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上海（中国）
コンテンツ市場調査

日本貿易振興機構
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はじめに

　中国は今、めざましいスピードで経済発展を続けています。日本においても中国に関する政治、
経済、文化の情報をテレビや新聞、雑誌などのメディアで目にしない日はありません。ビジネス
においても、さまざまな業種で貿易・投資が活発化し、上海においては、在住日本人が登録ベー
スで約3万人といわれており、長期出張者などを含めると5万人程度といわれます。このことは、
距離的近さもさることながら、日本と中国の経済関係緊密化の象徴ともいえます。
　しかし、コンテンツビジネスに目を向けてみますと、街には日本製をはじめ、外国製のアニメ、
ドラマ、音楽、ゲームなどのソフトが氾濫していますが、その多くは海賊版といわれています。コン
テンツビジネスに関わるさまざまな方が、正規版権取引や、中国市場でのプロモーションに努力さ
れているのにも関わらず、その成果は大きく実っているとはいえないのが実情です。その原因とし
ては、海賊版の氾濫、内外価格差の問題などの市場に関する問題点と、センサーシップなど規制に
関する問題点が挙げられます。これらは、中国とのコンテンツビジネスの大きな壁となっており、
潜在市場規模の大きさをなんとなくは感じつつも参入に躊躇する原因となっています。
　また、もう一つ、中国に関する情報の少なさも大きな原因ではないかと考えます。センサーシッ
プの不透明さ、さまざまなで複雑な法律規制・監督官庁、市場規模の把握の難しさ、など情報不
足が否めません。
　今回、ジェトロ上海センターでは、映画、アニメなどそれぞれの分野によってまず中国のコン
テンツ市場に関する情報を整理し、わかりづらいことを少しでも少なくしようという試みで本
報告書を作成しました。また、ひとくちに「中国」といっても、あまりにも広くその全容を捉える
ことは一朝一夕ではできないため、まずは、経済発展の躍動力の源であり、大消費地であり、発展
著しい「上海」にターゲットを絞りました。
　本報告書の作成方法としては、これらの仕組みや市場規模などがまとまって書かれたバイブ
ルのような既存の本は見つけられませんでしたので、当地でそれぞれの分野に携わっておられ
る詳しい人 ( ほとんどが中国の方 ) にインタビューして、そのお話を基に仕組みをなるべく図式
化することにしました。
　インタビューをさせていただいた方については、ご希望により名前は出させていただいてい
ませんが、どういう方にうかがったのかがわかるおおよそのソースを巻末にまとめてあります
のでご参照ください。
　また、数字については主に公表されているデータを使い、出所は明記 (巻末にも分野ごとに整理し
てあります )しましたので、ご参考下さい。統計の数字については、本報告書発行段階では古くなっ
たものも多いのですが、まずはご参考の数値としてご利用いただければと思います。
　また、既にそれぞれの分野でご経験をお積みの方がご覧になると、この点は違っているとか、
こういうルートもあるなどのご指摘事項が数多くあると思います。本報告書をベースとして、い
ただいたご意見や情報を基に、さらに情報のグレードアップを図っていきたいと考えます。
さらに、ご要望の多い分野については、地域を広げたり、分野ごとにさらに掘り下げた情報の収
集を行っていきますので、ご意見・ご感想などをいただければと思います。
　本報告書が、中国コンテンツビジネスの基礎的な資料となって中国にご興味をもたれる方の
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ご参考に供し、そして、日本と中国のコンテンツビジネスに関わるそれぞれの方の交流がさらに
進むことにつながれば幸いです。

本報告書の構成
　本報告書は、テレビ市場、アニメ・漫画市場、映画市場、音楽市場、映像ソフト市場、携帯コ
ンテンツ市場、ゲーム市場、雑誌市場の 8分野について、各コンテンツ市場ごとにまとめられ
ています。それぞれ関心分野ごとにご覧いただけるようになっています。
　それぞれの分野ごとに少しづつ異なる点もありますが、主に以下のような構成になっています。

　①　各コンテンツ分野を監督する官庁、またその下を組織する企業などの仕組みを図式化しました。
　②　各コンテンツ分野の審査フローを図式化しました。
　③　各コンテンツ分野におけるおおよその市場の様子を、可能な限りデータを基に作成しました。
　④　各コンテンツに関連する法律・条例などを列挙しました。

　次に、コンテンツ分野ごとに見ますと、まず、テレビ市場については、中国のテレビは驚くほど
多チャンネルであることが特徴です。上海では約 66 チャンネルが視聴可能といわれています。
今回は、上海を切り口にしていますが、このようなチャンネルが全国各地に数多く存在するのです。
この項では、テレビ放映に関しての基礎的なことが書かれていますので、アニメ・ドラマなど
放送全般に関わります。機会があるごとにご参照ください。また、アニメ放映に関しては、ア
ニメ独自の規制もありますので、その点はアニメ市場の項をご覧ください。
　音楽市場と映像ソフト市場については、「放送」という枠ではなく、パッケージの「出版」と
いう概念の基になりますので、版権認証については国家新聞出版総署となります。また、内容
審査については、文化部の審査を受けることになります。これらの点で、音楽市場と映像ソフ
ト市場の項は、重なる点も多くあります。
　映画市場については、テレビと同じく、国家広播電影電視総局 ( 広電総局 ) の審査を受けるこ
とになります。合作についても多少触れていますので、ご参照ください。
　携帯コンテンツ市場については、新しいコンテンツではありますが、すでに非常に競争の激
しい分野でもあります。新しい分野であるため、随時、規制や仕組みが変化していますので、
今後も動向を注視する必要があります。
　ゲーム市場については、中国ではオンラインゲームが主流となっています。オンラインゲー
ム市場の仕組みについてが主な内容になっています。
　雑誌市場については、旧来からある「出版」というメディアのシステムを理解することがで
きます。「出版」については、やはり北京が主流といわれていますが、この項では上海の雑誌出
版事情が主な内容になっています。
　以上、本報告書は 2004 年 10 月ベースで作成しているため、それ以降のデータ、法律等の改正・
追加や、新しくできたチャンネルなどについて、不足している情報があります。これらについ
ては、ジェトロのホームページや通商弘報 ( 文末でご案内しています ) などで、できる限りフォ
ローしていく予定ですので、あわせてご参照下さい。
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コンテンツ流通促進センター
　ジェトロでは、2004 年 11 月から北京と上海のジェトロ事務所内に「コンテンツ流通促進セ
ンター」を発足させ、著作権侵害問題対策をはじめ、コンテンツ産業に関する情報収集など、
コンテンツの流通促進事業を実施しています。
　中国コンテンツ産業に関してのご興味、ご照会などがありましたら、下記コンテンツ流通セ
ンターまでお問い合わせください。

      コンテンツ流通促進センター連絡先

　　 北京 : 日本貿易振興機構 (ジェトロ )北京センター内
　　 住所 : 〒 100022 北京市建国門外大街甲 26号長富宮弁公楼 7003室 
　　 電話: 86-10-6513-7077     FAX:86-10-6513-7079
　　 URL: http://www.jetro.go.jp/china/beijing/jp_wenhua.htm

　　 上海 : 日本貿易振興機構 (ジェトロ )上海センター内
　　 住所 : 〒 200336 上海市長寧区延安西路 2201号上海国際貿易中心 21楼
　　 電話 : 86 - 21-6270-0489    FAX:86-21-6270-0499
　　 URL : http://www.jetro.go.jp/china/shanghai/jp/index.html

　なお、日本から北京・上海それぞれのコンテンツ流通促進センターをご訪問いただく場合は、
ジェトロ東京本部もしくは最寄のジェトロ事務所からのお申し込み ( 海外ブリーフィングサー
ビス ) をお願いしています。お申し込み方法など詳細は、下記までお問い合わせください。

　　 お申し込み先
　　 ジェトロ東京本部 貿易投資相談センター 
　　 電話 : 03-3582-5511     FAX : 03-3582-5662
　　 URL: http://www.jetro.go.jp/services/briefing→メールでのお申し込みフォームなどがあります。

　　 その他ジェトロ国内事務所の連絡先は、下記ホームページをご参照ください。
　　 URL: http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/

　　 その他 : 通商弘報 (ジェトロデイリー )のご案内
　　 メール及びWEBでご覧いただけるジェトロの有料ニュースサービスです。
　　 詳細は、下記アドレスをご覧下さい。
　　 URL: http://www5.jetro.go.jp/jnews/newsdb/aboutkouhou.html

                                                                                                                                      以上
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 

海

中華人民共和国国務院

国家広播電影電視総局
(広電総局 )

国家新聞出版総署 国家信息産業部

上海市文化广播影視管理局 (上海文広局 )

新しいメディアである
インターネットや通信
媒体 (携帯電話等 )
もともとはメディア管理の機構
ではなかったが、インターネット
メディアの発展にともない、メ
ディア監督管理機関に。

平面媒体 : 新聞、雑誌、
音楽 (CD等 )、映像ソフ
ト、その他の出版物等

映画、テレビ、ラジオ
( ケーブルテレビも含む )

SMG( 上海文広新聞伝媒集団 )

上海電影集団公司

東方明珠 (集団 )股份

上海大劇院総公司

上海文広科技発展有限公司

上海文広実業有限公司

STR国際集団有限公司

上海文広集団大型活動办公司

上海電影資料館

組織としては国務院に
所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監
督・管理を行っている。

下
部
組
織

地方管理機構

テレビ・ラジオ等。
詳細は後述。

国家工商行政
管理総局

... 広告に関して

中国国内の全ての
メディアに関する
広告業務の管理機構

《中華人民共和国広
告法》

国
家
レ
ベ
ル

1

映画
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上海におけるメディア ～SMG・組織構成表～2

(SHANGHAI MEDIA GROUP) 

上海文広新聞伝媒集団SMG
上海でテレビ・ラジオ
等の媒体を全て統括し
ているのが・・・

上海昆劇団

上海京劇団

上海評弾団

上海話劇芸術中心

上海交響楽団

上海歌劇院

上海軽音楽団

上海民族楽団

上海歌舞団

上海東方青春舞踏団

上海準劇団

上海馬劇城

上海市馬劇学校

(SHANGHAI MEDIA GROUP) 

上海文広新聞伝媒集団SMG
2001年8月に上海人民広播電台、上海東方広播電台、上海電視
台、上海東方電視台、上海有線電視台などのテレビ・ラジオの
局が統合して設立。
・テレビ:11チャンネル(地上波4CH、衛星1CH、ケーブル6CH。TV

チャンネルに関しては詳しくは後述)
・ラジオ:10チャンネル ・新聞:2誌 ・雑誌:2誌

2002年 10月 ~デジタルテレビのチャンネルを開始し、全部
で88チャンネル。
そのうち31チャンネルは自社で制作しており、デジタル放送
において中国でトップのレベル。(デジタルラジオ放送も同様)

2002年のTV番組放送時間はトータルで76024時間。そのう
ち初回放送(再放送を含まない)が29536時間、
自社制作(局制作)が17680時間。(トータルの60%をしめる)
SMGのテレビチャンネルのカバー人口は、上海地区 :1600
万人、華東地区 :1.2 億人。

グループ社員数 :5099人、2002年の総資産117億人民元、
売上高22.77億人民元。
資産・売上規模ともに、CCTV(中央テレビ)・BTV(北京テレ
ビ)を擁する“中広集団(中国広播影視集団)”に続く、中国国内
メディア第2位。(ローカルテレビ局としては、トップ)

文芸院団

上海人民広播電台(ラジオ )

上海東方広播電台(ラジオ )

上海電視台 ( テレビ )

上海東方電視台 ( テレビ )

東方網  ( インターネット )

上海文広互動電視有限公司

毎周広播電視報社

上海東方明珠股份有限公司

ニュース媒体

上海録像公司

上海広電影視制作有限公司

東上海国際文化影視有限公司

上海申花サッカーチーム

上海女子サッカーチーム

上海東方バレーボールチーム

上海東方バスケットチーム

上海国際会議センター

制作会社

スポーツチーム(プロ )

その他

NBA姚明が出身

SMGの体制3



10

上海で視聴できるチャンネル4

上海におけるテレビ視聴傾向 (1) ～チャンネル別視聴傾向～5

上海(SMG) 全国(CCTV) 各省市の衛星チャンネル

上海電視台     
新聞総合チャンネル       ( 地上波 )
生活時尚チャンネル       ( 地上波 )
テレビドラマチャンネル ( ケーブル )
財経チャンネル             ( ケーブル )
スポーツチャンネル       ( ケーブル )
ドキュメンタリーチャンネル    ( ケーブル )
上海東方電視台    
新聞娯楽チャンネル       ( 地上波 )
文芸チャンネル             ( 地上波 )
音楽チャンネル             ( ケーブル )
ドラマチャンネル          ( ケーブル )
子供チャンネル      (2004 年 7月 ~)
上海東方衛視電視台 (2003 年 10月 ~)
衛星チャンネル

東方電影チャンネル  (2003 年 12月 28日 ~)
( 上海電影集団公司に所属 )

CCTV1: 総合
CCTV2: 経済・生活・服務
CCTV3: 総芸 ( 戯曲・音楽 )
CCTV4: 国際
CCTV5: スポーツ
CCTV6: 映画
CCTV7: 子供・軍事・農業
CCTV8: ドラマ
CCTV9: 映画
CCTV10: 科学・教育
CCTV11: 戯曲
CCTV12: 西部
CCTV  ニュースチャンネル
CCTV  子供チャンネル
CCTV  音楽チャンネル

北京衛星
重慶衛星
山西衛星
安徽衛星
江西衛星
山東衛星
湖南衛星
広西衛星
雲南衛星
寧夏衛星
江蘇衛星
黒龍江衛星
内モンゴル衛星
浙江衛星

広東衛星
四川衛星
新疆衛星
甘粛衛星
遼寧衛星
貴州衛星
吉林衛星
湖北衛星
天津衛星
青海衛星
旅遊衛星
         等

上海教育電視台
教育チャンネル
(教育局が独自に管理統括 )

注 : 上海では地上波とケーブルの視聴で
きる世帯数はほぼ同じ。

上海地区では約66のチャンネルを受信可能
( 上海では上海・東方TVの地上波・ケーブルともにほぼ100%受信可能 )

上海地区のテレビでの視聴競争状況

上海の一般家庭では、上海東方テレビの各チャンネル及び中央テレビ、各省市の衛星チャンネル等

約66チャンネルが一般的に視聴可能
但し、一般家庭では香港や日本等の海外衛星チャンネルはアンテナの設置が禁止されており、視聴不可

上海地区では約66のチャンネルを受信可能
( 上海では上海・東方TVの地上波・ケーブルともにほぼ100%受信可能 )

中央台 (CCTV):15.6%

SMG所属チャンネル :70.4%
( 上海 TV、東方 TV、東方衛星 )

外省市の衛星 :8.6%

上海教育電視台 :2.5%( 教育局系列 )
その他の上海チャンネル :2.9%

1家庭でみられるチャンネル数は多いが、視聴傾向は上海ローカルチャンネル中心
上海では、メインは地元チャンネル間の競争であり、それに続くのが中央テレビ(CCTV)
( 他の地域で中央テレビのチャンネルが優勢な状況とは異なる )

データー :
央視 - 索福瑞媒介研究有限公
司 (CVSC-SOFRES MEDIA,
省略名CSM)2002 市場割合

SMG所属CH
70.4％

CCTV
15.6％

その他上海CH
2.9％

上海教育CH
2.5％

外省市の
衛星CH
8.6％

上海の一般家庭では、上海東方テレビの各チャンネル及び中央テレビ、各省市の衛星チャンネル等

約66チャンネルが一般的に視聴可能
但し、一般家庭では香港や日本等の海外衛星チャンネルはアンテナの設置が禁止されており、視聴不可
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东方电视台戏剧频道

上海教育台 (26 频道）

上海电视台纪实频道

上海电视台电视剧频道

东方电视台音乐频道

上海电视台卫视频道

上海电视台体育频道

上海电视台生活时尚频道

东方电视台新闻娱乐频道

上海电视台财经频道

上海电视台新闻综合频道

上海电视台文艺频道

上海におけるテレビ視聴傾向 (2) ～ジャンル別視聴傾向～6

上海におけるテレビ視聴傾向 (3)～1日の視聴傾向～7

上海・番組のジャンル別・視聴傾向

ドラマ :36.7%
ニュース :  8.8%

ドキュメンタリー :8.1%

映画 : 6.9%

娯楽 ( バラエティ ):6.4%

スポーツ :6.1%

アニメ : 3.0%

戯曲 : 2.2%

音楽 : 1.9%

教育 : 0.2%

その他 :19.7%

Source:CSM Nov.02-Jan.03 

参考 : 中国全国・番組のジャンル別・視聴傾向 圧倒的に、ドラマの視聴
傾向が高い。
(全国的に見ても、上海はかなり高
い傾向)

続いて、ニュース、ドキュ
メンタリーと続く。
(ただしニュースの視聴傾向は全国
平均より低い)
娯楽(バラエティ)は、番
組コンテンツも十分に充
実しておらず、まだまだ
低い傾向。

ドラマ :20.1%
ニュース :15.8%

ドキュメンタリー:10.9%

映画 : 8.1%

娯楽 ( バラエティ ):5.5%

スポーツ : 8.2%

アニメ :3.0%

戯曲 :1.2%

音楽 :2.5%

教育 :0.2%

その他 :24.4%

視聴習慣として、仕事から帰宅後テレビを見始める。
いわゆるゴールデンタイムは18:00～22:00
1番目のピークは、18:30～19:30のニュース
2番目のピークは、19:30～21:00のドラマ。
深夜の時間帯は、番組も少なく全体的に視聴率も低い。
チャンネル数が多いこともあり、平均視聴率約2～3%
とれれば視聴率のよい番組といえる。

7

6

5

4

3

2

1

0
8：００ 9：００ 10：００ 11：００ 12：００ 13：００ 14：００ 15：００ 16：００ 17：００ 18：００ 19：００ 20：００ 21：００ 22：００ 23：００

新闻  ( ニュース )
电视剧  ( ドラマ )

ドラマ
36.7％

ニュース
8.8％映画

6.9％

娯楽
6.4％

スポーツ
6.1％

アニメ
3.0％

戯曲
2.2％

音楽
1.9％

教育
0.2％ その他

19.7％

ドキュメンタリー
8.1％

ドラマ
20.1％その他

24.4％

ニュース
15.8％

映画
8.1％娯楽

5.5％

スポーツ
8.2％

アニメ
3.0％

戯曲
1.2％

音楽
2.5％

教育
0.2％

ドキュメンタリー
10.9％

Source:CSM 2002（視聴割合）
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テレビ番組の制作・放送・配給システム8

海外ドラマコンテンツの配給・放送の申請に関して9

省級広播電視行政部門

申請1 申請2
審査に
合格すれば合格すれば

国家広電総局 電視劇発行許可証

中国国内
テレビ機構

買い付け

審査を行い、意見書に署名 再度審査を行う が発行される

国内で海外ドラマを配給・
放送するためにはこの“電
視劇発行許可証”が必要。

国家広電総局に批准された、各省・省都・市の地上波テレビ局ごとに、毎
年“海外電視劇的引進指標(海外ドラマの輸入に関する指標)”がある。ひと
つの指標ごとに、長さ20話、1話につき45分~50分という制限がある。(ド
キュメンタリー、アニメに関しては、この指標の制限を受けない)

海外電視劇的引進指標 (海外ドラマの輸入に関する指標 )

中国国内のテレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ中国国内のテレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ

申請 制作 放送 2次配給内容審査

中央電視台
広電系統・内部機関

省級 /省会電視台
広電総局・下部機関
SMG( 上海 TV、東方 TV、
東方衛視 )

番組制作機関

申請 制作

テレビ局

制作会社

テレビ番組の制作許可は、会社 ( 機構 ) ごと毎年国家広
電総局へ申請。
2002 年の全国ラジオテレビ番組制作単位の審査合格状
況は以下の通り。
-《テレビドラマ制作許可証・甲種》 取得 :120 件 SMG
グループの下部機関 “上海求索影視制作有限公司 ”等

-《テレビドラマ制作許可証・乙種》 取得 :187 件中国唱
片公司等

-《ラジオテレビ番組制作経営許可証》取得 :886 件

配給会社

内容審査
一次配給

一
次
配
給

配給委託

小規模な制作会社では自社で販売する力がないため、配給委託を行っ
ている。通常販売額の15~30%を代理費として配給会社に支払う。
年間 200話以上のドラマを制作する大型制作会社が 100%自社で
配給するのに対し、ドラマ制作が年間 17話程度の小型制作会社の
自社配給率は 24.4%に過ぎない (75.6%は、配給委託を行っている )
 ( 電視劇視聴調査問巻による )

広電総局へ
城市電視台へ

1 次配給がメインの市場。
1 次配給で制作会社 ( 及び
配給会社 ) は利益回収を終
えるのが普通。
2次配給で得る金額は、ドラ
マ配給総額の中で占める割
合は小さいが、購入した放映
権を有効に使うため、規模の
小さい城市電視台等に 2次
配給を行っている。

国家広電総局審査委員会より

テレビのコンテンツは、テレビ局での制作がメイン
ただ最近では、ドラマなどを中心に、娯楽番組等でも、
制作会社が台頭。

補足 :2003 年度中国全土で批准されたテレビドラマの企画は 649 作品・
14370話。そのうち北京地区 :203 作品・4705話、上海地区 :52 作品・1506話、
広東地区 :40 作品・1869話。この三地区で全体の約 56%を占める。

広電総局へ
テレビドラマに関しては、撮影に入
る前に、“ ドラマの題材企画・台本
“を申請をし審査を通さなくてはな
らない。
2002年全国で2152作品 (45084
話 ) が申請され、1544作品 (31856
話 ) が批准された。

視聴者広 告
広告費広告枠

広 告

視聴者
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番組コンテンツの需要と放送状況10

一番放送されているのは中国国内の現代ドラマ。輸入ドラマ(港台含む海外ドラマ)の人気は他地方と比べ比較的高い。

ドラマのタイプ

時代劇 ( 国内 )

民国劇 ( 国内 )

現代ドラマ ( 国内 )

海外ドラマ ( 港台含む )

合計

作品数

125

45

483

157

810

放送時間
( 単位 :1 時間 )

14561

6084

45672

9015

75331

1人あたりの
平均視聴時 ( 分 )

4936

2733

10287

3788

21744

100時間放送ごとの
1人の平均視聴時間 ( 分 )

34

45

23

42

29

■上海各種ドラマの放送・視聴状況

1位 : テレビドラマ           84.3%
2位 : ニュース・時事        54.2%
3位 : 映 画                      43.6%
4位 : 生活サービス           32.5%
5位 : スポーツ番組           20.5%

テレビ局が一番必要としているコンテンツは “テレ
ビドラマ ”。2002年中国全土で必要とされたドラ
マは30,000話、総購買数約8,000話

( 各テレビ局が最も必
要とする番組のタイ
プを複数回答 )
《中国電視市場調査
2002-2003》より

2001年  テレビ局の最も必要とする番組のタイプ

2002 年中国国内のテレビ局がドラマ購入のために使用した総額は約30億元
強。そのうち中央テレビが購入したドラマは約 2-3 億元、経済が発展地区のテレ
ビ局では約 1-2 億元などと推定されている。『中国電視劇市場報告』

Source:CSM2002

2002年上海で放送になったドラマは全部で810
作品。うち輸入ドラマは157作品

Source:CSM2002
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番組コンテンツの販売ルート11

テレビドラマの市場価格12

中国国内でのテレビ番組コンテンツの交易全体において、90%をドラマが占める。
テレビドラマのマーケットは、他の番組コンテンツの市場に比べ、成熟した市場で価格も体系化されている。( ドラマ前後の広告収
入全体が、テレビ局の全広告収入の約 70%を占める )

国産のドラマは輸入ドラマ (海外ドラマ・港台含む )より価格が高く、
時代劇はその他のドラマより高価格という傾向がある。

上海テレビ局では、一級レベルのドラマを1話あたり約5万元で購入するのが一般的。

テレビドラマの市場価格

※現在、輸入ドラマは中国国産ドラマの二級レベルの価格の相場で取引されることが多い(次ページ参照)

■1話あたりの制作費と国内市場価格
時代劇
一級レベル
二級レベル
三級レベル

制作コスト
40万元以上
25-40万元
25万元以下

国内市場価格
50-60万元
35-50万元
35万元以下

現代ドラマ ( 国内 )

一級レベル
二級レベル
三級レベル

制作コスト
35万元以上
17-35万元
17万元以下

国内市場価格
50-55万元
30-50万元
20万元以下

Source: 電視劇市場訪訪資料

ドラマの販売ルート

業界ルート 独自ルート 新ルート

テレビ祭以外の
番組交易会
45.3%

省市テレビ局
番組交易ネット
32.8%

販売員による
直接販売
84.4%

インターネット
交易プラットフォーム
23.4%

テレビ祭
76.6%

■配給会社各種ルートの使用状況

1986 年 12月 10日に、“アジア最大のテレビ番組及機材交易市場 ”を目標に “上海国際友好城市電視節
( 第一回上海国際電視節 ”が創設された。その後、次々に “ 北京国際電視週 ”“ 四川電視節 ”“ 金鷹電視節 ”“ 長春電視節 ”等のテ
レビ祭が中国国内で開催されている。
第10回上海テレビ祭
2004 年 6月 6日 ~6 月 8日 上海新国際博覧中心にて開催された。この期間に行われた交易の総額は92216.91 万人民元と、
このテレビ祭において過去最高額に達した。テレビドラマ、テレビ番組、ドキュメンタリー、アニメなど、交易作品は全部で6997作品、
162464 話。
2001北京国際電視週
テレビドラマの交易総額は2.5億人民元(15332時間 )。海外のテレビ番組(ドラマやドキュメンタリー)の交易希望総額は、1.4
億元。海外テレビ番組 (ドラマ・ドキュメンタリー等 )の交易総額は、6960時間。
第6回四川電視節 (2001)
交易総額・2.37 億元 (8313 話 )。海外のテレビ番組の交易希望総額は、2.37 億元。海外テレビ番組の交易総額は、3261話。

“国産電視節目交易会”1996 年～広播電影電視部社会管理司が開催。毎年上半期。全国の国産テレビ番組の交易メインルート
“中国広播電影電視力節目交易中心”2002 年～国内外のテレビ・ラジオ・映画媒体に関する交易。(常設 )

テレビ祭

テレビ祭以外の番組交易会

Source:2002年電視劇市場調査

Source: 第十届上海電視節節目交易市場分析報告

メインルート
サブルート
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中国における海外コンテンツの市場状況13

現在中国のテレビ市場における海外作品の現状
1. 政府のコントロールにより、ドラマの輸入は下降線をたどっている。
2. 香港のテレビドラマは依然として中国国内の輸入ドラマの中でメインと
なっている。

3. 近年、韓国ドラマの伸びが注目される。
4. 香港・台湾との合作が増加している。

90 年代後期に入るまで、中国国内のテレビ番組はコンテンツが不足している状況で、長期にわたって海外
ドラマに依存している状況だった。そのため、政府の申請標準に合いさえすれば、各テレビ局はどんな海外
のテレビ番組も購入することができ、特に各地のケーブルテレビは更に柔軟性を持っていた。
90年代後期に、海外輸入ドラマはピークを迎える。このような状況下、国家広電総局は次々と政府法規を
発布し、輸入するドラマのテーマ、数など海外からのドラマの輸入、放送を徐々に制限するようになった。(詳
しい法規一覧は、P.16 参照 )

このような厳格な国家広電総局のコントロールのもと、海外ド
ラマの中国における状況は大きく変化。
2002 年に、81.8%のテレビ局は海外の
ドラマを購入
しているが、この海外ドラマを購入した各テレビ局における

平均海外ドラマ購入数は、10.7 作品、
219.9 話
同じ時期に購入したドラマ全体の 14.1%にすぎない。また、海
外ドラマを放送したチャンネルの中で、
海外ドラマの放送回数の占める割合は、
全体ドラマ放送の21%にすぎない。 

2002 年各級テレビ局の
海外ドラマ作品購入数

0作品
18％

20作品
以上
15％

10̃19作品
30％ 1̃9作品

37％

( 中国電視劇市場調査より )

このような状況を受けて海外ドラマの交易市場は下降線をたどり、価格も下がってきている。
現在、中国国産ドラマの二級レベルの価格の相場で取引されることが多い

注 :中国でいう輸入ドラマ (国外ドラマ )には、香港・台湾ドラマも含む



16

中国における海外コンテンツの放送状況14

韓国ドラマとの放送状況比較15

■各地、海外ドラマ全体の中で
韓国ドラマの占める割合

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0%

27.2%

20%

24.6%

20.6% 18.9%

26.9%

17.3%

华北 华南 华东 华中 西北 西南 东北

■各地、海外ドラマ全体の中で
日本ドラマの占める割合

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0%

5.8% 5.1% 4.0% 4.2%
3.3%

4.6%
2.3%

华北 华南 华东 华中 西北 西南 东北

( 放送回数の比較に基づく )
中国全土で、韓国ドラマの優勢が見て
とれる。韓国・日本ドラマも傾向とし
て華北・西南地区の割合が高く、東北・
西北地区の割合が低い。 

Source:CSM2002

■韓国ドラマ2002年中国の主要チャンネルで放送になったチャンネル数ベスト10

■ 2002年中国主要チャンネルで放送になった海外ドラマ “ 作品数 ”国別比率
順位
1
2
3
4
5
6
7
8

国家 /地域
香港
韓国
台湾
アメリカ
日本

ヨーロッパ
シンガポール
その他

放送作品数
133
67
42
39
23
10
7
6

輸入ドラマにおける%
40.7%
20.5%
12.9%
11.9%
7.0%
3.1%
2.1%
1.8%

■ 2002年中国主要チャンネルで放送になった海外ドラマ “ 放送回数 ”国別比率
順位
1
2
3
4
5
6
7
8

国家 /地域
香港
韓国
台湾
アメリカ
日本

ヨーロッパ
シンガポール
その他

放送回数
723
316
185
75
61
26
19
6

輸入ドラマにおける%
51.3%
22.4%
13.1%
5.3%
4.3%
1.8%
1.4%
0.4%

Source:CSM2002

Source:CSM2002

順位
1
1
3
4
5
6
6
8
8
8

日本語タイトル
秋の童話
イブのすべて
冬のソナタ
世の終わりまで

火花
警察特攻隊
若い太陽
新貴公子
ポップコーン
真相

中国語タイトル
藍色生死恋
女主播的故事
冬日恋歌
天涯海角
火花
世紀特警
青春的太陽
新貴公子
我願意
真相

放送チャンネル数
21
21
14
14
11
11
11
9
9
9

Source:CSM2002

90 年代中頃、『東京ラブストーリー』
を皮切りに日本のトレンドドラマが中
国でブームとなった。
しかし、近年日本ブームは下火となり、
現在は中国国内では、海外ドラマとし
ては韓国ドラマの人気が高い。
2002 年、『真昼の月』、『ビューティフ
ルライフ』、『愛してるといってくれ』な
ど日本ドラマも 23作品中国で放送に
なったが、作品数、放送チャンネル数と
もに、韓国を大きく下回っている。

合計 :
327作品

香港
40.7％

韓国
20.5％

台湾
12.9％

アメリカ
11.9％

ヨーロッパ
3.1％

シンガポール
2.1％

その他
1.8％

日本
7.0％

香港
51.3％

韓国
22.4％

台湾
13.1％

アメリカ
5.3％

ヨーロッパ
1.8％

シンガポール
1.4％ その他

0.4％

日本
4.3％

合計 :
1414
回放送
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海外の番組に関する法規一覧16

中国のテレビに関する基本データ―17

中国全土のテレビカバー率98.2%
テレビが2台以上ある家庭も24.2% Source:CSM2002( 基礎調査データ― )

中国全土で、2002年末の時点で
テレビ局 (電視台 ):368局 ( 前年比 +11)
チャンネル数 :2124( 前年比 -70)

2500

2000

1500

1000

500

0

983

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

1032 1065 1108 1206

2194 2124

■中国チャンネル数の推移

Source: 中国広播電視年鑑 2003

2002年中国国内で放送になったテレビ番組は1000万時間を突破
2002 年のテレビ番組放送時間は 1094.8 万時間 ( 前年比 138.6 万時間、伸び率 14.5%)

2002年テレビ局制作の番組が増加
2002年のテレビ局による番組制作総量は168.1 万時間 (前年比10.2 万時間、伸び率6.5%) Source: 中国広播電視年鑑 2003

2002年テレビ局の広告営業総額は200万元を超える
2002年の中国のテレビ局による広告営業総額は231.03 億元 ( 前年比28.8%の増加 ) Source: 国家工商行政管理総局《現代広告》

■国家広電総局が国外ドラマ輸入・放送に関して発布した管理法一覧
法規名

《関于引進、播出境外電視節目的管
理規定》( 国外のテレビ番組を輸入、
放送する管理規定 )

《関于厳格控制引進、播出打闘、凶殺
内容境外劇的通知》( 闘争、凶悪殺
人等の内容の国外のドラマに関す
る輸入、放送に関する通知 )

《関于進一歩加強電視劇引進、 合拍和
播放管理的通知》( テレビドラマの
輸入、共同撮影、放送管理の更なる
強化に関する通知 )

《関于加強省級電視台上星節目頻道
管理工作的通知》( 省級テレビ局・
衛星チャンネルの管理強化に関す
る通知 )

《電視劇管理規定》
( テレビドラマ管理規定 )

主な内容

国外 ( 香港・台湾含む ) のテレビドラマは、各テレビ局・毎日の放
送の中で、ドラマ総放送時間の 25%、ゴールデンタイム
(18~22時 ) では 15%を超えてはならない。

“ 武侠 ” や “ 警匪 ( 刑事もの )” 等の題材を扱った国外ドラマの輸入を
大幅に減らすこと。既に批准された上記題材の国外ドラマを放送する
際には、再度各地で審査を行うとともに、できる限り闘争シーンをカッ
トし、19時 ~22時のゴールデンタイムでの放送は避けるようにする。

輸出もとの国 ( 地方 ) 及び題材に関する更なる規制。ひとつの国家、地
域から輸入が集中することを避け、同題材のドラマも重複しないよう
にする。宮廷、殺人を題材としたドラマの輸入は特に厳しく制限し、こ
の題材を扱ったドラマは、年間輸入ドラマ全体の 25%を超えてはなら
ない。
各テレビ局、ケーブル広播テレビ局は、広電総局が批准した輸入
ドラマ ( 少数の優秀作品 ) をのぞき 19 時 ~21 時 30
分の間に輸入ドラマを放送してはならない。ひとつの作品
は、3つ以上の省級テレビ局の衛星チャンネルで放送してはならない。

18時 ~22 時に放送する輸入ドラマは 15%以内にしなくてはならない。
19時 ~21 時 30分には、国家広電総局が放送を批准した輸入ドラマ ( 優秀
作品 )以外放送してはならない。“千台一面 ”の状況を避けるため、ひとつの
作品は、3つ以上の省級テレビ局の衛星チャンネルで放送してはならない。

国外 ( 香港・台湾含む ) のテレビドラマは、各テレビ局・毎日の放送
の中で、ドラマ総放送時間の 25%、ゴールデンタイム (18~22 時 ) で
は 15%を超えてはならない。

1994.02.03

1995.03.08

2000.01.04

2000.01.13

2000.06.15

発布日
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 

海

中華人民共和国国務院

中国人民共和国
文化部 国家新聞出版総署

上海市文化广播影視管理局 (上海文広局 )

平面媒体:新聞、雑誌、音楽(CD等)、
映像ソフト、その他の出版物等

映画、テレビ、ラジオ
( ケーブルテレビも含む )

上海電影集団

組織としては国務院に所属。た
だし、実際の業務内容は宣伝部
が監督・管理を行っている。

地方管理機構

1

国家広播電影電視総局
(広電総局 )

上海新聞出版局

SMG(上海文広新聞伝媒集団 )

下部組織

上海電影制厂、上海美術
電影制厂、(※詳しくは添
付資料参照 )、上海電影译

制 (翻訳 )、科教電影厂

アニメ
制作機構

東方電影チャンネル、上海
影城、联和電影院線、超級
電影世界、永華電影城

放映機構

上海世紀出版集団、文
汇新民联合報業集団 等

アニメ
制作・放映機構

上海世紀出版集団、文
汇新民联合各出版社

上海通王雑誌社、『漫動
作』雑誌社 等
上海通王雑誌社、『漫動
作』雑誌社 等各雑誌社

上海電視台、上海東方電
視台

上海美術電影制片厂の組織体制2

上
海
美
術
電
影
制
片
厂

上海億利美動画有限公司 監督、原画デザイン、美術デザ
インアニメ、国際業務 など

上海美術電影絵制厂

上海美術電影専修学校

上海卡通文化発展有限公司

上海卡通王雑誌社

影視発行部 (映像配給 )

生産技術部

企画創作部

事務室

業務部、工芸品部、セールス部 
など

原画クラス、アニメクラス、演劇クラス、
声優クラス、デッサンクラス、漫画クラス

製品開発部、キャラクター版権
部、営業、卡通王市場

編集部、出版社、発行部

『隋唐英雄伝』、『中華美徳』、『超級球
迷』、『水滸伝英雄秀』などのテレビ
シリーズのアニメのほかに、『回想』、
『誰的丈夫離得最遠』など短編映画を
2作品制作。
そのほか、オーストラリアと合作で
『袋鼠凱文』、カナダと合作で『奇妙
的粉画世界』、韓国と合作で『太空鴨』
などのテレビアニメを制作。

2002年の制作状況
アニメ作品を6122分制作

データー :『2003 上海文化年年鑑』
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現在上海で放送されている主なアニメ番組 (2004年 8月現在 )3

チャンネル名
電視劇頻道

文芸頻道

新聞娯楽頻道
音楽頻道

東方少児頻道

時間
晨間影院
動画劇場

動画風景線

動画風景線

青春卡通営

卡通大本営

月～金
月～金

月～金

土曜
日曜
火 ~土

月 ~金

土日
土曜
日曜

月 ~金

日 ~金

日曜

 7:00 ～ 8:30
17:00 ～ 18:30

15:20 ～ 16:20

15:40 ～ 16:10
16:30 ～ 17:00
 8:55 ～ 9:20
15:20 ～ 15:45
18:40 ～ 19:00
10:30 ～ 10:55
 9:35 ～ 10:30
20:05 ～ 21:00
10:30 ～ 11:00
13:00 ～ 13:30
18:30 ～ 19:00
11:00 ～ 12:00
13:30 ～ 14:30
20:00 ～ 21:00
 9:00 ～ 12:00

『封神榜伝奇』(中国 )
『小魔女蒙娜』(中国 )
『カードキャプチャーさくら』(日本 )
『イニシャルD』(日本 )
『小神龍倶楽部』(欧米 )
『藍猫淘気三千問』(中国 ) 
『ビーダマン』(日本 ) 

『動漫情報』 アニメ漫画情報番組 (再放送 )
『動漫情報』 アニメ漫画情報番組

『動漫情報週末版』

『動漫排排隊』 アニメ情報番組

『白鸽島』(中国 )

『名探偵コナン』(日本 ) 

曜日 枠名 放送中のアニメ

※放送中のアニメは 2004年 8月 23日の週現在です。上海電視台、東方電視台のチャンネルのみ。中央テレビ及び上海以外の地
　域のテレビ局を含 みません。

上海での子供番組の占める割合4
データー : 央視 - 索福瑞媒介研究有限公司 (CVSC-SOFRES MEDIA, 省略名CSM)

ジャンル

テレビドラマ
映画
教育番組
子供番組 (アニメを含む )
スポーツ
戯曲
ニュース
音楽

2000年
放送割合 (%)

27.4  

7.2

1.9

3.5

6.8

2.4

10.6

2.6

⇒子供番組 (アニメ含む )は、テレビ市場全体から見て、放送割合・視聴割合ともに高くない。

2000年～2002年上海市場における番組ジャンル別放送割合 /視聴割合

2001年 2002年
視聴割合 (%)

44.0

9.1

0.4

5.5

8.0

0.9

8.3

1.2

放送割合 (%)

23.5

5.0

1.3

2.7

5.0

2.4

9.1

2.4

視聴割合 (%)

36.9

9.3

0.3

3.4

6.1

2.2

8.4

1.5

放送割合 (%)

23.1

3.8

1.1

2.5

4.0

2.9

8.8

2.8

視聴割合 (%)

36.7

6.9

0.2

3.1

6.1

2.2

8.8

1.9
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上海での各ジャンルのテレビ番組の視聴傾向5
データー : 央視 - 索福瑞媒介研究有限公司 (CVSC-SOFRES MEDIA, 省略名CSM)

番組のジャンル
アニメ
戯曲
教育
バラエティ
映画
音楽
ニュース
ドラマ
ドキュメンタリー
スポーツ
その他

男性

2064

1428

126

3982

4709

1118

6154

21073

5537

5115

12612

⇒4～14才の層では、ドラマに続いて高い視聴傾向

2002年上海市場の男女/年令別1人あたり各テレビ番組を見る時間(年間/分 )

女性

1859

1406

122

4374

4168

1334

5110

26784

4834

2660

12864

4~14 才

6305

660

100

3443

2724

1083

2480

21632

2453

1860

9457

15~34 才

1686

572

114

3911

4638

1737

3594

18408

3762

4156

10299

35~54 才

1276

597

100

4220

5172

1111

5729

22270

5491

4177

12373

55 才以上

1444

3881

183

4616

3870

1002

8823

31818

7249

4411

16934

中国でのアニメ番組視聴傾向6

⇒男女では大きな差はないが、年齢的には14歳以下、小学生以下の視聴時間が圧倒的に長い

2002年上海市場の男女 /年令別
1人あたりアニメ番組を見る時間 (年間 /分 )

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2064

男性 女性

1859

2002年上海市場の学歴別
1人あたりアニメ番組を見る時間 (年間 /分 )

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3731

義務教育前 小学校

4099

6305

4～14才

1686
1276 1444

15～34才 35～54才 55才以上

1686 1638

中学校 高校

1505
935

大学以上

3731

14～20才のアニメ番組に対する意識

日本・韓国のアニメを歓迎する

20 40 60 80 100

欧米のアニメを歓迎する

国産の中国アニメを歓迎する

82

81.5

44.5

0

データー : 央視 - 索福瑞媒介研究有限公司 (CVSC-SOFRES MEDIA, 省略名CSM)

データー : 文化部文化産業司司長 (王永章 ) の発言より
2001年 8月 “ 亜洲卡通漫画展 ”期間中の調査に基づく

（％）

※現在就学中も含む
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海外アニメの配給・放送の申請に関して7

国際影業有限公司
日本のアニメキャラクターなどの版権ビジネスをアジアで手
掛ける香港企業。(中国での代理商として最大手 )
小学館、集英社、双葉社、フジテレビ、テレビ朝日、旭通、
東映など日本の主要アニメ制作会社や出版社と提携。( 関連
記事を添付 ) 上海では “ 上海劲騰文化有限公司 ” が、国際影
業の代表として、映画、漫画、周辺商品の普及に努めている。

海外の版権もと

場合によっては
代理商を経由する

海外アニメを中国国内で放送・配給するための審査の流れ

審査① 広電局指定もしくは批准をうけた

輸入機構
上海 :SMGと上海電影集団
輸入機構自身で、内容審査などを行う

海外アニメを中国国内で放送・配給するための審査の流れ

＝

場合によっては

代理商

広電総局の規定により、海外 ( 香港・台湾含む ) の輸入でき
るアニメの量には大きな制限がある。海外のアニメを輸入す
ることができるのは、国産アニメを生産しているテレビ局及
び広電総局が資格ありと指定したアニメ制作機構のみで、輸
入する海外アニメと国産アニメの比率は 1:1 を超えてはなら
ない。( アニメを生産していない機構は輸入を行うことはで
きない。)上海でアニメを輸入できる機構は、SMGと上海電
影集団である。今年、上海電影集団と電通が共同出資で “ 上
海上影電通影視文化伝播有限公司 ” を設立させたが、この会
社もアニメの制作・輸入の力をもつ。すべての輸入するアニ
メは、広電総局の審査を経、許可証を得て初めて、放送・配
給を行うことができる。審査② 省級広播電視行政部門

上海 : 上海文広局
審査を行い、意見書に署名

国家広電総局
再度審査を行う

審査③

審査に合格すれば

国家広電総局
電視劇審査委員会より

動画片発行許可証
が発行される

国内で海外アニメを配給放送するためには
この “動画片発行許可証 ”が必要。

テレビ局
中国国内での放送及び放映権の販売
契約の種類は 3つ。
①そのテレビ局での放送権
②その地区 (省・市・自治区 )での放送・配給権
③中国全国での放送・配給権
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2003~2004年6月までに国家広電総局が批准した海外アニメ一覧8

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

作品名 (日本名 )
四駆兄弟 2( 爆走兄弟レッツ&ゴー )
射雕英雄伝 (第一部 )
射雕英雄伝 (第二部 )
超級酷楽猫 (サイボーグ クロちゃん )
成龍歴険記
茜茜公主
泰山 (ターザン )
雪孩子
迪斯尼卡通经典故事集 (ディズニー )
太空球侠 2
芭芘之長髪公主
哆啦A梦 II( ドラえもん II)
小黑卡利麦羅 ( 日本語名不明 )
迷你寵物星
弹珠警察 (ビーダマン )
神奇学校
足球小将̶夢想之路 (キャプテン翼 )
卡通総動員
神龍戦士 ( ワタル )
霹雳賽車 ( 日本語名不明 )
史努比
宇宙英雄奥特曼 ·迪迦 (ウルトラマン・ティガ )
下課後
頭文字D( イニシャルD)
重獲新生的機器人 ( 日本語名不明 )

話数
51
36
36
43
26
52
36
26
44
13
4
54
52
26
50
26
52
56
51
51
52
52
2l
39
39

国
日本
台湾
台湾
日本
アメリカ
アメリカ
アメリカ
ノルウェー
アメリカ
FIFA
アメリカ
日本
日本
韓国
日本
アメリカ
日本
アメリカ
日本
日本
アメリカ
日本
アメリカ
日本
日本

輸入機関
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
北京テレビ局
河北テレビ局
四川テレビ局
北京テレビ局
北京テレビ局
上海美術電影制作片厂
上海文広新聞伝播集団
山西テレビ局
上海文広新聞伝播集団
上海文広新聞伝播集団
上海美術電影制作片厂
上海文広新聞伝播集団
遼寧テレビ局
上海文広新聞伝播集団
北京テレビ局
上海文広新聞伝播集団
北京テレビ局
遼寧テレビ局
北京テレビ局

許可証番号
広外動画審字 (2003) 第 001号
広外動画審字 (2003) 第 002号
広外動画審字 (2003) 第 003号
広外動画審字 (2003) 第 004号
広外動画審字 (2003) 第 005号
広外動画審字 (2003) 第 006号
広外動画審字 (2003) 第 007号
広外動画審字 (2003) 第 008号
広外動画審字 (2003) 第 009号
広外動画審字 (2003) 第 010号
広外動画審字 (2003) 第 011号
広外動画審字 (2003) 第 012号
広外動画審字 (2003) 第 013号
広外動画審字 (2003) 第 014号
広外動画審字 (2003) 第 015号
広外動画審字 (2003) 第 016号
広外動画審字 (2003) 第 017号
広外動画審字 (2003) 第 018号
広外動画審字 (2003) 第 019号
広外動画審字 (2003) 第 020号
広外動画審字 (2004) 第 001号
広外動画審字 (2004) 第 002号
広外動画審字 (2004) 第 003号
広外動画審字 (2004) 第 004号
広外動画審字 (2004) 第 005号

許可発行日
2003-1-23
2003-3-17
2003-3-17
2003-3-27
2003-4-7
2003-4-7
2003-4-7
2003-5-6
2003-6-6
2003-6-17
2003-6-24
2003-7-3
2003-7-15
2003-7-22
2003-8-25
2003-8-29
2003-10-20
2003-11-5
2003-12-12
2003-12-12
2004-1-12
2004-2-11
2004-4-2
2004-4-28
2004-6-29

近20年来中国で放送してきたアニメ9
データー : 捜狐 (SOHU) 新聞中心

近20年来、中国大陸のテレビ局で放送された日本アニメ近20年来、中国大陸のテレビ局で放送された日本アニメ

鉄臂阿童木 (鉄腕アトム )

魔法小歌王 (うたのなる木 )

灌籃高手 (スラムダンク )

北斗神拳 (北斗の拳 ) 
机器猫 (ドラえもん )

龍珠 (ドラゴンボール )

棒球英豪 (タッチ )

羅德島戦記 (ロードス島戦記 )

聖少女 (マジカルエミ )

孫悟空大冒険
藍宝石之迷 (ふしぎの海ナディア )

新世紀天鷹戦士 (新世紀エバンゲリオン )

花仙子 (花の子ルンルン )
淘猫歴探検記(うちのタマ知りませんか)
逮捕令 (逮捕しちゃうぞ )
乱馬 1/2( ランマ 1/2) 
名探偵柯南 (名探偵コナン )
寵物小精霊 (ポケットモンスター )
櫻桃小丸子 (ちびまる子ちゃん )
忍者乱太郎 (忍たま乱太郎 )
森林好小子 (燃える ! お兄さん )
鬼神童子 (鬼神童子 ZENKI)
中華小当家 (中華一番 )
百変小櫻魔法卡(カードキャプターさくら)

聡明的一休 (一休さん )
聖闘士星矢 (セイント星矢 )
小紅帽恰恰 (赤ずきんチャチャ )
足球小将 (キャプテン翼 )
数碼宝貝 (デジモン )
美少女戦士 (セーラームーン )
天地無用
魔法少女砂砂美(プリティーサミー)
秀逗魔導士 (スレイヤーズ )
機動警察 (機動警察パトレーバー )

　　　　　　　　　　　　　 ... 等等

※ 上記は放送された作品の一部 (全てではありません )  順不同 (放送時期・放送地区、順不同です )
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現在上海で販売されている主な漫画雑誌10

現在、上海で販売されている主な漫画雑誌

卡通先鋒

少年児童出版社

206ページ

10元

月刊

1996 年 4月に創刊
中国のオリジナル漫画
の草分け的雑誌 /国家
動画図書出 5155工程
の重要刊行物の一つ

雑誌名

出版社
( 内容 )

ページ数

値段
発行
内容

現在、上海で販売されている主な漫画雑誌

卡通王

上海卡通王雑誌社
(上海電視台、上海美術電影制厂 )

144ページ
( うちカラー 8ページ )

10元

月刊

国産の純情少女漫画
漫画雑誌の中でトップ
レベルの発行数 (全国
で 10万部 )

sky

上海画報出版社

264ページ
( うちカラー8ページ )

10元

不定期

少女漫画を中心に中国
のオリジナルアニメを
幅広く掲載

世紀出版社

232ページ
( うちカラー 8ページ )

6.5 元

隔週

2004 年 5月創刊
少女向け、少年向け分けて発行。
各毎号約 5万部の発行数。
中国のオリジナル漫画のほかに、日本や韓国の人
気漫画の連載がある。
(※常務副総編のインタビューを添付 )

漫動作

 

232ページ
(うちカラー8ページ)

6.5 元

月刊

少女誌
GOGO HAPPY

少年誌
GOGO TOP

その他

漫画雑誌　 : 漫画大王 (8.8 元 )、少年漫画 (6.8 元 )、北京卡通 (6 元 )、動画世界 (5 元 )など
漫画情報誌 : 動漫誌(15 元)、漫画無限(16 元 )、新幹線(10 元 )、漫友(8.8 元 ) 、動漫時代 (17 元 ) など

その他
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海外のアニメに関する法規一覧11

1994.02.03

法規名

《関于引進、播出境外電
視節目的管理規定》
( 国外のテレビ番組を 輸入、放送
する管理規定 )

主な内容 発布日

国外アニメを輸入する機関は、広播電影電視部の指定による。
国外アニメの輸入・放映に関しては、輸入機関が省級の広播電視行政管理部門
上海の場合、上海文化広播影視管理局に審査を申請し、意見書にサインを受けた上で、さ
らに広電総局の批准を受けなくてはならない。国外 (香港・台湾含む )のテレビドラマは、
各テレビ局・毎日の放送の中で、ドラマ (アニメを含む )総放送時間の25%、ゴールデン
タイム (18~22時 )では15%を超えてはならない。

2000.03.20《関于加強動画片引進和
播放管理的通知》 
( アニメ番組の輸入・放送に関す
る管理の通知 )

アニメの輸入は広播電影電視部の指定もしくは広播電影電視部が批
准した機構が行い、それ以外のいかなる機関・個人もアニメ輸入業
務に従事することはできない。
( 上海の場合、アニメ輸入をできる機関は、上海電影集団とSMG)

毎日の放送番組の中で、輸入アニメの放送時間は子供番組全体の放送時間の25%を超
えてはならない。またアニメ全放送時間の中で、輸入アニメの放送総量が40%を超え
てはならない。

テレビ局は《動画発行許可証》を取得していない輸入アニメに関しては放送して
はならない。

《関于発展我国影視動
画産業的若干意見》 
( わが国の映像アニメ産業の発展
に関する若干の意見 )

各テレビ局は、アニメの放送総量を拡大する。
国産アニメと輸入アニメの割合の毎季放送の比率は 6:4 を超えてはならない。すなわち国産ア
ニメの毎季の放送総量はアニメ番組全体の 60%を下回ってはならない。
国外のアニメ産業との広範囲での合作を強化する。
中国の特色があるアニメ作品の合作は、国家の国産アニメに与えるのと同じ制作優遇をう
けることができる。国内外の機構が合作しアニメ制作経営機構設立するのを支持・保護す
るが、国内側が必ず半数以上の株を所有していなければならない。地方機関と国外の機構
が合作の機構を設立する場合、まず省級の広播影視管理部門に申請した後、国家広電総局
の批准を得なければならない。
国家広電総局の指定する輸入資格のあるアニメ制作機構は、国外アニメの輸入を行うこと
ができる。輸入する国外のアニメと生産する国内アニメの割合は1:1を超えてはならず、
国産アニメを制作していない機構は、国外アニメを輸入することができない。国産アニ
メの生産数の増加に伴い、国外アニメの輸入の比率は徐々に引き下げてゆく。

2004.04.20

国家広電総局が国外アニメ輸入・放送に関して発布した規定一覧国家広電総局が国外アニメ輸入・放送に関して発布した規定一覧

海外の漫画に関する法規一覧 ( 参考 2 )12

2001.12.15

法規名

《出版管理条例》
( 出版管理条例 )

主な内容 発布日

中国国内の出版に関する諸規定。

漫画を輸入する機関に対する条件 :中国独資企業で、なおかつ国務院出版行政部
門が認定した機関であることなど、資本金・その他経営範囲に関する規定。

2003.03.07《外商投資図書、報紙、
期刊分销企业管理办法》 
( 外資系企業の図書・新聞・雑誌の
販売企業に投資に関する管理法 )

外資系企業が、図書、新聞、雑誌を販売する企業を投資して設立する場合、
その地域の新聞出版行政部門及び国務院新聞出版行政部門の批准を得、《外
商冬季企業批准証》及び《出版物経営許可証》を取得した後、営業許可証を
取得しなくてはならない。

国家新聞出版総署が国外ドラマ輸入・放送に関して発布した管理法一覧国家新聞出版総署が国外ドラマ輸入・放送に関して発布した管理法一覧
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中国における海外アニメに関する参考資料13

アニメ「クレヨンしんちゃん」、ネット放送開始へ 
「クレヨンしんちゃん」の版権代理企業・国際影業中国公司は上海で 5日、「クレヨンしんちゃん」
グッズのライセンス業務を中国で全面的に展開すると発表した。子ども服・おもちゃ・食品などの
「クレヨンしんちゃん」の正規ライセンス商品がまもなく中国の消費者の前に登場することになる。
同社はまた、「クレヨンしんちゃん」の中国語版サイトを開設し、アニメーション放送も始める。

香港に本部がある同社の近藤宏介社長によると、「クレヨンしんちゃん」のキャラクターを広める
ため、中国語サイト内にはオンラインゲームやアニメ放送、『しんちゃんフォーラム』などのコン
テンツが設置される。また、定期的に「クレヨンしんちゃんミュージカル」も開かれる予定。ラ
イセンス商品の販売収入の一部は、中国の慈善事業に寄付される。  
 
「クレヨンしんちゃん」にはすでに 800種類を超える関連ライセンス商品があり、おもちゃ・文具・
服飾・家庭用品・個人看護用品・プレゼント用品など多岐にわたるという。

人民網日本語版 2004 年 4月 7日

ドラえもん、中国で本格展開 
日本のアニメキャラクターなどの版権ビジネスをアジアで手掛ける香港企業、国際影業有限公司
は 23日、「ドラえもん」を中国でも全面展開すると発表した。同公司が中国内で合弁経営するキャ
ラクターグッズ小売りチェーン「21世紀カートゥーン城」拡大の柱としてドラえもんのデザイン
された子供服などを販売する。中国当局の認可を得た上で、テレビ番組やビデオの販売も行う計画。
ドラえもんの版権は藤子プロや小学館などが共同管理している。

時事通信 2004 年 4月 23日

尼克児童チャンネルSMGと共同出資 
国際伝媒維亜康姆の参加にある尼克児童チャンネルは上海文広集団 (SMG) と共同出資で会社を新
たに設立。児童青少年向けのテレビ番組の制作及び国内外での販売を行う。この会社が制作した
番組は、中国大陸で販売・放送されるだけでなく、維亜康姆の尼克国際児童チャンネル (Nickeloden)
でも放送される。 Nickeloden はアジア太平洋地域で 6つの 24時間放送を行うチャンネルを所有
している。
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 
海

中華人民共和国国務院

国家広播電影電視総局
(広電総局 )

中国人民共和国文化部

上海市文化广播影視管理局 (上海文広局 )

映画、テレビ、ラジオ
( ケーブルテレビも含む )

上海電影集団公司

SMG(上海文広新聞伝媒集団)

東方明珠 (集団 )股份

上海大劇院総公司

上海文広科技発展有限公司

上海文広実業有限公司

STR国際集団有限公司

上海文広集団大型活動办公司

上海電影資料館

組織としては国務院に
所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監
督・管理を行っている。

下
部
組
織

地方管理機構

映画。詳細は後述。

1

テレビ・ラジオ等。
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上海電影集団・組織構成表 ~ 上海における映画・制作、配給、放映の要 ~2

上海で映画の制作・配給・
放映の要となるのが 上海電影集団

制作機構

上海電影制片厂

上海美術電影制片厂

上海科学教育電影制片厂

上海求索影視制片有限公司

上海電影译制作厂

放映機構

聯和電影院線

上海影城、永楽電影城、環芸電影城、
超級電影世界、国泰電影院等の映画
館が加盟

上海永楽股份有限公司

上海影城

東方電影頻道 ( テレビ )

その他の機構

上海美術設計公司

上海電影芸術研究所

上海銀星皇冠酒店

上海電影集団 :
制作、配給、放映までが一体化した総合映像経営集団。制作は、ストーリー映画から、アニメ、科学教育もの、海外作品の翻訳、
テレビ映画、テレビドラマ、ドキュメンタリー、テレビバラエティ、広告、資料映像など多岐にわたっている。また、放映機
構としての “聯和電影院線 ”は、省・市を跨いで全国展開しており、実力・売上高ともに全国トップクラス。その傘下には75
の映画館が加盟しており、その中の十あまりの映画館に関しては、聯和電影院線自ら株経営に参加している。聯和に加盟する
上海影城、超級電影世界などの映画館は一流の設備を整え、売り上げ高も上海地区のトップクラスで、また上海永楽電影城 (映
画館 )は最新のデジタル映画放映設備を導入している。2004年には映画専門チャンネル『東方電影頻道』をスタートさせた。

東方電影頻道 ( テレビ )3

東方電影頻道 ( テレビ )

上海電影集団に所属。 
2003年 12月 28日に正式スタートした映画専門チャンネル。
上海地区でのカバー率 350万世帯。24時間放送。
中国初の終日放送の映画専門チャンネル。映画をメインとしてドラマ、アニメ、関連情報などを放送。

国家広電総局の電影頻道 (映画チャンネル )の放送に関する規定

①テレビドラマの放送が全体の放送 45%を超えてはならない。
②ゴールデンタイムでのテレビドラマを放送してはならない。
③テレビ番組、映画作品の制作、買い付け、放送を行うことができる。
④各新設の映画チャンネルは年間 15作品まで海外映画作品 (テレビ作品も含む )を輸入することができる。
⑤中央テレビと提携し、中央テレビが中国国内での放送権を購入している番組を購入することも可能。またチャンネル同士の番組交換も可能。
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中国における映画制作から配給までの流れ4

映画制作から配給まで

申請批准

制作に関して :
主な制作機構として映画制作所 ( 国営 ) と民
間の制作会社の2種類がある。映画制作所(国
営 ) は全国で約 40 あまり。六大電影集団は
中影集団、上影集団 (上海 )、長影集団 (長春 )
西影集団 ( 西安 )、峨影集団 ( 峨嵋 )、珠影集
団 ( 珠海 )。しかし実力的・経済的にもアメリ
カなどの大手制作会社には及ばない。中国で
は大きな規模である中影の資産は、アメリカ
ワーナーの0.04%といわれる。近年有名な民
間制作会社も台頭している。博納、華誼兄弟、
新画面、北大華億、中国星などである。これ
らの民間制作会社は資金不足が普遍的だが、
国家の優遇政策もある。中国大陸と香港地区
の合作がさかんになってきている。

国家広播電影
電視総局

映画の企画・脚本
を批准

映画制作から配給まで

制作 審査 配給 放映 収入

映画制作所
上海電影制片厂等

民間の制作会社

国家広播電影
電視総局

完成した作品を審
査批准

電影集団
聯和電影院線等

民間の制作会社

全国35の映画館系列
( 映画館グループ )

上海には 4 つの映画
館系列 ※

チケット収入、
広告収入、映画
交易配給、映像・
音楽ソフト、映
画関連商品

→単独制作か合作か

配給放映に関して :
2002 年 6月より、配給・放映に関して重大改革が行われた。
映画の配給・放映に関しては “院線制 (映画館系列制 )” を実行。
院線(系列グループ)では統一したブランド、経営、管理で、放映作品も統一。
2002 年全国で 35の院線 ( 系列グループ ) ができた。上海地区でもそれ
までの “上海電影発行 ”の独占市場から、4つの院線が誕生した。
上海地区には、67の映画館があり、4つの院線にそれぞれ加盟している。
その内訳は以下の通り (2002 年時 )
①上海電影聯和院線 :上海で 46館が加盟。上海地区最大の院線。( 全
国で 75館加盟 ) 全国最大規模で、2001 年の上海地区における売り上げ
高の 80%を占めた。
②上海大光明電影線 :上海で 9館が加盟。聯和院線同様、上海で登記し、
中国全土で展開している。(全国で 18館 )
③世紀環球電影院線 :上海で 11館加盟。北京で登記した院線。
④中影星美電影院線 :上海で 1館加盟。北京で登記した院線。

国産映画の制作状況 5

データー :『中国伝媒市場大変局』(中信出版 )

中外合作映画は、2001 年 10 作品、2002 年 16 作品、2003
年には 41作品と増加している。(合作映画に関しては、後述 )
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■中国国産映画の制作数の推移《参考データー》

( ハイテク撮影技術を駆使した『極地営救』、父親がリストラされた家族の変貌を描いた『父親』など ) そのほか、映画を共同撮影
で 2作品、ドラマを 1作品、コマーシャルを 7作品制作。
( ハイテク撮影技術を駆使した『極地営救』、父親がリストラされた家族の変貌を描いた『父親』など ) そのほか、映画を共同撮影

上海電影集団公司 ・・・ストーリー映画10作品を制作

『隋唐英雄伝』、『中華美徳』、『超級球迷』、『水滸伝英雄秀』などのテレビシリーズのアニメのほかに、『回想』、『誰的丈夫離得最遠』
など短編映画を 2作品制作。そのほか、オーストラリアと合作で『袋鼠凱文』、カナダと合作で『奇妙的粉画世界』、韓国と合作で『太
空鴨』などのテレビアニメを制作。

『隋唐英雄伝』、『中華美徳』、『超級球迷』、『水滸伝英雄秀』などのテレビシリーズのアニメのほかに、『回想』、『誰的丈夫離得最遠』

上海美術電影制片厂 ・・・アニメ作品を6122分制作 (テレビアニメ作品を含む )

アメリカ :12作品、フランス2作品、フランスと日本の合作(『WASABI』)1作品、インド1作品、カナダ1作品アメリカ :12作品、フランス2作品、フランスと日本の合作(『WASABI』)1作品、インド1作品、カナダ1作品
上海電影译制厂 ・・・５つの国の17作品の中国版を制作

■上海地区 : 2002年の制作状況

120

2003年

データー :『2003 上海文化年年鑑』
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海外映画の買い付けから放映までの流れ6

申請審査

買い付けに関して :
長年にわたり、中国で海外映画を買い付け・配給できる機構は “中国電影合作制片公司 ”のみだった。しかし、映画産業改革
のもと、2002年 6月に “ 華夏電影発行有限公司 ”も正式に映画輸入及び国内配給を行う権利を得、独占市場は開放された。
しかし、中国電影合作制作公司は、やはり海外映画買い付けの多くを占め、トップの地位を維持。さらに “華夏 ” の株も第二
の株主として 11%保持しており、中国電影合作制作公司と華夏の関係も密接である。

買い付けには、“分账 (利益配分方式)”と“买断版権(版権買い切り方式)”の2つの方法があり、チケット収益の配分を行う“分
账 (利益配分方式)”の方が一般的。収益の内訳の目安として、院線(映画館ネットワーク)が売上の約50%、映画の輸入もと(中
影か華夏 ) が売上全体の約 7%、残りが配給会社へ支払われる。配給会社はその中から、輸入もとへ宣伝費を支払い ( 配給会
社全体金額の 7%ほど )、また輸入税などを支払い、残りの金額から海外版権もとへの料金を支払う。海外の版権もとが手に
する金額は、全体の十数%で、20%には満たない金額。

国家広播電影
電視総局

まず買い付けを行
う機構が自ら初審
を行った上で国家
広播電影電視総局
へ申請。

買い付けから放映まで

買い付け 翻訳/
中国版制作

配給 放映 収入

国家広播電影電視総局が
“映画輸入の経営 ”を批
准している専門会社。
(現在 2社のみ )

中国電影合作制作公司

電影集団
聯和電影院線等

民間の制作会社

全国35の映画館系列
( 映画館グループ )

上海には 4 つの映画
館系列 ※

チケット収入、
広告収入、映画
交易配給、映像・
音楽ソフト、映
画関連商品

は中国映画と同じ流れ

買い付けから放映まで

華夏電影発行有限公司 は中国映画と同じ流れ

国外映画放映に関する規定

《電影管理条例》( 映画管理条例 ):2001 年 12月 15日国務院発布
第 44条 : 放映機関は、年間の国産映画放映時間を、全体放映時間の 3分の 2を下回ってはならない。
⇒ 年間放映時間の3分の2以上は国産映画を放映しなくてはならない。国外映画の放映は3分の1以下。

海外映画に関する規定 7

買い付け・配給に関する規定

中国のWTO加盟審議中、 “ 分账 ( 利益配分方式 )” で輸入する国外映画に関して、年間に買い付け・配給可能な作品数をそれ
までの10作品から20作品まで拡大した。国家広播電影電視総局の規定により、この 20作品のうちアメリカの作品は14
作品を超えてはならず、6作品 ( 以上は ) 必ずアメリカ以外の作品でなくてはならない。( ただし、毎年必ず 20作品買い付
けなくてはならないという意味ではなく、最大で 20作品までとの意味 )

WTO加盟3年後には年間50作品まで拡大されることになっている。
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中外合作映画制作から放映までの流れ8

中外
双方

制作の許可に関して :
広電総局が “連合撮制 ”の条件
に符合したとみなした場合、
《中外合作撮制電影片許可証》
(1 回限り 2年間有効 )を発行。
“ 協作撮制 ” もしくは “ 委託撮
制 ”の条件に批准した場合、
批准文章を発行する。

中国電影合作
制片公司

中国語の脚本と関連
資料を提出

合作映画の制作から配給まで

申請① 制作 審査批准 配給/放映

制作の方式は
以下の 3タイプ
①　連合撮制
②　協作撮制
③　委託撮制

10日以内に
初審意見を提出

①連合撮制
　中外双方が共同資金を投資。利益・リスクも共同に
　負う。国外スタッフ・キャストが必要な場合は、国
　家広播電影電視総局の批准をそれぞれ得る必要があ
　る。中国語 ( 標準語 ) で制作し、字幕は規範の漢字
　を使用しなくてはならない。

②協作撮制
　海外側が資金を出資し、中国国内で撮影を行う。中国
　側は有償で機材、設備、ロケ地、スタッフなどを提供。

③委託撮制
　中国国内での撮影に関して、中国側に委託する方式。 

合作映画の制作から配給まで

国家広播電影
電視総局

中電による初審意見
書と申請書、中外の
契約書、主要スタッ
フ・キャスト等関連
資料を提出

申請②

10日以内に
返答

国家広播電影
電視総局

電影片
公映許可証

許可証
もしくは
批准文章※

補足① :中外の “外 ”には、海外の他、香港・台湾も含む
補足② : 合作映画のフィルム現像及びポスプロは、中国国内で完成させなくてはならない。特殊な事情が
　　　　あって海外で完成させる場合は、国家広播電影電視総局の批准を得なくてはならない。
補足③ : ポスプロの際、カットされたフィルム素材は中国側が保存し、海外放映半年以降、海外に持ち出
　　　　しが可能となる。

⇒中外合作映画は、2001年10作品、2002年16作品、2003年には41作品に達した。
 参考データー : 中国文化信息網

許可証発行後、映画
修正が必要な場合、
再度広電総局の批准
が必要となる
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各音像出版・販売会社
(音楽、映像ソフト )

映画制作側と音楽・映像ソフト・出
版・配給会社が合作

全国に2000年末までに音楽・映像
ソフトの卸、小売、レンタル、放映
の機関はあわせて14万件あり、さま
ざまなスタイルでの映画鑑賞を提供。
ソフト市場に関しては、海賊版問題
が大きな課題。

上海地区 :
・中央電視台電影頻道
・東方電影頻道

映画制作側とテレビ局が合作

中央電視台 (CCTV)は全国。
視聴人口・6.5億人、収入3.76億元
(1999年 )

中国映画市場の分類9

中国映画市場

映画館市場

院 線　:   4 社
映画館 : 67館

テレビ市場

映画制作側と映画館“院線”が合作

ソフト市場

上海地区 :
2002年のチケット収入は1.827億元に達し、前年比37.87%増。映画館来場延べ人数は、1192.2万人。
2003年のチケット収入は1.76億元、前年比3.67%。映画館来場延べ人数は、971.49万人、前年比18.51%減。
2003年度は前年より減少しているものの、中国全体の映画市場の中で、上海地区の占める大きさの割合はうかがえる。

データー :『中国伝媒市場大変局』(中信出版 ):《参考データー》-中国全土  『2003 上海文化年年鑑』、上海市文化広播影視管理局発表 -上海地区

上海地区 :
各映画館はそれぞれの院線に加盟

専門の映画館の座席数は46906座席
(上海市文化広播影視管理局発表 )

中国でも進む映画館離れ《参考データ》
中国全体での映画チケット収入は、1992年 19.9 億元、1999年 9億元、2000年 10億元、2001年 8億元と下降
線の一途。来場の延べ人数者も1992年 105億人、1995年 50億人、1999年 4.6億人、2001年には2.2億人にま
で減少している。
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上海地区での映画の放映状況10

2002年国産映画
上海チケット売り上げトップ10

英雄 (ヒーロー )
天下無双 
天脈伝奇     
河東獅吼
極地営救
凶宅幽霊
絶世宝貝
尋枪

和你在一起
冲出亜馬遜

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ハリウッド映画を中心に、アメリカ映画が高い人気。日本
でも話題になった張芸謀監督作品『英雄 ( ヒーロー』がこ
の年一番のヒット。

データー : 『2003 上海文化年年鑑』

順位 作品名

2002年
上海映画市場チケット売り上げトップ10

英雄 (ヒーロー )         　　　　国産
ハリーポッタと魔法石      　　海外
ロード・オブ・ザ・リング      海外
スター・ウォーズ・エピソード II 　海外
スパイダーマン          　　　　海外
天下無双              　　　　　国産
天脈伝奇              　　　　　国産
Wind Talkers            　　　 海外
E.T.                 　　　　　　 海外
ジェラシックパーク 3       　 海外

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

順位 作品名 売り上げ (人民元 )
1546 万
921万
816万
764万
678万
514万
408万
404万
380万
379万

上海映画館のチケット販売状況11

上位にランキングした映画館は、どこも繁華街に位置し最新施設を完備。映画館の入場料も平均 40元 /1 人程度と
安くないが、アフターファイブや休日は若い層を中心ににぎわっている。
(参考 : 海賊版のDVD映画が 1枚約 8元で市場に出回っている )

データー : 『2003 上海文化年年鑑』

2002年上海聯和電影院線の
チケット売り上げトップ10の映画館

環芸電影院      ( 南京西路 1038号梅龙镇广场十楼 )
永楽電影城      (虹桥路 1 号 港汇广场 6 楼 )
超級電影世界  (徐家汇美罗城五楼 )
上海影城         (新华路 160 号 )
国泰電影院      ( 淮海中路 870号 )
天山電影院      ( 天山路 888号 )
翔鷹電影院     (杨浦区翔殷路 1111 号 )
衝山電影院     ( 衡山路 838号 )
国際電影院     ( 海宁路 330号 )
鑫楽電影院     ( 武宁路 205号 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

順位 作品名 売り上げ (人民元 )
2738 万
2600万
1560万
1136万
534万
462万
436万
364万
234万
215万
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関連法規一覧12

2001.12.12

法規名

《電影管理条例》
( 映画管理条例 )

《進口影片管理方法》
( 輸入映画作品の管理方法 )

主な内容 発布日

ストーリー、ドキュメンタリー、サイエンス、アニメなどの映画作品の中国
国内での制作、及び輸出入、配給、放映などのイベントに関する総合的な法
律規定。

海外映画の輸入・配給に関する法律規定。
海外 (香港・台湾含む )の映画の輸入配給または試写会などを行う場合は、“中
国電影発行放映公司 ”( 通称 : 中影公司 ) が経営管理を行う。
映画の輸入時、税関は中影公司が記入した表に基づき審査を行う。全国で放
映する商業映画の場合、輸入時に税金を納める手続きをし、商業映画でない
場合は税金は支払う必要はない。非商業映画で、輸入後に全国配給する許可
を得た場合、中影公司は北京の税関で税金を支払う追加手続きを必要とする

2003.09.28

《中外合作撮制電影片管
理规定》 
( 中外合作撮影・制作映画作品管
理規定 )

中国と国外の映画制作者が、中国国内外で合作で映画制作・撮影を行う映画
( ストーリー、アニメ、サイエンス、ドキュメンタリー等。フィルム映画、
デジタル映画、テレビ映画を含む )に関する管理規定。
(P.8 で中外合作に関しては紹介 )

2004.07.06

《電影制片、発行、放映
経営資格準入暫行規定》
( 映画制作、配給、放映の経営資
格に関する暫定規定 )

国営企業及び国営以外の企業が、映画制作、配給、放映及び外資系企業の映
画制作、放映業務の経営に関する資格の管理規定。

2003.09.28

《外商投資電影院暫行
規定》 
( 外資の映画館への投資に関する
暫定規定 )

外国の会社、企業、その他の経済組織もしくは個人が、中国国内の会社や企
業と合資および合作で新しい映画館もしくは従来の映画館を改造、映画放映
に関する業務に従事することに関する暫定規定。

2003.09.28

国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 

海

中華人民共和国国務院

国家新聞出版総署
(国家版権局 )

中国人民共和国  文化部

文化市場司音像市場処音像出版電子出版物管理司
平面媒体 (新聞、雑誌 )、音楽 (CD等 )、
映像ソフト、その他の出版物等

上海新聞出版局

組織としては国務院に
所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監
督・管理を行っている

音像出版社、レコード会社 等

1

上海文化広播影視管理局

市場処音像電子網絡出版物管理処



41

“ 中国唱片 (チャイナレコード )” 組織図  

国務院　国資委

中国唱片総公司

中国最大規模の音楽ソフト製造・発行・販売・
内外貿易を行う国営の総合音楽ソフト出版機構

国家広播電影電視総局

音楽ソフト出版社

2

中国唱片
( チャイナレコード )

組織図

本社 (北京 )

中国唱片上海公司※

中国唱片成都公司

中国唱片深圳公司

中国唱片広州公司

北京唱片厂

中唱音像制作中心

中唱华夏演出有限公司

《音像世界》雑誌社

中唱音像公司 

中唱音乐網台公司 

上海联合光盘有限公司 

生産基地

制作センター

コンサートプロモーター

音楽雑誌

全国販売網

ネットでの音楽配信

音楽ソフト複製
日本からも資本参加

1949 年に設立。北京に本社を置き、上海、広州、成都に支店をもち、全社員は 3500 人。これまでに
53000種類あまりのレコード (カセット、CD含む )を発行し、総セールス数は10億枚を記録。
30あまりの国家・地域とも交流があり、中国で初めて国際レコード産業連盟(IFPI)および国際音資料館協会(IASA)に加盟した。

中国唱片上海公司に関して3

中国唱片上海公司

中国唱片上海公司は、前身「百代唱片公司」、「大中華唱片公司」、「勝利唱片公司」などの会社が解放後 (1949年 )
上海唱片公司と合併され、すでに100年近い歴史を持っている。
これまでに30000近い作品の音楽・映像ソフトを制作してきた。
『紅太陽』はこれまでに 800万枚以上のセールスを記録しており、中国レコード界の奇跡と言われている。
また、近年では五大国際レコード会社のほか、日本のAVEXやJVC、ポニーキャニオンなど数十の海外レコード会
社及びテレビ制作会社とも版権部駅を行い、世界のトップスターの音楽・映像ソフトの輸入を行ってきている。
マイケルジャクソン、ホイットニーヒューストン、マドンナなど。中華系では、テレサテン、王菲、张宇、萧亜軒、那英、劉若英、許茹芸など。

日本の安室奈美恵、浜崎あゆみ、倉木麻衣、宇多田ヒカル、河村隆一、Kiroro など
また『ちびまる子ちゃん (櫻桃小丸子 )』『中華一番 (中華小当家 )』などの映像ソフトの輸入も行っている。韓国ではSESなど。

1991年に中国唱片上海公司と日本のメモリーテック、三菱商事、日本第一商と共同で投資し上海聯合光盤有
限公司を設立。(ソフト生産企業 ) 　年間 6000万枚のCD、DVDの生産能力がある。

中国唱片
( チャイナレコード )

組織図



42

“ 上海新匯光盤集団 ”組織図 

　　上海新匯光盤集団

上海文広影視集団、上海市新聞出版局、
上海聯和が共同で出資した中国初のメ
ディアを跨る総合経営の音像出版集団 

上海市委員会宣伝部 音楽・映像出版社

4

上海声像出版社

上海音像公司

上海電子出版有限公司

上海金像光盤制作有限公司

上海新匯時代光盤技術有限公司

上海新匯世紀音像中心

上海新匯世紀物流有限公司

上海数字世紀網絡有限公司

音楽・映像出版社

電子専門出版社

ディスク複製製造

(国家光盤工程中心 )
ディスク複製製造

音楽・映像ソフトの販売

音楽・映像ソフトの販売

ネット出版

音像製品 (音楽、映像製品 )、電子出版物の出版経営及び製造過程業務を行う
音楽・映像ソフトの制作・コピー・加工・販売からオンライン販売まで、複合的に新しいスタイルで展開 　

“ 上海新匯光盤集団 ”組織図“上海新匯光盤集団 ”組織図

直接管理・監督

中国共産党上海市委員会
上海市人民政府 

支持
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音楽ソフト関連機関に必要な許可5

国家新聞出版署による

音楽・映像ソフト
生産機関

国務院による
《音像製品管理条例》

( 音楽・映像ソフト管理条例 )

2001年2月1日より実行

音楽・映像ソフト
出版機関

音楽・映像ソフト
複製機関

音楽・映像ソフト
経営機関

音楽・映像ソフト
輸入機関

音像製品
制作許可証

国家新聞出版署による

音像製品
出版許可証

国家新聞出版署による

音像製品
複製許可証

文化部による

音像製品
複製許可証 文化部の指定した機関

上海地区で87機関 上海地区で20機関 上海地区で13機関 上海地区で1537機関 上海地区で約20機関

出版と発行の問題点6

出版社と発行機関の抱える問題点

初期は出版社とソフトが不足していて音楽ソフト業界は“売り手市場”だったため、出版社が主導権を握っ
ていた。しかし現在の “買い手市場 ”に転換してゆく中で、発行機関が潤沢な資金・機構・情報などを所
有するようになり、両者の関係が変化してきた。

⇒その良い点として・・・
 　ソフトがより市場のニーズに合わせたものが選択され、発行単位はソフト制作・発行
　に関して出版社の資金不足を援助し、供給量がアップする。

⇒その問題点として・・・
 　商品が売れた後での料金引渡し、返品問題などのソフト販売に関する経済的なリスク  
　　及び内容に関する政治的な責任もすべて出版社が抱える形になっている。

また、「挂版」に関して、出版社は「挂版費」(出版社の看板を貸す料金 )を受け取るだ
けで、何の責任も果たさない会社があるだけでなく、出版社が所有する版権ナンバー販
売を主な収入源としている会社もあり、出版・発行の市場混乱を招いている。
 
 ※「挂版」方式とは・・・
　 発行機関が国内の出版社から、その出版社が文化部での出版に関する批准を得、中国国内における版
　権ナンバー (版号 ) を取得する方法。(出版社の看板を借りる形 )
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流通の問題点7

“龍頭 ”と “中盤 ”“ 龍頭 ”と “中盤 ”

国家の規定により、卸販売の単位は“全国の総合卸”と“地方卸”の2種類に分かれている。

卸販売の機関は必ず全国性の
総合卸の機関から入荷しなけ
ればならない

全国の総合卸
一級レベル (全国レベルの )販売機関

少数の出版社及び全国地域を跨る卸販売機関
強み : 豊富なソフトを抱える

龍頭

地方卸
その地域をメインとする二級の卸販売機関

 
強み : 実際の販売市場をコントロールする

中盤

上記両者を比較してみると、優勢は中盤にある。これは市場が不完全で、欠品・返品問題などから、中
盤の方が力が強くなっているため。龍頭が自己の市場を確立するためには、膨大な資金投資を行うだけ
ではなく、地方管理部門の支持及び強力な自己管理能力も必要とし、いまだに成功例はない。

※地方制定の法規では一部、その地域の経営機関以外からの入荷を禁止している場合がある。
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海外の音楽ソフト輸入の流れ

音楽・映像ソフト輸入機関

文化部の指定する

8  

国家版権局

1海外と版権契約

2版権認証

3審査・批准

4出版・発行

5販売ルート

海外の音楽・映像ソフトの
版権を持つ会社

版権認証の書類を発行※ 1

※ 1: 国家版権局への申請の際に、
　　・海外の版権元と交わした契約書
　　・版権証明証の原本
　　・版権授与証明 などが必要

文化部
文化市場司

合格すると
《進口音像製品批准許可》
輸入音楽・映像ソフト批准許可

出版・発行機構委　託

上海地区で約20社
比較的規模の大きいのは
・中唱上海分公司
・上海声像出版社
・上海音像公司

既成版を輸入するだけでなく、中国
国内でのマスターからコピーし、プ
レスし出版するケースも。( 契約に基
づく )その場合、中国国内で生産・出
版・経営許可をもつ会社とそれぞれ
組まなくてはならない。

◆出版・発行機構の直接ルート
◆大型販売ネット ( 美亜音像、東方音像 等 ) 販売・レンタルの両ケース

海外の音楽ソフト輸入状況9

海外の音楽ソフト輸入状況~文化部が批准した音楽ソフト数~

データー : 文化部公布『2003年中国音像製品輸入状況分析』

1998年
合計で480種

年　　度

流行音楽
クラシック
軽音楽
民族音楽
その他
香港・台湾
アメリカ
イギリス
日本
韓国
シンガポール
その他

種 

類

海外の音楽ソフト輸入状況~文化部が批准した音楽ソフト数~

1999年
合計で333種

2001年
合計で614種

2003年
合計で1046種

382 種

  43 種

  31 種

  19 種

    5 種

243種

  92 種
(欧米あわせて )

79%

9%

6%

4%

2%

51.2%

19.4%

287 種

  14 種

  26 種

-

    6 種

234種

  22 種

17

20

22

86%

4%

8%

　　 -

2%

70%

6.6%

5.1%

6%

6.6%

535 種

  50 種

  24 種

-

    5 種

328種

  79 種

  61 種

  47 種

その他

  99 種

87%

8.2%

4%

　　 -

0.8%

53.4%

12.9%

10%

7.7%

その他

16%

828種

147種

  60 種

-

  11 種

446種

251種

116

34

その他

119種

87%

8.2%

4%

　　 -

0.8%

42.6%

23.9%

11.1%

3.2%

その他

19.2%

輸
入
も
と

その他の

データー記載なし データー記載なし

⇒2003年度文化部が批准した輸入音楽ソフトは1046種。2002年度比、33.8%の増加
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海賊版対策10

中国の音楽映像ソフト領域の知的財産権に関する法律体系

1986年             人民代表会議を『民法通則』が通過し、公民・法人の著作権が認められる。
1991年   6 月    《中華人民共和国著作権法》が正式に施行され、
1992年   9 月    国務院が《実施国際著作権条約規定》を発布
1994年             国務院が《音像製品管理条例》を発布
1997年              全国人民代表大会が《刑法》を修正し、知的財産侵害罪などの項目を追加。
1998年12月    最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

                          (非合法出版物の刑事事件審査に関し使用する法律に関する問題の解釈)を発布 

◆現在、中央・省・地・県のそれぞれに専門の “稽查隊伍 ”( 取り締まり部隊 )を形成。
  
◆ 2003 年全国検察機関が検挙した
  海賊版生産犯罪の検挙数は806件 1597人、非合法の経営 (販売など ) の検挙数      
　は1271件 2121人、知的財産権侵害の検挙数は330件 531人。
    うち 335件 600人が起訴されている。 



47

音楽ソフトに関する法規一覧11

2001.12.25

法規名

《音像制品管理条例》
(音楽・映像ソフト管理条例)

《音像制品内容審査办法》
( 音楽・映像ソフト内容審査方法 )

主な内容 発行機関 発布日

国務院出版行政部が中国全土の音楽・映像ソフトの
出版・生産・複製の管理監督を行う。国務院文化行
政部門が中国全土の音楽・映像ソフトの輸入・販売・
レンタルの管理監督を行う。

音楽・映像ソフトの各項目の経営に関して、国務院
から各以下の許可証の批准が必要。出版に関しては
『音像製品出版許可証』、制作に関しては『音像製品
制作許可証』、複製に関しては『音像製品複製許可
証』、販売などの経営に関しては『音像製品経営許
可証』。

音楽・映像ソフトの輸入に関しては、国務院文化行
政部門が指定する音楽映像ソフト製品の輸入経営機
構が行う。輸入出版物の著作権に関しては、国務院
著作権行政管理部門への申請が必要。

国家国務院

音楽映像ソフトに関する内容審査に関して。 国家広播電影電視部 1996.02.01

《音像制品出版管理规定》
( 音楽・映像ソフト出版管理規定 )

1996 年発布の《音像製品出版管理办法》に基づき、
更に音楽・映像ソフトに関する出版管理を強化し、
中国の出版事業の健康的な発展と反映を促す。

新聞出版総署 2004.06.17

《音像制品进口管理办法》
( 音楽・映像ソフト輸入管理方法 )

音楽・映像ソフトを輸入する際の申請手続きに関す
る規定

文化部 海関総署 2004.04.17

《关于加强音像制品年度出版计  
　划备案工作的通知》
( 音楽・映像ソフト年度出版計画に
　関する通知 )

国務院《音像製品管理条例》第 11条の規定に基づき、
音楽・映像ソフトの年度出版計画準備に関する要求
の通知。

(音楽・映像ソフトは、省、自治区、直轄市人民政府出版行
　政部門の批准後、国務院出版行政部門が批准を得たもので
　なければ出版できない )

新聞出版総署 2003.12.01
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 

海

中華人民共和国国務院

国家新聞出版総署
(国家版権局 )

中国人民共和国  文化部

文化市場司音像市場処音像出版電子出版物管理司
平面媒体 (新聞、雑誌 )、音楽 (CD等 )、
映像ソフト、その他の出版物等

上海新聞出版局

組織としては国務院に
所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監
督・管理を行っている

音像出版社 等

1

上海文化広播影視管理局

市場処音像電子網絡出版物管理処
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映像ソフト関連機関に必要な許可2

国家新聞出版署による

音楽・映像ソフト
生産機関

国務院による
《音像製品管理条例》

( 音楽・映像ソフト管理条例 )

2001年2月1日より実行
※映像ソフトと
　音楽ソフトの
　許可は共通

音楽・映像ソフト
出版機関

音楽・映像ソフト
複製機関

音楽・映像ソフト
経営機関

音楽・映像ソフト
輸入機関

音像製品
制作許可証

国家新聞出版署による

音像製品
出版許可証

国家新聞出版署による

音像製品
複製許可証

文化部による

音像製品
複製許可証 文化部の指定した機関

上海地区で87機関 上海地区で20機関

出版権を持ち、
版号を取得できる

上海地区で13機関 上海地区で1537機関 上海地区で約20機関

中国国内における映像ソフトの生産から販売まで、及び国外ソフトの輸入に関する流れは、
音楽ソフト分野と共通

中国語では “音像製品 ”とひとくくりで、音楽ソフト (CD、テープ )と映像ソフト (VCD、DVD、ビデオ )の区別がない
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海外の映像ソフト輸入の流れ  

音楽・映像ソフト輸入機関

文化部の指定する

3  

国家版権局

※映像ソフトと
　音楽ソフトの
　許可は共通

1海外と版権契約

2版権認証

3審査・批准

4出版・発行

5販売ルート

海外の音楽・映像ソフトの
版権を持つ会社

版権認証の書類を発行※ 1

※ 1: 国家版権局への申請の際に、
　　・海外の版権元と交わした契約書
　　・版権証明証の原本
　　・版権授与証明 などが必要

文化部
文化市場司

合格すると
《進口音像製品批准許可》
輸入音楽・映像ソフト批准許可

出版・発行機構
委　託

上海地区で約20社
比較的規模の大きいのは
・中唱上海分公司
・上海声像出版社
・上海音像公司

既成版を輸入するだけでなく、中国
国内でのマスターからコピーし、プ
レスし出版するケースも。( 契約に基
づく )その場合、中国国内で生産・出
版・経営許可をもつ会社とそれぞれ
組まなくてはならない。

◆出版・発行機構の直接ルート
◆大型販売ネット
  ( 美亜音像、東方音像 等 )

販売・レンタルの両ケース
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2003年 文化部が輸入を批准した各ジャンル別映像作品数

1998~2003年 文化部が輸入を批准した国外の音楽・映像作品数

海外の映像ソフト輸入許可状況4

1998~2003年 文化部が輸入を批准した国外の音楽・映像作品数

データー :『2003 年中国文化市場発展報告』(文化部市場司 )

2003年海外の映像ソフト輸入許可状況

2003年 文化部が輸入を批准した各ジャンル別映像作品数

データー :『2003 年中国文化市場発展報告』

1998年
701作品
55作品
537作品

内訳 :
香港台湾         60
アメリカ       398
その他            79

69作品
40作品

480作品

1999年
1166作品
58作品
1062作品
内訳 :
アメリカ        809
香港              154
ロシア             41
日本                38
カナダ             22
フランス          22
台湾                19
韓国                19
イギリス          15
イタリア            8
その他             19

15作品
31作品

333作品

2000年
757作品
74作品
548作品

内訳 :
映画における国別
内訳データーなし

82作品
53作品

569作品

2001年
944作品
72作品
560作品

内訳 :
アメリカ        361
香港                81
その他           118

146作品
166作品

613作品

2002年
1374作品
62作品
842作品

内訳 :
映画における国別
内訳データーなし

271作品
199作品

817作品

2003年
1886作品
91作品
1412作品
内訳 :
アメリカ        588
香港              341
韓国              102
インド             97
ロシア             78
台湾                61
日本                32
フランス          22
ドイツ             20
イギリス          14
その他             57

239作品
144作品

333作品

年　　度
映像作品の合計
アニメ
映画

TVドラマ
その他

映像作品以外
(音楽含む )

種 

類

参 

考

ジャンル
合計作品数
アメリカ

香港

韓国

インド

ロシア

台湾

日本

フランス

ドイツ

イギリス

イタリア

シンガポール

アイルランド

その他

映画
1412
588

341

102

97

78

61

32

22

20

14

8

4

45

アニメ
91
62

2

1

18

1

3

1

3

TVドラマ
239
4

125

66

30

2

3

3

6

ドキュメンタリー
144
94

15

8

1

13

4

1

5

3

5
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海賊版に関する法規体系と対応6

中国の音楽映像ソフト領域の知的財産権に関する法律体系

1986年             人民代表会議を『民法通則』が通過し、公民・法人の著作権が認められる。
1991年   6 月    《中華人民共和国著作権法》が正式に施行され、
1992年   9 月    国務院が《実施国際著作権条約規定》を発布
1994年             国務院が《音像製品管理条例》を発布
1997年              全国人民代表大会が《刑法》を修正し、知的財産侵害罪などの項目を追加。
1998年12月    最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

                          (非合法出版物の刑事事件審査に関し使用する法律に関する問題の解釈)を発布 

◆ 2003年 “4.26 世界知識産権日 ”
   上海工商行政管理局、市版権局、市公安局、市文化稽査総隊あわせて 2410人が出動。
   852 家の出版物および音楽映像ソフト経営店を調査し、977044 枚押収した。
  
◆ 2003 年上海市知識産権局 (知的財産権管理局 )は 81件の案件を受理し、70件を解決。
    2002 年より 45%上昇。
 
◆ 2003 年上海市各級工商行政管理機関があわせて検挙した違法商標案件は 1049 件、うち 1003 件が 
　解決。
   罰金案件が 1288件、件 6万元。押収後破棄処分を行った物品が 10.07 トン。刑事事件 2件。
 
◆ 2003 年上海市版権局は直接 105 件の版権違法案件を処理。年間の各種海賊版の押収が 30031 件、
　行政処罰が 17件。
 
◆上海市文化稽査総隊は非合法出版物の卸市場など 44 箇所を取り締まり、608 万枚を摘発し、うち    
　443 万枚を廃棄処分。
 
◆ 2003年上海各級法院は各種の知的財産権侵害の民事事件の案件を 801件受理し、767件を解決。 
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映像ソフトに関する法規一覧 ( 音楽ソフトと共通 )7

2001.12.25

法規名

《音像制品管理条例》
(音楽・映像ソフト管理条例)

《音像制品内容審査办法》
( 音楽・映像ソフト内容審査方法 )

主な内容 発行機関 発布日

国務院出版行政部が中国全土の音楽・映像ソフトの
出版・生産・複製の管理監督を行う。国務院文化行
政部門が中国全土の音楽・映像ソフトの輸入・販売・
レンタルの管理監督を行う。

音楽・映像ソフトの各項目の経営に関して、国務院
から各以下の許可証の批准が必要。出版に関しては
『音像製品出版許可証』、制作に関しては『音像製品
制作許可証』、複製に関しては『音像製品複製許可
証』、販売などの経営に関しては『音像製品経営許
可証』。

音楽・映像ソフトの輸入に関しては、国務院文化行
政部門が指定する音楽映像ソフト製品の輸入経営機
構が行う。輸入出版物の著作権に関しては、国務院
著作権行政管理部門への申請が必要。

国家国務院

音楽映像ソフトに関する内容審査に関して。 国家広播電影電視部 1996.02.01

《音像制品出版管理规定》
( 音楽・映像ソフト出版管理規定 )

1996 年発布の《音像製品出版管理办法》に基づき、
更に音楽・映像ソフトに関する出版管理を強化し、
中国の出版事業の健康的な発展と反映を促す。

新聞出版総署 2004.06.17

《音像制品进口管理办法》
( 音楽・映像ソフト輸入管理方法 )

音楽・映像ソフトを輸入する際の申請手続きに関す
る規定

文化部 海関総署 2004.04.17

《关于加强音像制品年度出版计  
　划备案工作的通知》
( 音楽・映像ソフト年度出版計画に
　関する通知 )

国務院《音像製品管理条例》第 11条の規定に基づき、
音楽・映像ソフトの年度出版計画準備に関する要求
の通知。

(音楽・映像ソフトは、省、自治区、直轄市人民政府出版行
　政部門の批准後、国務院出版行政部門が批准を得たもので
　なければ出版できない )

新聞出版総署 2003.12.01
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携帯電話コンテンツ市場

中国のメディア管理・監督機構 ー携帯コンテンツ事業ー
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SP 申請の流れ
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中国のメディア管理・監督機構 ～携帯電話コンテンツ事業～

国
家
レ
ベ
ル

中華人民共和国国務院

新しいメディアであるインターネットや通信媒体 ( 携帯電話等 )
もともとはメディア管理の機構ではなかったが、インターネットメディアの発展
にともない、メディア監督管理機関に。

中国移動通信集団公司

組織としては国務院に
所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監
督・管理を行っている

1

国家信息産業部

中国聯合通信有限公司 中国電信集団公司

方式は以下の 2種類
   ・全球移動通信系列 :GSM 
   (Global System for Mobail Communication)
   ・通用無線分組業務 :GPRS
     (General Packer Radio Service)

“ 移動夢網 ”
( 携帯電話の増値サービスのブランド名 )
直接内容コンテンツを提供するので
はなく、自己のWAPアドレス上に、
提携先のコンテンツ提供メーカーの
アドレスをリンクする形。(“ プラッ
トフォーム =場 ” の提供 )

コンテンツ提供企業は現在400あまり。
中国で最大の影響力をもつ、携帯電
話の増値サービスのブランド。
多くの携帯電話は出荷時にこの “移動
夢網 ”のWAPアドレスが初期設定さ
れている。

方式は以下の 3種類
   ・全球移動通信系列 :GSM 
   (Global System for Mobail Communication)
   ・码分多址技術 95:CDMA95 
   (Code Division Multiple Access)
   ・码分多址技術1: CDMA1
     (Code Division Multiple Access)

“ 聯合無限 ”
( 携帯電話の増値サービスのブランド名 )

小霊通 (PHS方式 )
(Personal Handy-Phone System)

中国電信と中国網通が共同開発した
移動ネット (携帯電話ネット )
固定電話の基礎の上に伸展させた
サービス方式で音声サービスを中心
に展開中。
(画像・音声などのダウンロードには
あまり対応していない )

※WAPを通してネットに接続(増値サービス)できるのは、現在以下2種類の携帯ユー
　ザーのみ。
   1 中国移動 :GPRS
   2 中国聯通 :CDMA1
    中国電信の小霊通もWAPでのネット接続は可能だが、音声サービス中心でコンテ
　　ンツ提供メー カーも少ない。
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携帯電話コンテンツ提供メーカー (SP)2

Service/Content Provider
携帯電話向けのコンテンツサービスを開発・提供メーカー。
・資格には、その地区のSPと全国ネットでのSPの2種があり、地区のSPの資格では全国範囲でのコンテンツ提供はできない。
・《中華人民共和国電信条例》と《互聯網服務管理方法》等の法規の範囲内で業務を行わなければならず、さらに中国移動や中  
　国聯通が発布する会社の規約なども国家の法律法規の範疇ではないが、SPにとっては同様に守らなければならない力を持つ。

コンテンツ提供メーカー (SP)

※ 上海地区には、地区のSPが 200弱、全国ネットのSPが 30弱存在すると言われる。

SP申請の流れ3

SP申請の手続きは、2004年 5月に大幅改正された

  申請①

SP申請希望メーカー

従来の申請の流れ

( ※例 )中国移動のSP申請に必要な資格 :
①《増値電信業務経営許可証》と《電信与信息服務業務経営許
　可証》を所持。(信息産業部もしくは下部の管理機構が発行 )
② 中華人民共和国国務院令 ( 第 292 号 )《互聯網信息服務管理
　 办法》などのネット情報サービス業管理規定に符号すること。
③ 資本金 100万人民元以上。
④ メイン管理スタッフは 2年以上の関連管理経験者。中国移動
　 が組織する SP合作管理法の育成クラスに参加し、資格テス
　 トに合格しなくてはならない。
⑤ 《計算機信息網絡国際聯網安全保護管理办法》、《中華人民共
　 和国計算機信息系統安全保護条例》《計算機信息系統国際互
　 聯網保密管理規定》、《中国移動互聯網CNNet 網絡安全管理
　 办法》等相関管理規定に符号。 

申請する地域の

SP申請の手続きは、2004年 5月に大幅改正された

申請する地域の

通讯管理局
( 通信管理局 )

上海は
上海市通信管理局

《中華人民共和国増値電信業務経営許可証》

 申請②
申請する地域の申請する地域の

移動通信会社
中国移動 (※ ) もしくは中国聯通

審査に合格すれば、その地域の
SPとして、移動通信会社と提
携業務を行うことができる

 現状 !
  現在、中国移動も中国聯通も
　SP資格の新規発行を制限

一定業務を行うと一定業務を行うと

全国ネットSP
になることができた

 改正後 !
  全国ネットのSPになるため    
　には、別途、信息産業部に申
　請が必要。(後述 )

2004年5月27日以降 :
全国ネットのSPに関して規定の変化

全国ネットSP申請希望メーカー

  申請① 《中華人民共和国増値
電信業務経営許可証》
及び《跨地区増値電
信業務経営許可証》

全国ネットSPに必要な資格

→改定により、従来の全国ネット SPも、新規に中国信息
　産業部に《跨地区増値電信業務経営許可証》を申請しな
　ければならない。

中国信息息産業部
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携帯電話増値サービスの種類4

携帯電話増値サービスは以下の3種類 ① ~③の費用に関しては
次ページ参照

携帯電話増値サービスは以下の3種類
※ 増値サービスとは、従来の通話サービスにプラスしたサービス内容の総称。

①携帯電話の短消息 (ショートメッセージ )を使用した
　増値サービス

ほぼすべての携帯電話で短消息 (ショートメッセージ )の使用が可能。
( ショートメッセージセンターの番号を設定すればOK。 例 : 中国移動なら 13800ABC500)

一部 :SPを通してコンテンツを受信サービス
短消息 (ショートメッセージ )を各 SPの指定番号に送れば、短消息の形で情報サービスが返送されてくる。例
えば、“ 大衆軟件 ” の “ 灯谜竞猜 ( クイズ )” のサービスは、メッセージに “DM” と書いて 8899 へ送信すると、
情報 (クイズなど )が送信されてくる。

サービス使用料金は、短消息送信費用 (後述 ) にプラスして、月額サービス金額 (サービス内容によって異なる )
が通話料金より引き落とされる ( 中国移動など電話会社が徴収 )。SPはその一部 ( 一般的には約 85%) を中国
移動などの電話会社から受け取る。

メインは、SP を通さない
携帯電話同士の短消息のや
りとり
この場合は、短消息送信の
通信費のみ

②ネット (WEB) を使用した増値サービス

新浪 (SINA) や捜狐 (SOHU) や網易などの、携帯コンテンツを提供している総合ネットに登録。
まず、携帯番号を登録すると各ネットより携帯電話にパスワードが送られてくるので、再度パスワードを入力
してはじめてサービスを受けることが可能になる。例えば : 新浪 (SINA) の上海地区の天気予報サービスなど。

サービス使用料金は、短消息サービス同様、月額サービス金額 (サービス内容によって異なる )が通話料金より
引き落とされる
(中国移動など電話会社が徴収 )。SPはその一部 (一般的には約85%)を中国移動などの電話会社から受け取る。

③携帯電話からWAP( ネット接続 )を使用した増値サービス

携帯電話からWAP( ネット )に接続。中国移動のGPRSもしくは中国聯通のCDMA1。
ロークラスの携帯電話からはネットに接続することはできない。

WAPへの接続料 (中国移動などへ )にプラスして、コンテンツのダウンロードを行う場合は別途料金がかかる。
(その場合も中国移動などの電話会社が通話料金から徴収し、その一部 (一般的には 85%) を SPへ支払う。
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携帯電話増値サービスの経費計算5

携帯電話増値サービスの経費計算 短消息は、短消息を通して
SP からのサービスの提供
がある場合を対象。
(携帯電話同士のメッセージの
やりとりは除く )

携帯電話増値サービスの経費計算

“中国移動”の場合～

携帯ネット提供メーカー (中国移動 )

コンテンツ提供メーカー (SP) 携帯ユーザー1

4 253

SPより携帯コンテンツのサービス提供1

中国移動は、SPに代わってサービス費用を徴収。(携帯電話の通信費より引き落とし )
費用はサービス内容によって異なる。2

中国移動は、ユーザーより徴収したサービス費用のうち15%を手数料 (※ ) として引き、残りの
金額をSPへ支払う。3

携帯ユーザーは、短消息1件につき、通信費として0.1 元を中国移動に支払う。
(SP からのサービスを受けない、携帯電話同士の短消息のやりとりの場合、この通信費のみの支払い )
WAP( ネット接続 )の場合、0.01元 /1Kを中国移動に支払う。

4

SPはさらに中国移動に対して短消息の数に応じた費用を月ごとに支払う。
( ユーザーが受信したSPコンテンツ提供の短消息の数でカウント )
月に携帯ユーザーが送信した短消息が 10万件以下であれば 1件につき 0.08 元、
月に 10~30 万件の場合 10万件を超えた部分に関して 1件 0.07 元、
月に 30~100 万件の場合 10万件を超えた部分に関して 1件 0.06 元を、
月 100万件以上の場合 10万件を超えた部分に関して 1件 0.05 元を SPは中国移動に支払う。
彩信(カラーメッセージ、短消息に画像や受けとった際の着メロなどがつく)は0.125元～0.25元 /1件と規定されている。

5

※ 中国聯通の計算方式も、基本的には中国移動に同じ、ただし中国聯通のSPに対する手数料は 30%
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短消息に関して6

短消息とは・・・短消息とは・・・

短消息 ( 別名・短信、ショートメッセージ )は、携帯同士もしくは携帯とネット間で送受信を行
うもので、( 日本のように、電話会社が異なる携帯に送れないということはない )1度に 70文字 ( 小文字
140字 )前後の送受信が可能。

一度の送信費用は0.1 元で、送信側のみが支払う。
( 中国では携帯電話で電話を受信する場合、受信側にも通話費がかかる )

2000年に中国の短消息送信総数は10億件であったが、2003年には2000億
件にまで増加した。
この急速な増加の背景には、携帯電話の急速な普及に加え、
ネットを使用した各種の短消息サービス (ダウンロード、ゲームなども含む )の発展があげられる

データー : 中国互聯網研究報告 2004年 4月

⇒短消息の大部分は、SPを通さない携帯同士のやりとり。
　 (電話会社が異なっても送れるため、携帯電話のような便利さがある )

SPによる短消息サービスは、メッセージ送信、情報定期送信、画像・音声ダウンロー
ド、ゲーム、チャット 等

網絡短信 (ネットショートメッセージ ):
受信もしくは送信時にネットを通して行う ( 携帯からネット上へ、もしくはネット上から携帯へ送る ) 短消息を特にこのよう
によぶ。ネット運営のSPを通す形。
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その他の携帯電話増値サービス（彩信 /WAP/JAVA/IVR）7

MMS = Multimedia Messaging Service

マルチメディア情報サービスの総称。
文字・画像・音楽・アニメなどを組み合わ
せたマルチメディアの情報を、携帯同士も
しくは、携帯とネットとの間でやりとりす
るサービスのこと。
今後、飛躍的な市場拡大が見込まれている。

サービス内容としては、
①情報定期購読 ( ニュース、天気予報、エ
　ンタメ情報、経済情報など )
②画像・音声 ( 各種画像・音声・音楽のや
　りとり )
③写真の撮影・加工・送信
④ゲーム 等

彩 信 WAP( ネット接続 )

JAVAゲーム 携帯電話・語音増値サービス (IVR)

WAP = Wireless Application Protocol

WAPとは、携帯電話からネットを見るサー
ビスを指す (無線ネット )
ユーザーは複数のネットページに接続し、切り替える
ことができる。

SPが提供しているWAPサービスは
①オンラインゲーム
②情報閲覧
③コンテンツダウンロード 等
　 特にオンラインゲームとコンテンツダウンロードが流行り

2003年末、WAPの中国国内ユーザーは
1010万人、市場規模は1.83億元。
2004年の第1季は、WAP市場は月平均
16%増の速度で急成長中。
2004 年度末までには、WAPユーザーは 2500 万人、
市場規模は 12億元に達すると予想されている。

データー :
『信息時報』2004.7.20
　

2003年度、中国移動、中国通ともに、無
線JAVAサービスを開通させた。

これまでの携帯電話は、出荷時に設定された機能 (ゲー
ム、ビジネス機能など ) はすでに固定化されており、
使わない機能を削除したり、新しい機能を追加したり
することができなかった。

JAVA システムはひとつの “ プラットフォーム ” で、 
JAVA の基準にあうシステムであれば、JAVAに対応
した携帯での操作が可能だ。

JAVAのプラットフォームは強大なネット機能を持っ
ており、 JAVA対応携帯ユーザーは、無線ネットで簡
単にネット検索し、各種 JAVA対応しているコンテン
ツをダウンロードすることができる。

オンラインゲーム、ゲームのダウンロード、
証券情報など、いつでもどこでも携帯の機能
を更新することができるのがJAVA の特徴。

IVR = Interactive Voice Response

携帯電話を使用した音声対応サービス
サービス内容は、歌のリクエストや、番組視聴、出会
い系、モーニングコールなど幅広い。
(従来のコールセンターサービスの業務にプラスして、最近で
　は日本のダイアルQのような出会い系サービスも盛んにな
　りつつある )
・中国移動の IVRブランド :“音声互動”と“ 娯楽在線 ”
・中国聯通の IVRブランド:“ 聯通音 ”

IVR サービスを提供する SP: 雷霆無限、騰讯、鸿聯
九五、新浪 (SINA) 等

中国移動の予測によると、2004年中国国
内の IVRサービスの市場規模は約25億元
に達する見込み。
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

中華人民共和国国務院

国家信息産業部 文化部

上海市新聞出版局

ゲームの内容に関して審査・
批准

平面媒体 :
新聞、雑誌、音楽 (CD等 )、
映像ソフト、その他の出版
物等

1

国家新聞出版総署

新しいメディアであるイ
ンターネットや通信媒体
(携帯電話等 )
もともとはメディア管理の機構では
なかったが、インターネットメディ
アの発展にともない、メディア監督
管理機関に。

音像電子及びネット出版管理処

版権管理処

出版管理処

新聞雑誌管理処

印刷管理処

市場管理処

発行管理処

対外合作処

事業発展処

電子出版物 (ネットゲームを含む )をはじ
め、図書、新聞雑誌に関する印刷、コピー、
発行、輸入等に関する管理監督を行う

ゲームに関する審査・批准、
版権ナンバーを発行

電信部門によるネットワーク支援

上海市版権局

2004 年 7月 27日に新聞出版総署と国家版権局が連合で発布した『国務院に電子及びインターネッ
トのゲーム出版物の決定の管理系統を集約することに関する通知』において、
( 关于落实国务院归口审批电子和互联网游戏出版物决定的通知 )

国務院のもと新聞出版総局が唯一輸入電子出版物 (インターネットのゲームを含む )に関する批准
を行う行政部門と明確規定。 

上海市新聞出版局 /上海市版権局 組織体制2

事務室

党委員会事務室

計画財務処

組織処

労幹部事務室

人事教育処

監察室

上海市新聞出版局と
上海市版権局は共同
で事務所を構える
( 上海市紹興路 5号 ) 
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中国・上海ゲーム市場3

◆ 2004年 4月 23日までに、中国大陸で 77のオンラインゲーム運営メーカーが正式に運営を開
　始し、すでに 81種類のゲームが公開テストもしくは有料でネットにアップ、内測 (内部テスト )
　中のネットゲームも 55種類、 ネットゲームに従事するスタッフも約 6000人に達している。

136種類のネットゲームの中で、国産 ( 香港・台湾地区含む ) が 51種類・全
体の37.5%、輸入ゲームが85種類で全体の62.5%を占める。輸入ゲームの
ほとんどが韓国のゲームである。 
 ( 中国における韓国のオンラインゲームに関しては、後述 )

◆ 2002 年時、中国国内の 90近いオンラインゲーム運営メーカーのうち、56社はコンテンツの
　代理運営のみで、自社での開発を行っていなかった。(110 種類のネットゲームのうち 75%以
　上は韓国・日本のゲーム )

⇒政策のバックアップもあり、中国国内でのゲーム研究・開発も近年進んでいる。

上海は中国の中でもオンラインゲームの中心地上海は中国の中でもオンラインゲームの中心地

◆ 2003年、上海のオンラインゲーム市場はも急速な成長を遂げ、年間の売り上げは 13億元に達
　したと見られ、これは全国市場の 65%を占める。(納税後の利潤は 6.5 億元、全国の 80%)

　そのうち盛大ネットの販売収入が 6.5 億元、納税後の利潤が 3億元でトップ。
　続いて第九城市の販売収入が 5億元、納税後の利潤が 2.5 億元。
　そのほか、中興集団の光通や新浪楽谷なども、大きく展開中。

　『フォーブス』が 2003 年に発表した中国富豪ランキングでも、上海盛大ネットのトップ・陳天
　橋が第 6位 ( 個人資産 40億元 )、第九城市の朱駿が 66位 ( 個人資産 12.4 億元 ) にランキング。

データー出典 :上海市新闻出版局 上海市版权局

データー出典 : 2003 上海文化年鑑

データー出典 :艾瑞市场咨询有限公司 (iResearch) 
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オンラインゲーム市場の産業連鎖構造4

ゲーム開発メーカー
( ※ 1)

電信会社

ネットカフェ /ソフト専門店

ゲームユーザー

卸メーカー

ネットゲームコンテンツ運営メーカー ( ※ 2)

ハード (設備 )提供メーカー

サーバー等のハード 製品 IDC

ネットカフェはエンドユーザーに最も近く重要な
位置をしめる

ネットゲームのソフト及びポイントカードの販売
などを請け負い、市場展開において収益を上げる。

サービス製品

ネット /消費の場

※ 1ゲーム開発メーカー :
ネットゲームの開発は、ゲームのシステム作りからテスト運営などの一連の作業を行う。中国で成功している大型のゲーム開発メー
カーである盛大や網星などは、ゲームの開発にとどまらず、ゲームコンテンツ運営、代理運営業務 ( プラットフォームの提供 ) な
ど総合的に行っている。 

※ 2ネットゲームコンテンツ運営メーカー :
ネットゲームの運営の責任を負い、ゲームの場であるプラットフォームを確立し・運営・メンテナンス・ユーザー管理などを行う。
オンラインゲーム産業の大部分の収入が生まれる部分であるが、ハードやネット設備、プラットフォーム、ユーザーサービスのた
めに多大な投資を必要とする。国内のゲームコンテンツ運営メーカーの多くは代理運営メーカーであり、上位に位置する開発メー
カーからの制限を受けると同時に、利潤が高い反面、業界連鎖の中でもっともリスクの高いポジションである。

先ごろ出された国家規定では、ICP許可証をもつ企業のみがゲームコンテンツ運営メーカーになることができると
ある。現在大陸企業のみが ICP許可証を申請することができ、外資系には門戸が開かれていない。
国外のゲームメーカー (香港・台湾は国内に含まれる )は合作の形でしか中国市場に入ることはできない。

オンラインゲーム経営に必要な許可5

◆中华人民共和国互联网信息服务增值电信业务经营许可证 (ISP)
　 (インターネット情報サービス増値電信業務経営許可証 )
　 信息産業部が発行

◆中华人民共和国互联网出版经营许可证 ( インターネット出版経営許可証 )
　新聞出版署が発行。

◆网络文化经营许可证 ( インターネット文化経営許可証 )
　文化部が発行。ゲームを輸入する際に必要。

◆电子出版物复制单位 ( 電子出版物コピー機関 )
　新聞出版署が発行。電子出版複製 (製造 ) メーカーが必要とする。

オンラインゲーム経営に必要な関連経営許可証オンラインゲーム経営に必要な関連経営許可証

ネット /消費の場
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国外のゲームの輸入から販売までの流れ6

国外の
ゲームメーカー

コンテンツの版権 ( 運営件を
保持 )

中国国内の
ネットゲーム運営会社

ネットゲームの輸入機関は必ず先に
文化部の《網絡文化経営許可証》(ネッ
ト文化経営許可証 ) を取得し、イン
ターネット文化を経営する会社とし
ての資格を持たなくてはならない。 

中国国内の
ネットゲーム運営会社

版権 (コンテンツ運営権 )を購入

文化部・進口遊戯製品内容審査委員会
( 文化部・輸入ゲーム製品コンテンツ内容審査委員会 )

新聞出版総署

ゲームを審査批准
ゲームの内容を審査批准

《オンラインゲーム製品の内容審査に関する通知》
(关于加强网络游戏产品内容审查工作的通知 ) 2004 年 5月 20日文化部

両者からの許可証を得て、初めてゲームコンテンツの運営をすることができる

ネットゲームの内容審査は、自審、初審、公測の3段階がある。文化部は審査委員会が提出した内容審査に関する意見と公測の結果に
基づき、ゲームを批准するかどうかの決定を下す。批准されたネットゲームの内容の変更には、再び文化部の審査を必要とする。

国外ゲームに関する審査・批准7

中国の電子ゲームの出版は 1995 年に始まり、同年、新聞出版総署は輸入電子ゲームの出版物の審査批准管理に関する管理集約の実施を
行った。2003年末までに、新聞出版総署が批准した国外の著作権の電子ゲーム出版物は 835種類、電子出版物全体の約 3.3%を占める。

2000年、最初に輸入されたネットゲーム『万王の王』は、新聞出版総署の審査批准を経て出版され、中国インターネット出版のスター
トをきった。ここ 4年間で 71種類の輸入ネットゲームが新聞出版総署が組織するゲーム専門家の審査閲読委員会の厳格な審査を
経て批准され、インターネット上で運営されている。

電子出版機関 (インターネットゲーム出版機構 )が輸入電子ゲームの出版物 (オンラインゲームを含む )を出版する際には、その所属する省、
自治区、直轄市の出版行政部門が内容の審査を行い、意見書を提出し、出版の条件に符合すれば、(国家 )新聞出版総署に審査を申請する。 

新聞出版総署によるオンラインゲームの審査・批准新聞出版総署によるオンラインゲームの審査・批准

文化部によるゲームの内容に関する審査・批准

2004 年 5月 20日に文化部より発布された《オンラインゲーム製品の内容に関する審査の通知》(文化部关于加强网络游戏
产品内容审查工作的通知 ) により、国内にすでに入っているオンラインゲームを含め、必ず文化部による内容審査・批准を受けなければ
正式にゲームコンテンツ運営をすることができなくなった。( それまでに中国国内に入っていたゲームでも、2004 年 9月 1日までに手
続きを終えなければ、処分の対象となる )

2004 年 4月から、文化部ではすでに 9の国外オンラインゲームの審査を行い、このうちの 3種類は暴力的な場面や ( 政治的に ) 敏感な
問題などが入っていたため、初審が通らなかった。

また時期を同じくして文化部から、各地の文化部門に『虎胆雄心』というパソコンゲームを取り締まるよう緊急通知が発せられた。このゲー
ムは第二次世界大戦時の日本・ドイツ・イタリアなどのファシスト政権が反史的に描写され、事実が歪曲されているだけでなく、《ネット
サービス営業場所に関する管理条例》(互联网上网服务营业场所管理条例 ) にも違反しているためである。

両者からの許可証を得て、初めてゲームコンテンツの運営をすることができる
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権利金方式

国内のゲーム代理メーカーと韓国のゲームメーカーの合作方式は主に以下の4方式

韓国のゲーム会社の中国でのビジネス方式8

中国におけるオンラインゲームでは韓国ゲームが主流

国内のゲーム代理メーカーは、ビジネス目的で使用するゲーム関連のすべて (ポイントカードのはじめ、関連製品に至るまで )に関
して、小売金額のうちの一定額を韓国のゲームメーカーに版権使用料金として支払う形。卸業者が実際に販売できたかに関わりなく、
製造の数により中国側は支払わなくてはならない。 

利益配分方式

最初の契約における配分割合に基づき、一定期間での利潤を配分する形。しかし、多くの韓国ゲームメーカーはこの方式を望んでい
ない状況。利益分配方式のもうひとつの形式は、国内の代理メーカーは自身の運営状況に関して試算を行い、ゲームメーカーに対し
て一定の利益比率で料金を支払う形。 

地域ごとの版権買い切り方式

国内の代理メーカーは、ゲームメーカーに対してまず最初に版権料を支払って買い取り、利益はゲームメーカーに還元しない方式。
国内の代理メーカーは契約で指定された地域に限定して、ゲームに関するいかなる関連製品を生産することも可能となり、版権料金
を別途ゲームメーカーに支払う必要はなくなる。また、代理メーカー自身がそのシステムをさらに発展させるような開発を行うこと
も許可されている。しかし、それが可能な地域は契約に基づく。

合作方式

比較的新しい方式で、ゲームメーカーがゲームの版権もしくはゲームの版権と資金の一部をを投資する形で中国側の代理メーカーと
共同経営 (合資経営 )を行う形。

オンラインゲームの収入システム9

販売ルート

比較的新しい方式で
①各販売ネットのチェーン店、②各地のネットカフェ連盟、③オンラインによる直接販売

オンラインゲームの主な収入源はポイントカードの販売によるものオンラインゲームの主な収入源はポイントカードの販売によるもの

ポイントカードとは?

各ゲームごとにそのゲームのポイントカードが販売されている。ユーザーはカードにあるナンバーを入力して ID登録を行い、
その購入したポイントに応じた時間ゲームに接続することができるというシステム。
随時ポイントは補充しながら、連続してゲームを楽しむことができる。

中国の大部分のゲームコンテンツ運営メーカーは国外のゲームの代理として開始し、投資の回収を行った
後に自身でのゲーム開発を行うという流れをとっている。(盛大ネットワーク等。 盛大に関しては次ページ参照 ) 
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盛大ネットに関して10

上海盛大網絡発展有限公司
～中国における最大オンラインゲーム会社・日本にも展開中～

《網絡文化経営許可証》、《中華人民共和国増値電信業務経営許可証》、《中華人民共和国互聯網出版経営許可証》所有 

盛大ネットのこれまでの展開
1999年　11月 証券会社出身の陳天橋が、50万元の投資資金をもとに盛大ネット会社設立
2001年　　7月 韓国ACTOZ社とMMORPG『伝奇(レジェンド)』の中国での独占販売契約締結 。ソフトセールスのナンバー1に。
2001年　12月 同時プレイヤー数10万人に達する  
2002年　　4月 韓国TAEWOOL社とMMORPG『ニューヒーロー』の中国での独占販売契約締結  
2002年　　5月 盛大ネットワーク日本事務所開設 
2002年　　7月 韓国CCR社と『ポトリス2』の中国での独占販売契約締結  
2002年　　9月 韓国NEXON社とRTS『タクティカルコマンダー』  、 カジュアルゲーム『BnB』の中国での独占販売契約締結  
2002年　10月 登録ユーザー数6,000万、同時プレイヤー数70万人に達する  
2002年　11月 韓国CREANT社とスポーツゲーム『ブザービーター』の中国での独占販売契約締結  
2003年　　1月 日本CYBERSTEP社とアクションゲーム『ゲットアンプド』の中国での独占販売契約締結  
2003年　　2月 日本BOTHTECが研究開発する《銀河英雄伝》に投資参加。盛大はBOTHTECの11.2%の株を所有する。
        　　　　　中国資本が日本ゲーム業界に初めて投資した事例となる。  『銀河英雄伝説VII』の中国での独占販売契約締結。
2003年　　4月 オンラインゲームのプラットフォームと一体化した携帯電話のショートメッセージサービスを開始。
2003年　　6月  盛大と新華控股集団有限が共同投資で上海盛大新華有限公司を設立し、オンラインゲーム周辺製品の開発に取り組む。
2003年　　7月  盛大が初めて自社が研究開発したオンラインゲーム『伝奇世界』のテスト運営が始まる。
2003年　　9月  全国最大のネットカフェ管理ソフト会社である「成都吉勝科技有限責任公司」を買収する。
2003年　　9月  盛大ネットが運営する『伝奇世界』の同時オンライン人数が30万人を突破。
        　　　　　盛大のすべてのゲームのオンライン人数が100万人を突破。自己の持つ世界記録を更新。
2003年　10月  上海盛錦軟件開発有限公司を設立。ネットゲームの開発に力を注ぐ。
2003年　12月  登録ユーザー数1億7,000万、同時プレイヤー数120万人を達成  
2004年　　2月  もと中国マイクロソフト総裁の唐俊氏が盛大総裁として就任。
2004年　　5月  中国初の自主開発大型3Dオンラインゲーム『神跡』が運営開始
2004年　　5月  米国ナスダック市場に上場  

そのほか、Nokia Symbian OSプラットフォーム、アメリカのZONA、上海浩方在線信息技術有限公司や杭州边鍵軟件技术有限公司
などのゲーム関連会社を積極的・戦略的に資本参加、買収などを行っている。 

海外ゲームのコンテンツ代理運営メーカーから開始し、自身でゲーム開発も行うようになり、現在
ではネットカフェ経営や関連商品開発・販売などを行うゲーム総合メーカーとなっている

盛大ネットは・・・

盛大ネットのこれまでの展開
『熱血伝奇』www.mir2.com.cn
   2001年 07月 18日中国大陸地区のコンテンツ運営代理権契約 (韓国Wemade)

『伝奇世界』www.woool.com
   盛大が自社開発。2003年 9月より正式運営。 

『神跡』  www.s3d.com.cn
   盛大が自社開発した3Dオンラインゲーム。著名映画監督・陳凱歌が芸術指導を担当。2004年 2月よりテスト運営開始。

『英雄年代』www.theage.com.cn
   盛大が『伝奇世界』に続くシリーズとして自社開発。2004年 6月より正式運営

『夢幻国度』 www.mland.com.cn
   盛大が『世紀録』に続きシリーズとして自社開発。2004年 6月よりテスト運営の予定

『破碎銀河系』www.psonline.com.cn
   2002年 09月 28日中国大陸地区のコンテンツ運営代理権契約 (韓国NEXON)

『武林外史 (D.O)』do.poptang.com
   2004年 03月 10日中国大陸地区・香港、マカオにおけるコンテンツ運営代理権契約 (韓国CR-SPACE)
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その他のゲームに関して12

競技ゲームに関して競技ゲームに関して
電子競技は、全世界のゲーマーが熱中する新しいスポーツのひとつである。
2003年12月電子競技は第99の正式スポーツ種目として中国体育局が批准した。
現在の主な競技ゲームは魔獣争覇3(Warcraft3)、CS( カウンターストライク )、定刻時代、FIFA( 国際サッ
カー連盟 )系列など欧米のゲームがほとんどをしめる。

『魔獣争覇3』(Warcraft3) http://www.capcom.co.jp/pc/wc3/
CS( カウンターストライク ) http://www.counter-strike.net/

家庭用ゲーム機に関して 
現在、中国国家はゲーム機の販売・生産を許可していない。
そのため、先ごろ中国市場で販売を開始したPS2( プレイステーション2)は、“家庭娯楽システム (ゲー
ムソフトが使えるDVD機 )” として販売している。しかし、1988元という価格は、多くの人にとって高
すぎる値段で、安くなるのが待たれている。

2006年 6月国務院は文化部など7部に《電子ゲームの場所の管理に関する通知 (关于电子游戏场所管理
的通知 )》を実行するように通達。
1.電子ゲームの経営場所は、整理縮小を行う。
  ( 当時中国全土で電子ゲームの経営場所は大規模のもので都市部を中心に約10万箇所あり、授業をさぼ  
　る子供の増加を引き起こし、社会問題にまでなっていた )
2. 今後の発展の停止。新規でのゲーム機営業場所を許可しない方針。 ( 現在全国で1万箇所ほど )
3. ゲーム機経営場所の営業時間の規定
4. 国内のゲーム機生産・経営・販売及び輸入の活動を一律に停止するように通知。ゲーム機を加工し輸出
　する以外、その他のゲーム機生産をすべて禁止し、販売も同時に禁止する )

その他オンラインゲームに関して11

『外挂』
ゲーム過程においてユーザーが何らかの不正行為を行うことを指す。外挂の出現によりゲームのバランス
は崩れ、レベルアップするスピードは急速に速まる。その結果新規のユーザーは「外挂」ユーザーとのレ
ベルがあまりにもかけ離れてしまうため新規参入者は減少し、ユーザー離れをおこす。しかし、ゲーム会
社は必ずしもこの「外挂」の一掃に前向きではない。それはゲームの更新が遅いことや、オンラインして
いるユーザーの人数にも関係がある。「外挂」が駆除されても、オンラインユーザーがゼロという状況はゲー
ムコンテンツメーカーの望むところではない。

『私服』
ゲームの海賊版と同じように捉えることができる。不法にサーバーを設置し、勝手にゲームに対する修正
を加える行為を指す。「私服」によりゲーム市場は大きな打撃をうけている
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ゲームに関する法規一覧13

1996.03.14

法規名

《电子出版物管理暂行规定》
( 電子出版物管理暫定規定 )

《互联网文化管理暂行规定》
( インターネット文化管理暫定規定 )

主な内容 発行機関 発布日

電子出版物の輸入 ( 香港、マカオ、台湾地区からを
含む ) に際しては、必ず新聞出版署の批准を受けな
くてはならない。

まず、省、自治区、直轄市の新聞出版局の審査に合
格後、新聞出版署の批准を受けると『電子出版物輸
入出版許可証』が与えられる。

新聞出版署

ネット文化製品 ( オンラインゲームを含む ) を輸入
する際には、必ず文化部の審査・批准を経て批准ナ
ンバーを得なければならない。

文化部の審査・批准を経ていない文化製品は輸入で
きず、中国国内を流通することも認められない。

⇒ゲーム内容に関する審査・批准は文化
　部が行う

文化部 2003.05.10

《国务院办公厅转发文化部等

　部门关于开展网吧等互联网

　上网服务营业场所专项整治

　意见的通知》
( 国務院事務庁が文化部などの部
　門に伝達したネットカフェなど
　インタネットサービス営業場の
　整理に関する意見の通知 )

ネットカフェなどに関する経営管理強化 国務院
(国務院办公厅 )

2004.02.17

《关于加强网络游戏产品内容 

　审查工作的通知》
( オンラインゲーム製品の内容審
　査強化に関する通知 )

従来の法規を踏まえた上で、それまでの国内で運営
されていたオンラインゲームのコンテンツも、必ず
2004 年 9月 1日までに関連手続きを行わなければ
ならないと規定された。 

文化部 2003.05.20

《关于落实国务院归口审批电
　子和互联网游戏出版物决定
　的通知》
( 国務院に電子及びインターネッ
　トのゲーム出版物の決定の管理系
　統を集約することに関する通知 )

電子とインターネットのゲーム市場に関する一歩進
んだ規範
国務院のもと新聞出版総局が唯一輸入電子出版物
(インターネットのゲームを含む )に関する批准を行
う行政部門と明確規定。 

⇒ゲームの審査・批准は新聞出版署が行う

新聞出版署国家版
権局 (連合で )

2004.07.27

テレビでオンラインゲームに関する放送を禁止する。
(情報番組の中での紹介も禁止 )

《关于禁止播出电脑网络游戏
　类节目的通知》
( パソコンネットゲーム等をTV番
　組での放送禁止に関する通知 )

国家広電総局 2004.04
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中国のメディア管理・監督機構

国
家
レ
ベ
ル

上 

海

中華人民共和国国務院

国家新聞出版総署

上海新聞出版局

平面媒体 : 新聞、雑誌、音楽 (CD 等 )、
映像ソフト、その他の出版物等

雑誌媒体

各雑誌社

上海教育報刊社

組織としては国務院に所属。ただし、実際の
業務内容は宣伝部が監督・管理を行っている

下
部
組
織

地方管理機構

好児童画報、童話故事
城堡、紅樹林・芝麻開
門、当代学生、新読写、
上海教育、計算機教与
学・現在教学、上海托幼・
親子生活、成才与就業、
教育参考、康復・健康
佳人

1

上海文芸出版社 上海世紀出版集団 等

故事会、小説界、咬文
嚼字、芸術世界、好・
HOW、旅遊天地、音楽
愛好者、東方剣

青年一代、中外本摘、少女、
中学科技、小学科技、電脳技
術、数字世界、理財周刊、娃
娃画報、小朋友、年軽妈妈之
友、故事大王、少年文芸、閲
読前線、作文世界、少年科学、
卡通先鋒、海外求学、世界之
窓、外国文芸、名車志、世界
時服装之苑 ELLE

中国雑誌メディアの関連管理システム2

国家新聞出版総署 国家工商行政管理総局
管理監督

広告会社 中華人民共和国
広告法

主要法規出版管理条例 主要法規

管理監督

中国独資及び海
外との合資会社

期刊 (雑誌 ) 出版管理方式

各出版社

《出版許可証》
刊号及び営業許可証

※ 刊号取得に関しては次のページで説明

基本的な毎号の内容は、ファッション、エンタメ等の内容は雑誌社
が自ら内容審査を行う。
政治・経済・台湾問題など微妙な問題を国内で最初に扱う場合は関
連部門の批准を受けなくてはならない。
政治・経済・台湾問題も、国内で使用した後の転用であれば、雑誌
社の自らの審査でよい。
(海外からの版権を購入したコンテンツに関しても同様 )

補足①

書籍、新聞、雑誌の小売及び卸売り市場に関して、外
資系企業にも開放する。(合資、外国独資どちらも可能に )
しかし、出版機構の設立に関して、外資系企業にはま
だ開放されていない。外資系出版メーカーに認められ
ているのは、版権貿易と共同出版。

《外商投資図書、報紙、期刊分销企業管理办法》          
　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年 3月 7日発布
( 外資企業の書籍、新聞、雑誌の小売企業投資に関する管理法 )

補足②
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中国での刊号取得の流れ3

中国で新たに雑誌を発行するためには、必ず“刊号”( 雑誌コード ) が必要となる

中国国内での刊号取得の流れ中国国内での刊号取得の流れ

 申請審査①

出版社 (※ )

各省・市の
新聞出版局

国家政治や経済に関わる内容に関して、
関連部門が審査。

※
刊号が申請できるのは「出版社」と政府部門のみ。
外資系企業及び個人は刊号を申請することができない。
(=外資は中国で独自の出版刊行物を発行できない )
中国の現行は、雑誌の政策は批准制であり、登録制ではない。

　刊号

審査②

審査③

審査④

審査⑤

審査⑥

国家新聞出版総署
報刊司

国家新聞出版総署
総合司

国家新聞出版総署
审定委員会

国家新聞出版総署
署長办公会

国家政治や経済に関わる内容に関して、

宣伝部及び国務院関連部門

刊号申請の際に必要なのは
 ・雑誌内容 (宗旨 )
 ・発行 ( 月刊、隔週、季刊等 )
 ・大きさ、ページ数、カラー
 ・資金源
 ・発行ルート (郵便局等 )

審査に合格すれば
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上海における雑誌・新聞の閲読層・閲読傾向4

雑誌、新聞それぞれの読者構成(上海地区) 雑誌、新聞それぞれの閲読状況比較(上海地区)

性別
( 雑誌 /新聞各100%）

年齢
( 雑誌 /新聞各100%）

学歴 (教育程度 )
( 雑誌 /新聞各100%）

職業
( 雑誌 /新聞各100%）

個人収入
( 雑誌 /新聞各100%）

男性
女性
16～ 24才
25～ 34才
35～ 44才
45～ 54才
55～ 60才
小学校
中学校
高校 /技術学校
大学以上
幹部 /管理職
初級公務員 /臨時職員
労働者
個人経営 /企業主
学生 /無職
その他
300元以下
301～ 600元
601～ 900元
901元以上
回答拒否

51
49
27
27
24
16
6
1
18
47
34
17
32
15
9
25
2
17
4
10
68
1

54
46
21
23
28
21
8
1
22
48
28
15
29
19
11
25
2
16
6
12
65
2

雑誌 新聞

毎日の閲読時間 (分 )

毎日閲読する種類

購入ルート

購入数

見る習慣がない
とても少ない
1誌
2～ 3誌
4～ 5誌
5誌以上
家庭で定期購読
会社で定期購読
(その度、外で )買う
たたでもらった
借りた
街中の掲示板
定期購読の数
よく購入する数

14

30
56
12
2
0
0
7
12
68
2
11
-
0.1
0.8

49

2
12
29
50
5
2
22
17
54
1
5
1
1.0
2.1

雑誌 新聞

全体的に、新聞の方が雑誌よりも閲読の種類も多く
閲読・購入習慣が定着している。

Source: IMI( 北京広播学院市場信息研究所）　　　　　
2003年21都市居民消費行動及び生活形態調査

各閲読率トップ5 (上海地区 )

雑 　誌

1 上海電視周刊
(テレビ情報 )

雑誌、新聞それぞれの閲読状況比較

新 　聞

2

3

4

5

読者
(総合誌 )

現代家庭
(総合誌 )

知音
( 総合誌 )

青年一代
(総合誌 )

新民晩報
(総合誌 )

毎周広播電視 
( テレビラジオ情報 )

有線電視
( テレビ情報 )

申江服務導報
(情報誌 )

新聞晨報
(総合誌 )

※

※

※

Source: 中央電視台市場研究 (CTR)(『中国電視市場報告2003-2004』)
　　　　IMI（北京広播学院市場信息研究所）
　　　　2003年21都市居民消費行動及び生活形態調査

中国の “新聞 ”の中には、週刊で日本の “週刊誌 ”
に近い存在のものが複数あり、人気も高い。
例えば、『毎周広播電視』、『有線電視』はラジオ・
テレビ情報誌。
また、『申江服務導報』はさまざまな生活情報 (衣
食住 )、エンタメ情報を提供する週刊の情報新聞。
・『申江服務導報』:
 1998年1月1日より発行。解放日報報業集団に所属。
 　平均発行部数・約 40万部 ( 上海地区 )
 　年間広告収入 :1 億人民元

上海では、現在『申江服務導報』のような週刊情
報誌が複数発行され、市場競争が激化している。 ( す
べて新聞扱い ) どれも、広告収入を主な収入源にして
いるのが特徴。有力ライバル誌は以下の 2誌。
・『上海星期三』:
 2000 年 5月 17日発行。文新報業集団に所属。
 平均発行部数・約 25万部。
 年間広告収入 :3000 万人民元
・『上海壱周』:
 　2000年 10月 12日創刊。上海文芸出版総社に所属。
 　平均発行部数約 20万部

※
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上海における雑誌出版状況5

2002年に上海で出版された雑誌は634種類
社会・科学系 :264 種、テクノロジー系 :370 種 ( うち学校の機関報 56種、政府広報 4種、年鑑 7種 )

印刷総数は、18007.18万冊、定価計算による総額80027万元
(621 種雑誌の出版統計 )

Source: 2003 上海文化年鑑 

総量をコントロールし、ひとつ停止したらひとつ創刊
2002 年雑誌市場の整備ため、

という前提。

休刊している雑誌の刊号を使用して新雑誌を創刊したり、現行の雑誌の名前を改
め、読者市場にあった雑誌作りへの転換

『中華文史論叢』⇒『微型世界』、『都市漫画』⇒『大美術』、『服務経済』⇒『飯店』、『新民将圍棋』⇒『新読写』、『陽光女孩』
⇒『你』、 『多来咪』⇒『秀』(※ )、 『上海文化広場』⇒『今日風採』(※ ) 等

※『秀』と『今日風採』は日本のファッション雑誌のコンテンツを版権購入して使用している雑誌で、後述

『露茜』　　:扶桑社『LUCi』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　上海辞書出版社より出版。ファッション月刊雑誌。全国版。16元。
   　　　　　　日本のコンテンツを生かしつつ、中国独自にも取材。

『瑞麗』　　:主婦の友社『RAY』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　中国軽工業出版社より出版。ファッション月刊雑誌。全国版。20元。
   　　　　　　2001年 4月、北京『瑞麗』雑誌社設立。日系コンテンツを生かしたファッション雑誌の先駆け。

『秀』　　　　:講談社『WITH』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　上海文芸出版総社が講談社より『WITH』の一部版権を購入。 ファッション月刊雑誌。全国版。16元。

『昕微』　　:講談社『Vivi』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　中国紡績出版社が講談社より『Vivi』の一部版権を購入。 全国版月刊誌。18.5元。

『今日佳俪』: 小学館『CanCan』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　上海人民美術出版社が小学館より『Can Can』の一部版権を購入。 2004年中国版創刊。全国版月刊誌。18元。

『今日風採』:小学館『Oggi』の中国語版。(日本のコンテンツの部分使用 )
   　　　　　　上海人民美術出版社が小学館より『Can Can』の一部版権を購入。 全国版月刊誌。20元。

10月には、『皆喜』(リクルート社『ゼクシー』中国語版も上海地区で発行開始。月刊結婚情報誌 )

日本雑誌のコンテンツを使用した中国雑誌6

日本雑誌のコンテンツを使用した中国雑誌
ほとんどがファッション誌で、
日本のコンテンツの (一部 )版権
を購入し中国サイドで別途取材
を行い再編集を行う形が主流。
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上海におけるフリーペーパー7

フリーペーパー (販売しない無料配布誌 )に関しては、広告媒体としてみなされ、
雑誌の刊号を必要としない。 ( ただし、販売は不可 )

広告会社 フリーペーパーの発行が可能に上海文化広播影視管理局申請

広告発布権をもつ
フリーペーパー名、
主な内容など

許可

上海には、中国語、英語、日本語による各種フリーペーパーが発行されている。
中国語 : 『百花・上海』、『生活在上HIGH』、『地鉄下一站』、『百姓』、『移居上海』など。
 　　　　『百花・上海』は上海・香港地区合わせて6.8万冊発行。『 地鉄下一站』は、各地下鉄駅構内で配布し人 
　　　　 気が高い。 

英 語 : 『City Weekend』、『That’s Shanghai』、『Shanghai Work』等。
　　　　英語フリーペーパーの読者は、60%が上海在住の外国人、40%が英語のわかるホワイトカラー層とい
　　　　われる。

上海における日本語フリーペーパー8

上海ウォーカー

上海における日本語フリーペーパーの先駆け。
1999年より創刊。現在は広告物扱いではなく、
五洲伝播出版より (雑誌として )刊号を取得。『北
京ウォーカー』、ビジネス中心の『ウォーカーチャ
イナ』も発行。

スーパーシティ

2000年 1月創刊。生活情報のほか、ビジネス面
にも力を入れる。現在は広告物扱いではなく、上
海三联本店より書籍として発行 (中国国内販売可
能。9冊63元 )。
『スーパーシティ北京』も2002年 10月より発行。    

コンシェルジュ

『コンシェルジュ・上海』は2003年 6月から発行。
コンシェルジュ・シリーズとして大連 (1995年よ
り大連ウォーカーとして発行 )、北京、香港で発行。
中国国務院新聞弁公室の批准を得て、外文局との
合作により、 “都市精粋広告”として4箇所で発行。 

マイシティ

2003年 8月創刊。現在は広告物扱いではなく、
上海書画出版社より書籍として発行。(中国国内
販売可能。10元 /1冊 )   

ジャピオン

2004年 5月再創刊。(2003年創刊後、一時休刊 )
上海唯一の週刊フリーペーパー。新聞形態で、日
本のスポーツ・芸能情報が豊富。   

現在上海で発行されている主な日本語フリーペーパーは以下の5誌 ( 各 2～ 3万部配布 )
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雑誌に関する法規一覧9

2001.12.25

法規名

《出版管理条例》

《外商投資図書、報紙、期刊分
销企業管理办法》
( 外資系企業の図書・新聞・雑誌販売
　を行う企業への投資管理法 )

主な内容 発行機関 発布日

新聞、雑誌、図書、音楽・映像映像ソフト、
電子出版物等に関する出版・印刷、複製、
輸入、発行に関する諸規定。

国家新聞出版総署

中国国内で、外資系企業が、図書・新聞・
雑誌の卸及び小売へのビジネス投資に関
する規定。
資本金・経営内容の条件。
  ↓
条件を満たした企業が国務院外経済貿易行政部へ申請。
 《外商投資企業批准証書》を得る。
  ↓ 90 日以内に、
その地域の新聞出版行政部門へ《出版物経営許可証》
を申請。
  ↓
その地域の工商行政管理部門より経営許可証を得る。

国家新聞出版総署 2003.03.07

《上海市出版物行管理条例》 新聞、雑誌、図書、電子出版物、音楽・映像ソフト
などの出版物の上海地区での発行、卸、販売および
レンタル、展示などの配信に関わる管理規定。

上海新聞出版局 2002.10.29

《出版物市場管理規定》 新聞、雑誌、図書、電子出版物の発行及びイベント
などの管理監督規定。

国家新聞出版総署 2004.06.18
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《上海 (中国 ) コンテンツ市場調査》
使用データー及びインタビュー対象

①テレビ市場調査 :使用データー
　 ●央視 -索福瑞媒介研究有限公司 (CVSC-SOFRES MEDIA, 省略名CSM)(『2003中国電視収視年鑑』)
　 ●『中国電視劇市場報告2003-2004』
　 ●『電視劇視聴調査問巻 
　 ●2002年電視劇市場調査
　 ●電視劇市場訪訪資料
　 ●《中国電視市場調査2002-2003》
　 ●中国広播電視年鑑2003 

　　○インタビュー対象者 :テレビ局チャンネルプロデューサー、買い付け担当者、広告担当者など

②アニメ・漫画市場調査 :使用データー
　 ●央視 -索福瑞媒介研究有限公司 (CVSC-SOFRES MEDIA, 省略名CSM)(『2003中国電視収視年鑑』)

　　○インタビュー対象者 :テレビ局チャンネルプロデューサー、地元雑誌社、地元アニメ制作会社など

③映画市場調査 :使用データー
　 ●『2003上海文化年年鑑』
　 ●中国文化信息網 (参考データー )
　 ●銀海網 (参考データー )
　 ●『中国伝媒市場大変局』(中信出版 )( 参考データー )

　　○インタビュー対象者 :映画放映機構、地元映画制作会社、地元映画など

④音楽市場調査 :使用データー
　 ●『2003年中国文化市場発展報告』 文化部市場司編
　 ●文化部公布『2003年中国音像製品輸入状況分析』

　　○インタビュー対象者 :音楽大学関係者、地元レコード会社、日系レコード会社駐在員事務所など

⑤映像ソフト市場調査 :使用データー
　 ●『2003上海文化年年鑑』
　 ●『2003年中国文化市場発展報告』 文化部市場司編

　　○インタビュー対象者 :ソフト制作・販売会社、出版社、ソフト販売チェーン店

⑥携帯電話コンテンツ市場調査 :使用データー
　 ●2003上海文化年鑑
　 ●上海市新闻出版局 上海市版权局
　 ●中国互聯網研究報告2004年 4月
　 ●『信息時報』

　　○インタビュー対象者 :地元SP、CP
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⑦ゲーム市場調査 :使用データー
　 ●『2003上海文化年鑑』
　 ●上海市新闻出版局 上海市版权局 公開データー

　　○インタビュー対象者 :業界団体、オンラインゲームポータル、コンテンツ運営会社

⑧雑誌市場調査 :使用データー
　 ●中国市場与媒体研究2001 ( 中華広告網 ): 参考データー
　 ● IMI( 北京広播学院市場信息研究所 )2003年 21都市居民消費行動及び生活形態調査
　 ●2003上海文化年鑑

　　○インタビュー対象者 :地元雑誌社、日系雑誌社

以上
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