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上海のゲームセンター以外の設置例

ショッピングモールや、子供が集まる場所には、ガチャガチャやＵＦＯキャッチャーなどが見られる。
北京も同様で、アニメ専門ＴＶチャンネル卡酷（KAKU）衛視のキャラクターショップにもゲームセンターが併設さ

れている。プレイ単価は、ガチャガチャが２～５元、子供向け乗り物が１～２元である。

場所 種類 台数
1 中山公園 龍之夢 6F（トイザラスの中） ガチャガチャ
2 中山公園 龍之夢 B2F（フードコートの片隅） ガチャガチャ 4

3 亜新広場 B1F（ショッピングセンターの片隅）
ガチャガチャ 72
UFOキャッチャー 2
スイングマシン 4

4 黄興路 吉買盛 2F（ショッピングセンターの片隅） ガチャガチャ 10
5 陸家嘴 正大広場（トイザラスの中） ガチャガチャ 60

6 陸家嘴 海洋館（水族館）

UFOキャッチャー系（自動販売機） 11
体感系レース系
（イニシャルD3，2台，タンク2台） 4
体感系シューティング 1
体感系スポーツ系
（バスケゲーム4台，ホッケーゲーム1台） 5

子供向け乗り物（揺れる乗り物 9台） 9
カード系テーブルゲーム
金魚すくい1台 1
ビデオゲーム（KOF） 1
その他，子供向け
（モグラたたき，カーレース，カートゲーム，BED 
MONSTER） 4

体感系スポーツ系
（ボクシングゲーム、魚釣り，縄跳び，卵拾いゲーム） 4
体感系音楽系（太鼓ゲーム） 1

7 国大薬房（薬局） 子供向け乗り物（揺れる乗り物） 1
8 虹橋 美濃屋超市（日系スーパー） ガチャガチャ 16
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ゲームセンター以外の設置に関して

ゲームセンター以外の設置に関して以下に考察する。

ガチャガチャや子供用ゲーム機（乗り物など）については、ゲームセンター以外で
の設置については、大きな障壁・問題はないと予想される。

ショッピングモールや子供が集まる場所には、ニーズがある。前頁記載の場所の
他、キャラクターショップやメディアなどのフラッグシップショップには常にニー
ズがあると予想される。

日本からの輸出の可能性については、価格次第であると推測される。国産の価格競
争力にどう対抗するかが大きな課題である。
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法的規定
３．法的規定
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中国のゲームセンターに関する法的規定の流れ

２０００年以降、国レベルで発布されている規定は以下の５つである。

「文化部等部門の電子ゲーム経営場所の専門的取締展開に関する意見の国務院 弁公庁転送通知」

（国弁発［2000］44号、2000年6月12日施行）本件通知により、中国国内におけるゲーム機の生産、販売が規制されること
となった。当時、約13万軒あったゲームセンターが、２万軒以下まで減少することになる。

「娯楽場所管理条例」（国務院、2006年3月1日施行）（日本語訳を後頁に掲載）

「文化市場行政執法管理弁法」（文化部、2006年7月1日施行）（日本語訳を後頁に掲載）

「遊芸娯楽場所管理の更なる強化に関する通知」（文市発〔2009〕4号、文化部、公安部、工商行政管理総局令、

2009年2月4日施行）

「「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子ゲーム機の内容の監督活動を適正化す
るための通達」（文市函［2010］776号、文化部令、2010年4月27日施行） （日本語訳を後頁に掲載）
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文化部等部门关于开展电子游戏经营场所专项
治理意见的通知
（文化部等部門の電子ゲーム経営場所の専門
的取締展開に関する意見の国務院 弁公庁転送
通知）
３．法的規定
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娯楽場所管理条例
３．法的規定
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娯楽場所管理条例①

中華人民共和国国務院令 458号
「娯楽場所管理条例」は2006年1月18日に国務院第122回常務会議より通過され、現在公布され、3月1日から施行される。

＜娯楽場所管理条例＞

第一章総則
• 第一条娯楽場所に対する管理を強化し、娯楽場所の健全な発展を保障するため、本条例を制定する。
• 第二条本条例でいう娯楽場所とは、営利を目的とし、かつ公衆に開放し、消費者自身が音楽や踊り、ゲームなどを楽しむ場所を指す。
• 第三条県級以上の人民政府文化主管部門は、娯楽場所の日常経営活動の監督管理について責任を負う。県級以上の公安部門は、娯楽場所

の消防、治安状況の監督管理について責任を負う。
• 第四条国の機関およびその業務人員は娯楽場所を開業してはならず、娯楽場所の経営活動に関与あるいは形を変えて関与してはならない

。文化主管部門、公安部門の業務人員と夫婦関係、直系血族関係、三親等以内の傍系血族関係および近親族関係にある親族は、娯楽場所
を開業してはならず、娯楽場所の経営活動に関与あるいは形を変えて関与してはならない。

第二章設立
• 第五条以下に挙げる項目に該当する人員は、娯楽場所を開業してはならない、あるいは娯楽場所で就業してはならない。

(一)売春を組織・強要・誘惑・収容・紹介した罪、猥褻な物品を制作・販売・伝播した罪、麻薬を密輸・販売・輸送・製造した罪、強姦罪
、強制猥褻・婦女侮辱罪、賭博罪、資金洗浄罪、暴力団組織を組織・指導・参加した罪をかつて犯したことがある者
(二)犯罪により政治的権利をかつて剥奪された者
(三)麻薬の吸引、注射により、かつて強制的に麻薬中毒から更正させられた者
(四)売春、買春により、かつて行政拘留に処せられた者

• 第六条外国投資者は中国投資者と、法に従って中外合弁経営、中外合作経営の娯楽場所を設立することができるが、外商独資経営の娯楽
場所を設立してはならない。

• 第七条娯楽場所は、以下に挙げる場所に設立してはならない。
• (一)居住用建物、博物館、図書館および文物保護単位に指定される建築物の内部
• (二)居住住宅区および学校、病院、役所の周囲
• (三)駅、空港など人が密集する場所
• (四)建築物の地下1階以下
• (五)危険化学品倉庫と隣接する区域娯楽場所の周辺の騒音は、国が規定する環境騒音基準に合致しなければならない。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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娯楽場所管理条例②

• 第八条娯楽場所の使用面積は、国務院文化主管部門が規定する最低基準を下回ってはならない。電子ゲーム機の設置を含む遊戯娯楽場所
の設立は、国務院文化主管部門の総量および配置に関する要求に合致しなければならない。

• 第九条娯楽場所の設立は、所在地の県級人民政府文化主管部門へ申請を提出しなければならない。中外合弁経営、中外合作経営の娯楽場
所の設立は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府文化主管部門へ申請を提出しなければならない。娯楽場所の設立申請は、投資者、就
任予定の法定代表者およびその他の責任者に本条例第五条で規定する状況がないとする、書面による声明を提出しなければならない。申
請者は、書面による声明の内容の真実性について責任を負わなければならない。申請を受理した文化主管部門は、書面による声明につい
て、公安部門あるいはその他の関係する単位に照合しなければならない。公安部門あるいはその他の関係する単位は、これに協力しなけ
ればならない。照合の結果、事実である場合、文化主管部門は本条例第七条、第八条の規定にもとづいて実地検査を行い、決定を下さな
ければならない。認可する場合は、娯楽経営許可証を発給し、かつ国務院文化主管部門の規定にもとづいて、娯楽場所で収容する消費者
の人数を査定する。認可しない場合は、書面で申請者に通知し、かつその理由を説明しなければならない。関係する法律、行政法規で、
消防、衛生、環境保護など審査認可手続が必要と規定する場合は、その規定に従う。

• 第十条文化主管部門が娯楽場所を審査認可するには、公聴会を行わなければならない。公聴会に関する手続は、『中華人民共和国行政許
可法』の規定に照らして執行する。

• 第十一条申請者は、娯楽経営許可証および消防、衛生、環境保護に関する認可文書を取得した後、はじめて工商行政管理部門で法に従っ
て登記手続を行い、営業許可証を受領することができる。娯楽場所は営業許可証取得後、15日内に所在地の県級公安部へ届出なければな
らない。

• 第十二条娯楽場所が、営業場所の建替えや拡張、あるいは場所、主要施設設備、投資者を変更、あるいは娯楽経営許可証の記載事項を変
更する場合は、元の許可証発給機関に娯楽経営許可証の審査発給を改めて申請し、かつ公安部門へ届出なければならない。変更登記手続
きが必要な場合は、法に従って工商行政管理部門で変更登記手続きを行わなければならない。

第三章経営
• 第十三条国は民族の優秀な文化の高揚を目指し、娯楽場所内の娯楽活動に以下に挙げる内容を含むことを禁止する。

(一)憲法で明確にする基本原則に違反するもの
(二)国の統一、主権あるいは領土保全を脅かすもの
(三)国の安全を脅かす、あるいは国の栄誉や利益を損なうもの
(四)民族の憎しみ、民族蔑視を煽動し、民族感情を傷つけたり、あるいは民族の風俗、習慣を侵害する等、民族の団結を損なうもの
(五)国の宗教政策に違反し、邪教や迷信を宣伝するもの

• (六)猥褻、賭博、暴力および麻薬と関係する違法犯罪活動を宣伝する、あるいは犯罪を教唆するもの
• (七)社会の公衆道徳あるいは民族の優秀な文化伝統に背くもの
• (八)他人を侮辱、誹謗し、他人の合法的権益を侵害するもの
• (九)法律、行政法規で禁止するその他の内容

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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娯楽場所管理条例③

• 第十四条娯楽場所およびその従業員は、以下に挙げる行為を実施してはならず、娯楽場所に入場する人員が、以下に挙げる行為を実施す
るのに条件を提供してはならない。
(一)麻薬の販売・提供、あるいは麻薬の吸引および注射を組織・強要・教唆・誘惑し、欺し、宿泊させること
(二)他人が売春・買春することを組織・強要・誘惑し、宿泊させ、紹介すること
(三)猥褻物品を製作・販売・伝播すること
(四)営利を目的とする接待を提供する、あるいはそれに従事すること
(五)賭博
(六)邪教や迷信活動に従事すること
(七)その他の違法犯罪行為娯楽場所の従業員は、麻薬の吸引や注射をしてはならず、売春や買春を行ってはならない。娯楽場所およびそ
の従業員は、娯楽場所に入場する人員が上述行為を実施するのに条件を提供してはならない。

• 第十五条歌舞娯楽場所は、国務院公安部門の規定に照らして営業場所の出入口、主な通路に有線監視カメラ設備を設置しなければならず
、かつ有線監視カメラ設備が営業期間中正常に作動することを保証し、途切れさせてはならない。歌舞娯楽場所は、有線監視カメラの録
画映像を30日間保管し、検査に備えなければならず、削除あるいは他の用途に流用してはならない。

• 第十六条歌舞娯楽場所のボックス席や個室内には仕切りを設けてはならず、かつ室内の全体環境が見渡せる透明な窓を取り付けなければ
ならない。個室のドアには内カギを付けてはならない。

• 第十七条営業期間は、歌舞娯楽場所内の明るさは国が規定する基準を下回ってはならない。
• 第十八条娯楽場所が使用する映像製品あるいは電子ゲームは、法に従って出版、生産あるいは輸入された製品でなければならない。歌舞

娯楽場所で放送する曲目やスクリーン画面および遊戯娯楽場所の電子ゲーム機内のゲーム項目には、本条例第十三条で禁止する内容を含
んではならない。歌舞娯楽場所で使用する曲目リクエストシステムは、国外の曲目データバンクと接続してはならない。

• 第十九条遊戯娯楽場所には、賭博機能がついた電子ゲーム機のモデル、機種、プリント基板などのゲーム施設設備を設置してはならず、
現金あるいは有価証券を賞品としてはならず、賞品を買い戻してはならない。

• 第二十条娯楽場所の法定代表者あるいは主要責任者は、娯楽場所の消防安全およびその他の安全に対して責任を負わなければならない。
娯楽場所は、その建築、施設が国の安全基準および消防技術規範に合致することを確実に保証し、定期的に消防施設の状況を検査し、か
つ速やかにメンテナンスや更新を行わなければならない。娯楽場所は、安全業務計画および緊急避難計画を制定しなければならない。

• 第二十一条営業期間中、娯楽場所は避難通路および非常口が使用できることを保証しなければならず、避難通路および非常口の封鎖およ
び施錠を禁止し、避難通路および非常口に柵などの避難に影響する障害物を設置してはならない。娯楽場所は、避難通路や非常口のはっ
きりとした指示標識を設置しなければならず、指示標識を遮ったり、覆ったりしてはならない。

• 第二十二条いかなる者も、銃器、弾薬、取締り対象器具を不法携帯して、あるいは爆発性、可燃性、害毒性、放射性、腐食性などの危険
物および伝染病病原体を携帯して娯楽場所に入場してはならない。ディスコは、安全検査設備を配置し、営業場所に入場する者に対して
安全検査を行わなければならない。

• 第二十三条歌舞娯楽場所は、未成年者を入場させてはならない。国の法定祝休日を除き、遊戯娯楽場所に設置する電子ゲーム機は、未成
年者に提供してはならない。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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娯楽場所管理条例④
• 第二十四条娯楽場所は未成年者を雇用してはならない。外国人を雇用する場合は、国の関係する規定に照らして、その者に外国人就業許

可証の手続きを行わなければならない。
• 第二十五条娯楽場所は従業員と文明的サービス責任書を取り交わし、かつ従業員名簿を作成しなければならない。従業員名簿には、従業

員の本名、住民身分証のコピー、外国人就業許可証のコピーなどの内容が含まれなければならない。娯楽場所は営業日誌を設置し、営業
期間の従業員の業務職責、業務時間、業務場所を記載しなければならない。営業日誌は削除してはならず、日間保管して検査に備えなけ
ればならない。

• 第二十六条娯楽場所は、保安サービス企業と保安サービス契約を締結し、専門の保安要員を配備しなければならない。その他の人員を保
安業務に従事させるよう任用してはならない。

• 第二十七条営業期間、娯楽場所の従業員は統一の仕事着を着用し、バッチをつけて、かつ住民身分証あるいは外国人就業許可証を携帯し
なければならない。従業員は職業道徳および衛生規範を遵守し、誠実で信用を守り、礼儀正しく人に接しなければならず、消費者の人身
や財産の権利を侵害してはならない。

• 第二十八条娯楽場所は、毎日深夜2時から午前8時まで営業してはならない。
• 第二十九条娯楽場所が提供する娯楽サービス項目および販売する商品は、正札で値段を表示し、かつ消費者に価格を呈示しなければなら

ない。サービスを受けるよう、または商品を購入するよう消費者に強要、脅迫してはならない。
• 第三十条娯楽場所は、経営場所のホール、ボックス席、個室内の目立つ位置に麻薬、賭博、売買春禁止などの内容を含む警告表示、未成

年の入場禁止あるいは入場制限の表示を掲げなければならない。表示には公安部門、文化主管部門の通報用電話番号を注記しなければな
らない。

• 第三十一条娯楽場所は巡回制度を確立しなければならず、娯楽場所内で違法犯罪活動を発見した場合は、所在地の県級公安部門、県級人
民政府の文化主管部門へ直ちに報告しなければならない。

第四章監督管理
• 第三十二条文化主管部門、公安部門およびその他関係部門の業務人員が法に従って監督検査の職責を履行する際は、娯楽場所へ立ち入る

権限を有する。娯楽場所はこれに協力しなければならず、拒否、妨害してはならない。文化主管部門、公安部門およびその他関係部門の
業務人員が法に従って検査監督の職責を履行する際に、有線監視カメラの映像資料、従業員名簿、営業日誌などの資料の閲覧が必要な場
合、娯楽場所は速やかに提供しなければならない。

• 第三十三条文化主管部門、公安部門およびその他関係部門は、監督検査の状況および処理の結果を記録しなければならない。監督検査記
録は、監督検査人員が署名しファイルする。公衆は監督検査記録を閲覧する権利を有する。

• 第三十四条文化主管部門、公安部門およびその他関係部門は、娯楽場所違法行為警告記録システムを確立しなければならない。警告記録
に挙げられた娯楽場所については、速やかに社会に公表し、かつ監督検査を強化しなければならない。

• 第三十五条文化主管部門、公安部門およびその他関係部門は、相互間の情報回状制度を確立し、監督検査状況および処理の結果を速やか
に回状しなければならない。

• 第三十六条いかなる単位あるいは個人も、娯楽場所内で本条例に違反する行為を発見した場合は、文化主管部門、公安部門など関係部門
へ通報する権利を有する。文化主管部門、公安部門など関係部門は通報を受けたら、記録し、かつ速やかに法に従って調査、処理しなけ
ればならない。当該部門の職責範囲に属さないものについては、速やかに関係部門へ移送しなければならない。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。



娯楽場所管理条例⑤
• 第三十七条上級人民政府の文化主管部門、公安部門は必要な際に、本条例の規定に照らして下級人民政府の文化主管部門、公安部門が調

査、処理した案件を、調査、処理することができる。下級人民政府の文化主管部門、公安部門が、案件が重大かつ複雑と判断する場合、
上級人民政府の文化主管部門、公安部門へ移送して調査、処理を請求することができる。

• 第三十八条文化主管部門、公安部門、その他関係部門およびその業務人員が本条例の規定に違反した場合は、いかなる単位あるいは個人
も、法に従って処理権限を有する同級あるいは一級上の機関へ通報することができる。通報を受けた機関は、法に従って直ちに調査、処
理しなければならない。

• 第三十九条娯楽場所業界協会は、定款の規定に照らして業界の自主規範を制定し、会員の経営活動に対する指導、監督を強化しなければ
ならない。

第五章法律責任
• 第四十条本条例の規定に違反し、無断で娯楽場所経営活動に従事した場合は、工商行政管理部門、文化主管部門が法に従って取り締まる

。公安部門が治安、刑事案件を調査処理する際、娯楽場所経営活動に無断で従事していることを発見した場合は、法に従ってこれを取り
締まる。

• 第四十一条本条例の規定に違反し、欺瞞など不正な手段で娯楽経営許可証を取得した場合は、元の許可証発給機関が娯楽経営許可証を取
り消す。

• 第四十二条娯楽場所が本条例第十四条で禁止する行為を実施した場合、県級の公安部門が違法所得および不法財物を没収し、3カ月から6
カ月の営業停止を命じる。状況が悪質な場合は、元の許可証発給機関が娯楽経営許可証を取り上げ、直接責任を負う主管人員およびその
他の直接責任者に対して1万元以上2万元以下の罰金に処する。

• 第四十三条娯楽場所が本条例の規定に違反し、以下に挙げる項目に該当する場合、県級の公安部門が是正を命じ、警告を与える。状況が
悪質な場合は、1カ月から3カ月の営業停止を命じる。
(一)照明施設、ボックス席、個室の設置および窓の使用が本条例の規定に合致しない場合
(二)本条例の規定に照らして有線監視カメラ設備を取り付けない、あるいは使用を中断している場合
(三)本条例の規定に照らして監視録画資料を保管しない、あるいは監視録画資料を消去した場合
(四)本条例の規定に照らして安全検査設備を配置しない、あるいは営業場所に入場する人員に対して安全検査を行っていない場合
(五)本条例の規定に照らして保安人員を配置しない場合

• 第四十四条娯楽場所が本条例の規定に違反し、以下に挙げる項目に該当する場合は、県級の公安部門が違法所得および不法財物を没収し
、かつ違法所得の3倍以上6倍以下の罰金に処する。違法所得がない、あるいは違法所得が1万元に足りない場合は、併せて2万元以上5万
元以下の罰金に処する。状況が悪質な場合は、1カ月から3カ月の営業停止を命じる。
(一)賭博機能付きの電子ゲーム機のモデル、機種、プリント基板などのゲーム施設設備を設置した場合
(二)現金、有価証券を賞品とする、あるいは賞品を買い戻した場合

• 第四十五条娯楽場所が従業員に消費者の人身権利を侵害するよう教唆、黙認した場合は、法に従って民事責任を負わなければならず、か
つ県級の公安部門が1カ月から3カ月の営業停止を命じる。重大な結果を引き起こした場合は、元の許可証発給機関が娯楽経営許可証を取
り上げる。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。

Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved.



娯楽場所管理条例⑥
• 第四十六条娯楽場所が営業許可証を取得後、本条例の規定に照らして公安部門へ届出ていない場合は、県級の公安部門が是正を命じ、警

告を与える。
• 第四十七条本条例の規定に違反し、以下に挙げる項目に該当する場合は、県級人民政府の文化主管部門が違法所得および不法財物を没収

し、かつ違法所得の倍以上4倍以下の罰金に処する。違法所得がない、あるいは違法所得が1万元に足りない場合は、併せて2万元以上5万
元以下の罰金に処する。状況が悪質な場合は、1カ月から3カ月の営業停止を命じる。
(一)歌舞娯楽場所の曲目リクエストシステムが、国外の曲目データバンクと接続している場合
(二)歌舞娯楽場所で放送する曲目、スクリーン画面あるいは遊戯娯楽場所の電子ゲーム機内のゲーム項目に、本条例第十三条で禁止する内
容が含まれる場合
(三)歌舞娯楽場所が未成年者を入場させた場合
(四)遊戯娯楽場所に設置する電子ゲーム機を、国の法定祝休日以外に未成年者に提供した場合
(五)娯楽場所が収容する消費者が査定の人数を超えた場合

• 第四十八条娯楽場所が本条例の規定に違反し、以下に挙げる項目に該当する場合、県級人民政府の文化主管部門が是正を命じ、警告を与
える。状況が悪質な場合は、1カ月から3カ月の営業停止を命じる。
(一)関係する事項が変更になっても、本条例の規定に照らして改めて娯楽経営許可証の発給を申請しない場合
(二)本条例で規定する営業禁止時間内に営業した場合
(三)従業員が営業期間中に統一の仕事着を着用せず、バッチをつけていない場合

• 第四十九条娯楽場所が本条例の規定に照らして、従業員名簿、営業日誌を設置しない、あるいは違法犯罪行為を発見しても本条例の規定
に照らして報告しない場合、県級人民政府の文化主管部門、県級公安部門が法定職責に従って是正を命じ、警告を与える。状況が悪質な
場合は、1カ月から3カ月の営業停止を命じる。

• 第五十条娯楽場所が本条例の規定に照らして、警告表示、未成年の入店を禁止あるいは制限する表示を掲げない場合は、県級人民政府の
文化主管部門、県級公安部門が、法定職責に従って是正を命じ、警告を与える。

• 第五十一条娯楽場所が未成年者を雇用した場合、労働保障行政部門が是正を命じ、かつ未成年者の雇用一人毎に、毎月5000元の罰金基準
に照らして処罰する。

• 第五十二条無断で娯楽場所経営活動に従事したことによって、法により取締りを受けた場合、その投資者および責任者は、娯楽場所を投
資経営してはならない、あるいは娯楽場所の法定代表者、責任者を生涯にわたって担当してはならない。娯楽場所が本条例の規定に違反
したことにより、娯楽経営許可証を取り上げられるあるいは取り消された場合、取り上げられたあるいは取り消された日より、その法人
代表者、責任者は5年間、娯楽場所の法定代表者、責任者を担当してはならない。娯楽場所が本条例の規定に違反したことにより、2年内
に3回の警告あるいは罰金を受け、さらに本条例違反の行為があり行政処罰を受けなければならない場合は、県級人民政府の文化主管部門
、県級公安部門が法定職責に従って、3カ月から6カ月の営業停止を命じる。2年内に2回営業停止を命じられ、さらに本条例違反の行為が
あり行政処罰を受けなければならない場合は、元の許可証発給機関が娯楽経営許可証を取り上げる。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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娯楽場所管理条例⑦
• 第五十三条娯楽場所が治安管理あるいは消防管理に関する法律、行政法規の規定に違反した場合は、公安部門が法に従って処罰する。犯

罪を構成する場合は、法に従って刑事責任を追及する。娯楽場所が衛生、環境保護、価格、労働などに関する法律、行政法規に違反した
場合は、関係部門が法に従って処罰する。犯罪を構成する場合は、法に従って刑事責任を追及する。娯楽場所およびその従業員と消費者
に争いが生じた場合は、消費者権利保護の法律規定に照らして解決しなければならない。消費者の人身、財産に損害をもたらした場合は
、娯楽場所が法に従って賠償する。

• 第五十四条娯楽場所が本条例の規定に違反して娯楽経営許可証を取り上げられるあるいは取り消された場合、法に従って工商行政管理部
門で変更登記あるいは抹消登記を行わなければならない。期限を過ぎても手続きを行わない場合は、営業許可証を取り上げる。

• 第五十五条国の機関およびその業務人員による娯楽場所の開業、娯楽場所経営活動に関与あるいは形を変えた関与が認められた場合は、
直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任者に対して、法に従って免職あるいは除名の行政処分を行う。文化主管部門、公安部門
の業務人員が、その親族が娯楽場所を開業したことを承知の上で、あるいはその親族が娯楽場所の経営活動に関与または形を変えて関与
している事を発見したのに、これを制止しないあるいは制止に最善を尽くさなかった場合、法に従って行政処分を行う。状況が悪質な場
合は、法に従って免職あるいは除名の行政処分を行う。

• 第五十六条文化主管部門、公安部門、工商行政管理部門およびその他関係部門の業務人員に、以下に挙げる行為の1つがある場合、直接
責任を負う主管人員およびその他の直接責任者に対して、法に従って行政処分を行う。犯罪を構成する場合は、法に従って刑事責任を追
及する。
(一)法定設立条件に合致しない単位に許可証、認可文書、営業許可証を発給した場合
(二)監督管理の職責を履行しない、あるいは無断で娯楽場所経営活動に従事しているものを発見しても法に従って取り締まらない、または
違法行為を発見しても法に従って調査処置しない場合
(三)違法行為に対する通報、回状を受け取った後、法に従って調査処置しない場合
(四)職務上の便宜を利用して、他人の財物を収受する、あるいはその他の利益を得ようとした場合
(五)職務上の便宜を利用して、違法行為に関与し、庇護する、あるいは関係する単位や個人に情報を漏らした場合
(六)その他職権濫用、職務怠慢、不正行為などがある場合

第六章附則
• 第五十七条本条例でいう従業員には、娯楽場所の管理人員、サービス人員、保安人員および娯楽場所で働くその他の人員が含まれる。
• 第五十八条本条例は2006年3月1日より施行する。1999年3月26日に国務院が発布した『娯楽場所管理条例』は同時に廃止する。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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文化市場行政執法管理弁法①
中華人民共和国文化部令 第36号

「文化市場行政執法管理弁法」は2005年6月16日に文化部 部務会議より通過され、現在公布され、2006年7月1日から施行される。
部長 孫家正 2006年3月16日

文化市場行政執法管理弁法

第一章 総則
• 第一条 文化市場行政執法規範、娯楽場所に対する管理を強化し、文化市場管理秩序を維持し、公民・法人及び他の組織の合法権益を保

護し、文化市場の健全な発展を促進するため、本条例を制定する。
• 第二条 本条例でいう文化市場行政執法とは、各級人民政府文化行政部門または法律法規に従い権限を授けた執法機構（以下、執法機構

という）が国家の関連法律・法規及び定款の規定に従って、公民・法人及び他の組織の文化経営活動を監督管理し、そして違法行為を処
理する具体的な行政行為を指す。

• 第三条 本条例の文化市場行政執法範囲は：
（一）営利を目的とする公演
（二）映像製品の輸入、卸売り、小売、レンタル、上映
（三）娯楽場所の経営活動
（四）芸術品の経営活動
（五）映画配給、上映の経営活動
（六）インターネットサービス営業場所とインターネット文化経営活動
（七）他の文化行政部門が管理する文化経営活動

• 第四条 文化市場行政執法は公平、公正、公開の原則に従って、権利と責任が明確な・監督が有効な・保障が強力的な行政執法体制を打
ち立てる。

• 第五条 文化部は職責の分割により、全国文化市場の行政執法を指導し、文化市場行政執法の規則制度と文化市場行政執法人員のトレー
ニング計画を制定し、ローカル執法機構への指導と協調により、重大な案件を処理する。同時にローカル執法機構の執法行為を監督する
。

• 第六条 執法機構及び文化市場行政執法人員（以下、執法人員という）は国家法律法規の規定と本弁法明確な執法手順に従い、かつ関連
部門の監督を受けなければならない。

• 第七条 文化行政部門は特に顕著であると認められる執法機構と執法人員を奨励する。

第二章 執法機構と執法人員
• 第八条 文化行政部門は執法チームの建設を強化し、各項規制制度と執法制度を改善するべき。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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文化市場行政執法管理弁法②
• 第九条 執法機構の職責：

（一）文化市場管理の政策、法律及び法規を宣伝し、徹底的に実行する
（二）法により、行政区域内の公民・法人及び組織の文化経営活動を監督、検査し、その違法行為を処理する。
（三）執法人員の訓練と審査を行う
（四）下級執法機構を指導、監視する
（五）立法機関と行政機関に文化市場管理法律・法規及び定款を改善する意見を提案する。

• 第十条 執法機構は文化市場の通報制度を改善し、社会に通報電話、電子メールを公開し、通報ネットを整える。法により、早速通報を
受理し処理しなければならない。

• 第十一条 執法機構は文化市場の日常検査と定期巡回制度を造り上げて、そして改善する。
• 第十二条 文化市場行政執法が重要な処罰を実行する時に記録に載せる制度と書き通達制度

執法機構は停業整頓、経営許可の取締り、巨額の罰金などの行政処罰を求める時に、その決定をした15日以内に許可機関と上級文化行政
執法機構へ報告してその記録に載せる。

• 第十三条 文化市場行政執法が重要な案件を実行する時の報告制度
重要な案件が起きてから24時間以内にローカル執法機構は上級執法機構に報告しなければならない。

• 第十四条 文化市場行政執法を実行したデータを定期報告制度
• 第十五条 執法機構は交通、通信、チェック、証拠を集めるなど行政執法が必要な施設設備を配備する。
• 第十六条 執法人員の採用は国の規定により、公開募集、メリット・システムによる採用をする。
• 第十七条 執法人員は下記条件を備えること：

（一）確固とした政治、誠実な仕事ぶり、規律を守る、健康である
（二）文化市場行政執法の仕事にたずさわる前に犯罪歴がない
（三）文化市場管理の法律、法規、及び定款を熟知し、文化市場管理に必要な業務知識とスキルを把握すること

• 第十八条 執法人員は職業訓練と試験合格した後に文化市場行政執法の証明書を取得する。執法人員の職業訓練内容と評価標準は文化部
が統一的に決める、実行は省級文化行政部門によって行う。

• 第十九条 執法機構は毎年執法人員の業務を評価し、評価が不合格の執法人員は行政執法の仕事を続けていけない。
• 第二十条 執法人員が毎年文化市場の業務知識とスキルのトレーニング時間は40時間を下回ってはならない。執法機構は在職執法人員が

各種の教育活動に参加することをサポートし、励ますべきである。
• 第二十一条 執法機関は執法人員の定期ジョブ・ローテーション制度を行う。原則として同じ職場で5年を超えてはいけない。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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文化市場行政執法管理弁法③
第三章 執法の手順
• 第二十二条 文化市場行政違法行為は発生地の県級以上執法機関が管轄する。法律、行政法規によって他の定めがあれば、その定めに従

う。当該部門の職責範囲に属さないものについては、速やかに関係部門へ移送しなければならない。違法行為は犯罪を構成した場合、法
に基づき刑事責任を追及する。

• 第二十三条 執法機構が行政執法活動を展開する時に法律、法規及び本法規が定めた手順を厳格に施行しなければならない、その上法に
より執法文書を作ること。

• 第二十四条 執法人員は法により執法する時に当事者あるいは関連人員に執法証明書を呈示しなければならない。
• 第二十五条 公民、法人または他の組織が文化市場管理法規を違反した行為について、法により行政処罰する場合は執法機構がその事実

の真相を明らかにしなければならない。違法の事実がはっきりしない場合は行政処罰してはいけない。
• 第二十六条 執行機関は処罰する前に当事者にその行政処罰の事実、理由及び依拠または当事者に法により権利を有していることを告知

すること。
• 第二十七条 当事者は陳述と弁明する権利を有している。執法人員は当事者の意見を聞いて記録しなければならない。当事者が提供する

事実、理由及び依拠を照合し、照合により成立する場合は受け入れるべきである。
• 第二十八条 違法の事実が確実で、法令の依拠がある場合は公民に対して50元の罰金、法人及び他の組織に対して1000元以下の罰金を課

するあるいは警告を与える。執法人員は現場で処罰の決定を行うことができる。執法人員は予定フォーマットを書き、当事者にコード付
の「文化行政（現場）処罰決定書」を渡さなければならない。執法人員は現場で処罰決定を行う日から三日以内に所属する執法機関に報
告し、その記録に載せなければならない。

• 第二十九条 法により現場で処罰の決定を行い以外に、執法機構は法により公民、法人あるいは他の組織の違法行為を発見したら、登録
し、速やかに、全面的に、客観的に、公正的に調査を行い、関わりがある証拠を集め、必要な時に法律、法規の規定により検査を行う。
証拠は書類証拠、物的証拠、目撃証言、視聴資料、当事者の陳述、鑑定の結論、検証記録、現場記録あるいは他の関わりがある証拠を含
める。証拠は事実と合っていなければならない、それで事実の証拠として認定する。

• 第三十条 執法機構が調査あるいは検査する時に二人を下回ってはならない。当事者及び関わりがある人員はありのまま質問を答えなけ
ればならない、かつ調査あるいは検査を協力し、妨害してはいけない。執法人員は質問と検査を記録しなければならない。当事者あるい
は関わりがある人員がその記録を確かめて、誤りがなければ、署名あるいは捺印する。当事者あるいは関わりがある人員が拒否する場合
は、二名以上の執法人員は記録に情況を明記し署名する。

• 第三十一条 執法人員が証拠を集める時に、サンプリングを介して証拠を取ることができる。証拠が失われる可能性がある、または今後
証拠を握ることが困難である場合は、執法機構の責任者の許可により、先に登録し、保存する措置をとることができる。サンプリングを
介して証拠を取るまたは保存する時に、当事者はその場に居なければならない。居ないまたは拒絶の場合はその場にいる他人に証明して
もらい、かつ情況を明記する。

• 第三十二条 先に登録して保存したデータは7日以内に法により下記の処理決定を行う：
（一）技術検査や鑑定が必要な場合は検査や鑑定に移送する
（二）法により没収が必要がない物は当事者に返却する
（三）法により関連部門に引き渡すべき物は関連部門に引き渡す。法により他の規定がある場合はその規定に従う。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。



文化市場行政執法管理弁法④
• 第三十三条 調査が終結したら、執法機構の責任者は調査の結果を審査しなければならない、かつ情況により行政処罰か、処罰をしない

かあるいは司法機関に引き渡して処理するかの決定を行う。
行政処罰を行う前に、執法機構は「文化市場行政処罰通達」を作成し、当事者に知らせ、行う予定の行政処罰の内容及び事実、理由、証
拠を通達する。執法機構は営業停止整頓、営業許可証の取り消し、巨額の罰金などの行政処罰を行う時に、「文化市場行政処罰通達」に
当事者が通達を受け取ってから三日以内に公聴会を行う請求の権利があることを明記しなければならない。当事者が公聴会を請求する場
合は、執法機構は公聴会を行わなければならない。

• 第三十四条 公聴会は下記の手順により行う：
（一）公聴会の議長は公聴会が開始を宣し、案件を説明し、公聴会の規律を宣し、当事者の権利と義務を宣し、公聴会に参加する人員リ
ストを照合して宣する。
（二）調査人員は当事者の違法事実、証拠、処罰依拠及び行政処罰の理由。
（三）当事者は証拠を提出し、陳述と弁明ができる。調査人員が提供した証拠に対して詰問できる。
（四）公聴会議長は当事者、調査人員、証人などの関連人員に問う。
（五）当事者最後の陳述
（六）公聴会議長は公聴会の終わりを宣する。

• 第三十五条 公聴会について、記録しなければならない。当事者はその記録を照合して、誤りがなければ署名あるいは捺印する。
公聴会議長は公聴会の情況により書面報告しなければならない、かつ公聴会の記録と一緒に執法機構に報告する。報告の内容は：案件の
説明、公聴会の時間、場所、公聴会参加者の名前あるいは名称、弁明と詰問の事項、証拠の鑑別及び事実認定の情況。

• 第三十六条 行政処罰決定書は宣告の後に現場で当事者に交付する。当事者は「送達回証」に日付を明記し、署名あるいは捺印する。当
事者が不在の場合、執法機構は7日以内に民事訴訟法の関連規定によって、行政処罰決定書を当事者に交付しなければならない。

• 第三十七条 法に従って没収した財物について、国家の規定により公開競り売りをするあるいは国家の関連規定により処理する。法に従
って廃棄するべき品物について、執法機構の責任者の許可によって、2名以上の執法人員は監督して廃棄する、かつ記録する。

• 第三十八条 執法文書及び関連資料は関連法律、法規の規定に従って目録作成し製本する。そして保存する。

第四章 執法の監督と責任の追及
• 第三十九条 上級執法機構は下級執法機構及び執法人員の執法行為を監督する。
• 第四十条 執法監督の内容は：

（一）執法主体
（二）執法手順
（三）法律、法規、定めの適用
（四）法定職責の履行情況
（五）執法機構の内部管理制度

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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文化市場行政執法管理弁法⑤
（六）没収した財物の処理
（七）その他監督するべき内容

• 第四十一条 執法監督のやり方
（一）違法行政行為の上告、告訴及び摘発を受理する、かつ直接にあるいは関連部門に指示して処理する。
（二）執法業務に対して、検査を行う
（三）行政執法の保管書類及びその他の資料を取りよせて読む
（四）職権の範囲以内に他のやり方を採取する

• 第四十二条 上級執法機構は下級執法機構及び執法人員に、以下に挙げる行為の1つがある場合、行政処罰を是正するあるいは取り消す。
当事者の利益を損ねる場合は、法に従って賠償しなければならない。
（一）不合法の執法主体
（二）違法の執法手順
（三）法律、法規、定めの適用に誤りある具体的な行政行為
（四）没収財物の違法処理

• 第四十三条 行政処罰は第四十二条に書いた行為により、以下に挙げる結果をもたらす場合、直接責任を負う主管人員およびその他の
直接責任者に対して、法に従って責任を追及する。状況の程度に応じて、行政執法証明書を一時に差し押さえるあるいは撤回する。
（一）人民法院が文化行政処罰決定を取り消す、変更する場合
（二）再議機関が文化行政処罰決定を取り消す、変更する場合

• 第四十四条 執法人員以下に挙げる行為の1つがある、犯罪を構成しない場合、法に従って行政処分を行う。犯罪を構成する場合は、法に
従って刑事責任を追及する。
（一）職権濫用、公民、法人及び他の組織の合法権益を侵害する場合
（二）職務上の便宜を利用して、他人の財物を収受する、あるいは文化市場違法経営活動を支持する、放任する、庇護する場合
（三）公衆の通報に対して、法に従って受理しない、処理しない場合
（四）通報内容及び執法行動手配を漏らす場合
（五）証拠を偽造、改竄、隠匿、処分する場合
（六）職務怠慢により、重大な結果を引き起こす場合
（七）いかなる形式で文化経営活動に参加する場合
（八）その他の法律、法規、定めを違反する行為

• 第四十五条 行政執法証明書を一時に差し押さえるあるいは撤回する機関に、執法人員は行政執法の業務をしてはならない。行政執法証
明書を撤回された執法人員は行政執法職場から転勤し、行政執法の業務をしてはならない。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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文化市場行政執法管理弁法⑥
第五章 附則
• 第四十六条 「中華人民共和国文化市場稽査証」は執法人員が職責を履行する時の合法証明書類である。文化部は統一に監督し製造する

。省級以上の文化行政部門は発行する。
• 第四十七条 本弁法の解釈権は文化部に属する。
• 第四十八条 本条例は2006年7月1日より施行する。1994年11月14日に文化部が発布した「文化市場稽査暫行弁法」、1997年12月31日

に文化部が発布した「文化部文化行政処罰手順規定」、2000年5月12日に文化部が発布した「文化市場行政執法錯案責任追及暫行弁法」
は同時に廃止する。

※ この和訳は、JETROにおいて、便宜上仮訳し
たものです。誤りを含む場合がありますので、引
用される際は、必ず原文を参照してください。
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关于进一步加强游艺娱乐场所管理的通知
（遊芸娯楽場所管理の更なる強化に関する通
知）
３．法的規定
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「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導
目録」に基づいた電子ゲーム機の内容の監督
活動を適正化するための通達
３．法的規定
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「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子
ゲーム機の内容の監督活動を適正化するための通達①

2010年4月に発布された文化部による通達で、この通達に基づいて申請、認可されたゲーム機は、
国内のゲームセンターで使用することができる。

• 文化部 「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子ゲーム機の内容の監督活動を適正化するための通達 文市函
[2010]776号
各省・自治区・直轄市の文化庁（局）・公安庁（局）・工商行政管理局、新覆生産建設兵団の文化局、北京市・天津市・上海市・重慶市
・寧夏回族自治区の文化市場行政執法総隊:宛

• 文化部・公安部・国家工商行政管理総局の「遊芸娯楽施設管理の更なる強化に関する通知」（文市発「2009」4号）を貫徹するため、
2009年4月文化部文化市場司が第一回「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」（以下「指導目録」と称す）を発布し、各地域
の電子ゲーム機の内容の監督活動を指導した。活動の効率を上げ、電子ゲーム機の生産・輸入及び経営における内容の監督を強化し、遊
芸娯楽施設及び経営者が合法のゲーム.遊芸の製品を使用するよう指導するため、「指導目録」の使用管理活動の改善、完備に関し、以下
の通り通達する。

• 一、国内で生産し、国内市場向けに販売し、かつ以下の条件に適合するゲーム・遊芸の製品は、「指導目録」に組み入れるための申請を
することができる。
（一）科学・芸術・人文知識・知恵の啓蒙に有利で、あり、青少年の健康的な成長に有益である。
（二）合法の知的産権を持っている。
（三）製品に以下の内容があってはならない

1. 憲法の定めた基本原則に反するもの。
2. 国家の統一、主権および領土完全を害するもの。
3. 国家の安全を害し、あるいは国家の栄誉と利益を損害するもの。
4. 民族の恨み・差別を煽り、民族感情を害し、あるいは民族の風俗習慣を侵害し、民族団結を破壊するもの。
5. 国家の宗教政策を違反し、邪教・迷信を宣揚するもの。
6. 猥褻・賭博・暴力及び麻薬関連の違法犯罪活動を宣揚し、あるいは犯罪を教唆するもの。
7. 社会公徳あるいは民族の優秀な文化伝統に反するもの。
8. 他人を侮辱あるいは誹誘し、他人の合法的な権益を侵害するもの。
9. 法律・行政法規が禁ずる其の他の内容。

• （四）製品は「押分、退市、退銅珠」などの賭博機能を持つてはならない。
• （五）製品の外観、ゲーム内容、ゲーム方法説明は、わが国の通用言語文字を使う。
• （六）製品は国家の品質基準に適合する。

※ この和訳は、JETROにお
いて、便宜上仮訳したもので
す。誤りを含む場合がありま
すので、引用される際は、必
ず原文を参照してください。
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「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子
ゲーム機の内容の監督活動を適正化するための通達②

• 二、国内で登録し、独立の法人資格を持つゲーム・遊芸製品の生産企業は登録地の省クラスの文化行政部門に申請し、かつ以下の書類を
提出することができる。（別ページご参照）
（一）申請書
（二）申請者の工商営業免許
（三）ゲーム内容に関連する知的産権の証明書
（四）ゲーム・遊芸機の全過程の「映像資料」あるいはゲームソフトの「映像デモ」（DEMO）
（五）製品外観全体を反映できる電子図画、内、正面図画1枚、側面図画2枚、形式はJPGとし、図画解像力は800×600以上
（六）製品が使用している音楽資料、名称リスト及び歌詞の電子文面（外国語の歌曲の場合は中外文対照の文面を提供しなければならな
い）
（七）製品中の全部の対話、ナレーション、描写文字及び操作説明の電子文面
（八）其の他の関連書類

• 三、省クラスの文化行政部門は申請を受理した日から20日以内に審査の決定をし、かつ文化部に届出を出す。文化部は省クラスの文化行
政部門の審査許認可の意見をまとめて適時に「指導目録」を発布し、更新する。
企業が「指導目録」に公布された機番機種に異議を持つ場合は、書面で省クラスの文化行政部門に再審を求めることができる。省クラス
の文化行政部門は再審要求を受理した日から20日以内に再審の決定をし、かつ文化部に届出を出す。
省クラスの文化行政部門が内容審査あるいは再審において判断がつかない場合は、文化部に報告し採決を求めることができる。

• 四、「指導目録」に公布された機番機種にバージョンアップ、改版等の実質的な内容変動が生じた場合は、生産企業が改めて申請すべき
である。

• 五、遊芸娯楽施設がゲーム・遊芸製品を増やし、交換する場合は、「指導目録」に従い、自身の経営状況及び区域特徴に適合するゲーム
・遊芸製品を選択すべきである。

• 六、各クラスの文化行政部門及び綜合執法機構は、適時に「指導目録」に公布された機番機種を遊芸娯楽施設に告知し、遊芸娯楽施設の
内容監督を強化する。国家が禁止の内容あるいはゲーム・遊芸製品内容を勝手に変更したものに対し、法律に基づき取り締まりを行う。
文化部文化市場司が発布した第一回「指導目録」が確定した機番機種の交換期限は、その執行の延期を決定する。

以上をもって通達とする。 文化部2010年4月27日

※ この和訳は、JETROにお
いて、便宜上仮訳したもので
す。誤りを含む場合がありま
すので、引用される際は、必
ず原文を参照してください。
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「市場導入可のゲーム機の機番・機種の指導目録」に基づいた電子ゲーム
機の内容の監督活動を適正化するための通達③申請書類（参考）
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業界情報源サイト一覧①

动漫游戏联盟：http://www.amunion.com/

游天堂：http://www.17utt.com/

游戏机网：http://www.am35.com/index.action

大型游戏机网：http://www.dxyxj.com/

环球游乐设备网：http://www.globalamusement.com/

中国游戏机供应商网：http://www.chinayxj.com/
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業界情報源サイト一覧②

中国游戏机网：http://www.cn-games.cn/

游戏机信息网：http://www.cnbmg.com/

中国国际游乐设备网：http://www.yl168.cn/

中国游艺机游乐园协会网：http://www.caapa.org/zyx/index.html

中国游戏机交易信息网：http://www.am-c.cn/

中国玩具网：http://www.wanju.cn/

慧聪玩具网：http://www.toys.hc360.com/
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業界展示会情報Ⅰ（直近の展示会を中心に掲載）

第七届 中国（広州）国際電玩・遊芸設備展（7th CIAE Guangzhou Expo）

•時期：2011年3月3日～5日
•場所：中国進出口（輸出入）商品交易会 琶洲展館
• URL：www.chinaamusement.com
•主催： 広東省文化産業促進会、広東省対外経済合作企業協会、粤港経貿合作交流促進会、香港鴻威国際展覧集団
•共催： 広州市番禺動漫遊芸行業協会、台湾電玩情報站雑誌社
•運営： 香港鴻威国際展示集団、広州市鸿威展覧服務有限公司

2011中国北方（哈尔滨（ハルビン））遊戯遊芸設備展覧会（Harbin International Game Show 2011）

•時期：2011年1月5日—7日
•場所：哈尔滨（ハルピン）国際会展中心B館
• URL：www.gameexpo.com.cn
•主催：中国貿易促進委員会大連市分会
•運営：大連君合展覧策划有限公司

2010中国（鄭州）動漫文化産業博覧会（Zhenzhou international animation cultural industry exhibition）

•時期：2010年10月9日~11日
•場所：中国鄭州国際会展中心
• URL：http://www.gjh.cc/
•主催：鄭州市人民政府、中国国際貿易促進会
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業界展示会情報Ⅱ（直近の展示会を中心に掲載）

中国国国遊楽施設設備博覧会（The 21st China Attractions Expo (Beijing, China 2011)）

•時間：2011年3月4日～6日

•場所：北京展覧館

•URL：http://www.caapa.org/zyx/xhhd/China_Attractions_Expo_1103.html

•主催：中国遊芸機遊楽園（アミューズメントパーク）協会

•共催：北京東方遊楽設備科貿公司

中国（中山）遊戯遊芸博覧交易会（China (Zhongshan) International Animation Gaming Industry Fair）

•時期：2011年11月3日～6日

•場所：中山市中山博覧中心

•URL：http://www.zsgaf.com/index.asp

•主催： 中国游芸機遊楽園協会（アミューズメントパーク）、中国軟件行業（ソフトウェア業）協会遊戯

軟件分会、広東省文化庁、広東省貿促会、中山市人民政府

•共催： 広東動漫遊戯遊芸産業集群弁公室、中山市文化広電新聞出版局、他
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• ゲームセンターの今後の方向性は？
– キーはやはり「クリエイティビティ」と「斬新さ」にある。もし創造力に富みかつ斬新な商品で消費者を引き付け

られなければ、将来性はない。ゲームセンターでは家庭で遊ぶことができないゲーム機が必須となる。このような
ゲーム機があって、初めて消費者を引き付けることができ、発展することができる。

• ゲームセンター以外の場所でのゲーム機の設置について
– ガチャガチャや子供の乗り物はおそらくどこでも置くことができる。これらはゲーム機とされない。自動販売機と

して設置される。設置して良いゲーム機は各地方で違ってくる。当地での法規によって定められる。

• 国内ゲーム機のネットワーク化の状況
– 国内のゲーム機のネットワーク化は現段階ではできていない。なぜなら、政策上の規制があるからである。ゲーム

機がネットワーク化されれば、それはすなわちオンラインゲームになり、本質的な変化であり、様々な申請許可が
必要になる。

• 現在の国内ゲーム機市場の状況はいかがですか？将来をどうみていますか？
– 現在の国内市場では、ハイエンドのゲーム機へのニーズは、ギャンブルゲーム機へのニーズほどは高くはない。た

だ、国内のマーケットはまだまだ飽和しない。政策の規制緩和や、技術革新のよる新しいゲームの登場により、ゲ
ーム機マーケットは絶え間ない発展を続けると思う。

• 現在の国内のゲームセンターのマーケットをどのように見ていますか？事業性は高いですか？
– 現在、国内のゲームセンターマーケットには、まだ市場がある。但し、純粋な娯楽型のゲームセンターの利益はと

ても少ない。一方で、ギャンブル性のあるゲームセンターの場合利益率は高い。ゲーム機を購入するに当たっては
、海外の製品は品質上の優勢はあるが、国内の製品は価格が安い。国内の民間のゲームセンターは、利益を得て、
コストを回収するために、多くが国産を採用している。

企業のヒアリングから
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• 中国のゲーム機のプレイの価格は2-5元程度が主流だが、一部のレースゲームや写真シー
ル機では20元以上のものも珍しくなく、プレイ単価は日本と遜色ないものまで出てきてい
る。高級機へのニーズは高まっていると推察される。

• ただし、ゲームセンターを訪れる消費者は日本とは大きく異なり、また都市ごとにも異な
る。中国全般に言えるのは、10代の客は相対的に少ない。これは、中国では、高校生は宿
題が多いなど、勉強に忙しいことも影響している。ニーズの中心は20代である。

• 上海、北京では女性同士で遊ぶ客が殆どおらず、ゲームセンターは女性同士にとってはま
だ敷居が高いようだ。広州では、女性同士はみられたものの、女性一人の客は見かけられ
なかった。また、男性客が多いこともあり、シューティングやギャンブル系の機械の人気
が全般的に高い。男性客、カップル客に楽しめる機械のニーズが高いと考えられる。

• 通信対応可能な機械の設置はまだ許可されていないようだ。このため、ネットワーク対応
型の機械はまだ置かれていないが、今後規制が緩和すれば、ニーズが高まるであろう。

• いずれにせよ、規制の強い市場なので、今後の規制緩和の度合いをウォッチしていくこと
が必要。

調査結果からのインプリケーション
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