、申請資料が不合格な申請者に対し、修正と補充を要求する通知を出す。申請者は通知が出される
日から30日以内に要求通りに修正と補充を完成するものとする。さもないと申請を放棄したものと見なす。
申請者が資料を修正、補充する時間は審査作業の期限内に含まない。

第十二条　経営許可証は本文と付属文書の二部分から構成する。
経営許可証の本文には会社の名称、法定代表者、登録住所、業務種類、業務のカバー範囲、有効期限、証
書発行機関および証書発行日、発行者、経営許可証番号などの内容を明確に記載する。
経営許可証の付属文書には経営許可証の使用規定、経営者の権利と義務、特別規定事項と年度検査情
況記録リストなどの付属文書を含む。管理する必要性によっては、元の証書発行機関は信息産業部の規定
より経営許可証の付属文書を追加発行することができる。
電信業務経営許可証の具体的な内容は本法の付属文書の中に羅列する。信息産業部は実情によって電信
業務経営許可証の付属文書の内容を調整して再度公表することができる。
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第十三条　「基礎電信業務経営許可証」の有効期限は、電信業務の種類によって5年、10年に分ける。
「地域間増値電信業務経営許可証」および省、自治区、直轄市の範囲内の「増値電信業務経営許可証」の
有効期限は5年である。

第十四条　「基礎電信業務経営許可証」、「地域間増値電信業務経営許可証」及び外商が投資する電信企業の電
信業務経営許可証は信息産業部の部長が発行する。
省、自治区、直轄市の範囲内の「増値電信業務経営許可証」は省、自治区、直轄市の通信管理局の局長が
発行し、信息産業部に登録する。

第十五条　電信業務経営許可証は会社の法定代表者あるいは法定代表者の委託書を持つ委託人が受け取る。

第十六条　電信主管部門は電信業務の経営許可申請を審査する際、申請者が偽証書を提出したことを見つけた
ら、その申請を却下し、それから3年以内にその電信業務の経営申請を受理しない。

第四章 経営許可証の使用

第十七条　許可を得て電信業務を経営する会社は、経営許可証の本文の中に明記している電信業務の種類より、
定められた業務エリアと期限内に、経営許可証の規定によって電信業務を経営するものとする。

第十八条　許可を得て電信業務を経営する会社は、経営許可証を持って商工業行政管理部門に会社変更の登録
手続きを行う。
許可を得てラジオ通信業務を経営する会社は、経営許可証を持ってラジオ管理機関にラジオ周波数使用手
続きを行うことを申請する。

第十九条　許可を得て地域間の電信業務を経営する会社は、経営許可証に明記しているカバー範囲に属している
省、自治区と直轄市で支社または子会社などの対応機関を設立して電信業務を経営するものとする。
基礎電信業務を経営する会社の子会社には、国有の株権あるいは株式の比率は国の電信についての法律、
行政法規の規定に合致するものとする。

第二十条　許可を得て電信業務を経営する会社は、証書発行機関の許可を経て、51％以上株式をもち、電信業
務を経営する条件を満たす子会社に経営許可を得た電信業務を経営する権利を委任することができる。この
子会社の名称、法定代表者、登録住所、業務種類、業務のカバー範囲などの内容は、証書発行機関によっ
て電信業務会社を経営する会社の経営許可証の本文付属ページに明記される。 ひとつの地域では二社ま
たは二社以上の子会社に同一電信業務を経営する権利を委任してはならない。

第二十一条　許可を得て基礎電信業務あるいは二つ以上の省、自治区、直轄市の範囲内に増値電信業務を経営
する会社は、経営許可証によって関連の省、自治区、直轄市の通信管理局に登録手続きを行い、以下の登
録資料を提出するものとする。　
(一) 地元で展開する業務に関する書面報告。内容は、会社が地元で設立した支社あるいは子会社などの
対応機関の名称、住所、郵便番号、連絡者、連絡電話、Eメールアドレスなどを含む。
(二) 経営許可証のコピー。
(三) 会社が地元で設立してある支社あるいは子会社などの対応機関の会社許可公文書。
支社あるいは子会社の営業許可証(コピー)、規則、株権構造などの関連資料。
(四) 地元での業務展開案
省、自治区、直轄市の通信管理局は上記の規定登録資料を受け取ったら、資料がそろっている登録に対し、
登録者に登録確認書を出し、信息産業部に報告すること。資料がそろっていない登録に対し、15日以内に
書面にて登録者に通知する。資料が補充されたら、10日以内に登録者に登録確認書を出す。
登録手続きを行っていない場合、地元で電信業務を経営してはならない。
上記の四つの資料に変化があった場合、支社あるいは子会社などの対応機関は変化後の20日以内に、地
元の省、自治区、直轄市の通信管理局に届けを出す。
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第二十二条　経営許可証に特別な規定がない限り、電信業務の経営者は経営許可証を取ったら、1年以内に経営
許可証に定められている業種と業務のカバー範囲によって電信サービスを提供するものとする。1年以内に
電信サービスを提供できない場合、経営許可証を申請する時に申し出て理由を説明し、電信主管部門に許
可してもらい、経営許可証の中に特別な規定を作るものとする。
経営許可証が定められた期限内に電信サービスを提供しなかったものに対し、元の証書発行機関はその経
営許可証あるいは電信サービスを提供されなかった業務エリアを取り消すことができる。

第二十三条　関連する基礎電信業務の経営者は、電信主管部門の規定によって適時に経営許可証を取った会社
に電信業務の経営に必要な電気回路、施設などを提供する。
基礎電信業務の経営者は経営許可証のない会社に電信業務の経営に使われる電気回路、施設などを提供
してはならない。

第二十四条　如何なる機関と個人は経営許可証を偽造、書き直し、偽称、賃借、売買および讓渡してはならない。

第五章 経営許可証の変更と取り消し

第二十五条　経営許可証の有効期限が満了し、引き続き経営する必要がある場合、90日前までに元の証書発行
機関に経営許可証の継続申請を提出するものとする。引き続き経営しない場合、90日前までに元の証書発
行機関に報告し、始末作業をよくするものとする。

第二十六条　電信業務経営許可証を得た会社あるいは許可を得て電信業務を経営する権利が委任された子会社
は、合弁または分立、有限責任会社の株主変更、業務経営権の転移などの経営主体を変更する必要のある
関連状況が発生した場合、あるいは業務エリアを変更する必要があった場合において、会社が決定を出した
日から30日以内に元の証書発行機関に願い出て、許可を得てから実施するものとする。

第二十七条　経営許可証の有効期限内に会社の名称、登録住所、法定代表者を変更した場合、会社の商工業変
更登録手続きを完成した後の30日以内に元の証書発行機関に電信業務経営許可証の変更手続きを行う
ものとする。

第二十八条　経営許可証の有効期限内に電信業務の経営者が経営を中止する必要があった場合、会社が決定を
出した日から30日以内に元の証書発行機関に願い出るものとする。ユーザの始末作業をつけてから、元の
証書発行機関が経営許可証の取り消し手続きを行う。

第二十九条　電信業務の経営者が国の行政、司法機関に法律によって処罰され、引き続き電信業務を経営できな
い場合、元の証書発行機関はその経営許可証を取戻して取り消すものとする。
偽の証書を提出してあるいは他の詐欺手立てを取って電信業務経営許可証を得た場合、元の証書発行機
関はその経営許可証を取戻して取り消す。それから3年以内にその電信業務の経営申請を受理しない。

第三十条　証書発行機関は電信業務の経営者の経営許可証を取り上げてあるいは取り消したあと、相応の商工
業行政管理部門を知らせ、それに社会に公表すること。
経営許可証が取り上げされてあるいは取り消された会社は、適時に相応の商工業行政管理部門で手続きを
行うものとする。

第六章 経営許可証の年度検査

第三十一条　証書発行機関は経営許可証に対して年度検査制度を実施する。電信業務の経営者は報告年度の
翌年の第一四半期に元の証書発行機関に以下の年度検査資料を提出するものとする。
(一) 会社の年度検査報告。本年度の電信業務の経営情況、ネットワークの建設、業務の発展、スタッフお
よび機構の変動情況、サービス品質の情況、国と電信主管部門の関連規定の実施情況などを含む。
(二) 電信業務経営許可証の原本。
(三) 会社の企業法人営業許可証のコピー。
(四) 会社の年度財務会計報告および電信主管部門が定めた他の関連会計資料。
(五) 証書発行機関が要求したその他の関連資料。
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業務のカバー範囲が二つ以上の省、自治区、直轄市に亘る場合、各地の支社あるいは子会社などの対応機
関および全ネットワークの業務経営管理の情況も提供しなげればならない。
各地の支社あるいは子会社などの対応機関は地元の省、自治区、直轄市の通信管理局に地元で展開した
電信業務の年度報告、支社あるいは子会社の営業許可証のコピー、財務シートなどの関連資料を提出する
ものとする。年度報告の内容は、本年度の電信業務の経営情況、ネットワークの建設、業務の発展、スタッフ
および機構の変動情況、サービス品質の情況、国と電信主管部門の関連規定の実施情況などを含む。

第三十二条　省、自治区、直轄市の通信管理局は地域間電信業務の経営者の地元における対応機関に対して年
度検査を行い、結果を信息産業部に報告する。

第三十三条　証書発行機関は経営許可証の年度検査を行う際、電信業務の経営者が提出した資料を全面的に審
査し、その経営主体、経営行為、電信施設の建設、電信の料金とサービス品質などについて必要な検査を行
うものとする。年度検査に合格したものに対して年度検査情況記録リストに検検印し、規定によって年度検
査に參加しなかったり、年度検査の中で定めた要求に合わないことを見つけたものに対して、期限をもって再
度整理改善してもらう。再度整理改善後不合格だった場合、経営許可証を取り上げてあるいは取り消したあ
と、相応の商工業行政管理部門を知らせ、また社会に公表する。

第七章 罰則

第三十四条　本法の第十七条、第二十六条と第三十一条の規定に違反した場合、「中華人民共和国電信条例」
の第七十条の規定に従って処罰を与える。

第三十五条　本法の第二十四条の規定に違反した場合、「中華人民共和国電信条例」の第六十九条の規定に従っ
て処罰を与える。

第三十六条　本法の第四条の第一款、第十九条、第二十条、第二十一条の第三款、第四款、第二十三条、第二
十五条、第二十七条と第二十八条の規定に違反した場合、電信主管部門は責任を持って改正を命じ、警告
を与え、かつ5000元人民幣以上、3萬元人民幣以下の罰金とする。

第三十七条　当事者は電信主管部門が出した行政許可と行政処罰の決定に服しない場合、法律によって行政再
審あるいは行政訴訟を申し出ることができる。
当事者が期限を過ぎても行政再審あるいは行政訴訟を申し出ないし、行政処罰の決定も履行しない場合、
行政処罰の決定を出す機関によって人民裁判所が強制的に実施することを申し出る。

第三十八条　電信主管部門の職員は経営許可証の管理作業において、勤めを怠慢し、職権を濫用し、私情にとら
われて不正をし、罪を犯した場合、司法機関に提出し法律によって刑事責任を追究する。犯罪に至らない場
合、属した機関あるいは上級の主管部門によって行政処分を与える。

第八章 付則

第三十九条　経営許可証は信息産業部によって一括印刷する。
第四十条　本法は2002年1月1日から実施する。

付属文書（省略）
「中華人民共和国基礎電信業務経営許可証」の本文および付属文書

一、電信業務の経営許可証の使用規定
二、電信業務の経営者の権利と義務
三、特別規定事項
四、電信業務経営許可証の年度検査情況記録リスト

「中華人民共和国増値電信業務経営許可証」の本文および付属文書
一、電信業務の経営許可証の使用規定
二、電信業務の経営者の権利と義務
三、特別規定事項
四、電信業務経営許可証の年度検査情況記録リスト
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附録＜信息産業部関連法規集＞②附録＜信息産業部関連法規集＞②

＜中華人民共和国国務院令　第333号＞
<<外商投資電信企業管理規定>>は、2001年12月5日に国務院第49回常務会議にて通過、ここに公布する。
2002年1月1日より施行する。 総理：朱镕基 二〇〇一年十二月十一日

《外商投資電信企業管理規定》
第一条　電信業の対外開放の需要に適応し、電信業の発展を促進するために、外商投資に関連する法律、行政法

規、及び<<中華人民共和国電信条例>>（以下「電信条例」という）に基づいて、本規定を制定する。

第二条　外商投資電信企業とは、外国側投資者が、中国側投資者と、中華人民共和国国内において、法に則り、
中外合資経営形式の形を以って、共同で投資設立した電信業務を経営する企業のことをいう。

第三条　外商投資電信企業は、電信業務の経営活動に従事する際には、本規定を遵守せねばならない他、電信
条例、その他関連する法律及び行政法規の規定を守らなければならない。

第四条　外商投資電信企業は、基礎電信業務と増値電信業務を経営できるものとし、具体的な業務の分類は電
信条例の規定によって執行されるものとする。
外商投資電信企業が経営する地域範囲は、国務院信息産業主管部門が関連規定によって決定する。

第五条　外商投資電信企業の登記資本金は、以下の規定を満たさねばならない。
（一）全国的あるいは省、自治区、直轄市を跨って、基礎電信業務を経営する場合、登記資本金の最低額は
20億人民元とする：増値電信業務を経営する場合、登記資本金の最低額は1000万人民元とする。
（二）各省、自治区、直轄市の範囲内で、基礎電信業務を経営する場合、登記資本金の最低額は2億人民
元とする：増値電信業務を経営する場合は、登記資本金の最低額は100万人民元とする。

第六条　基礎電信業務（無線呼出業務を除く）を経営する外商投資電信企業の、外国側投資者の企業への出資比
率は、最終的に49％を越えることはできない。

　　　　増値電信業務（基礎電信業務の無線呼出業務を含むこと）を経営する外商投資電信企業の、外国側投資者
の企業への出資比率は、最終的に50％を越えることはできない。

　　　　外商投資電信企業の中国側投資者と外国側投資者の、時期によっての出資比率は、国務院信息産業主管
部門が関連規定によって決定する。

第七条　外商投資電信企業が電信業務を経営する場合は、本規定の第四条、第五条と第六条に定める条件を満
たさねばならない他に、電信条例が規定する、基礎電信業務、或いは増値電信業務を経営するために具備
せねばならない条件を満たさねばならない。

第八条　基礎電信業務を経営する外商投資電信企業の中国側の主な投資者は以下の条件を満たさねばならない。
（一）法律に基づき設立した会社であること。
（二）経営活動に従事するに相応しい資本と専門の人員を有すること。
（三）国務院の信息産業主管部門が規定する、（审慎的）で特定の職種の要求を満たしていること。
ここでの外商投資電信企業の中国側の主な投資者というのは、中国側の全ての投資者の中で出資額が一
番多く、しかも中国側の全ての投資者の出資総額の30％以上を占めている出資者のことをいう。

信息産業部関連法規集
＜外商投資電信企業管理規定　2001年12月11日＞(仮訳）

※和文は仮訳です。ご利用の際は原文を合わせて確認願います。
→http://www.mii.gov.cn/art/2005/12/15/art_523_1324.html
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第九条　基礎電信業務を経営する外商投資企業の外国側の主な投資者は以下の条件を満たさねばならない。
（一）企業法人の資格を持っていること。
（二）登記している国あるいは地域で、基礎電信業務経営許可証を取得していること。
（三）経営活動に従事するに相応しい資本と専門の人員を有すること。
（四）基礎電信業務を従事した良好な業績と運営の経験を有すること。
ここでの外商投資電信企業の外国側の主な投資者というのは、外国側の全ての投資者の中で出資額が一
番多く、且つ外国側の全ての投資者の出資総額の30％以上を占めている出資者のことをいう。

第十条　増値電信業務を経営する外商投資電信企業の外国側の主な投資者は増値電信業務を経営した良好な
業績と運営の経験を有さねばならない。

第十一条　基礎電信業務、或いは、省、自治区、直轄市を跨る増値電信業務を経営する外商投資電信企業の設
立する場合は、中国側の主な投資者より、国務院信息産業主管部門に、以下の書類を提出・申請する：
（一）項目提案書（プロジェクト提案書）
（二）事業化調査（フィージビリティスタディ）報告書
（三）本規定の第八条、第九条、第十条に定める、合弁の各々の投資者の資格証明或いは関連書類。
（四）電信条例が規定する、基礎電信業務、或いは増値電信業務を経営するために、具備せねばならない条
件証明、或いは確認書類。
国務院信息産業主管部門は、申請を受理した日より、上記に規定される関連書類の審査を進めねばならな
い。基礎電信業務に関しては、180日間以内に審査を完了し、許可或いは不許可の決定を出さねばならな
い。増値電信業務に関しては、90日間以内に審査を完了し、許可或いは不許可の決定を出さねばならない。
許可を与える企業には、「外商投資経営電信業務査定意見書」を授与するものとする：不許可の場合は、書
面にて申請人に通知し、理由を説明せねばならない。

第十二条　外商投資電信企業を設立し、基礎電信業務、或いは省、自治区、直轄市を跨る増値電信業務を経営
する場合は、中国側の主な投資者は、本規定の第十一条の規定に従い申請を提出するとき、実際の状況に
応じて、先行して事業化調査報告書以外の書類を提出し、国務院信息産業主管部門で審査し認可され、書
面で通知された後に、事業化調査報告書を提出できるものとする。但し、審査し認可され書面で通知された
日から、事業化調査報告書を提出する日までは、一年間を超えてはならないものとし、この期間は規定され
ている審査許可の期間としては計算されないものとする。

第十三条　各省、自治区、直轄市の範囲内で増値電信業務を経営する外商投資電信企業を設立する場合は、中
国側の主な投資者より、各省、自治区、直轄市の電信管理機構に、以下の書類を提出・申請する。
（一）事業化調査（フィージビリティスタディ）報告書
（二）本規定の第十条に定める資格証明或いは関連確認書類；
（三）電信条例が規定する、増値電信業務を経営するため、具備せねばならない条件証明或いは確認書類。
各省、自治区、直轄市の電信管理機構は、申請を受理した日から60日間以内に意見を出さねばならない。
同意なら、国務院信息産業主管部門に報告する。不同意の場合は、書面で申請人に通知し、理由を説明し
なければならない。
国務院信息産業主管部門は、各省、自治区、直轄市の電信管理機構が署名、同意した申請書類が届いた
日から30日間以内に審査を完了し、許可或いは不許可を決定せねばならない。許可なら、「外商投資経営
電信業務査定意見書」を授与する。不許可の場合、書面で申請人に通知し、理由を説明せねばならない。

第十四条　外商投資電信企業の項目提案書の主な内容は：合弁元の各社の名称と基本状況、設立する予定の企
業の投資総額、登記する資本金、各社出資比率、申請する経営業務種類、合弁期限等を含む。
外商投資電信企業の事業化調査報告書の主な内容は：設立する予定の企業の基本状況、サービス項目、
業務予測と発展計画、投資と収益の分析、営業時間の計画等を含む。

第十五条　外商投資電信企業を設立するには、国家の関連規定によって、その投資項目は、国務院計画主管部
門、或いは国務院経済綜合管理部門の審査を受けなければならない。国務院信息産業主管部門は「外商投
資経営電信業務査定意見書」を授与する前に、申請材料を国務院計画主管部門あるいは国務院経済綜合
管理部門に転送し、審査、許可せしめるものとする。国務院計画主管部門あるいは国務院経済総合管理部
門の審査を受ける場合、本規定の第十一条、第十三条に定める審査許可の期限は、30日間の延長ができ
るものとする。
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第十六条　基礎電信業務、或いは省、自治区、直轄市に跨る増値電信業務を経営する外商投資電信企業の設立
にあたっては、中国側の主な投資者は、「外商投資経営電信業務査定意見書」をもって、国務院対外経済貿
易主管部門に、設立予定の外商投資電信企業の契約書、定款を提出する。：
各省、自治区、直轄市の範囲内で増値電信業務を経営する場合は、中国側の主な投資者から「外商投資経
営電信業務査定意見書」をもって、各省、自治区、直轄市の人民政府対外経済貿易主管部門に、設立予定
の外商投資電信企業の契約書、定款を提出する。
国務院対外経済貿易主管部門と省、自治区、直轄市の人民政府対外経済貿易主管部門は、設立予定の
外商投資電信企業の契約書、定款を受理した日から、90日間以内に審査を完了し、許可あるいは不許可
を決めるものとする。許可なら、「外商投資企業批准証書」を授与する。不許可なら、書面で申請人に通知し、
理由を説明しなければならない。

第十七条　外商投資電信企業の中国側の主な投資者は「外商投資企業批准証書」をもって、国務院信息産業主
管部門に「電信業務経営許可証」の手続きを行う。
外商投資電信企業の中国側の主な投資者は「外商投資企業批准証書」と「電信業務経営許可証」をもって、
工商行政管理機関に外商投資電信企業の登記手続きを行う。

第十八条　外商投資電信企業は国境を超えて、電信業務を経営する場合は、国務院信息産業主管部門に許可を
得なければならず、国務院信息産業主管部門が許可、設立した国際電信出入口局を通して行うものとする。

第十九条　本規定の第六条に定める規定に違反する場合は、国務院信息産業主管部門に期限を限って改正する
ように指令され、10万元以上50万元以下の罰金を課されるものとする。期限を越えても改正されない場合
には、国務院信息産業主管部門に「電信業務経営許可証」を剥奪されるものとし、更に「外商投資企業批准
証書」を授与した対外経済貿易主管部門に「外商投資企業批准証書」を剥奪されるものとする。

第二十条　本規定の第十八条に定める規定に違反する場合は、国務院信息産業主管部門に期限を限って改正す
るように指令され、20万元以上100万元以下の罰金を課されるものとする。期限を越えても改正されない場
合は、国務院信息産業主管部門に「電信業務経営許可証」を剥奪されるものとし、更に「外商投資企業批准
証書」を授与した対外経済貿易主管部門に「外商投資企業批准証書」を剥奪されるものとする。

第二十一条　外商投資電信企業の設立を申請する際に、虚偽、偽造された資格証明あるいは確認書類で騙し取っ
た許可は無効であり、国務院信息産業主管部門に20万元以上100万元以下の罰金を課され、「電信業務
経営許可証」を剥奪されるものとし、更に「外商投資企業批准証書」を授与した対外経済貿易主管部門に
「外商投資企業批准証書」を剥奪されるものとする。

第二十二条　外商投資電信企業が電信業務を経営する時、電信条例及びその他の関連法律、行政法規の規定に
違反する場合は、関連機関が、法律によって処罰を与えるものとする。

第二十三条　国内の電信企業が、外国にて株式上場する場合、国務院信息産業主管部門の審査、同意を経て、
国家の関連規定による許可を経なければならない。

第二十四条　香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地域の企業が、大陸で、電信業務に投資、経営する場合
は、本規定を適用するものとする。

第二十五条　本規定は2002年1月1日より施行する。
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