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本レポートをご利用頂き 誠にありがとうございました

●ジェトロ海外マーケティング調査報告書のご利用アンケート● 
～中国コンテンツ市場調査（6 分野）～ 

 

本レポートをご利用頂き、誠にありがとうございました。

ジェトロの今後のサービス向上に向けて、皆様のご意見を伺いたく存じますので、アンケートにご記入下さいますよう 

ご協力お願い申し上げます。 
■ 質問 1： 中国コンテンツ市場調査（6 分野）について、どの程度満足されましたか？（○をひとつ） 

 
4：役に立った 3：まあ役に立った 2：あまり役に立たなかった 1：役に立たなかった

 
■ 質問 2： 上記のように判断された理由、またその他本報告書に関するご感想をご記入下さい。 
 
 
 

4：役に立った     3：まあ役に立った     2：あまり役に立たなかった     1：役に立たなかった

 

■ 質問 3： その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 
 
 
 
 

が な

 

お名前
ふ り が な

  会社・団体名
 

部署  役職  

住所  

TEL FAXTEL FAX

E-mail  HP  
★ 今後、お客様のご関心のあると思われるジェトロおよび関係機関の各種事業、各種調査等のご案内の可否につき、 

該当欄にチェックをご記入願います 
＜ 送付可         送付不可       ＞ 

 
★ ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、ジェトロの事業評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用します。 

お客様の個人情報保護管理者：海外市場開拓課長 TEL:03-3582-5313 
★ ご協力ありがとうございました。 日本貿易振興機構 海外市場開拓課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32  E メール： OMA@jetro.go.jp 
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はじめに

本レポートは、以前にジェトロが実施した『中国コンテンツ市場調査（6分野）』
（2008年3⽉）（http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/05001595）をp j g jp y p
基に、データをアップデートしたものです。

本レポートが皆さまの中国におけるコンテンツビジネスの⼀助となれば幸いです。
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1. 映画の輸入・配給ルート
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輸入映画の申請から配給まで

1-1. 輸入映画の申請から配給まで

輸入映画の申請から配給まで

広電総局

輸 許 申請

輸入
許可申請

広電総局が臨時輸入批准文書を発行。
まず税関での映画臨時輸入手続を行う。
審査合格後、『電影片公映許可証』
（映画上映許可証）と輸入批准文書が

配給
上映

納税

中国電影集団進出口公司

輸入許可申請
（映画上映許可証）と輸入批准文書が
発行された後、税関で正式手続きを行う。

全国の院線

国産/輸入映画を配給・放映する権利

利益配分方式で輸入した海外映画を
上映できるのは、パソコンによるチケット
管理を導入している映画館のみ。
1年後にチケット販売総額に応じた

中影
（中国電影集团公司）

華夏
（華夏電影発行有限責任公司）

年間中国で輸入できる海外映画は約50作

国産/輸入映画を配給・放映する権利
を持つ“院線”は全部で34社
（広電総局：
http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/12/11/20081
211175952680280.html）

国内の映画館数：1545 スクリ ン数：4097

税金を税関に納める。
（利益配分方式で購入した映画の
中国国内の版権1年間）

「分帳」
（利益配分方式）

20作品/年間

「买（買）断」
（版権買いきり方式）

30作品/年間

年間中国で輸入できる海外映画は約50作

輸入許可・上映許可が下り、
税関での輸入手続を終えた後、
全国の院線へ配給される。

国内の映画館数：1545、スクリーン数：4097
（「2009中国文化産業発展報告」社会科学文献出版社） 基本的に映画館は院線に所属。

ミニシアターはほとんどなし。

海外の映画を輸入できる機関は中影と華夏のみ。
中影の独占だ たところを 2003年8月に華夏も批准された

分帳、买断のそれぞれ、
中影と華夏が半分ずつ輸入。

配給に関しては、パートナー（民営）を含み、利益配分方式で行う場合がある。
（中影・華夏が、許可申請だけを行い、配給は別会社が行い利益配分する場合も）

上海電影集団 東方影視発行公司
（華夏を通して『（盲導犬）クイール』を輸入） 等

中影の独占だったところを、2003年8月に華夏も批准された。

◆分帳は大型映画（ハリウッド映画）中心。
ただしアメリカ映画は20本のうち14作品まで。

◆买断はアメリカ以外の映画を中心に。
日本作品もこの枠で年間に数本入っている。

◆全ての海外映画の輸入の窓口は「中国電影集団進出口公司」

（華夏を通して『（盲導犬）クイ ル』を輸入） 等

2006年9月 広電総局・趙実副局長の発言
香港と大陸がCEPA協議締結してから3年の間に、大陸と香港の間における
映画・テレビドラマの合作は強化された。今後香港の映画が大陸で配給され
る時には海外映画としての輸入制限（年間輸入可能な海外映画の本数制限）
を受けない。
（中影集団が輸入し 映画審査を通過すれば 大陸配給に必要な上映許可証◆全ての海外映画の輸入の窓口は「中国電影集団進出口公司」

版権の買いきりに関しては、華夏が独自で作品を決定できるが、
利益配分方式のアメリカ映画は中国電影集団進出口公司が
作品を決定する。

（中影集団が輸入し、映画審査を通過すれば、大陸配給に必要な上映許可証
を取得することができる。香港との合作における主要スタッフの比率も規制が
緩和され、 大で2/3まで香港側が占めることができるようになった）
中国評論新聞網：2006年9月15日
http://cn.chinareviewnews.com/doc/1002/1/0/0/100210059.html?coluid=0&kindid=0&docid=100210059
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合作映画の制作から配給まで

1-2. 合作映画の制作から配給まで

合作映画の制作から配給まで

中外双
方

10日以内に

申請１

20営業日以内

申請２※1 制作※2 審査批准 配給/放映

10日以内に
初審意見書を提出

制作の方式は
以下の3タイプ

①連合撮制
②協作撮制

中国電影合作制
片公司

20営業日以内
に返答

国家広播電影
電視総局

中外合作撮制
電影片許可証

もしくは
批准文章

国家広播電影
電視総局

電影片公映
許可証

許可証発行後 映画修正が②協作撮制
③委託撮制

中国語（規範漢字）の脚本
及び関連する文書を提出

中影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

制作の許可に関して：

《中外合作撮制電影片許可証》或いは批准文書を取得していない国内 ①連合撮制 （共同制作）

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

《中外合作撮制電影片許可証》或いは批准文書を取得していない国内
外の組織或いは個人は、中国国内で合作或いは独立して映画の撮影・制作
をしてはならない。広電総局が「連合複撮」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、批准文書を発行する。

許可証或いは批准書類取得後、中外双方は批准されたプロジェクトの内容に

①連合撮制 （共同制作）

・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。
配給する映画の需要に基づき、普通話バージョンを基準としたうえで、相当
する国 地域 少数民族の言語のバ ジ ンを制作する

※ 現在、中国は外資が独資で映画館を設立することを認めていない
■外商投資映画館を設立するには以下の条件が必要：

・現地の文化施設計画に即している。
・登録資本が少なくとも600万元ある。

基づいて共同制作の契約を結ばなければならない。 する国、地域、少数民族の言語のバージョンを制作する。

・国外から主要な人員を連れて来る必要がある場合、必ず国家広電総局に
報告しなければならない。また、外国側の主要な出演者の比率は、主要な
出演者総数の３分の２を超えてはならない。

※『連合撮制』の映画・フィルムは、審査を通過した上で国家広播電影電視

総局の交付する電影片公映許可証を取得 その後中国国内あるいは録資本 少 あ 。
・固定の放映場所がある。
・中外合資の映画館に関して、中方の資本は51％を下回ってはならない。
・合資、合作の期限は30年以内である。
・中国の関連法律・法規及び関連規定に符合しなければならない。

※※条件に従い必要書類を提出し、《外商投資企業批准証書》及び
《営業許可証》を取得した後 省級映画行政部門が《電影放映経営許可証》

総局の交付する電影片公映許可証を取得、その後中国国内あるいは
国外で配給し上映することができる。
②協作撮制 （制作協力）

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 （撮影委託）
中国国内での撮影に関して 中国側に委託する方式《営業許可証》を取得した後、省級映画行政部門が《電影放映経営許可証》

を発行、《電影管理条例》に基づき営業活動を行う。
※※2007年に中国で制作された402部のストーリー映画のうち38作品が

中外合作映画。（香港との合作を含む）
（データ：中国電影合作制片公司 http://www.cfcc-film.com.cn）

中国国内での撮影に関して、中国側に委託する方式。

※『合作（協作）撮制』、『委託撮制』の映画は審査が無事クリアしたことを経
て、国家広電総局の批准文書をもって輸出の手続きをすることができる。
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1-3. 合作映画の制作から配給まで（補足）

中国側が必ず《撮制電影許可証》或いは《撮制電影許可証（単片）》を保有していること。（国内で登記した中外合資映画制作会社を含む、以下同）
中外合作の双方が《電影管理条例》に違反した場合、処罰期間中は撮影を停止しなければならない。

中外が連合撮制する映画のプロジェクト申請に当たっては、以下の条件に符合しなければならない：

・
・

※1 プロジェクト申請

中国側の申請。
中国側の《撮制電影許可証》および営業許可証コピー
中国語（規範漢字）の脚本一式3部
外国側の銀行の資本信用証明および撮影状況

中外が連合撮制する映画のプロジェクト申請に当たっては、以下の材料を提出しなければならない：

・
・
・

《中外合作撮制電影片管理規定》第八条

※2 制作

外国側の銀行の資本信用証明および撮影状況

中外双方の合意意向書および協議書、明確な主要内容、中外双方の投資比率、スタッフの比率、編集および制作場所、国内外の映画祭に参加するの
かなど
主要スタッフ紹介

・
・

・

《中外合作撮制電影片管理規定》第九条

※2 制作

中国の憲法、法律、法規及び関連規定に沿うこと。
中国の各民族の風俗、宗教、信仰、生活習慣を尊重すること。
中華民族の伝統文化の高揚につながること。
中国の経済 文化及び社会の安定の構築に利益をもたらす と

中外合作制作映画は、以下の内容に符合しなければならない：

・
・
・

中国の経済、文化及び社会の安定の構築に利益をもたらすこと。
中外の文化交流に利益をもたらすこと。
第三国の利益に損害を与えないこと。

・
・
・

中外合作で撮影・制作した映画のフィルム及びサンプルフィルムの出力やその後の編集作業については 中国国内で完成させなければならない

中外合作制作映画は、以下の点に注意しなければならない：

・

《中外合作撮制電影片管理規定》第六条

中外合作で撮影・制作した映画のフィルム及びサンプルフィルムの出力やその後の編集作業については、中国国内で完成させなければならない。
特別な事情により国外で完成させる必要がある場合には、国家広電総局に報告して批准を受けなければならない。編集時にカットで余ったサンプ
ルフィルムと素材は暫定的に中国側が保管し、映画が国外で放映されて半年が経過した後に、国外へ持ち出すことができる。

外国側は必ず中国の共同制作の相手或いは中国電影合作制片公司を通じて、中国国内で制作及びスタッフを雇用しなければならず、中国の法
律及び法規に基づいて雇用者と契約を結ばなければならない。

審査を経て共同で撮影する条件に符合した映画は、国内映画として上映の手続きをすることができる。共同で撮影をしていない映画は、中国国内
放映するにあたり外国映画を輸入する規定に従 手続きする

・
・

・

・
で放映するにあたり外国映画を輸入する規定に従って手続きする。

中外合作で撮影・制作して完成した映画は、省レベルの広播影視（ラジオ・テレビ・映画）行政部門及び中国電影合作制片公司への草案提出を経
て、国家広電総局の審査機構に対し審査の申請をしなければならない。

・

《中外合作撮制電影片管理規定》
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1-4. 2008年映画市場概況

《2008年映画市場》

2008年映画市場は順調に拡大。

《2008年映画市場》

2008年中国の映画興行収入は43億元、2007年度の33.27億元と比較し、10億元近く増加。
（中国電影集団・中国電影網：http://news.chinafilm.com/200905/0653552.html）

興行収入が1億元を超えた国産映画は9作品にものぼり、その中でも2億元を超えた作品も4作品に達し、
国産映画の興行収入（26.89億元）が海外映画の興行収入（16.52億元）を上回った。
2008年国産映画の興行収入上位作品は、「レッドクリフ1」（3.2億元）、「画皮」（2.3億元）、「長江七号」（2.02億元）。
（「非誠勿擾（誠実なおつき合いができる方のみ）」は前年度とあわせて3.4億元）（ 非誠勿擾（誠実なおつき合いができる方のみ）」は前年度とあわせて3.4億元）

（データ出典：「2009中国文化産業発展報告」社会科学文献出版社）

国産アニメ映画『喜羊羊と灰太狼』も大ヒット。

参考ニュース記事：

「《レッドクリフ1》、《長江七号》、《大灌籃Kung Fu Dunk》 ､《功夫之王 The Forbidden Kingdom》､《画皮》
等
国産映画8作品が全て１億元以上の興行収入を記録、中でも《レッドクリフ1》の興行は3.1億元に達した。」
中華網

参考ニュース記事：

（中華網：http://news.china.com/zh_cn/news100/11038989/20081229/15258672.html）

2008年の上海における国産映画興行は初めて全面的に海外映画を超える
2008年の延べ上映回数は25.5万回、来場者1456.4万人、興行収入は4.4億元。うち国産映画の上映回数は
18 6万人（全体の52 5％） 来場者855 5万人（全体の58 7％） 興行収入は2 44億元（全体の55 3％）18.6万人（全体の52.5％）、来場者855.5万人（全体の58.7％）、興行収入は2.44億元（全体の55.3％）。
1994年以来、国産映画の上映が初めて全面的に海外映画を超えた。
（中国電影網： http://indus.chinafilm.com/200902/0654039.html）

◆『レッド・クリフ後編』の興行が1億元突破。お正月映画はコメディが新記録の見込み
（2009年1月13日 SMGサイト：http://www.smg.cn/Index_News/newsDetail.aspx?newsID=45845&serialno=001&sid=6）
◆『赤壁（レッドクリフ）』中国大陸・台湾・香港であわせて5.5億元の興行
（2008年7月15日 百霊網：http://joy.online.sh.cn/joys/gb/content/2008-07/15/content_2446830.htm）
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1-5. アニメ映画のヒット

ア メ映画のヒ トアニメ映画のヒット

ＳＭＧが出資した国産アニメ映画『風雲決』が2008年夏に公開
（ＳＭＧサイト：http://www.smg.cn/Index_News/newsDetail.aspx?newsID=9192&serialno=002&sid=21）

同時期に海外アニメ映画『カンフーパンダ』が公開される。
◆『カンフーパンダ』がアニメ映画の興行記録を塗り替える

（2008年7月8日 北京晨報： http://www.auchina.net/news/1/2008-07-08/3428.html）
『風雲決』も善戦するが、興行的には『カンフーパンダ』の圧勝だった。

2008.08.15-2008.08.17 

国産映画

今週 先週 上映
作品名 入場者数 週間興行収入 累計興行収入 配給会社

（中国電影網： http://indus.chinafilm.com/200902/2454074.html）

作品名 入場者数 週間興行収入 累計興行収入 配給会社
順位 順位 日数

1 1 17 《十全九美》 69840 ￥11,000,000 ￥36,000,000 保利博納

2 2 39 《赤壁》 59068 ￥7,000,000 ￥309,000,000 中影

3 / 3 《荒村客栈》 49068 ￥4,500,000 ￥4,500,000 保利博納

4 3 30 《风云决》 15637 ￥1,000,000 ￥28,800,000 /

海外映画

本周 上周 上映
作品名 入場者数 週間興行収入 累計興行収入 配給会社

順位 順位 日数

1 / 8 《スピード・レーサー》 846956 ￥12,000,000 ￥14,500,000 華夏

2 2 45 《カンフー・パンダ》 143180 ￥2,500,000 ￥185,500,000 華夏

3 3 30 《ハンコック》 115587 ￥1,200,000 ￥28,800,000 上海東方

4 / 19 《ステップ・アップ》 91132 ￥500,000 ￥3,700,000 華夏

2009年、ＳＭＧが出資した国産アニメ映画『喜羊羊与灰太狼』が公開され、興行収入8000万元を超える大ヒット。
（新浪サイト：http://ent.sina.com.cn/m/c/2009-02-10/15052369843.shtml）
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1-6. （参考） 2008年1月に中国で公開された映画一覧

出典 中影サイト

時期 映画タイトル 国 フィルムコピー数 配給会社

出典：中影サイト
（http://indus.chinafilm.com/200803/1148470.html）2008年1月に中国で公開された映画一覧

1.4 救我 中国 80 上海芸鑫

1.8 錯爱 中国 90+デジタル 大地時代

1.11 蝴蝶飛 中国 150+デジタル 光線影業

盗走達芬奇 ポ ド 創世1.10 盗走達芬奇（Vinci） ポーランド 90 創世星

1.11 耳朵大有福 中国 30 華夏

1.11 糊涂裁判 スペイン 30 華夏

1 18 年到头 中国 50 国産片連盟1.18 一年到头 中国 50 国産片連盟

1.18 我叫刘跃进 中国 200+デジタル 橙天/中影

1.17 当幸福来敲門
（The Pursuit of Happiness） アメリカ 数字 中影数字

1.22 哆啦A夢大冒険
（ドラえもんのび太の魔界大冒険）

日本 260 中影

1.30 長江七号 中国 660+デジタル 中影

全１１作品、うち4作品が海外映画。
ドラえもんは2007年夏に『ドラえもん のび太の恐竜』公開され、好評だったことをうけ新作が公開された。

中国電影集団が運営するウェブサイト「中国電影網」では中国電影集団が運営するウェブサイト「中国電影網」では、
週間映画興行ランキング（国産/海外映画：各トップ4）が発表されている。
http://indus.chinafilm.com/broadcast/piaofang/index_542.html
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中国電影集団公司

1-7. 映画輸入機関① 中国電影（中影）

所在地 電話 HP

北京市海淀区
010 62254488 hi fil

中国電影集団公司
1999年2月中国電影公司など8つの機関が合併されて設立。
15の子会社をもち、30近い会社の株主であり、映画チャンネル（CCTV-6）も傘下におく。
総資産28億元。院線とも連動し、数百の映画館と契約、年間100以上の映画を配給。
政府からの委託を受け、国内で唯一の海外映画輸入機構であり、100以上の国と地域に
ある400以上の映画関連会社と連絡をとっている。北京市海淀区

新街口外大街25号
010-62254488 www.chinafilm.com

国家広播電影電視総局(広電総局）

ある400以上の映画関連会社と連絡をとっている。
アメリカ（LA）とフランス（パリ）に事務所がある。

国家広播電影電視総局(広電総局）

中国電影集団公司

直属の機関

中国電影集団公司芸術創作人員中心
中国電影集団公司北京影視制作基地

中国電影集団公司電影進出口分公司
中国電影集団公司電影発行放映分公司
中国電影集団公司后電影開発分公司

輸入

配給・放映15の子会社中国電影集団公司
中央人民広播電台
中国国際広播電台
中央電視台（CCTV)
無線電台管理局
広播電視監測中心

中国電影集団公司后電影開発分公司
北京電影制片廠
中国児童電影制片廠
北京電影洗印録像技術廠
中国電影器材公司

15の子会社

広播電視監測中心
広播電視安全播出調度中心
信息網絡視听節目監管中心
広播科学研究院
広播電視規劃院
中国電影科学技術研究所

中国電影合作制片公司
北京中影蒙太奇広告公司
中影音像出版社
北京中影招待所
中影（珠海）影視服務公司中国電影科学技術研究所

電影技術質量検測所

中影（珠海）影視服務公司

+
電影頻道節目中心（CCTV—6）

企業名 地址 TEL 公司介绍企業名 地址 TEL 公司介绍

北京北影

録音録像公司

北京市海淀区北
三環中路77号

10-82041113-205 

10-82045131

映画制作・配給・放映・合作
映画・映画輸出入など。
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1-8. 映画輸入機関② 華夏

所在地 電話 FAX HP

華夏電影発行有限责任公司

北京市海淀区
北三環中路77号院3号楼

010-82043190 010-82043114 http://hxfilm.com

2003年8月8日，中国で2番目の輸入映画の全国配給機関として、設立。

（それまでは中国電影の独占だった）

華影は、国有株式制の有限会社で、19の機関が株を所有している。

①中国広播電影電視集団、②中国電影集団公司、③上海電影（集団）公司、① ② ③

④長影集団有限責任公司、⑤西部電影集団、⑥瀟湘電影集団、 ⑦峨嵋電影制片厰、

⑧天津電影制片厰、⑨珠江電影制片公司、⑩北京紫禁城影業有限責任公司

⑪北京新影業聨影業有限責任公司、⑫上海聨和電影院線有限責任公司、

⑬四川太平洋電影院線有限公司、⑭湖北銀興院線影業有限責任公司、⑬四川太平洋電影院線有限公司、⑭湖北銀興院線影業有限責任公司、

⑮広東華影南方電影院線有限公司、⑯広東珠江電影院線有限公司、

⑰浙江時代電影大世界有限公司、⑱天山電影制片厰、⑲遼寧北方電影院線股份有限公司

出典：国家広播電影電視総局 映画デジタル番組管理センターサイト出典：国家広播電影電視総局 映画デジタル番組管理センタ サイト
http://www.dmcc.gov.cn/

2006年より、日本映画の輸入も年間複数作品行っている。
（詳しくは次ページ）
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華夏が輸入した日本映画

1-9. 華夏が輸入した日本映画

華夏が輸入した日本映画

2006年：
◆『いぬのえいが』（角川）
◆『ほたるの星』（角川） 日本関連作品：

2007年その他：

◆『ほたるの星』（角川）

2007年
◆『ドラえもん のび太の恐竜』 （東宝）
◆『日本沈没』 （東宝 ）

日本関連作品：
◆《イニシャルＤ》(出品元の表記なし）

韓国映画は以下１作品：
◆《漢江怪物》（Ｔｈｅ Host)

韓 映 青 株◆『日本沈没』 （東宝、ＴＢＳ）

2008年
◆ 『ドラえもん のび太の新魔界大冒険』（東宝）
◆ 『犬と私 約束』（松竹

（韓国映画社青于蓝株式会社）

◆ 『犬と私の10の約束』（松竹） ・・・公開は2009年

参考ニュース記事：

「ドラえもん」が冬休みにまたやってくるラ も 」 冬休 ま くる
去年の夏休みに『ドラえもん のび太の恐竜』が公開されチケット興行2300万元と好成績を記録したが、
今年の冬休みにまたドラえもんがやってくる。
去年日本で公開された 新作『ドラえもん のび太の新魔界大冒険』が明日中国で全国一斉に公開される。
全国公開に先駆け上海の永華電影城で初回記念上映が行われた。映画館の入り口にはオリジナルドラえもん
フィギュアが置かれ ファンに人気だったフィギュアが置かれ、ファンに人気だった。
掲載元：
http://www.jfdaily.com/gb/jfxww/xlbk/xwcb/node39928/node39934/userobject1ai1920165.html
（2008年1月21日 新聞報）

2009年お正月映画2009年お正月映画
日本映画『犬と私の10の約束』が、中国国内でお正月映画として上演予定。
掲載元：
（2009年1月1日シンセン晩報： http://ent.sina.com.cn/m/f/2009-01-01/13092324472.shtml）
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海 広播 視集

1-10. 上海の映画機関 上海電影集団

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。
また 放映機構としての「聯和電影院線」は 実力・売上高

上海文化広播影視集団（SMEG)

海電影集団

制作機構 放映機構

また、放映機構としての「聯和電影院線」は、実力 売上高
ともに全国トップクラス。
2004年には映画専門チャンネル『東方電影頻道』をスタート。

制作機構 放映機構 その他の機構

上海電影制片廠 上海美術設計公司

上海電影芸術研究所
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

聯和電影院線

東方影視発行公司

上海美術電影制片廠

上海科学教育電影制片廠

上海求索影視制片有限公司

上海永楽股份有限公司

上海電影芸術研究所

上海銀星皇冠酒店

超級電影世界、国泰電影院等の映画館が加盟

上海影城

上海電影音像出版社

上海電影譯制（翻訳）作廠 東方電影頻道 （テレビ）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



2 テレビにおける映画放映の状況2. テレビにおける映画放映の状況
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2-1. 映画専門チャンネルに関して

2003年国家広電総局は上海電影集団、長春電影集団、西部電影集団（西安）、峨嵋電影集団、
珠江電影集団、潇湘電影集団（湖南）の６地域の映画集団と制作所に映画チャンネルの開局を批准。

（1996年に放送開始していた中央テレビの電影チャンネル：ＣＣＴＶ-6は、中国電影集団のチャンネルに。
基本的に広告収入をメイ とした無料チ ネ ）基本的に広告収入をメインとした無料チャンネル）

広電総局が出した各映画チャンネル経営に関する規定：

⇒映画チャンネルにおけるドラマの放送量は45％を超えてはならない。
⇒ゴールデンタイムにドラマを放送してはならない。
⇒映画チャンネルに新たに15本の海外映画を輸入できる権利。

（テレビ放送用 劇場公開版でない映画を含む）（テレビ放送用・劇場公開版でない映画を含む）
⇒テレビ放送用の映画制作、購入、放送することができる。

⇒新設の映画チャンネルは、中央テレビの映画チャンネルと商談し、中央テレビが所有する国内放送権のある
映画を購入することができ、また各チャンネルで商談し、コンテンツを交換することもできる。
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中国の各映画専門チャンネル

2-2. 各映画専門チャンネル紹介

チャンネル名 放送時間 チャンネルの概要 備考

中央テレビ
電影チャンネル（CCTV—6） 24時間放送

1996年1月1日放送開始。
中国唯 の全国放送の映画専門チャンネル

北京地区では中央テレビ以外に、北
京テレビの２つのチャンネルで毎日1

中国の各映画専門チャンネル

電影チャンネル（CCTV 6）
http://www.m1905.com/

24時間放送 中国唯一の全国放送の映画専門チャンネル。
受信可能人口は8.13億人。毎日10作品放送。

京テレビの２つのチャンネルで毎日1
作品ずつ映画を放送。

上海東方
電影チ ンネル

2003年12月28日放送開始。
上海電影集団に所属。

海地 ブ ザ をカバ 視聴
上海地区では 東方電影チャンネル電影チャンネル

http://www.eastmovie.
com.cn/

24時間放送
上海地区350万人のケーブルユーザーをカバーし、視聴可
能人口は1600万あまり。
毎日5作品放送。
（海外、アニメ、アート、ドラマ3作品、ドキュメンタリーなど）

上海地区では、東方電影チャンネル
以外に、ドラマチャンネルと文芸チャン
ネルで毎日1作品ずつ映画を放送。

2005年放送開始
西部電影チャンネル 24時間放送

2005年放送開始。
西部電影集団に所属。
陕西電視台第8チャンネル。陕西省を全てカバー。

長影電影チ ンネル 時間放送

吉林電視台・長影電影チャンネル。
長春電影集団に所属。カバー人口は吉林省内1100万人。

長影電影チャンネル 21時間放送
長春電影集団に所属。カバ 人口は吉林省内1100万人。
毎日8作品放送。
（海外、ドキュメンタリー、アニメなど）

珠江電影チャンネル 放送未開始

珠江電影集団に所属。
すでに広電総局の批准を得たが、放送はまだ開始してい

広州電視台の影視チャンネルで
毎日1作品映画を放送

ない。
毎日1作品映画を放送。

潇湘電影チャネル 18時間放送

2005年12月14日放送開始。
湖南電視台・潇湘電影チャンネル。

湖南広播影視集団に所属。

峨嵋電影チャンネル 24時間放送

2005年1月1月放送開始。
峨嵋電影集団に所属。
毎日55％の映画放送と、45％のドラマ放送。
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中国の映画専門の衛星チ ンネル

2-3. 映画専門の衛星チャンネル紹介

中国の映画専門の衛星チャンネル

国家広播電視総局が批准した、映画専門の衛星チャンネルは現在以下の4チャンネル。

チャンネル名 チャンネル紹介

（CCTV-6の紹介は前ページにもあり）

中央電視台電影チャンネル
CCTV-6

http://www.m1905.com/

中国で唯一の中国全土をカバーした映画専門の衛星チャンネル。
視聴人口8.13億人。

ＣＣＴＶ-6で独自に購入した放送用の映画作品リストをネットで公開している。
htt // 1905 / t 6/ th iti /http://www.m1905.com/cctv6/authorities/

家庭影院チャンネル（CHC）
http://www.chc2004.cn/

デジタル放送の有料チャンネル。
中国で初めて批准された有料のデジタルテレビ放送のチャンネル。
24時間国内外の映画を放送。国 映 放送。
商業広告は一切なし

（北米向け）
中国電影チャンネル

北米の市場向けの中国映画チャンネル。
24時間中国映画の名作を放送。
北米 地 ケ ブ ビ 般家庭 供給

中国電影チャンネル
北米の地区で、ケーブルテレビで一般家庭に供給。

中国電影チャンネル
（CMC香港）

2005年8月から香港電訊盈科有限公司の旗本にあるNOWブロードバンドテ
レビのプラットフォームで香港に供給。
アジアにおける先駆者的なブロードバンドテレビのサーバー（CMC香港） アジアにおける先駆者的なブロードバンドテレビのサーバー。
映画をメインとして芸能情報やバラエティを含め放送する有料チャンネル。
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ＣＣＴＶ公式ＨＰより
中央テレビ・映画チャンネル（ＣＣＴＶ-6）の参考：

2-4. 中央テレビ・映画チャンネルの番組表

http://tv.cctv.com/cctv6/i
ndex.shtml

中央テレビ 映画チャンネル（ＣＣＴＶ 6）の
放送番組表

参考：

平日 休日 ※ 光影星播客は映画情報紹介。
※ 早朝・深夜の番組に関しては一部省略。

2009年5月8日 （金）

6:10 ストーリー映画《東瀛遊侠》1/2
07:06 ストーリー映画《東瀛遊侠》2/2
07:39 光影星播客2

2009年5月10日 （日）

06:05  ストーリー映画：《桃花運》
08:02  光影星播客2
08:15  佳片有約(名作映画)

07:50 《誰是元凶》
09:28 光影星播客3
09:40 ラブストーリー：《太想愛你》
11:21 光影星播客4
11:30 電影報道

08:35  佳片有約（名作映画）：《セビリアの理髪師》１
10:04 光影星播客3
10:20 佳片有約（名作映画）：《セビリアの理髪師》2
11:49 愛上電影網
11:59 光影星播客411:30 電影報道

11:51 愛电影

12:16 動物世界マダガスカル島の巡林員
12:41 電影人物
13:15 《列兵大学生》展現軍人風採
14 53 光影星播客5

11:59 光影星播客4
12:10 光影週刊
12:25 電影報道
12:50 ストーリー映画： 《大海道之零舞狂沙》
14:30 光影星播客5
14 45 スト リ 映画 《大海道之喋血狂沙》14:53 光影星播客5

15:10 ファンタジー《The Swordsman》(国名不明)
16:38 光影星播客6
16:55 アクション映画《地上 强》
18:31 ドキュメンタリー：葛根伝奇

14:45 ストーリー映画： 《大海道之喋血狂沙》
16:20  光影星播客6
16:35  ストーリー映画： 《大海道之魅影狂沙》
18:17  光影星播客7
18:27  電影報道

18:36 光影星播客7
18:47 電影報道
19:07 世界電影の旅
19:20 光影星播客8
19:35 第9回映画チャンネルデジタル映画百合賞授賞式

18:48  世界電影之旅
19:08  世界电影之旅

19:21  光影星播客8
19:35  ストーリー映画：《九香》
21:33 愛電影19:35 第9回映画チャンネルデジタル映画百合賞授賞式

21:23 愛電影
21:48 光影週刊
22:11 《The Fourth Angel》 (イギリス）

21:33  愛電影
21:58  世界電影之旅
22:21  《Nouvelle-France》(カナダ･フランス合作)

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



上海東方映画チャンネルの放送番組表参考：

2-5. 上海東方映画チャンネルの番組表

上海東方映画チャンネル

公式ＨＰより

http://www.eastmovie.com.cn

上海東方映画チャンネルの放送番組表参考：

2009年5月8日 （金）

道

2009年5月10日 （日）

平日 休日

7:30 東方電影報道
8:00 環球影院 《社会中堅》
9:40 ゴールデン劇場《面具》(20-22) テレビドラマ
12:40 東方電影報道
13:10 正午影院 《 后生機(Last Exit)》(カナダ)

6:45 東方電影報道
7:15 環球影院 《人間の証明》（日本）
9:15 ゴールデン劇場 《婚迷不醒》（1-3） テレビドラマ
12:15 東方電影報道

午影院 《 亡契约》( メ カ)
正午影院 《 后生機( )》(カナダ)

14:40 アニメ王
15:10 熱播劇場 《藍色档案》（6-7） テレビドラマ
17:10 周星馳(チャウ・シンチー)電影週 《逃学威龍》
19:00ゴールデン劇場《面具》(23-25) テレビドラマ
21;50 電影指南

12:45 正午影院 《死亡契约》(アメリカ)

14:20 週末劇場 《包青天》（7-9） テレビドラマ
17:20 周星馳(チャウ・シンチー) 《家有喜事》(1)
19:00 ゴールデン劇場 《昏迷不醒》（4-6） テレビドラマ
21;50 電影指南21;50 電影指南

22:00 環球影院 《グラディエーター》（アメリカ）
0:35 東方電影報道
1:05 午夜経典 《重拳出撃》
2:45 ヨーロッパ経典 《オリエント急行殺人事件》

0 国産影院 《泉水叮咚》

; 電影指南
22:00 環球影院 《威龍猛探》（主演：ジャッキー･チェン）
23:40 東方電影報道
0:10 午夜経典 《雾鎖危情》
2:30 ヨーロッパ经典 《LE GENDARME ＳＥ ＭＡＲＩＥ》 (フランス)

4:05 国産影院 《阿Q正伝》4:20 国産影院 《泉水叮咚》 4:05 国産影院 《阿Q正伝》

※早朝・深夜の番組に関しては一部省略

⇒ＣＣＴＶ-６とは異なり、テレビドラマやアニメも放送。
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2-6. 海外映画のテレビ放映権輸入に関して①

海外映画のテレビ放映権輸入に関して

◆電影集団や国有映画制作所に所属する映画専門チャンネル（全国で7チャンネル）を除き、
その他のチャンネルで海外映画の放送権を輸入する際には、毎年各テレビ局や機関に与えられる
海外コンテンツ（ドラマ・映画）の「指標」（輸入枠）がなくてはならない。
（中央テレビは 広電総局を通さずにチャンネル内で海外コンテンツを輸入・審査・放送できるので状況が異なる（中央テレビは、広電総局を通さずにチャンネル内で海外コンテンツを輸入・審査・放送できるので状況が異なる。

ただし、中央テレビで放送した海外コンテンツを他チャンネルに番販をする際には、指標を用いて輸入し、
内容に関して広電総局からの許可が必要。）

◆指標は 中国国際電視総公司（中央テレビの子会社）：400 上海メディアグループ：50など◆指標は、中国国際電視総公司（中央テレビの子会社）：400、上海メディアグループ：50など、
毎年各テレビ局や機関に与えられる指標は決められている。
（省級レベルのテレビ局における指標は20～30/年間）

◆指標ひとつにつき45分間のコンテンツを輸入することができ、ドラマは1指標１話、◆指標ひとつにつき45分間のコンテンツを輸入することができ、ドラマは1指標１話、
映画は2指標1作品でカウントされる。

◆広電総局が批准した海外ドラマ・映画は年4回、広電総局のＨＰ上で発表される。

(一覧は次ページ以降)( 覧は次ペ ジ以降)
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海外映画のテレビ放映権輸入に関して

2-7. 海外映画のテレビ放映権輸入に関して②

海外映画のテレビ放映権輸入に関して

◆広電総局が批准した海外ドラマ・映画は年4回、広電総局のＨＰ上で発表される。

合計 アメリカ 韓国 日本

2005年第１四半期 63 37 3 1

2005年第２四半期 59 27 0 0

年第 半期

広電総局が批准した
映画作品

（テレビ放映に関して）
日本の映画は、
ウイグルテレビが
輸入した『接力賽』

2005年第３四半期 17 8 0 0

2005年第４四半期 52 25 1 0

2006年第１四半期 43 15 0 0

2006年第２四半期 48 11 0 0

輸入した『接力賽』
（ekiden駅伝）

2006年第２四半期 48 11 0 0

2006年第３四半期 38 9 0 0

2006年第４四半期 30 8 0 0

2007年第１四半期 21 6 0 0

2007年第２四半期 29 6 2 0

2007年第３四半期 11 2 1 0

2007年第４四半期 14 0 0 0

2008年第１四半期 18 3 0 0

2008年第２四半期 25 6 0 0

2008年第３四半期 21 7 0 0

2008年第４四半期 6 0 0 02008年第４四半期 6 0 0 0

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



3. 輸入作品リスト

2005年～2008年にテレビ放送用に輸入された
映画コンテンツ一覧映画コンテンツ 覧
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2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-1. 2005年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（１）

出所：国家広播電影電視総局
（http://www sarft gov cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 テーマ 許可番号 批准日

1 聖誕老人的秘密 中国国際電視総公司 イギリス 生活 広外進審字（2005）第001号 2005-1-18

2 小聖誕老人 中国国際電視総公司 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第002号 2005-1-18

年第 四半期に批准されたテレビ放映用映画 ンテンツ （http://www.sarft.gov.cn/）

誕 中国国際電視総公司 ア リ 活 広外進審字（ ）第 号

3 巴頓将軍 中国国際電視総公 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第003号 2005-1-18

4 家園守保神 中国国際電視総公司 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第004号 2005-1-18

5 登陸日 中国国際電視総公司 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第005号 2005-1-18

6 登陸倒計時 中国国際電視総公司 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第006号 2005-1-18

7 故村男教師 北京電視台 韓国 生活 広外進審字（2005）第007号 2005-1-18

8 総統浪漫史 北京電視台 韓国 現実 広外進審字（2005）第008号 2005-1-18

9 愛情無価 北京電視台 香港 生活 広外進審字（2005）第009号 2005-1-18

10 愛情假日 広州電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第014号 2005-1-21

11 冤縁家族 北京電視台 香港 現実 広外進審字（2005）第016号 2005-1-21

12 我們之間的戦争 中国国際電視総公司 オーストラリア 現実 広外進審字（2005）第017号 2005-1-31

13 市場花園行動 中国国際電視総公司 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第018号 2005-1-31

14 白雪公主和七个小矮人 中国国際電視総公司 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第019号 2005-1-31

15 危急関頭 中国国際電視総公司 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第020号 2005 1 3115 危急関頭 中国国際電視総公司 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第020号 2005-1-31

16 莱茵大橋 中国国際電視総公司 アメリカ 歴史 広外進審字（2005）第021号 2005-1-31

17 怪盗傻偷 ハルピン電視台 韓国 現実 広外進審字（2005）第022号 2005-1-31

18 傭兵伝説 雲南電視台 アメリカ SF 広外進審字（2005）第030号 2005-2-3

19 截殺難局星号 雲南電視台 アメリカ 其他 広外進審字（2005）第031号 2005-2-3

20 雪崩 雲南電視台 アメリカ 惊险 広外進審字（2005）第032号 2005-2-3
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2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-2. 2005年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 テーマ 許可番号 批准日

21 熊戦士 雲南電視台 アメリカ
SF

広外進審字（2005）第033号 2005-2-3

2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

21 熊戦士 雲南電視台 アメリカ
環境保護

広外進審字（2005）第033号 2005-2-3

22 恒久柔情 雲南電視台 アメリカ 其他 広外進審字（2005）第034号 2005-2-3

23 卡萨布蘭卡快車 雲南電視台 イタリア 戦争 広外進審字（2005）第035号 2005-2-3

24 絶命大北極 雲南電視台 アメリカ アクション 広外進審字（2005）第036号 2005 2 324 絶命大北極 雲南電視台 アメリカ アクション 広外進審字（2005）第036号 2005-2-3

25 彩虹 内蒙古電視台 香港 生活 広外進審字（2005）第038号 2005-2-3

26 求恋期 重慶電視台 香港 生活 広外進審字（2005）第040号 2005-2-4

27 甲虫小弟 寧波電視台 アメリカ SF 広外進審字（2005）第041号 2005-2-427 甲虫小弟 寧波電視台 アメリカ SF 広外進審字（2005）第041号 2005-2-4

28 小人国 広州電視台 アメリカ SF 広外進審字（2005）第042号 2005-2-4

29 面包片 広州電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第043号 2005-2-4

30 灰梟 ハルピン電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第044号 2005-2-4

31 超現実空恋愛 中影集団公司 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第045号 2005-2-4

32 北非諜影 ウルムチ電視台 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第046号 2005-2-5

33 孤独的脚步 ウルムチ電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第047号 2005-2-5

34 許愿樹的伝説 ウルムチ電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第048号 2005-2-5

35 鋼琴導師蘇薩斯卡 ウルムチ電視台 イギリス 教育 広外進審字（2005）第049号 2005-2-5

36 貝克尼的天空 ウルムチ電視台 フランス 生活 広外進審字（2005）第050号 2005-2-5
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2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-3. 2005年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（3）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 テーマ 許可番号 批准日

2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ
（http://www.sarft.gov.cn/）

37 跳芭蕾的女孩 ウルムチ電視台 イギリス 生活 広外進審字（2005）第051号 2005-2-5

38 田野狂奔 ウルムチ電視台 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第052号 2005-2-5

39 152路班車 ウルムチ電視台 ドイツ 生活 広外進審字（2005）第053号 2005-2-5

40 球場往事 ウルムチ電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第054号 2005 2 540 球場往事 ウルムチ電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第054号 2005-2-5

41 小鎮楽声 ウイグル電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第055号 2005-2-5

42 换愛 ウイグル電視台 デンマーク 現実 広外進審字（2005）第056号 2005-2-5

43 胖我創未来 ハルピン電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第060号 2005-2-2343 胖我創未来 ルピン電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第060号 2005 2 23

44 ハッカー 北京電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第061号 2005-2-25

45 敵後之恋 中国国際電視総公司 イギリス 現実 広外進審字（2005）第062号 2005-2-25

46 真相 貴陽電視台 カナダ
環境

広外進審字（2005）第063号 2005-2-2546 真相 貴陽電視台 カナダ
保護

広外進審字（2005）第063号 2005 2 25

47 独角獣旅行記 ウイグル電視台 アメリカ 歴史 広外進審字（2005）第064号 2005-2-25

48 逃寓索比堡 中国国際電視総公司 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第067号 2005-3-9

49 大象墓地 重慶電視台 タイ 其他 広外進審字（2005）第070号 2005 3 1449 大象墓地 重慶電視台 タイ 其他 広外進審字（2005）第070号 2005-3-14

50 第四期計画 中影集団公司 カナダ 現実 広外進審字（2005）第071号 2005-3-14
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3-4. 2005年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（4）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 テーマ 許可番号 批准日

51 星落凡尘 貴陽電視台 オーストラリア 愛情 広外進審字（2005）第072号 2005-3-14

2005年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

52 秋天的心 ウルムチ電視台 アメリカ 現実 広外進審字（2005）第073号 2005-3-14

53 真愛無敵 ウイグル電視台 インド 生活 広外進審字（2005）第076号 2005-3-25

54 城市人家 ウイグル電視台 イラン 現実 広外進審字（2005）第077号 2005-3-25

55 蘭伯特夫人記憶中的愛 ウイグル電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第078号 2005-3-25

56 希望的季節 ウイグル電視台 アメリカ 生活 広外進審字（2005）第079号 2005-3-25

57 ekiden駅伝（接力赛） ウイグル電視台 日本 生活 広外進審字（2005）第080号 2005-3-25

58 減肥秀 寧波電視台 ドイツ 生活 広外進審字（2005）第081号 2005-3-2558 減肥秀 寧波電視台 ドイツ 生活 広外進審字（2005）第081号 2005-3-25

59 我的婆婆黄飛鸿 ハルピン電視台 香港 現実 広外進審字（2005）第082号 2005-3-31

60 大力神和勇士公主 中国国際電視総公司 アメリカ 神話 広外進審字（2005）第083号 2005-3-31

61 老鼠危機 中国国際電視総公司 ドイツ 災難 広外進審字（2005）第084号 2005-3-31

62 决戦中途島 中国国際電視総公司 アメリカ 歴史 広外進審字（2005）第085号 2005-3-31

63 戦艦哗変 中国国際電視総公司 アメリカ 戦争 広外進審字（2005）第086号 2005-3-31

⇒『ekiden駅伝（接力賽）』：
2005年10月大宝・国際影院（BTV-2他）で放送
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3-5. 2005年第2四半期季批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（1）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

1 大衛·科波菲尓 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第087号 2005-4-18 

2 飛速着陸 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第088号 2005-4-18

（http://www.sarft.gov.cn/）

2 飛速着陸 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第088号 2005 4 18 

3 艾拉斯先生 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第089号 2005-4-18 

4 熱力四射 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第090号 2005-4-18 

5 地球保衛戦 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第091号 2005-4-18 

6 格列佛遊記 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第093号 2005-4-21

7 ママ的心愿 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第094号 2005-4-22 

8 冰球小子 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第095号 2005-4-22 

9 幻海童真 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第096号 2005-4-22 

10 大狗当家 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第097号 2005-4-22 

11 可愛的雪姑娘 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字 (2005)第098号 2005-4-22

12 亜当周記 ラサ電視台 シンガポール 広外進審字 (2005)第099号 2005-4-2212 亜当周記 ラサ電視台 シンガポール 広外進審字 (2005)第099号 2005-4-22 

13 遺失的愛情 北京電視芸術中心 イタリア 広外進審字 (2005)第102号 2005-4-22 

14 瓦尓基里行動 北京電視芸術中心 ドイツ 広外進審字 (2005)第103号 2005-4-22

15 小淘気彼得·貝尓 北京電視芸術中心 オランダ 広外進審字 (2005)第104号 2005-4-2215 小淘気彼得 貝尓 北京電視芸術中心 オランダ 広外進審字 (2005)第104号 2005 4 22 

16 布什威尓的喬克 北京電視芸術中心 南アフリカ 広外進審字 (2005)第105号 2005-4-22

17 瑪莎的世界 北京電視芸術中心 ドイツ 広外進審字 (2005)第106号 2005-4-22

18 黑駿馬扎菲尓 北京電視芸術中心 デンマーク 広外進審字 (2005)第107号 2005-4-22 

19 錯覚 北京電視芸術中心 フランス 広外進審字 (2005)第108号 2005-4-22 

20 父子情 北京電視芸術中心 フランス 広外進審字 (2005)第109号 2005-4-22 
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3-6. 2005年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

21 緑茵奇迹 北京電視芸術中心 アメリカ 広外進審字 (2005)第110号 2005-4-22 

22 恋愛滋味 北京電視芸術中心 フランス 広外進審字 (2005)第111号 2005 4 22

（http://www.sarft.gov.cn/）

22 恋愛滋味 北京電視芸術中心 フランス 広外進審字 (2005)第111号 2005-4-22 

23 人到中年 貴陽電視台 フランス 広外進審字 (2005)第112号 2005-4-22 

24 走出塵埃 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第113号 2005-4-27

25 阿妮塔和我 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字 (2005)第114号 2005-4-27

26 戦壕里的希望 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字 (2005)第115号 2005-4-27

27 保安高手 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第116号 2005-4-27

28 我要結婚 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第117号 2005-4-27

29 圓舞曲之王 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第118号 2005-4-27 

30 怒海情 陝西電視台 タイ 広外進審字 (2005)第120号 2005-5-8 

31 湄公河満月 陝西電視台 タイ 広外進審字 (2005)第121号 2005-5-8 

32 再度成名 陝西電視台 タイ 広外進審字 (2005)第122号 2005 5 832 再度成名 陝西電視台 タイ 広外進審字 (2005)第122号 2005-5-8

33 完美賛礼 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第124号 2005-5-17

34 紅粧摯友 寧波電視台 ドイツ 広外進審字 (2005)第125号 2005-5-17

35 追夢天使 寧波電視台 イギリス 広外進審字 (2005)第126号 2005-5-17 追夢天使 寧波電視台 イギリス 広外進審字 ( )第 号  

36 死亡集中営 寧波電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第127号 2005-5-17

37 撒朱拉的神像 寧波電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第128号 2005-5-17 

38 沙丘 寧波電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第129号 2005-5-17 

39 宇宙追輯令 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第135号 2005-5-17

40 辺縁日記 広州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第136号 2005-5-17
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3-7. 2005年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（3）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

41 勇士伝奇 蘭州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第137号 2005-5-17

2005年第２四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

42 秘密 蘭州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第138号 2005-5-17

43 勝利大逃亡 蘭州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第139号 2005-5-17 

44 総統班底 蘭州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第140号 2005-5-17

45 死亡航行 蘭州電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第141号 2005-5-17 

46 拳撃手洛斯伝奇 蘭州電視台 オーストラリア 広外進審字 (2005)第142号 2005-5-17

47 瑪姫的故事 蘭州電視台 カナダ 広外進審字 (2005)第143号 2005-5-19

48 凱瑞的戦争 蘭州電視台 イギリス 広外進審字 (2005)第144号 2005-5-1948 凱瑞的戦争 蘭州電視台 イギリス 広外進審字 (2005)第144号 2005-5-19 

49 走向希望 蘭州電視台 カナダ 広外進審字 (2005)第145号 2005-5-19

50 客服俏佳人 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字 (2005)第146号 2005-5-19 

51 蘇醒 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第148号 2005-5-25 

52 尋夢的天堂 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第149号 2005-5-25

53 凱迪的生活 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第150号 2005-5-25

54 破鏡重圓 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第151号 2005-5-30 

55 奥黛麗·赫本 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第152号 2005-5-30 

56 夢中情人 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字 (2005)第153号 2005-5-30 

57 北極熊王子的故事 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第154号 2005-5-30

58 布拉格二重奏 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第158号 2005 6 358 布拉格二重奏 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第158号 2005-6-3

59 浪漫之旅 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字 (2005)第159号 2005-6-3 
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3-8. 2005年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（1）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

雅 夜未 電視台 広外進審字 第

2005年第３四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

1 西雅図夜未眠 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第161号 2005-7-1

2 非你不嫁 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第162号 2005-7-1 

3 中央舞台 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第163号 2005-7-1 

4 説谎者雅各布 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第164号 2005 7 14 説谎者雅各布 四川電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第164号 2005-7-1

5 勇敢去愛 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第172号 2005-7-18

6 被偷走的新娘 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第173-2- 2005-7-18

7 再見布魯斯 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第174号 2005-7-187 再見布魯斯 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字 (2005)第174号 2005 7 18

8 両个好爹 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字 (2005)第182号 2005-7-22 

9 現代灰姑娘 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第183号 2005-7-22 

10 地震 雲南電視台 アメリカ 広外進審字 (2005)第185号 2005-7-22 

11 黑与白 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字 (2005)第192号 2005-9-5 

12 名利浮雲 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字 (2005)第193号 2005-9-5 

13 沈寂之橋 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字 (2005)第194号 2005-9-5 

南方之恋 中国国際電視総 イギ 広外進審字 ( )第 号14 南方之恋 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字 (2005)第195号 2005-9-5 

15 迎来送往 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字 (2005)第200号 2005-9-19 

16 我的麻煩老友 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第201号 2005-9-19 

17 秋天日記 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第202号 2005-9-1917 秋天日記 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字 (2005)第202号 2005 9 19 
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3-9. 2005年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

1 少年夫夢利勋爵 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2005）第210号 2005-10-13

2 星艦奇遇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第211号 2005-10-13

（http://www.sarft.gov.cn/）

2 星艦奇遇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第211号 2005 10 13

3 精霊鼠小弟 中国電影集団公司 アメリカ 広外進審字（2005）第212号 2005-10-13

4 垂直極限 中国電影集団公司 アメリカ 広外進審字（2005）第213号 2005-10-13

5 玫瑰山 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第216号 2005 10 245 玫瑰山 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第216号 2005-10-24

6 魔幻島奇遇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第217号 2005-10-24

7 長不大 中国電影集団公司 イタリア 広外進審字（2005）第218号 2005-10-24

8 我是一沙鴎 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第219号 2005-10-248 我是 沙鴎 重慶電視台 中国香港 広外進審字（ ）第 号

9 翠寒湖 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第220号 2005-10-24

10 愛有明天 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第221号 2005-10-24

11 五福星 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第222号 2005-10-24

12 変色龍之三：死亡天使 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第223号 2005-10-25

13 我的安東妮亜 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第224号 2005-10-25

14 落日余情 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第225号 2005-10-25

原子狗 中国国際電視総公司 メリカ 広外進審字（ ）第 号15 原子狗 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第229号 2005-11-3

16 小机霊鬼 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2005）第230号 2005-11-3

17 王子与貧児 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2005）第231号 2005-11-3

18 変色龍 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第232号 2005-11-318 変色龍 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第232号 2005 11 3

19 愛的童話 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第233号 2005-11-10

20 洪文定与胡亜彪 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第234号 2005-11-10
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2005年第４四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-10. 2005年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（1）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

21 非常伝染源 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第236号 2005-11-10

舞

2005年第４四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

22 与狗共舞 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第237号 2005-11-10

23 黑死病 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2005）第238号 2005-11-10

24 火星之旅 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第239号 2005-11-10

25 真情永駐 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第240号 2005-11-2125 真情永駐 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第240号 2005 11 21

26 聖誕救星 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2005）第241号 2005-11-21

27 我想有个家 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第242号 2005-11-21

28 魅力師娘 広州電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第244号 2005-12-5

29 姐妹疑云 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2005）第245号 2005-12-8

30 亜力克斯与艾瑪 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第246号 2005-12-8

31 熊記 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2005）第247号 2005-12-8

32 笑弾一箩筐 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第248号 2005-12-8

33 侠肝義犬 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2005）第249号 2005-12-8

34 小婦人 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第250号 2005-12-8

35 悲惨世界 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第251号 2005-12-835 悲惨世界 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第251号 2005-12-8

36 家有靚女 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第252号 2005-12-12

37 夕陽無限好 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2005）第253号 2005-12-12

38 アリの襲撃 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第254号 2005-12-12

39 科学救援組 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2005）第257号 2005-12-15

40 幸福 重慶電視台 韓国 広外進審字（2005）第258号 2005-12-23
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2005年第４四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-11. 2005年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

41 影子愛情 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第259号 2005-12-23

2005年第４四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ 出所：国家広播電影電視総局
（http://www.sarft.gov.cn/）

42 一脚踢 重慶電視台 シンガポール 広外進審字（2005）第260号 2005-12-23

43 猎鲨専家 貴陽電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第261号 2005-12-27

44 総統千金游欧洲 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2005）第262号 2005-12-27

45 瑪麗的孩子們 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2005）第263号 2005-12-27

46 拳神 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2005）第264号 2005-12-31

47 圧轴好戯 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2005）第265号 2005-12-31

48 一見鐘情 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2005）第266号 2005-12-3148 見鐘情 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2005）第266号 2005 12 31

49 白蘭 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2005）第267号 2005-12-31

50 佻皮俏冤家 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2005）第268号 2005-12-31

51 一千四百万个理由 寧波電視台 イギリス 広外進審字（2005）第269号 2005-12-31

52 火狐 寧波電視台 アメリカ 広外進審字（2005）第270号 2005-12-31
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2006年第１四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-12. 2006年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（1）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

1 泰山的致愛 寧波電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第001号 2006-1-17

2 貼身兄弟 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第002号 2006 1 17

（http://www.sarft.gov.cn/）

2 貼身兄弟 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第002号 2006-1-17

3 誰来陪我过聖誕 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第003号 2006-1-17

4 私たちのママ 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第004号 2006-1-24

5 巧手真心 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2006）第005号 2006-1-24真 中国国際電視総 司 ラ 広 審 （ ）第 号

6 賽车英魂 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第006号 2006-1-24

7 家有小女初長成 南昌電視台 インド 広外進審字（2006）第008号 2006-1-24

8 真心换我心 南昌電視台 インド 広外進審字（2006）第009号 2006-1-24

9 水坝危城 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第011号 2006-1-24

10 消失的戦線 山西広播電視総台 アメリカ 広外進審字（2006）第014号 2006-2-16

11 銀河戦将 山西広播電視総台 アメリカ 広外進審字（2006）第015号 2006-2-16

愛情魔力 山西広播電視総台 インド 広外進審字（2006）第016号 2006 2 1612 愛情魔力 山西広播電視総台 インド 広外進審字（2006）第016号 2006-2-16

13 愛美聯盟 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2006）第018号 2006-2-16

14 家庭騒乱 山西広播電視総台 アメリカ 広外進審字（2006）第019号 2006-2-16

15 藍天之火 南昌電視台 イギリス 広外進審字（2006）第022号 2006-2-1615 藍天之火 南昌電視台 イギリス 広外進審字（2006）第022号 2006 2 16

16 小鎮的児子們 南昌電視台 イギリス 広外進審字（2006）第023号 2006-2-16

17 女人的力量 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2006）第025号 2006-2-21

18 孟买的召唤 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第026号 2006-2-21

19 情迷大堡礁 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第027号 2006-2-21

20 失落的王子 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第028号 2006-2-21
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3-13. 2006年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

21 父亲的手杖 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2006）第029号 2006-2-21

22 我愛動物園 中国国際電視総公司 チェコ 広外進審字（2006）第030号 2006-2-21

（http://www.sarft.gov.cn/）

22 我愛動物園 中国国際電視総公司 チ 広外進審字（ ）第 号

23 废墟中的斯迪格 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第031号 2006-2-21

24 勇士格拉特 中国国際電視総公司 ポーランド 広外進審字（2006）第032号 2006-2-21

25 李尔王 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第033号 2006-2-21

26 天使与魔鬼 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第034号 2006-2-21

27 和谐猫群 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2006）第035号 2006-2-21

28 墨西哥新娘 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第039号 2006-3-29

蘭娅伝奇 中国国際電視総公司 ドイ 広外進審字（ ）第 号29 蘭娅伝奇 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第040号 2006-3-29

30 封印的武士 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第041号 2006-3-29

31 青草茫茫情漫漫 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第042号 2006-3-29

32 卖火柴的小女孩 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第044号 2006-3-2932 卖火柴的小女孩 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第044号 2006 3 29

33 電閃雷鸣 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第045号 2006-3-29

34 小鎮救援队 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第046号 2006-3-29

35 亲情密西西比 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第047号 2006-3-29

36 瑪格麗特·豪 ウイグル電視台 イギリス 広外進審字（2006）第048号 2006-3-29

37 普莱德家族的骄傲——莱娜 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第052号 2006-3-29

38 我帮叔叔找老婆 中国国際電視総公司 インド 広外進審字（2006）第053号 2006-3-29

39 好友里欧 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第054号 2006-3-29

40 動力摇滚 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第055号 2006-3-29
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3-14. 2006年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（3）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

41 牙医上戦場 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第057号 2006-3-31

42 劫後余生 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第058号 2006-3-31

6年第 四半期に批准されたテレビ放映用映画 ンテンツ
（http://www.sarft.gov.cn/）

42 劫後余生 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第058号 2006-3-31

43 藍卡 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第059号 2006-3-31
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2006年第２四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-15. 2006年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（1）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

1 回到十六歳 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第060号 2006-4-7

2 愛情侵略 中国国際電視総公司 モナコ 広外進審字（2006）第061号 2006-4-7

年第 半期 批准 放映用映画
（http://www.sarft.gov.cn/）

2 愛情侵略 中国国際電視総公司 モナコ 広外進審字（2006）第061号 2006-4-7

3 小镇疑云 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第062号 2006-4-7

4 牧羊人 ウイグル電視台 カナダ 広外進審字（2006）第063号 2006-4-26

5 拯救白霊熊 ウルムチ電視台 カナダ 広外進審字（2006）第064号 2006-4-26

6 阿拉伯王子的故事 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第066号 2006-4-26

7 甜美错步 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第067号 2006-4-26

8 真愛天知道 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第068号 2006-4-26

9 尼古拉斯·尼克尔貝 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第071号 2006-5-10

10 小明奇遇記 山西広播電視総台 中国香港 広外進審字（2006）第073号 2006-5-10

11 兄弟情深 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第074号 2006-5-10

12 老人と海 ウルムチ電視台 イギリス 広外進審字（2006）第075号 2006 5 1012 老人と海 ウルムチ電視台 イギリス 広外進審字（2006）第075号 2006-5-10

13 佳拍档 ウルムチ電視台 オーストラリア 広外進審字（2006）第076号 2006-5-10

14 密码之争 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第077号 2006-5-10

15 莫妮卡的反击 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第080号 2006-5-10莫妮卡 反击 中国国際電視総 司 リ 広 審 （ ）第 号

16 情陷非洲 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第081号 2006-5-10

17 特别快递 ウルムチ電視台 米/カナダ 広外進審字（2006）第082号 2006-5-10

18 非洲猎豹 ウルムチ電視台 南アフリカ 広外進審字（2006）第083号 2006-5-10

19 チョコレートの恋 中国国際電視総公司 モナコ 広外進審字（2006）第085号 2006-5-17

20 与鱼相伴 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第086号 2006-5-17
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3-16. 2006年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

21 情迷夢幻号 山西広播電視総台 中国香港 広外進審字（2006）第087号 2006-5-17

22 情断豪門 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2006）第088号 2006-5-22

年第 半期 批准 放映用映画
（http://www.sarft.gov.cn/）

22 情断豪門 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2006）第088号 2006 5 22

23 譲我們回家吧 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2006）第089号 2006-5-22

24 黄飛鴻之西域雄狮 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2006）第091号 2006-5-22

25 烟水寒 石家庄電視台 中国台湾 広外進審字（2006）第092号 2006-5-22

26 后的地球人 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第093号 2006-5-22

27 復活 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第094号 2006-5-22

28 好莱塢式結局 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第095号 2006-5-22

29 無界限 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2006）第097号 2006-5-22

30 空谷雲雾 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第098号 2006-5-22

31 童年的故事 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第099号 2006-5-22

32 神鳳苗翠花 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2006）第100号 2006-5-2232 神鳳苗翠花 石家庄電視台 中国香港 広外進審字（2006）第100号 2006 5 22

33 微笑吧,安東尼 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2006）第101号 2006-6-8

34 霹雳救援隊 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第102号 2006-6-8

35 緊急迫降 山西広播電視総台 アメリカ 広外進審字（2006）第103号 2006-6-8

36 忠誠牛仔 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第105号 2006-6-27

37 パパの大賞 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第106号 2006-6-27

38 爷爷的小木屋 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第107号 2006-6-27

39 卡羅琳 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第109号 2006-6-27

40 無声歌手 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第111号 2006-6-27
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2006年第２四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-17. 2006年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（3）

出所：国家広播電影電視総局
（h // f /）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 批准日

41 我的女児嫁給誰 中国国際電視総公司 インド 広外進審字（2006）第112号 2006-6-27

2006年第２四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ
（http://www.sarft.gov.cn/）

42 烈火豪情 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第113号 2006-6-27

43 遥远的故郷 ウルムチ電視台 オーストラリア 広外進審字（2006）第114号 2006-6-27

44 電視風波 ウルムチ電視台 トルコ 広外進審字（2006）第116号 2006-6-30

グ45 ママ的天空 ウイグル電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第117号 2006-6-30

46 愛情的代価 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第118号 2006-6-30

47 小鶏快逃 遼寧電視台 ニュージーランド 広外進審字（2006）第119号 2006-6-30

48 愛情法則 山西広播電視総台 インド 広外進審字（2006）第121号 2006-6-3048 愛情法則 山西広播電視総台 インド 広外進審字（2006）第121号 2006 6 30
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3-18. 2006年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（１）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 守護天使 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第124号 2006-7-13

2 難忘假日 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2006）第125号 2006-7-13審

3 超級巨星 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第126号 2006-7-13

4 丛林王子 南昌電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第128号 2006-7-19

5 年軽的西勒 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第129号 2006-7-19

6 敞開心扉 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2006）第130号 2006-7-19

7 父子情深 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第131号 2006-7-19

8 全能猩猩 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第132号 2006-7-19

9 卿为我狂 南昌電視台 中国香港 広外進審字（2006）第133号 2006-7-19

10 天生一对 石家庄電視台 中国台湾 広外進審字（2006）第134号 2006-7-19

11 雪夜生死 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第136号 2006-7-19

为 瑞 際 ド 広 進12 只为了瑞克 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第137号 2006-7-19

13 非洲農場的故事 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第140号 2006-8-4

14 重要的一天 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第141号 2006-8-4

15 学生哥 石家庄電視台 中国台湾 広外進審字（2006）第144号 2006 8 815 学生哥 石家庄電視台 中国台湾 広外進審字（2006）第144号 2006-8-8

16 天幻情真 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第145号 2006-9-22

17 奥德賽 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第146号 2006-9-22

18 雷電危機 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第147号 2006-9-2218 雷電危機 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第147号 2006 9 22

19 記憶深处 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2006）第148号 2006-9-22

20 老夫子 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2006）第149号 2006-9-22
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2006年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-19. 2006年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（２）

期 放

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

21 逃往熊山 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第150号 2006-9-22

22 兽医斯柏林 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第151号 2006-9-2222 兽医斯柏林 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第151号 2006 9 22

23 伯德街小島 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2006）第154号 2006-9-25

24 秋日伝奇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第155号 2006-9-25

25 惊心动魄 ハルピン電視台 中国香港 広外進審字（2006）第156号 2006-9-2525 惊心动魄 ルピン電視台 中国香港 広外進審字（2006）第156号 2006 9 25

26 明日之愛 山西広播電視総台 ドイツ 広外進審字（2006）第157号 2006-9-25

27 約瑟夫的礼物 南昌電視台 イギリス 広外進審字（2006）第158号 2006-9-25

28 人海奇缘 南昌電視台 中国香港 広外進審字（2006）第159号 2006-9-25

29 花団锦簇 南昌電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第160号 2006-9-25

30 終極真相 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第162号 2006-9-29

31
錯誤的愛－網络陷

阱
中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第163号 2006-9-2931

阱
中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第163号 2006 9 29

32 搬進你心里 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第164号 2006-9-29

33 我心依旧 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第165号 2006-9-29

34 半醉人间 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2006）第166号 2006 9 2934 半醉人间 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2006）第166号 2006-9-29

35 瘦身広告 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第167号 2006-9-29

36 緊急降落 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第168号 2006-9-29

37 悲之秋 南昌電視台 中国香港 広外進審字（2006）第169号 2006-9-29

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

37 悲之秋 南昌電視台 中国香港 広外進審字（2006）第169号 2006-9-29

38 鹰撃长空 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第170号 2006-9-29
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3-20. 2006年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（１）

2006年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 魔咒 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第171号 2006-10-30

新地心之旅 中国国際電視総 オ 広外進審字（ ）第 号2 新地心之旅 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第172号 2006-10-30

3 替身妈妈 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第173号 2006-10-30

4 戦壕 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第174号 2006-10-30

5 没有你 没有我 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2006）第175号 2006 10 305 没有你、没有我 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2006）第175号 2006-10-30

6 不能拒絶愛你 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第176号 2006-10-30

7 節日欢歌 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第177号 2006-11-20

8 老鼠危機III 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第178号 2006-11-208 老鼠危機III 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第178号 2006 11 20

9 可怜天下老妈心 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第179号 2006-11-20

10 真的愛你 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2006）第181号 2006-11-21

11 伏虎記 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第182号 2006-11-2111 伏虎記 中国国際電視総公司 オ ストラリア 広外進審字（2006）第182号 2006 11 21

12 绝地戦警 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第183号 2006-11-21

13 死亡地鉄 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第184号 2006-11-21

14 末日 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第189号 2006-11-23

15 黑熊維尼 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第191号 2006-11-23

16 撒哈拉沙漠阻撃戦 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第192号 2006-11-23

17 毀天滅地 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第195号 2006-12-5

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

18 失落的世界 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第196号 2006-12-5

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.
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3-21. 2006年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（２）

2006年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

19 夢幻世界奇遇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第197号 2006-12-519 夢幻世界奇遇 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2006）第197号 2006 12 5

20 卧底公主 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第199号 2006-12-25

21 返郷之旅 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第202号 2007-1-4

22 冰球人生 ウルムチ電視台 カナダ 広外進審字（2006）第203号 2007-1-4審

23 坎特麗娜旅馆 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2006）第204号 2007-1-4

24 剣客俏佳人 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第205号 2007-1-4

25 天堂来客 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第206号 2007-1-4

26 巨鳄 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2006）第207号 2007-1-4

27 聖誕歓歌 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第208号 2007-1-4

28 不敗戦神 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2006）第209号 2007-1-4

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

29 遭遇平安夜 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2006）第210号 2007-1-4

30 单身旅程 ウルムチ電視台 フランス 広外進審字（2006）第211号 2007-1-4

所 国家広播電影電視総局 （ p g ）
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3-22. 2007年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（１）

2007年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 重返金銀島 ウルムチ電視台
ドイツ/

ニ ジ ランド
広外進審字（2007）第001号 2007-1-12銀島

ニュージーランド
審

2 魔法之王 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2007）第002号 2007-1-12

3 燕南飛 山西広播電視総台 中国香港 広外進審字（2007）第003号 2007-1-12

4 烽火姉妹情 ウルムチ電視台 オランダ 広外進審字（2007）第007号 2007-1-154 烽火姉妹情 ウルムチ電視台 オランダ 広外進審字（2007）第007号 2007 1 15

5 夢断小提琴 ウルムチ電視台 ポーランド 広外進審字（2007）第008号 2007-1-15

6 果園深情 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2007）第010号 2007-1-15

7 機械戦士 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第014号 2007-1-197 機械戦士 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第014号 2007 1 19

8 绝岭雄風 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第017号 2007-1-19

9 古典情聖 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第020号 2007-1-24

10 百变飛車 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第021号 2007-1-24

11 魔法保姆 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第025号 2007-1-26

12 老爸，向前冲 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第027号 2007-2-7

13 再見！東京 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第034号 2007-2-13

14 幻影英雄 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第036号 2007-3-8

15 她和我父親 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第037号 2007-3-8

16 第三个愿望 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2007）第040号 2007-3-8

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

17 章鱼的猎物 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2007）第043号 2007-3-8
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3-23. 2007年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（２）

2007年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

18 灰姑娘 中国国際電視総公司 キプロス 広外進審字（2007）第044号 2007 3 818 灰姑娘 中国国際電視総公司 キプロス 広外進審字（2007）第044号 2007-3-8

19 傾城佳話 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第046号 2007-3-14

20 科幻豪傑総動員 中国国際電視総公司 トルコ 広外進審字（2007）第047号 2007-3-14

21 神童出撃 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第048号 2007-3-14

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

21 神童出撃 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第048号 2007-3-14
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2007年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-24. 2007年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（１）

2007年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 半路夫妻 中国国際電視総公司 キプロス 広外進審字（2007）第054号 2007-4-3

2 维纳斯足球队 中国国際電視総公司 デンマーク 広外進審字（2007）第055号 2007-4-3

3 那有一天不想你 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2007）第056号 2007-4-3

4 艾略特的羅曼史 ウルムチ電視台 アメリカ 広外進審字（2007）第057号 2007-4-3

5 鉆石惹的祸 中国国際電視総公司 韓国 広外進審字（2007）第060号 2007-4-3

6 愛之香気 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第065号 2007-4-10

7 黑衣人 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第066号 2007-4-10

8 自然人 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2007）第067号 2007-4-10

9 営救赫尔曼 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第071号 2007-4-20

10 所羅門王的宝藏 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第072号 2007-4-20

11 殡儀馆美容师 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第073号 2007 4 2011 殡儀馆美容师 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第073号 2007-4-20

12 時空隧道 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2007）第076号 2007-4-26

13 指环王:护戒使者 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第079号 2007-4-26

14 郁金香芳芳 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2007）第081号 2007 5 914 郁金香芳芳 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2007）第081号 2007-5-9

15 搞错人 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第082号 2007-5-9

16 精灵小猪弟 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第083号 2007-5-9

17 佐罗 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2007）第084号 2007-5-9

出所：国家広播電影電視総局 （ http://www.sarft.gov.cn/ ）

17 佐罗 中国国際電視総公司 イタリア 広外進審字（2007）第084号 2007 5 9

18 尋找鲨鱼 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第087号 2007-5-9
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2007年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-25. 2006年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ（2）

2007年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

19 車神 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2007）第088号 2007-5-9

20 UFO基地 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第089号 2007-5-21

21 西北偏北 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第091号 2007-5-21

22 海外兵団 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第092号 2007-5-21

苦児流浪 中 際電視総 広外進審字（ ）第 号23 苦児流浪記 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2007）第095号 2007-6-7

24 天崩地裂 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2007）第096号 2007-6-7

25 超越馬赫極速 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第098号 2007-6-7

26 雨中曲 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第101号 2007 6 2526 雨中曲 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2007）第101号 2007-6-25

27 南極日記 中国国際電視総公司 韓国 広外進審字（2007）第102号 2007-6-25

28 笑傲江湖 重慶電視台 中国香港 広外進審字（2007）第103号 2007-6-25

29 愛在身辺 西安電視台 中国香港 広外進審字（2007）第105号 2007-6-25

出所：国家広播電影電視総局 （ http://www.sarft.gov.cn/ ）

29 愛在身辺 西安電視台 中国香港 広外進審字（2007）第105号 2007 6 25
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2007年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-26. 2007年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

2007年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 毀滅之日 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字(2007)第110号 2007-7-2

2 得到与失去 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字(2007)第113号 2007-7-6

3 断翅雄鹰 中国国際電視総公司 スペイン 広外進審字(2007)第114号 2007-7-6

4 乱世伝人 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字(2007)第115号 2007-7-6

5 八星報喜 重慶電視台 中国香港 広外進審字(2007)第117号 2007-7-23

6 黄飛鴻92之龍行天下 重慶電視台 中国香港 広外進審字(2007)第118号 2007-7-23

7 核武反撃戦 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字(2007)第120号 2007-8-16

8 小狗快跑 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字(2007)第121号 2007-8-16

9 男主婦答題工 中国国際電視総公司 韓国 広外進審字(2007)第122号 2007-8-16

出所：国家広播電影電視総局 （ http://www.sarft.gov.cn/ ）

10 極限速度 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字(2007)第123号 2007-8-16

11 快餐車 重慶電視台 中国香港 広外進審字(2007)第124弓 2007-8-16
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3-27. 2007年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

2007年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 帝国時代 中国国際電視総公司 オ ストラリア 広外進審字（2007）第154号 2007 10 231 帝国時代 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2007）第154号 2007-10-23

2 BB30 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2007）第156号 2007-10-23

3 紐約火山爆発 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第165号 2007-11-29

4 絶対零度 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第166号 2007-11-294 絶対零度 中国国際電視総公司 カナダ 広外進審字（2007）第166号 2007-11-29

5 黄飛鴻 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2007）第167号 2007-11-29

6 A計画 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2007）第168号 2007-11-29

7 A計画続編 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2007）第169号 2007-11-297 A計画続編 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2007）第169号 2007 11 29

8 苔絲 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2007）第171号 2007-12-5

9 紅菱豔 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2007）第172号 2007-12-5

10 阿尔卑斯山的診所 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2007）第174号 2007-12-5阿尔卑斯 診所 中国国際電視総 司 広外進審 （ ）第 号

11 林世栄 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2007）第175号 2007-12-5

12 師弟出馬 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2007）第176号 2007-12-5

13 摩登保鏢 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2007）第177号 2007-12-5

出所：国家広播電影電視総局 （ http://www.sarft.gov.cn/ ）

14 神聖的王冠 中国国際電視総公司 ポルトガル 広外進審字（2007）第180号 2007-12-24

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）2008年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-28. 2008年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

2008年第1四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

1 核風暴 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第004号 2008-1-2

2 卡桑德拉大橋 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第005号 2008-1-2

3 阮玲玉 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第011号 2008-1-2

4 新精武門 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第012号 2008-1-24 新精武門 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第012号 2008-1-2

5 滅頂之災 中国国際電視総公司 オーストラリア 広外進審字（2008）第027号 2008-2-14

6 盖茨堡戦役 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第028号 2008-2-14

7 賓虚 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第031号 2008-2-14

8 吉星拱照 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第032号 2008-2-15

9 四千金 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第033号 2008-2-15

10 壮志雄心 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第034号 2008-2-15

11 少林俗家弟子 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第035号 2008-2-15

12 狗，旅行袋和愛 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第040号 2008-3-12

13 欲望迷宮 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第041号 2008-3-12

14 我女児，她男友和我 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第042号 2008-3-12

15 中華戦士 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第049号 2008-3-17

16 全家福 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第050号 2008-3-17

17 起訴老爸 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第051号 2008-3-1717 起訴老爸 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第051号 2008-3-17

18 我是老板 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第052号 2008-3-17

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ①

3-29. 2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ①

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 沈黙的囲壁 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第055号 2008-4-11

ギ

2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ①

2 与祖国同在 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第056号 2008-4-11

3 軽舟突撃隊 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第057号 2008-4-11

4 生化保衛戦 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第058号 2008-4-11

5 長短脚之恋 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第060号 2008-4-115 長短脚之恋 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第060号 2008-4-11

6 搭錯車 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第061号 2008-4-11

7 蜘蛛侠1 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第063号 2008-4-11

8 地球壊滅日 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第064号 2008-4-11

9 秋天的童話 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第069号 2008-4-22

10 非洲国王 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第071号 2008-5-16

11 拳精 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第078号 2008-5-16

12 原来就是你 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第079号 2008-5-16

13 危険：婆婆 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第083号 2008-6-3

14 長腿美人 中国国際電視総公司 ベトナム 広外進審字（2008）第084号 2008-6-3

15 馬丁和路易斯 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第085号 2008 6 315 馬丁和路易斯 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第085号 2008-6-3

16 追趕跑跳碰 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第088号 2008-6-3

17 飛鹰計画 蘭州電視台 中国香港 広外進審字（2008）第089号 2008-6-3

18 雪地逃生 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第090号 2008-6-3雪地逃生 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（ ）第 号 2008 6 3

19 玩命淘金 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第091号 2008-6-3

20 带剣的小孩 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第094号 2008-6-16
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出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ②

3-30. 2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ②

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

21 四大門派 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第095号 2008-6-16

2008年第2四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ②

22 奪命佳人 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第096号 2008-6-16

23 阿爾伯特的帮助 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第097号 2008-6-16

24 防爆特勤 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第098号 2008-6-16

25 回来吧維拉 中国国際電視総公司 キプロス 広外進審字（2008）第099号 2008-6-16

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）2008年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-31. 2008年第3四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 教頭髪威 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第106号 2008-7-3

2 精武門 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第107号 2008-7-3

3 半段情 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第108号 2008-7-3

4 天使出更 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第116号 2008-7-13

5 愛国者 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第117号 2008-7-13

6 超級記者 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第118号 2008-7-13

7 婚礼倒計時 中国国際電視総公司 ドイツ 広外進審字（2008）第121号 2008-7-13

8 金剛宝貝 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第122号 2008-7-13

9 第三类接触 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第123号 2008-7-139 第三类接触 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第123号 2008-7-13

10 客途秋恨 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第126号 2008-7-16

11 灼熱之地 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第129号 2008-7-25

12 吸血蝙蝠 中国国際電視総公司 アメリカ 広外進審字（2008）第130号 2008-7-25

13 星光燦爛 北京電視台 アメリカ 広外進審字（2008）第132号 2008-7-25

14 審死官 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第135号 2008-8-14

15 恭喜発財 ウイグル電視台 中国香港 広外進審字（2008）第136号 2008-8-14

16 賛先生与找銭華 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第139号 2008-8-18

17 警察退休記 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2008）第149号 2008-8-26

18 警察在聖托貝 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2008）第150号 2008-8-26

19 警察結婚記 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2008）第151号 2008 8 2619 警察結婚記 中国国際電視総公司 フランス 広外進審字（2008）第151号 2008-8-26

20 反転男女 中国国際電視総公司 イギリス 広外進審字（2008）第152号 2008-8-26

21 少林木人巷 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第158号 2008-9-18
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出所 国家広播電影電視総局 （htt // ft /）2008年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

3-32. 2008年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 許可番号 発証日期

1 女児红 重慶広播電視総台 中国香港 広外進審字（2008）第160号 2008-10-6

2008年第4四半期に批准されたテレビ放映用映画コンテンツ

2 最愛是你 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第167号 2008-11-13

3 錯点鴛鴦 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第168号 2008-11-13

4 降龍羅漢与済癫 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第169号 2008-11-13

5 古拳決戦空手道 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第170号 2008 11 135 古拳決戦空手道 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第170号 2008-11-13

6 愛的世界 中国国際電視総公司 中国香港 広外進審字（2008）第171号 2008-11-13
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4. インターネットにおける

動画配信に関する法規制の動き
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4-1. インターネットにおける動画配信に対する法規制

広電総局は2007年末より、インターネット映像配信（視聴）に対して様々な法規制を発布している。広電総局は2007年末より、インタ ネット映像配信（視聴）に対して様々な法規制を発布している。

《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》

広電総局と信息産業部（情報産業部）により2007年12月20日発布、2008年1月31日より施行。
（http://www sarft gov cn/articles/2007/12/29/20080104152140310117 html）（http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20080104152140310117.html）
主な内容：

インターネット上でドラマ（映画を含む）を伝播する場合は必ず広電総局が発布する関連許可証を取得しなければならない。
インターネットで番組の視聴サービスに従事するためには、広播電影電視主管部門が発行する『信息網絡伝播視聴節目許可証』を
取得しなければならない。
ネット上で視聴サービスを行う企業は全て法人の資格を持ち、国有企業(独資)もしくは国有持ち株会社でなくてはならない。
申請にあたり、3年以内に違法行為の記録がないことも条件となる。

「2月3日深夜、広電総局と信息産業部は記者の質問に回答する形式でネット上に新規定に対する細則を発布した。

http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/02/03/20080505151040350215.html

広電総局が2007年12月29日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20071229140143720147.html）
主な内容：

《関于加強互聯網伝播影視劇管理的通知（インターネットにおけるドラマ放送の管理強化に関する通知）》

主な内容：
上記、《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》に関連する規定として、ネット上で配信するドラマ
（国内外の映画、ドラマ、アニメ及び相応する音楽・映像ソフトを含む）に関する通知。
インターネットで配信する映画・ドラマ・アニメは、国家広電総局が発行する『電影片公映許可証』（映画上映許可証）、『電視劇発行
許可証』（ドラマ発行許可証）もしくは『電視動画片発行許可証』（アニメ配給許可証）を法に基づき獲得し、同時に著作権所有者から
イ タ ネ おける映像上映権利を獲得 なければならな れら許 証を所有 な 映像 関 は イ タ ネ 信インターネットにおける映像上映権利を獲得しなければならない。これら許可証を所有しない映像に関しては、インターネットで配信
（視聴サービスを提供）してはならない。

《中国互聯網視節目服務自律公約》（中国インターネット視聴番組サービス自律公約）

広電総局が2008年2月22日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/02/22/20080505163436980790.html）
主な内容《中国互聯網視節目服務自律公約》（中国インターネット視聴番組サービス自律公約）の契約書、申請方法、メンバー登記表。
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4-2. インターネットにおける動画配信サービス業務に関する申請方法

《信息網絡伝播視聴節目許可証》申報程序

広電総局が2008年6月11日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20071229140143720147.html）

実際のインターネット映像配信（視聴）に必要な許可証取得のために必要な申請手続き

申請に必要な基本条件
--ネット上で視聴サービスを行う企業は全て法人の資格を持ち、国有企業(独資)もしくは国有持ち株会社でなくてはならない。
--申請にあたり、3年以内に違法行為の記録がない。
--インターネット視聴番組サービスの申請をする企業は、資本金登記1000万元以上。うちニュース、ドラマ、エンターテイメントなどのタ ッ 視聴番組 申請をす 業 、資本 記 以 。う 、 ラ 、 タ な

複数内容の視聴番組のサービスを行う場合、資本金登記2000万元以上。ニュース宣伝機関が公益オンライン視聴番組のサービス
を行う場合、資本金登記の 低制限はない。
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4-3. インターネットにおける動画配信に対する法規制 実施後

広電総局では、2008年度に《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》に基づき

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第1号）

広電総局が2008年3月20日に発布 （ http://www sarft gov cn/articles/2008/03/20/20080505162535410818 html ）

広電総局では、2008年度に《互聯網視聴節目服務管理規定（インタ ネット視聴番組サ ビス管理規定）》に基づき
映像視聴サイトのサンプル調査を複数回行い、基準をクリアしていないサイトに対して運営停止命令や警告処罰を発した。

広電総局が2008年3月20日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/03/20/20080505162535410818.html ）

その調査の結果、中視国際、新華網、人民網、中国広播網などのニュース機関のサイトが提供する映像番組は全てこの規定の要求に符合し内容的にも問題がない。
一方、一部のサイトの内容はこの規定には符合せず、問題が大きい。
主な問題は、1.性的、暴力的、国家安全に危害を与える内容を含んでいる。（規定第16条に反する）

2.『信息網絡伝播視聴節目許可証』を取得してない会社が運営している。（規定第7条に反する）
内容的に問題のあるサイトに対しては サイト停止や警告処罰の命を下した。内容的に問題のあるサイトに対しては、サイト停止や警告処罰の命を下した。
停止命令を受けたサイトは、全25サイト。警告処罰を受けたサイトは、全32サイト。許可証を取得せずにサイトを運営していて警告を受けたサイトは、全5サイト。

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第2号）

広電総局が2008年5月19日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/05/19/20080519175754930059.html）
第 号同様 内容的に問題のあるサイトに対しては サイト停止や警告処罰の命を下した第1号同様、内容的に問題のあるサイトに対しては、サイト停止や警告処罰の命を下した。
停止命令を受けたサイトは、全8サイト。警告処罰を受けたサイトは、全20サイト。

警告処罰を受けたサイトリスト

広電総局が2008年6月14日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/06/14/20080724163034120208.html）広電総局が 年 月 日に発布。 （ p g ）
警告処罰を受けたサイトのリスト。停止命令を受けたサイトは、全33サイト。警告処罰を受けたサイトは、全52サイト。

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第3号）

広電総局が2008年10月27日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/10/27/20081027140315320318.html）
停止命令を受けたサイトは 全10サイト 警告処罰を受けたサイトは 全17サイト

違法サイトへの処罰 警告が順次行われてゆくなかで 正規オンライン番組視聴番組サービスサイトとして認定された（許可証を所有する）サイトの一

停止命令を受けたサイトは、全10サイト。警告処罰を受けたサイトは、全17サイト。

インターネット視聴番組サービス許可証 所有機構リスト

広電総局が2008年12月19日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/12/19/20080618094603550698.html）

違法サイトへの処罰、警告が順次行われてゆくなかで、正規オンライン番組視聴番組サービスサイトとして認定された（許可証を所有する）サイトの一
覧が発表された。全332サイト。
一覧には中央テレビ（www.cctv.com）をはじめとする各テレビ局やラジオ局、新聞社等のサイトが並ぶ中、動画サイトとして中国のネットユーザーに人
気の高い土豆網（www.tudou.com）、琥珀（www.hupo.tv）、聚力（www.pplive.com）等もあがっている。
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5. 映画関係の法律・法規
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国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧

5-1. 国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧（１）

法規名 主な内容 発布日

《電影管理条例》
（映画管理条例）

ストーリー映画、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

2001.12.12

国家広電総局が映画に関して発布した管理法 覧

（映画管理条例）
http://www.chinaculture.org/gb/cn_zg
wh/2004-06/28/content_53582.htm

画作品の中国国内での制作、及び輸出入、配給、放映などの
活動に関する総合的な法律規定。

第44条：年間の映画放映において、国産映画の上映時間が全体の2/3を
下回ってはならない。

海 輸《進口影片管理弁法》
（輸入映画作品の管理方法）

http://www.rftgd.gov.cn/node_15/node_45/200
7/03/16/11740290922234.shtml

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

2003.09.28

華夏が映画輸入機関として批准される前。 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。

《電影脚本（梗概）備案、電 広電総局の批准のない映画は、配給・放映・輸入・輸出するこ
とが きな

2006.6.22

華夏が映画輸入機関として批准される前。
2002年≪電影管理条例≫では、
輸入機関に関して表現が拡大されている。

《電影脚本（梗概）備案、電
影片管理規定》

（映画脚本（梗概）、映画管理規定）

http://ent.sina.com.cn/c/2008-03-
31/17131968919.shtml

とができない。
-広電総局の電影審査委員会と 審委員会が審査にあたる。

-審査基準、審査の流れ。

《中外合作撮制

電影片管理规定》
（中外合作撮影・制作

中国と国外の映画制作者が、中国国内外で合作で制作・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。
●関連許可証：

《中外合作撮制電影片許可証》（中外合作映画撮影許可証）

2004.07.06

映画作品管理規定）

http://www.jincao.com/fa/23/law23.33
.htm

《中外合作撮制電影片許可証》（中外合作映画撮影許可証）

《電影片公映許可証》（映画上映許可証）

《撮制電影許可証》（映画撮影許可証）

《撮制電影許可証（単片）》（映画撮影許可証＜単片＞）
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法規名 主な内容 発布日

5-2. 国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧（２）

《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）

http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/2004-
06/28/content 53581.htm

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。

広電総局

2003.09.28

_

≪関于進一歩完善国産影片発行放映的
考核奨励办法（修訂）≫

（さらに改善した国産映画の応永に関する奨励方法）

国内の国産映画放映に関する目標規定と、奨励に関して。
--広電総局は年間約40本の推薦映画を選定。
--中影と華夏は、毎年各30作品以上（うち10作品は推薦映画）の国産映画の新作を
配給しなくてはならない。またそのチケット売り上げは各1億元以上でなくてならない。
--各映画院線、映画館は、年間60作品以上の国産映画の新作を上映しなければな

ば

広電総局

2006.06.21
http://www.100test.com/html/321/s_321440_32.htm らない。年間のチケット売上の50％以上は国産映画で占められなければならない。

規定違反の場合、翌年の海外映画（利益配分方式）の映画上映が一作品減らされる。

《数字電影発行放映管理办法

（試行）》的通知

デジタル映画の上映及びその映画館の設立に関して。
関連法規：

≪関于加快電影産業発展的若干意見》（広発影字〔2004〕41号）、≪電影数字化発展
広電総局

（デジタル映画の配給放映の管理法（試行）の通知）
http://law.baidu.com/0005702400025dc8293531166d3e541d426a9ed7102

b.html

≪関于加快電影産業発展的若干意見》（広発影字〔2004〕41号）、≪電影数字化発展
綱要》（広発影字〔2004〕257号）， 2005.09.28

《外商投資電影院暫行規定》

2004年4月1日より施行。

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 広 総《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）
http://www.xz-invest.com.cn/fag/hangyie/16.htm

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。

合弁会社の登記資本金においてに中方の投資割合が51％以上でなくてはならない。
テスト都市の北京、上海、広州、成都、西安、武漢、南京市においては、合弁会社の
外国投資割合が75％を超えてはならない。

広電総局

2003.11.25

《外商投資電影院暫行規定： 2005年１月から 香港・マカオコンテンツ提供者は 大陸で合弁《外商投資電影院暫行規定：

補充規定、補充規定2》
（外資の映画館への投資に関する暫定規定:

補充規定、補充規定2）

2005年１月から、香港・マカオコンテンツ提供者は、大陸で合弁、
合作、独資の形式で映画館を設立・改造することができる。
香港・マカオコンテンツ提供者は、大陸で独資の形式で複数の場所で複数の上映
ホールをもつ映画館を設立・改造することができる。

2005.05.8
（補充規定2
2006.02.20）

外資独資では映画館を設立できない。 国家広播電影電
視総局

《外商投資電影院報批程序》
（外資投資映画館の申請手順）

外資投資の映画館は、「資本金1000万元以上」、「海外媒体の名前を冠につけること
はできない」、「登録資本における投資比率は中国側が51％を下回ってはならない」、
「合弁・合作期限は30年を超えてはならない」などの条件に符合しなくてはならない。
申請に必要な書類や必要な手続きの流れを明記。

視総局、

对外貿易経済

合作部、文化部

2000.10.25
Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



国家広播電影電視総局（広電総局）が発布

5-3. 国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧（3）

法規名 主な内容 発布日

《関于文化領域引進外資的若干意见》
（文化領域における外資導入に対する意見）

http://jt.chuban.cc/ztjj/mysy/zcjd/200612/t2006122

文化部、広電総局、新聞出版総署、国家発展改革委員会、商務部等が連合で制

定した《意見》。各分野に対して明確に許可と禁止事項を明記した。
この中で、中方が51％以上の株式を所有するもしくは中方が主導 文化部等連合p j jj y y j

2_7668.html 的地位を占めるという状況下で外資との合弁、合作方式が許可さ
れる分野として、コンサート会場、映画館、イベントプロモート機構、
映画技術などが明記された。

2005.08.04

関于伝発電影局《関于共同做好 《関于共同做好電影頻道有関工作的意見》は、電影局が制定・
批准 広電総局が各関連機関に転送した

関于伝発電影局《関于共同做好

電影頻道有関工作的意見》的通知
（電影局からの伝送による『映画チャンネルを

共同でより良いものにするための意見』通知）

h // fil /d /l /200103

批准。広電総局が各関連機関に転送した。

--映画チャンネルにおける放送の規定

--収支配分に関する規定 （詳しくは前述）

--映画チャンネルにおける海外映画の放送時間は、全体の映画放
送において25％を越えてはならない。（19時～20時は15％を超えてhttp://www.filmsea.com.cn/document/law/200103

190138.htm

送において25％を越えてはならない。（19時 20時は15％を超えて
はならない）

--中影公司、電影資料館が映画チャンネルにコンテンツを提供する
際には、電影局が審査を行う。

--電影チャンネルが自ら海外の作品を輸入する際には、電影局に
申請批准をうけ あわせて社会管理局に意見を求める

1996年中央テレビの映画チャンネル開始に
あわせて出た通知で、その後展開している
各地域の映画チ ンネ に適用される通知 申請批准をうけ、あわせて社会管理局に意見を求める。

--映画チャンネルは独立経営（収入・支出をチャンネル内で管理）の
機関で、各映画制作会社とは準連合体をとる。（今後の発展により、
さらに密な合作方式をとる） 映画チャンネルの収入の主な使用は
映画制作機関へ支払う映画購入費にあてられる。映画チャンネル

び

1996.06.14
各地域の映画チャンネルに適用される通知
ではないと思われる。

の毎年の収支計画及びコンテンツ購入費用の手配に関しては電影
局が批准する。

--映画チャンネルの制作センターは、毎年中央衛星テレビ伝播セン
ターに毎年視聴収入決算を行う。

--映画チャンネルの番組制作センターは広告に力をいれ、毎年の広映画チャンネルの番組制作センタ は広告に力をいれ、毎年の広
告収入計画及び広告経営方案を電影局に申請し批准をうける。

また、毎年2月15日までに前年度の財務決算を電影総局に報告す
る。
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5-4. 国家広電総局が映画に関して発布した管理法一覧（4）

主な内容 発布機関 発布日

《関于弁理侵犯知識産権刑事案件
具体応用法律若干問題的解釈》

海賊版を5000枚以上販売したら、

3～7年の有罪に。刑法217条の著作 高人民法院と
（知的財産権侵害に関する刑事事件の案

件に対応する法律問題の解釈≫

http://www.china.com.cn/chinese/law/7343
57.htm

権侵害の罪。
高人民法院と

高人民検察院が

連合発布

2004年12月22日

《関于建立中美電影版権保護協作
機制的備忘録》

（中国・アメリカ版権保護機制設立に

関する ）

３者が定期的に連合会議を行い、映
画及び家庭用映像製品に関する上
映・配給情報を交換。映像ソフトの
海賊版対策の研究・協力を行い、映

文化部、広電総局、

アメリカ映画協会が

共同で署名

2005年7月13日

関するメモ）
海賊版対策の研究 協力を行い、映
画の版権を保護する。

共同で署名

附：

2005年8月29日、中国電影制作人協会（プロデューサー協会）、中国城市影院発展協会（都市映画館発展協会）、

中国電影発行放映協会（配給・放映協会）、中国音像協会（音楽・映像ソフト協会）が共同で「中国電影版権保
護協会」を設立。

出所：新華網

http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-08/29/content_3418853.htm
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1. 中国のテレビメディア管理・監督機構

テレビメディアは国家広播電影電視総局（広電総局）が全国統括管理。
広電総局に中央テレビや各地域管理機構（各直轄市や省の文化広播影視管理局）が属し、
各地域のテレビ局はこの各地域の文化広播影視管理局が管理・運営を行っている。

中華人民共和国
国務院

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

国家広播電影電視総局
（広電総局）

国家新聞出版総署 工業・信息化部
国
家
レ

映画、テレビ、ラジオ、
（ケーブルテレビも含む）

インターネットにおける映像配信

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

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

（広電総局）レ
ベ
ル

インタ ネットにおける映像配信 監督管理機関に。

中央電視台（CCTV) 北京市広播電影電視局
（北京広電局）

上海市文化広播影視管理局
（上海文広局）

そのほか、
各直轄市・省の

北京広播影視集団

（北京広電局） （上海文広局）

上海文化広播影視集団（SMEG)

各直轄市 省の
文広局

北京電視台
（BTV) 上海文広新聞伝媒集団（SMG)
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2. 視聴可能なチャンネル

中国の家庭では60以上のチャンネルが一般的に視聴可能中国の家庭では60以上のチャンネルが 般的に視聴可能

視聴できるチャンネルは①所属地域のテレビ局のチャンネル、②中央テレビ、③各地域の衛星チャンネル
基本的にはケーブル配信により各家庭で受信されている。ここ数年ケーブルネットワークのデジタル化が進んでいる。
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、違法行為。

東方衛星チ ンネル

上海（SMG）
各省市の
衛星チャンネル全国（CCTV）

総合

例：上海エリアの視聴可能チャンネル

東方衛星チャンネル

新聞総合チャンネル
生活時尚チャンネル
テレビドラマチャンネル

CCTV１：総合
CCTV２：経済・生活
CCTV３：総芸(戯曲・音楽)
CCTV４：国際（中国語）

ポ

北京衛星
重慶衛星
山西衛星
安徽衛星

浙江衛星
広東衛星
四川衛星
新疆衛星テレビドラマチャンネル

第一財経チャンネル
五星スポーツチャンネル
ドキュメンタリーチャンネル
新娯楽チャンネル

CCTV５：スポーツ
CCTV６：映画
CCTV７：軍事・農業
CCTV８：ドラマ

国際（英語）

安徽衛
江西衛星
山東衛星
湖南衛星
広西衛星

甘粛衛星
遼寧衛星
貴州衛星
吉林衛星新娯楽チャンネル

芸術人文チャンネル
戯劇チャンネル
哈哈子供チャンネル
外国語チャンネル（08年1月～）※

CCTV９：国際（英語）
CCTV10：科学・教育
CCTV11：戯曲・舞台劇
CCTV12：法律・社会

ネ

広 衛
雲南衛星
寧夏衛星
江蘇衛星
黒龍江衛星

湖北衛星
天津衛星
青海衛星
旅遊衛星外国語チャンネル（ 年 月 ）※

上海炫動アニメ衛視チャンネル 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

CCTV-E ：ESPANOL

内モンゴル衛星 等

東方電影チャンネル
（上海電影集団公司に所属）

上海教育電視台
教育チャンネル（教育局が管理統括）

CCTV E ：ESPANOL
CCTV-F ：FRANCAIS
CCTV-ハイビジョン
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3. 日本ドラマを放送しているチャンネル：上海・外国語チャンネル

上海で日本語で日本のドラマを放送する枠を持つ上海で日本語で日本のドラマを放送する枠を持つ
「上海外国語チャンネル」が放送開始

上海外国語チャンネル （ＩＣＳ）

2008年1月より放送開始。
メインは英語放送だが 日曜日の夜に日本語放送の枠があるメインは英語放送だが、日曜日の夜に日本語放送の枠がある。

毎週日曜日：
『 橋22:00～ 『Bridge to Japan 中日之橋』
日本語でのニュースや上海情報を放送。
司会： 呉四海

22 30 『J D 約会日劇』22:30～ 『Japanese Drama 約会日劇』
日本のドラマを日本語のまま中国語字幕をつけて放送。１時間枠。

（中国で海外ドラマを放送する場合、国際チャンネル・外国語チャンネル以外では中国語吹き替えで放送）

すでに広電総局の輸入許可を得て、ＳＭＧが放送権を購入した日本ドラマを放送。
『黒革 手帳』 『東京 ズ』など『黒革の手帳』、『東京フレンズ』など。

23:30～ 『Music Story 音楽物語』
日本の音楽ランキングなどを紹介。

公式ＨＰ： http://www.icshanghai.com/
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中国国内のテレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ

4-1. テレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ

制作

番組制作機関

申請 2次配給内容審査テレビ局 放送

視聴者

広告枠
広告費

広告

中央電視台

広電系統・内部機関
広電総局へ

広電総局へ
視聴者

広告

城市電視台
（都市のテレビ局）へテレビドラマはドラマの

題材企画 台本「の段階で申請 批准
省級/省会電視台

広電総局・下部機関
（ＢＴＶ、ＳＭＧ）

広電総局へ 一
次
配
給

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

視聴者
題材企画・台本「の段階で申請→批准
が必要。2007年には
942作品（25803話）が申請され、
732作品（20640話）が批准された
実際に制作後「国産ドラマ発行許可証」
を取得したのは529作品、14670話。

一次配給

テレビ番組の制作許可は 会社（機構）ごと

制作申請制作会社 内容審査

配給委託

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。

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。

2008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：132件

配給会社
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「テレビドラマ制作許可証 甲種」 取得：132件

中国ドラマ制作中心 等

-「テレビドラマ制作許可証・乙種」 取得：6件
軍隊系統制作機構

-「ラジオテレビ番組制作経営許可証」 取得：3343件

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） （出所：ドラマ視聴調査問巻）

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。
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4-2. テレビ番組制作会社への外資参入に関する規定の変化

テレビ番組制作会社への外資参入に関する規定の変化

2004年11月28日に発布された「中外合資 合作広播電視節目制作経営企業管理暫定規定」2004年11月28日に発布された「中外合資、合作広播電視節目制作経営企業管理暫定規定」
（中外合資、合作ラジオ・テレビ番組制作経営企業管理暫定規定）（広電総局、商務部令第44号）にて、
外資の投資による合資のテレビ制作会社設立が認められた。

規定の主な内容：
中国と国外のラジオ・テレビ番組制作会社が共同で制作会社を設立するにあたっての管理規定。
「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」と「広播電視管理条例」などに基づく。
中国側は『広播電視節目制作経営許可証』もしくは『ドラマ制作許可証（甲種）』を有している機構でなくてはならない。
海外側は ラジオ テレビの専門機関でなくてはならない海外側は、ラジオ・テレビの専門機関でなくてはならない。
合弁会社を有限責任会社とする場合、資本金は200万ドル（もしくは同等の人民元）でなくてはならない。
専門のアニメ制作合弁会社の場合、資本金は100万ドル（もしくは同等の人民元）合弁の会社は中国側の株式が51％を
下回ってはならない。

↑ ↑ ↑ ↑
2009年2月6日（広電総局、商務部令第59号）：
「関于廃止部分広播影視規章和規範性文件的決定 が広電総局における審議を通過し「関于廃止部分広播影視規章和規範性文件的決定」が広電総局における審議を通過し、
上記「中外合資、合作ラジオ・テレビ番組制作経営企業管理暫定規定」が廃止された。
(http://www.chinasarft.gov.cn/articles/2009/02/18/20090218094637360522.html)

これにより、出資の割合を問わず、テレビ制作会社への外資参入が再び禁止されている。
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海外ドラマコンテンツの配給 放送の申請に関して

5-1. 海外ドラマコンテンツの配給・放送の申請に関して

海外ドラマコンテンツの配給・放送の申請に関して

買い付け

省級

中国国内
テレビ機構

申請①

国家広電総局

申請②

審査に
合格すれば

国家広電総局
審査委員会より

省級
広播電視行政部門

審査を行い、
意見書に署名

国家広電総局

再度審査を行う

ドラマ発行許可証

が発行される

海 ド 給 放送
意見書に署名

国内で海外ドラマを配給・放送する
ためにはこの「ドラマ発行許可証」が
必要。

海外ドラマ的引進指標
（海外ドラマの輸入に関する指標）

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
「海外ドラマ的引進指標（海外ドラマの輸入に関する指標≒割り当て）」が
ある。（ドキュメンタリー、アニメに関しては、この指標の制限外である）ある。（ドキュメンタリ 、アニメに関しては、この指標の制限外である）
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「境外電視節目引進、播出管理規定 」（海外番組の輸入・放送に関する管理規定） http://www jincao com/fa/law23 43 htm

5-2. 海外ドラマコンテンツに関する規定

第九条：海外ドラマを輸入する場合、以下を提出すること。
（一）「引進境外影視劇申請表」（申請表は広電総局が統一制定し、省級広播電視行政部門はこれに基づき使用する）
（二）引進契約書（中国語／外国語）
（三）版権証明（中国語／外国語）

境外電視節目引進、播出管理規定 」（海外番組の輸入 放送に関する管理規定） http://www.jincao.com/fa/law23.43.htm

（ ）版権証明（中国語 外国語）
（四）映像、音声、タイムコードの完璧なＶＨＳテープ１セット
（五）１話あたり300字以上の概要
（六）パイロット版と同じオープニングとエンディングの中国語／外国語字幕

第十条：衛星の伝送方式で輸入する海外の番組に関しての申請は、以下が必要第 条 衛 送 輸 す 海 番 関 申請 、 要
（一）「引進其他境外電視節目申請表」（申請表は広電総局が統一制定し、省級広播電視行政部門はこれに基づき使用する）
（二）引進契約書（中国語／外国語）
（三）版権証明（中国語／外国語）

第十一条 上記番組は、省級広播電視行政部門が正式に申請を受理した後、行政部門は法が規定する期間内に詳細・明確な初
審意見を出し、広電総局に申請する。
広電総局は正式に受理した後、法が規定する期間内に許可するかどうかを決定する。その際に、輸入ドラマに関しては、組織専門
家による審査が必要で、その審査期間は30日間である。輸入が許可されれば『ドラマ（テレビアニメ）発行許可証』が発行される。衛
星の伝送方式で輸入するその他の番組に関しては、許可に関する回答が出てくるので、それをもって『接収衛星伝送の電視節目許
可証』などの手続きを行う可証』などの手続きを行う。

第十四条 その他のテレビ番組を輸入する場合は、以下の資料が必要
（一）「引進其他境外電視節目申請表」（申請表は広電総局が統一制定し、市級広播電視行政部門はこれに基づき使用する）
（二）輸入する機関の番組内容に対する初審意見
（三）引進契約書（中国語／外国語）（三）引進契約書（中国語／外国語）
（四）版権証明（中国語／外国語）

省級広播電視行政部門が正式に申請を受理した後、行政部門は法が規定する期間内に決定し、輸入を許可する場合、批准の

文書を発行する。許可しない場合、その理由を申請機関に伝達する。

第十八条 テレビ局は輸入ドラマを放送する際 オープニングにその発行許可番号を表示しなくてはならない第十八条 テレビ局は輸入ドラマを放送する際、オ プニングにその発行許可番号を表示しなくてはならない。
各チャンネルで毎日放送する輸入ドラマは、その日そのチャンネルで放送するドラマの25％を超えてはならない。
毎日放送するドラマ以外の番組は全体の15％を超えてはならない。
広電総局の別途許可がない限り、ゴールデンタイム（19時～22時）で輸入ドラマを放送してはならない。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



「引進境外影視劇及其他境外電視節目審批」 （海外ドラマ及び海外テレビ番組の輸入に関する審査批准）

5-3. 海外ドラマ及び海外テレビ番組の輸入に関する審査批准

審査批准は「広播電視管理条例」（国務院第228号令） （「境外電視節目引進 播出管理規定 」(総局第42号令） 「電視劇審査管理

「引進境外影視劇及其他境外電視節目審批」 （海外ドラマ及び海外テレビ番組の輸入に関する審査批准）

2008年4月30日 発布

広電総局ＨＰ： http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/04/30/20080925163203500923.html

審査批准は「広播電視管理条例」（国務院第228号令）、（「境外電視節目引進、播出管理規定 」(総局第42号令）、「電視劇審査管理
規定」（総局第40号令）に基づく。

審査部門：
広電総局が海外のドラマ及び衛星送信方式で輸入するその他のテレビ番組の審査批准を担当。
省級広播電視行政部門が総局第42号令に基づきその他の海外テレビ番組の審査批准を担当省級広播電視行政部門が総局第42号令に基づきその他の海外テレビ番組の審査批准を担当。

（一）申請条件
1. 国外のドラマ及び衛星送信方式で輸入するその他のテレビ番組は、広電総局が指定した機関が申請を行う。
2. 広電総局の海外テレビ番組輸入に関する全体計画に符合すること。
3. 輸入する海外のテレビ番組は、内容が正確、健康で制作のクオリティが高く、番組の内容が管理規定の要求に符合すること。

（二）申請順序
国外のドラマ及び衛星送信方式で輸入するその他のテレビ番組は、輸入する機関が省級広播電視行政部門に申請し、
省級広播電視行政部門が初審後、広電総局が審査批准を行う。
その他の海外のテレビ番組は、省級広播電視行政部門が審査批准し、題材が重大かつ敏感な内容のものに関しては、
省級広播電視行政部門が報告し、広電総局が審査批准する。

（三）申請に必要なもの（三）申請に必要なもの
1.海外ドラマの輸入に必要なものは以下の通り：
（１）「引進境外影視劇申請表」（海外ドラマ輸入申請表）
（２）輸入契約書（中国語/外国語）
（３）版権証明（中国語/外国語）
（４）映像、音声、タイムコードが全てそろったＤＶＤを１セット
（５）各話300字以上のあらすじ（５）各話300字以上のあらすじ
（６）パイロットテープの字幕と同じ、オープニングとエンディングの字幕。
2.衛星送信方式で輸入するその他のテレビ番組の輸入に必要なものは以下の通り：
（１）「引進境外影視劇申請表」（海外ドラマ輸入申請表）
（２）輸入契約書（中国語/外国語）
（３）版権証明

他 ビ番組 輸 必 なも 通3.その他のテレビ番組の輸入に必要なものは以下の通り：
（１）「引進境外影視劇申請表」（海外ドラマ輸入申請表）
（２）輸入機関の番組内容に対する審査意見
（３）輸入契約書（中国語/外国語）
（４）版権証明 Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



5-4. 番組フォーマットの取引に関して

海外ドラマをそのまま輸入する方法だけでなく海外ドラマをそのまま輸入する方法だけでなく、
そのフォーマットを購入して中国版を制作（リメイク）するケースが注目を集めている。

参考ケース：

湖南衛星が中国版『アグリー・ベティ』を制作開始
（2008年4月9日ニュース）

『アグリー・ベティ』

（2008年4月9日ニュ ス）
湖南衛星は4月8日に大型テレビドラマ『アグリー・ベティ』（丑女貝蒂）の制作を発表。
このドラマは、湖南衛星と北京响巢国際伝媒有限公司が共同でメキシコＴｅｌｅｖｉｓａグループから『アグリー・ベティ』の
中国版制作権を購入。中国人の視聴習慣に合わせた中国版を制作する。
（新華社-網易： http://news.163.com/08/0409/07/492R3438000120GU.html）

アニメの放送権を獲得した上海メディアグル プ（SMG）が中国版ドラマも制作

『テニスの王子様』

アニメの放送権を獲得した上海メディアグループ（SMG）が中国版ドラマも制作
2008年夏に第一部を放送 2009年にはドラマ第２弾の制作を開始
メインキャストはSMGの人気男性タレントオーディション番組（加油！好男児）出身者

「2004年にSMGはアニメ版『テニスの王子様』（全52話）に関して 広電総局からアニメの輸入 中国国内での放送許可を獲得「2004年にSMGはアニメ版『テニスの王子様』（全52話）に関して、広電総局からアニメの輸入・中国国内での放送許可を獲得。
SMGは更に中国大陸におけるテレビ放送権だけでなく、「テニスの王子様」ブランドの中国大陸における総代理権を獲得していた。」
（東方網： http://sh.eastday.com/qtmt/20071211/u1a382270.html）

中国ドラマ版『テニスの王子様』はSMGが改編権を持ち、また投資元でもあるため、国内の配給権は全てSMGに所属している。
（SMG傘下の五岸伝播（Wings Media)が担当） 海外での番販に関してはアニメ『テニスの王子様』の日本における配給を行っている
ADKが担当。現在、香港・台湾・マレーシア、韓国、シンガポール、タイと購入意向の協議書を締結している。
（五岸伝播有限公司サイト：http://www.wingsmedia.com.cn/7698/7752/9271_2.html）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



番組コンテンツの販売ルート

6. 番組コンテンツの販売ルート

番組コンテンツの販売ル ト

中国国内のテレビドラマの番組販売の主なルートは、
業界ルートと独自ルート（販売員直接販売）である。
テレビ祭が も 般的 テレビ祭以外の交易会や番組交易ネットでの取引もある

ドラマの販売ルート

テレビ祭が も一般的。テレビ祭以外の交易会や番組交易ネットでの取引もある。

業界ルート 独自ルート 新ルート

メインルート サブルート

ビ祭 省 ビ 売 イ タ ネ トテレビ祭 テレビ祭以外の
番組交易会

省市テレビ局
番組交易ネット

販売員による
直接販売

インターネット
交易プラットフォーム

テレビ祭

1986年12月10日に、「アジア 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、現在中国 大のテレビ見本市「上海テレビ祭」となっている。（第 回上海国際電視節」が創設され、現在中国 大のテレビ見本市 上海テレビ祭」となっている。

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16回上海電視節 第10回四川電視節 第7回中国金鷹電視芸術節第 回 海電視節
2009年6月8日～12日開催
公式ＨＰ： http://www.stvf.com/TV/Default.aspx

2009年11月6日～8日開催
公式ＨＰ：http://www.sctvf.com/

2008年8月29日～30日
公式ＨＰ：http://ent.hunantv.com/v/tv/7jyj/index.html

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



7 （テレビ放映用）7. （テレビ放映用）

輸入作品一覧（2005年～2008年）

2006年9月 広電総局・趙実副局長の発言

香港と大陸が 協議締結し から 年 間に 大陸と香港 間における映画 ビド 合作は強化された

※香港・台湾と大陸との合作ドラマは、国産ドラマとして大陸で直接放送することができるようになった。

香港と大陸がCEPA協議締結してから3年の間に、大陸と香港の間における映画・テレビドラマの合作は強化された。
同時に大陸と香港が合作するテレビドラマの話数に対して40話という制限を取り消し（香港との合作に対する話数
制限の取り消し）、国産ドラマと同じ基準とするとともに、国産ドラマとして大陸で直接放送することができる。
（香港のキャストが出演しているテレビドラマの審査は、省一級の広電部門が審査を行えるものとする）
中国評論新聞網 2006年9月15日中国評論新聞網：2006年9月15日
http://cn.chinareviewnews.com/doc/1002/1/0/0/100210059.html?coluid=0&kindid=0&docid=100210059

2008年1月1日より、大陸と台湾で合作したテレビドラマは、大陸の主管部門が批准した後は、大陸の国産ドラマとし
て番販・放送することができる。て番販 放送する とができる。
芸恩：2009年5月14日
http://news.entgroup.cn/tv/142214.shtml

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



7-1. 2005年～2008年に輸入許可された海外ドラマ：概況

2005年 2006年 2007年 2008年輸入許可ドラマの制作地別推移輸入許可ドラマの作品数/話数

作品数 話数

2005年 80 1455

29

23

29

24

29 29

38

25

30

35

40

2005年 2006年 2007年 2008年

輸入ドラマの制作地域として多いのは
香港、台湾、そして韓国。
日本の作品も2007年、2008年度は作品数が
増加している。

輸入許可ドラマの制作地別推移
（2005年～2008年）

輸入許可ドラマの作品数/話数
（2005年～2008年）

2005年 80 1455

2006年 66 1171

2007年 90 1612

2008年 121 2392

23
21

1
4

1 1

17
20

14

20

16

3

77
4

7 7

5

10

15

20

25 増加している。

2008年 121 2392

2005年 作品数 話数 2006年 作品数 話数 2007年 作品数 話数 2008年 作品数 話数

1 1 10 0 0 0 0
0

韓国 香港 台湾 日本 シンガポール インド その他

2005年 作品数 話数

韓国 29 571

香港 23 400

台湾 21 379

2006年 作品数 話数

香港 29 502

台湾 20 364

韓国 17 305

年

香港 24 460

台湾 20 347

日本 16 174

年

香港 38 698

韓国 29 543

台湾 29 575

シンガポール 4 67

アメリカ 1 20

日本 1 10

インド 1 8

合計 66 1171
韓国 14 245

インド 7 148

シンガポール 3 48

ブラジ

インド 7 122

日本 7 76

シンガポール 4 80

カインド 1 8

合計 80 1455

ブラジル 2 40

ベネゼイラ 1 80

ドイツ 1 30

タイ 1 20

アメリカ 2 40

ベネズエラ 2 120

メキシコ 2 88

ブラジル 1 50

※作品数のカウントは、輸入許可証の発行証のナンバリングにてカウント。
（同じドラマでも複数の輸入機関に分けて許可証を取得している場合は、 タイ 1 20

香港/韓国合作 1 20

合計 90 1612

ブラジル 1 50

合計 121 2392

（同じドラ でも複数の輸入機関 分けて許可証を取得して る場合は、
複数でカウントされている場合がある）
例えば、『赤い疑惑』は１と２という形で「天津電視台」と「内蒙古電視台」から
輸入を申請し、批准を得ているため2作品としてカウント。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



7-2. 日本ドラマの放送状況

◆日本ドラマが再びテレビ放送で注目を集めている

広電総局が輸入を批准した日本ドラマは、2005年1作品、2006年0作品であったのに対し、2007年は『anego』や『電車男』等11作品
（話数が多い作品などは別々のテレビ局の指標を分けて輸入したため、16機関が申請を行っている）が批准された。
2007年に輸入されたこれらの日本ドラマが2008年には次々と全国のテレビで放送が開始された。

「上海教育電視台（教育局が管理しているチ ンネル）で4月10日から山口百恵主演『紅の衝撃』が放送された （毎晩22 00 放送）「上海教育電視台（教育局が管理しているチャンネル）で4月10日から山口百恵主演『紅の衝撃』が放送された。（毎晩22：00～放送）」
（解放日報（2008年4月8日）：http://ent.sina.com.cn/v/j/2008-04-08/09441977865.shtml）

「湖南衛星では『大奥』の三部作を放送。 高い視聴率を記録し、話題となっている。」
（湖南衛星サイト『大奥』紹介ページ： http://news.hunantv.com/gold/da/）

ドラ を毎日放送する中国では 日本のドラ は1 2週間で放送が終わ てしまいブ ムが作りにくいと言われているが 『大奥』の場合ドラマを毎日放送する中国では、日本のドラマは1～2週間で放送が終わってしまいブームが作りにくいと言われているが、『大奥』の場合
三部作を連続で放送したことにより、人気に火がついたあとも放送が続き、ヒットにつながったといえる。
「4月7日に放送された『大奥・第1章櫻花落』が同放送時間帯での中国国内 高視聴率を記録」
（4月9日東方早報： http://news.xinhuanet.com/ent/2008-04/09/content_7942837.htm）

「累計視聴者数は2億人に迫る」（湖南衛星サイト：http://news.hunantv.com/gold/da/qwfb/200804/t20080422_29873.html）

CCTV-8「海外劇場」
月～日曜日 22：05～23：55 毎日2話ずつドラマを放送。
「海外劇場」は1995年5月に放送開始。これまでに世界各国のドラマを放送してきている。これまでに日本のドラマでは『白い巨塔』や
『渡る世間は鬼ばかり』などを放送してきている枠『渡る世間は鬼ばかり』などを放送してきている枠。
中央テレビでは、広電総局の審査・批准とは別枠で海外のドラマ・アニメ・映画を独自に審査・輸入・放送することができる。
この「海外劇場」で放送されている海外のドラマも広電総局の批准リスト外である。
2008年4月15日から『医龍』が22：05からの枠で、4月20日から『サプリ（中国語タイトル：恋愛補給品）』が23：10からの枠で放送された。
また、ドラマのハイライトなどがネットで視聴できるサービスもスタートしている。
「海外劇場「海外劇場」サイト： http://space.tv.cctv.com/act/platform/view/page/composePage.jsp?pageId=PAGE1201846205369655

海外のドラマは法律の規定により、ゴールデンタイム（19時～22時）で放送することが禁止されている。
このため現在日本のドラマが放送されているのは主に22時以降の枠である。た 現在 本 ラ 放送され る は 時以降 枠 ある。
広電総局が2004年10月23日に発布した「境外電視節目引進、播出管理規定」（海外番組の輸入・放送に関する管理規定）による。
これにより「各チャンネルで毎日放送する輸入ドラマは、その日そのチャンネルで放送するドラマの25％を超えてはならない。
また広電総局の別途許可がない限り、ゴールデンタイム（19時～22時）で輸入ドラマを放送してはならない。」と規定されている。
（広電総局サイト：http://www.sarft.gov.cn/） Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第１四半期①

7-3. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 足秤老婆八两夫 鄭州電視台 香港 20 広外進審字（2005）第010号 2005-1-18

輸入が許可されたドラマ： 2005年第１四半期①

1 足秤老婆八两夫 鄭州電視台 香港 20 広外進審字（2005）第010号 2005 1 18

2 鴨寮街的金蛋 寧波電視台 香港 20 広外進審字（2005）第011号 2005-1-18

3 鴨寮街的故事 上海文広集団 香港 10 広外進審字（2005）第012号 2005-1-18

4 陰謀与婚礼之掲露 四川電視台 インド 8 広外進審字（2005）第013号 2005-1-214 陰謀与婚礼之掲露 四川電視台 インド 8 広外進審字（2005）第013号 2005 1 21

5 傾城之恋 西安電視台 韓国 20 広外進審字（2005）第015号 2005-1-21

6 商道 長沙電視台 韓国 20 広外進審字（2005）第023号 2005-1-31

7 商道之臻 チベット電視供片中心 韓国 20 広外進審字（2005）第024号 2005-1-31

8 又見橘花香 黑龍江電視台 台湾 20 広外進審字（2005）第025号 2005-1-31

9 澡堂老板家的男人們 中国国際電視総公司 韓国 20 広外進審字（2005）第026号 2005-2-2

10 澡堂老板家的男人們-成長篇 中国国際電視総公司 韓国 20 広外進審字（2005）第027号 2005-2-2

11 澡堂老板家的男人們-煩悩篇 中国国際電視総公司 韓国 23 広外進審字（2005）第028号 2005-2-2

12 澡堂老板家的男人們-幸福篇 中国国際電視総公司 韓国 24 広外進審字（2005）第029号 2005-2-2

13 黑夜彩虹 南京電視台 香港 20 広外進審字（2005）第037号 2005-2-3

14 天配良縁 貴州電視台 韓国 20 広外進審字（2005）第039号 2005-2-3

15 八号巴士 上海文広集団 香港 20 広外進審字（2005）第057号 2005-2-16

16 八路汽車 上海文広集団 香港 10 広外進審字（2005）第058号 2005-2-16

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第１四半期②

7-4. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

輸入が許可されたドラマ： 2005年第１四半期②

17 人魚公主 内モンゴル電視台 韓国 16 広外進審字（2005）第059号 2005-2-23

18 幸福酒庄 西藏電視台 台湾 20 広外進審字（2005）第065号 2005-3-9

19 紫藤恋 石家庄電視台 台湾 20 広外進審字（2005）第066号 2005-3-9

20 無考不成冤家 沈陽電視台 香港 20 広外進審字（2005）第068号 2005-3-9

21 惊変 江西電視台 韓国 20 広外進審字（2005）第069号 2005-3-9

22 俗世情真 広東電視台 香港 20 広外進審字（2005）第074号 2005-3-14

俗世情深 広東電視台 香港 広外進審字（ ）第 号23 俗世情深 広東電視台 香港 10 広外進審字（2005）第075号 2005-3-14

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



配給（番販）が批准された合作ドラマ： 2005年第１四半期

7-5. 輸入が許可されたドラマ一覧 合作ドラマ ：2005年

ＮＯ ドラマ 話数 国内機関 国外機関 許可番号 発証日期 備考

西安電影制片廠 広外合審字（2005）
衛星チャンネル

配給（番販）が批准された合作ドラマ： 2005年第１四半期

1 愛在左 情在右 20
西安電影制片廠、

北京和泰尓広告中心
日本株式会社電通

広外合審字（2005）
第001号

2005-1-31 のゴールデンタイ
ムでの放送不可

2 赤子乗龍
40

上海電影集団公司、

上海上影数碼伝播股份
シンガポール新伝
媒制作私人有限公

広外合審字（2005）
2005-1-31

衛星チャンネル
のゴールデンタイ2 赤子乗龍

有限公司、上海上影数
碼影視制作有限公司

媒制作私人有限公
司

第002号
2005 1 31 のゴ ルデンタイ

ムでの放送不可

3 如来神掌
38

九洲音像出版公司 台湾楊佩佩工作室
広外合審字（2005）
第003号

2005-3-9
衛星チャンネル
のゴールデンタイ
ム 放送不可

第003号
ムでの放送不可

4 血荐軒轅 32 九洲音像出版公司
香港電視広播（国
際）有限公司

広外合審字（2005）
第004号

2005-3-9
衛星チャンネル
のゴールデンタイ
ムでの放送不可

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第２四半期

7-6. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 皇太了的初恋 浙江広電集団 韓国 20 広外進審字 (200 )第092号 200 4 18

輸入が許可されたドラマ： 2005年第２四半期

1 皇太了的初恋 浙江広電集団 韓国 20 広外進審字 (2005)第092号 2005-4-18

2 窈窕淑女 広西電視台 韓国 20 広外進審字(2005)第100号 2005-4-22

3 升空高飛 南昌電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第10l号 2005-4-22

4 悄悄愛上你 西安電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第119号 2005 5 84 悄悄愛上你 西安電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第119号 2005-5-8

5 愛神奔馳 長春電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第123号 2005-5-8

6 大唐双龍 南寧電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第130号 2005-5-17

7 大唐双龍伝 武漢電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第131号 2005-5-177 大唐双龍伝 武漢電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第131号 2005 5 17

8 昿世奇縁 河南電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第132号 2005-5-17

9 神雕侠侶之侠骨丹心 広東電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第133号 2005-5-17

10 神雕侠侶之絶世侠侶 広東電視台 中国香港 10 広外進審字 (2005)第134号 2005-5-17神雕侠侶之絶世侠侶 広東電視台 中国香港  広外進審字 ( 5)第 3 号 5 5

11 狂愛龍卷風 大連電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第147号 2005-5-19

12 千金情縁 広東電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第155号 2005-6-3

13 千金百分百 広東電視台 中国台湾 10 広外進審字 (2005)第156号 2005-6-3

14 百分百千金 福建電視台 中国台湾 10 広外進審字 (2005)第157号 2005-6-3

15 恩怨兩姐妹 寧夏電視台 韓国 20 広外進審字(2005)第160号 2005-6-30

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第３四半期①

7-7. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 小超人 河南電視台 アメリカ 20 広外進審字 (2005)第165号 2005-7-4 

輸入が許可されたドラマ： 2005年第３四半期①

2 紫禁之巓 西寧電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第166号 2005-7-4

3 庶女奪権 昆明電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第167号 2005-7-4

4 鹿鼎記 福建電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第168号 2005-7-4

5 鹿鼎伝 福建電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第169号 2005-7-4 

6 靚女郎 広西電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第170号 2005-7-4 

7 恋愛機会百分一 青島電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第171号 2005-7-6 

大長今 成長篇 湖南電視台 韓国 広外進審字 ( )第 号8 大長今一成長篇 湖南電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第175号 2005-7-18 

9 大長今一頑強篇 チベット電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第176号 2005-7-18 

10 恋香 湖北電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第177号 2005-7-20

11 香之恋 広東南方電視台 中国台湾 10 広外進審字 (2005)第178号 2005 7 2011 香之恋 広東南方電視台 中国台湾 10 広外進審字 (2005)第178号 2005-7-20 

12 雪天使 長春電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第179号 2005-7-20 

13 巴黎恋人 深セン電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第180号 2005-7-22 

14 重返巴黎 深セン電視台 韓国 10 広外進審字 (2005)第181号 2005-7-2214 重返巴黎 深セン電視台 韓国 10 広外進審字 (2005)第181号 2005 7 22 

15 迷迭香 青海電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第184号 2005-7-22

16 追風少年 吉林電視台 中国台湾 20 厂外進審字 (2005)第186号 2005-8-11 

17 火鳥 太原電視台 韓国 19 広外進審字 (2005)第187号 2005-8-1117 火鳥 太原電視台 韓国 19 広外進審字 (2005)第187号 2005 8 11 

18 火鳥之燃焼的愛 江西電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第188号 2005-8-11 

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第３四半期②

7-8. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

シンガポ

輸入が許可されたドラマ： 2005年第３四半期②

19 亜当周記II ラサ電視台
シンガポー

ル
8 広外進審字 (2005)第189号 2005-8-19 

20 任我邀遊 海南広播電視台
シンガポー

ル
19 広外進審字 (2005)第190号 2005-8-19

21 噢!必勝奉順英 雲南電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第191号 2005-8-19 

22 当愛已成往事 中国国際電視総公司 韓国 23 広外進審字(2005)第196号 2005-9-12 

23 譲愛留在心底 中国国際電視総公司 韓国 22 広外進審字(2005)第197号 2005-9-12 

24 愛，譲我們在一起 中国国際電視総公司 韓国 24 広外進審字 (2005)第198号 2005-9-12 

25 新梁山伯与祝英台(下部) 成都電視台 中国台湾 20 広外進審字(2005)第199号 2005-9-19 

26 吾家有女 福州電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第203号 2005-9-28 

27 天国的嫁衣 黑龍江電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第204号 2005 9 1927 天国的嫁衣 黑龍江電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2005)第204号 2005-9-19 

28 天使 貴陽電視台 中国台湾 9 広外進審字 (2005)第205号 2005-9-19

29 大長今一崛起篇 チベット電視台 韓国 20 広外進審字 (2005)第206号 2005-9-20 

30 大長今 成功篇 チベット電視台 韓国 10 広外進審字 (2005)第207号 2005 9 2030 大長今一成功篇 チベット電視台 韓国 10 広外進審字 (2005)第207号 2005-9-20

31 楚漢驕雄 長沙電視台 中国香港 20 広外進審字 (2005)第208号 2005-9-28

32 空中情縁（Good Luck!) 貴陽電視台 日本 10 広外進審字 (2005)第209号 2005-9-28 

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2005年第４四半期

7-9. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2005年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

輸入が許可されたドラマ： 2005年第４四半期

1 鄭板橋 昆明電視台 中国香港 20 広外進審字（2005）第214号 2005-10-13

2 鄭克柔 チベット電視台 中国香港 10 広外進審字（2005）第215号 2005-10-13

3 新上海灘 江蘇省広播電視総台 中国香港 20 広外進審字（2005）第226号 2005-10-25

4 百楽門 アモイ電視台 中国香港 20 広外進審字（2005）第227号 2005-10-25

5 秀才遇着兵 広東南方電視台 中国香港 20 広外進審字（2005）第228号 2005-11-1

6 説你愛我 寧波電視台 韓国 20 広外進審字（2005）第235号 2005-11-10

7 双壁伝説 内モンゴル電視台 中国台湾 20 広外進審字（2005）第243号 2005-12-5

8 笑傲江湖 遼寧電視台 シンガポール 20 広外進審字（2005）第255号 2005-12-15

9 新笑傲江湖之東方不敗 フフホト電視台 シンガポール 20 広外進審字（2005）第256号 2005-12-1

10 楚漢争雄 アモイ電視台 中国香港 10 広外進審字（2005）第271号 2005-12-31

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2006年第１四半期①

7-10. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2006年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 樊梨花烽火奇遇結良縁 鄭州電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第007号 2006-1-24

輸入が許可されたドラマ： 2006年第１四半期①

樊梨 烽 結良縁 鄭 電視 国香港 広 審 第 号

2 閣楼男女 中国国際電視総公司 韓国 22 広外進審字（2006）第010号 2006-1-24

3 金枝慾孽 河北電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第012号 2006-1-24

4 金枝慾孽下部 アモイ電視台 中国香港 10 広外進審字（2006）第013号 2006-1-24

5 御用閑人 吉林電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第020号 2006-2-16

6 美麗心愿 青島電視台 中国香港 10 広外進審字（2006）第021号 2006-2-16

7 1%恋愛機会 青島電視台 韓国 10 広外進審字（2006）第024号 2006-2-16

8 胭脂水粉（上） 上海文広集団 中国香港 20 広外進審字（2006）第036号 2006-3-29

9 胭脂水粉（下） 上海文広集団 中国香港 10 広外進審字（2006）第037号 2006-3-29

10 我的秘密花園（第二部） 西安電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第038号 2006-3-29

11 我的野蛮婆婆 安徽電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第043号 2006-3-29

12 対不起，我愛你 貴州電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第049号 2006-3-29

13 青出于藍 合肥電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第050号 2006-3-29

青 広 広 進14 青勝于藍 四川広播電視集団 中国香港 10 広外進審字（2006）第051号 2006-3-29

15 激情車神 陝西電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第056号 2006-3-29

16 順風婦産科 ラサ市広播電影電視局 韓国 7 広外進審字（2006）第017号 2006-2-16

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）
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7-11. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2006年

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 真命天女 沈陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第065号 2006-4-26

輸入が許可されたドラマ： 2006年第１四半期②

2 妙手情縁 山東電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第069号 2006-4-26

3 妙手医生 四川広播電視集団 中国香港 20 広外進審字（2006）第070号 2006-4-26

4 儲君之争 湖北電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第072号 2006-5-10

5 阿旺新伝 広州電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第078号 2006-5-10

6 阿旺別伝 広州電視台 中国香港 10 広外進審字（2006）第079号 2006-5-10

7 美麗神話 大連電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第084号 2006-5-12

8 順風婦産科（二） ラサ広電局 韓国 20 広外進審字（2006）第090号 2006 5 228 順風婦産科（二） ラサ広電局 韓国 20 広外進審字（2006）第090号 2006-5-22

9 開心賓館 海口広播電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第096号 2006-5-22

10 心動列車 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2006）第104号 2006-6-27

11 王子変青蛙 銀川電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第108号 2006-6-2711 王子変青蛙 銀川電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第108号 2006-6-27

12 甜孫爷爷 天津電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第110号 2006-6-27

13 医道 江蘇広播電視総台 韓国 20 広外進審字（2006）第115号 2006-6-30

14 愛我不要放手 済南電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第120号 2006-6-3014 愛我不要放手 済南電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第120号 2006 6 30

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）
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7-12. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2006年

輸入が許可されたドラマ： 2006年第2四半期

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 真命天女 沈陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第065号 2006-4-26

2 妙手情縁 山東電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第069号 2006-4-26

3 妙手医生 四川広播電視集団 中国香港 20 広外進審字（2006）第070号 2006-4-26

4 儲君之争 湖北電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第072号 2006-5-10

5 阿旺新伝 広州電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第078号 2006-5-10

6 阿旺别伝 広州電視台 中国香港 10 広外進審字（2006）第079号 2006-5-10

美丽神話 大連電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第084号 2006 5 127 美丽神話 大連電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第084号 2006-5-12

8 順風婦産科（二） 拉萨広電局 韓国 20 広外進審字（2006）第090号 2006-5-22

9 开心宾馆 海口広播電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第096号 2006-5-22

10 心动列車 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2006）第104号 2006 6 2710 心动列車 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2006）第104号 2006-6-27

11 王子变青蛙 銀川電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第108号 2006-6-27

12 甜孙爷爷 天津電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第110号 2006-6-27

13 医道 江蘇広播電視総台 韓国 20 広外進審字（2006）第115号 2006-6-30

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

13 医道 江蘇広播電視総台 韓国 20 広外進審字（2006）第115号 2006 6 30

14 愛我不要放手 済南電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第120号 2006-6-30
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7-13. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2006年

輸入が許可されたドラマ： 2006年第3四半期

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 酒店風雲 河南電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第122号 2006 7 131 酒店風雲 河南電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第122号 2006-7-13

2 酒店大亨 福建広播影視集団 中国香港 10 広外進審字（2006）第123号 2006-7-13

3 陽光情人梦 上海文広新闻伝媒集団 韓国 16 広外進審字（2006）第127号 2006-7-19

4 嫁祸 甘肃電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第135号 2006-7-194 嫁祸 甘肃電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第135号 2006-7-19

5 闘気冤家好兄弟（一） 広東電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第138号 2006-8-1

6 闘気冤家好兄弟（二） 広東電視台 中国香港 12 広外進審字（2006）第139号 2006-8-1

7 愛的階段 雲南電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第142号 2006-8-47 愛的階段 雲南電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第142号 2006 8 4

8 愛的階段之永遠 南京広播電視台 韓国 6 広外進審字（2006）第143号 2006-8-4

9 海阔天空 海南広播電視台 中国台湾 18 広外進審字（2006）第152号 2006-9-22

10 我叫金三順 広東電視台 韓国 22 広外進審字（2006）第153号 2006-8-10

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

我叫 順 広東電視台 韓国 広外進審 （ ）第 号

11 眉飛色舞 アモイ電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第161号 2006-9-25
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7-14. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2006年

輸入が許可されたドラマ： 2006年第4四半期

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 浪漫满屋 南寧電視台 韓国 20 広外進審字（2006）第180号 2006-11-21

2 稀世奇縁 北京電視台 中国香港 20 広外進審字（2006）第185号 2006-11-23

3 愛情魔発師 山西広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第186号 2006-11-23

4 愛情幻発師 西寧電視台 中国台湾 2 広外進審字（2006）第187号 2006-11-23

5 愛情美発師 海口広播電視台 中国台湾 8 広外進審字（2006）第188号 2006-11-23

6 悲傷恋歌 上海文広集団 韓国 22 広外進審字（2006）第190号 2006-11-21

7 第八号当鋪 蘭州電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第193号 2006-12-5

8 第八号当鋪(二) 西安電視台 中国台湾 16 広外進審字（2006）第194号 2006-12-5

9 青春達陣 成都電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第198号 2006-12-22

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

10 我只在乎你 呼和浩特電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第200号 2006-12-31

11 我只在乎你(続) 江西電視台 中国台湾 20 広外進審字（2006）第201号 2006-12-31

所 国家広播電影電視総局 （ p g ）
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輸入が許可されたドラマ： 2007年第1四半期①

7-15. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第1四半期①

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 血疑(赤い疑惑） 天津電視台 日本 20 広外進審字（2007）第004号 2007-1-12

2 血疑（赤い疑惑）（二） 内蒙古電視台 日本 9 広外進審字（2007）第005号 2007-1-12

3 随時候命 上海文広集団 中国香港 30 広外進審字（2007）第006号 2007-1-12

4 婚礼 中国国際電視総公司 韓国 25 広外進審字（2007）第009号 2007-1-12

5 人生如戏 中国国際電視総公司 インド 42 広外進審字（2007）第011号 2007-1-19

6 火玫瑰 吉林電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第012号 2007-1-12

7 火玫瑰（下部） 山東電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第013号 2007-1-12

布拉格恋人 南京広播電視台 韓国 14 広外進審字（2007）第015号 2007 1 198 布拉格恋人 南京広播電視台 韓国 14 広外進審字（2007）第015号 2007-1-19

9 布拉格之恋 海口広播電視台 韓国 12 広外進審字（2007）第016号 2007-1-19

10 陈真 郑州電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第018号 2007-1-12

11 绿光森林 甘肃省広播電影電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第019号 2007 1 2411 绿光森林 甘肃省広播電影電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第019号 2007-1-24

12 奪宝奇缘 広西電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第022号 2007-1-26

13
甜心空姐

（アテンションプリーズ）
貴州電視台 日本 9 広外進審字（2007）第023号 2007-1-26

14
甜心空姐（二）

（アテンションプリーズ二）
広東電視台 日本 2 広外進審字（2007）第024号 2007-1-26

15 愛的呼唤（18 VS 29） 浙江広播電視集団 韓国 20 広外進審字（2007）第026号 2007-1-26

16 失恋高跟鞋 広東南方電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第028号 2007 2 7

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

16 失恋高跟鞋 広東南方電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第028号 2007-2-7
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7-16. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第1四半期②

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

17 愛的掌門人 寧波電視台 シンガポ ル 20 広外進審字（2007）第029号 2007 2 717 愛的掌門人 寧波電視台 シンガポール 20 広外進審字（2007）第029号 2007-2-7

18 天使之愛 黑龍江電視台 シンガポール 8 広外進審字（2007）第030号 2007-2-7

19
給 愛的你
（愛し君へ）

貴州電視台 日本 11 広外進審字（2007）第031号 2007-2-13

20 我的淘気王子 長沙電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第032号 2007-2-13

21 女系家族 黑龍江電視台 日本 12 広外進審字（2007）第033号 2007-2-13

22 東方茱麗叶 湖南電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第035号 2007-2-25

23 火花遊戯 中国国際電視総公司 韓国 22 広外進審字（2007）第038号 2007-3-8

24
花嫁女主播

（花嫁は厄年ッ!）
内モンゴル電視台 日本 11 広外進審字（2007）第039号 2007-3-8

心花放 北京電視台 中 香港 広外進審字（ ）第 号25 心花放 北京電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第041号 2007-3-8

26 心花放之愛情花 北京電視台 中国香港 10 広外進審字（2007）第042号 2007-3-8

27 傻大姐（anego） 青島電視台 日本 10 広外進審字（2007）第045号 2007-3-8

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

28 黑色皮革手帳 中国国際電視総公司 日本 10 広外進審字（2007）第049号 2007-3-27

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2007年第2四半期①

7-17. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第2四半期①

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 我一生鐘愛的女人 中国国際電視総公司 ベネズエラ 80 広外進審字（2007）第050号 2007-4-3

2 九指新娘 陕西電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第051号 2007-4-3

3 九指新娘(二) ウイグル電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第052号 2007-4-3

4 九指新娘（三） 貴陽電視台 中国台湾 5 広外進審字（2007）第053号 2007-4-3

5 爸爸両边走 武漢電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第058号 2007-4-3

6 爸爸両边走（下部） 貴陽電視台 中国香港 15 広外進審字（2007）第059号 2007-4-3

7 電車男 青島電視台 日本 10 広外進審字（2007）第061号 2007-4-5

8 電車男（二） 広東電視台 日本 3 広外進審字（2007）第062号 2007 4 58 電車男（二） 広東電視台 日本 3 広外進審字（2007）第062号 2007-4-5

9 想結婚的女人 青海電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第063号 2007-4-10

10 想結婚的女人II 海南広播電視台 韓国 2 広外進審字（2007）第064号 2007-4-10

11 苦恋花 沈陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第068号 2007-4-1011 苦恋花 沈陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第068号 2007-4-10

12 苦念花 青海電視台 中国台湾 10 広外進審字（2007）第069号 2007-4-10

13 天幕下的恋人 寧夏影視劇制作中心 中国香港 20 広外進審字（2007）第070号 2007-4-20

14 空中救援隊 中国国際電視総公司 ドイツ 30 広外進審字（2007）第074号 2007-4-2014 空中救援隊 中国国際電視総公司 ドイツ 30 広外進審字（2007）第074号 2007 4 20

15 朗朗和検察官 南昌電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第075号 2007-4-20

16 台湾阿誠 福州電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第077号 2007-4-26

17 台湾阿誠（二） 大连電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第078号 2007-4-26

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

台湾阿誠（ ） 大连電視台 中国台湾 広外進審 （ ）第 号

18 愛上你不是我的錯 长春電視台 インド 20 広外進審字（2007）第080号 2007-5-9
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7-18. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第2四半期②

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

汇通 安徽電視台 中国香港 広外進審字（ ）第 号19 汇通天下 安徽電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第085号 2007-5-9

20 匯通天下下部 江苏省広播電視総台 中国香港 10 広外進審字（2007）第086号 2007-5-9

21 老婆大人 海南広播電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第090号 2007-5-21

22 星苹果楽園 浙江広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2007）第093号 2007 6 522 星苹果楽園 浙江広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2007）第093号 2007-6-5

23 星苹果楽園-星苹果 石家庄電視台 中国台湾 6 広外進審字（2007）第094号 2007-6-5

24 驚豔一槍 中国国際電視総公司 中国香港 20 広外進審字（2007）第097号 2007-6-7

25 大亨 成都電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第099号 2007-6-725 大亨 成都電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第099号 2007 6 7

26 大亨（下部） 江苏省広播電視総台 中国香港 10 広外進審字（2007）第100号 2007-6-7

27 非常大状 湖北電視台 中国香港 20 広外進審字（2007）第104号 2007-6-25

28 去海辺吧 太原電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第106号 2007-6-25

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

28 去海辺吧 太原電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第106号 2007 6 25
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7-19. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第3四半期

N
タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

O
タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 発際紅一家族荣誉 福建広播影視集団 インド 20 広外進審字 (2007)第107号 2007-7-2

2 発際紅一我夫之名 福建広播影視集団 インド 20 広外進審字 (2007)第108号 2007-7—2

際紅 愛的 価 海南広播 視台 ド 広 進審字 第3 発際紅一愛的代価 海南広播電視台 インド 14 広外進審字 (2007)第109号 2007-7-2

4
紅的沖撃

（赤の衝撃）
中国国際電視総公司 日本 29 広外進審字 (2007)第lll号 2007-7-2

5 大老婆小老公 杭州電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2007)第112号 2007-7-2大老婆小老公 杭州電視台 中国台湾 広外進審字 ( )第 号

6 聴不到的恋人 济南電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2007)第116号 2007-7-6

7 出逃的公主 青海電視台 タイ 20 広外進審字 (2007)第119弓 2007-7-23

8 天使情人 青島電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2007)第125弓 2007-8-16

9 天使情人(二) 天津電視台 中国台湾 20 広外進審字 (2007)第126弓 2007-8-16

10 大奥 西寧電視台 日本 1l 広外進審字 (2007)第127口． 2007-8-2l

11 大奥—第一章 西寧電視台 日本 7 広外進審字 (2007)第128号 2007-8-21

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

12 大奥—第一章(二) 石家庄電視台 日本 3 広外進審字 (2007)第129号 2007-8-2l
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7-20. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第4四半期①

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 紅的鎖鏈 中国国際電視総公司 日本 28 広外進審字（2007）第147号 2007-10-23

2 愛情全保 寧夏影視劇制作中心 中国香港 20 広外進審字（2007）第148号 2007-10-23

3 悲傷较量 湖北電視台
中国香港/
韓国合拍

20 広外進審字（2007）第149号 2007-10-23

4 情陷夜中環 チベット電視供片中心 中国香港 20 広外進審字（2007）第150号 2007-10-234 情陷夜中環 チベット電視供片中心 中国香港 20 広外進審字（2007）第150号 2007 10 23

5 情迷夜中環 広州電視台 中国香港 8 広外進審字（2007）第151号 2007-10-23

6 背叛的代価之真相 山西広播電視総台 インド 12 広外進審字（2007）第152号 2007-10-23

7 背叛的代価之迷惑 西寧電視台 インド 20 広外進審字（2007）第153号 2007-10-237 背叛的代価之迷惑 西寧電視台 インド 20 広外進審字（2007）第153号 2007 10 23

8 灼鼠之変 広西電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第155号 2007-10-23

9 愛的陰影 合肥電視台 ブラジル 20 広外進審字（2007）第157号 2007-11-19

10 愛的陰影（二） ラサ広電局 ブラジル 20 広外進審字（2007）第158号 2007-11-19

11 鳳凰四重奏 深圳広播影視集団 中国香港 30 広外進審字（2007）第159号 2007-11-19

12 剪刀石頭布 遼寧電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第160号 2007-11-19

13 剪刀石頭布（二） 広東電視台 中国台湾 6 広外進審字（2007）第161号 2007-11-19

14 楚留香伝 四川広播電視集団 中国香港 20 広外進審字（2007）第162号 2007-11-19

15 楚留香記 四川広播電視集団 中国香港 25 広外進審字（2007）第163号 2007-11-19

16 兄妹契約 寧波電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第164号 2007-11-29

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

17 愛情需要奇跡 南京電視台 韓国 20 広外進審字（2007）第170号 2007-11-29
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7-21. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2007年

輸入が許可されたドラマ： 2007年第4四半期②

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

18 女人不易做 上海文広新聞伝媒集団 中国香港 22 広外進審字（2007）第173号 2007 12 518 女人不易做 上海文広新聞伝媒集団 中国香港 22 広外進審字（2007）第173号 2007-12-5

19 説不出的愛 上海文広新聞伝媒集団 韓国 20 広外進審字（2007）第178号 2007-12-24

20 説不出的愛之家庭篇 青海電視台 韓国 10 広外進審字（2007）第179号 2007-12-24

21 微笑百事達 貴陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第181号 2007-12-24

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

21 微笑百事達 貴陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2007）第181号 2007-12-24

22 二分之一縁分 福州電視台 シンガポール 20 広外進審字（2007）第182号 2008-1-2
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7-22. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第1四半期 ①

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 東方之珠 石家庄電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第001号 2008-1-2

（2008年第１四半期 ドラマ３４作品・545話）

2 東方明珠 広東南方電視台 中国香港 10 広外進審字（2008）第002号 2008-1-2

3 说不出的爱之伦理篇 上海文広新闻传媒集団 韓国 20 広外進審字（2008）第003号 2008-1-2

4 再見先生 合肥電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第006号 2008-1-2

再見先生 再見 広州電視台 韓国5 再見先生——再見 広州電視台 韓国 4 広外進審字（2008）第007号 2008-1-2

6 火舞黄沙 河北電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第008号 2008-1-2

7 火舞黄沙（二） 厦門広播電視集団 中国香港 12 広外進審字（2008）第009号 2008-1-2

8 密旨 吉林電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第010号 2008-1-28 密旨 吉林電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第010号 2008 1 2

9 大家族 河北電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第013号 2008-1-2

10 大家族（下部） 河南電視台 中国香港 10 広外進審字（2008）第014号 2008-1-2

11 新進職員 ウルムチ電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第015号 2008-1-4

12 師奶兵団 陕西電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第016号 2008-1-4

13 射雕英雄伝之鉄血丹心 武漢電視台 中国香港 8 広外進審字（2008）第017号 2008-1-4

14 歓天喜地土地公 貴州電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第018号 2008-1-4

15 霍元甲 武漢電視台 中国香港 12 広外進審字（2008）第019号 2008-1-4

16 大侠霍元甲 厦門広播電視集団 中国香港 8 広外進審字（2008）第020号 2008-1-4

17 説不出的愛之道徳篇 大連電視台 韓国 14 広外進審字（2008）第021号 2008-1-4

18 説不出的愛之生活篇 成都電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第022号 2008-1-418 説不出的愛之生活篇 成都電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第022号 2008 1 4

19 第八号当輔III 沈陽電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第023号 2008-1-14

20 第八号当輔IV 銀川電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第024号 2008-1-14

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



輸入が許可されたドラマ： 2008年第1四半期 ②

7-23. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第1四半期 ② 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

21 肥田喜事 江蘇省広播電視総台 中国香港 20 広外進審字（2008）第025号 2008-2-14

22 天堂来的孩子 西安電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第026号 2008-2-14

23 排球女将（燃えろ!アタック) 寧夏影視劇制作中心 日本 20 広外進審字（2008）第029号 2008-2-14

24
排球女将（二）

（燃えろ!アタック 二) 黑龍江電視台 日本 16 広外進審字（2008）第030号 2008-2-14

25 突囲行動 フフホト電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第036号 2008-2-15

26 放羊的星星 銀川電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第037号 2008-3-4

27 放羊的星星（二） 福建広播影視集团 中国台湾 10 広外進審字（2008）第038号 2008-3-4

28 非常岳母 河南電視台 中国香港 10 広外進審字（2008）第039号 2008-3-12

29 白袍之恋 甘粛省広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第043号 2008-3-12

30 白袍之恋（二） 南京電視台 中国台湾 1 広外進審字（2008）第044号 2008-3-12

31 超人 北京電視芸術中心 アメリカ 20 広外進審字（2008）第045号 2008 3 1231 超人 北京電視芸術中心 アメリカ 20 広外進審字（2008）第045号 2008-3-12

32 超人前伝 北京電視芸術中心 アメリカ 20 広外進審字（2008）第046号 2008-3-12

33 假面天使 海口広播電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第047号 2008-3-12

34 假面天使（二） 中国国際電視総公司 中国台湾 10 広外進審字（2008）第048号 2008-3-12
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7-24. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

（2008年第2四半期 ドラマ22作品・431話）
輸入が許可されたドラマ： 2008年第2四半期

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 青河絶唱 済南電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第053号 2008-4-11

2 青河絶対唱（後編） 南昌電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第054号 2008-4-112 青河絶対唱（後編） 南昌電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第054号 2008 4 11

3 大話西遊 チベット電視台 中国香港 26 広外進審字（2008）第059号 2008-4-11

4 神秘男女 南寧電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第062号 2008-4-11

5 美妙人生 チベット電視台 韓国 24 広外進審字（2008）第065号 2008-4-11

6 愛上你不是我的錯之誰之錯 貴州電視台 インド 14 広外進審字（2008）第066号 2008 4 226 愛上你不是我的錯之誰之錯 貴州電視台 インド 14 広外進審字（2008）第066号 2008-4-22

7 嫁給百万富翁 四川広播電視集団 韓国 23 広外進審字（2008）第067号 2008-4-22

8 百万新娘 四川広播電視集団 韓国 23 広外進審字（2008）第068号 2008-4-22

9 外科医生奉達熙 江西電視台 韓国 28 広外進審字（2008）第070号 2008-4-22

10 非常岳母（二） 河南電視台 中国香港 10 広外進審字（2008）第072号 2008-5-16

11 恋爱世紀（ラブ・ジェネレーション） 山西広播電視総台 日本 8 広外進審字（2008）第073号 2008-5-16

12 恋爱世紀（二）（ラブ・ジェネレーション） 海南広播電視総台 日本 4 広外進審字（2008）第074号 2008-5-16

13 天賜良児 福建広播影視集団 中国香港 20 広外進審字（2008）第075号 2008-5-16

14 嫁个好人家（エラいところに嫁いでしまった!） 内モンゴル電視台 日本 9 広外進審字（2008）第076号 2008-5-16

15 閃亮的進修医生（きらきら研修医） 内モンゴル電視台 日本 11 広外進審字（2008）第077号 2008-5-16

16 情乱夜中環 太原電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第080号 2008-5-16

17 情断夜中環 広東電視台 中国香港 7 広外進審字（2008）第081号 2008-5-1617 情断夜中環 広東電視台 中国香港 7 広外進審字（2008）第081号 2008 5 16

18 溏心風暴 上海文広新闻传媒集団 中国香港 40 広外進審字（2008）第082号 2008-5-26

19 威尼斯恋人 湖南電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第086号 2008-6-3

20 威尼斯恋人（二） 四川広播電視集団 韓国 4 広外進審字（2008）第087号 2008-6-3

21 真命天子 中国国際電視総公司 ベネズエラ 60 広外進審字（2008）第092号 2008 6 1621 真命天子 中国国際電視総公司 ベネズエラ 60 広外進審字（2008）第092号 2008-6-16

22 美麗在望 中国国際電視総公司 中国香港 20 広外進審字（2008）第093号 2008-6-16
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7-25. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第3四半期 ①

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

1 宝莱塢星夢 広東電視台 インド 22 広外進審字（2008）第100号 2008-7-3

（2008年第3四半期 ドラマ38作品・746話）

2 噢，卒麗媞 ハルピン電視台 メキシコ 38 広外進審字（2008）第101号 2008-7-3

3 噢，卒麗媞II チベット電視台 メキシコ 50 広外進審字（2008）第102号 2008-7-3

4 黄真伊 広州電視台 韓国 22 広外進審字（2008）第103号 2008-7-3

黄真伊（ ） 上海文広集団 韓国 広外進審字 第5 黄真伊（二） 上海文広集団 韓国 13 広外進審字（2008）第104号 2008-7-3

6 幸福双人床 浙江広播電視集団 シンガポール 20 広外進審字（2008）第105号 2008-7-3

7 伝聞中的七公主I ハルピン電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第109号 2008-7-3

8 伝聞中的七公主II アモイ広播電視集団 韓国 20 広外進審字（2008）第110号 2008-7-38 伝聞中的七公主II アモイ広播電視集団 韓国 20 広外進審字（2008）第110号 2008 7 3

9 伝聞中的七公主III 昆明電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第111号 2008-7-3

10 伝聞中的七公主IV 大連電視台 韓国 26 広外進審字（2008）第112号 2008-7-3

11 伝聞中的七公主V 青海電視台 韓国 10 広外進審字（2008）第113号 2008-7-3

12 幸福双人床 浙江広電集団 シンガポール 20 広外進審字（2008）第114号 2008-7-3

13 幻想情侶 湖南電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第115号 2008-7-6

14 魔女遊戯 ハルピン電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第119号 2008-7-13

15 縁来 家人 広東電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第120号 2008 7 1315 縁来一家人 広東電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第120号 2008-7-13

16 謝謝 広東南方電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第124号 2008-7-13

17 我的野蛮婆婆II 安徽電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第125号 2008-7-16

18 布衣大侠 福建省広播影視集団 中国香港 20 広外進審字（2008）第127号 2008-7-16

19 布衣大侠II 南昌電視台 中国香港 10 広外進審字（2008）第128号 2008-7-16

20 太陽的女児 中国国際電視総公司 中国台湾 41 広外進審字（2008）第131号 2008-7-25
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輸入が許可されたドラマ： 2008年第3四半期 ②

7-26. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第3四半期 ② 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期

21 完美組合 山西広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第133号 2008-7-25

22 完美組合II 西寧電視台 中国台湾 6 広外進審字（2008）第134号 2008-7-25

23 発際红-情债 安徽電視台 インド 20 広外進審字（2008）第137号 2008-8-14

24 闘气天使路 山東電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第138号 2008-8-14

25 射雕英雄传之華山論剣 陕西電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第140号 2008-8-18

26 射雕英雄伝之東邪西毒 武漢電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第141号 2008-8-18

27 達子的春天 青海電視台 韓国 10 広外進審字（2008）第142号 2008-8-18

28 達子的春天II 太原電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第143号 2008-8-1828 達子的春天II 太原電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第143号 2008-8-18

29 舞动全城 浙江広播電視集団 中国香港 20 広外進審字（2008）第144号 2008-8-18

30 建筑有情天 甘粛省広播電影電視総台 中国香港 20 広外進審字（2008）第145号 2008-8-18

31 至尊紅顔 ラサ市広播電影電視局 シンガポール 20 広外進審字（2008）第146号 2008-8-26

32 恋愛女王 中国国際電視総公司 中国台湾 21 広外進審字（2008）第147号 2008-8-26

33 射星 青島電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第148号 2008-8-26

34 開心老爸 深圳広播電影電視集団 中国香港 25 広外進審字（2008）第153号 2008-9-3

35 俏女阿楚 黑龍江電視台 中国台湾 2 広外進審字（2008）第154号 2008-9-3

36 俏女阿楚（二） 上海文広新闻传媒集団 中国台湾 3 広外進審字（2008）第155号 2008-9-3

37 俏女阿楚（三） 江蘇省広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第156号 2008-9-3

38 俏女阿楚（四） 鄭州電視台 中国台湾 7 広外進審字（2008）第157号 2008 9 338 俏女阿楚（四） 鄭州電視台 中国台湾 7 広外進審字（2008）第157号 2008-9-3
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輸入が許可されたドラマ： 2008年第4四半期 ①

7-27. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第4四半期 ① 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期 備考

1 鉄咀銀牙 重慶広播電視総台 中国香港 20 広外進審字（2008）第159号 2008-10-6

（2008年第4四半期 ドラマ27作品・670話）

2 非凡的傑茜之求職 福建省広播影視集団 インド 20 広外進審字（2008）第161号 2008-10-6

3 新編済公伝奇 福建省広播影視集団 中国香港 30 広外進審字（2008）第162号 2008-10-8

4 非凡的傑西之昇遷 山東電視台 インド 20 広外進審字（2008）第163号 2008-11-13

5 非凡的傑西之恋愛 貴州電視台 インド 6 広外進審字（ ）第 号 2008 11 135 非凡的傑西之恋愛 貴州電視台 インド 6 広外進審字（2008）第164号 2008-11-13

6 和味濃情 アモイ広播電視集団 中国香港 20 広外進審字（2008）第165号 2008-11-13

7 男人之苦 寧波電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第166号 2008-11-13

8 突然有一天 中国国際電視総公司 韓国 22 広外進審字（2008）第172号 2008-11-138 突然有 天 中国国際電視総公司 韓国 22 広外進審字（2008）第 72号 2008 11 13

9 師奶股神 済南電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第173号 2008-11-13

10 第八号当鋪V 西藏電視台 中国台湾 40 広外進審字（2008）第174号 2008-11-21

11 反叛天使 中国国際電視総公司 ベネズエラ 60 広外進審字（2008）第175号 2008-11-21

12 翻滚吧，蛋炒飯 昆明電視台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第176号 2008-11-21

13 宝家有喜 黑龍江電視台 シンガポール 20 広外進審字（2008）第177号 2008-12-10

14 豪傑春香 蘭州電視台 韓国 20 広外進審字（2008）第178号 2008-12-10

新白娘 伝奇 広東電視台 台湾15 新白娘子伝奇 広東電視台 中国台湾 50 広外進審字（2008）第179号 2008-12-11 再放送

16 庄園之夢 黑龍江電視台 ブラジル 50 広外進審字（2008）第180号 2012-4-9 再放送

17 四千金 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2008）第181号 2009-12-31 再放送

18 满門喜事 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2008）第182号 2009-12-31 再放送18 满門喜事 四川広播電視集団 中国台湾 20 広外進審字（2008）第182号 2009 12 31 再放送

19 世間父母 浙江広播電視集団 中国台湾 40 広外進審字（2008）第183号 2008-12-25 再放送

20 包公奇案 広西電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第184号 2008-12-25 再放送
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輸入が許可されたドラマ： 2008年第4四半期 ②

7-28. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www sarft gov cn/）輸入が許可されたドラマ： 2008年第4四半期 ② 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）

NO タイトル 輸入機関 制作国 話数 許可番号 発証日期 備考

21 胭脂花紅 山西広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第185号 2008-12-25 再放送21 胭脂花紅 山西広播電視総台 中国台湾 20 広外進審字（2008）第185号 2008 12 25 再放送

22 東京朋友 （東京フレンズ） 中国国際電視総公司 日本 8 広外進審字（2008）第186号 2008-12-25

23 発際紅之情惑 広西電視台 インド 20 広外進審字（2008）第187号 2008-12-31

24 縦横天下 沈陽電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第188号 2008-12-31 再放送

25 四海風雲 沈陽電視台 中国香港 20 広外進審字（2008）第189号 2008-12-31 再放送

26 三国英雄伝奇 遼寧電視台 中国台湾 22 広外進審字（2008）第190号 2009-1-4 再放送

27 閉公 遼寧電視台 中国台湾 22 広外進審字（2008）第191号 2009-1-4 再放送
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7-29. 輸入が許可されたドラマ一覧 ：2008年

出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）配給（番販）が批准された合作ドラマ： 出所：国家広播電影電視総局 （http://www.sarft.gov.cn/）配給（番販）が批准された合作ドラマ：

ＮＯ タイトル 話数 境内制作单位 境外合作单位 許可証番号 許可発行日

深圳広播影視集団 香港力冠国際有限公司 広外合審字

2008年第１四半期

1 美味的童話 32
深圳広播影視集団
深広伝媒有限公司

香港力冠国際有限公司，
台湾可米瑞智国際芸能有限公司

広外合審字
（2008）第001号

2008-1-10

ＮＯ タイトル 話数 境内制作单位 境外合作单位 許可証番号 許可発行日 備考

2008年第3四半期

ＮＯ タイトル 話数 境内制作单位 境外合作单位 許可証番号 許可発行日 備考

1 神雕侠侶 23
中国传媒大学電視制作中心，
北京海龙電視艺术有限公司

台湾楊佩佩工作室
広外合審字

（2008）第002号 2008-7-3
許可証
変換

中国传媒大学電視制作中心 広外合審字 許可証
2 楊過与小龍女 23

中国传媒大学電視制作中心，
北京海龙電視艺术有限公司

台湾楊佩佩工作室
広外合審字

（2008）第003号 2008-7-3
許可証
変換

3 今生今世 41 中国国際電視総公司 台湾楊佩佩工作室
広外合審字

（2008）第004号 2008-7-3
許可証
変換

4 月光 1 上海録像影視公司 日本長崎電視台
広外合審字

（2008）第005号 2008-7-3

5 心蓮 43 西安電影制片廠 台湾衆一伝播有限公司
広外合審字

（2008）第006号 2008-8-27
許可証
変換（ 8）第 6号 変換

2008年第4四半期

ＮＯ タイトル 話数 境内制作单位 境外合作单位 許可証番号 許可発行日

1 完美結局 26 北京紫禁城影業有限公司
香港英皇星艺（北京）

文化発展有限公司
広外合審字

（2008）第007号 2008-12-31
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8. インターネットにおける

動画配信に関する法規制の動き
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8-1. インターネットにおける動画配信に対する法規制

広電総局は2007年末より、インターネット映像配信（視聴）に対して様々な法規制を発布している。広電総局は2007年末より、インタ ネット映像配信（視聴）に対して様々な法規制を発布している。

《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》

広電総局と信息産業部（情報産業部）により2007年12月20日発布、2008年1月31日より施行。
（http://www sarft gov cn/articles/2007/12/29/20080104152140310117 html）（http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20080104152140310117.html）

主な内容：
インターネット上でドラマ（映画を含む）を伝播する場合は必ず広電総局が発布する関連許可証を取得しなければならない。
インターネットで番組の視聴サービスに従事するためには、広播電影電視主管部門が発行する『信息網絡伝播視聴節目許可証』を
取得しなければならない。取得 なけれ な な 。
ネット上で視聴サービスを行う企業は全て法人の資格を持ち、国有企業(独資)もしくは国有持ち株会社でなくてはならない。
申請にあたり、3年以内に違法行為の記録がないことも条件となる。

「2月3日深夜、広電総局と信息産業部は記者の質問に回答する形式でネット上に新規定に対する細則を発布した。
http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/02/03/20080505151040350215.html

広電総局が2007年12月29日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20071229140143720147.html）

主な内容

《関于加強互聯網伝播影視劇管理的通知（インターネットにおけるドラマ放送の管理強化に関する通知）》

主な内容：
上記、《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》に関連する規定として、ネット上で配信するドラマ
（国内外の映画、ドラマ、アニメ及び相応する音楽・映像ソフトを含む）に関する通知。
インターネットで配信する映画・ドラマ・アニメは、国家広電総局が発行する『電影片公映許可証』（映画上映許可証）、『電視劇発行
許可証』（ドラマ発行許可証）もしくは『電視動画片発行許可証』（アニメ配給許可証）を法に基づき獲得し、同時に著作権所有者から
インターネットにおける映像上映権利を獲得しなければならない。これら許可証を所有しない映像に関しては、インターネットで配信
（視聴サービスを提供）してはならない。

《中国互聯網視節目服務自律公約》（中国インターネット視聴番組サービス自律公約）

広電総局が2008年2月22日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/02/22/20080505163436980790.html）
主な内容《中国互聯網視節目服務自律公約》（中国インターネット視聴番組サービス自律公約）の契約書、申請方法、メンバー登記表。
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8-2. インターネットにおける動画配信サービス業務に関する申請方法

《信息網絡伝播視聴節目許可証》申報程序

広電総局が2008年6月11日に発布。 （http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20071229140143720147.html）

実際のインターネット映像配信（視聴）に必要な許可証取得のために必要な申請手続き

申請に必要な基本条件
--ネット上で視聴サービスを行う企業は全て法人の資格を持ち、国有企業(独資)もしくは国有持ち株会社でなくてはならない。
--申請にあたり、3年以内に違法行為の記録がない。
--インターネット視聴番組サービスの申請をする企業は、資本金登記1000万元以上。うちニュース、ドラマ、エンターテイメントなどのインタ ネット視聴番組サ の申請をする企業は、資本金登記 万元以 。うち 、ドラ 、 ンタ テイ ントなどの

複数内容の視聴番組のサービスを行う場合、資本金登記2000万元以上。ニュース宣伝機関が公益オンライン視聴番組のサービス
を行う場合、資本金登記の 低制限はない。
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8-3. インターネットにおける動画配信に対する法規制 実施後

広電総局では、2008年度に《互聯網視聴節目服務管理規定（インターネット視聴番組サービス管理規定）》に基づき

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第1号）

広電総局が2008年3月20日に発布 （ h // f / i l /2008/03/20/20080505162535410818 h l ）

広電総局では、2008年度に《互聯網視聴節目服務管理規定（インタ ネット視聴番組サ ビス管理規定）》に基づき
映像視聴サイトのサンプル調査を複数回行い、基準をクリアしていないサイトに対して運営停止命令や警告処罰を発した。

広電総局が2008年3月20日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/03/20/20080505162535410818.html ）

その調査の結果、中視国際、新華網、人民網、中国広播網などのニュース機関のサイトが提供する映像番組は全てこの規定の要求に符合し内容的にも問題がない。
一方、一部のサイトの内容はこの規定には符合せず、問題が大きい。
主な問題は、1.性的、暴力的、国家安全に危害を与える内容を含んでいる。（規定第16条に反する）

2.『信息網絡伝播視聴節目許可証』を取得してない会社が運営している。（規定第7条に反する）
内容的に問題のあるサイトに対しては サイト停止や警告処罰の命を下した内容的に問題のあるサイトに対しては、サイト停止や警告処罰の命を下した。
停止命令を受けたサイトは、全25サイト。警告処罰を受けたサイトは、全32サイト。許可証を取得せずにサイトを運営していて警告を受けたサイトは、全5サイト。

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第2号）

広電総局が2008年5月19日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/05/19/20080519175754930059.html）
第1号同様、内容的に問題のあるサイトに対しては、サイト停止や警告処罰の命を下した。
停止命令を受けたサイトは、全8サイト。警告処罰を受けたサイトは、全20サイト

警告処罰を受けたサイトリスト

広電総局が2008年6月14日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/06/14/20080724163034120208.html）広電総局が2008年6月14日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/06/14/20080724163034120208.html）
警告処罰を受けたサイトのリスト。停止命令を受けたサイトは、全33サイト。警告処罰を受けたサイトは、全52サイト

インターネット視聴番組サイトサンプル調査状況公告（第3号）

広電総局が2008年10月27日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/10/27/20081027140315320318.html）
停止命令を受けたサイトは 全10サイト 警告処罰を受けたサイトは 全17サイト

違法サイトへの処罰 警告が順次行われてゆくなかで 正規オンライン番組視聴番組サービスサイトとして認定された（許可証を所有する）

停止命令を受けたサイトは、全10サイト。警告処罰を受けたサイトは、全17サイト

インターネット視聴番組サービス許可証 所有機構リスト

広電総局が2008年12月19日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/12/19/20080618094603550698.html）

違法サイトへの処罰、警告が順次行われてゆくなかで、正規オンライン番組視聴番組サ ビスサイトとして認定された（許可証を所有する）
サイトの一覧が発表された。全332サイト。
一覧には中央テレビ（www.cctv.com）をはじめとする各テレビ局やラジオ局、新聞社等のサイトが並ぶ中、動画サイトとして中国のネットユ
ーザーに人気の高い土豆網（www.tudou.com）、琥珀（www.hupo.tv）、聚力（www.pplive.com）等もあがっている。
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9. （参考資料）

テレビ関連の法律・法規
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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

9-1. テレビに関する関連法規（１）

法規名 主な内容 発布日

「境外電視節目引進、播出管理規定 」

（海外番組の輸入 放送に関する管理規定）

番組輸入に関する規定及び申請の流れ。 2004.10.23

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 覧

（海外番組の輸入・放送に関する管理規定）

http://www.jincao.com/fa/law23.43.htm
各チャンネルで毎日放送する輸入ドラマは、その日そのチャンネルで放送
するドラマの25％を超えてはならない。毎日放送するドラマ以外の番組は
全体の15％を超えてはならない。

広電総局の別途許可がない限り、ゴールデンタイム（19時～22時）で輸入
ドラマを放送してはならない。

参考法規：「広播電視管理条例」

「関于加強省級電視台上星節目

頻道管理工作的通知」

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 ひとつの作品は 3つ以上の省級テレビ

2000.01.13

(省級テレビ局・衛星チャンネル
の管理強化に関する通知）

http://www.cpll.cn/law7443.html

作品）以外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。

「関于進一歩加強ドラマ引進、

合拍和播放管理的通知

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

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）
http://info.broadcast.hc360.com/HTML/001/00

3/002/47764.htm
↑ 年 月 日に廃止

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、殺陣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、ケーブル放送テレビ局は、広電総局が批准した（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

2000.01.04

↑ 2009年1月20日に廃止 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。

「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

「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
1995.03.08

（闘 、 殺 等 容 国 ラ 関
する輸入、放送に関する通知）

http://www.rti.cn/info.asp?id=20010425a000400
24

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。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



9-2 テレビに関する関連法規（２）

法規名 主な内容 発布日法規名 主な内容 発布日

「ドラマ審査管理規定 」
（テレビドラマ管理規定）

http://www.jincao.com/fa/law23.41.htm

ドラマの申請・審査に関する規定 2004年10月20日

「中外合作制作ドラマ管理規定 」
(外国との合作ドラマ制作に関する規定）

htt // hi it /A ti l /461

中国と国外のテレビドラマ（テレビアニメを含む）制作者が、中国国内外で合作で制作・撮影
を行うテレビドラマ（テレビアニメを含む）に関する管理規定。

中国側の機関は『ドラマ制作許可証（甲種）』を保有していなければならない。

ドラマの主要スタッフ（脚本、プロデューサー、監督、メインキャスト）は、中国側が3分の1を
下回ってはならない。

2004年10月21日

http://www.chinacity.org.cn/Article/461
3.html

ドラマの国内版権は、中国側と海外側が共同で所有する。

●関連許可証：

「ドラマ（電視動画片）発行許可証」（テレビドラマ（テレビアニメ）発行許可証）

「広播電視節目制作経営許可証」（ラジオ・テレビ番組制作経営許可証）

「ドラマ制作許可証（甲類）」（テレビドラマ制作許可証（甲類））

「中外合資、合作広播電視節目

制作経営企業管理暫定規定」
（中外合資、合作ラジオ・テレビ番組制作経営企
業管理暫定規定）

中国と国外のラジオ・テレビ番組制作会社が共同で制作会社を設立するにあたっての管理
規定。「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」と
「広播電視管理条例」などに基づく。

中国側は『広播電視節目制作経営許可証』もしくは『ドラマ制作許可証（甲種）』を有している
機構でなくてはならない。海外側は、ラジオ・テレビの専門機関でなくてはならない。

2004年11月28日

業管理暫定規定）

http://tech.sina.com.cn/it/2004-12-
29/1046488601.shtml

↑

年 月 日に廃止

機構でなくてはならない。海外側は、ラジオ テレビの専門機関でなくてはならない。

合弁会社を有限責任会社とする場合、資本金は200万ドル（もしくは同等の人民元）でなくて
はならない。専門のアニメ制作合弁会社の場合、資本金は100万ドル（もしくは同等の人民
元）合弁の会社は中国側の株式が51％を下回ってはならない。

●関連許可証：

「広播電視節目制作経営許可証（合営）」（ラジオ・テレビ番組制作経営許可証（合営））
2009年2月6日に廃止

広播電視節目制作経営許可証（合営）」（ラジオ テレビ番組制作経営許可証（合営））

「企業法人営業執照（許可証）」（企業法人営業許可証）

「外商投資企業批准証書」（外商投資企業批准証書）

「関于進一歩加強合拍ドラマ

管理的通知」

海外の機構が中国で合作のテレビドラマを制作する場合、必ず共同で脚本を確認し、
投資も共同で行い、中国側が3分の1を下回ってはならない。版権は共同で所有。

1998年8月18日

管理的通知」
（合作のテレビドラマ管理の更なる強化に関する通知）

http://www.kw2007.com.cn/news-
G6B65600D241B4BDC8B079592371A6728.htm

合作のドラマは20話前後になるようにし、１話あたりは45分前後とする。

国産ドラマの発行許可証の取得の前には、国外の版権を譲渡・販売をしてはならな
い。
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1. テレビアニメ放送チャンネル
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1-1.  中国におけるアニメ放送の概括

2004年に広電総局は国産アニメ産業の活性化のため、北京、湖南、上海にアニメ専門の衛星チャンネルを批准。

広電総局《関于発展我国影視動画産業的若干意見》

2004年に広電総局は国産ア メ産業の活性化のため、北京、湖南、上海にア メ専門の衛星チャンネルを批准。
2007年3月に広東電視台・嘉佳アニメチャンネルがスタート。
ゴールデンタイムでの海外アニメの放送禁止もあり、現在国産アニメのコンテンツの需要が増加している。

広電総局《関于発展我国影視動画産業 若干意見》
（わが国のアニメ産業発展に関する若干の意見・2004年4月20日発布）

市場的に見て日本アニメの人気は高いが、現在中国では海外アニメの輸入・放送に関していくつかの規定
がある。

① 国産アニメ：輸入アニメの放送が7：3の原則
（国産アニメが放送するアニメ全体の7割を下回ってはならない）

② 海外アニメの輸入に関しても1：1
（国産アニメを制作した機関は、国産アニメを制作した時間と同じ分まで海外アニメを輸入できる）

③ ゴールデンタイムでの海外アニメの放送禁止
（2008年5月1日より、17時から21時まで海外アニメは放送禁止に）

輸入アニメの放送は厳しくなってきている上に、新規に輸入を申請してもなかなか許可が下りないという状態。

2005年から2007年までに新規にテレビ放送が許可された輸入アニメは、北京テレビが輸入した
アメリカアニメ『傻大猫和崔弟（邦題：バッグスとトゥイーティー）』と、SMGが輸入した『テニスの王子様』の

各 海 送2本のみ。（各チャンネルでは、以前に許可された海外アニメを再放送で放映している）

CCTVのアニメチャンネルでは『アストロボーイ・鉄腕アトム』や『一休さん』などのアニメが新規で放送されて
いるが、これはCCTVが自局内で放送する番組に関しては、中央テレビ内で審査・輸入をすることができるた

放送 組を れ ビ 放送す 合 広 総 批准が 途 なめ。CCTVで放送した番組をそれ以外のテレビ局で放送する場合は、広電総局の批准が別途必要となる。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-2. アニメ衛星チャンネル （北京・上海・湖南・広東）

北京アニメチャンネル （BTV）

北京電視台（北京テレビ：ＢＴＶ）のアニメチャンネル（ＢＴＶ-10）は2004年9月10日に設立。
放送開始後から国産アニメを放送するとともに、アメリカの『バッグスとトゥイーティー（中国語名：傻大猫和崔
弟）』と『アンデルセン物語（中国語名：安徒生講故事）』の2作品を輸入。
4才～14才を中心に 安定した視聴層を構築している。現在「ＫＡＫＵ」チャンネルとして展開中。

北京アニメチャンネル （BTV）

4才 14才を中心に、安定した視聴層を構築している。現在「ＫＡＫＵ」チャンネルとして展開中。
http://www.btv.org

上海炫動アニメ衛星チャンネル（以下、炫動アニメ）は国家広播電視総局と上海市委宣伝部が批准。

上海炫動アニメ衛星チャンネル

上海炫動ア メ衛星チャンネル（以下、炫動ア メ）は国家広播電視総局と上海市委宣伝部が批准。
上海6つの主流なメディア機構（上海精文投資有限公司、上海文広新聞伝媒集団、上海文匯新民聯合報業集団、
上海電影集団、上海世紀出版集団、東方網）が協力して投資し設立した、国有の大型テレビメディア機構。（投資
資本1.5億元）。2004年12月26日に放送開始。

上海、江蘇、浙江、広東、山東、湖南、湖北、遼寧、吉林などをカバーし、杭州、広州、武漢、長沙、沈陽などの省都湖 湖 武 長
を含む20箇所以上の大中の都市が含まれている。視聴人口は1億人。1日18時間各種のアニメ、情報番組、教育
番組を放送している。2005年の夏に『第1回上海アニメ総動員』というアニメイベントを主催し、5000平方メートルの
会場には1日2万人の来場者が駆けつけ、合計では10万人を突破した。 高で1日のチケット売上収入が60万元。
http://www.toonmax.com/toonmax/aboutus.html

湖南広電集団に属するアニメ専門衛星チャンネル。
2004 年4月29日に批准され、10月に放送開始。（テスト放送は同9月末～）
カバー人口は、1.5億人。

金鷹アニメ衛星チャンネル

カバ 人口は、1.5億人。
http://www.aniworld.tv/aniworld/

広東電視台に所属するアニメ専門チャンネル。

広東電視台・嘉佳アニメチャンネル

広東電視台に所属するア メ専門チャンネル。
中国国内で4番目のアニメ専門チャンネルとして広電総局に批准された。
2007年3月17日に正式放送開始。（2006年9月16日からテスト放送開始） 毎日6時から24時まで18時間放送。
http://www.jiajiakt.com/
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1-3. その他アニメを放送しているテレビチャンネル

中央テレビ少児（少年児童）チャンネル

2003年12月28日に放送開始。
毎日6：00～24：00まで、18時間放送。そのうち初回放送は毎日6時間強。

中央テレビ少児（少年児童）チャンネル

中央テレビでは少児チャンネルのほかに、CCTV-7などいくつかのチャンネルで子供向けのアニメ等を
放送している。

放送する番組（ を含む） 関 は 広電総局 批准を得ず 内 審査 輸入をする とがCCTVで放送する番組（アニメを含む）に関しては、広電総局の批准を得ずにCCTV内で審査・輸入をすることが
できる。
CCTVで放送した番組をそれ以外のテレビ局で放送する（番組販売する）場合は、広電総局の批准が必要となる。
http://tv.cctv.com/cctv14/index.shtml

上海哈哈少児（少年児童）チャンネル

東方児童チャンネル（通称：哈哈少児チャンネル）は2004年7月18日に放送開始。毎日17時間放送。
アニメ番組、児童劇、少年総芸など19の番組枠がある。
0～14才をメインターゲットに子供を持つ家庭向けに放送されている。

人気番組『歓楽蹦蹦跳』や『小鬼当家』。

新しく放送が開始した『為何逗』、『晚安哈哈』、『哈哈総動員』、『宝貝一家一』など。
http://haha.smg.cn/
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1-4. 北京電視台のチャンネル

国家広播電影電視総局

北京電視台（BTV)

国家広播電影電視総局
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BTV-10

北京電視台（北京テレビ：ＢＴＶ）のアニメチャンネル（ＢＴＶ-10）は2004年9月10日設立。
国家広電総局に批准された北京・湖南・上海のアニメチャンネルの中で も早い設立。

KAKUチャンネル

放送開始後から国産アニメを放送するとともに、『バッグスとトゥイーティー（アメリカ）』と『ア
ンデルセン物語（中国語名：安徒生講故事）』の海外2作品を輸入。
4才～14才を中心に、安定した視聴層を構築している。
現在は“KAKUチャンネル”の通称で展開中。
http://www.kaku.tv/
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1-5. 上海文広新聞伝媒集団（SMG)のチャンネル

上海地区 国家広播電影電視総局

上海文広新聞伝媒集団（ )

教育局

上海地区
→上海市文化広播影視管理局（上海文広局）

→上海文化広播影視集団（SMEG)
→上海文広新聞伝媒集団（SMG)

上海文広新聞伝媒集団（SMG)

上海電視台
上海教育電視台

管理・監督

上海東方電視台 上海東方上海電視台

娯
楽

芸
術

外
国

戯
劇

哈
哈

新
聞

生
活

第
一

ス
ポ

ド
キ

ド
ラ

映
画

衛
星

上
海

炫
動

上海東方電視台 上海東方
衛視電視台

楽
Ｃ
Ｈ

術
人
文
Ｃ
Ｈ

国
語
Ｃ
Ｈ

劇
Ｃ
Ｈ

哈
少
児
Ｃ
Ｈ

聞
総
合
Ｃ
Ｈ

活
時
尚
Ｃ
Ｈ

財
経
Ｃ
Ｈ

ポ
ー
ツ
Ｃ
Ｈ

キ
ュ
メ
ン
タ
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ー
Ｃ

ラ
マ
Ｃ
Ｈ

画
Ｃ
Ｈ

星
Ｃ
Ｈ

教
育
Ｃ
Ｈ

動
ア
ニ
メ
衛
星
Ｃ
Ｈ

※CH＝チャンネル
・・・現在アニメを放送しているチャンネル

Ｃ
Ｈ

Ｈ

上海炫動アニメ衛星チャンネルは2004年12月26日に放送開始。
このチャンネルは上海6つの主流なメディア機構（上海精文投資有限公司、上海文広新聞伝媒集団、上海文匯新
民聯合報業集団、上海電影集団、上海世紀出版集団、東方網）が共同出資し設立。（投資資本1.5億元）
上海、江蘇、浙江、広東、山東、湖南、湖北、遼寧、吉林などをカバーし、杭州、広州、武漢、長沙、沈陽などの省上海、江蘇、浙江、広東、山東、湖南、湖北、遼寧、吉林などをカバ し、杭州、広州、武漢、長沙、沈陽などの省
都を含む20箇所以上の大中の都市が含まれている。視聴人口は1億人。
1日18時間各種のアニメ、情報番組、教育番組を放送している。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-6. 湖南省（長沙）のチャンネル

湖南広播影視集団

湖南電視台 長沙電視台

長沙広播影視集団 教育局

管理・監督

湖南電視台 長沙電視台
湖南教育電視台

湖湖
南
教
育
Ｃ
Ｈ

湖
南
新
経
視

娯
楽
Ｃ
Ｈ

影
視
Ｃ
Ｈ

公
共
Ｃ
Ｈ

ス
ポ
ー
ツ
Ｃ

衛
視
Ｃ
Ｈ

ニ
ュ
ー
ス
Ｃ
Ｈ

政
法
Ｃ
Ｈ

女
性
Ｃ
Ｈ

経
貿
Ｃ
Ｈ

Ｈ視 Ｃ
Ｈ Ｈ

総
合
Ｃ
Ｈ

都
市
Ｃ
Ｈ

生
活
Ｃ
Ｈ

金
鹰
ア
ニ

時
尚
Ｃ
Ｈ

湖
南
衛
視

2004年4月29日国家広電総局が正式に批准した
中国で初めてのアニメ専門衛星チャンネル。

･･･

※ CH＝チャンネル

ＨＨＨ ニ
メ
衛
視

Ｈ視 中国で初めてのアニメ専門衛星チャンネル。
一日中アニメ番組を放送。

2002年に“湖南経視” “湖南生活チャンネル” “湖南都市チャンネル”は

・・・現在アニメを放送しているチャンネル
2002年に 湖南経視 、 湖南生活チャンネル 、 湖南都市チャンネル は
合併して“新経視（ETV）”を設立。
その傘下には総合、都市、生活の３つのチャンネルがある。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-7. 広東省のチャンネル

南方広播影視伝媒集団 広州市新聞出版和広播電視局
（版権局）

広東電視台

省レベルのテレビ局 市レベルのテレビ局

広州電視台

嘉
佳
ア
ニ

体
育
Ｃ
Ｈ

珠
江
Ｃ
Ｈ

衛
星
Ｃ
Ｈ

ニ
ュ
ー
ス

公
共
Ｃ
Ｈ

少
児
（子

英
語
Ｃ
Ｈ

影
視
（ド

競
賽
（ス
ポ

Ｈ 経
済
Ｃ
Ｈ

ニ
ュ
ー
ス
Ｃ

総
合
Ｃ
Ｈ

ニ
メ
Ｃ
Ｈ

ＨＨＨ ス
Ｃ
Ｈ

Ｈ

・

供
）Ｃ
Ｈ

Ｈ
ラ
マ
）Ｃ
Ｈ

ポ
ー
ツ
）Ｃ

ＨＣ
Ｈ

Ｈ

広東電視台所属のアニメ専門チャンネル。
中国国内で4番目のアニメ専門チャンネルとして
広電総局に批准された。

・・
広州電視台・子供チャンネルHP
http://news.gztv.com/column119/index119.shtml
アニメ放送は『大头儿子小头爸爸』などの

・・・

※ CH＝チャンネル

・・・現在アニメを放送しているチャンネル

2007年3月17日に正式放送開始。

※広東省では、上記のチャンネル以外に一般家庭で

ア 放送 『大头儿子 头爸爸』な

国産アニメ中心。

・・・現在アニメを放送しているチャンネル 香港などの境外テレビの視聴が可能である。
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1-8 中央電視台／教育電視台のチャンネル

中国教育局

管理・監督

国家広播電影電視総局

中国広播電影電視集団

中央電視台（CCTV)

中国教育電視台

中国広播電影電視集団

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

Ｃ
Ｃ
Ｔ

※CH＝チャンネル
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Ｃ
Ｈ
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学
Ｃ
Ｈ

青
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・軍
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ラ
マ

際
（英
語
）

育
・科
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曲律
・社
会

・・・現在アニメを放送しているチャンネル
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1-9. 中央電視台の組織図

中央電視台中央電視台

行政管理 番組編成 技術

事務室Ｚ 財経事務室

秘書処
保衛処
外事処

総合業務処
計画統計処

財務処

行政管

ニュース番組
センター

総編室

宣伝企画処
番組放送管理処
番組資料管理処
番組版権管理処

ニュース番組中心総合部
時事政治ニュース部

海外番組
センター

海外番組センター総合部
英語チャンネル編集部

番組編成 技術

技術管理
事務室

技術制作
センター

技術業務処
クオリティ管理処

技術制作センター総合部
録制一部

法規処
行政処
房管処

事業発展調研処

財産物資処
基建外

番組版権管理処
視聴者連絡処

研究処
ネット宣伝部

音楽・映像資料館

時事政治 ュ ス部
ニュース取材部

早朝番組部
社会ニュース部
地方ニュース部
ニュース編集部
ニュース評論部

英語チャンネル編集部
スペイン語チャンネル編集部

海外ニュース部
海外専門部
海外編集部
海外連絡部

対台湾編集部

工程管理処
信息通信処

動力処

録制二部
録制三部
制作部
音頻部

放送

機関党委員会 人事事務室

党委事務室
工会

精神文明協調処

幹部管理処
労働工資処
養成職称処

退職人員管理処

ニュースチャンネル編集部
軍事部

ニュース制作部

文芸番組
センター

スポーツ番組
センター

広告経済情報
センター

センター

放送伝送センター総合部
放送部
中継部
伝送部

総合コントロール部

査計処 監察室

センター

文芸センター総合部
文芸部
国際部
映像部

戯曲音楽部

センター

スポーツ番組センター総合部
スポーツニュース部

スポーツ競技部

広告経済センター総合部
広告部

特別番組工作室
財経番組工作室
専欄番組工作室

センター 総合コントロ ル部

中国ニュース記録映画制作所

北京科学教育映画制作t所

中国テレビドラマ制作センター

青少年番組センター総合部
青年部

青少年番組
センター

社会教育番組
センター

社会教育番組センター総合部
教育専門部

サービス番組工作室
コンサル番組工作室

図文電視部

北京科学教育映画制作t所

中国国際テレビ総センター

中央デジタルテレビ番組有限公司

青年部
子供部

アニメ部

教育専門部
科学テクノロジー専門部

文化専門部
社会専門部 中国電視報社

中央衛星テレビ伝播センター
（中広影視衛星有限公司）

中国愛楽楽団
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アニメチャンネル 広告料金比較

1-10. アニメチャンネル 広告料金比較

《単位は全て人民元》
アニメチャンネル 広告料金比較

（2009年時点、各チャンネル公式サイトによる発表に基づく）

上海炫動アニメ衛星チャンネルBTV-10（KAKUチャンネル）

放送時間 番組名 15秒 30秒

6:00-16:00 昼間の番組 3600 6000

8:00-11:00 無敵炫動大劇場—前、中 6000 10000 

16:00 超炫劇場第1話～第2話 前 中 6000 10000

放送時間 15秒 30秒

6：00-8：00 3600 6000

8：00-11：00 6000 10000

11：00-14：00 9600 16000 16:00 超炫劇場第1話 第2話 前、中 6000 10000 

17:00 超炫劇場第3話～第5話 前、中 6600 11000 

18:30 超炫劇場第6話 前、中 8400 14000 

19:30 追炫劇場第1話 前、中、アニメ番組 9000 15000 

14：00-17：00 6000 10000

17：00-21：00 12000 20000

21：00-23：00 9600 16000

http://www.kaku.tv/ad.php リンク切れ
20:00 追炫白金劇場第2話～第5話、中 10800 18000 

22:00 動漫情報前、中 6000 10000

22:30-23:00 アニメ番組 6000 10000

http://www toonmax com/
湖南金鹰アニメ衛視チャンネル

23：00-01：30 4800 8000

http://www.toonmax.com/

放送時間 番組名 15秒 30秒

06：00-16：55 -- 2000 3600

12：00-14：30 -- 3600 5500 放送枠 初回放送時間 15秒 30秒

広東電視台・嘉佳アニメチャンネル

18：25-19：20 金鹰卡通城 7000 10500

19：20-19：50 動力卡漫線 6600 9900

19：50-21：40 卡通連連看 5600 8500

A特 17：00～23：30 5800 9900

A段 17：00～23：30 4500 8000

B段 11：30～15：00 1850 3000

C段 23：30～終了まで 1680 2800
21：40-22：40 成人卡通劇場 5000 7500

22：40-24：00 卡通泡泡堂 3000 4500

http://www.hunantv.com/cartoon/adv/20041118001.htm

C段 3 3 終了まで 68 8

D段 15：00～17：00 1280 2100

E段 7：00～11：30 1100 1900

http://www1.gdtv.cn/adv/news.php?sid=62
※公式サイトで2004年より広告料金の更新がない Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



子供チャンネル 広告料金比較

1-11. 子供チャンネル 広告料金比較

《単位は全て人民元》子供チャンネル 広告料金比較
（2009年時点、各チャンネル公式サイトによる発表に基づく）

上海哈哈少児チャンネル 広告価格表
ＣＣＴＶ少児チャンネル

《単位は全て人民元》

ＣＣＴＶ少児チャンネル

全ての広告は「上海優揚動漫文化伝媒有限公司」が代理
放送時間 番組名称 15秒 30秒

8:00-14:00 昼間の番組 3000 5000

8 00 10 00 哈哈動画劇場 国産 海外 4500 75008:00-10:00 哈哈動画劇場C(国産+海外)、中（土・日） 4500 7500

12:00-13:00 SK状元榜中(土)/哈哈倶楽部・他(日) 4500 7500

13:30-15:00 哈哈動画劇場B中（月～金）、土日16時まで 7800 13000

15:30 16:00 粉宝楽園中 7800 13000

ＣＣＴＶ－7 広告価格表

子供向け（アニメ等）を放送している時間帯をピックアップ
15:30-16:00 粉宝楽園中 7800 13000

16:00-17:00 超級劇場（海外）中 7800 13000

17:00-17:30 小神龍倶楽部中（月～金） 7800 13000

17:30-18:00 画神閑中(月～金) 7800 13000

放送時間 15秒 30秒

9：05～9：08 5800 10400

9：23～9：25 5800 10400
17:30 18:00 画神閑中(月 金) 7800 13000

17:00-18:00 荧星夢工場中（土）、哈哈総動員中(日) 7800 13000

18:00-19:00 哈哈動画劇場A（国産）中 7800 13000

19:00-20:00 情景劇場中(一-五) 9000 15000

9：53～9：55 6000 10800

10：35～10：38 6100 11000

15：28～15：32 4900 8800
情景劇場中( 五)

20:00-20:30 眼鏡大学堂中(月～金)、为何逗中(土日) 9000 15000

20:30-21:00 晚安哈哈中(月～金) /歓楽蹦蹦跳中(土日) 9000 15000

21:30-22:00 哈哈劇場(海外)中 9000 15000

17：27～17：30 5800 10400

20：00～20：03 13200 23800
http://ad.cctv.com/2006_ad/05/08/index.shtmlを元に作成

http://adv.smg.cn/SmgAdCenter/NewsDetails.aspx?pid=40267&lid=584を元に作成

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



中国では近年国家的にアニメ産業の保護育成に取り組み

1-12. 国産アニメの隆盛

中国では近年国家的にア メ産業の保護育成に取り組み

国産アニメの中からもヒット作品が生まれている

アニメ映画『風雲決』ア メ映画『風雲決』
上海文広新聞伝播集団（SMG）と深圳方块動漫画文化発展有限公司が共同制作。

授権：天下出版（香港）有限公司
映画作品（約100分）。 投資金額6000万人民元あまり。
2008年7月19日に公開。興行成績 3300万人民元（中国国内）

関連サイト：
百度 http://baike.baidu.com/view/260424.htm
時光網 http://www.mtime.com/movie/79522
新浪娯楽 http://ent.sina.com.cn/f/m/fengyunjue/浪 p gy j

テレビアニメシリーズから映画もヒット 『喜羊羊与灰太狼』
出品：広東原創動力文化伝播有限公司出品 広東原創動力文化伝播有限公司
2005年6月から中国全国50近くのテレビ局で放送され、同じ時間帯に放送された海外アニメをはるかに超える
高視聴率を記録。
テレビアニメシリーズはすでに500話を超え、キャラクターグッズ、書籍、舞台劇、携帯電話ゲームなど、様々な
マーチャンダイジングも展開。
映画版「喜羊羊与灰太狼之牛気冲天」は2009年1月16日は公開第1週目で興行成績が3000万人民元を突破映画版「喜羊羊与灰太狼之牛気冲天」は2009年1月16日は公開第1週目で興行成績が3000万人民元を突破。
国産アニメ映画の歴史を塗り替え、大きな話題となった。映画制作への投資金額はわずか600万人民元足らずで、
8000万人民元もの興行成績を記録した。

関連サイト：
百度 // / /百度 http://baike.baidu.com/view/752644.htm
CCTV http://space.tv.cctv.com/podcast/xiyyyuhuitl
広東原創動力文化伝播有限公司 http://www.22dm.com/

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



2. アニメコンテンツの販売ルート

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



2-1.  海外アニメの配給・放送の申請に関して

審査② 審査③
国家広電総局

審査①

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

省級
広播電視行政部門

海外の
版権元

国家広電総局

再度審査を行う

審査に
合格すれば

動画片発行
許可証

国家広電総局
電視劇審査委員会より

広電局指定
もしくは批准をうけた 広播電視行政部門版権元 再度審査を行う

が発行される
上海文広局など

輸入機構

輸入機構自身で

広電総局指定もしくは
批准した機構（SMGなど）

代理商
審査を行い、意見書に署名

輸入機構自身で、
内容審査などを行う場合によっては代理商

（エージェント）経由

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。

例えば･･･・国際影業有限公司

＝

広電総局の規定により、海外（香港・台湾含む）の

テレビ局

例えば 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 大手）
小学館、集英社、双葉社、フジテレビ、
テレビ朝日 アサツ DK 東映など

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
アニメを制作している「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
する海外アニメと制作する国産アニメの比率は1：1を超え
てはならない （アニメを制作していない機構は テレビ局

中国国内での放送
及び放映権の販売

テレビ朝日、アサツーDK、東映など
日本の主要アニメ制作会社や出版社など
と提携。

てはならない。（アニメを制作していない機構は
輸入を行うことはできない）
例えば、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。
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。 契約の種類は3つ。

①自身のテレビ局での放送権
②一定の地区（省・市・自治区）

での放送・配給権
②中国全国での放送・配給権Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



音楽 映像 輸 律 部が管 批 を

2-2. アニメの映像ソフトの輸入・販売の申請に関して

音楽・映像ソフトの輸入は、一律で文化部が管理・批准を行う

音像製品発行許可証文化部海外の 文化部が指定した
申請

合格

音像製品発行許可証
（輸入類）

文化部
音像制品内容専家
審査委員会事務室

住所：北京市朝阳门北大街10号

電話 010 6 2120（ A ）

海外の
版権元

文化部が指定した
音像制品経営単位

出版から30日以内に
サンプル商品2部を
文化部に届ける

電話：010-65552120（FAX）

申請に必要なもの
-申請表
（輸入機関による初審意見を記入）
版権貿易契約書

代理商 不可の場合

音像製品審査通知

-版権貿易契約書
-版権証明書（原本）
-版権授権証明
-版権認証 （版権局が認定）
-サンプルテープ
（中国語字幕もしくは吹き替え）
-内容紹介

文化部が発布した《音像制品進口管理弁法》（音楽・映像ソフト輸入管理方法・1999年4月30日発布）と
《文化部関于実施〈音像制品進口管理弁法〉的通知》（1999年6月9日発布）の規定に基づき、文化部は
音像制品内容専家審査委員会（以下、審査委員会）を発足。
審査委員会の仕事は文化部文化市場司が管理し、実際の仕事は音像市場処が指導する。
審査委員会は審査専門家と審査委員会事務室で構成される。
審査専門家は任期は1年。《音像制品内容審査標準》に基づいて審査を行う。
現在審査委員会の専門家は50人。
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2-3. アニメの共同制作

海外とのアニメ共同制作の事例

中国と海外のアニメ制作会社が合作（共同制作）するケースが出てきている。中国と海外のア メ制作会社が合作（共同制作）するケ スが出てきている。
合作したアニメは基準をクリアすれば、中国の国産アニメと認定されて国内での配給許可が下りるため
海外アニメの輸入許可が難しい現在において、海外のアニメ企業が中国市場で展開するひとつの可能性
となっている。

◆央視動画（中央テレビ系列）と北アメリカのPorchLightが初めて共同でアニメを制作
（中国語タイトル『小龍、快快快』、英語タイトル“Snap! Let‘s Go!”。全52話、各12分）

（2009年3月31日 中漫網： http://www.zhongman.com/cartoon/newdt/gnnews/200903/39240.html）（2009年3月31日 中漫網： http://www.zhongman.com/cartoon/newdt/gnnews/200903/39240.html）

◆中視輝煌動画公司（中央テレビ系列）とフューチャー・プラネット株式会社が合作アニメ『三国演義』を制作◆中視輝煌動画公司（中央テレビ系列）とフ チャ プラネット株式会社が合作ア メ『三国演義』を制作
製作期間に4年を費やし、製作費用は日本円にして約7億円。
各話25分の全52話構成であり、第7話までが中国の子供向けチャンネルで先行放送され、
2009年5月から中国中央電視台(CCTV)より本格放送開始。日本でも同年10月からの放送が予定されている。
北京輝煌動画公司とフューチャー・プラネットの他に、日本の大手玩具メーカーであるタカラトミーも製作費用を北京輝煌動画公司とフ チャ プラネットの他に、日本の大手玩具メ カ であるタカラトミ も製作費用を
出資しており、同社から本作品に関するフィギュアやカードゲームといったグッズ類が発売される予定である。
（Wikipedia：「三国演義」（アニメ）

Http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%BC%94%E7%BE%A9_(%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1）
（中視輝煌動画公司サイト：http://www.cctv-gac.com/）
（中央テレビサイト htt // t t / t/ ti l j ? ti l Id ARTI1215504258081152）（中央テレビサイト：http://space.tv.cctv.com/act/article.jsp?articleId=ARTI1215504258081152）
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現状では 中国における海外ア メの新規輸入 放送は非常に難しい状態だが

2-4. アニメキャラクターのマーチャンダイジング

現状では、中国における海外アニメの新規輸入・放送は非常に難しい状態だが、
消費者の間では日本のアニメキャラクターは根強い人気があり、キャラクターの

マーチャンダイジングは様々に展開されている。

～展開事例～

Sunrio：

三麗鴎（上海）国際貿易有限公司はサンリオの100％子会社として2003年に設立。
中国でも人気のキティグッズを中心にサンリオショップを中国全土で展開している。

～展開事例～

中国でも人気のキティグッズを中心にサンリオショップを中国全土で展開している。
その他、「Hello Kitty」の舞台劇などの全国公演なども行っている。

艾影（上海）商贸有限公司：

2006年設立。本社は香港にある国際影業有限公司。2006年設立。本社は香港にある国際影業有限公司。
ドラえもん、クレヨンしんちゃん、キャプテン翼、お茶犬などの中国大陸におけるマーチャンダイジングを展開。

上海昆騰商貿有限公司：

アメリカの泛太平洋集団（Pan Pacific）の中国国内物流における完全子会社。アメリカの泛太平洋集団（Pan Pacific）の中国国内物流における完全子会社。
「ちびまる子ちゃん」のアパレル、文具、玩具、食品などの中国大陸総代理。
その他国産アニメの「喜羊羊与灰太狼」などのキャラクター代理も行っている。
上海のデパートやアンテナショップを中心に、中国全国で販売している。
http://www.bebe-land.com

TOMY：

（参考ニュース：
「TOMYと台湾のGOLDSKYが成都雨龍科技有限公司と正式提携」

http://www.bebe land.com

「TOMYと台湾のGOLDSKYが成都雨龍科技有限公司と正式提携」
（2008年12月18日 四川在線—華西都市報：http://finance.sina.com.cn/roll/20081218/06452579696.shtml）

その他、ADKがSMGに授権した「テニスの王子様」、バンダイナムコゲームスの「ガンダム」など。
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3. アニメイベント

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



中国では、現在アニメイベントが非常に盛んで、大小さまざまなアニメイベントが各地で行われている。
物 プ が が 海 売 も

3-1. アニメイベント 概括/一覧

物販やコスプレイベントなどが人気だが、海賊版の販売などの問題も大きい。
またどのイベントもB to Cの意味合いが強く、杭州で行われている“中国国際動漫節”などはビジネスデーなどを
設けているが、ビジネス交流としては課題が大きい。
以下、比較的大きなアニメイベント。

イベント名称
開催地

開催期
説明

杭州
現在中国 大のアニメ・漫画イベント。2005年が第1回目。年１回。

主催 国家広播電影電視総局 浙江省人民政府
中国国際動漫節

杭州

5月初

主催：国家広播電影電視総局 浙江省人民政府

実行：杭州市人民政府、浙江省广播電視局、浙江広播電視集団

特別協力：中国アニメ学会

北京
http://games.tom.com/zt/7ace/ 2006年が第7回目。

北京動漫大会
北京

7月
主催：北京市新聞出版局、北京出版社出版集団

実行： 北京卡通 → 但し現在の開催は確認できず。

06北京国際動漫博覧会
北京

10月

第一回中国Cosplayテレビ大会とあわせて開催。

主催 北京工商業聯合会
京国際動漫博覧会

10月 主催：北京工商業聯合会

中国国際動漫遊戯博覧会
上海

7月

2005年が第1回

主催：文化部 上海人民政府

実行：上海文化広播影視管理局 国家動漫遊戯産業振興基地月
協力：ADK 韓国Cell Entertaimant

上海卡通（ｶｰﾄｩｰﾝ）総動員
上海

7月

2005年が第１回。第2回の2006年は『テニスの王子様』の声優イベントなど
が行われた。

主催：上海文広新聞伝媒集団、上海炫動卡通衛視、VNU国際伝媒集団主催：上海文広新聞伝媒集団、上海炫動卡通衛視、VNU国際伝媒集団

広州国際動漫展覧会
広州

10月

主催：広東省出版集団有限公司

実行広東省出版進口公司
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4. アニメ関連法規

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



4-1. 海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧 （１）

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

法規名 主な内容 発布日

《関于引進、播出
境外電視節目的

管理規定》

国外アニメを輸入する機関は、広播電影電視部が指定。
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に申請。

1994年
2月3日

管理規定》
（国外のテレビ番組を

輸入、放送する管理規定）

http://www.people.com.cn/electric/f
lfg/d6/940203.html

（上海の場合、上海文化広播影視管理局）に審査を申請し、意見書に署名を得た上で、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。

《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 放送番組 中 輸 放送時間は 供番組全体 放送時間 を超え

2000年
3月20日

関する管理の通知）
http://www.gov.cn/gongbao/conte

nt/2000/content_60451.htm

↑2009年1月20日に廃止

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 各テレビ局は アニメの放送総量を拡大する 2004年《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％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政策優遇を受ける

2004年
4月20日

http://comic.qq.com/a/200508
21/000006.htm

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定 輸 機構 、 輸
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。
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4-2. 海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（２）

法規名 主な内容 実施日

番組輸 関する規定 び申請 流れ

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

《境外電視節目引進、播出管理規定 》

（海外番組の輸入・放送に関する管理規定）
http://www.jincao.com/fa/law23.43.htm

番組輸入に関する規定及び申請の流れ。

各チャンネルで毎日放送する輸入ドラマは、その日そのチャン
ネルで放送するドラマの25％を超えてはならない。毎日放送
するドラマ以外の番組は全体の15％を超えてはならない。

広電総局の別途許可がない限り、ゴールデンタイム（19時～

2004年

10月23日
広電総局 別途許可 な 限り、 デ タイ （ 時
22時）で輸入ドラマを放送してはならない。

参考法規：《広播電視管理条例》

《広電総局関于禁止以
全ての海外アニメは、必ず広電総局の審査を経て、発行許可証を
得た後に配給・放送することができる。

栏目形式播出境外動画片的紧急通知》
（広電総局が情報番組の形式で海外アニメの放送を禁
止する緊急の通知）

http://www.jincao.com/fa/law23.s25.htm

各アニメチャンネルの放送において、国産アニメ：輸入アニメは6；4
より国産アニメが少なくなってはならない。

海外のアニメ会社が購入したもしくはただで提供される未審査のア
ニメを放送してはならない。

2005年
9月13日

情報番組やドキュメンタリーの形式で未審査のアニメを放送してい
る番組は、放送停止もしくは番組内容の変更をしなければならない。

≪広電総局関于進一歩加強動画片審
査和播出管理的通知≫

特撮などの実写版の作品をアニメとして審査の受理を行ったり、国
産アニメとしての許可証を発行することを禁じる。

査和播出管理的通知≫
（広電総局によるアニメの放送の審査及び放送管理

強化に関する通知）

http://www.radio-
tv.com.cn/zhengce/ShowArticle.asp?ArticleID=224

また、実写を含むアニメ作品が、アニメチャンネルなどで放送する場
合、広電総局に事前に脚本を提出し審査を受け、完成後にも再度
広電総局の批准をうける。

すでにアニメの許可証を得ている実写版の作品に関しては、審査を
経た後 改めてテレビドラマの許可証に変更し発行する

2006年

2月15日

経た後、改めてテレビドラマの許可証に変更し発行する。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



国家広電総局が国外アニメ輸入・放送に関して

4-3. 海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（３）

法規名 主な内容 発行機関 発布日

『テレビアニメ放送管理 通知では 2007年に発布された『国産アニメ三号発展に関する若 広電総局 2008年

国家広電総局 国外 輸入 放送 関
2008年に新規で発布した規定一覧

『テレビアニメ放送管理

強化に関する通知』

（『広電総局関于加強電視動画片
播出管理的通知』）

通知では、2007年に発布された『国産アニメ三号発展に関する若
干意見』の内容を徹底的に実施し、国産アニメ産業の規模拡大を
はかることを強調。2007年に完成した国産アニメは186作品・
101900分で、2006年度比23％増。

更に国産アニメ制作に良好な市場環境を整えるため 以下の内容

広電総局 2008年
2月14日

更に国産アニメ制作に良好な市場環境を整えるため、以下の内容
が通知された。

--アニメチャンネル、子供チャンネル、青少年チャンネル、児童チャ
ンネルなどでは国産アニメ放送規模を引き続き拡大すること。衛星
チャンネルでは国産アニメの枠を作り、国産アニメ発展において良
好な環境を作り出す好な環境を作り出す。

--2008年5月1日より、全国の各テレビチャンネルでは海
外のアニメ作品及び海外アニメを紹介する情報番組放禁
止時間が拡大される。これまでは17時から20時までで
あったが、17時から21時までとなる。中国との共同制作アニあ たが、 時から 時までとなる。中国との共同制作ア
メに関してはこの時間帯に放送が可能だが、広電総局の批准を得
なくてはならない。

--国産アニメは省級以上の広播電視行政部門の批准を必ず得て
“国産アニメ発行許可証”を取得した上で放送されなければならな
い。共同制作のアニメに関しては必ず広電総局の輸入アニメとしてい。共同制作のア メに関しては必ず広電総局の輸入ア メとして
の審査を受け、アニメ発行許可証を取得した上で放送しなくてはな
らない。各テレビ局はアニメ発行許可証を取得していない今日ない
のアニメは放送してはならない。

--アニメチャンネル、子供チャンネル、青少チャンネル、児童チャン
ネル及びその他の未成年をメイン視聴者層とするチャンネルでは、ネル及びその他の未成年をメイン視聴者層とするチャンネルでは、
毎日放送するアニメに関して国産アニメと輸入アニメの割合
が7：3より低くいなってはならないという規定を厳格に遵
守しなくてはならない。（国産アニメが7割以上という原則）
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合作アニメに関する規定一覧

4-4. 海外のアニメ合作・映像ソフトに関する法規一覧

法規名 主な内容 発行機関 発布日

《中外合作制作電視劇管理規定 》

中国と国外のテレビドラマ（テレビアニメを含む）制作者が、中国国内外で合作で
制作・撮影を行うテレビドラマ（テレビアニメを含む）に関する管理規定。

中国側の機関は『電視劇制作許可証（甲種）』を持っていなければならない

広電総局 2004年

10月21日

合作 関す 規定 覧

《中外合作制作電視劇管理規定 》
(外国との合作ドラマ制作に関する規定）

http://www.2008red.com/member_pic_117/files/
dianying/html/article_4385_1.shtml

中国側の機関は『電視劇制作許可証（甲種）』を持っていなければならない。

ドラマの主要スタッフ（脚本、プロデューサー、監督、メインキャスト）は、中国側が3
分の1より少なくなってはならない。

ドラマの国内版権は、中国側と海外側が共同で所有する。

●関連許可証：

《電視劇（電視動画片）発行許可証》（テレビドラマ（テレビアニメ）発行許可証）《電視劇（電視動画片）発行許可証》（テレビドラマ（テレビアニメ）発行許可証）

《広播電視節目制作経営許可証》（ラジオ・テレビ番組制作経営許可証）

《電視劇制作許可証（甲類）》（テレビドラマ制作許可証（甲類））

映像ソフト／ネット放送に関する規定一覧

法規名 主な内容 発行機関 発布日

《音像制品管理条例》
（音楽・映像ソフト管理条例）

http://news.sina.com.cn/c/2001-12-

音楽・映像ソフトの出版、輸入、販売、レンタルに関する
規定。

国務院 2002年2月1日

p
31/433145.html

《音像制品進口管理弁法》
（音楽・映像ソフト輸入管理方法）

http://www.chinaiprlaw.com/flfg/flfg170.htm

音楽・映像ソフトの輸入に関して、輸入できる機関及び審査に関
する規定。

文化部 2002年4月17日

《音像制品内容審査弁法》
（音楽・映像ソフト内容の審査方法）

http://www.people.com.cn/electric/flfg/d2/9
60202.html

音楽・映像ソフトの内容に関して禁止事項を定義。

また、審査の流れも提示。
広電部

文化部

1996年2月1日

《信息網絡伝播権保護条例》
（情報ネットワーク伝播権保護条例）

http://news.rednet.cn/c/2008/02/14/1438674.htm

ネット上で作品・パフォーマンス・音声・映像作品をアップする場
合、権利者の承諾を得、報酬を支払わなければならない。権利
人の許可なく、ネット上のコンテンツを削除・変更してはならない。

国務院 2006年5月18日
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5. テレビ放送が批准された輸入アニメ

（2005年 2009年上半期）（2005年～2009年上半期）
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5-1. テレビ放送が批准された輸入アニメ （2005年～2006年第2季）

2005年第四季 輸入許可されたテレビアニメ

順位 タイトル 輸入機関 制作地
話数

（1話25分）
許可証番号 許可発行日

1
バッグスとトゥイーティー

（傻大猫和崔弟）
北京テレビ アメリカ 52 広外動画審字（2005）第002号 2005-11-9

順位 タイトル 輸入機関 制作地 話数 許可証番号 許可発行日

テニスの王子様 上海文広新聞伝媒集団

2006年第一季 輸入許可されたテレビアニメ

1
テニスの王子様

（網球王子）

上海文広新聞伝媒集団

（SMG)
日本 52 広外動画審字（2006）第001号 2006-3-29

2005年 2009年上半期までに新規にテレビ放送が許可された輸入アニメは 北京テレビが輸入したアメリカ2005年～2009年上半期までに新規にテレビ放送が許可された輸入アニメは、北京テレビが輸入したアメリカ
アニメ（2005年）と、SMGが輸入した『テニスの王子様』（2006年）の2本のみ。
（各チャンネルでは、以前に許可された海外アニメを再放送で放映している）
上記にはCCTVが広電総局の審査を経ず、独自審査を以って放送した海外アニメは含まれていない。CCTV
では2008年にも『 休さん』や『ポケットモンスタ 』 『スポンジ ボブ』などを放送しているでは2008年にも『一休さん』や『ポケットモンスター』、『スポンジ・ボブ』などを放送している。

参考ニュース：
『スポンジ・ボブ』の国内人気上昇 15都市で視聴率トップ
（※NicktoonsNetwork作品。中央テレビ・子供チャンネルで放送）
（2009年2月19日 中漫網：http://www.zhongman.com/cartoon/newdt/gnnews/200902/38238.html）
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1. 海外漫画（単行本）の出版に関して
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1-1. 中国漫画市場への参入方法

中国漫画市場における日本の漫画コンテンツ展開の可能性

日本で出版され販売されている漫画のコミックス（単行本）や雑誌を直接日本から輸入し、そのまま販売する方法。
（『出版管理条例』にて規定）

① 日本の漫画をそのまま輸出

中国漫画市場における日本の漫画コンテンツ展開の可能性

（『出版管理条例』にて規定）
外国書物を輸入することができるのは許可を得た国有企業のみ。日本で販売されているものをそのまま輸入するため、
書籍の内容は日本語のままで、価格は関税などがかかり日本の販売価格よりも一般的に高くなる。

② 中国の出版社と契約し、中国版を出版

日本で出版した漫画の版権を中国の出版社と契約し、出版する形式。
日本の版権元と（場合によっては代理会社を通して）中国の出版社で契約を交わし、新聞出版総署の審査で批准されれば、出
版することができる。

《漫画単行本（ ミ クス）の場合》

② 中国の出版社と契約し、中国版を出版

《漫画単行本（コミックス）の場合》
―新聞出版総署の審査を経て『書号（書籍コード）』を取得することができれば出版できる。

しかし近年は海外の漫画作品に対する出版許可に対する審査・批准が厳しくなっている。
（年間に批准される作品数は限られている。批准された作品タイトルの公開はない）

―海外漫画単行本の版権契約では、ミニマムロイヤリティの設定と販売部数に応じたランニング・ロイヤリティの設定が海外漫画単行本の版権契約では、ミ ム イヤリティの設定と販売部数に応じたラン ング イヤリティの設定が
一般的であるが、（ミニマムロイヤリティの設定がない場合などもあり）基本的にはそれぞれの中国側の出版社との
交渉・契約による。

《漫画雑誌の場合》
雑誌を中国で出版するためには『刊号（雑誌コード）』が必要。雑誌を中国で出版するためには『刊号（雑誌 ド）』が必要。
海外の雑誌コンテンツとの合作に関しては、すでに『刊号』を取得している中国国内の雑誌と提携し、コンテンツ提供という形
をとる。（海外雑誌コンテンツの雑誌は、単独で新規刊号取得・出版は認められていない）
また現在『刊号』の新規取得は難しいのが現状で、既得の刊号を使用して複数の雑誌を出版するという方法を用いていた
雑誌もあるが、この方法に対してはここ数年厳しく取り締まるようになってきている。

《ネットでの配信（オンライン配信）》
正規で日本の漫画を中国語化し有料オンライン配信するサイトもスタートしている。しかし、ネット上には海賊版の日本の
漫画が多く存在するという問題点もある。現時点までに漫画のオンライン配信に関して具体的な規定は出ていない。
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1-2. 漫画のコミックス（単行本）出版の流れ

● 出版までに必要な作業の流れ
（業界関係者 リ グにもとづ 作成）

海外で出版するにあたって、出版権や著
（業界関係者のヒアリングにもとづいて作成）

漫画作品の選定

海外で出版するにあたって、出版権や著
作権が明確に帰属している必要がある。

海外の版権元 漫画家

契約内容の取り決め

契約

中国側：国家新聞出版総署の批
准を受けた出版物輸入経営団体

審査 申請するため中 語 翻訳 簡体字 た漫 本が

編集作業
（翻訳・修正）

中国政府が不適切だと判断するものを
日中協議の上 修正する

地方への許可申請。
例）上海なら 上海新聞出版局

審査に申請するため中国語に翻訳（簡体字）した漫画本が
必要となってくる。そのときの翻訳や編集費用は契約内容に
もよるが、一般的には中国側（出版社側）が負担する。

日中協議の上、修正する。

内容を修正 審査時に問題があれば、該当する機関より内容の修正が
要求される。問題点を修正し、再度提出する。

例）上海なら、上海新聞出版局

国家新聞出版総署

一般的に、許可が下りた時点で出版部数に応じた

審査①

審査②

国家新聞出版総署

※「中国少年児童出版社」のような、国
が直接管理している出版社であれば直
接 許可申請（報批）をする資格がある

（ロイヤリティーの支払い） ロイヤリティーの支払いが行なわれることが多い。

許可証発行
『書号』（書籍コード）が発行される。

接、許可申請（報批）をする資格がある。
審査①を省略できる。

※ 国家新聞出版総署によって
毎回出版内容のチェックが入る

出版・販売 『書報亭』（本・雑誌の販売スタンド）、コンビニ、
書店、露店などで販売される。

毎回出版内容のチェックが入る。
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中国市場で発売されている漫画小学館

1-3. 各出版社の中国市場における展開状況

コミックス、漫画雑誌による展開

中国でも人気が高い『名探偵コナン』や『犬夜叉』といったコンテンツをメインに、コミッ
クスや漫画雑誌を出版して展開している。
漫画雑誌『龍漫』や『少年星期天』を出版。週刊ではなく月刊で発行している。
上海に上海ビズの事務所を構えており、ファッション雑誌の中国版展開も行っている。

名探偵コナン
らんま1/2
ポケモンシリーズ
ドラえもんシリーズ
コロコロコミックの連載漫画

講談社

北京に講談社(北京)文化有限公司を設立
従来の中国の出版社との版権契約による中国版コミックスの出版のほかに、
週 『 ガジ 』 部 ク が「 プ 有料 信

金田一少年の事件簿
探偵学園Q
ゲットバッカーズ
イニシャルD
カードキャプターさくら

コミックスによる展開 一時はオンライン配信も

週刊『マガジン』や一部のコミックスが「Digibook」のプラットフォームで有料配信
されていた。しかし現在「Digibook」での講談社コンテンツのオンライン配信
サービスは停止されている。

カードキャプターさくら

ガンダムのコミックスシリーズ

集英社 コミックスによる展開集英社 ミックスによる展開

ドラゴンボール
テニスの王子様
スラムダンク
ヒカルの碁 など

世界的に人気のあるドラゴンボールやスラムダンクといったように、数ある人気作
品の中から、作品をより選りすぐって中国市場へ投入している。
中国市場へのアプローチは仲介（コーディネート会社）を通すなど、直接中国大陸
での事務所展開などは行っていない

角川書店 漫友と契約

での事務所展開などは行っていない。

中国漫友文化伝播機構と契約。
◆中国文化機構と日本企業が合作し、オリジナルアニメ・漫画を世界へ◆中国文化機構と日本企業が合作し、オリジナルア メ 漫画を世界

（2008年9月30日 中国新聞網： http://www.chinanews.com.cn/cul/news/2008/09-30/1399271.shtml）

二十一世紀出版と大韓教科書出版社が戦略同盟

参考ニュース（韓国の出版社の中国市場における展開例）：

二十 世紀出版と大韓教科書出版社が戦略同盟
大韓教科書出版（児童図書及び教科書出版に強く、創立60周年の歴史を持つ）の人気シリーズ「第一本科学漫画本系列」を
21世紀出版社が輸入・出版。知識漫画旋風を巻き起こす。これまでに15種類、累計100万冊以上を出版し、輸入国内漫画の第一ブランドとなっている。
（2007年11月22日 新聞出版総署： http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/indexd.jsp?channelId=1118&siteId=21&infoId=451668）
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本 漫画 ク は海賊版 数多く出回 おり 見するだけ は 規版と 判別が難し が 近は 規 出版され

1-4. 正規で発売している日本の漫画コミックスのリスト（出版社別）①

日本の漫画コミックスは海賊版で数多く出回っており、一見するだけでは正規版との判別が難しいが、 近は正規で出版され
ているコミックスの巻末に版権所有が記載され、作品によっては１ページを割いて版権証明を掲載しているものもある。
以下のリストは中国で正規に出版されている日本漫画の一部。（出版社別）

長春出版社

作品名（日/中） 日本の版権もと 価格（元）

スラムダンク 1～31 灌籃高手 集英社 7.5

長春出版社 http://www.cccbs.net

名探偵コナン 1～63
（2009年2月時点）

名偵探柯南 小学館 6.9

ドラえもん学習シリーズ
（英語、数学など）

哆啦A夢 趣味学習 小学館 -
（英語、数学など）

吉林美術出版社 「龍漫」等、日本の漫画を連載する雑誌も出版。そのほかディズニー関連の漫画出版もあり。

作品名（日/中） 日本の版権もと 価格（元）

ドラえもん 哆啦A梦 小学館 6.5

吉林美術出版社

ドラえもんは、映画
版、カラー版、百科
などシリーズ多数

らんま1/2 乱馬1/2 小学館 6.5

コロッケ！ 可楽小子 小学館 6

ポケットモンスタースペシャル 神奇宝貝 特別篇 小学館 7

クレヨンしんちゃん 蜡笔小新 双葉社 6 5クレヨンしんちゃん 蜡笔小新 双葉社 6.5
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1-5. 正規で発売している日本の漫画コミックスのリスト（出版社別）②

作品名（日/中） 日本の版権もと 価格（元）

カ ドキャプタ さくら 百変小櫻魔法卡 講談社 7 8

接力出版社 http://www.jielibeijing.com/

カードキャプターさくら 百変小櫻魔法卡 講談社 7.8

イニシャルD 頭文字D 講談社 7.9

探偵学園Q 偵探学園Q 講談社 8.8

ガンダムシリーズ 高達ガンダムシリーズ
（W、∀、G、SEED）

高達
（W、∀、G、SEED）

講談社 7.8

そのほか、
◆絵本シリーズ：『あかちゃんのあそびえほん』シリーズ（木村祐一著、偕成社）
◆童話『花豆の煮えるまで―小夜の物語』（安部直子著、偕成社） ほか安部直子作品数冊
◆小説 『創竜伝』シリーズ（田中芳樹著、講談社）

などの日本の書籍も翻訳出版されている。

作品名（日/中） 中国の出版社 日本の版権もと 価格（元）

http://www.tjrm.cn/天津人民美術出版社

作品名（日/中） 中国の出版社 日本の版権もと 価格（元）

タッチ – Touch 棒球英豪 天津人民美術出版社 小学館 6.6

ヒカルの碁 棋魂·光之棋 天津人民美術出版社 集英社 6.6

犬夜叉 1～26 犬夜叉 天津人民美術出版社 小学館 6 6犬夜叉 1 26 犬夜叉 天津人民美術出版社 小学館 6.6
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1-6. 正規で発売している日本の漫画コミックスのリスト（出版社別）③

中国少年児童出版

作品名（日/中） 日本の版権もと 価格（元）

ドラゴンボ ル 龍珠 集英社 6 9

公式サイトはなし

ドラゴンボール 龍珠 集英社 6.9

フルーツバスケット 水果籃子 白泉社 7.2

中国少年児童新聞出版 http://www.ccppg.com.cn国産漫画も数多く出版

作品名（日/中） 日本の版権もと 価格（元）

聖闘士星矢 1～28 聖闘士星矢 集英社 7.6

三つ目が通る 1～16 三眼神童 講談社 6.8

◆『鋼の錬金術師』の単行本が正式に中国大陸で出版
（※SQUARE-ENIXが授権し、中国少年児童新聞出版総社が正式に中国大陸で出版）

（2008年11月21日 天堂動漫遊： http://news cndmy com/newshtml/5/12207）（2008年11月21日 天堂動漫遊： http://news.cndmy.com/newshtml/5/12207）
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1-7. 正規で発売している日本の漫画コミックスのリスト（出版社別）④ その他

その他、前述以外の出版社より出版されている日本の漫画（一部）

作品名（日/中） 中国の出版社 日本の版権もと 価格（元）

カードキャプターさくら
（テレビシリーズ）

百変小櫻魔術卡
上海世紀出版股份有限公司
少年儿童出版社

講談社 11.8

その他、前述以外の出版社より出版されている日本の漫画（ 部）

少 版社

金田一少年の事件簿 金田—少年事件簿 南方出版社 講談社 6.9

ゲットバッカーズ 閃靈二人組 江蘇美術出版 講談社 6.9

水に棲む花 水生花 江蘇少年儿童出版社 小学館 6.8

テニスの王子様 網球王子 連環画出版社 集英社 6.9

ひとりたび一年生 第一次個人旅行 陜西師範大学出版社 メディアファクトリー 25.0

お父さんは神経症 我老公是神経病 現代出版社 文芸春秋 20.0

独りでできるもん1.2. 一個人也可以 現代出版社 メディアファクトリー 22.0

※『内モンゴル』や『チベット』といった地方の出版社から発売されている漫画本については、
版権元との関係が不明瞭なため省略版権元との関係が不明瞭なため省略。

参考ニュース：

◆『NARUTO-ナルト』：日本と同時出版
（※集英社--中国連環画出版社による）
（2009年4月14日 中国網：http://www.china.com.cn/book/txt/2009-04/14/content_17602150.htm）

◆漫画『ワンピース』がこの夏中国に上陸（中国側の出版社は不明）
（2008年7月16日 天極網動漫頻道： http://www.zhongman.com/Article_IM/Class24/Class26/200807/20080716083835.html）
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1-8. コミックスの巻末ページの読み方

版権証明版権証明

本作品由吉林美术出版社和日本株式会社小学馆签订翻译出版合约出版发行。中国語：

正規版の日本の漫画には、版権の証明を表す記述が
明確に記載されている。

原作品名
原 著

日本で発売されているタイトル名
原作者名（漫画家名）

この作品は吉林出版社と日本の株式会社小学館とが翻訳出版の契約を
取り交わし、出版と販売を行うものである。

日本語：

策 劃
責任編集
封面設計
出 版
発 行

原作者名（漫画家名）
企画者
編集の責任者
表紙カバーデザイン
出版社名
発行元の名称

印 刷
版 次
開 本
印 張

印刷所
出版の版数
書籍の大きさ、判型

印 張
印 数

書 号
定 価

書籍1冊に用いる紙の量を計算する単位。
部数

書籍コード
定価

・・・ ・・・枠内の内容は漫画によって多少異なる。
一般的には原著、原著者（著者）、訳者（翻訳者名）、技術編集などが
記載されている。

・・・ ・・・正規版に関してはこの枠内の情報が全て明確に記載されている。
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2. 漫画雑誌の出版に関して
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2-1. 漫画雑誌発行までの流れ

雑誌を中国で出版するためには『刊号（雑誌コード）』が必要。
海外の雑誌コンテンツとの合作に関しては すでに『刊号』を取得している中国国内の雑誌と提携し

新聞出版総署直属 出版社

漫画雑誌出版までの流れ

（※ひとつの刊号で複数の雑誌を出版することへの規制に関しては2-3参照）

海外の雑誌コンテンツとの合作に関しては、すでに『刊号』を取得している中国国内の雑誌と提携し、
コンテンツ提供という形をとる。
（海外雑誌コンテンツの雑誌は、単独で新規刊号取得・出版は認められていない）
また現在『刊号』の新規取得は難しいのが現状で、既得の刊号を使用して複数の雑誌を出版する
という方法を用いていた雑誌もあるが、この方法に対してはここ数年厳しく取り締まるようになってきている。

中国で雑誌を発行する場合は必ず『刊号（雑誌コード）』を取得する必要がある

新聞出版総署直属の出版社

民間企業（外国企業）と、新聞出版総
署直属の出版社による合弁会社雑誌の「刊号」に関して

「中国標準刊号」1989年7月1日より実施
中国標準刊号（ＣＳＳＮ）は「国際標準刊号」ＩＳＳＮ（International standard serialnumber）と

（※ひとつの刊号で複数の雑誌を出版することへの規制に関しては2 3参照）

申請・審査

新聞出版総署

中国標準刊号（ＣＳＳＮ）は「国際標準刊号」ＩＳＳＮ（International standard serialnumber）と
中国の国別ナンバー「ＣＮ」の２つを表記するもので、一般的には下記のように表記をする。

例：ＩＳＳＮ１０００－００９７
ＣＮ１１－１３４０／Ｇ２

雑誌を出版するためには・・・

『期刊出版管理規定』（新聞出版総署 2005年12月1日施行）

許可

『期刊出版許可証』
↓

『刊号』

『期刊出版管理規定』（新聞出版総署 2005年12月1日施行）

雑誌を出版する機関は、下記の条件に符合する機関で、かつ新聞出版総署の批准を経て
『期刊出版許可証』を取得しなくてはならい。

-資本金30万元以上。
-国家規定資格条件の編集専門員がいる。
-法定代表人は中国国内に長期居住している中国公民でなくてはならない。

出版

『刊号』
↓

海外版権との合作許可

さらに新規雑誌創刊のために刊号を取得するには・・・

-期刊出版申請表

-出版機関の資質証明材料
-出版機関の代表人もしくは主要責任者の職業資格証明書等
-編集出版人員の職業資格証明書

市場

編集出版人員の職業資格証明書
-資金源、データ相関証明書 等の提出が必要
（出典：新聞出版総署

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/bzcbs/layout3/index.jsp?channelId=604&infoId=449823&siteId=43）

海外雑誌コンテンツの雑誌は、単独で新規刊号取得・出版は認められていないため、
すでに刊号のある雑誌と提携し、コンテンツ提供という形をとる

（海外雑誌コンテンツとの版権合作に関しては次ページ2-2に表記）
Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



2-2. 海外の雑誌コンテンツとの合作に関して

海外雑誌コンテンツの雑誌は、単独で新規刊号取得・出版は認められていないため、

新聞出版総署直属の出版社

漫画雑誌出版までの流れ

《関于規範渉外版権合作期刊封面標識的通知》
（海外版権と合作している雑誌の表紙標識の規範に関する通知）

海 雑誌 雑誌 、単独 新規 号 得 版 認 、
すでに刊号のある雑誌と提携し、コンテンツ提供という形をとる

申請・審査

民間企業（外国企業）と、新聞出版総
署直属の出版社による合弁会社

新聞出版総署2000年4月10日

《関于厳格期刊刊号管理問題的通知》、《関于規範期刊刊名標識的通知》、《関于進一歩加強期刊刊期变更審

批管理的通知》（いずれも新聞出版総署1999年）などの規範により、雑誌の標識に関しては規定されているが、
海外との版権合作をしている雑誌の拍子標識には混乱が見られることからこの通知を発布する。

申請 審査

許可

新聞出版総署①すべての海外との版権合作の雑誌は、新聞出版管理部門の批准を経ている正式な
刊号のある雑誌において、雑誌の名前・趣旨を変更せず、国内の雑誌出版機関が
海外の出版機関と契約を交わし、海外の版権元がコンテンツを提供するという合作の
方法で出版することができる。海外版権との合作雑誌は、国内の出版機関と海外の

『期刊出版許可証』
↓

『刊号』
↓

海外版権との合作許可

出版機関が共同で出版する形ではない。
②雑誌社と海外の出版機関との版権合作は必ず新聞出版総署の批准を得なければならず、

「新聞出版総署の批准を受けていない状況で、海外出版機関の名前（中国語・日本語
ともに）を雑誌表紙に出してはならない」という（新出報刊[1999]1145号）の規定を遵守

しなければならない。

出版

しなければならない。
（海外版権との合作雑誌の申請に関しては、新聞出版総署へ新規刊号を申請する
手順と同様に再度申請を行う。その際に以前の刊号批准の書類と海外出版機関との
版権契約書を提出する）

③新聞出版総署の批准を得た海外出版機関との版権合作を行う雑誌は、「本雑誌は
××（国家）××雑誌もしく出版機関と合作」と表記することができる その中で 「××

市場

××（国家）××雑誌もしく出版機関と合作」と表記することができる。その中で 「××
雑誌もしくは出版機構」に関しては英語もしくはそのほかの外国語を使用してもかまわ
ないが、必ず中国語の雑誌名より小さく表記しなくてはならない。

（新聞出版総署：
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/indexb.jsp?channelId=399&siteId=21&infoId=447503）

新規で刊号を取得することが難しいことから、出版社が使っていない『刊号』（以前に出版社が取得して現在は出版されていない雑誌のコード）
を用いてひとつの刊号で複数の雑誌を出版する方法がしばしば用いられていたが、2007年以降全面的な検査が行われている。
（※詳しくは次ページ）
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2-3. ひとつの雑誌刊号で複数の雑誌を出版することへの規制

近年新しい『刊号』の取得は厳しいのが現状

「ひとつの刊号で複数の雑誌を出版」することへの規制

新聞出版総署・報紙期刊出版管理司
その主な職責の中に「雑誌の種類と刊号の総量をコントロールすること」とある。
（新聞出版総署：
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/xxml333.jsp?channelId=1383&siteId=21&infoId=457384）

新聞出版総署では、「ひとつの刊号で複数の雑誌を出版すること」を厳しく規制している。
2007年7月より、全面的な雑誌出版物への調査が行われた。

「ひとつの刊号で複数の雑誌を出版」することへの規制

ひとつの刊号で複数の雑誌を出版することに対する規制ひと の刊号で複数の雑誌を出版する とに対する規制
《関于进進一步加強期刊刊期变更審批管理的通知》

1999年10月12日新聞出版総署発布
1999年1月から各省の新聞出版行政管理部門などが変更を批准した雑誌の中で、隔月刊および月刊雑誌の隔週化などに関しては
一律無効とし、2000年1月からものと期刊出版に戻すこととする。ひとつの刊号で複数の雑誌を出版する問題は厳重な問題であり、
今後週刊の雑誌に関してはニュース機関のみが発行できることとする。
（新聞出版総署： http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/indexb.jsp?channelId=399&siteId=21&infoId=447511）

《関于厳格期刊刊号管理問題的通知》
新聞出版総署1999年9月8日発布
雑誌の国内統一刊号、国際標準刊号および版権ページの各出版登記項目は、新聞出版行政管理機関の基準に厳格に一致し、
発布された「期刊出版許可証」に登記された項目に従い雑誌を発行しなくてはならない。発布された「期刊出版許可証」に登記された項目に従い雑誌を発行しなくてはならない。
１つの刊号では一種類の雑誌しか出版することはできない。異なるバージョンの雑誌を出版する場合には必ず別途に「期刊出版許可
証」を取得しなければならない。
（新聞出版総署： http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/indexb.jsp?channelId=399&siteId=21&infoId=447386）

「１つの刊号で出版できるのは１種類の雑誌のみ」
2007年7月より全国9000種類あまりの雑誌出版物に対して全面検査を行う。

（新聞出版総署： http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=367&siteId=21&infoId=445732）

「新聞出版総署は初めての雑誌出版規範検査を行う予定」 2007年3月20日
新聞出版総署は9000余りの雑誌出版物に対して全面検査を行う。
これは新聞出版総署設立20年以来初めて行われる全国雑誌出版規範の全面調査であるこれは新聞出版総署設立20年以来初めて行われる全国雑誌出版規範の全面調査である。

近様々な原因により、１つの刊号で複数の雑誌出版が行われ雑誌の表紙の標識が混乱し、版権ページの表記が不十分などの
ケースが出てきている。このため2005年9月に発布された《期刊出版管理規定》に基づき検査が行われる。
（新聞出版総署： http://press.gapp.gov.cn/news/wen.php?val=news&aid=15555 ）
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2-4. 刊号の管理をより強化

刊号（新聞・雑誌出版）の管理をより強化刊号（新聞 雑誌出版）の管理をより強化

2009年3月に

◆《関于進一歩加強和改進報刊出版管理工作的通知》（新聞雑誌の出版管理に対する更なる強化と改善に関する通知）

2009年2月6日 新聞出版総署
--新聞雑誌の出版管理強化に対する重点。

年毎の検査を強化する。誇大広告の取締りなど新聞雑誌広告市場の浄化。
「四偽」（偽新聞・雑誌、偽記者ステーション、偽帰社、偽ニュース）を厳しく打倒など。
（新聞出版総署：

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=508&siteId=21&infoId=462944）

◆新聞出版総署《報紙期刊審読暫行办法》（新聞・雑誌審査暫定方法）的通知
2009年2月9日 新聞出版総署
新聞・雑誌出版の管理職務を履行し、管理を強化し、新聞と雑誌の出版クオリティ向上を目指す。
新聞出版総署の批准、「国内統一連続出版物号」の取得、《報紙出版許可証》と《期刊出版許可証》の取得を経て、紙
審査を受ける資格を持つ。 新聞雑誌の読み調べ審査基準についての明記。

（新聞出版総署：
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=508&siteId=21&infoId=462933）

など、刊号（新聞・雑誌出版）の管理をより強化・改善する通知が発表され、
実際に毎年の検査において、１つの刊号で複数の新聞や雑誌を出版したり、
出版権を譲渡するなどの違反行為への取締りが強調されている。

◆新聞出版総署：新聞・雑誌出版管理に対する更なる強化と改善
参考ニュース：

◆新聞出版総署：新聞 雑誌出版管理に対する更なる強化と改善
--新聞・雑誌の年毎の検査を強化し、１つの刊号で複数の新聞や雑誌を出版したり、出版権を譲渡する問題を厳しく処理する。
（2009年2月20日 新聞出版総署：http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=367&siteId=21&infoId=462743）

◆新聞・雑誌管理強化の五大キーワード
（2009年3月17日 新聞出版総署：http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=374&siteId=21&infoId=463025）

◆新聞出版総署・李東東副署長「毎年の検査を契機に新聞・雑誌野出版管理を強化」
（2009年3月27日 中国新聞出版報--新聞出版総署：http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/header.jsp?channelId=1017&siteId=21&infoId=463135）

◆新聞総署・新聞報刊司：管理の強化・改善は新聞雑誌の繁栄のため
～新聞出版総署・新聞報刊司 王国慶（司長）が記者に答える～
（2009年5月4日 新聞出版総署：http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=367&siteId=21&infoId=463492）
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2-5. 中国の漫画雑誌市場

中国の漫画市場の変遷

◆『画書大王』：中国国内で 初に出版された漫画雑誌（1993年創刊。寧夏人民出版社）
創刊当時は月刊誌で、その後隔週化する。発行部数は第1期の3万部から第5期には10万部、第17期には55万部と増加してゆく。
しかし18期から販売部数は急速に減少し、24期の停刊時には発行部数30万部だった。日本とほぼリアルタイムで掲載された『ドラゴンボール』
が爆発的な人気につながった。当時中国市場で人気だった日本漫画の中でも、『ドラゴンボール』、『CIPHER』といったヒット作が掲載されていた。
全体的には日本漫画をメインに そのほか香港 台湾 欧米の漫画を掲載し 中国読者にとって啓蒙的な役目を果たした全体的には日本漫画をメインに、そのほか香港・台湾・欧米の漫画を掲載し、中国読者にとって啓蒙的な役目を果たした。
（出典・ウィキペディア・中国版： http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E4%B9%A6%E5%A4%A7%E7%8E%8B）

◆1995年以降は「5155工程」（1995年に宣伝部と新聞出版総署が牽引し、国内に5つの漫画出版基地と、15の大型漫画図書を出版、

5種類のオリジナル漫画雑誌を創刊）により、オリジナル漫画雑誌『中国卡通』、『北京卡通』、『少年漫画』、『漫画大王』、
『卡通先鋒』『卡通先鋒』が創刊される。

（参考・中国文明網： http://www.godpp.gov.cn/wcnrsxddjs/2006-04/02/content_6629375.htm）

【5155工程で始まった漫画雑誌】
--『中国卡通』： 団中央中国少年児童出版社総社『中国卡通』： 団中央中国少年児童出版社総社

子供向けオリジナル漫画。月刊・6元 http://katong.ccppg.com.cn/shang/

--『北京卡通』： 北京出版社出版集団

何回かリニューアルを重ね、中国オリジナル漫画雑誌を目指していたが、2006年に休刊。

--『少年漫画』： 中国連環画出版社

子供向け漫画への全面リニューアルを行うも現在は休刊中。

--『漫画大王』：

中国の４コマ漫画中心の雑誌。 月刊・4.2元

--『卡通先鋒』：世紀出版集団

2005年にオリジナル漫画雑誌からアニメ・漫画情報雑誌にリニューアルするも現在停刊中。 http://www comicstation net/forum/（BBSは存続）2005年にオリジナル漫画雑誌からアニメ 漫画情報雑誌にリニュ アルするも現在停刊中。 http://www.comicstation.net/forum/（BBSは存続）

【その後、様々な漫画雑誌が創刊される】
『動漫作』、『動漫時代』、『漫画無限』、『漫友』、『新幹線』、『動感新勢力』、『動漫販』、『幻浪』、『動漫社』、『HOT動漫』、『絶対動漫』、
『COMIC新観点』、『少年星期天』、『花与夢』、『星漫』等。
中国のオリジナル漫画を中心に展開する雑誌 正規の海外コンテンツを扱う雑誌 無許可で海外漫画を転載する雑誌 海外のアニメ中国のオリジナル漫画を中心に展開する雑誌、正規の海外コンテンツを扱う雑誌、無許可で海外漫画を転載する雑誌、海外のアニメ
漫画情報を中心に掲載する雑誌など様々である。数々の新しい漫画雑誌が創刊される一方、休刊・停刊する雑誌も多く入れ替わりの
激しい市場である。
（※ 現在中国で出版されている漫画雑誌に関しては次ページ）
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2-6. 現在中国で発売されている主な漫画雑誌

現在中国で出版されている主な漫画関連雑誌

・漫遊文化伝播機構
1997年設立 http://www.comicfans.net/
手塚治虫『ぼくの孫悟空』、『鉄腕アトム』の版権を輸入し、新聞出版総署の批准を得て出版。
そのほか、台湾の敖幼祥人気シリーズ《烏龍院》を中国国内で出版。

現在中国で出版されている主な漫画関連雑誌

そのほか、台湾の敖幼祥人気シリ ズ《烏龍院》を中国国内で出版。
2008年角川グループと提携契約を結ぶ。

～出版している主な漫画雑誌～
《漫友·漫画100》（月刊）、《漫友·動画100》（月刊）、《漫画世界》、《新蕾·STORY100》（月刊）、《新蕾·STORY101》（月刊） 、
《漫友·可愛100》（月刊）、《漫友·少年S》 等

※《漫遊》では日本のアニメ・漫画・コスプレ情報を中心に掲載※《漫遊》では日本のアニメ・漫画・コスプレ情報を中心に掲載

・次世代伝媒： http://www.vgame.cn/index/index.asp

漫画雑誌のほかに、ゲーム、ファッションなどの若い世代向けの雑誌を複数出版。
--月刊誌「動感新勢力」月刊誌 動感新勢力」

VCD標準版：9.8元、DVD豪華版：15元
（日本のアニメに関する記事や付録で日本アニメのDVD映像があり、版権処理に関しては明記されていない）

・童趣出版有限公司：
（1994年に人民郵電出版社とデンマークのEgmontが合弁で設立した中国で唯一の合弁児童出版社。（ 年に人民郵電出版社とデン クの g が合弁で設立した中国で唯 の合弁児童出版社。
これまでにディズニーから授権を受け雑誌『ミッキーマウス』などを出版）
中国オリジナル漫画雑誌童趣出版有限公司と北京卡酷アニメ衛星チャンネルが連携し、5～12才向けの中国オリジナル
漫画雑誌『卡酷全卡通』を2008年に創刊。15元
http://www.childrenfun.com.cn/index1024.jsp

・動漫週刊： http://www.dzweekly.com.cn

2003年12月創刊。週刊のアニメ・漫画の情報を紹介する新聞。 日本の漫画関連の記事も多数。

・動画大王：
上海人民美術出版社 年創刊上海人民美術出版社 1986年創刊 http://www.shrmms.com/periodical/cartoon.asp
中国のオリジナル漫画を中心に掲載。月刊 8.8元

現在、中国のオリジナル漫画中心の雑誌の多くは、休刊もしくは停刊状態。日本のアニメ・漫画情報を中心とする雑誌がいくつか販売されている。
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2-7. 日本の漫画が掲載されている漫画雑誌

雑誌名 中国の出版社 内容 版権元 価格（元）

日本の漫画が掲載されている主な漫画雑誌

龍漫 吉林美術出版社
ドラえもんをメインに、付録でポケモンの漫画を付ける
など、児童をターゲットにしている。中国の作家による
作品も掲載されている。

小学館 7.5

龍漫少年星期天 吉林美術出版社
内容は、人気のある名探偵コナンや犬夜叉が連載され
ているほか、中国の作家などで構成されている。

小学館 7.5

※以前、版権元が小学館で江蘇少年児童出版社より出版されていた『星漫少年』、『星漫少女』は現在休刊。
名探偵コナンや犬夜叉などの日本漫画の翻訳されたものに加えて、中国の作家によるオリジナル漫画も掲載されていた。
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3. オンラインでの漫画配信に関して
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3-1. オンライン漫画を展開しているサイト

中国でもオンラインでの漫画配信が一部サイトで正式に開始している中国でもオンラインでの漫画配信が 部サイトで正式に開始している

日本の漫画を正規で中国で有料配信しているサイトとして・・・

通力計算機通信技術（上海）有限公司 （TriWorks）
オンライン ルチメデ ア プラ トフ ムと ンテンツプ バイダ

点撃動漫網 www.digibook.cn

オンライン・マルチメディア プラットフォームとコンテンツプロバイダー。
自社のプラットフォーム「DigiBook」にて、デジタル漫画、雑誌、音楽アルバム等の出版・配信サービスを行っている。
2005年10月からマルチメディア・タイトル販売サイトwww.digibook.cnを展開。
更に、オンラインゲーム大手である盛大社との戦略提携により、http://digibook.sdo.com/を展開。このサイトは、
ユーザーに人気のあるコミックタイトルをダウンロードするのに操作しやすいインターフェースを組み込んでいる。
所在地：上海張江高科技園区科苑路201号 201室

【事業概要】
◆漫画を中心としたデジタルコンテンツを、「DigiBook」にてパッケージ化し販売。

デジタルコンテンツのダウンロード販売。
作品名

（中国語）
作者名

DigiBookのオンラインで購入可能な
日本の漫画（日本漫画学院）の一部

デジタルコンテンツのダウン ド販売。
◆TriWorksにてタイトル作成（デジタル製本）し、セキュリティチェックを行った上、サイトにアップロードする。

DigiBookのタイトルはTriWorksが保有し、ライセンス料をコンテンツホルダーに支払う仕組み。
◆業収入は平均で、課金20%、著作権20%、販売20%、システムと運営４0%、（TriWorksが約６０％程度）

の割合でシェア。
◆コンテンツ提携先では、日本漫画学院（日本）、玉皇朝（香港）、文化傳信（香港）、蔡志忠（台湾）、

（中国語）

刑事彦九郎 沼 良信

棒球小子 松田 一輝

年少的海風 松本 留衣
港 港

漫友（中国）等をはじめ、中国国内の多数の漫画家とも提携。
以前は、講談社（日本）の漫画も販売していた。

賢妻九則 藤田 素子

星情物語 高橋 千鶴

第三者物語 藤田 素子

蒼之守護神 星川 富

淡夢雪 生島勇

变身紫羅蘭 岸 裕子

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



3-2. インターネット漫画の購読方法

例）

DigiBook（デジブック） 漫画購読までの流れ

例）

読者 選択 課金 購読

読みたい漫画を国、出版社、
ジャンルごとに分かれている中
から選ぶ 人気の漫画や現在

支払いはケータイ、オンラインバ
ンクなど、いくつもの方法が用意
されている 漫画ごとに価格は

専用のビューアー（閲覧ソフト）が起動し、
オンラインの状態で漫画をダウンロードし
ながら見る とが きる 拡大 ペ ジ送から選ぶ。人気の漫画や現在

連載中のもの、新作はトップ
ページに反映される。

されている。漫画ごとに価格は
違うが、コミックス1巻分（約
150P）、平均1～2元。

ながら見ることができる。拡大、ページ送
りの機能などがあり。

課金方法の

易玩通点卡コンビニ、ネットカフェ、ブックスタンドなどで販売）
DigiBook点衝動漫（igiBookポイントカード）

課金方法の
色々

手机短信充値
（携帯電話にショートメッセージを送り、

携帯電話代から引き落とし）
99Bill線（全国の銀行と提携。ネットでの手続きが可能）

YePay易宝（全国の銀行と提携。ネットでの手続きが可能）

上海地区声訊電話充値
（固定電話の費用から引き落とし）

Paypal（海のユーザー向け。ドルで引き落とし）
盛大点卡（盛大ポイントカード）
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4. 関連法規関 法規
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輸入出版物（漫画含む）の輸入に関する法規（全国）

4-1. 関連法規

輸 輸 規
法規名 主な内容 発布日・発布機関

出版管理条例

（出版管理条例）

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
2002.2.1
(国務院)（出版管 条例）

http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2001-
12/31/content_220668.htm

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。

(国務院)

図書出版管理規定

（図書出版管理規定）

国務院が発布した《図書管理条例》及び関連法規に基づき、より図書出版を規範的
に、管理監督を強め、発展させるための規定。
図書出版機関設立申請のために必要な条件や手続きの流れ 「本号」使用に関する

2008.2.21
(新聞出版総署)（図書出版管理規定）

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/lay
out3/indexb.jsp?infoId=456950&channelId=397&siteId=21

図書出版機関設立申請のために必要な条件や手続きの流れ、「本号」使用に関する
管理規定など。

(新聞出版総署)

外商投資図書、報紙、期刊分銷企業管理弁法

（外資系企業の図書・新聞・雑誌の販売企業へ

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および国務院新聞出版行政部門の批准を得て、
≪外商冬季企業批准証≫および≪出版物経営許可証≫を取得した後 営業許可証

2003.3.7
(新聞出版総署)

の投資に関する管理法）
http://www.jincao.com/fa/law24.86.htm

≪外商冬季企業批准証≫および≪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。

(新聞出版総署)

関于対引進版図書加強管理的通知

（輸入版書籍の管理強化についての通知）

今後出版社が輸入版の書籍（台湾、香港、アモイで出版した書籍については、
もともとの規定に従って執行する）を出版するときは、出版社はテーマと内容を
上級の関係部門（地方の出版社であれば、その土地の新聞出版局）に申請し、

1997.8.26

(新聞出版総署)
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=65509 内容の審査と許可を取得する必要がある。

(新聞出版総署)

関于禁止在我境内外資合弁報紙、期刊和出
版社的通知

中国と外国との合資による新聞、定期刊行物、出版社などのメディア団体は原則的
に、法律で禁止されている。

本通知以前にすでに中国と外国との合資による新聞、定期刊行物、出版社などの 1994.3.30

（わが国と外資の共同による新聞・定期刊行物
・出版社の禁止についての通知）

http://www.fayixing.com/lawcontent.jsp?id=18755

メディア団体は、わが国の法律を守り、行政法規と各管理規定に従わなければなら
ず、併せて新聞出版総署と国務院新聞辦公室に報告すること。

台湾、香港、アモイ地区において合資による新聞、定期刊行物、出版社などのメディ
ア団体は本通知の精神を適用すること。

(新聞出版総署)

関于加強対進口出版物内容審査工作的通知
（輸入出版物の内容審査に関する仕事の通知）
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zcfgs/layout3/i
ndex.jsp?channelId=782&infoId=450790&siteId=48

出版物の輸入業務を行うには、必ず国務院出版行政部が認めた輸入出版物を取り
扱う団体でなければならず、いかなる団体や個人も許可なく出版物の輸入業務に従
事してはならない。

2002.8.5
(新聞出版総署)
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輸入出版物（漫画含む）の輸入に関する法規（全国）

4-2. 関連法規

輸 輸 規

法規名 主な内容 発布日・発布機関

訂戸訂購進口出版物管理弁法
(輸入出版物注文購入管理方法)

新聞出版総署の許可を経ていなければ いかなる出版団体も国外の出版機構との 2004 12 31
http://www.lawyee.net/Act/Act_Disp
lay.asp?RID=311077

新聞出版総署の許可を経ていなければ、いかなる出版団体も国外の出版機構との
合作の出版において、名前を使ってはならない。

2004.12.31
(新聞出版総署)

関于規範渉外版権合作期刊封面標識的
通知 定期購読誌（雑誌）の出版社と国外の出版団体、もしくはその他機関が版権による

際 が
通知
(版権の合作による定期購読紙の表紙ロ
ゴに関する通知)
http://www.gcv.cn/law/581.html

合作を行う際は、新聞出版総署の許可が必要となる。 2000.4.10
(新聞出版総署)

上海市著作権管理若干規定
(上海市著作権管理の若干規定)

第十四条（国外の作品を出版するにあたっての契約の登録）
(上海市著作権管理の若干規定)
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/no
de2314/node3124/node3164/node3172/
userobject6ai290.html

書籍と電子出版物を取り扱う団体が国外（香港・アオイ・台湾含む）の著作権者の書
籍や電子出版物を出版する際、著作権者との間に契約書を交わさなければならず、
併せて市の版権局に契約書の登録手続きをしなければならない。

2000.3.1
(上海市人民政府 )

電子出版物に関する制作・出版・輸入などに関する規定。

電子出版物出版管理規定

出版機関の設立に必要な条件：
－新聞出版総署が認定条件の機関、登録資本金200万元以上、200㎡以上の固定
作業面積、組織機構内に2人以上の中級以上の出版線、恩職業資格保有者 等。
海外著作権の電子出版物の出版を申請する場合：
所在する省・自治区・直轄市の新聞出版行政部門に申請・批准後、新聞出版総署

2008 2 21 発布子 版物 版管 規定
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/z
hrmghgxwcbzsww/layout3/indexb.jsp?chan
nelId=397&infoId=456760

の批准を得なくてはならない。
海外の電子ゲームを出版する場合は、主要キャラクターとシーンの資料、ゲームの
文字台本などの資料のほか、代理機構の営業許可証、配給契約書および配給機
構の許可証等を提出しなくてはならない。
ゲーム更新する際にも所在地の新聞出版行政部門の批准が必要である。

2008.2.21 発布
2008.4.15施行

(新聞出版総署)

電子出版物の輸入を申請する場合に必要な書類
－申請書、主管機関の審査意見、輸入機関の審査意見、サンプルと内容資料
上記を新聞出版総署に提出し、審査・批准を得る。
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雑誌（刊号）に関する規定

4-3. 関連法規

規

法規名 主な内容 発布日・発布機関

《関于進一歩加強和改進

報刊出版管理工作的通知》
（新聞雑誌の出版管理に対する

更なる強化と改善に関する通知）

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhr
mghgxwcbzsww/layout3/index jsp?channelId=

新聞雑誌の出版管理強化に対する重点。
年毎の検査を強化する。誇大広告の取締りなど新聞雑誌広告市場の浄化。「四
偽」（偽新聞・雑誌、偽記者ステーション、偽帰社、偽ニュース）を厳しく打倒など。

2009.2.6
(新聞出版総署)

mghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId
508&siteId=21&infoId=462944

《報紙期刊審読暫行办法》的通知
（新聞・雑誌審査暫定方法）の通知

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhr
h b /l t3/i d j ? h lId

新聞・雑誌出版の管理職務を履行し、管理を強化し、新聞と雑誌の出版クオリ
ティ向上を目指す。
新聞出版総署の批准を得て、「国内統一連続出版物号」を持ち、《報紙出版許
可証》と《期刊出版許可証》を取得して審査を受ける資格を持つ

2009.2.9
(新聞出版総署)

mghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=
508&siteId=21&infoId=462933

可証》と《期刊出版許可証》を取得して審査を受ける資格を持つ。
新聞雑誌の読み調べ審査基準についての明記。
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1. 中国におけるオンラインゲームの運営

中国のゲーム市場はコンソールゲームの正規販売が規制されていることなどから
“網絡遊戯（オンラインゲーム）”がメインの市場となっている網絡遊戯（オンラインゲ ム） がメインの市場となっている

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-1. オンラインゲーム市場

2009年は中国のオンラインゲーム市場10周年の年

「2008年 中国のオンラインゲ ムユ ザ は4936万人に達する 前年度比で22 9％増

中国のオンラインゲーム市場は拡大を続けている。

「2008年、中国のオンラインゲームユーザーは4936万人に達する。前年度比で22.9％増。
有料オンラインゲームユーザーは3042万人に達し、前年比36.0％増。
中国で開発されたオンラインゲームの市場実際販売収入額は110.1億人民元に達し、前年比60.0％増、
これは中国野オンラインゲーム市場実際収入における59.9％を占める。」

（新浪科技：2009年7月1日（新浪科技：2009年7月1日
http://tech.sina.com.cn/i/2009-07-01/15123226748.shtml）

◆2008年オンラインゲームの市場は208億元近くに達する 増加の勢いは緩やかに◆2008年オンラインゲームの市場は208億元近くに達する。増加の勢いは緩やかに。
「iResearchの『2008-2009年中国オンラインゲーム業界発展レポート』の統計によると、
2008年中国オンラインゲームの市場規模は207.8億元。前年比52.2％増。
市場成長率は2006年の60％、2007年度の77.7％と比較して、2008年は緩やかな成長となっている。」
（2009年3月2日 17173 com：（2009年3月2日 17173.com：

http://news.17173.com/content/2009-03-02/20090302084312751.shtml）
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1-2. オンラインゲーム経営に必要な関連経営許可証

中国でオンラインゲーム経営に

必要な主な関連経営許可証

◆中華人民共和国互聯網信息服務増値電信業務経営許可証（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。信息産業部 発行。

◆中華人民共和国互聯網出版経営許可証
（インターネット出版経営許可証）

新聞出版署が発行新聞出版署が発行。

◆網絡文化経営許可証
（インターネット文化経営許可証）（ 経営許 証）
文化部が発行。ゲームを輸入する際に必要。

◆電子出版複製単位
（電子出版物コピ 機関）（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。

※上記以外にも・・・
書籍販売許可、 ビデオグラム許可なども必要な場合がある。
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1-3. 輸入ゲームの審査機関（１）

国外のゲームメーカー

コンテンツの版権（運営権を保持）

オンラインゲ ムの輸入機関は必ず先に

中国国内の
オンラインゲーム運営会社

版権（コンテンツ運営権）を購入

・・・・・・

オンライン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関連の運営会社

としての資格を持たなくてはならない。
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 新聞出版総署

資格を持 な な な 。

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

ゲームの内容を審査批准
ゲームを審査批准

《オンラインゲーム製品の内容審査に関する通知》
《国務院対確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》

2004年6月29日国務院
（関于加強网絡遊戯産品内容審査工作的通知）

2004年5月20日文化部

2004年6月29日国務院
電子出版物及びオンラインゲーム出版物の批准に関しては、

新聞出版総署が法に基づいて行う

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

オンラインゲームの内容審査は、自審、初審、公測の３段階がある。オンラインゲ の内容審査は、自審、初審、公測の 段階 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。
批准されたオンライン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。
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新聞出版総署によるオンラインゲームの審査・批准

1-4. 輸入ゲームの審査機関（２）

中国において、電子ゲームの出版は1995年に始まり、同年新聞出版総署が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、 初に輸入されたオンラインゲーム『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

をき 後 韓 を す 海 ゲ が次 輸 れ が 政策もあ 数年 産

新聞出版総署によるオンラインゲ ムの審査 批准

スタートをきった。その後、韓国を中心とする海外のオンラインゲームが次々と輸入されるが、国の政策もあり、ここ数年は国産の
オンラインゲームが増えてきている。
（2006年に公開テストに入った111のゲームのうち79種類、2007年では76のゲームのうち53種類が中国国内で開発されたゲーム
http://www.shdf.gov.cn/newshtmt.html?id=7171&newsType=92

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=367&siteId=21&infoId=445486 ）
ゲームの輸入し関しては 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 インターネットゲームの輸入し関しては、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（オンラインゲーム出版機構）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（20日以内）、意見書を提出し、出版の条件に符合していることを確認し、
（国家）新聞出版総署に審査を申請する。 （必要書類は次ページ）+

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》（文化部関于加強网絡遊戯産品内容審査工作的通知）により、
オンラインゲームは国内にすでに入っている分も含め、必ず文化部による内容審査・批准を受けなければ正式に

文化部によるゲームの内容に関する審査・批准

オンラインゲ ムは国内にすでに入っている分も含め、必ず文化部による内容審査 批准を受けなければ正式に
ゲームコンテンツを運営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9つの国外のオンラインゲームの審査を行い、このうち3つは暴力的な場面や（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。

またこの時期、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》（互聯网上网服務営業場所管理条例）にも違反していたためである。

「全国における低俗なサイトに対する取締り」（在全国開展整治互聯網低俗之風専行動）
国務院新聞辨 業 信息化部 公安部 文化部 商総局 広電総局 新聞出版総署など 部門が 年 月 会議にお国務院新聞辨、工業・信息化部、公安部、文化部、工商総局、広電総局、新聞出版総署など7部門が2009年1月5日の会議において、
全国で低俗なサイトに対する取締りに関する陣容を整えた。
（中国網：2009年1月5日： http://www.china.com.cn/policy/txt/2009-01/05/content_17056784.htm ）

中国網「7部門による全国における低俗なサイトに対する取締り」に関する専門ページ： http://www.china.com.cn/law/node_7059297.htm
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1-5. 海外版権のオンラインゲームする申請・批准

新聞出版総署
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/indexc.js

海外版権のオンラインゲームに関して
新聞出版総署への申請に必要な書類

p // g pp g / / / / g g / y / j
p?channelId=496&siteId=21&infoId=453173

《国務院对確需保留的行政審批項目設定行政許可的决定》（国务院令第 412 号）による

《出版管理条例》等の法規に符号する

①『輸入オンラインゲーム出版物出版申請書』
－ゲーム名称（中国語／外国語）、著作権状況（名称、所在国、経営状況など）、

輸入前の出版経営状況、詳細な作品紹介、編集審査係りの初審意見、出版予定時期など
②『著作権合同備案証書』
③申請する電子ゲームのサンプル及び内容すべての中国語台本。
④電子遊戯出版物内の主要キャラクター、主要場面、アイテムなどカラー資料。
⑤審査管理用に“管理スタッフ”のIDと一般ユーザーIDを各3提供。
⑥所在する省級の新聞出版局もしくは主管機関の審査同意書。

許可が下りた後は・・・

所在する省、自治区、直轄市の出版行政部門に行き、電子出版物本号と『電子出版物複製委託書』を受け取る。
新聞出版総署から出された輸入批准文章と『電子出版物複製委託書』を持ち、ソフトと委託機関に持ち込み
エンド用に読み込み専門のソフトの複製を委託する。

許可が下りた後は

※電子ゲーム（PCゲーム）のソフト複製に関しても上記同様
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国内のゲーム代理業者（パブリッシャー）と海外のゲームディベロッパーの連携方式は

1-6. 国内業者との連携方式

国内のゲ ム代理業者（パブリッシャ ）と海外のゲ ムディ ロッパ の連携方式は
主に以下の４方式 （下記の方式を組み合わせる場合もあり）

国内のゲ ム代理業者が ビジネス目的で使用するゲ ム関連のすべて（ポイントカ ドをはじめ

権利金方式

国内のゲーム代理業者が、ビジネス目的で使用するゲーム関連のすべて（ポイントカードをはじめ、

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海外のディベロッパーに版権使用料金として

支払う方式。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

初の契約における配分割合に基づき、一定期間での利益を配分する方式。
しかし、多くの韓国ゲームディベロッパ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 の方式は 国内の代理業者が自身の運営状況に関して試算を行い利益分配方式のもうひとつの方式は、国内の代理業者が自身の運営状況に関して試算を行い、
ゲームディベロッパーに対して一定の利益比率で料金を支払う方式。

地域ごとの版権買い切り方式

国内の代理業者が、ゲームディベロッパーに対してまず 初に版権料を支払って買い取るが、利益はゲーム
メーカーに還元しない方式。国内の代理業者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、版権料を別途ゲームディベロッパーに支払う必要はなくなる。
また 代理業者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また、代理業者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、ゲームディベロッパ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投資する形で
中国側の代理業者（パブリッシャー）と共同経営（合資経営）を行う方式。
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1-7. オンラインゲームの消費システム

現在中国でも多くのオンラインゲームは 従来の接続時間に応じて課金される現在中国でも多くのオンラインゲ ムは、従来の接続時間に応じて課金される
システムから、アイテム購入に対してのみ課金されるシステムに変わってきている。

ユーザーは下記などの方法を用い、ゲームのポイントカードを購入。
購入後ポイントカードにあるナンバーを入力してＩＤ登録を行い、購入したポイントに応じて

オンラインゲーム消費システム

ゲームを行うことができる。

※ アイテム購入のみ有料のゲームは、ポイントカードを購入しなくても無料でゲームを行うことができる。

ポイントカードの
主な購入ルート

◆実際のゲームカードを購入
ネットカフェやブックスタンド。ゲームユーザーは直接カードを購入し、ナンバーを登録。

◆インターネットでの購入◆インタ ネットでの購入
オンラインバングで支払い
ネット上で銀行の種類を選び、銀行口座より引き落とし

◆携帯電話/固定電話･インターネット料金からの引き落とし◆携帯電話/固定電話 インタ ネット料金からの引き落とし

◆携帯電話プリペイドカードからの補充
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1-8. 主なオンラインゲーム運営会社（１）

社名 盛大ネットワーク 騰訊 網易公司

（盛大互動娯楽有限公司）

設立 1999年11月 1998年11月 1997年6月

ユーザー数 登録ユーザー数は4.6億人

有料ユ ザ は1850万人強

ＱＱの登録ユーザーは6.471億を突破
ＱＱゲームの登録ユーザー数は300万人強

登録ユーザー数は2億人以上

同時オンライン人数は200万人を超えた有料ユーザーは1850万人強 ＱＱゲームの登録ユーザー数は300万人強 同時オンライン人数は200万人を超えた

運営収入 2009年第１四半期

11.7億元-会社全体

2009年第１四半期

19.046億元-ネットサービスの全てを含む

2008年第２四半期

5.95億元-オンラインゲーム部分のみ

ＵＲＬ http://www.snda.com/cs/index.jsp http://www.tencent.com/ http://nie.163.com/p j p p p

主なゲーム 熱血伝奇、伝奇世界、神迹 、

英雄年代 、夢幻国度、仙境伝说

龍与地下城 Online、霸王、

彩虹島 Online 、風雲 Online 

火拼泡泡龍、火拼俄羅斯、

QQ秀聊天室、連連看、対対碰、

QQ龍珠、零用銭大作戦、

新QQ卓球、挖金子、

大話西遊Online Ⅱ”、

夢幻西遊Online”、

大唐豪侠、泡泡遊戯、

天下贰

縦横天下剑侠世界、預言Online、 桌Q(2D桌球) 、迷你遊戯

社名 搜狐畅遊 第九城市計算機技術咨訊

（上海）有限公司

完美時空

設立 2003年 1999年 2004年3月設立 2003年 1999年 2004年3月

ユーザー数 登録ユーザーは2.5億人を超える

有料ユーザー227万人

公開ユーザー数なし 公開ユーザー数なし

運営収入 2009年第１四半期：6.16万ドル-会社全体 -- 2008年第4四半期： 4.178億元-会社全体運営収入 年第 半期 社 体 年第 半期 億元 社 体

ＵＲＬ http://sohugame.17173.com/ http://www.the9.com/ http://www.wanmei.com/

主なゲーム 天龍八部、鹿鼎記、剣仙、

古域online、刀剣

魔獣世界（World of Warcraft）、王者世界

奇迹(MU)、、卓越之剣(GE)、
奇跡世界(SUN) 新奇跡世界

完美世界、武林外伝、

完美世界国際版、誅仙、赤壁、

熱舞派対 口袋西遊 神鬼伝奇奇跡世界(SUN)、新奇跡世界

幻想世界、仙境传说2（RO2)、
Emil Chronicle Online、Huxley、

EA Sports FIFA Online、劲舞团2

熱舞派対、口袋西遊、神鬼伝奇、

夢幻诛誅仙
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1-9. 主なオンラインゲーム運営会社（２）

社名 巨人 九遊網 金山

（上海巨人網絡科技公司）

設立 2004年11月 2003年 1989会社設立。

ゲーム産業は1996年より。

ザ 数 ザ 数 ザ 数ユーザー数 公開ユーザー数なし 登録ユーザー2.8億強 公開ユーザー数なし

運営収入 -- -- 2009年第1四半期：

1.628億元-オンラインゲームのみ

ＵＲＬ http://jr.ztgame.com/ http://www.9you.com http://www.kingsoft.com/game/

主なゲーム 征途、巨人、征途時間版、

《万王之王》七界守保神

勁舞団、超級舞者、超級楽者

瘋狂飚車、光線飛車、勁爆足球、

劲爆滑板、大富翁、猛将、風火土旅

封神榜2、封神榜国際版、封神榜

剣侠世界、剣網、剣網2、剣網3
剣侠贰外伝、春秋外伝、劲爆滑板、大富翁、猛将、風火土旅

仙険

剣侠贰外伝、春秋外伝、

水浒Q伝、春秋Q伝、仙侣奇縁2 
鉄血三国志、反恐行動

社名 網龍 中華網 光宇華夏

設立 1999年 2000年 1999年

ユーザー数 公開ユーザー数なし 公開ユーザー数なし 公開ユーザー数なし

運営収入 2009年第1四半期 1 739億元 2009年第1四半期運営収入 2009年第1四半期：1.739億元-会社全体 2009年第1四半期：

0.188億香港ドル-会社全体

--

ＵＲＬ http://www.nd.com.cn/ http://game.china.com/ http://www.gyyx.cn/

主なゲーム 開心、魔域、征服、機戦、 特殊部隊、抗戦英雄伝、指環王OL、 狂想之都、西游Q記、秦始皇、主なゲ ム 開心、魔域、征服、機戦、

投名状Online、英雄無敵在線、

信仰、幻霊遊侠

特殊部隊、抗戦英雄伝、指環王OL、
神泣、魔獣世界、ChinaQ、王者之印、
武林群侠伝、盛世OL、海洋騎士団、
百变金鋼OL、宝宝総動員

狂想之都、西游Q記、秦始皇、

炫舞吧、希望、争霸天下、問道、

神界
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1-10. 日本のゲーム会社の動き

◆『SDガンダムOnline』12月4日にオープンβテスト開始
（※バンダイが授権、韓国Softmaxが制作、久遊網にて運営。

公式サイト http://gd 9you com ）公式サイト http://gd.9you.com ）
（2008年11月21日 中関村在線： http://game.zol.com.cn/113/1138286.html ）

◆『SDガンダムonline』元旦、南京路にガンダム降臨
(2008年1月1日 新浪遊戯： http://games.sina.com.cn/o/n/2009-01-
01/1021290184.shtml ）
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2. 家庭用ゲーム機
（コンソール型）（コンソ ル型）
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2. 家庭用ゲーム機の市場展開

家庭用ゲーム機では

任天堂

家庭用ゲ ム機では、
-任天堂のゲームは神遊科技有限公司（iQue Ltd）から各シリーズが正式に中国国内で販売されている。
-ＳＯＮＹのゲームはＰＳ２は正式批准を得て発売されたが、その後ＰＳ３やＰＳＰに関しては許可が下りていない。

任天堂

■ 2002年に中国系アメリカ人の顔維群博士（Dr. Wei Yen）と任天堂の双方が、資金、技術、特許、ソフトウェアの
ライセンスなど各資産を折半出資し、「神遊」を設立。登録資本金は3000万ドル。

■ その後 中国江蘇省蘇州に神遊の子会社である神遊科技有限公司（iQue Ltd）を設立

中国公式ページ・・・http://www.ique.com

■ その後、中国江蘇省蘇州に神遊の子会社である神遊科技有限公司（iQue Ltd）を設立。
中国の運営は蘇州の神遊科技が行なう。

展開しているゲーム機・・・
iQue GBA：ゲームボーイアドバンス、iQue micro：ゲームボーイ、iQue DS：ニンテンドーDSなど
ソフトも日本のゲームタイトルが中国版にローカライズされて販売されている

補足：「神遊機(iQue Player)」……ニンテンドー64をベースに中国向けに開発され
た家庭用ゲーム機。ゲームソフトも全て中国語にローカライズされている。販売価
格は498元(日本円で約6700円)でソフトを複数記録できる64メガのメモリーカード
が1枚つく。書き換え料金は、1回48元(約650円)。

中国国内にある『神遊戯』正規取り扱い支店がある地区
上海、江蘇、山東、浙江、四川、広東、甘粛、陝西、遼寧、
北京、天津、湖北、湖南、雲南、重慶、福建

ソフトも日本のゲ ムタイトルが中国版にロ カライズされて販売されている。

索尼（SONY） 中国公式ページ・・・http://asia.playstation.com/hk/chs（香港）

■ 2004年3月1日、アジア・中国事業本部を設立、2005年8月1日にSCEアジアにアジア事業統括本部を設置した。
■ 2004年1月、上海と広州でPlayStation2（PS2）を『家庭電脳娯楽系統（家庭のパソコン娯楽システム）』として販売開始。

販売価格は1988元（約3万円弱）。
2005年2月、市場定価を1488元に（約2万円）に値下げ。2005年初頭までに全11ソフトを中国にて販売。
（中国語版RPG『亜克伝承-精霊の黄昏』ほか）（中国語版RPG『亜克伝承 精霊の黄昏』ほか）
（⇒中国国内での販売はその後中止され、2009年度現在は行われていない。香港、台湾地区では引き続き販売している）

■ 中国国内で行なわれているChinaJoy（チャイナジョイ）などのゲームイベントなどに正式参加。
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3. モバイルゲーム
（携帯電話ゲーム）（携帯電話ゲ ム）

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



中国におけるモバイルユーザーは、中国移動（チャイナモバイル）と中国聨通（チャイナユニコム）で

3-1. 中国移動と中国聨通

全体の95％以上を占める。うち中国移動は6～7割のシェアを占める。

ネットワーク： GSM/GPRS ネットワーク： CDMA/GSM （ゲ ムができるのはCDMAのみ）

中国移動（チャイナモバイル） 中国聨通（チャイナユニコム）

ネットワーク： GSM/GPRS
付加価値サービス： 移動夢網

運営収入： 4,123.43億元（2008年 前年比+15.5％）
3 569 59億元（2007年 前年比+20 9％）

ネットワーク： CDMA/GSM （ゲームができるのはCDMAのみ）

付加価値サービス： 世界風、新勢力、如意通、
新時空、聯通無限等

営業収入： 1,489.1億元（2008年）
3,569.59億元（2007年 前年比+20.9％）

ユーザー数： 48,810.5万（2009年5月）

http://www.chinamobileltd.com

1,506.9億元（2007年）
ユーザー数： 16,249.0万（2007年）

http://www.chinaunicom.com.cn

◆2007年末、 SP（増値電信企業）は約2.2万企業。
◆2007年、基礎電信企業（中国移動や中国聯通などのキャリア）の増値電信業務収入は1536.2億元。

SP:サービスプロバイダー

◆2007年、基礎電信企業（中国移動や中国聯通などのキャリア）の増値電信業務収入は1536.2億元。
（出典：信息産業部 http://www.mii.gov.cn/art/2008/03/28/art_169_36879.html）

◆2007年のSP（増値電信企業）業務収入は630億元。 （出典：信息産業部 http://www.mii.gov.cn/art/2007/12/28/art_342_35494.html）

◆大手サービスプロバイダーは、空中網、TOM、リンクトーン、新浪、捜狐、網易、騰訊、Hawaなど。
キャリア独自でも付加価値サービスの運営に力を入れている。（移動夢網、聯通無限など）

◆ＳＰとして運営するためには、 「増値電信業務経営許可証」が必要で、経営許可証にはその地域のみでの経営許可証と全国で
運営可能な経営許可証の2種類があり、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。

（※ＳＰの申請に関しては3-3参照）
◆《中華人民共和国電信条例》と《互聯網信息服務管理方法》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効力を持つ。

※「増値電信業務」・・・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。
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3-2. 中国の第3世代携帯

中国の第3世代携帯の規格中国の第3世代携帯の規格

国家基準としては当初中国独自に開発したシステムのみを発表していたが、
その後ヨーロッパ基準とアメリカ基準も国家基準として認定された。

中国が認定している第３世代携帯（３Ｇ）の規格は、中国が独自に開発したTD-SCDMA
（※）とヨーロッパなどで普及するのWCDMA、アメリカ中心のCDMA2000の三種類。
キャリアの再編により、中国電信（チャイナテレコム）も携帯分野に参入。
以下 キ リアの３Ｇ対応規格以下、キャリアの３Ｇ対応規格
・中国移動（チャイナモバイル） TD-SCDMA
・中国聯通（チャイナユニコム） WCDMA
・中国電信（チャイナテレコム） CDMA2000 （旧聯通のCDMA部門を吸収合併）中国電信（チャイナテレコム） CDMA2000 （旧聯通のCDMA部門を吸収合併）

（※）TD-SCDMA：Time Division-Synchronous Code Division Multiple Accessの略称
CDMA、TDMA、FDMAなどの技術を一体化。

2008年4月1日から、中国移動（チャイナモバイル）は第3世代携帯のテスト運営を正式に開始

--8都市（北京、上海、天津、沈陽、広州、深圳、アモイ、秦皇島）
方式--TD-SCDMA方式

--テレビ電話やＷＡＰなどのサービス業務もスタート

tdtest.chinamobile.com 
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ＳＰの資格として『増値電信業務経営許可証』が必要

3-3. SP申請の流れ

ひとつの省・自治区・直轄市内で運営する場合『増値電信業務経営許可証』
２つ以上の省・自治区・直轄市で運営する場合、『跨地区増値電信業務経営許可証』が必要

≪申請に必要な書類≫中国内資 ≪申請に必要な書類≫

①申請書（会社連絡先など）
②会社の経営許可証
③会社概況
④会計事務所による年度会計報告/電信管理部門の規定
⑤会社株主状況
⑥業務実施計画 技術方案 業務範囲 運営方案 など

省・自治区・直轄市
通信管理局で審査

増値電信業務経営許可証
⇒資本金100万元以上

経営許可証
取得

中国内資

⑥業務実施計画、技術方案、業務範囲、運営方案 など
⑦長期的サービスとクオリティー確保の措置
⑧情報安全保障措置
⑨会社の信用を照明する関連資料
⑩法定代表人による承諾書（電信業務経営に関して）
⑪主観部門の同意書（法を遵守する）

信息産業部で審査

申請受理可否：15日以内
許可可否：60日以内

跨地区増値電信業務経営許可証
⇒ 資本金1000万元以上

取得

⑪主観部門の同意書（法を遵守する）許可可否：60日以内

増値電信業務経営許可証 省・自治区・直轄市
通信管理局で審査

信息産業
主管部門で審査

外資企業

増値電信業務経営許可証
⇒資本金100万元以上

（60日）

通信管理局で審査

（30日）

国務院計画主管部門ｏｒ
国務院経済総合管理部門

の批准

（30日延長可能）信息産業主管部門で審査跨地区増値電信業務経営許可証
⇒ 資本金1000万元以上

主管部門で審査 国務院対外経済貿易主管部門
及び省・自治区・直轄市人民政府

対外経済貿易主管部門

（90日以内）

中国移動のＳＰ申請に必要な資格：

どちらも外資出資比率は50％以下 （90日）
外資投資企業

批准証書

国務院信息産業主管部門で
≪電信業務経営許可証≫の手続き

さらに各キャリアでのＳＰ運営の資格申請が必要

外資投資経営
電信業務審定意見書

中国移動のＳＰ申請に必要な資格：
◆《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。
◆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。

◆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。
◆《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。 等

≪電信業務経営許可証≫の手続き

更に、工商行政管理機関で
外商投資電信企業の登記手続き
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3-4. 携帯電話増値サービスの経費計算

携帯電話増値サービスの経費計算

～“中国移動”の場合～

携帯電話増値サ ビスの経費計算

キャリア（運営メーカー）
-中国移動-

短消息は、短消息（ショートメッセージ）
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）

２
５

３

サ ビス提供メ カ

中国移動

４

（携帯電話同士のメッセ ジのやりとりは除く）

コンテンツ提供メーカー（CP）

コンテンツ提供

１： ＳＰより携帯コンテンツのサービス提供

中国移動は に代わ サ ビ 費用を徴収 （携帯電話の通信費より引き落とし）

1サービス提供メーカー
（ＳＰ）

携帯ユーザー

１

２： 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。

３： 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。

２

３
ＳＰへ支払う。

４： 携帯ユーザーは、短消息（ショートメッセージ）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

５： 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、

５

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さ際の着メロなどがつく）は0.25元/１件と規定されています。

※ 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％
Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



4. ゲーム博覧会、 娯楽施設博覧 、 娯 設
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http://www.chinajoy.net/

4-1. ゲーム関連のイベント

中国国際数碼互娯楽産品及技術応用博覧会 （Ｃｈｉｎａ ｊｏｙ）

毎年ゲーム関連のイベントが中国国内でいくつか開催されるが、その中でも 大規模なのが“Ｃｈｉｎａ ｊｏｙ”

2009年が第7回目の開催となる。 （2009年7月23日～26日 上海新国際博覧中心で開催)

中国国際数碼互娯楽産品及技術応用博覧会 （Ｃｈｉｎａ ｊｏｙ）

主催：
中華人民共和国新聞出版総署
中華人民共和国科学技術部
中華人民共和国国家体育総局
中華人民共和国国務院信息化工作弁公室

実施機関：
中国出版工作者協会遊戯工作委員会
上海市新聞出版局
北京漢威国際展覧公司

中華人民共和国国務院信息化工作弁公室
中国国際貿易促進委員会
中華人民共和国国家版権局和上海市人民政府

国際規模のデジタルゲーム博覧会。内外のゲーム企業がブースを出展。ビジネスデーもあり。

http://www.chinagdc.com.cn//

中国ゲーム開発者大会（CGDC）

http://www.gdcchina.cn/

ゲーム開発者大会（CGC China）

支持機関：
中華人民共和国新聞出版総署

2009年が第2回目の開催となる。
（2009年7月24日～26日 上海国際会議中心で開催)

Game Developers Conference
世界規模のゲーム開発者会議
毎年春のアメリカ大会をはじめ、ヨーロッパ、シンガポールなど
世界各地で開催されている。
（中国大会は2009年10月11日 13日上海国際会議中心で開催)中華人民共和国科学技術部

中国国家体育総局
中華人民共和国工業・信息化部
中国国際貿易促進委員会
中華人民共和国国家版権局
上海市人民政府

指導単位
中華人民共和国文化部

支持単位
文化部文化市場発展中心
上海市文化広播影視管理局

（中国大会は2009年10月11日～13日上海国際会議中心で開催)

主催/共同主催単位
上海市信息服務行業協会
United Business Media
北京中文発国際文化交流有限公司

実施機関：

中国出版工作者協会遊戯出版物工作委員会

上海市文化広播影視管理局
上海市経済和信息化委員会

北京中文発国際文化交流有限公司

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



娯楽場所（ゲームセンターやネットカフェなど）に関する規定

4-2. 娯楽施設に関する規定

《娯楽場所管理条例》
-国務院文化部が管理監督する。
-外国の投資は可能だが、中国との合弁でなくてはならない。
-娯楽場所は、深夜2時～朝8時までは営業を行ってはならない。
-《中華人民共和国行政許可法》に基づく

国務院
2006年

3月1日

娯楽場所（ゲ ムセンタ やネットカフェなど）に関する規定

《中華人民共和国行政許可法》に基づく

《関于対本市電子遊戯（芸）経営
場所開展専項整治工作的通知》

2007年6月1日から11月30日までに、現在の《遊戯（芸）機使用証》
（ゲーム使用機）および『文化経営許可証』の新規書き換えを行わな
くてはならない。
店内にあるすべてのゲーム機の目録（数量、種類、写真）等を申請し、 上海市文化広播 2007年

上海市内のゲームセンター管理・整頓に関す
る通知

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2
319/node12344/userobject26ai11411.html

『文化経営許可証』の批准をうけ、ゲーム機上に上海市文広局が発
行した『遊戯機使用証』もしくは『遊戯機使用許』を貼る。この使用証
を貼る過程において申請した内容と異なる場合は《娯楽場所管理条
例》の規定により処罰を受ける。

影視管理局 5月28日

2007年7月以来 上海市では《国務院办公厅伝発文化部等部門関于

《上海電子遊戯経営場所

2007年7月以来、上海市では《国務院办公厅伝発文化部等部門関于

開展電子遊戯経営場所専治理意見的通知》を徹底実行し、新たな
“電子遊戯経営場所”（コンピューターゲームのゲームセンター）の批
准を停止し、960軒あったゲームセンターを530軒までに減らした。上
海市では500軒以内に抑制する目標で、500軒以内になった後は、1
軒閉店したら1軒許可を出すという原則の予定 今後設立するゲ《上海電子遊戯経営場所

管理試点工作方案》

http://wgj.sh.gov.cn/node2/2006wg/node638/node657/
u1a19155.html

軒閉店したら1軒許可を出すという原則の予定。今後設立するゲー
ムセンターに関しては、《娯楽場所管理条例》、《上海市文化娯楽市
場管理条例》、《上海市文化娯楽市場管理実施細則》の規定に符号
するほか、登記資本金500万元以上、経営面積300㎡以上、ゲーム
機150台以上でなくてはならない。
総合アミューズメントプレイス（大型ゲームセンター）に関しては開放

上海市文化広播
影視管理局

2006年

5月23日

総合アミュ ズメントプレイス（大型ゲ ムセンタ ）に関しては開放
されており。現在上海で89軒ある。2000年6月以前に上海市文化広
播影視管理局で批准された中外合弁のアミューズメントプレイスを経
営する企業は3社。今後テスト期間に申請するアミューズメントプレイ
スに関しては、登記資本金700万元以上、経営面積800㎡以上、ア
ミューズメント機器（ゲーム機）120台以上でなくてはならない。ミュ ズメント機器（ゲ ム機）120台以上でなくてはならない。
（※中国語でゲームセンターには“遊戯機房”（ゲーム機のみ）と“遊芸機房”（総合ア
ミューズメント、大型）の２種類あり、規制が異なる）
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4-3. 娯楽施設 セガのアミューズメント

別称 ＝ SEGA PLAYER’S ARENASEGA － 新世界世嘉遊芸競技場

住所：南京西路2－88号 上海新世界城8、9階
電話：021-63588888 * 2817

・場所は人民広場近くの新世界城デパートの8Fと9F
・総面積12000平方メートル
・体感ゲーム＆アトラクション中心

上海新世界世嘉遊戯有限公司上海新世界世嘉遊戯有限公司

－2005年設立。日本のＳＥＧＡが資本投資して設立した会社。

－ＳＥＧＡは、2005年7月末に行われた文化部主催のイベント『第1回中国国際アニメ・マンガ・ゲーム博覧会首脳フォーラム』

（中国語名：首届中国国際動漫遊戯博覧会高峰論壇）へ出展。（中国語名：首届中国国際動漫遊戯博覧会高峰論壇）へ出展。

- 新世界世嘉遊戯協議場は上海外貿委員会の批准を経て営業許可証を取得し、2005年12月に開業するも、文化部からの

調査が入り一時営業調整をしていたが、その後営業を再開している。（2008年6月現在）

-黄浦区が提出した“十一五”期間現代商貿発展重点における10大商業建設項目のうちのひとつ。黄浦 提出 十 期間現代商貿発展 点 おける 大商業建設項目 う 。
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5. 関連法規関 法規
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5-1. オンラインゲームに関する法規

オンラインゲーム関連

法規名 主な内容 発行機関 発布日

《電子出版物管理暫行規定》
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=6216

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。

新聞出版総署 1996.
03.14

オンラインゲ ム関連

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。

03.14

≪中華人共和国電信条例≫ 信息産業が全国の電信業務の管理監督を行う。

《跨地区增值电信业务经营许可证》 《基础电信业务经营许

国務院 2000.
9 2http://www.isc.org.cn/20020417/ca38931.htm 《跨地区增值电信业务经营许可证》；《基础电信业务经营许

可证》；《增值电信业务经营许可证》などに関しても明記。
9.25

≪互聯網信息服务管理弁法≫

（ネット情報サービス管理方法）

ネットサービス業務に従事する機関は、《中华人民共和国
电信条例》に基づき、信息産業部に申請・批准をうけなくて
はならない

国務院 2000.
9.25

http://www.gdca.gov.cn/law/laws/02.asp
はならない。

《互聯網出版管理暫行規定》

（オンライン出版の管理暫定規定）
http://www.lawtime.cn/zhishi/kxjspjf/xiangguanfagu

《出版管理条例》と《互联网信息服务管理办法》に基づく。

⇒新聞出版総署が、全国のネット出版に関する業
務の管理監督を行う

新聞出版総署

信息産業部

（連名）

2002.
8.1

http://www.lawtime.cn/zhishi/kxjspjf/xiangguanfagu
i/20070426/63974_4.html 務の管理監督を行う。 （連名）

《互联網文化管理暫行規定》
（ネット文化管理暫定規定）

http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-
06/03/content 901646 htm

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

文化部 2003.
05.10

06/03/content_901646.htm 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

2004.7.1
修正

《関于加强網絡遊戯産品内容審査工作的 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 文化部 2003《関于加强網絡遊戯産品内容審査工作的
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）
http://www.chinaeclaw.com/readArticle.asp?id=2054

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
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5-2. オンラインゲームに関する法規

オ イ ゲ ム関連

法規名 主な内容 発行機関 発布日

オ イ ゲ ムに関する管理強化に関する意見

オンラインゲーム関連

《文化部 信息産業部関于網絡遊戯发展
和管理的若干意見》

（文化部、信息産業部 オンラインゲームの
発展と管理に関する若干の意見）

オンラインゲームに関する管理強化に関する意見。

輸入ゲームは文化部が批准した“互網文化単位”が経営し、
文化部に内容の批准を受けなくてはならない。

文化部の内容許可を得ず、また信息産業部の≪軟件産品
管理方法≫に基づき登記を行っていないオンラインゲーム

文化部
信息産業
部
（連名）

2005.
7.12

http://llxx.jiangnan.edu.cn/Html/statute/135716814.html
管 方法 記を行 な オ ラ ゲ
は国内で運営はできない。

《関于落実国務院帰口審批電子和互聯
網遊戯出版物决定的通知 》

（国務院 電子及びイ タ ネ ゲ ム出

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

新聞出版
総署

2004.
07.27

（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 ）
http://www.chinacourt.org/html/article/200408/16/12771

0.shtml

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

国家版権
局
（連名）

ビ オ イ ゲ ムに関する放送を禁止する《関于禁止播出電脳網絡遊戯類節目的
通知 》

（オンラインゲーム等をTV番組での
放送禁止に関する通知）

http://www.chinacourt.org/html/article/200404/23/11258

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）
国家広電

総局

2004.
04

p g
6.shtml
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5-3. 携帯コンテンツに関する法規

携帯コンテンツ関連

法規名 主な内容 発行機関 発布日

《中華人民共和国電信条例》 電信に関する市場、サービス、建設、安全、罰則に関す
る法規

国務院 2000.

携帯コンテンツ関連

民
http://www.isc.org.cn/20020417/ca38931.htm

る法規。

国務院信息産業主管部門が全国の電信業の実施・監
督・管理にあたる。

≪基礎電信業務経営許可証≫と≪増値電信業務経営
許可証≫に関する申請・審査・批准に関して。

9.25

≪互聯網信息服務管理弁法 ≫
（ネット情報サービス管理方法）
http://www.gdca.gov.cn/law/laws/02.asp

規範的なネット情報サービスの活動、そして健全な市場
発展のための法規。

運営するための資格申請に関して。またコンテンツの内
容に関する規定や、違反した際の罰則など。

国務院 2000.
9.25

≪全国人大常委会

関于維護互聯網安全的決定≫
（全国人民代表大会常務委員会による

ネ ト安全維持に関する決定）

ネットの健康的な発展、国家安全と社会交易の維持、個
人の保護、企業や組織などの合法的な権益保護のため、
決定された法規。

第9回
全国人大
常委会

2000.
12.28

ネット安全維持に関する決定）
http://tech.sina.com.cn/i/c/65606.shtml

≪電信業務経営許可証管理弁法≫
（http://www.gdca.gov.cn/law/lawfile/mii19.asp

≪基礎電信業務経営許可証≫と≪増値電信業務経営
許可証≫に関する申請・審査に関する規定詳細。

信息産業部 2001.
12.26g g

≪外商投資電信企業管理規定≫
（電信企業への外国の資本投資に関する管理規定）

http://news.xinhuanet.com/tech/2006-
07/28/content 4886916.htm

外資企業が電信業務に参入する場合の、中国側／外資
側企業に対する、各資格における条件の規定（資本金な
ど）。

経営基礎電信業務：外資側は全体出資の49％を超えて
出資することはできない （中国側が51％以上）

国務院 2002.
1.1

07/28/content_4886916.htm
出資することはできない。（中国側が51％以上）

増値電信業務：外資側は全体出資の50％を超えて出資
することはできない。（中国側が50％以上）
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中国音楽・映像ソフト市場調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 音楽・映像ソフト輸入の流れ
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1-1. 海外の音楽・映像ソフト輸入の流れ

■ 海外の音楽ソフト輸入の流れ

文化部の指定する

音楽・映像ソフト輸入機関

①海外と版権契約 ②版権認証 ③審査・批准 ④出版・発行

委託

⑤販売ルート

◆出版・発行機構の
直接ルート

（約2週間） （約1ヶ月）

文化部海

申請

国家
版権局

版権認証の書類を発行
合格すると

出版・発行機構

上海地区で約20社
比較的規模の大きいのは

直接ル ト

◆大型販売ネット
（美亜音像、東方音像 等）

文化部
音像制品内容専家
審査委員会事務室

海外の
版権もと

文化部が指定した
音像制品経営単位

「進口音像製品批准許可」
（輸入音楽・映像ソフト批准許可）

合格する 比較的規模の大きいのは
・中唱（中国唱片：

チャイナレコード）上海分公司
・上海声像出版社
・上海音像公司 等

販売・レンタルの両ケース

輸入音楽・映像ソフト企業と
海外音楽・映像ソフトサプライ

申請に必要なもの
申請表

代理商

ヤーによる商談 -申請表
（輸入機関による初審意見を記入）
-版権貿易契約書
-版権証明書（原本）
-版権授権証明
-版権認証

（版権局が認定
-サンプルテープ
（中国語字幕もしくは吹き替え）
-内容紹介内容紹介

審査専門家は任期は1年。
「音像制品内容審査標準」に基づいて審査を行う。
現在審査委員会の専門家は50人。
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音楽ソフト
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1-2. 近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）①

近年 中国国内で正規販売された日本ア テ ストの （ 部）近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）

形式/

中国音像商務網（http://www.cnave.com/）による

タイトル アーティスト 出品会社 出版社 輸入許可番号
形式/

市場参考価格
発行年

出撃（ATTACK） AAA AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2006）165号 アルバム/24元 2006年

青渋日記 （DIARY） 青山テルマ
ユニバーサル

J
北京東方影音公司 文音進字（2008）113号 アルバム/52元 2009年

J

心绊情歌（絆歌） 中孝介
エピック レ

コード
上海声像出版社 文音進字：（2008）35号 アルバム/60元 2008年

花間道（ユライ花） 中孝介
エピック レ

コード
上海声像出版社 文音進字：（2007）265号 アルバム/43元 2007年

can‘t sleep,can’t eat,I‘m sick
/人魚

安室奈美恵 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2007）50号 シングル/32元 2007年

Want me want me 安室奈美恵 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2005）782号 シングル/20元 2005年

li 嵐 J S 清華大学音像出版社 新出音進字（2008）80号 アルバム/41元 2008年Dream“A”live 嵐 J Storm 清華大学音像出版社 新出音進字（2008）80号 アルバム/41元 2008年

心霊電台
(Heart Station Utada Hikaru) 

宇多田ヒカル EMI 江西文化音像出版社 文音進字:(2008)248号 アルバム/51元 2008年

SINGLE COLLECTION 1 宇多田ヒカル EMI 江西文化音像出版社 文音進字:(2004)381号 アルバム/46元 2004年

(EXILE LOVE) EXILE AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2008）339号 アルバム/44元 2008年

堅信（I Believe） EXILE AVEX 中国唱片上海公司 新出音進字（2008）56号 シングル+DVD/
53元

2009年
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1-3. 近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）②

近年 中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）近年、中国国内で正規販売された日本ア ティストのCD（ 部）

タイトル アーティスト 出品会社 出版社 輸入許可番号
形式/

市場参考価格
発行年

中国音像商務網（http://www.cnave.com/）による

市場参考価格

左岸香頌（DANS MON ILE） 小野リサ EMI
国際文化交流音像

出版社
文音進字（2004）174号 アルバム/46元 2008年

浪漫嘉年華 vol.1
（Romance Latino vol.1）

小野リサ EMI
国際文化交流音像

出版社
文音進字（2005）959号 アルバム/46元 2005年

地中海風情
（QUESTA BOSSA MIA…）

小野リサ EMI
中国文采声像出版公

司
文音進字（2002）570号 アルバム/26元 2003年

Tokyo Cafe Stylish,Cozy&Breezy 小野リサ他 EMI 貴州文化音像出版社 新出音進字（2009）049号 アルバム/57元 2009年

Tokyo CafeTokyo Cafe 
Smooth,Sensitive&Relaxing

小野リサ他 EMI 貴州文化音像出版社 新出音進字（2009）049号 アルバム/57元 2009年

氣 喜多郎
ポニーキャ

ニオン
上海録像公司 文音進字（2005）226 アルバム/91元 2005年

IN PERSON（イン パ スン） 喜多郎
ポニーキャ

上海録像公司 文音進字（2005）225 アルバム/91元 2005年IN PERSON（イン・パースン） 喜多郎
ニオン

上海録像公司 文音進字（2005）225 アルバム/91元 2005年

空海の旅“Sacred Journey Of 
Kukai”

喜多郎
コロムビア
ミュージック

九洲音像出版公司 文音進字（2007）286号 アルバム/46元 2007年

冬季恋歌（Winter of Love） CHEMISTRY
SONY 
MUSIC

上海声像出版社 新出音進字（2008）165号 アルバム/60元 2009年冬季恋歌（ ）
MUSIC

海声像出版社 新出音進字（ ） 号

但是/愛的証明（BUT/愛証） 倖田来未 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2007）404号 シングル/30元 2007年

再体験（BEST～second 
session～）

倖田来未 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2007）232号 アルバム/44元 2007年

熱浪4射（4 hot wave） 倖田来未 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2007）231号 アルバム/51元 2007年
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1-4. 近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）③

近年 中国国内で正規販売された日本アーティストのCD近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD

タイトル アーティスト
出品会

社
出版社 輸入許可番号/版権番号

形式/
市場参考価格

発行年

中国音像商務網（http://www.cnave.com/）による

タイトル ア ティスト
社

出版社 輸入許可番号/版権番号
市場参考価格

発行年

運命・恋水
（Destiny -太陽の花-/恋水 -
tears of love-）

島谷ひとみ AVEX 中国唱片上海公司 文音進字(2007)162号
シングル

+DVD/51元
2007年

情熱 パ 島
シングル/30元

年情熱（PASIO～パッシオ ） 島谷ひとみ AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2007）398号
シングル/30元

+DVD/51元
2007年

男歌 島谷ひとみ AVEX 中国唱片上海公司 新出音進字（2008）60号 アルバム/44元 2008年

梦幻缤纷 （Fantastic） 鈴木亜美 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2006）174号 シングル/20元 2006年

VOICE 中島美嘉
SONY 
MUSIC

上海声像出版社 文音進字（2008）164号 アルバム/60元 2008年

BEST 中島美嘉
SONY 
MUSIC

上海声像出版社 表記なし アルバム/48元 2008年

信仰 HYDE
SONY 
MUSIC

上海声像出版社 文音進字（2006）280号 アルバム/48元 2006年

抒情精选（BALLADS） 浜崎あゆみ AVEX 中国唱片上海公司 表記なしA アルバム/91元 2003年

情声重現情声重現2
(VOICE 2～cover lovers rock～ ) 

伴都美子 AVEX 中国唱片上海公司 文音進字（2008）346号 アルバム/44元 2008年

THE TOUR OF MISIA 2008 
EIGHTH WORLD+ THE BEST
DJ REMIXES

MISIA BMG 上海声像出版社 文音進字（2008）81号
アルバム

+DVD/75元
2008年

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-5. 近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）④

近年 中国国内で正規販売された日本アーティストのCD近年、中国国内で正規販売された日本ア ティストのCD

タイト ト
出品会

出版社 輸入許可番号 版権番号
形式/

発行年

中国音像商務網（http://www.cnave.com/）による

タイトル アーティスト
出品会

社
出版社 輸入許可番号/版権番号

形式/
市場参考価格

発行年

I LOVED YESTERDAY YUI
SONY 
MUSIC

上海声像出版社 文音進字（2008）409号
アルバム

+DVD/75元
2008年

CAN'T BUY MY LOVE YUI
SONY 

上海声像出版社 文音進字（2007）291号
アルバム

2007年CAN T BUY MY LOVE YUI
MUSIC

上海声像出版社 文音進字（2007）291号
+DVD/64元

2007年

吻（KISS） L'Arc～en～Ciel SONY 
MUSIC

上海声像出版社 文音進字（2007）577号 アルバム/53元 2007年

日本人気組合 彩虹楽隊
L'Arc～en～Ciel SONY 

上海声像出版社 文音進字（2001）229号 アルバム4枚組
2006年

（L‘Arc～en～Ciel）
L Arc～en～Ciel

MUSIC
上海声像出版社 文音進字（2001）229号

/89元
2006年
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1-6. 近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのVCD

近年、中国国内で正規販売された日本アーティストのVCD

形式/
タイトル アーティスト 出品会社 出版社 輸入許可番号/版権番号

形式/
市場参考価格

発行年

Utada Kikaru Single Clip 
Collection+Vol.3 宇多田ヒカル EMI 貴州文化音像出版社 文音进字（2006）632号 VCD/42元 2006年

Utada Kikaru Single Clip
宇多 カ 貴州文化音像出版社 文音进字 ） 号 年

Utada Kikaru Single Clip 
Collection+Vol.2 宇多田ヒカル EMI 貴州文化音像出版社 文音进字（2006）631号 VCD/42元 2006年

Utada Kikaru Single Clip 
Collection+Vol.1 宇多田ヒカル EMI 貴州文化音像出版社 文音进字（2006）522号 VCD/42元 2006年

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



1-7. 主な音楽ソフト輸入機関① 中国唱片（チャイナレコード）

1949年に設立。国務院
北京に本社を置き、上海、広州、成都に支店をもつ。
これまでに53000種類あまりの音楽ソフトを発行し、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。国家広播電影電視総局

国務院
国資委

中国 大規模の音楽ソフト製造・発行・販売・内外貿易を行う

中国唱片総公司

国営の総合音楽ソフト出版機構

本社（北京） 北京 中唱 中唱華夏 「音像世界」 中唱 中唱 上海聯合

中国唱片上海公司※１

中国唱片成都公司

本社（北京）

中国唱片深セン公司

唱片廠

生産基地

音像制作
中心

制作センター

中唱華夏
演出有限公司

コンサート
プロモーター

音像世界」
雑誌社

音楽雑誌

中唱
音像公司

全国販売網

音楽網台
公司

ネットでの
音楽配信

光盤有限
公司

音楽ソフト複製
日本からも

音楽ソフト出版社

中国唱片深セン公司

中国唱片広州公司

資本参加※2

会社名 住所 電話（FAX) URL

中国唱片総公司
北京東四南大街
礼士胡同54号

010-65242527
（010 65257332）

http://www.china-crc.com.cn中国唱片総公司
礼士胡同54号 （010-65257332）

http://www.china crc.com.cn

中国唱片上海公司
上海市欽州北路
1066号74棟6楼

012-64958822  ×199
（021-64957185）

http://www.ecrsc.com

※１ 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
ライセンス契約を行い、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。

※2 １９９１年に中国唱片上海公司が中心に上海聯合光盤有限公司を設立。１９９５年に日本のメモリーテック、三菱商事、第一興商が、
資本参加。
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1-8. 主な音楽ソフト輸入機関② （上海新匯光盤集団）

上海市委員会宣伝部■ “上海新匯光盤集団”組織図 上海市委員会宣伝部

支持 中国共産党上海市委員会
上海市人民政府

直接管理・監督

■ 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

上海新匯光盤集団

上海 上海金像 上海新匯時代 上海 上海 上海数字
上海声像
出版社

音楽・映像

上海音像
公司

上海
電子出版
有限公司

電子専門出版社

上海金像
光盤制作
有限公司

ディスク

上海新匯時代
光盤技術
有限公司

(国家光盤工程中心)

上海
新匯世紀
音像中心

音楽・映像ソフト音楽・映像

上海
新匯世紀

物流有限公司

音楽・映像ソフト

上海数字
世紀網絡
有限公司

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

出版社
電子専門出版社 ディ ク

複製製造 ディスク複製製造
音楽 映像ソ

の販売出版社
音楽 映像ソ

の販売
ッ 出版

会社名 住所 電話（FAX) URL

上海声像出版社
上海市零陵路800号 021-64812088

http://av ewen cc/av/上海声像出版社
東亜大厦19階 （021-64810199）

http://av.ewen.cc/av/
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映像ソフト
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1-9. 2007年に輸入が批准された映像ソフト（映画・ドラマ）

2007年に輸入が批准された映像ソフト（映画・ドラマ）2007年に輸入が批准された映像ソフト（映画 ドラマ）

中国文化市場網（http://www.ccm.gov.cn/）に公開されているのは全部で581種類。
うち日本の映像ソフトは以下22種類。（アニメ3種類を含む）
（2009年5月現在、2008年以降のリストの更新はない）

映画・ドラマ

批准番号 オリジナル 中国語タイトル 長さ（分） 出品会社 出品年 輸入 発行 形式

文像進字(2007)491号 Meoto zenzai 夫妇善哉 120 Toho company ltd 1955 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)488号 Mata au hi made 来日再相逢 110 Toho company ltd 1950 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)399号 Bakumatsu taiyoden 幕末太阳伝 110 Nikkatsu corporation 1957 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)398号 Season of the sun 太阳的季节 90 日活株式会社 1956 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)397号 Punishment room 处刑的房间 95 Daiei studios 1956 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)392号 Taiyo no nai machi 没有太阳的街道 140 Shinsei eiga 1954 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)391号 Gembaku no ko 原子弹下的孤儿 95 Kindai eiga kyokai 1952 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)390号 Meshi 饭 95 Toho company ltd 1951 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)385号
Humanity&paper 

balloons
人情纸风船 85 Toho company ltd 1937 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)384号
Tange sazen 

yowa:hyakuman ryo 
no tsubo

丹下左膳:百万两
之壶

120 日活株式会社 1935 吉林文化音像出版社 広東恒雅文化伝播有限公司 VCD/DVD
no tsubo

文像進字(2007)336号 Justirisers 幻星神(1-51集) 1530 TV Tokyo medianet inc 2004 広東音像出版社 広東豪盛文化伝播有限公司 VCD/DVD

文像進字(2007)263号 Dororo 多罗罗 110
Tokyo broadcasting 
system inc

2006 広東音像出版社
広州佳華文化活动策划有限
公司

VCD/DVD

文像進字(2007)87号 SHINOBI 刀锋下的爱 100 日本松竹映画株式会社 2005 広東音像出版社
広州佳華文化活动策划有限
公司

VCD/DVD文像進字(2007)87号 SHINOBI 刀锋下的爱 100 日本松竹映画株式会社 2005 広東音像出版社
公司

VCD/DVD

文像進字(2007)83号 卡门回故乡 85 公共版権 1951 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD

文像進字(2007)82号 爱怨峡 90 公共版権 1931 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD

文像進字(2007)81号 破鼓 110 公共版権 1949 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD

文像進字(2007)80号 破戒 100 公共版権 1948 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD文像進字(2007)80号 破戒 100 公共版権 1948 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD

文像進字（2007）22号 東京暮色 140 公共版権 1956 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD

文像進字(2007)21号 早安 90 公共版権 1956 峨眉電影制片厂音像出版社 峨眉電影制片厂音像出版社 VCD/DVD
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1-10. 2007年に輸入が批准された映像ソフト（アニメ）

2007年に輸入が批准された映像ソフト（アニメ）

批准番号 オリジナル 中国語タイトル
長さ
（分）

出品会社
出品
年

輸入 発行 形式

文像進字(2007)121号 ポケットモンスター
宠物小精灵1-52
集

1600
SHOGAKUKAN 
PRODUCTION CO，LTD

1998 広東音像出版社
広東東升影视文化伝播有限
公司

VCD/DVD

アニメ

文像進字(2007)90号 ビーロボカブタック 铁甲小宝(1-52集) 1560 東映有限公司 1997 広東音像出版社
広州芸洲人文化伝播有限公
司

VCD/DVD

文像進字（2007）1号 ポケットモンスター 神奇宝贝1-52集 1120 POKEMON株式会社 1997 国際文化交流音像出版社
北京東和兴伝媒文化有限公
司

VCD/DVD
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2. 関連法規
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2-1. 音楽・映像ソフト関連機関に必要な許可

■ 音楽・映像ソフト関連機関に必要な許可

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）
http://news.sina.com.cn/c/2001-12-31/433145.html

2001年2月1日より実行

音楽・映像ソフト

生産機関
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

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 文化部の
指定した機関

上海地区で制作許可証」

上海地区で87機関

出版許可証」

上海地区で20機関

複製許可証」

上海地区で13機関

複製許可証」

上海地区で
1537機関

上海地区で
約20機関

「音像制品制作管理規定」 （音楽・映像ソフト制作管理規定）
2008年2月21日 新聞出版総署発布
音楽・映像ソフト制作会社設立のための条件：

-専門技術スタッフが少なくとも5人以上いること。
-資本金50万元以上。
-固定営業面積が100㎡以上
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2-2. 海賊版対策

■ 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

1991年6月

1992年9月

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。

「中華人民共和国著作権法」が正式に施行される。

国務院が「実施国際著作権条約規定 を発布1992年9月

1994年

1997年

1998年12月

国務院が「実施国際著作権条約規定」を発布。

国務院が「音像製品管理条例」を発布。
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。

高人民法院「関于審理非法出版物刑事案件具体応用法律若干問題的解釈」（非合法出版物
布

1998年12月
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
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名称 公布日時 公布機関 主要内容

2-3. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（1）

「音像制品内容審査辦法」
（音楽・映像ソフトコンテンツ審査辦
法）

http://info.broadcast.hc360.c
om/HTML/001/003/002/453

1996年2月1日 広播電影電視部（国家
広電総局）

中華人民共和国文化
部

主に国家輸入音楽・映像ソフト審査機構の職責、審査過程、音楽・
映像ソフトのコンテンツ審査基準に関連。本辦法はコンテンツを有
するカセットテープ・ビデオテープ・CD・LD・DVDなど全ての音楽・
映像ソフトを含む。本辦法は国内の出版・複製・輸入音楽・映像ソ

om/HTML/001/003/002/453
58.htm

フトに適用される。

「電子出版物管理規定」
（電子出版物管理規定）

http://www.jincao.com/fa/14

1997年12月30日 新聞出版総署 国家は電子出版物の出版・複製・輸入・発行の際、許可制度を実
施する。電子出版物出版企業は香港特別行政区、マカオ、台湾地
区或いは国外著作権所有者より直接もしくは間接的に授権するこ
と また 所在省 自治区 直轄市新聞出版局に資料を提出し審/law14.12.htm と。また、所在省・自治区・直轄市新聞出版局に資料を提出し審
査・同意を得た後、新聞出版署より批准を受け輸入出版許可証を
得られる。著作権を得た省・自治区・直轄市版権局に登記し、登記
証件を得た後、出版できる。

新聞出版署は審査に関する資料を受け取ってから45日以内に批
准通過の決定を下す。中外合資、中外合作企業は電子出版物の
卸売業務を行ってはならない。

「音像制品管理条例」
（音楽・映像ソフト管理条例）

http://news.sina.com.cn/c/20

2001年12月25日 国家国務院 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。

01-12-31/433145.html 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。

「関于加強音像制品年度出版
計劃備案工作的通知」

2003年12月1日 新聞出版総署 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 省 自治 直轄市 政府 版行政部（音楽・映像ソフト年度出版計画に関
する通知
http://www.chinavalue.net/wiki/show
content.aspx?titleid=72522

（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）
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名称 公布日時 公布機関 主要内容

2-4. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（2）

「新聞出版総署関于対音像出版単位使用
版号実行総量控制的通知」

（新聞出版総署による、音楽・映像ソフト出
版機関が使用する版号の総量コントロール 1998年1月26日

新聞出版総署

（国家版権局）

1998年より、音楽・映像ソフト出版機関が使用する
版号（中国標準音像制品編碼）の総量に対するコン
トロールを実施する。

にに関する通知）
http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/2/49/8813bd
fc2baaeb488a9a10ff9d88d6a2_0.html

（国家版権局）

「中外合作音像制品分銷企業管理辦法」 音楽・映像ソフトの卸、販売、レンタル業務に従事す
る合弁会社の申請に関する条件などの規定（外資と合弁による音楽・映像ソフト販売企

業管理法）
http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/5/17/36cf14
e87622c28b96882950428dfb47_0.html

2004年2月9日
商務部

文化部

る合弁会社の申請に関する条件などの規定。

-中国側の権益が51％を下回ってはならない。

-合作の期限は15年を越えてはならない。等

「音像制品出版管理規定」 1996年発布の「音像製品出版管理辦法」に基づき「音像制品出版管理規定」
（音楽・映像ソフト出版管理規定）
http://tech.sina.com.cn/i/w/2004-08-
24/1821411448.shtml

2004年06月17日 新聞出版総署

1996年発布の「音像製品出版管理辦法」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繁栄を促す。

「音像制品進口管理辦法」
文 部

音楽・映像ソフトを輸入する際の申請手続きに関す
（音楽・映像ソフト輸入管理法）
http://www.gov.cn/banshi/2005-
08/21/content_25151.htm

2004年04月17日
文化部

海関総署

る規定

「互聯網等信息網絡伝播視听節目管理辦
法」

外商独資、中外合資、中外合作機構は情報ネット
ワ クを通じたプログラム視聴業務を行 てはなら法」

（インターネット等情報ネットワークにおける
プログラム管理辦法）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_6420
0.htm

2004年10月11日 広電総局

ワークを通じたプログラム視聴業務を行ってはなら
ない。

Copyright(c)2009 JETRO. All rights reserved.



名称 公布日時 公布機関 主要内容

2-5. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（3）

「信息網絡伝播権保護条例」

（情報ネットワーク伝播権保護条例）

http://www.gov.cn/zwgk/2006-
05/29/content 294000.htm

2006年7月1日 国務院 著作権所有者、演者、録音・録画制作者（以下；権利者）の
情報ネットワーク伝播権を保護し、社会主義の精神文明を
奨励し、物質文明の建設する作品を創作及び伝播するた
め、「中華人民共和国著作権法」に基づいて制定された。05/29/content_294000.htm
権利者の享受する情報ネットワーク伝播権は著作権法及
び本条例により保護される。法律、行政法規以外に組織も
しくは個人が情報ネットワークを通じて他人の作品、演技、
録音・映像ソフト公衆に提供する場合権利者の許可を得、
報酬を支払わなければならない報酬を支払わなければならない。

「音像制品制作管理規定」

（音楽・映像ソフト制作管理規定）

http://news.xinhuanet.com/newmedia/
2008 03/18/content 7814243 2 htm

2008年2月21日 新聞出版総署 「音像制品管理条例」、「出版管理条例」に基づく。

音楽・映像ソフト制作会社設立のための条件：

専門技術スタッフが少なくとも5人以上いること。

資本金 万元以上 固定営業面積が ㎡以上2008-03/18/content_7814243_2.htm 資本金50万元以上。 固定営業面積が100㎡以上

所在地の省・自治区・直轄市の新聞出版行政部門に申請、
批准を受ける。
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3. コンサート関連
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3-1. 海外アーティストの中国におけるコンサート・ライブ

近年、中国での海外アーティストのコンサート・ライブも積極的に行われているが、
審査も厳格化している。

ビヨーク事件：チベット問題
2008年3月ビョーク（アイルランド人）が上海コンサートである曲（「宣布独立」 (Declare Independence)の）途中
で「チベット チベット」と叫び 事件となったで「チベット、チベット」と叫び、事件となった。
文化部と上海市委宣伝部の監督下において、上海市文化市場行政執法総隊は専門チームを発足
させ、この事件の調査にあたり、コンサート映像などを確認した上で、このコンサートの主催機関に対し
違法所得1.2万元の没収と、9.6万元の行政処罰による罰金の支払いを言い渡した。
（2009年2月16日 中国新聞網：http://www chinanews com cn/cul/news/2009/02-16/1565489 shtml ）（2009年2月16日 中国新聞網：http://www.chinanews.com.cn/cul/news/2009/02-16/1565489.shtml ）

⇒2008年7月国家文化部より、海外及び香港・台湾と関連して行う営利コンサートの管理強化に
関する通知が発布される。

「文化部 海外及び香港 台湾と関わる営利性 サ 関する管理強化 関する通知「文化部・海外及び香港・台湾と関わる営利性コンサートに関する管理強化に関する通知」
（2008年7月14日発布 http://www.china.com.cn/policy/txt/2008-07/18/content_16032503.htm ）

1. プロモーターの資質に関する審査強化
2. コンサート内容の審査強化
3 海外及び香港・台湾の団体/個人アーティストの査定強化3. 海外及び香港 台湾の団体/個人ア ティストの査定強化
4. 実施機関及び委託・投資機関の権利義務関係審査に対する強化
5. コンサートの巡回監督・管理に対する強化
6. コンサート活動の現場における監督・管理の強化
7. コンサート市場情報通報制度と信用記録表の制度

Oasisの北京・上海コンサートの中止
予定されていたOasisの北京・上海コンサートが取り消しになったことに対し、中国外交部のスポークスマン・
秦剛は記者に対して中止の理由は中国側の実施機関の経済的な問題と語ったのに対して、Oasis側は
中国主催者から通知を受けた際に コンサ ト中止の原因はボ カルのNoel Gallagherが1997年に中国主催者から通知を受けた際に、コンサート中止の原因はボーカルのNoel Gallagherが1997年に
ニューヨークで行われたチベット独立支持のコンサートに出演したためと伝えられたとしている。
（2009年3月4日 北京晩報：http://ent.sina.com.cn/y/2009-03-04/11202401185.shtml）
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3-2. 2008、2009年中国で行われた日本アーティストのコンサート・ライブ

2008 2009年中国で行われた日本アーティストのコンサート・ライブ （主なものを抜粋）2008、2009年中国で行われた日本アーティストのコンサート・ライブ （主なものを抜粋）

タイトル/アーティスト 日程 場所 実施機関 チケット金額

2008 L‘Arc-en-Ciel
上海コンサート

2008年4月19日 上海源深体育場 上海国際文化芸術交流
有限公司

150 300 450 600 1000 
2000 3000海 ンサ ト

久石譲
宮崎駿アニメ視聴交響音楽会

2008年6月10日 北京音楽ホール -- 80 180 280 380 580
880

2008 モーニング娘。
上海コンサート

2008年6月28日 上海大舞台 上海城市舞蹈有限公司 180 280 380 580 680
880 1080

浜崎あゆみ
上海コンサート

2008年10月18日 上海大舞台 上海白玉蘭文化芸術発展
有限公司

2000 1400 1000 800 600 
500 300

THE TOUR OF MISIA DISCOTHEQUE ASIA
上海コンサート

2008年10月25日 閘北体育場 -- 1680 1280 980 680 480
280 180

海夏川りみ
上海コンサート

2008年10月28日 上海大舞台 中国上海国际艺术节中心 180 280 380 480 580
780 980 1280 1680

中孝介
2008中国上海コンサート

2008年11月2日 上海東方芸術中心 上海牡丹影視伝播有限公司 400 500 600

“ARASHI嵐” 2008年11月15 16日 上海大舞台 中国国際文化芸術公司 1000 680 480ARASHI嵐
2008アジアツアー

2008年11月15,16日 上海大舞台 中国国際文化芸術公司 1000 680 480

千と千尋--
久石譲・宮崎駿 クリスマス交響音楽会

2008年12月20-21日 上海・美琪大戯院 -- 580 380 280 180 120

「天空の城ラピュタ・千と千尋」 2009年1月29日 上海・東方芸術中心 -- 880 580 380 280 120天空の城ラピュタ 千と千尋」
宮﨑駿・久石譲作品とアニメヒット曲音楽会

2009年1月29日 上海 東方芸術中心 880 580 380 280 20

Lisa Ono in China 2009
（小野リサ）

2009年1月10日 北京・奥体中心体育 -- 1580 980 780 580 380
180

第5回上海国際ジャズウィーク 2009年1月16日 上海大舞台 -- 1280 880 680 480 380
280 180小野リサコンサート 280 180

安室奈美恵コンサート
「namie amuro BEST FICTION tour 2008-2009 in Shanghai」

2009年7月11,12日 上海大舞台 -- 1500 780 580
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