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本報告書に関する問合せ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

海外市場開拓課 

 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 

TEL: 03-3582-5313 

FAX: 03-5572-7044 
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【免責条項】 

ジェトロは本レポートの記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及

び利益の喪失については一切の責任を負いません。 

これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 

 

【ジェトロ/コンテンツビジネス関連情報】 

①JETRO 上海コンテンツビジネスニューズレター配信登録（無料） 

中国のコンテンツビジネス（漫画・アニメ、テレビ番組、映画、ゲーム、音楽）などの

市場動向や法令情報を毎月お届けします。 

https://www.jetro.go.jp/mreg/subscribe?id=3609 

②コンテンツ関連の海外市場レポート 

http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/ 

③コンテンツビジネス関連情報（各国情報、サービス紹介等） 

http://www.jetro.go.jp/industry/contents 
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アンケート返送先:  <FAX> 03-5572-7044 ジェトロ海外市場開拓課  宛（平成 22年 9月現在） 

 

 

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： 本報告書は、UAE及びエジプトにおけるコンテンツの市場状況をご紹介し、日本企 

業の皆様の参考資料になることを目的に作成いたしましたが、どの程度役立ちまし 

たか？（○をひとつ） 

 
■ 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くだ 

さい。 
 

 

 

 

 

■ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

★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、調査等のご案内の可否に

つき、該当欄に✔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、ジェトロのサービス向上のために利用します。 

お客様の個人情報保護管理者：ジェトロ 海外市場開拓課長  TEL:03-3582-5313 

● ジェトロ海外市場調査報告書のご利用アンケート ● 

～「UAE及びエジプトのコンテンツ市場に関する調査」～  

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 

お名前
ふ り が な

  会社・団体名  

部署  役職名  

住所  

TEL  FAX  

E-mail  H P http:// 

 

 

TEL:03-3582-5313
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はじめに 

ジェトロでは、中東及び北アフリカのコンテンツ市場（特に、アニメ分野及びゲーム分

野）について調査するため、アニメ及びゲーム分野に詳しい2名の専門家（詳細は下記参照）

を公募・選定し、2010年2月に、UAE（アラブ首長国連邦）及びエジプトの2カ国に派遣いた

しました。  

本レポートは、アニメ分野およびゲーム分野の専門家が、現地でのヒアリング調査に基

づき市場動向についてまとめたものです。現地では統計が整備されていない国もあるため、

市場規模などはヒアリング情報を基にした推定の数字が中心になります。  

本専門家派遣調査の結果については、既に 2010年 3月に開催された東京国際アニメフェ

ア 2010のシンポジウムにおいて、現地報告会を実施いたしました。ご好評いただきました

ので、本レポートとしてまとめ、WEBにて公開させていただくことになりました。  

現地市場について、専門家の目で見た本レポートが、日本ではまだあまり知られていな

い UAE やエジプトのコンテンツ市場の概略を把握していただくための参考となれば幸いで

す。  

 

 

＜専門家紹介＞  

アニメ分野 

■派遣専門家：数土 直志 氏 

 株式会社アニメアニメジャパン 代表 

 ※参考 WEBサイト：http://www.animeanime.jp/ 

 

ゲーム分野 

■派遣専門家： 川口 洋司 氏  

株式会社 コラボ 代表取締役  

一般社団法人 日本オンラインゲーム協会 [Japan Online Game Association]  

（略称：JOGA) 事務局長  

※参考 WEBサイト： http://www.japanonlinegame.org/  

 

＜ご参考＞ 

○派遣日程：2010年 2月 19日～26日 

○現地調査都市： 

エジプト／カイロ   

UAE／ドバイ 

http://www.animeanime.jp/
http://www.japanonlinegame.org/


 

6 

 

※本レポートは、2010年 2月 20 日から 2月 26日にかけてエジプト（カイロ）、アラブ首長国連

邦（ドバイ）において各国の有力な放送局、アニメーション制作会社、番組配給会社、またコ

ンソール、アーケード、オンラインゲーム関連会社に対して、ジェトロが派遣した 2名の専門

家が行った現地ヒアリング調査をもとにまとめたものである。 

※会社の表記はそれぞれの国の名称をそのまま使用した。ゲームタイトルは、日本で馴染みのあ

るタイトルは日本語、そのほかは現地で使用されている英語表記で表した。 

※エジプトの通貨 EGP（エジプトポンド：1EGP＝約 16 円／2010年 2 月 20日現在）および 

アラブ首長国連邦の通貨 DH（ディルハム：1DH＝約 24 円／2010 年 2 月 23 日現在）の円換算

は、それぞれの国を訪れた時点の為替レートを採用している。 
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エジプト及び UAEにおけるアニメ産業の現地調査から  

（執筆担当：数土専門家） 

 

※本レポートでは「アニメーション」をアニメーション全体を指し、「アニメ」は日本の商

業アニメーションを限定する時に用いている。 

 

 2010 年 2 月 19 日から 26 日までの 7 日間、JETRO のコンテンツ市場調査として、エジプ

ト・カイロとアラブ首長国連邦（UAE）・ドバイのアニメーションとゲーム産業の調査に参

加した。地理的な遠さに加えて、イスラムの宗教戒律の厳しい北アフリカ・中東地域は、

日本のエンタテインメントコンテンツの進出は難しいのではないかと思われがちだ。しか

し、一方で、豊かな資源を背景に北アフリカ・中東地域は、世界でも有数の成長地域であ

る。また、湾岸諸国（GCC）を中心に、欧米のコンテンツ関連企業の現地進出が近年続いて

いる。日本のアニメもテレビ放映を通じて、知られるようになってきている。 

今回の調査は、そうした中で同地域での日本のコンテツ産業進出の可能性を探るもので

あった。ここでは現地の放送局、アニメーション制作会社、番組配給会社などの企業訪問

で得た情報を中心に、両地域の日本アニメの進出状況について報告する。 

 

 訪問した地域は、北アフリカの中心となる大都市カイロと急激な成長とグローバルネッ

トワーク化で注目を集めるアラブ首長国連邦（UAE）のドバイである。アフリカ最大の都市

カイロと都市国家的な展開を遂げるドバイは、対照的な特徴を持っている。2都市に過ぎな

いとはいえ、両都市を見ることでこの地域の動きを把握するうえで大きな参考となった。 

2009年 11月に始まった金融・不動産バブルの崩壊が昨今話題になることが多いドバイだ

が、尐なくとも調査時点で国の雰囲気はバブル崩壊を意識させるほどには暗くなく、消費

活動も依然活発に行われているように窺われた。アニメーション、ゲーム、放送、映画と

いった業界関係者にインタビューをする限りではそうした話題は全く言及されず、日常ど

おりビジネスが続けられていた。 

 エンタテインメント産業は、金融や不動産といった業種と異なりバブル化しにくかった

ことも理由としてあるかもしれない。また、情報関連や表現の自由にも結びつくことの多

いエンタテイメント産業は、中東地域でも最も規制が尐なく自由とされ、英語で情報交換

出来るドバイから離れにくいという事情もあるに違いない。今後、同じＵＡＥのアブダビ

やあるいは巨大な隣国サウジアラビアがコンテンツ産業・エンタテインメント産業の振興

に力を入れたとしても、ドバイの情報ネットワーク、人的ネットワークは短期間で失われ

ることはないと感じられた。 

 一方、エジプトは、7400万人という中東・アフリカ圏有数の人口に大きな魅力があるが、

流通のインフラの整備が不十分で、現時点で直ちに日本のアニメのマーケットとして開拓



 

8 

 

出来るかはやや難しい印象だった。それでも、人口の 1 割とされる富裕層の存在は、巨大

である。また、自国市場が巨大であるだけでなく、北アフリカの中心国としての今後の可

能性は大きく、未来の市場ではないかと考えられる。 

 

 

(1)北アフリカ・中東地域のアニメーション市場 

 

①域内格差とコンテンツ市場 

 北アフリカ・中東地域はアラビア語圏として、ひとつに見られがちだが、域内の経済（所

得）格差、人口の大きい地域である。人口で言えばエジプトは 7400万人、バーレーンは 100

万人、一人当たりの名目 GDPは UAEの 55000ドルから 1000ドルあまりのイエメンまである。

生活必需品ではないエンタテイメント関連の消費を考える際には、このふたつの格差を前

提に考えることが特に重要だ。 

 日本アニメの展開を考える時に、人口だけみるとエジプト、イラン、イラクが魅力的だ

が、市場基盤は十分でなく、エンタテインメントに向けられる支出も限られた層が多い。

一方、所得が高い国で考えると UAE やクウェート、カタール、バーレーンなどがある。し

かし、いずれの国も人口が尐なく単独で市場を考えるには難しい。 

 一番有望な市場は高所得国の中では人口が 2400万人とずば抜けているサウジアラビアだ

ろう。北アフリカ・中東地域でエンタテイメント市場を開拓するには、サウジアラビアは

最重要な地域となるに違いない。ただし、サウジアラビアはイスラムの戒律が厳しいため、

日本のアニメ、ゲーム、マンガコンテンツの本格的な輸出には表現規制が大きな問題とな

る。ビジネスを円滑に進めるために、経済活動や表現規制があまり厳しくない隣国ドバイ

やアブダビを拠点にするのが合理的な考え方である。 

また GCC 全体でも人口は 4000 万人、これはフランスやドイツ単独の市場よりも小さい。

長期的なビジネスビジョンには、GCCを足がかりにエジプトやイラクといった周辺国を含め

る必要もあるかもしれない。 

 

[中東・アラビア語圏の市場 4つのパターン] 

■ 高所得で比較的規制が尐ない市場（UAE、バーレーン） 

■ 高所得で規制の厳しい市場（サウジアラビア、クウェート） 

■ 低・中所得で比較的規制が尐ない市場（エジプト、ヨルダン、レバノン） 

■ 低・中所得で規制の厳しい市場（イラク、シリア、イエメン） 

*アラビア語圏ではないが、上記市場に密接な関係を持つイランも人口が多く、低・中所得

で規制の厳しい市場に分類出来る。 
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中東・北アフリカ市場の概念図 

 

②北アフリカ・中東地域の特徴 

 

□ 欧米の影響の強さ 

同地域の企業インタビューをし、市場調査する中で強く感じられたのは、欧米文化の強

い影響である。中東というと北米や西ヨーロッパと対照的な文化、距離を置くと感じられ

がちだが、エンタテインメント関連企業の海外のビジネスパートナーは米国や西ヨーロッ

パの企業が多い。ドバイでは、企業の幹部に欧米のビジネスパーソンを置くケースが複数

見られた。 

この結果アニメーション、キャラタクターに関する欧米の主要な企業はほとんどドバイ

進出済みで、かつ幅広いビジネスを展開している。代表的な企業には、ウォルト・ディズ

ニー、ニコロデオン、カートゥーンネットワーク、ドリームワークス・アニメーション、

マーベルなどが挙げられる。いずれもテレビ放映、DVDだけでなく、玩具などライセンス商

品なども広く販売されている。キャラクター玩具では、このほか米国の 2 大玩具企業マテ

ル、ハズブロの製品も数多く確認出来た。 

逆に、現地でも人気があるとされた日本のアニメ『NARUTO』や『名探偵コナン』などの

ライセンス商品はほとんど確認出来なかった。作品の人気とは別にライセンス商品の展開

では、欧米企業に差をつけられている。 

 

[カイロ・ドバイで見られた欧米のキャラクター] 

■ ニコロデオン系： スポンジボブ 

■ ディズニー系： ピクサーなどの劇場映画のキャラクター、パワーレンジャー、 

スパイダーマン（マーベル） 

■ カートゥーンネットワーク系： BEN10 

サウジアラビア 

クウェート 

バーレーン･･･ 
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■ ドリームワークス系： シュレック 

■ 玩具ブランド バービー人形（マテル）、トランスフォーマー（ハズブロ） 

 

□ アニメ関連企業はフルラインのビジネス 

また、今回はアニメーション制作会社にも幾つか訪れている。こうした会社で興味深か

ったのは、企業の大小に関らずいずれの企業もアニメーションビジネスをフルラインで手

がけていることだ。 

例えばエジプトの Matrixは、アニメーションの制作会社であると同時に配給会社でもあ

る。しかも、アニメーションの制作はプリプロダクションから原画、撮影、編集、録画ま

で全て自社内で行っている。さらに 2D アニメーションと 3D アニメーションの双方を手掛

けている。さらにアニメーション関連企業はいずれもゲーム産業やウェブ関連産業にも興

味を持っているケースが多い。日本と異なり、2Dと 3D、アニメとゲームといったビジネス

領域の区別はあまり存在しないようだ。 

 

③日本アニメの浸透度 

日本のアニメは、主にテレビ放映を通じて知られている。子供専門チャンネル、アニメ

ーション専門チャンネルが複数あり、特に衛星放送が、アラビア語圏での日本アニメの普

及に大きな力を持っている。人気作品ではエジプト、ドバイいずれの地域でも『NARUTO』

の名前が聞かれた。しかし、現状ではこうした認知度はキャラクター商品などの二次展開

のビジネスに直結していない。テレビ放映での認知度イコール、ビジネス規模とはなって

いない。 

また、放映されている作品の多くはプレスクールからキッズ向けの作品が多くなってい

る。日本が得意とするハイティーンより高い世代に向けたアニメファン向けの作品はあま

り扱われていない。これはアニメファン向けの作品の表現が戒律の厳しい国では受け入れ

られ難い、あるいは単純に人気を獲得するうえでまだ力が不足しているとの見方も出来る。 

 

テレビ放映をされている主な作品 

■ 『名探偵コナン』 

■ 『ＮＡＲＵＴＯ』 

■ 『爆丸』 

■ 『スラムダンク』 

■ 『韋駄天翔』 

■ 『バトルビーダマン』 

 

一方で、両地域とも過去の作品の人気を指摘する声も多数聞かれた。主な作品は『UFOロ

ボ グレンザイザー』、『マジンガーZ』、『キャプテン翼』である。これらの作品については、



 

11 

 

過去にテレビ放映をされたことが未だに高い人気を誇っている理由である。どういった経

緯で、アラビア語圏に持ち込まれたのかは不明だが、いずれの作品もかつてフランス、イ

タリア、スペインといった南ヨーロッパで人気を博したことから、ヨーロッパ経由で持ち

込まれたとみられる。 

 

ビジネス関係者の間でも、日本のアニメが意外なほど知られていないことも分かった。

また、日本のアニメと欧米のアニメーション作品が混同されているケースがしばしば見ら

れた。 

例えば、米国のカートゥーンネットワークが製作する『BEN10』や、欧州にあるディズニ

ー系の放送・ライセンス事業会社 JETIX が取り扱う作品を日本アニメと認識しているケー

スに遭遇した。一般にマネージメントのトップに立つ人は、日本のアニメをほとんど知ら

ないことが多かった。 

 一方で、日本アニメが若者に人気があるとの認識は高い。カイロの Matrix では、既に自

国作品のなかに日本アニメスタイルを取り入れていた。ただし、日本のアニメを参考にし

たとして紹介された作品は、むしろアメリカのカートゥーンスタイルと日本アニメスタイ

ルの折衷という趣であった。日本アニメがよく知られていないことがここでも現れている

ように感じた。作品にはなっていなかったが、他のゲーム企業でも日本アニメスタイルの

プロジェクトの企画を見せてもらった。作品自体はよく判らないが、日本アニメの持つ利

点を自国の作品に取り込みたいとの意識が強いようだ。 

 

④中東・北アフリカのファン事情 

日本のアニメを知っているのは、むしろより若い世代である。近年メディアでも紹介さ

れることの多い「MANGA SUSHI」のオーナーSultan Qassim Sultan 氏はそうした一人かも知

れない。「MANGA SUSHI」は、ドバイ市内にある日本のアニメ、マンガをテーマにした寿司

レストランである。アニメ・マンガに関連したアイテムで飾られたレストランは、日本と

切り離してもおしゃれで魅力のある空間だ。同氏はアニメ・マンガに対する強い情熱から

この店をオープンした。彼と彼の友人たちの日本のアニメ・マンガに対する知識は、日本

のファンと変わるところがなく、ファンの情熱は世界共通と思わせるのに十分だった。 

しかし、この地域のアニメファン・マンガファンの活動は世界のなかでは、やはりまだ

十分に活発とは言えない。カイロ、ドバイいずれの地域でも、日本のアニメ・マンガをテ

ーマにしたファンイベントが、まだ立ち上がっていないためだ。ファンイベントは世界各

地でのアニメファン向けのファン活動の指標ともなっている。現在は、ファンイベントの

立ち上げまでは行かないが、熱烈なファンが現れ始めた初期段階といえる。 

 

⑤中東・北アフリカ地域での海賊版問題 

当初予想していたのと較べて、この地域での海賊版の活動は思ったほど活発ではなかっ
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た。エジプトについては、日本のアニメコンテンツが十分に知られておらず、そもそも日

本アニメの DVD に対する関心が低いと見られる。市内で見られた日本アニメの DVD はその

ほとんどが海賊版だったが、その数は海賊版ゲームソフトに較べると極めて尐なかった。 

一方、ドバイでも、日本アニメの海賊版はほとんど見つけることが出来なかった。ショ

ッピングセンターで売られているもの、街中のショップで売られているもの、いずれも主

力は海外から輸入された正規版である。市中で見かけた海賊版だろうと思われる DVD も全

て欧米のアニメーション作品であった。 

海賊版が尐ないことについて現地の方に伺ったところ、店舗での販売については行政に

よる取り締まりが定期的に行われているためとのことだった。尐なくとも一般的に目立つ

場所で海賊版を売ることは難しいようだ。 

 

市内のインターネットカフェを視察したところ、おそらく違法ファイルだろうと思われ

る多数の日本アニメのファイルが見受けられた。その大半は、テレビ放送にかからないア

ニメファン向けの作品である。インターネット上での海賊版ファイルがどの程度利用され

ているかは確認出来なかったが、作品が放送されておらず、DVDも輸入版が中心となってい

る状況のため、被害状況を算出することは難しいと思われる。 

また海賊版ファイル以外でも、ウェブサイトの情報を提供する ALEXAによれば、UAEには

日本のアニメを海外に配信する動画配信サイト「クランチロール」のユーザーが尐なくな

い。特にアニメファン向けとされている作品の多くは、インターネットを通じて普及して

いると考えられる。 

 

(2)分野ごとの日本アニメの状況 

 

①劇場アニメーションの現状 

劇場市場は、この地域では日本のアニメの開拓が最も進んでいない分野だろう。現状で

は、映画祭や上映会を除いては日本アニメの上映はほとんど行われていない。 

今回、調査に訪れた映画関連の企業はドバイの Gulf film のみであったが、社長、マー

ケティング担当者とも日本のアニメ映画をこれまで観た経験はないとのことであった。日

本アニメに対して否定的ではないが、既に欧米、インド、地元の映画を十分に豊富なライ

ンナップで展開しており、新たなジャンルを取り入れる余地はないと考えている中で、こ

れから配給すべき作品は日本のものも十分あるとの印象を筆者は受けた。現時点でアニメ

ーションだけでなく、日本映画をこの地域に売り込むには相当の努力が必要となりそうだ。 

ただしドバイでは、一般的な劇場公開だけでなく、日本のレイトショーのようなより小

さな規模での劇場公開も行っている。ここでは観客の反応を見ながら次のさらなる展開を

考える、プレマーケティングを担っている。こうしたかたちからの劇場進出には、何かし

らの可能性があると感じられた。 
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②テレビ放送の現状 

北アフリカ、中東地域では、子供番組については、衛星放送が大きな力を持っている。

特に複数のメディアコングロマリットの存在が大きい。こうした放送局を通じて日本のア

ニメも多数放映されている。 

今回は、そうした放送局のひとつとしてドバイの MBC も訪れている。さらにキャラクタ

ー展開も行う Spacetoon、また、カイロでも地元放送局の Dream Media Co.を訪問した。

ただし、Dream Media Co.については、子供番組の放送は尐なく、日本のアニメの放映はな

かった。 

 

中東・北アフリカ地域では、日本アニメは比較的放送されているにも関らず、インタビ

ューの中では日本アニメを買い付ける際の問題が幾つか指摘されている。これは番組配給

会社にも共通する問題である。ひとつは番組の翻訳コストの問題、もうひとつは宗教上の

戒律による制約である。 

翻訳については、日本語からアラビア語への翻訳は、英語からアラビア語への翻訳に較

べて手間とコストがかかるとの指摘である。これが日本の番組コンテンツの国際競争力に

も大きな影響を与えている。Dream Media Co.は、番組の買い付けはアラビア語に吹き替え

がされていることは前提だと話す。また、番組配給会社では、翻訳、吹き替えコストの高

さを考えるとその分番組を安く買おうとする傾向があるとの意見もあった。一方で、日本

アニメを多数買い付けているドバイの Spacetoon のみは、自社で日本語をアラビア語翻訳

するシステムを持っていると話していた。 

ただし、翻訳の問題は、日本側で英語訳をつけて貰えれば、解決出来るとの意見もあっ

た。日本語からアラビア語は難しいが、英語からアラビア語翻訳の環境は充実しているか

らだという。 

戒律による番組放送の制約は、エジプトや UAE のような比較的戒律が緩やかな国でも存

在する。それは肌の露出や神の解釈に関ることが主なものなどだ。その基準は様々に説明

されるが、実際に放映されている作品の状況と違うと感じる部分もあり、現地の専門家の

助けが必要な部分だ。 

しかし、エジプト、UAEより問題なのは、より戒律が厳しいサウジアラビアなどの地域で

ある。MBCの担当者によれば、同局の収入のかなりの部分はサウジアラビアからのものであ

るため、番組放映は、サウジアラビアの基準に合わせる必要がある。そのため日本のアニ

メは放映出来ないものが多いと説明された。 

 

番組の買い付けについては、放送局、番組配給会社でもフランスのカンヌで開催される

ふたつの番組見本市 MIPTVと MIPCOMの名前を挙げる例が多かった。ドバイ国際キャラクタ

ー＆ライセンンシングフェアについては見本市としてはまだ十分育っていないが、足は向

けているとのことだ。 
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しかし、MIPのような国際見本市では、日本企業がアニメを出品していることは知ってい

るが、実際には欧米の大手企業を回ることが優先され、個別にビジネスをする環境を作れ

ていないという。 

ひとつはビジネスのロットが影響している。例えば MBC では、通常子供番組の買い付け

は個別に行っていない。多くの場合は、大手の放送局からいくつもの作品をまとめて購入

して、その中にたまたま子供向けのアニメーション番組も含まれており、それを放映して

いる。そうしてまとめて購入した番組の中には中東では放映出来ない作品もあるが、それ

は構わないという。 

しかし、その MBC も実際には日本の放送局のひとつとは、直接アニメ番組の取引をして

いる。これについては、その放送局から積極的な売り込みがあったためと説明をしていた。 

 

放送市場もビジネス環境は厳しいが、北アフリカ・中東地域の魅力は、今後数年間で、

アラビア語圏での子供チャンネルの数は拡大すると予想されていることだ。今後子供番組

の需要は大きく拡大するとみられる。その際に求められるのは、児童向け・幼児向け番組、

教育的要素のある番組だという。現状でもこの地域でテレビ放映されている日本アニメの

大半は児童向け・幼児向け番組となっているから、今後もそうした方向性が続くことにな

る。 

放送コードの問題などはあるが、劇場映画、放送番組、映像パッケージ、商品ライセン

スとビジネス領域ごとに分けた場合、放送市場は日本のアニメの進出にとって最も有望な

分野に見える。積極的なセールスと相手のニーズに沿った作品を提供が出来れば、日本の

コンテンツに対する需要は尐なくないと感じられた。 

 

③映像パッケージの現状 

 世界ではアニメーションの主要な収入となっている DVD、ブルーレイディスク、ビデオカ

セットなどの映像パッケージビネスは、北アフリカ、中東地域では比較的小さなビジネス

である。特にエジプトでは日本アニメの映像パッケージはほとんど見られなかった。カイ

ロで確認出来た正規版の日本アニメは、HMVで販売されていた『もののけ姫』、『スチームボ

ーイ』、『バットマン・ゴッサムナイト』など数タイトルだけである。（『バットマン・ゴッ

サムナイト』の製作（企画･資金調達、マネジメント）は米国企業で、制作(実際のプロダ

クション業務)のみ日本企業。いずれも、欧米ではウォルト・ディズニー（『もののけ姫』）、

ソニー・ピクチャーズ（『スチームボーイ』）、ワーナー・ブイラザーズ（『バットマン・ゴ

ッサムナイト』）とハリウッドメジャーの流通を通しており、日本のタイトルが独自に地元

企業にライセンスされているものは確認出来なかった。 

また、ドバイについては、店頭に並んでいる日本アニメ DVD のほとんどは、オーストラ

リア、イギリスからの輸入品である。これは大手 CD・DVD 量販店、街中のショップも同様

である。特にモール・オブ・ジ・エミレーツのショッピングセンター内にあったヴァージ
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ン・メガ・ストアではおよそ 6 棚程度が日本のアニメという状況で、品揃えについては、

日本の専門店に匹敵するほどであった。 

割合はオーストラリアが 8 割、イギリスが 2 割程度といった具合だ。オーストラリアの

大手企業 Madman Entertainment が一番多く、イギリスの Manga Entertainment などの商品

が見られた。これらの価格は輸入品ということもあり、百数十ディルハムからと決して安

くない。 

 

数尐ないが現地企業が独自に発売している DVD もある。今回は訪問しなかったが VIVA 

Entertainmentという会社がドバイに存在する。同社の DVDは、ドバイ・モール内の紀伊國

屋書店で販売されていた。確認出来たタイトルは『SAMURAI 7』、『十二国記』といった NHK

関連の作品で、カイロで訪問した番組配給会社 Tanweer がアラビア語翻訳して扱っていた

作品と重なっていた。アラビア語で日本のアニメを楽しめる貴重な DVDと言えるだろう。 

また、現地で確認出来なかったが VIVA Entertainment のカタログには、『ポケットモン

スター』や『遊戯王』の UAE 現地語版もある。ただし、こちらは欧米系の企業を通じてラ

イセンスされているようで、販売する側では日本アニメと区別されていない可能性が高い。 

マンガについても尐し触れておきたい。ドバイ・モールの紀伊國屋書店では膨大なタイ

トルを販売している。こちらは大半が米国から輸入された英語版となっている。日本より

価格の高い米国版のさらに輸入であるから、こちらも価格は安くない。所得水準の高いド

バイという土地、そして外国人が多いことから UAE 人以外の顧客もターゲットに入れた市

場として成り立っているように感じられた。しかし、紀伊国屋の蔵書があまりにも充実し

ているためか、他の書店では日本のマンガはほとんど見つけることが出来なかった。 

 

④商品ライセンスの現状 

エジプトについては、アニメーション関連の玩具の商品ライセンスの展開は弱い。玩具

自体は売られているが、キャラクター商品も定番商品、玩具企業独自の展開を感じさせる。

玩具企業ではマテル、ハズブロなどやはり欧米企業が強い。 

一方ドバイでは、アニメーション関連のライセンスビジネスがまさに大きく成長し始め

たところである。ひとつは地元のアニメーション制作会社 Lammtraによる 3Ｄアニメーショ

ン『FREEJ』の成功である。アラブの旧世代の女性たちが、世の中の変化の中で巻き起こす

コメディが大ヒットになっている。 

番組のヒットもさることながら注目すべきは、『FREEJ』が大規模な商品ライセンスを展

開していることである。その商品はアパレルから食品、玩具、宝飾品にまで及ぶ。こうし

たライセンス展開は、ヨーロッパ出身のビジネス開発マネジャーが担当している。 

また、最新作のアニメーション制作は UAE でなく、ヨルダンで行っている。理由は UAE

でのアニメーション制作はコストが高くつくためである。つまり、Lammtraは、企画、プリ

プロダクションのみを UAE で行い、出来あがった作品の放映権を販売、ライセンスの販売
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をする。また、ライセンスの販売先も例えば玩具であればドイツ企業で、その玩具は中国

で生産し、販売が UAE で行われている。ビジネス全体にグローバルなネットワークが構築

されている。 

 

一方、海外のアニメーションでも、大きな成功がある。放送、ゲーム、キャラクターラ

イセンスのビジネスを複合展開する Spacetoon の『BEN10』である。『BEN10』は、米国のカ

ートゥーンネットワークの展開する作品だが、中東地域では Spacetoon がライセンスの展

開を行っている。 

『BEN10』のキャラクター商品は、エジプト、ドバイとも街の至る所で目にすることが出

来た。現在、この地域で最も力のあるキャラクターである。このビジネス展開を Spacetoon

は管理している。『FREEJ』と『BEN10』の例は、中東地域でも、日本や欧米のような商品ラ

イセンスによる二次展開が既に可能なことを示している。 

 

両社の成功の理由は次の 3つが指摘出来る。 

□ 欧米のキャラクタービジネスモデルの導入（マーケティング担当者に欧米の経験者を

据えている例も見られる）。 

□ ライセンス事業に特化し海外での生産。ファブレスを導入。 

□ グローバルなネットワークの活用。 

 

こうした成功例があるものの、実際には他の企業では商品ライセンスのビジネスの行い

方については依然、戸惑いがあるようだった。しかし、キャラクター事業の成功例が出て

いることで、今後はこうしたライセンス事業への関心が大きく高まるとみられる。 

参入はやさしくはないが、可能性の高い市場、成功した時のリターンの大きな市場と言

える。現地のキャラクター、海外のキャラクターを問わず今後ビジネスチャンスの大きな

分野になりそうだ。 

 

 

まとめ 

 

今回の調査を通じて、個人的には中東・北アフリカ地域での日本アニメの市場展開の可

能性は十分あると感じた。一方で、日本のコンテンツ業界とはこれまでつながりが薄い地

域であり、他の地域以上に市場参入の努力は必要だろう。 

しかし、サウジアラビアをはじめとする豊かな湾岸諸国は、その努力に値する魅力的な

市場だ。市場の成長性も高い。現在は、歴史的な経緯から欧米企業とつながりが大きいが、

企業経営者、エグゼクティブには、ビジネスチャンスがあれば、新たな領域、作品にも挑
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戦したいという強い意欲が感じられる。成長市場特有のビジネスに対する柔軟さがみられ

る。例えば、作品だけでなく、日本の二次展開を含めたキャラクター展開の提案を大きな

関心を惹くに違いない。 

 

[中東・北アフリカ市場開拓のポジティブ要因] 

■ 成長市場であることは間違いない。 

■ 成長市場特有の市場の柔軟さ（多様な可能性を受け入れる余地がある） 

 

[中東・北アフリカ市場開拓のネガティブ要因] 

 ■ 欧米企業が先行しており、市場で大きな力を持っている 

 ■ 宗教的な戒律の問題（表現規制） 

■ 特にビジネスの現場で日本アニメの作品や特徴が十分知られていない 

 

また、ビジネスにあたっては、日本のアニメを十分に理解してもらうことも必要であろ

う。実際に、ビジネスパーソンの間では日本アニメはまだまだ知られていない。その際に、

ドバイの日本アニメをコンセプトしたレストラン｢MANGA SUSHI｣を支持したり、インターネ

ットカフェで最新の日本アニメを楽しむ現地のファンの協力を得ることも可能かもしれな

い。 

マス向けの展開では、宗教的な戒律を超える方法として、共同製作も有効ではないだろ

うか。現地でも人気の高い日本のアニメスタイルで、現地の基準、ニーズにあったアニメ

ーションを共同製作する選択である。既にマンガでは日本人作家の作画、現地のストーリ

ーによるマンガ『GOLD RING』が成功を収めている。アニメーションでも同様の企画は可能

なはずである。中東・北アフリカ地域は、日本のコンテンツの多様な展開の可能がある地

域でないだろか。 

※本レポートでは「アニメーション」をアニメーション全体を指し、「アニメ」は日本の商

業アニメーションを限定する時に用いている。 

 

（了） 
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参考   [主要な訪問企業] 

エジプト・カイロ 

■ MATRIX 

業種： アニメーション製作（2D、3D）、アニメーションディストリビューション 

住所： 28 Samir Mokhtar St.,Ard El Golf, Heliopolis, Cairo, Egypt 

E-mail： info@egymatrix.com 

WEBサイト： http://www.egymatrix.com/ 

エジプトを代表するアニメーション製作会社。テレビ、映画、コマーシャル、ウェブと様々

なメディアのコンテンツを多数制作している。また、作品も手描きのアニメーションから

CG まで幅広い。アニメーション関連事業をフルラインで行える企業。日本アニメスタイル

の作品にも挑戦している。 

 

■ Tanweer Group 

業種： テレビ番組の買い付け・配給・流通・ポストプロダクション 

住所： 5 Khaled Ibn El Walid St.Heliopolis, Cairo 

WEBサイト： http://www.tanweer.com/ 

ギリシアに本社を持つ番組配給会社、アラビア語圏のビジネスに特化しており各国に事業

所を設けている。MICO と取引があり、日本アニメの購入もし、アラビア翻訳を行ったうえ

で放送局、映像パッケージ会社などに作品を供給する。 

同社によればアラブ圏で求められているアニメーション作品は児童向け、教育的要素を持

つ作品は潜在的なマーケットが大きいとする。 

 

 

UAE・ドバイ 

■ Lammetara FZ LLC 

住所： Dubai Media City, Loft  Office 3, Entrance C Office 213 P.O. BOX 502274, Dubai,  

UAE 

WEBサイト： http://www.lammtarapictures.com/ 

ドバイ国産の CG コメディアニメーション｢FREEJ｣で大きな成功を収めた。同タイトルはア

ラビア語圏を代表するアニメーション、キャラクターである。 

現在の成功をより拡大していく方向で、特にライセンス事業に大きな力を入れている。ア

ニメーションの実際の制作はドバイからヨルダンに移しており、アニメーション企画・製

作企業の色合いが強い。アジア地域はカートゥーンネットワークが放送展開の権利を獲得

した。 

 

mailto:info@egymatrix.com
http://www.egymatrix.com/
http://www.tanweer.com/
http://www.lammtarapictures.com/
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■ Spacetoon International FZ LLC 

住所： P.O. BOX 502125 Building #7，Office 335 Dubai Media City, UAE 

WEBサイト： http://www.stooninternational.com/ 

湾岸地域を代表するアニメーション企業。複数の子供専用チャンネルを持ち多数の日本ア

ニメを放映している。同地域では日本の企業から直接作品を買い付ける数尐ない企業、そ

れだけに日本のアニメについても詳しい。中東・湾岸地域のほか韓国や東南アジアにも進

出している。 

放送のほかウェブ事業、ゲーム事業、ライセンス事業も広く展開する。ライセンス事業で

は米国のテレビアニメーション『BEN10』の成功が印象的。 

 

■ MBC FZ LLC 

住所： P.O. BOX 72627, Dubai, UAE 

WEBサイト： http://www.mbc.net/ 

湾岸地域に大きく展開する衛星放送局。複数のチャンネルを持ちこの中には、子供チャン

ネルも含まれる。ビジネスチームはインターナショナルな構成で、欧米流のビジネスを感

じさせる。ランセス事業部門も持つが、今後力を入れて展開する様子。 

子供たちはアニメーションが好きなので、この分野には関心がある。求められるのはボー

イズアクション、女子向けとのことだが、大きな放送局でもありマス向けの番組指向の強

さが伺われた。 

 

■ Gulf Film LLC 

住所： P.O. BOX 81956 Dubai, United Arab Emirates 

WEBサイト： http://www.grandcinemas.com/ 

湾岸地域の大手映画配給・興行会社。映画関連事業を広く手掛けている。海外のアニメー

ション映画は広く取り扱うが、残念ながら日本映画、アニメの取り扱いはない。 

 

■ INDEX 

住所： P.O. BOX 13636,Dubai,UAE 

Ibn Sina Bldg. #27 Block B，Office203 Dubai Health Care City 

WEBサイト： http://www.index.ae/ 

ドバイキャラクターショーやドバイワールドゲームエキスポなどの運営を行う。日本のコ

ンテンツ関連企業の誘致にも力を入れている。 

 

 

 

 

http://www.stooninternational.com/
http://www.mbc.net/
http://www.grandcinemas.com/
http://www.index.ae/
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＜現地参考写真＞ 

          

MANGASUSHI. spacetoonentrance 

         
 

エジプト CGアニメ エジプト手書きの原画 

           

ドバイのインターネットカフェ ドバイの『BEN10』展開 
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ドバイのメディア企業が集まるメディアシティ ドバイ紀伊国屋店内 

               

 

フリージの商品展開  
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エジプトにおけるゲームビジネスの動向 

（執筆担当：川口専門家） 

 

エジプトは、人口 7,605 万人(2009 年 1 月現在)の国であり、今回調査に訪れたカイロは

その首都である。言語はアラビア語がメインだが英語も使われており、宗教はイスラム教

が全体の 92％を占める(以上数字は JETROの HP基礎データを使用)。 

 

(1)コンソールゲーム市場動向 

 

パッケージゲームソフトの販売状況 

 

 エジプトでは、正規版のコンソールゲーム機およびパッケージゲームソフトが販売され

ている。 

 ゲーム機は、160ギガバイトモデルのプレイステーション 3（以下 PS3）が約 3,000EGP（約

48,000 円）、wii が約 2,000EGP（約 32,000 円）で販売されており、日本に比べるとそれぞ

れ約 1.5倍程度の価格になっている。 

 ちなみに ASUSのネットブックが、PCショップにおいて約 4,000EGP（約 64,000円）で販

売されていたので、全般的にハードウェアは日本に比べると割高の価格設定になっている

ようだ。 

 一方パッケージゲームソフトの価格は、「鉄拳 6」（PS3／ナムコ）が 550EGP （約 8,800

円／日本版は定価 8,379円）、「PES2010」（PS3／コナミ）が 525EGP（約 8,400 円／日本版は

「ウイニングイレブン 2010」定価 7,980 円）、「MEGAMAN2」（DS／カプコン）が 375GEP（約

6,000円／日本版は「ロックマン 2」定価 5,040円）になっており、ソフトも日本に比べる

と尐々割高感がある。 

 こうしたゲームハードやソフトは、大型ショッピングセンター

や大型スーパーマーケットのカルフール、大手 PC関連商品販売店

である Compume などで販売されているが、とくに大手ショッピン

グセンターであるスターズセンター内にあるヴァージンメガスト

アは、カイロ市内で音楽 CD、映画 DVD、ゲームソフトなどを販売

する最大の店舗である（写真／ゲームソフト売り場）。 

 この店舗の品揃えを見る限り、前述の「PES2010」と「FIFA10 ワ

ールドクラスサッカー」（エレクトロニック・アーツ）といったサ

ッカーゲームが棚の多くを占めており、次いで前述の「鉄拳 6」

などのようなアクションゲームが多かった。他方日本で人気の RPG やパズルゲームなどは

タイトル数が尐なかった。 
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 大手ゲームソフトのディストリビューターである PLUTO にヒアリングしたところ、エジ

プトではサッカーゲームを中心としたスポーツゲームとアクションゲームが売れ筋の商品

で、ほかのジャンルのゲームは、それほど多く売れないという。 

ちなみにキャラクターゲームは、日本のアニメは、最近テレビ放映がないため知名度が

低く、もっぱらディズニーアニメのキャラクターゲームが売れているそうだ。 

 

パッケージゲームソフトの海賊版について 

 

 カイロ市内に店舗を構えているゲームソフトショップやショッピングセンター内にある

CD&DVD ショップには、外見がほとんど正規版と変わらない海賊版のゲームソフトが販売さ

れている。 

しかし、それらを実際手に取ってみると、正規版のパッケージ写真をカラーコピーした

ものであることがわかり、価格は正規版に比べてかなり安い。 

 例えば、「FIFA SOCCER09」（PS2／エレクトロニック・アーツ／日本版 6,090 円）、「NARUTO 

Ultimate Ninja2」（PS2／バンダイナムコ／日本版 6,800 円）がともに 35EGP（約 560 円）、

「Mario Strikers Charged」（wii／任天堂／日本版 5,800円）、「Resident Evil 4」（wii／

カプコン／日本版「バイオハザード 4」定価 3,140円）ともに 50 EGP（約 800円）だった。

だいたい正規版の 10％～40％程度の値段で販売されているようだ。 

前述の大手ディストリビューターによると、エジプトにおけるゲームソフトの正規版と

海賊版の割合が 1％対 99％であるということだった。 

今回の調査で PS3 対応の海賊版のゲームソフトは、どこの店舗でも見かけなかった。前

述の PLUTOによると、PS3はブルーレイディスクを採用しているため海賊版が制作しにくい

という理由があるらしい。 

また、Xbox360 のタイトルでネットワーク対応のものは、海賊版では ID、パスワードが

発行されないため比較的海賊版が尐ないという。 

 このように海賊版の販売が半ば公然と行われている背景には、政府による積極的な規制

が行われておらず、民間の企業努力に委ねられているという事情があるようだ。 

 

ゲーム内容の審査について 

 

エジプトでは、ゲームに限らずコンテンツ全般に対して、文化省が、暴力、性的表現、

反イスラムという基準に則って内容を事前に審査するシステムがある。 

 審査の方法は、ゲームのタイトルごとにサンプル版を文化省検閲局に提出して審査を受

け、不適切な内容の変更や発売中止の指示がなされている。エジプトを含むアラブ諸国で

は、同様のシステムでコンテンツの審査が行われている。 

 こうした事情があるため、パブリッシャーは、審査前に自主的にゲーム内容の修正、販
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売中止を行い、極力ビジネスに支障を来さないような取り組みをしている。 

 アラブ諸国において審査の厳しさは尐しずつ異なっていて、エジプトは比較的審査が厳

しくない方だそうだ。 

 

(2)アーケードゲーム市場動向 

 

今回の調査では、カイロの大規模ショッピングセンター、スターズセンター内にあるア

ミューズメント施設「マジックギャラクシー」「E ZONE」を取材した。ともに S.E.T.A.とい

う会社が経営する施設である。 

前者は大型の児童遊具と日本製のアーケードゲーム

筐体、後者はボーリングセンターと日本製のアーケー

ドゲーム筐体、PS2（プレイステーション 2のゲームを

有料でプレイできるコーナーがある／写真）および飲

食が楽しめる施設で、前者が低年齢層、後者が 10代以

上の層をターゲットにしている。 

これらは、日本のアーケードゲームセンターにように様々なアーケードゲーム筐体を設

置している 10代～20 代をターゲットにした施設とは尐し異なり、子供から大人まで楽しめ

るファミリー向けのアミューズメント施設といったほうがいいだろう。 

このような施設は、ショッピングセンター内のインドアのものとしてはエジプトで初め

てである。 

年間を通して気温が高い環境にあるエジプトでは、野外のア

ミューズメント施設は運営が困難であるため、アミューズメン

ト施設はインドアの施設がほとんどとはいえ、今のところカイ

ロ市内には前述のアミューズメント施設のほかにもう 1、2 ヶ

所あるだけである。 

「マジックギャラクシー」「E ZONE」には、「アウトラン」「セ

ガラリー」シリーズ（ともにセガ）のドライブゲームやレース

ゲームのゲーム筐体が設置されていた（写真）。 

コンソールゲームではサッカーを中心としたスポーツゲー

ムが人気だが、アーケードゲームに関しても同様の嗜好性のようだ。 

このようなアーケードゲーム筺体は、スイスのウェスティック社の支社がカイロにある

ので、そこを経由して輸入しているそうだが、そのほかの大型遊具関連機器はすべてイタ

リア製である。 

ちなみには、これらの施設のアーケードゲーム筺体がセガの製品である理由は、S.E.T.A.

がドバイで開催されたゲーム展示会に参加した際、そこに出展していたセガの担当者と知

り合った後交渉を行い、セガの代理店を介して商品を購入したという。 
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 こうした施設ヘの来場者は、だいたい国民の約 10％を占める富裕層が多く、10年前は子

供の小遣いが 1日に 50ピアストル（約 8円）程度だったのが、最近は 1 日に 10EGP（約 160

円）ぐらいもらっている子供も多いという（ちなみに公務員の平均的な日給は 1 日 30 EGP

（約 480円）ぐらいとのこと）。  

このような社会的な変化が、アミューズメント産業の成長を促進させているようだ。 

 

(3)オンラインゲーム市場動向 

 

 エジプトでは、アジア諸国同様インターネットカフェを中心にオンラインゲームが普及

している。 

 総務省の『世界情報通信事情』によると 2008年エジプトのインターネット普及率は 3.1%、

ブロードバンド通信インフラ普及率は 0.9％になっている。後者をアジア諸国と比べてみる

とインドやスリランカよりは普及率が高く、ベトナムやフィリピン、マレーシアよりは普

及率が低いという状況にある。 

オンラインゲームを快適にプレイするには、ブロードバンド通信インフラが必要となる

ため、普及率の低い国々ではインターネットカフェにユーザーが集まりオンラインゲーム

をプレイすることになる。 

 また、エジプトでは、PCの価格は、例えば前述の大手 PC関連商品販売店である Compume

では、レノボのノート PCが 4,499EGP（約 72,000円）、ASUS のネットブック PCが 3,888EGP

（約 62,000 円）という具合に日本とあまり変わらない。そのため一般的には PC は高価な

商品というイメージがある。 

 

ネットカフェにおけるオンラインゲームビジネス 

 

カイロ市内には PC4～5 台レベルのネットカフェを含めると、

約 5,000～6,000店の店舗が存在する（写真）。 

ほかの中東諸国よりもブロードバンド通信インフラの普及

率が低いので、ユーザーは、ネットカフェでオンラインゲーム

をプレイすることになる。 

こうしたネットカフェを開業するには、通信・情報技術省関

連機関の許可が必要である（次ページ写真／許可証）。また、

ネットカフェの PC を使って、コミュニティサイトなどに反政

府的な書き込みをする人もいて、こうした行為を取り締まるた

め警察官の立ち入り検査もある。 

 エジプトは、中東諸国の中では戒律がそれほど厳しくないためネットカフェが多いが、

戒律が厳しいサウジアラビアでは、道徳的な問題もありネットカフェがほとんど普及して
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いないという。 

ネットカフェの収益は、時間決めのゲームプレイ料金が基

本だが、そのほかに菓子類や飲料水の販売、マウスなどのコ

ンピュータ周辺機器の販売売り上げなどである。 

 カイロ市内のネットカフェでサービスされているゲームに

は、2種類のビジネスモデルがある。 

1つが、自国のゲーム運営サービス会社が海外のゲームを自

国語（アラブ語）に翻訳してネットカフェに提供するモデル、

もう 1 つが海外のゲーム運営サービス会社が、エジプトの代

理店と提携して英語に翻訳した自社開発のゲームをネットカ

フェに提供するモデルである。 

 エジプトにおけるオンラインゲーム運営サービス会社は、後述する 1 社しかないため、

ネットカフェでサービスされているゲームのほとんどが、後者のモデルのタイトルである。 

 このモデルでユーザーに最も人気のあるのが、「シルクロード・オンライン」だ。 

 同タイトルは、JOYMAX（韓国）というゲーム開発会社のタイトルだが、自社で同タイト

ルを英語版にローカライズし、韓国に設置したサーバー経由でネットカフェに提供されて

いる。 

 一方ネットカフェのマネージメントおよび決済代行業務は、JOYMAX が提携している 2M 

DotNetが行っている。 

同社は、プリペイドカードを発行してユーザーに販売

しているが、そのビジネススキームは、カイロ市内を数

10 ブロックに分け、それぞれの地域ごとに特定のネッ

トカフェと契約、プリペイドカードの販売代行業務を委

託するというスキームだ。 

「シルクロード・オンライン」用プリペイドカードの

値段は、50Silk／30EGP（約 480 円）、100Silk／60EGP

（約 960円）、500Silk／300EGP（約 4,800円）、1,000Silk

／600EGP（約 9,600 円）の 5 種類で、ネットカフェは、

ユーザーに販売する際 8％の販売手数が入る仕組みだ

（写真／プリペイドカードの表面と裏面）。 

このほかに Softnyx（韓国）という開発会社も自社タ

イトル「Wolf Team」「Gun Bound2」の英語版を同様のス

キームでエジプトのネットカフェに提供している。 

このようなビジネスが存在するのは、エジプトがかつてイギリスの保護国だったため英

語がある程度通じるという事情、およびエジプトのオンラインゲーム市場が成立したばか

りでゲーム運営サービス会社が 1社しかないという事情によるものと思われる。 
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オンラインゲーム運営サービスビジネス 

 

オンラインゲームビジネスは、ゲーム開発会社が、ゲームサービスを行う国別にタイト

ルのサービス運営権を販売し、それぞれの国の言語、倫理、宗教、ユーザーの嗜好などを

反映させてローカライズを行い、その後サービス運営権を取得したオンラインゲーム会社

がサービスを行うというビジネスモデルが基本である。 

 こうしたモデルでエジプトにおいてオンラインゲーム運営サービスを行っているのが、

Tahadi Games（本社ドバイ）である。 

同社は、エジプトにおけるオンラインゲームのメインターゲット層を 1日 1EGP（約 16円）

～20EGP（約 320円）以上の小遣いをもらっている富裕層の子供たちに設定してビジネスを

行っている。 

こうしたユーザーは、エジプトおよびヨルダン、モロッコにおいてはネットカフェ中心

一方サウジアラビアやバーレーンにおいては、自宅でゲームをプレイする傾向にあるとい

う。 

 Tahadi Games は、現在「ラグナロク・オンライン」

（韓国／2009年 5月サービス開始／写真）と「クレイ

ジーカート」（中国／2010 年 3 月サービス開始）のサ

ービスを行っているが、近 「々Runes of Magic」（台湾）

のサービスも開始予定である。 

 エジプトは、インターネットの普及率が低いので、

ネット上のプロモーションよりはリアルなプロモーションのほうが有効で、例えば「ラグ

ナロク・オンライン」は、エジプト国内 58ヶ所のネットカフェでユーザーを集めてイベン

トを行ったが、10日間で 4,000人以上の集客があったそうだ。 

ちなみにこのイベントの参加は有料で、ユーザーは 1時間 1～3EGP（約 16円～48円）程

度の参加費を支払った。 

オンラインゲーム運営サービスは、エジプトではまだ始まったばかりで、オンラインゲ

ームゲーム周辺ビジネスもまだ未整備のため、Tahadi Games は、プリペイドカードよりも

もっと手軽にできる携帯電話の SMSを利用した課金・決済システムを検討しているそうだ。 

 

ゲーム開発について 

 

エジプトにおいてコンソールゲームやオンラインゲームの開発はまだ行われていない。 

しかし、CG&アニメスタジオ制作会社である MEGAMEDIA は、自社の CG 技術を使って最近

シリアスゲーム開発を始めた。 

このゲーム開発は、デンマークの会社からの開発業務委託だが、デンマークでは、2D や

3D グラフィックデザイナーの１ヶ月の平均給料がだいたい 15,000EGP（約 240,000 円）程
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度だが、エジプトは 5,000EGP（約 80,000 円）程度だということ、またエジプトの CG 制作

技術がある一定のレベルに達しているため受発注の関係が成立したものと思われる。 

 このような海外企業とのマッチングは、カイロにおける ITビジネス振興支援を行ってい

る NGO（民間公益団体）である eLABsが行っているが、この団体には、IT、コンテンツ関連

企業 85社が参加している。 

 政府のコンテンツビジネスに対する本格的な支援はまだ行われていないようだが、民間

レベルの支援活動は活発なようだ。 

 

ゲーム内容の審査および規制について 

 

エジプトでは、文化省が、暴力、性的表現、反イスラムという基準に則ってコンテンツ

内容を事前に審査していると前に述べたが、オンラインゲームはネットワークコンテンツ

であるためパッケージコンテンツのような審査のシステムはない。 

 とはいえ、Tahadi Games は、こうした審査に対して自主的に対応している。 

現在サービスを行っている「ラグナロク・オンライン」は、肌の露出度の高い女性キャ

ラクター、キリスト教会を思わせる建物、魔法（イスラム教では存在しない）などが登場

するため、これらをすべて変更するようなローカライズを行ったそうだ。 

また同社は、「Runes of Magic」をこれからサービス予定だが、タイトル中の Magicをサ

ービス開始までにほかの言葉に変更するという。 

 

取材協力 S.E.T.A. アフマド・ファハミ氏、ラッガイ・ムハンマド氏 

Tahadi Games エジプト支社  アフマド・カマル氏 

MEGAMEDIA  マーギド・ファラッグ氏 

eLABs  ムハマド・アッザム氏 

PLUTO  イハーブ・ワギ氏 

 

 

 

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）におけるゲームビジネスの動向 

（執筆担当：川口専門家） 

 

アラブ首長国連邦 （UAE／United Arab Emirates）は、人口 507万人(2009年経済省によ

る推定値）の国で、今回調査に訪れたドバイは、UAEにおいて最も人口が多く（172万人）、

ビジネス上中東諸国と海外とのハブとしての機能を果たしている(以上数字は JETRO の HP

基礎データを使用)。 
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(1)コンソールゲーム市場動向 

 

パッケージゲームソフトの販売状況 

 

 ドバイでは、正規版のコンソールゲーム機およびパッケージ

ゲームソフトが販売されている。 

 パッケージゲームソフトの価格は、「プリンス・オブ・ペルシ

ャ」（PS3／ユービーアイソフト）が 299DH（約 7,176円／日本版

7,329 円）、「PES2010」（コナミ／Xbox360）が 289DH（約 6,936

円／日本版は「ウイニングイレブン 2010」定価 7,182円円）、「New

スーパーマリオブラザーズ Wii」（Wii／任天堂）が 299DH（約

7,176円／日本版 5,800円）、「PES2010」（コナミ／PSP）が 129DH

（約 3,096 円／日本版は「ウイニングイレブン 2010」定価 4,980

円）になっているが、それぞれの日本における価格とあまり変

わらない（写真／「PES2010」広告）。 

 UAE、エジプト、オマーン、サウジアラビア、カタール、バー

レーンなどで商品を販売している大手ゲームソフトのディスト

リビューターPLUTO（ドバイ本社）によると、彼らの売り上げの

国別割合は、UAE が最も高く約 70％、一方最も割合が低いのが

エジプトで約 3％になっており、そのため地域によって販売価格

を変えているそうだ。 

こうしたゲームソフトは、ドバイ・モールやモール・オブ・

ジ・エミレーツなどの大型ショッピングセンターやカルフール、

大手 PC 関連商品販売店である Compume などで販売されている。

ドバイで最大のゲームソフト販売店はモール・オブ・ジ・エミ

レーツのヴァージンメガストアだ（写真）。 

この店舗に限らず、各店舗ではサッカーゲームを中心としたスポ

ーツゲーム、アクションゲームが売れ筋の商品である。 

とはいえ、カイロと違って RPG、アクション、パズル、シミュレ

ーションなど販売されているゲームのジャンルがバリエーション

に富んでいる。また、キャラクターゲームは、エジプト同様ほとん

どディズニーアニメのキャラクターゲームである。 

ドバイの店舗を見る限り、ゲームソフトのタイトル、ゲーム内容

の説明書きはほとんど英語だった。これはエジプトと同じ状況であ

る。 
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ドバイでは大方英語が通じるのであまり支障がないということのほかに、パブリッシャ

ーがアラビア語にローカライズして販売を行うにはコストがかかるという事情があるよう

で、ヒットが見込めるタイトルはアラビア語版、そのほかは英語版になっているようだ。 

ちなみに中東地域においてゲームソフトの販売促進を担うメディアは、前述の PLUTO が

編集・発行し、ヴァージンメガストアなどゲームソフト販売店で 3月から 12DH（約 300円）

で販売しているゲーム情報誌「Game Compass」（前ページ

写真）、および同社制作・運営のゲーム情報サイト

「gameslatest.com」（写真）である。 

前者は中東唯一のゲーム情報誌であり、後者のサイトは、

ゲームの新作情報以外にゲームに関するレビューなども

掲載されていてバイヤーズガイドとしても利用されてい

るようだ。 

 

パッケージゲームソフトの海賊版について 

 

ゲームソフトの海賊版は、カイロほど大っぴらに販売されていない。というのも、UAEの

政府機関は海賊版の摘発を行っており、実際海賊版ソフト販売業者の逮捕という実績もあ

るからだ。 

しかし、実際は海賊版のゲームソフト、映画 DVD ソフトは市中の一般店舗で秘密裏に販

売されているとの話を聞いた。海賊版のソフトの値段は、だいたい 10DH（約 240 円）程度

とのことである。 

 しかし、エジプト同様 PS3 対応の海賊版ゲームソフトは、ブルーレイディスクを採用し

ているためか見かけることがなかった。 

前述の大手ディストリビューターによると、UAEにおけるゲームソフトの正規版と海賊版

の割合は 68％対 32％ということである。 

こうした状況にはあるものの、ゲーム販売店やディストリビューターは、サッカーゲー

ムにサッカーの観戦チケットが当たるくじを付けたり、ディズニーのキャラクターゲーム

にディズニー映画のチケットを付けたり、またレースゲームの購入者だけが参加できる実

際の車が当たるイベントの開催を行ったり、パッケージゲームに付加価値を付け正規版の

販売を促進している。 

 

ゲーム内容の審査について 

 

ドバイでは、ゲームに限らずコンテンツ全般に対して情報・文化庁が、暴力度合、性的

表現度・肌の露出度合、反イスラムという基準に則って内容を審査する。審査の方法は、

ゲームのタイトルごとにサンプル版を提出し審査を受けるというフローだが、エジプトな
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どほかのアラブ諸国でも同様のシステムで審査が行われている。 

 実際以下のタイトルが、それぞれの項目に該当して内容の修正および販売中止を行って

いる。 

暴力性が高い：「Grand Theft Auto」（PS3、Xbox360） 

               「Saints Row」（Xbox360） 

性的表現・肌の露出度が多い：「Play Boy」（PC） 

反イスラム的である：「God Of War」（PS2） 

 

ゲームパブリッシャーは、審査の前に自主的にゲーム内容の修正や販売中止決定を行っ

ているので、実際審査をパスしないタイトルはそれほど多くない。 

また、中東地域でも国によって規制のレベルが尐しずつ異なっているので、絶対的な同

一のルールがあるわけではないようだ。 

 

(2)アーケードゲーム市場動向 

 

 エジプト同様ドバイにおいてもアミューズメント

施設は、大規模なショッピングセンター内で営業を行

っている。 

 2010 年 1 月セガは、大規模ショッピングセンター

であるドバイ・モール内にアミューズメント施設セ

ガ・リパブリックをオープンした（写真）。 

 この施設は、セガがドバイの企業にアミューズメン

トビジネスにおけるセガというブランドのライセン

ス権を販売し、自社のアーケードゲーム筺体の納入、

施設の運営および保守を請け負うというビジネスモ

デルで運営されている。 

施設内には、セガのドライブゲーム、レースゲーム、

シューティングゲームなどの大型アーケードゲーム

筺体、大型アトラクション機器などが設置され、東京

ジョイポリスのようなコンセプトでプランニングさ

れたことがわかる（前ページ写真）。 

セガ・リパブリックの入場料は 100DH（約 2,400 円）

で、この中にいくつかのゲームが遊べる利用料金が含ま

れている（写真／入場カード）。 

この施設のほかにモール・オブ・ジ・エミレーツに 

も大型のアミューズメント施設「Magic Planet」がある
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（写真）。 

 この施設は、セガ・パブリックとは異なりターゲッ

トをファミリー層に絞り込んでいるようで、セガのド

ライブゲームなどのアーケードゲーム筺体はあるも

のの、ぬいぐるみなどの景品が出るプライズゲーム機、

キャラクターグッズの販売コーナーなどがあり来場

者は女性が半数近くいた。 

 両施設への調査は平日行ったが、どちらの施設もな

かなかの人出で盛況だった。 

 

(3)オンラインゲーム市場動向 

 

 前述の総務省の『世界情報通信事情』によると 2008年の UAEのインターネット普及率は

26.8%、ブロードバンド通信インフラ普及率は 12.4％になっている。後者をアジア諸国と比

べてみると、中国よりは普及率が高く、台湾や香港よりは普及率が低いという状況にある。

中東諸国の中では、バーレーンとともにブロードバンド通信インフラ普及率が高い。 

こうした通信環境を考えると、ある程度の規模のオンラインゲーム市場が成立している

ものと思われる。 

 

ネットカフェにおけるオンラインゲームビジネス 

 

 ドバイは、人口が 172 万人ということもあるが、中東諸国の中ではブロードバンド通信

環境が最も普及しているので、自宅でオンラインゲームをプレイするユーザーが比較的多

いと思われるためネットカフェはカイロほど多くない。 

 市内のネットカフェで提供されているゲームで人気のタイトルは、調査した限り PCのオ

ンラインゲーム「ワールド オブ ウォークラフト」（アメリ

カ）、「リネージュⅡ」（韓国）である（前ページ写真／ネッ

トカフェ入口のパネル）。 

これらは通常ゲーム販売店においてプリペイドカード付

きで販売されているものだ。これをネットカフェが購入し

て、客に ID、パスワードをレンタルするというシステムで

ビジネスを行っている。 

 前述のタイトルは、前者が北米、後者が韓国のサーバー

に接続してユーザーがゲームプレイする。ちなみに両タイ

トルとも英語版だ。 

 また、カイロのネットカフェのように、「MIU」「Gun 



 

33 

 

Bound」など韓国のサーバーから英語版のゲームを提供

するタイトルもあるが、ネットカフェの店員にヒアリ

ングしたところカイロほど人気がないようだ。これら

のビジネススキームは、カイロと同様である。 

今回昼間と夜 8 時ごろに市内のネットカフェを訪問

したが、夜は約 40席がほぼ満席の状況だった。客層を

見ると 10代後半～20 代の男性ユーザーが多かった。 

ネットカフェの利用料金は、1時間 8DH（約 190円）

で、タイトルによっては別途アイテム課金のための利用料がかかるようだ。 

 

オンラインゲーム運営サービスビジネス 

 

アジア諸国のようにゲーム運営サービス権のライセンスを

取得し、自国語および自国の文化、市場動向に合わせてゲーム

をローカライズしてゲーム運営サービスを行っている中東の

会社は、今回調査した限りでは、Tahadi Games と Gamepower7

の 2社である。 

Tahadi Gamesは、ドバイを本拠地とする イギリスに拠点を

おく投資会社 Jabbar グループの会社で、ドバイとカイロを拠

点に「ラグナロク・オンライン」（韓国）「クレイジーカート」

（中国）をサービスしている（写真）。 

 一方 Gamepower7 は、ドバイを本拠地とする Spacetoon 、

Space Power TV などのメディアをもつ Weiss Investmentの子会社で中東地域において「ラ

ペルズ」（韓国）「トラビアン」（ドイツ）のサービスを

行っている（写真／「ラペルズ」「トラビアン」）。 

今のところこの2社がサービスするタイトル以外にア

ラビア語にローカライズしたオンラインゲームはない

ようだ。 

中東地域でネットカフェ専用タイトルを含めてサー

ビスされているオンラインゲームを開発国別に見ると

韓国が最も多く、そのほかにアメリカ、中国、ドイツの

タイトルもサービスされている。しかし、日本のタイト

ルはまだ中東地域に進出していない。 

 また、中東諸国においてオリジナルのオンラインゲー

ムもあるようだが、今回確認できなかった。 

今年になって UAEのアブダビで、政府支援の下アメリ



 

34 

 

カのゲーム開発会社のサポートを受けて、アラビア語オリジナルの本格的 MMO ゲームを開

発中だというニュースはあったようだ。 

 今回の調査では Tahadi Games に取材ができた。以下は同社のマーケットデータである。 

 同社は、「ラグナロク・オンライン」をドバイを中心に周辺諸国でサービスしている。も

う 1つのタイトル「クレイジーカート」は 2月にサービスが始まったばかりである。 

現在「ラグナロク・オンライン」のユーザーアカウント数は 1,500 万、アクティブユー

ザー数は 300 万人である。また同タイトルの売り上げにおけるサービス国別の割合は、サ

ウジアラビアが最も高く約 35％、次いでエジプトが約 13％になっている。 

同社によるとオンラインゲーム運営サービスは、後述するようなタイトル内容のローカ

ライズのほかに、ゲームサービスにおいても中東地域ならではローカライズを行っている

ようだ。 

 例えば、学校の試験期間はゲーム中のイベントを行わない、ラマダンの期間はお祈りの

時間になるとテロップを流すなど、サービス上ゲームが学業や宗教活動の支障にならない

ような細かい配慮がなされている。 

ゲームへの集客は、インターネット広告、一般の雑誌広告、様々なリアルイベントにお

ける広告で行われているという。 

「ラグナロク・オンライン」は、アイテム課金モデル（2004 年ごろまでに東アジア地域

でサービスされていた国々では定額課金モデル）のオンラインゲームだが、10 代のユーザ

ーが多く、ユーザーが 1カ月に支払うオンラインゲーム利用料金の平均は、最も高い月で 

110ドル（11,000円）になる。 

 このような売り上げを実現しているユーザーの決済手段は、約 90％がプリペイドカード、

約 10％がクレジットカードである。 

 

プリペイドカード決済におけるオンラインゲームビジネスの動向 

 

 中東地域におけるプリペイドカード決済は、One Cardと Cash Uというプリペイドカード

会社で中東地域の 90％のシェアを占めている。 

今回は、One Card にヒアリングできたが、同社は、サウジアラビアを拠点に活動してい

て、中東最大のゲーム展示会であるドバイ World Game Expo（INDEX主催）の後援も行って

いる。 

 One Card によると中東地域におけるオンラインゲームユーザーは、プリペイドカードの

利用が最も多く、次いでクレジットカード、携帯電話の SMSの利用という順だそうである。 

 オンラインゲームによる決済手数料売り上げはこの数年で急増していて、同社全体の売

り上げにおけるオンラインゲーム売り上げの割合は、2007 年 4％程度の割合だったのが、

2008年 30％、2009年と 63％と急拡大している。 

One Card のプリペイドカードによる決済手数料の売り上げが最も高い国はサウジアラビ
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アで、中東地域全体の約 60％、次いでクウェートが 12％、以下エジプト、UAE という順だ

そうである。ちなみに、プリペイドカードは、スーパーマーケット、ネットカフェ、PC シ

ョップ、ドラッグストア、携帯電話ショップなどで販売されている。 

同社のプリペイドカード決済手数料は 10％～16％で、ユーザーサポートなどゲームサー

ビス上のサポートの手間により手数料が変わるシステムだ。 

また、中東地域においてユーザーが 1カ月に支払うオンラインゲームの平均利用料金は、

同社の実績では約 27 ドル（約 2,700円）である。 

中東地域の中でエジプトとサウジアラビア（2,480万人／JETROの HP基礎データを使用）

は人口が多いので、プリペイドカード業界では、今後これらの国々のオンラインゲーム市

場の拡大に期待している。 

 

ゲーム内容の審査および規制について 

 

ドバイでは、コンソールゲーム同様オンラインゲームも情報・文化庁が、暴力度合、性

的表現度・肌の露出度合、反イスラムという基準に則って審査を行っているが、オンライ

ンゲームはネットワークコンテンツであるためパッケージコンテンツのような決まった審

査のシステムはない。 

とはいうものの、オンラインゲーム運営サービス会社は、こうした審査に対して自主的

に対応している。 

Tahadi Gamesは、「ラグナロク・オンライン」のサービス運営権を同タイトルのライセン

ス元であるグラビティ（韓国）から取得後、キリスト教を思わせる神や天使、教会などの

グラフィックの修正、ゲーム中の魔法使用の禁止、ゲームの世界観の変更、肌の露出が多

いキャラクターの服装を修正などすべてにおいてアラブ世界に受け入れられるようにロー

カライズを行っている。 

 また、サウジアラビアでは、女性の声や歌をゲーム中に挿入することが戒律に反するの

でそのための修正も行っている。 

ちなみに Tahadi Games は、アラビア語への変更を含めこうしたローカライズに 3カ月を

要しているという。 

 さらにスカイプの利用は政府から禁止されていて、使用した場合は UAE 大手通信企業

Etisalat により自動的に遮断されるので、ボイスチャットを使ったオンラインゲームはこ

うした規制を受けることになる。サーバーを介さずユーザー同士が通信を行う P2P システ

ムを採用しているゲームも同様に禁止の対象となる。 

 

取材協力 INDEX 横山氏 

PLUTO ラビー・ザカリア氏 

Spacetoon  アマル・ビター氏 
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One Card ムハマド・イビウィニ氏 

Tahadi Games ウェール・タフィク氏、タジ・デルーラ氏 

通訳  岩田氏 

 

 

まとめ 

  

今回エジプトと UAE においてゲーム市場の動向についてヒアリング調査を行った。それ

らの企業が中東においてビジネスを行っている国々は、エジプト、UAE をはじめオマーン、

サウジアラビア、カタール、バーレーン、シリア、レバノン、クウェート、イエメン、ヨ

ルダンだった。 

 これらの国々にエジプトと UAEを含めた国々を、文中では中東諸国と表現しているが、 

上記の国々の人口の合計は約 2 億人である。この人口が、国々により多尐の差はあるもの

の同一の言語、文化、戒律をもっているので、そういう意味で中東諸国は 1 つの市場とい

うこともできる。 

 

コンソールゲームビジネスについて 

 

 こうした市場におけるそれぞれのゲーム市場の現状だが、中東地域において最も早く市

場が成立したのがコンソールゲームである。 

 しかし、程度の差こそあれパッケージゲームの海賊版は半ば公然と市中で販売されてお

り、正規版の販売はダメージを受けている。こうした海賊版に対する各国政府の対策はま

ちまちで、全域で積極的な海賊版対策が早急に実施される可能性は低いと思われる。 

 このような状況なので、近い将来北米、ヨーロッパ市場のようなコンソールゲーム市場

が成立するとは考えにくい。 

とはいうものの、すでにある程度の市場が成立しているので、またスポーツゲームやア

クションゲームの嗜好性は高いので、事業のスケールによっては進出は比較的容易だと思

われる。 

アーケードゲームビジネスについて 

 

 ドバイにおけるセガの進出、カイロにおけるインドア型アミューズメント施設の登場な

ど中東地域におけるアミューズメント施設ビジネスが尐しずつ活性化している。 

その背景には中東諸国の所得の増加に伴うアミューズメント施設への入場者の増加があ

るようだ。 

今回調査したアミューズメント施設では、ほとんどのアミューズメント筺体はセガの製
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品だったが、同社の積極的な中東進出の成果だと思われる。 

 しかし、カイロのアミューズメント施設事業者 S.E.T.A.の責任者が、セガをはじめとす

る日本のアミューズメント筺体に興味はあるが、日本の企業とのマッチングの機会がない、

というように中東諸国の企業と日本企業とのマッチングが課題になっているようだ。 

 

オンラインゲームビジネスについて 

 

 オンラインゲーム市場の拡大にブロードバンド通信インフラの普及は不可欠である。わ

が国もまた例外ではない。 

とはいえ、2000 年以降各国のオンラインゲーム市場が成立する過程において、中国、フ

ィリピン、ベトナムなどのようにほとんどのユーザーの家庭がブロードバンド通信環境に

なく、ネットカフェを中心に市場が成長したモデルもある。 

 エジプトがこのモデルに近く、UAEは日本に近いモデルということができるが、いずれに

しても中東地域においてオンラインゲーム市場は、創成期を経てこれから成長期に入る段

階にあると考えられる。 

 しかし、サービスされているゲームは、韓国、中国、台湾、アメリカのタイトルだけと

いうのが現状だ。 

ソフトをダウンロードしなくてもインターネット上で手軽にプレイできるタイプのオン

ラインゲーム、Webゲーム（ブラウザゲーム）のタイトルがわが国において尐しずつ増加の

傾向にあるが、中東地域でも前述の「トラビアン」（ドイツ）のように人気の Webゲームが

登場している。 

 オンラインゲームは、ゲーム開発会社がサービス運営権をライセンスアウトする場合、

それぞれの国の事情に合わせて、サービス開始前にグラフィックやシステムの変更を行う

というのが通常のビジネススキームなので、宗教的戒律がシビアな中東地域においてパッ

ケージコンテンツよりも進出しやすいコンテンツである。 

 中東地域のオンラインゲーム市場は、これから成長期に入ると思われるので、タイトル

ホルダーにとって今後有望な市場になるものと思われる。 

 


