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日本貿易振興機構 コンテンツ産業課 宛

アンケート返送先 FAX: 03-5572-7044

●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いただき、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
ご協力を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。

ふりがな

お名前

会社名・団体名

部署

役職

住所
TEL

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、ジェトロのサービス向上および関連情報提供のために利用します。
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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)』
(2009年10月） （http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/07000133）を
基に、データをアップデータしたものです。
本レポートが皆様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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2012年
調査報告

中国映画市場調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 中国映画市場概況
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1-1. 中国の映画興行収入（国産/輸入映画の割合）
2011年、中国の映画興行収入は131億1,472万人民元（約1,617億7,000万円）
中国の映画興行市場は世界的に見ても大きなマーケットに成長してきている。
2012年に中国の興行収入は日本を抜いて世界第二位になるとの予測。（第一位はアメリカ）
興行収入のうち、国産映画の割合が過半数を占める。
2011年映画興行収入全体における国産/輸入映画の割合

輸入映画の
興行収入
60億8,350万元

国産映画の
興行収入
70億3,122万元

広電総局サイト 2012年1月17日：
http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/01/17/20120117102806800073.html

参考ニュース：
◆2010年：中国の映画興行収入は世界で第五位
（※中国電影家協会産業研究中心が発表した「2011中国電影産業研究報告」による）
2011年5月31日 華商報－北青網： http://ent.ynet.com/3.1/1105/31/5780460.html
◆2011年中国が世界第三の映画市場に 2012年に日本を超えて中国が世界第二位になる可能性
（※2011世界各国の興行収入ランキング。
第一位：アメリカ－102億ドル、第二位：日本－23億ドル、第三位：中国－20億ドル、第四位：イギリス－17億ドル、第五位：インド－14億ドル）
2012年3月27日 昆明日報－捜狐網： http://roll.sohu.com/20120327/n338964803.shtml
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1-2. 映画市場概況 （2005～2012年中国映画産業収入）
中国映画市場規模

2005～2012年中国映画産業収入
芸恩：「2010-2011年中国電影産業研究報告」
http://www.entgroup.cn/reports/f/1810186.shtml
（億元）
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2009

国内非興行収入

2010

2011e

2012e

海外販売収入

※国内非興行収入：映画に関する広告収入などを含む

中国における映画の興行市場は成長を続けており、
今後も順調な拡大が見込まれている
海外での販売収入も増加している
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1-3. 2011年に中国で公開された映画：興行Ｔｏｐ10（国産/輸入映画別）
2011年国産/輸入映画興行収入 Ｔｏｐ10
興行収入全体では国産映画のほうがやや多いが、作品ごとに見ると輸入映画のヒット作のほうが
国産映画よりも興行収入規模が大きい。輸入映画Top10はハリウッド映画が占める。

2011年国産映画興行収入Ｔop10

2011年輸入映画興行収入Ｔop10

（院線公開作品）

（院線公開作品）

順位

タイトル

興行収入

順位

タイトル

1

金陵十三釵※

4億6,714万元

1

変形金剛3

（トランスフォーマー3）

2

建党偉業

4億2,290万元

2

功夫熊猫2

（カンフー・パンダ2）

3

龍門飛甲※

4億1,220万元

3

加勒比海盗：驚涛怪浪

4

失恋33天

3億5,607万元

5

新少林寺

4

2億1,623万元
5

（パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉）

哈利·波特与死亡聖器（下）
（ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2）

速度与激情5
（ワイルド・スピード MEGA MAX）

興行収入

10億8,285万元
6億1,711万元
4億7,627万元
4億441万元
2億5,775万元

6

窃聴風雲2

2億1,467万元

7

白蛇伝説

2億1,097万元

6

藍精霊

8

将愛情進行到底

1億9,635万元

7

洛杉磯之戦

9

武林外伝

1億8,965万元

8

猩球崛起

（猿の惑星：創世記）

2億831万元

10

画壁

1億7,805万元

9

鉄甲鋼拳

（リアル・スティール）

1億4,073万元

10

青蜂侠

（グリーン・ホーネット）

1億4,029万元

※「金陵十三釵」と「龍門飛甲」は2012年新春映画として
2011年年末に公開開始。
2012年1月17日までにそれぞれの興行収入は
「金陵十三釵」は5億8,400万元、「龍門飛甲」5億2,800万元と
引き続き伸びている。春節過ぎまで公開。

（The Smurfs）

（世界侵略：ロサンゼルス決戦）

2億5,498万元
2億2,821万元

広電総局サイト 2012年1月17日：
http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/01/17/20120117102806800073.html
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1-4. 中国映画市場のトレンド ： ①３Ｄ映画
トレンド①：

３D映画市場拡大
3Ｄ映画の興行が好調→映画全体の興行収入増加につながる
特に輸入映画は大型の３Ｄ映画が主流。

■輸入映画のTOP10のうち8作品が３D映画の大作。
３Ｄでないのは、第５位の「速度与激情5（ワイルド・スピード MEGA MAX）」と第7位の「洛杉磯之戦（世界侵略：ロサンゼルス決戦）」のみ。

■2011年中国で上映された３Ｄ映画は全部で30作品あり、うち14作品の興行収入は1億元を超え、３Ｄ映画の興
行総収入は50億元を突破した。これは前年比のほぼ2倍で、2011年のすべての映画興行の収入の約40％を占
める。
■国産映画で３Ｄで映画は第３位の「龍門飛甲」のみ。
〈参考〉2012年1月18日 233dサイト：http://www.233d.com/3dyingxun/20120118/13268929583162.shtml

関連ニュース
中国で公開されるハリウッド映画の多くが3D映画であることの理由の一つとして、3D技術が海賊版対策にも
つながっているとみられる。
◆ハリウッドの映画会社は３D映画技術を海賊版対策に用いることを望む
2007年7月2日 新華網： http://www.it.com.cn/f/news/077/2/439613.htm
◆２Dから３D映画になり、全世界の映画興行で一番の実益的なメリットは「海賊版対策」である。
３DとIMAXの技術により、映画は映画館で見るのと家で見るのは全く違うものになった。（※映画「アバター」に関する記事の中で）
2010年1月7日 365ニュース： http://www.news365.com.cn/tt/201001/t20100107_2582870.htm
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1-5. 映画市場のトレンド： ②映画チケットの団購（グループ購入）
トレンド②：

映画チケットの団購（グループ購入）の流行
通常の価格より格安で買える“団購”が流行。
一方、値引きの基準を定めた規制意見が発布される。

■中国での映画チケット料金は、作品/劇場/上映時間によって異なる。
標準的な映画チケットは50元～120元。
（３Ｄ映画は通常映画よりやや高め。３D映画の上映では、眼鏡の貸し出しに別途デポジットが必要な場合がある）

■“団購”の映画チケットは3割引まで 新規範でチケットの最大割引率を定める
広電総局電影局は中国電影発行放送協会、中国電影制片人協会に《関於進一歩規範電影市場票務管理的指導意見》
（映画市場におけるチケット管理を更に規範化することに対する指導意見）を発布し、“映画の割引チケットは3割引まで”と
規定している。 2012年2月27日 新京報－芸恩娯楽サイト：http://news.entgroup.cn/c/2712979.shtml
数多くの団購サイトが存在する。各サイトでは規制発布後もかなりの割引が続いている。
（例：美団では140元の3D映画も視聴可能なチケットが41元、糯米で120元のチケットが33元で販売等）

千品網：http://www.qianpin.com/

拉手網：http://www.lashou.com/

美団：http://www.meituan.com/
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糯米：http://www.nuomi.com

1-6. 中国映画市場のトレンド： ③ネットの映画上映情報
トレンド③：

ネットの映画上映情報

最近では中国全国の映画館上映情報をネットで検索が可能になっている。

電影網

http://www.m1905.com/

広電総局が指示の下、映画チャンネル番組センター（電影頻道節目中心。CCTV-6）が開設した映画専門
ポータルサイト。
現在１日あたりの訪問人数は150万人（独立IP）。1日の平均プレビュー数は600万回余り。
180万人の登録会員を有する。
Alexaによる世界サイトランキング及び中国サイトランキングの統計中、電影網は中国映画のジャンルで
2年連続トップ２に入っている。
電影網では・・・
－各エリアごとの映画館での当日含む近日の上映映画情報を検索することができる。
－映画芸能ニュースが集められ、リアルタイムで更新されている。
（日本・韓国の映画関連ニュースのカテゴリーもある）
－各種映画のデータバングが常に更新されており、予告編やメイキング映像（写真）を見ることもできる。
－最新の中国国内興行状況が発表されている。
その他に・・・
◆「Gewara 格瓦拉」： http://www.gewara.com/
第15回上海国際映画祭指定チケット販売サイト。ネット購入時に座席指定もできる。
サイトには映画チケットの他に、芝居のチケット購入、ライブ情報、スポーツ施設予約なども充実。
◆映画のデータバンクが充実している「時光網 http://www.mtime.com/」（全国の映画館上映情報の検索も可能）

◆興行状況などの詳細や市場調査統計情報の充実している「芸恩咨訊 http://www.entgroup.cn 」
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1-7. 2010-2011年に中国で公開された日本映画
2010-2011年に中国で劇場公開された日本映画
中国で劇場公開される日本映画は年間3～4本。
上映期間の多くは約2～4週間。（人気のハリウッド映画作品に比べると短い）
中国語タイトル

原タイトル

中国公開日

輸入/配給

名探偵柯南:漆黒的追跡者

名探偵コナン
漆黒の追跡者（チェイサー）

2010年1月14日

華夏電影発行有限責任公司

感染列島

感染列島

2010年10月4日

博纳影业集团

非常舞者※

昴-スバル-

2010年12月3日

中国電影集団公司

侠盗石川

GOEMON

2011年3月31日

太合環球影業投資有限公司
北京紫禁城影业有限責任公司
華夏電影発行有限責任公司

宇宙英雄之超銀河伝説

大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説
THE MOVIE

2011年5月13日

中国電影集団公司

挪威的森林

ノルウェイの森

2011年9月16日

中国電影集団公司

名探偵柯南：沈黙的15分鐘

名探偵コナン 沈黙の15分

2011年11月4日

中国電影集団公司

宣伝

北京橙天嘉禾影視

上海華宇電影発行
有限公司

※「非常舞者（昴-スバル-）」は日本、中国、シンガポール、韓国の4ヶ国合作映画。

関連ニュース：
◆「ノルウェイの森」が中国で公開へ 電影局の審査をすでに通過
主演の松山ケンイチが6月の上海国際映画祭に参加
2011年5月31日 新浪網：http://ent.sina.com.cn/m/f/2011-05-31/19353322690.shtml

◆映画「ノルウェイの森」 中国で2011年公開
中国公式サイト（捜狐娯楽） http://yule.sohu.com/s2011/norwegianwood/
公式微博
http://www.weibo.com/u/2310854322

◆「ノルウェイの森」：激情シーンの多くが中国国内公開版ではカット
金鷹網 2011年9月16日：http://www.hunantv.com/c/20110916/0832364527.html
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1-8. 参考：公開された日本映画の興行状況（芸恩統計）①
2010～2011年に劇場公開された日本映画の興行状況

--の部分はデータ未公開

（公開しているデータは完全ではなく、最終興行収入などは不明）

名侦探柯南:漆黒的追跡者（ 名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）
上映期間
第4週：2010年2月1日～2月7日

興行金額
/週（万元）

累計興行
金額（万元）

--

累計上映日数

--

放映館数

25

--

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/565480
視聴人数

チケット金額平均
（元）

--

24

第3週：2010年1月25日～1月31日

290

705

18

101,292

101,290

29

第2週：2010年1月18日～1月24日

320

415

11

7,423

102,008

31

第1週：2010年1月11日～1月17日

95

95

4

768

24,014

40

感染列島

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/460297

上映期間

興行金額
/週（万元）

累計興行
金額（万元）

累計上映日数

放映館数

視聴人数

チケット金額平均
（元）

第1週：2010年10月4日～10月10日

88

88

7

2,550

38,250

23

宇宙英雄之超銀河伝説 （大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE）
興行収入3100万元に達し、中国における日本映画の最高記録を更新。

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/581960

2011年5月11日 新浪娯楽： http://ent.sina.com.cn/m/c/2011-05-11/22173305406.shtml

上映期間
第5週：2011年6月6日～6月12日

興行金額
/週（万元）
--

累計興行
金額（万元）

累計上映日数

放映館数

--

38

--

--

28

--

27

視聴人数

チケット金額平均
（元）

第4週：2011年5月30日～6月5日

--

--

31

--

第3週：2011年5月23日～5月29日

225

2,620

24

6,607

78,132

29

第2週：2011年5月16日5月22日

770

2,170

10

15,049

262,006

29

第1週：2011年5月9日～5月15日

1,400

1,400

3

12,520

464,798

30

※「非常舞者（昴-スバル-）」に関しては、芸恩に中国国内の興行データの公表なし。
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1-9. 参考：公開された日本映画の興行状況（芸恩統計）②
2011年に劇場公開された日本映画の興行状況
侠盗石川（GOEMON）

（公開しているデータは完全ではなく、最終興行収入などは不明）

--の部分はデータ未公開

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/472015
興行金額
/週（万元）

累計興行
金額（万元）

累計上映日数

放映館数

視聴人数

チケット金額平均
（元）

第2週：2011年4月4日4月10日

35

110

11

1,446

11,768

30

第1週：2011年3月28日～4月3日

75

75

4

3,494

25,288

30

上映期間

挪威的森林 ノルウェイの森

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/555857

興行金額
/週（万元）

累計興行
金額（万元）

累計上映日数

放映館数

視聴人数

チケット金額平均
（元）

第3週：2011年9月26日10月2日

25

365

17

906

8,036

31

第2週：2011年9月19 日～9月25日

150

340

10

6,128

48,154

31

第1週：2011年9月12日～9月18日

190

190

3

5,168

58,072

33

上映期間

名侦探柯南：沈黙的15分鐘（名探偵コナン 沈黙の15分）
上映期間

興行金額
/週（万元）

出所：芸恩サイト： http://m.entgroup.cn/593366/

累計興行
金額（万元）

累計上映日数

--

24

--

放映館数

視聴人数

チケット金額平均
（元）

--

26

第4週：2011年11月21日～11月27日

--

第3週：2011年11月14日～11月20日

170

3,010

17

4,908

59,401

29

第2週：2011年11月7日～11月13日

850

2,840

10

17,231

294,062

29

第1週：2011年10月31日～11月6日

1,990

1,990

3

19,680

667,251

30
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1-10. 日本映画上映のイベント
広電総局の輸入映画枠での一般劇場公開だけでなく、日本映画を劇場で上映するイベントや映画祭もある
■2011日本電影周（日本映画ウィーク）
北京 2011年6月8日～13日、上海 2011年6月12日～18日
上映作品：「春との旅」「母べえ」「悪人」「ハナミズキ」「今度は愛妻家」「白夜行」「オカンの嫁入り」「BECK」「きな子」「最後の忠臣蔵」
「ランウェイ☆ビート」「犬とあなたの物語」

http://yule.sohu.com/s2011/2011cj/
■2010上海・日本映画週間
上海 2010年6月13日～19日
上映作品：「おにいちゃんのハナビ」「釣りキチ三平」「引き出しの中のラブレター」「猿ロック THE MOVIE」「南極料理人」
「歩いても 歩いても」「余命１ヶ月の花嫁」「天使の恋」「阿波DANCE」「隠し砦の三悪人」「人間失格」

http://cjiff.net/2010_SJ/index_jp.html
■日本動漫節（日本アニメ・フェスティバル）
北京 2012年12月7日～12月11日、上海 2010年12月2日～4日（映画上映期間）
上映作品：「宇宙ショーへようこそ」「エヴァンゲリヲン新劇場版：序」「劇場版 銀魂 新訳紅桜篇」「涼宮ハルヒの消失」
「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作成」 「昆虫物語 みつばちハッチ ～勇気のメロディー～」
「劇場版テニスの王子様 英国式庭球城決戦！」 「映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ～はばたけ 天使たち」
「劇場版NARUTO －ナルト－ 疾風伝」「映画ハートキャッチプリキュア！ 花の都でファッションショー・・・ですか！？」

http://www.anifes.com.cn/anifes/animation.jsp?lan=jp
その他、上海国際映画祭でも毎年複数の日本映画作品が上映されている。
上海国際映画祭：http://www.siff.com
毎年6月に上海で開催される。2012年は6月16日～24日開催。
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1-11. アニメ映画の動向
中国におけるアニメ映画の動向
■国産アニメ「喜羊羊与灰太狼」の映画シリーズが大ヒット
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。2010年に「喜羊羊と灰太狼の虎虎生威」、2011年「喜羊羊と灰太狼の兔年頂呱呱」、
2012年「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」がお正月映画として公開され、年々ヒットが拡大している。
「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」の初日興行成績は2000万元を突破。
最終的な興行は「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」が1.6億元、「喜羊羊と灰太狼の兔年頂呱呱」は1.5億元を記録。
関連サイト：

百度
http://baike.baidu.com/view/752644.htm
http://baike.baidu.com/view/6911584.htm
CNTV http://news.cntv.cn/20120227/112126.shtml
広東原創動力文化伝播有限公司 http://www.22dm.com

■輸入映画もハリウッドの３Ｄアニメ作品が興行的にも成功を収めている
2011年に公開された輸入映画の興行収入でも「功夫熊猫2（カンフー・パンダ2）」（6億1,711万元）が第2位、
「藍精霊（The Smurfs）」（2億5,498万元）で 第6位。
2012年には「快楽的大脚2（Happy Feet 2）」が2月に公開された。

■日本アニメでは「名探偵のコナン」の映画版が2010年、2011年に連続公開
2011年には日中合作アニメ作品「藏獒多吉（THE TIBETAN DOG）」も公開されている
2005年の楊志軍の人気小説「藏獒」を原作として中影集団とMADHOUSE、慈文紫光数字影視有限公司が4年かけて制作。
中国では2011年7月12日から正式に公開されている。
プロデューサー・丸山正雄、監督・小島正幸、キャラクターデザイン・浦澤直樹、主題歌・alan。
関連ニュース：
◆中日合作アニメ映画「藏獒多吉」予告編公開
2011年7月5日 人民サイト－中国サイト：http://news.china.com.cn/rollnews/2011-07/05/content_8722694.htm

◆「藏獒多吉」は力を合わせた日中合作モデルとして賞賛を集める
2011年7月7日 捜狐娯楽－北青サイト：http://ent.ynet.com/3.1/1107/07/5929612.html
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1-12. 中国における共同制作の状況
中国における共同制作の状況
〈中外合作映画が増加〉
■中国電影発行放映協会サイト： http://www.chinafilm.org.cn/
■中国電影合作制片公司： http://www.cfcc-film.com.cn/（2007年以降あまり更新されていない）
国家広播電影電視行政主管部門の委託を受けて、中外合作映画の管理・協力・サービスなどを行う機関

◆中国では2001年にWTO加盟後、2001年～2011年の間に毎年平均39～40の合作映画が制作されている。
2011年に中国電影合作制片公司が受理した合作映画は93作品、制作協力は6作品で合計99作品。審査に通過した合作映画は58作品。
（人民網 2012年2月27日： http://culture.people.com.cn/GB/87423/17224822.html）

◆2001年から2010年までに中国との合作で製作された映画は130作品。うち中国と欧米との合作作品は29作品のみで全体の8.52％に
すぎない。
（中国電影発行放映協会： http://www.chinafilm.org.cn/hwsc/zwhp/201106/10-2858.html）
◆「功夫夢（ベスト・キッド ）」2010年のリメイク版：中米合作作品。
制作：アメリカの「コロンビア映画（Columbia Pictures）」 と、中国の「中国電影集団公司」 北京を舞台に中国人から中国武術を学ぶ物語に。

◆2011年は、韓国の女優・全智賢（チョン・ジヒョン）やオーストラリアの俳優・Hugh Michael Jackman出演の映画「雪花と秘扇」を始めとし
て、 批准される合作映画の本数が大幅に増加。「雪花と秘扇」： アメリカのFox Searchlight、中国華誼兄弟、上海電影（集団）有限公司
が合作
アメリカとの合作「環形使者」、「飛虎」、オーストラリアとの合作「幸福卡片」など多くの大型中外合作映画プロジェクトが出現。
（2011年6月22日 網易網： http://news.163.com/11/0622/10/7757BF2400014AED.html ）

◆ドリームワークスが中国で合資でスタジオ設立
2012年2月に中国国家副主席・習近平氏がアメリカ訪問期間中に、アメリカのドリームワークスが中国でスタジオ設立の可能性
について言及。ドリームワークスが中国で3.3億ドルを投資し、上海の会社と合資で、上海東方夢工厰影視技術有限公司を設立。
4年後の上海で第一弾映画の完成を目指す。
（これまでにドリームワークスの「カンフー・パンダ」「カンフー・パンダ２」は中国で大ヒット）
（2012年2月21日 漫域：http://www.comicyu.com/Html2010/2/2012/64529.html 2012年2月22日 銭江晩報： http://news.entgroup.cn/comic/2212937.shtml
2012年2月21日 中国動画産業網：http://www.cnaci.com.cn/html/dhzx/gnyw/6313.html）
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1-13. 近年の日中合作映画
近年制作・公開された主な日中合作映画
公開

作品

監督

主演

2003年

最後の恋、初めての恋

当摩寿史

渡部篤郎、シュー・ジンレイ

2005年

アバウト・ラブ／関於愛

下山天ほか

伊東美咲、チェン・ボーリン

単騎、千里を走る。

チャン・イーモウほか

高倉健、リー・ジャーミン

幻遊伝

チェン・イーウェン

田中麗奈、チェン・ボーリン

鳳凰 わが愛

ジヌ・チェヌ

中井貴一、ミャオ・プゥ

夜の上海

チャン・イーバイ

本木雅弘、ヴィッキー・チャオ

闘茶 tea-fight

ワン・イェミン

戸田恵梨香、ヴィック・チョウ

純愛

ジャン・チンミン

小林佳子、ポン・ボー

さくらんぼ 母ときた道

チャン・ジャーベイ

ミャオ・プゥ

2008年
2009年

レッドクリフ Part I＆II

ジョン・ウー

トニー・レオン、中村獅童

2009年

昴―スバル―

リー・チーガイ

黒木メイサ、Ara

2011年

チベット犬物語 金色のドージェ

小島正幸

（アニメ映画）

2012年

東京に来たばかり

ジャン・チンミン

チン・ハオ、倍賞美津子

2012年

明日に架ける愛

香月秀之

市井紗耶香、アレックス・ルー

2006年

2007年

2008年

（日本公開2012年）

2010年5月24日 日経BP社：http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100513/1031762/?ST=life&P=2
上記をもとに2010年以降加筆。

日中合作作品は、日中で劇場公開される
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1-14. 日本人俳優の中国での活躍
中国映画での日本の俳優が出演するケースも出てきている。
大型映画のメインキャストとして日本の著名俳優が出演。
◆中村獅童：「霍元甲」（2006年 監督: 於仁泰）、「レッドクリフ Part I＆II」（日中合作 2008年、2009年）
◆中井貴一：「戦国」（2011年 監督・金琛 ）、「鳳凰」（2007年 監督・金琛 ）
◆玉木宏：「銅雀台」（2012年公開予定 監督・趙林山）、「楊貴妃」（2012年公開予定 監督・田荘荘（予定））にも出演か
◆小栗旬：「楊貴妃」（2012年公開予定 監督・田荘荘（予定））
◆安藤政信：「花の生涯〜梅蘭芳〜」」（2008年 監督・陳凱歌）、
「刀剣笑（邦題：ブッチャー・シェフ・アンド・ザ・ソーズマン -肉屋とシェフと剣客と）」（2011年 監督・烏爾善）

中国を拠点として、映画やドラマで活躍する日本人俳優もいる
◆矢野浩二：
北京を拠点に活動。中央テレビのドラマ「「走向共和」 、「記憶の証明」など多数中国のドラマに出演。
当初は明治天皇や日本軍人役のイメージが強かったが、湖南衛星の人気バラエティ「天天向上」にレギュラー出演するよう
になり、中国の若いファンが一気に増えた。
ブログ：http://www.yano-koji.jp/
◆田中千絵：
台湾を拠点に活動。中国大陸でも公開され話題になった台湾映画「海角七号 君想う、国境の南」に主演。
その後中国映画「愛情36計」や、中央テレビドラマ「戦火太陽山」などに出演している。
ブログ：http://plaza.rakuten.co.jp/tanakachie/
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1-15. ハリウッド映画の中に増加する中国要素
ハリウッドの大作映画に“中国要素”が増える
近年、ハリウッドの大型映画で中国要素を取り入れた作品が目立つようになっている。
◆今や中国での興行成功が、ハリウッドにおいても年々重視されるようになっており、
映画市場として拡大する中国における興行増収を狙う目的もあると見られる。
◆また大型のハリウッド映画は中国での興行が数億元～10億元以上にのぼることから、
中国企業のハリウッド映画の中でのプロダクトプレイスメントも盛んになってきている。
◆近年中国で公開されるハリウッド映画の多くは、海賊版対策もあり、アメリカとほぼ同時期
公開に早まっている。（日本よりも公開が早い作品が多い）
中国要素を取り入れた
ハリウッド映画の事例
◆「ミッション：インポッシブル3」（2006年）・・・
中国の西塘で一部ロケを行う。
また中国銀行や太平洋保険など複数の中国企業ロゴなどが劇中にプロダクトプレイスメントで露出したことでも話題になった。

◆「2012」（2009年）・・・
ポタラ宮殿や、中国の地震・軍隊などが描かれている。

◆「アリス・イン・ワンダーランド」（2010年）・・・
物語の中で中国に旅立つシーンが登場する。

◆「トランスフォーマー3」（2011年）・・・
中国で興行が10億元を超える大ヒット。中国企業の大量のプロダクトプレイスメントが話題に。
美特斯·邦威（Meters/bonwe）のTシャツ、TCLのカラーテレビ、聯想（Lenovo）のパソコン、伊利の舒化奶（牛乳ドリンク）等多数。

◆「アイアンマン3」は中米合作へ。（中国DMG娯楽伝媒集団とディズニーが提携）
中国のトップ女優・范冰冰の出演の可能性が話題になっている。
（中国記協網 2012年4月17日：http://news.xinhuanet.com/zgjx/2012-04/17/c_131531696.htm

北青網 2012年5月2日：http://ent.ynet.com/3.1/1205/02/7048918.html）
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1-16. 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

申請１
10日以内に
初審意見書を提出

旧規定に基
づくもので、
現在はない

中国電影合作制
片公司
中国語（規範漢字）の脚本
及び関連する文書を提出

申請２ ※1

制作 ※2

審査批准

配給/放映

20営業日以内
に返答
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
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
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。国家広電総局が「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」（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
基づいて共同制作の契約を結ばなければならない。

■香港映画との合作映画の規定
《内地与香港関於建立更緊密経貿関係的安排》附件4：

http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/326706.html
香港撮影の中国語映画は、内地の主管部門の審査通貨後、輸入枠では
なく大陸で配給できる。
香港と中国大陸が合作した映画は国産映画として大陸で配給できる。
香港側のスタッフ人数の割合に制限はないが、主要キャストの割合は中国
大陸のキャストが1/3より下回ってはならない。
物語の発生する場所には制限がないが、ストーリーの流れや主要人物は
中国大陸と関係があること。

制作の方式は
以下の3タイプ

①連合撮制
②協作撮制
③委託撮制

省級広
播影視
行政部
門

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
必要な場合、再度国家広電
総局の批准が必要となる

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上で、相当す
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。
※「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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1-17. 合作映画の制作から配給まで（補足）
※1 プロジェクト申請
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：

・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
・ 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。

《中外合作撮制電影片管理規定》第六条

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
（第18条）。
・ 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（第18条）。
・ 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（第20条）。
《中外合作撮制電影片管理規定》
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1-18. 院線別 興行ランキング
映画館「院線」別：2011年興行収入TOP10
（広電総局サイト 2012年1月17日：
http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/01/17/20120117102806800073.html ）

第4位までの院線で興行収入が10億元を超える。
順位

院線（電影院線）とは・・・
映画館チェーンを取りまとめて運営・管理・経営を行う組織。
傘下に多くの加盟映画館を抱え、上映映画タイトルを一括で管理・運営する。
院線により、映画の全国統一市場ができたといわれる。（全国統一型の運営）

院線名

院線名

興行収入

1

万達電影院線股份有限公司

2005年設立。万達集団所属。アジアでスクリーン数トップの映画院線。中国で5つ星クラ
スの映画館86軒、スクリーン数は730。そのうちIMAXスクリーンは47。（2015年までに映
画館数は200、スクリーン数は2000に達する予定）全国映画興行の15％を占める。
http://www.wandafilm.com/

2

中影星美電影院線有限公司

2002年設立。中国電影集団公司と星美伝媒有限公司の連合により、共同投資による。
2011年の時点で、165軒の映画館でスクリーン数は887。
http://zyxmmovie.mtime.com/

13億7,701万元

3

上海聯和電影院線有限責任公司

2004年設立。上海電影（集団）有限公司所属。2010年1月末までに加盟映画館は125軒
、上映ホールは483（うち273ホールにはデジタル放映設備を有し、そのうち110ホールは
３D上映設備を所有）。北京、上海、重慶、武漢、無錫、蘇州にそれぞれIMAXスクリーン
を持つ。 http://www.filmsh.com.cn/

13億 344万元

4

深圳中影南方新幹線有限責任公司

2004年設立。広東省電影公司と中影集団との提携による。北京広州、深圳、珠海、広西
、四川、福建、雲南、貴州、江西、安徽などに合計94の映画館（スクリーン数312）
http://www.zymovie.com/

10億8,598万元

5

広州金逸珠江電影院線有限公司

2008年設立。2011年6月の時点でマルチシネマの映画館は70軒余り、スクリーン数400、
座席数70,500。 http://jyzj.mtime.com/

8億5,082万元

6

北京新影聯影业有限責任公司

1996年設立。北京、天津、内蒙、山西、山東、遼寧、黒龍江、江西、湖南、重慶、広東、
沈陽、大連等、映画館85軒、スクリーン533。 http://nfa.mtime.com/

7億6,348万元

7

広東大地電影院線有限公司

2006年設立。2008年段階で、映画館60軒、スクリーン数100。全ての映画チケットが25元
以内。

6億7,670万元

8

浙江時代電影大世界有限公司

2003年設立。2010年末までに、映画館86館、スクリーン407。
浙江省における映画興行市場の61%、杭州においては80％を占める。
http://www.zjsdyx.com/

5億5,665万元

9

四川太平洋電影院線有限公司

四川地区最大の映画館院線。傘下には王府井、太平洋、紫荆、新城市、中影太平洋等
52の映画館を持つ。 http://www.cinema.com.cn/

4億6,796万元

10

遼寧北方電影院線有限責任公司

1998年成立。2009年時点で、映画館数56軒、スクリーン数210。

3億8,225万元

国産/輸入映画を放映する権利を持つ“院線”は全部で38社。
（2010年末段階。「2010中国電影市場報告」（中国電影発行放送協会）による P.3）

2010年の映画興行全体では、中国の都市部における興行収入の95.84％を院線が占めた。
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17億8,475万元

1-19. 映画館/地区別 興行ランキング
広電総局サイト 2012年1月17日：http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/01/17/20120117102806800073.html

映画館別：2011年興行収入TOP10
順位

1

映画館名

地区別：2011年興行収入TOP10
興行収入

北京耀莱成龍国際影城
（ジャッキー・チェンと耀莱集団が共同投資している映画館）
http://www.jackiechancinema.com/

順位

地区

興行収入

1

広東

18億6,544万元

2

北京

13億4,952万元

3

上海

11億339万元

4

江蘇

10億9,007万元

5

浙江

10億1,413万元

6

四川

6億7,106万元

6,495万元

7

湖北

5億8,643万元

6,398万元

8

遼寧

4億8,466万元

9

重慶

4億2,908万元

10

山東

4億418万元

7,632万元

2

首都華融電影院

3

深圳嘉禾影城

6,871万元

4

北京UME華星国際影城

6,740万元

（北京新影聯院線加盟）

7,310万元

http://www.sddyy.cn/
（香港嘉禾集団傘下）
http://www.yingyuan.cn/
（香港系/紹介後述）
北京UME：http://www.bjume.com/show.shtml

5

上海万達国際電影城五角場店

6

重慶UME国際影城（江北）

7

広州飛揚影城正佳店

8

北京万達国際電影城CBD店

9

上海永華電影城

10

上海星美正大影城

（万達電影院線加盟。万達：http://www.wandafilm.com/）
（香港系/紹介後述）

重慶UME：http://www.cqume.com/
（華影南方院線加盟）

飛揚影城：http://www.fff21.com/
（万達電影院線加盟。万達：http://www.wandafilm.com/）
（上海聯合電影院線加盟）

（中影星美電影院線加盟）
星美国際影城：http://www.ixingmei.com/

6,090万元
6,071万元

6,031万元
5,924万元

◆地区別ベスト３は、広東・北京・上海と都市部が占める。
◆映画館別興行収入もTOP５は同三地区の映画館が占める。
（TOP１０まで見ても上記３地区以外の映画館は、第６位の 重
慶の映画館のみ）
◆興行収入の高い映画館は、シネコンタイプの大型複合映画
館で、３D対応のスクリーンも整備されている。
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1-20. 映画館/スクリーン数の増加
映画館 / スクリーンの増加数
◆2011年に中国で新たに建設された映画館は803軒、新たに新設されたスクリーン数は3,030（1日8.3スクリーン
の割合で増加したことになる）。新たに増加した映画館の90％が既にデジタル放映の設備を有する。
2011年末までに、中国の都市における映画館は2800軒、スクリーン数は9200を超えた。
〈参考〉2012年1月18日 233dサイト：http://www.233d.com/3dyingxun/20120118/13268929583162.shtml
2012年1月10日 人民日報： http://news.xinhuanet.com/newmedia/2012-01/10/c_122564499.htm

◆中国での現在のスクリーン数は13万人に１スクリーンの割合。
http://roll.sohu.com/20120410/n340149614.shtml

2010年に中国都市院線で増加した映画館とスクリーン数
1533

1600

「2010中国電影市場報告」（中国電影発行放映協会） P.4

1400
1200
1000
増加した映画館（数）

800

626

570

600

313

400
142

200 118
0

増加したスクリーン（数）

2008年

2009年

2010年

■農村での映画普及：
2006年初めに国務院が発布した「関於推進社会主義新農村建設若干意見」で広電総局農村映画“2131プロジェクト”
農村映画放映工程を明確化。2010年9月末までに全国の農村の「電影数字院線（デジタル映画院線）」は232軒に達し、
デジタル放映設備数は42,065セットを有する。
（中国電影産業網2010年11月19日 ：http://www.chinafilms.net/news_detail/newsId=b5d43f6b-653d-4f1d-85da-f58972d52529&comp_stats=comp-FrontNews_list01-1265075285039.html）
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1-21. デジタルスクリーンの増加
デジタルスクリーン
◆2011年中国デジタル映画のスクリーン数は、8,000を突破。毎日4.2スクリーンのスピードで増加した計算になる。
◆中影集団と巴可公司が合弁で中影巴可（北京）電子有限公司を設立。
中国映画のデジタル化と国産化を推進する。 （2011年8月25日 北京青年報－人民網：http://media.people.com.cn/GB/40606/15502991.html）

2007～2012年中国デジタルスクリーンの増加状況
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◆2010年のデジタルスクリーンの興行収入は69.2億元。映画興行全体の68％を占める。
芸恩の予測ではデジタルスクリーンの興行収入の割合は2012年には95％まで増加すると予測している。
（2012年のデジタルスクリーンの興行収入は192.1億元に達すると予測）
「2011中国電影産業報告」 2011年1月26日 芸恩： http://www.entgroup.cn/views/a/9391.shtml
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1-22. 映画館（院線）への外資参入に関して
映画館ビジネスに外資や民間資本が参入。
ただし外資独資では映画館の設立はできず、外国資本による院線の設立も禁じられている。

法規名

主な内容

発布日

2004年1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
に従事することに関する暫定規定。
第三条で外資が独資で映画館を設立すること、および院線を設立することを禁じてい
る。

《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.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62
745.htm

■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。
・登録資本金が600万元以上。
・固定の放映場所がある。
・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。
・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。

国家広電総局
2003.11.25

※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》
を発行、《電影管理条例》に基づき営業活動を行う。
※上記規定では、「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」との記述があったが、
2005年8月に文化部、商務部など5部委が発布した《関於文化領域引進外資的若干意見》 http://www.jingzhouqu.gov.cn/gucheng/wsbs-list.asp?id=6270 により、
テスト都市の指定が取り消され、中方の投資割合の規定は一律51％以上となった。

※香港企業との合作の規定
《内地与香港関於建立更緊密経貿関係的安排》附件4：http://www.lawtime.cn/info/lvshi/lvshifagui/201011084640.html
1.香港のサービス提供者が内地で合資、合作の形式で映画館の建設、改造、運営を行うことを許可。
2.香港のサービス提供者が株式の過半数以上を占めてもよいが、75％を超えてはならない。
【参考サイト】

電影数字節目管理中心：http://www.dmcc.gov.cn/publish/main/index.html
中国電影発行放映協会：http://www.chinafilm.org.cn/
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1-23. 映画館ビジネスへの外資参入： 韓国企業
韓国企業の展開

CJ Entertainment，韓国電影投資和発行公司

http://www.cjchina.net/cause/cause8_1.asp

韓国CJ集団の子会社としてCGV影城は設立。シネコン型の映画館の投資、建設、運営を行う。
韓国では1998年から映画館事業を開始。
上海では2006年10月に中国における最初のCGV影城として上海大寧店が設立。（上影集団と合作）
その後、上海で数箇所（莘庄店/大華店）、天津、大連、北京、ハルピン、沈陽等に設立。
2012年には北京や上海のほかに、寧波、武漢、広東、蘇州、柳州、宜昌等も予定されている。
（合作相手の中方は展開地域ごとに異なる）
◆上影集団が韓国のCJCGV株式会社と提携して電影院設立へ
（2007年10月26日 聯商網：http://www.linkshop.com.cn/Web/Article_News.aspx?ArticleId=79529）
◆韓国CJ集団が４D映画館の建設へ
（2011年11月9 日 生活新報： http://www.shxb.net/html/20111109/20111109_295635.shtml）

楽天影院(Lotte Cinema)

http://lotte.cn/s2_business/sub2_02-7.html、http://www.lottenncinema.com
（※中国の公式サイトはなし。各映画館のサイトのみ）

韓国楽天（Lotte）グループの傘下。シネコン型の映画館の投資、建設、運営を行う。 韓国では1999年から映画館事業を開始。
中国では2011年1月に沈陽電影有限公司との共同投資による楽天新東北影院（LOTTE & NN CINEMA）で最初に沈陽松山店
を設立。
その後、湖北省電影発行放映総公司との共同投資で銀興楽天影城江夏店（2012年開業）や、楽天瑪特(Lotte Mart)と提携して
河北省燕郊（準備中）など中韓合作でシネコンを展開している。
ニュース報道・・・遼寧新聞 2011年1月28日：http://news.lnd.com.cn/htm/2011-01/28/content_1712307.htm
新華網－21CN娯楽 2012年4月8日：http://et.21cn.com/gundong/etscroll/2012/04/08/11401840.shtml
千龍網 2011年12月16日：http://news.qianlong.com/28874/2011/12/16/2502@7576347.htm

◆その他、韓国企業では・・・
Megaboxが北京新影聯院線と提携し、北京で映画館を展開している。
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1-24. 映画館ビジネスへの外資参入： 香港企業
香港企業の展開

中国百老匯影城

微博 ： http://weibo.com/broadwaycinemas
百老匯： www.b-cinema.cn

香港百老匯劇院（英語名・Broadway Circuit。http://www3.cinema.com.hk）旗下。
中国各地で五星ホテルのような高級嗜好のシネコンを展開。
中国では北京が一番多く展開している。
--北京国坊貿店、北京東安店、北京東方新天地店、北京国瑞城购物中心店、北京金宝匯店、
--上海国金店
--そのほか杭州、深圳、済南、唐山、昆明、南寧、青島、沈陽等で展開。

UME国際影城

http://www.ume.com.cn/

UME国際影城は香港の著名な映画監督・呉思遠氏が投資・建設しているチェーン展開のシネコン。
2002年に最初に北京・中関村に開業以来、毎年約1軒ずつのスピードで、上海、重慶、杭州、広州、成都、南京、南通、嘉興
で展開。現在北京では3箇所にまで増えている。上海は最高級スポット・新天地でオープン。
高級感のある設備で、ホワイトカラー層や外国人観客に人気。
北京UMEは開業の年に、全国の映画館における１映画館あたりの最高興行記録を塗り替えた。
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2. 映画の輸入・配給に関して

→映画DVDの販売に関しては、
別途「中国音楽市場及びパッケージビジネス調査」をご参照下さい。
※映画はDVDだけでなく、ブルーレイも市場発売されている。
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2-1. 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
輸入
許可申請

広電総局
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」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。

中国電影集団進出口公司

配給
上映

全国の院線

国産/輸入映画を配給・放映する
権利を持つ“院線”は全部で38社

中影

華夏

（中国電影集团公司）

（華夏電影発行有限責任公司）

（省を跨ぎ全国レベルの院線：25社、省
内に限定された院線：9社）

納税

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
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）

（広電総局：
http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/12/11/20
081211175952680280.html）

年間中国で輸入できる海外映画は約50作

「分帳」

「买（買）断」

（利益配分方式）

（版権買いきり方式）

20作品/年間

30作品/年間

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。

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。

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）

分帳、买断のそれぞれ、
中影と華夏が半分ずつ輸入

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。

国産映画でも、審査を通過しない場合も
また批准を得るために広電総局の要求にしたがって削除・修正を
必要とする場合もある。（完成しても審査を通らなければ公開できない）

◆分帳は大型映画（ハリウッド映画）中心。以前アメリカ映画は20本のうち
14作品までとの目安があったが、近年20本ほぼ全てがアメリカ映画に（※次ペー

2011年中国で制作された映画は約791作品（うちストーリー映画は558作品）。そ
れに対して2011年に公開された国産映画は154作品と少ない。

海外の映画を輸入できる機関は中影と華夏のみ。

ジ関連ニュースを掲載）

◆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数本入ってきてい
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」
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。

（捜狐2012年5月8日：http://roll.sohu.com/20120508/n342652374.shtml）

国産映画「苹果」が放映禁止に。
広電総局から指摘のあった性的描写をカットしないままネットに放映の上、ベル
リン映画祭にも参加。公開放映許可証の取り上げ、及び配給もとの北京労雷影
視文化有限責任公司は２年間の映画製作資格の取り消しとなった。
聯合報網：http://www.zaobao.com/special/newspapers/2008/04/taiwan080402r.shtml
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2-2. 輸入映画の申請・配給：関連ニュース
映画の輸入・配給：関連ニュース
当面は中国で映画を輸入できるのは中華電影と華夏に限定されている。
中米協議で輸入映画（「分帳」（利益配分方式）による）は年間20作品から34作品へ拡大へ。
中国が現在輸入しているアメリカの大型映画は年間20作品だが今後34作品に。
またアメリカと中国の合作映画に関しては香港・大陸の合作映画と同等の待遇となり、海外ドラマの輸入制限を受けない。
2011年の中国映画の興行収入は131.15億元で、そのうち20作品余りのアメリカ映画の映画興行は49億元と全体の37％を占める。
現在中国国内では映画館（スクリーン数）も増加を続けており、今後アメリカの大型映画の興行収入は更に飛躍的に拡大してい
く と見込まれている。市場拡大を期待する声と、国産映画市場の先行きを心配する声のどちらも上がってきている。
（2012年2月19日 京中時報－人民網：http://media.people.com.cn/GB/17152162.html）
増加する14作品のメインは特殊効果映画（3D、IMAX、IMAX3D）になる見込み。
覚書の中ではIMAX上映ホールが2012年内に100館を突破し、毎月1作品以上のIMAX方式映画の上映も行う旨が記されている。
（2012年2月28日 時光網： http://news.entgroup.cn/movie/2812987.shtml）
※「分帳」（利益配分方式）による年間20本の輸入映画枠は、アメリカ映画だけでなく
全ての海外映画作品に対する枠で、（実際以前は年間5～6本他国の映画がこの枠で
輸入されていた時期もあるが、）近年は20本ほぼ全てがアメリカの大型映画となっている。
34本に拡大された後、アメリカ以外の国の映画がこの枠で輸入されるかは不明。
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2-3. 映画輸入機関① 中国電影（中影）
中国電影集団公司
所在地

電話

北京市海淀区
新街口外大街25号

01062254488

URL
www.chinafilm.com
（※2012年1月段階でサイト整備中）

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。
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）
中国電影集団公司芸術創作人員中心
中国電影集団公司北京影視制作基地

直属の機関

中国電影集団公司

15の子会社

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
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
電影技術質量検測所

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

輸入
配給・放映

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
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
+

電影頻道節目中心（CCTV—6）
企業名
北京北影録音録像公司

所在地
北京市海淀区
北三環中路77号

URL
www.chinafilm.com
（※2012年1月段階でサイト整備中）
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電話
10-82041113-205
10-82045131

会社紹介
映画制作・配給・放映・合作
映画・映画輸出入など。

2-4. 映画輸入機関② 華夏

華夏電影発行有限責任公司
所在地
北京市海淀区北三環中路77号院3号楼

電話
010-82043190

FAX

URL

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、
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、
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URL
http://www.dmcc.gov.cn/

2011年には国産映画で興行収入第1位の「金陵十三钗」や、輸入映画で興行第2位の「功夫熊猫2（カンフー・パンダ2）」や
第4位の「哈利·波特与死亡聖器（下）（ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2）」などを配給。

2006年より、日本映画の輸入もアニメ映画を中心に複数作品行っている。
2006年：「いぬのえいが」（角川）、「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、ＴＢＳ）
2008年：「ドラえもん のび太の新魔界大冒険」（東宝）、「犬と私の10の約束」（松竹） ・・・公開は2009年
2009年：「ドラえもん のび太と緑の巨人伝」 （東宝）
2010年：「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」（東宝）
2011年：「GOEMON」（松竹、ワーナー・ブラザーズ映画）・・・他2社と合同配給

2012年に中日合作映画「初到東京」
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2-5. 中国の民間大手映画会社
中国で、映画の制作、配給、映画館投資、アーティストのマネージメントまで
一手にグループ会社で経営する民間の映画総合企業がある。
博納影業集団
Bona Film Group Limited

http://ch.bonafilm.cn/
網易娯楽 2010年12月9日： http://ent.163.com/10/1209/14/6NFH8HBB00034KEG.html

2003年創業。映画業企業で中国で初めてナスダックに上場（BONA）。
映像制作、映画配給、映画館投資、院線管理、広告販売経営販売、アーティストのマネージメントを総合的にグループ会社で行う。
代表作「赤壁（レッド・クリフ）」、「長江7号」等多数の大型映画に投資・制作。
映画配給：博納電影発行公司
配給では、設立から10年で国内外の映画170作品余りを配給、累計興行収入は30億元を超え、連続6年間映画市場の占有率20％を占める。
映画館経営：博納国際影院投資管理有限公司
2005年に設立。北京、上海、深圳、天津、重慶等の都市で5年間で15軒の5つ星シネコンを建設。
（スクリーン数110、座席数15，000余り） 2013年には80軒以上の5つ星シネコンを建設予定。
その他、広告を取り仕切る「北京博納広告有限公司（2005年成立）」等

華誼兄弟伝媒集団
Huayi Bros. Media Group

http://www.huayimedia.com/
http://www.hbpictures.com/

1994年に王忠軍、王忠磊兄弟が創業。（華誼兄弟伝媒集団設立としての設立は2005年）
創業時に著名映画監督・馮小剛、姜文の映画に投資したことにより、映画業界に参入。その後毎年の馮小剛のお正月映画に
投資することで名声を上げ、メディア業界に全面投下するようになった。
現在では、映画、テレビドラマ、アーティストのマネージメント、音楽レーベル等の領域で投資・運営を行なっている。
傘下には、華誼兄弟時代文化経紀有限公司（アーティストマネージメント）、華誼兄弟影業投資有限公司（映画制作・投資）、
華誼兄弟電視節目事業有限公司（テレビドラマ制作）、華誼兄弟音楽有限公司（音楽レベール）、華誼兄弟広告有限公司、
華誼兄弟国際発行有限公司（映画配給）等。 総合性エンタメ集団。創業板（ベンチャー・ボード）上場。
その他、民間の映画制作・配給会社として・・・
北京光線影業有限責任公司（http://www.ewang.com）、星美伝媒集団有限公司（ http://stellarweb.mycomb.com/）等がある。
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3. テレビにおける映画放映の状況

→インターネットによる映画コンテンツの配信に関しては
別途「中国のテレビ番組及び映像配信市場調査」をご参照下さい。
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3-1. 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。
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、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、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。

42
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

(一覧は次ページ以降)

3-2. 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上で発表されている。

広電総局が輸入許可（配給許可）した海外ドラマ/映画作品数
（2009年～2011年第3四半期）

2009年

時期
第１四半期

第２四半期

2010年

2011年

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

ドラマ（種類）

35

35

15

21

24

42

34

22

23

23

30

ドラマ（話数）

638

727

339

310

276

639

662

429

381

537

549

22

9

-

-

-

-

12

37

4

42

45

映画

出典・広電総局サイト：http://www.sarft.gov.cn/catalogs/gldt/20080104151048680391.html

※CCTVが自社放送のために輸入する場合は、広電総局の申請を必要としないため上記には含まれていない。

→輸入作品一覧（2005年～2008年）に関しては前回の調査データをご参照ください。
2009年から2011年第3四半期に輸入された海外映画のうち、確認できている日本映画は
◆2011年第１四半期に遼寧広播電視台が輸入した「トウキョウソナタ（中国語タイトル：東京奏鳴曲）」
（広外進審字（2011）第012号）
（※2010年度より制作国を公表していないため、中国タイトルのみの発表では日本映画かどうか確認できないケースもあり）
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3-3. 日本映画のテレビ放送状況
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。
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 ）

参考

中国各テレビ局での日本映画の放送状況

（調査期間：2011 年 10 月 1 日～12 月 31 日）

出典： ジェトロレポート「中国における日本製コンテンツ放映・上映・発売状況等データ」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000804/report.pdf
省及び市レベル以上のテレビ局における番組放送情報等を基にジェトロ作成。

⇒ほかの時期の中国における日本ドラマの放送は、同レポートシリーズをご参照ください。
日本語名称

中国語名称

導入機関

放送局・チャンネル

放送時間

犬の映画

狗狗心事

中国映画グループ会社

CCTV-6

2011/11/09 22:17～

僕の彼女はサイボーグ

我的機器人女友

中国映画グループ会社

CCTV-6

2011/12/04 22:07～

カンフーくん

功夫小子

（日中共同制作）

CCTV-6

2011/12/13 19:35～

チベット犬物語

藏獒多吉

（日中共同制作）

上海 TV-炫動卡通 Ch

2011/12/11 00:00～
2011/12/11 11:53～

ルポン三世 盗まれたルパン

魯邦三世：燕尾蝶女孩

（不明）

CCTV-6

2011/10/01 10:15～

ルポン三世 天使の策略

魯邦三世：天使的策略

（不明）

CCTV-6

2011/10/08 10:20～

※CCTVで放送する海外アニメの輸入審査は、広電総局を経ずCCTV自社審査による。
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3-4. 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）
を付与。
⇒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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3-5. 各映画専門チャンネル紹介
中国の各映画専門チャンネル
チャンネル名
中央テレビ
電影チャンネル
（CCTV—6）
http://cctv6.cntv.cn/

上海東方
電影チャンネル
http://www.eastmovie.com.cn
/

放送時間
24時間
放送

24時間
放送

チャンネルの概要
1996年1月1日放送開始。
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。
2003年12月28日放送開始。
上海電影集団に所属。
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）

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。

長影電影チャンネル

21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。
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

24時間
放送

珠江電影集団に所属。2008年12月放送開始。
広東有線電視網により全国へ配信され、1400万余りのケー
ブルテレビ家庭をカバーし、視聴人口は1億人近い。

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。

備考
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作品ず
つ映画を放送。
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。ケーブル
テレビでは、有料チャンネルにハイビジョ
ンチャンネル、DOXTV美劇頻道（アメリカ
ドラマ専門チャンネル）、都市劇場（韓
国・台湾・香港ドラマを放送）等がある。

広州電視台の影視チャンネルで
毎日1作品映画を放送。

その他・・・上海のIPTV（TV+ADSL＋セットトップボックス）ではハイビジョンコンテンツの放映がスタートし、
海外映画の放映も積極的に行われている。
運営は、百視通新媒体股份有限公司（BesTV）（http://www.bestv.com.cn/）
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3-6. 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。
（CCTV-6の紹介は前ページにもあり）

チャンネル名
中央電視台電影チャンネル
CCTV-6
http://cctv6.cntv.cn/

家庭影院チャンネル（CHC）
http://www.chc2004.cn/

チャンネル紹介
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。
http://www.m1905.com/cctv6/authorities/
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。商業広告は一切なし。
国産映画の新作話題作や、ハリウッド映画の大作など人気作を放映。

（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。
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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3-7. 中央テレビ・映画チャンネルの番組表

参考：番組表

中央テレビ・映画チャンネル（ＣＣＴＶ-6）で
放送している映画
※ 早朝・深夜の番組に関しては一部省略。

http://bugu.cntv.cn
http://www.m1905.com/cctv6/

映画放送+映画情報番組の基本編成

2012年01月16日 （月）
06:02
06:15
07:53
08:05
09:49
10:00
11:35
11:50
13:50
14:11
14:25
15:33
15:40
16:10
16:40
18:30
18:44
18:53
19:18
19:35
22:14
22:45

ＣＣＴＶ公式ＨＰより

（アニメ映画の放送もあり）

光影星播客 （映画情報番組）
ストーリー映画：「楊門女将」（香港映画）
光影星播客 （映画情報番組）
ストーリー映画：「父親的草原母親的河」（中国映画）
光影星播客 （映画情報番組）
ストーリー映画：生死情縁（中国映画）
光影星播客 （映画情報番組）
ストーリー映画：桃花運（中国映画）
電影報道 （映画情報番組）
光影星播客 （映画情報番組）
翻訳映画：「小鴨闘士」（アイルランドアニメ）
光影星播客 （映画情報番組）
特集：映画の中の世界史
動物世界.
ストーリー映画：「少林俗家弟子」（香港映画）
光影星播客 （映画情報番組）
世界映画の旅
電影報道 （映画情報番組）
光影星播客 （映画情報番組）
流金岁月：「神捕鉄中英」中国映画
ラブストーリー映画
翻訳映画：Blue Smoke（アメリカ映画・字幕）

19：35からの「流金水月」で国産（香港との合作映画を
含む）の話題作を放送。
2011年1月に放送になった作品（一部）・・・
「将愛情進行到底」（中国/2011年）、「無价之宝」（香港/2011年）
「西藏往事」（中国/2010年）、「鴻門宴伝奇」（香港/2011年）
「幸福額度」（中国/2011年）、「双人床条約」（中国/2011年）

22時から海外映画を放送。アメリカの大型映画が中心。
作品によってはオリジナル音声で字幕による放送もある。
2011年1月に放送になった作品（一部）・・・
「髪胶明星夢（ヘアスプレー）」（アメリカ/2007年）、
「敢死隊（エクスペンダブルズ）」（アメリカ/2010年）
「極速60秒（60セカンズ）」（アメリカ/2000年）
「全民超人（ハンコック）」（アメリカ/2008年）
「終極快遞（Coursier）」（フランス/2011年）
「諜影重重3（ボーン・アルティメイタム）」（アメリカ/2007年）
「排隊上天堂（ロザンナのために）」（アメリカ/1997年 ）
「愛国者友誼（パトリオット・ゲーム）」（アメリカ/1992年）
「2012」（アメリカ/2009年）
「星際伝奇2（リディック）」（アメリカ/2004年）
「美食从天而降（くもりときどきミートボール）」（アメリカ/2009年）
「終結者2018（ターミネーター4）」（アメリカ/2009年）
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3-8. 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で
放送している映画

上海東方映画チャンネル

公式ＨＰより
http://www.eastmovie.com.cn

参考：番組表
2012年01月16日 （月）

毎日22：00からの「環球影院」でアメリカ映画など
海外の大型映画を放送している。

7:10 東方電影報道 （映画情報）
7:40 国産影院
（国産映画を放送）
9:25 黄金強档劇場 （ドラマを2話放送）
12:25 東方電影報道 （映画情報）
12:55 正午影院
（お昼の映画枠）
14:40 卡通王
（アニメを放送）
15:10 熱播劇場
（ドラマを2話放送）
17:10 香港電影周
（香港映画ウィークで香港映画特集）
19:00 黄金強档劇場 （ドラマを2話放送）
21:55 電影指南
（映画紹介ミニ番組）
22:00 環球影院
（海外映画を中心に大型映画を放送）
0:05 東方電影報道 （映画情報番組）
0:35 午夜経典
（名作映画を放送）

2012年1月に「環球影院」で放送したのは・・・
アメリカ映画：
「ミッション・インポッシブル3」、「アンダーワールド ビギンズ」、
「VACANCY」(モーテル）、「アナコンダ4」、「ザ・インターネット」
「ダイヤモンド・イン・パラダイス」、「シャフト」、「Mr.ビーン」
「レミーのおいしいレストラン（Ratatouille）」
香港映画：
「大三元」（レスリー・チャン主演）、「縁份」（レスリー・チャン主演）、
「風流断剣小小刀」、「拳撃」、「風家族」

⇒テレビドラマやアニメも放送
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3-9. 百視通（BesTV）のIPTVで放送になった日本映画
百視通（BesTV）のIPTVで
放送している映画
2011～2012年3月までに百視通（BesTV）の
IPTVで放送になった日本映画
百視通サイト：http://www.bestv.com.cn
中国語タイトル

日本語タイトル

放送開始時間

再見総有一天

サヨナライツカ

2011年6月23日

一公升的眼泪

1リットルの涙

2011年7月13日

盗夢探偵

パプリカ（アニメ）

2011年9月1日

鬼神伝

鬼神伝（アニメ）

2011年12月2日

感染列島

感染列島

2012年1月5日

柯南：沈黙的15分鐘

名探偵コナン 沈黙の15分（アニメ）

2012年1月22日

侠盗石川（HD）

GOEMON

2012年3月2日

大都会

メトロポリス

2012年3月16日

⇒日本映画より韓国映画のほうが
放送されている本数が多い。
ハリウッド映画の新作も放送されている。
※海外映画の話題作で2012年に放送になっている
作品は・・・
「インセプション」、
「英国王のスピーチ」、
「HUNT TO KILL」、
「ラルゴ・ウィンチ 裏切りと陰謀」 等多数。

IPTVではVODでテレビ番組や映画視聴が可能。
一部新作映画の視聴などは別途追加料金が必要な
場合もある。

50
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

4. 映画関係の法律・法規
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4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（１）

法規名

主な内容

《電影管理条例》

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、放映などの活動に関する
総合的な法律規定。

（映画管理条例）
http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/200
4-06/28/content_53582.htm

第5条：国家は映画の撮影、輸出入、発行、放映及び映画の公開上映に対する許可制度を実施
する。許可なく上記の業務に従事してはいけない
第18条：海外の組織或いは個人は中華人民共和国の国内において独立で映画の撮影、製作し
てはいけない
第31条：公開上映の映画を輸入する場合には、事前に映画審査機構に対する審査の申立をし
なければならない
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。

発布日

2001.
12.25

海外映画の輸入・配給に関する法律規定。
海外（香港・台湾含む）の映画の輸入、配給または試写会などを行う場合は、「中国電影発行放
映公司」（通称：中影公司）が経営管理を行う。
映画の輸入時、税関は中影公司が記入した表に基づき審査を行う。全国で放映する商業映画
の場合、輸入時に税金を納める手続きをし、商業映画でない場合は税金は支払う必要はない。非
商業映画で、輸入後に全国配給する許可を得た場合、中影公司は北京の税関で税金を支払う追
（輸入映画作品の管理方法）
加手続きを必要とする。
国内と海外の合作映画については、「中国電影合作製品公司」が統一的な管理を実施する。合
http://www.jslysx.net/lib/pdf/8011308.PDF
作して撮影された映画を輸入する場合には、中国映画合作製品公司が税関での輸入通関手続き
「華夏社」が映画輸入機関として批准される前。 を行う；そのうち、批准を経て全国で公開発行されることになった映画については、中影公司が北
京の税関で税金を支払う追加手続きをする。
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。
⇒「广播电影电视行政规章及规范性文件清理結果」で廃止
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=7335

《進口影片管理辨法》

《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）

1981.
11.13

国家広電総局の批准のない映画は、配給・放映・輸入・輸出できない。
-国家広電総局の電影審査委員会と電影複審委員会が審査にあたる。
-審査基準、審査の流れ。

http://ent.sina.com.cn/c/2008-0331/17131968919.shtml
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2006.
5.22

4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（２）
法規名

主な内容

《中外合作撮制
電影片管理規定》

中国と国外の映画制作者が、中国国内外で合作で制作・撮影を行う
フィクション、美術、教育、ドキュメンタリー等の映画（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。

（中外合作撮影・制作
映画作品管理規定）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_
64179.htm

《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/200406/28/content_53581.htm

≪関於進一歩完善国産影片発行放
映的考核奨励方法（修訂）≫
（さらに改善した国産映画放映に関する奨励方法）
http://law.baidu.com/00281664000098ebc4809d063b3f6c4a6f7c599f489b.ht
ml

●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）
「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））

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。

発布日

2004.07.06

国家広電
総局
2003.10.29

⇒但し、本規定は2004年より発布された「映画企業経営資格準入暫定規定」
（http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64252.htm ）により廃止された。

国内の国産映画放映に関する目標規定と、奨励に関して。
--国家広電総局は年間約40本の推薦映画を選定。
--「中影社」と「華夏社」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（うち30作品は推薦映画）の国産映画の新作を上
映しなければならない。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。

国家広電
総局
2006.06.21

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：

《数字電影発行放映管理辨法
（試行）》的通知
（デジタル映画の配給放映の管理法（試行）の通知）
http://xxgk.ahgd.gov.cn/xxgkweb/showGKcontent.as
px?xxnr_id=1767

≪関於加快電影産業発展的若干意見》（広発影字〔2004〕41号）
⇒但し、本規定は既に廃止されている
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1836369.htm
≪電影数字化発展綱要》（広発影字〔2004〕257号）
関連法規：「数字電影管理暫定規定」（国家広電総局より2002年8月7日に発布）
http://news.xinhuanet.com/newmedia/2003-05/31/content_897396.htm
※当該法規はデジタル映画の発行・放映の概念や条件、デジタル映画の内容、デジタル映画の
撮影、製作、審査、輸出入、発行、放映の条件を規定
※第12条：デジタル映画輸入業務については、中国電影集団公司が経営を行う。その他のいず
れの機構または個人は経営することができない。
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国家広電
総局
2005.07.18

4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（３）
法規名

《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.gov.cn/gongbao/content/2004/content_627
45.htm

《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）
http://www.chinaacc.com/new/63/74/2005/4/ad85067
11118450022576.htm
http://www.gov.cn/ztzl/2006-02/06/content_179110.htm

《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.ewen.cc/sephnew/bkview.asp?bkid=2327&cid=2614

主な内容

発布日

2004年1月1日より施行。※《1-22. 映画館への外資参入に関して》参照
外国の会社、企業、その他の経済組織もしくは個人が、中国国内の会社や企業と合資
および合作で新しい映画館もしくは従来の映画館を改造、映画放映に関する業務に従
事することに関する暫定規定。
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。
⇒ 但し、2005年8月に発布された《関於文化領域引進外資的若干意見》により、テスト
としての指定が取り消され、中方の投資割合の規定は一律51％以上となった。

国家広電
総局
2003.11.25

《〈外商投資電影院暫行規定〉補充規定》
2005年１月1日から、香港・マカオの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。

《〈外商投資電影院暫行規定〉補充規定2 》
2006年１月1日から、香港・マカオの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。

 外資独資では映画館を設立できない。
 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。
⇒ 但し、本規定は2003年に発布された《外商投資電影院暫行規定》により既に廃止さ
れている。
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補充規定：

2005.04.8
（補充規定2
2006.02.20）

国家広播電
影電視総局、
对外貿易経
済合作部、
文化部

2000.10.25

4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（４）
法規名

主な内容

《関於文化領域引進外資的若干意見》

文化部、国家広電総局、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。

（文化領域における外資導入に対する
意見）
http://www.jingzhouqu.gov.cn/gucheng/wsbslist.asp?id=6270

関於伝発電影局《関於共同做好
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） http://www.adson.name/adson/opinion/list/75.html

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
各地域の映画チャンネルに適用される通知
ではないと思われる。

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、映画技術などの経営等が明記された。

《関於共同做好電影頻道有関工作的意見》は、電影局が制定・批准。国家広電総
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～22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。
--映画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。
--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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発布日
文化部等
連合
2005.07.06

1996.06.14

4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（５）

法規名
《関於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》
（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)

主な内容

発布機関

海賊版を5000枚以上販売した場合 最高人民法院と
には、3～7年の懲役及び罰金を科 最高人民検察院が
する。刑法217条の著作権侵害の罪。 連合発布

発布日
2004年12月22
日（施行日）

http://www.china.com.cn/chinese/law/734357.htm

《関於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
関するメモ）

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
画の版権を保護する。

文化部、国家広電
総局、アメリカ映画
協会が共同で署名

2005年7月13日

http://www.zjwh.gov.cn/dtxx/whrd/2007-0811/45754.htm

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
出所：新浪
護協会」を設立。
http://ent.sina.com.cn/x/2005-08-30/1021824861.html
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4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（６）
法規名

主な内容

発布
日

映画制作会社及び映画技術会社の合作設立について詳細に定めた規定

《电影企业经营资格准入暂行
规定》
（映画企業経営参入資格に関する規
定）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/c
ontent_64252.htm

国内の会社、企業、その他の経済組織（以下、「中国側」という）と海外会社、企業、その他の
経済組織（以下、「外国側」という）との合資合作で映画製作会社（以下は「合営会社」という）を
設立することができる。ただし、設立にあたっては以下の条件を満たしていなければならない
（第6条一部抜粋）
1、中国側は「撮製電影許可証」或いは2つの「撮製電影片許可証（単片)｣を取得すること
2、登録資本がRMB5,000,000以上であること
3、外国側の資本が登録資本の49%を超過していないこと
国内の会社、企業、その他の経済組織（以下、「中国側」という）と海外会社、企業、その他の
経済組織（以下、「外国側」という）との合弁合作で映画技術会社（以下は「合営会社」という）
が設立し、映画の内容、放映基礎設備及び技術設備を変更できる。ただし、設立にあたっては
以下の条件を満たしていなければならない（第９条一部抜粋）
1、登録資本がRMB5,000,000以上であること
2、外国側の資本が登録資本の49%を超過していないこと

《特种电影管理暂行办法》
(特種映画の管理に関する暫定方法)
http://www.china.com.cn/policy/txt/200212/20/content_5249716.htm

《电影片进出境洗印、
后期制作审批管理办法》
(映画の輸出入後の現像・編集の審
査・批准の管理に関する方法)
http://www.sarft.gov.cn/articles/2004/08/02
/20070922172407340261.html

2004.
10.10

特種映画の輸入、合作撮影・製作・発行について詳細な規定を定めた規定
※特種映画とは、特殊な映画作成手法、特殊な映画放映システム・鑑賞形式を採用する映画

2002.
11.04

 本規定は、中国国内で撮影、製作した国産の映画(中外合作映画含む)のネガ、フィルム(以
下、｢国産映画｣という)を海外で現像、編集する場合、或いは海外で撮影、製作した国産の
映画のネガ、フィルム(以下、｢海外映画｣という)を中国国内で現像、編集する場合に適用す
る（第二条）
 国家広電総局は映画の輸出入後の現像、編集の管理を担当する（第三条）

2004.
06.18
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4. 国家広電総局等が映画に関して発布した管理法一覧（７）
法規名
《国家广播电影电视总局关于广
播影视集团融资的实施细则
（试行）》
(広播影視集団の融資の実施に関する国
家広播電影電視総局の細則（試行）)
http://www.chinabaike.com/law/zy/bw/gwy/
gd/1373852.html

《国家广播电影电视总局关于加
强引进剧规划工作的通知》
(引進劇の強化、企画に関する国家広播
電影電視総局の通知)
http://www.gsfzb.gov.cn/FLFG/ShowArticle.
asp?ArticleID=32429

主な内容

発布日

 放送局、テレビ局、チャンネル、ラジオ等のメディアは国家が主導経営をし、海外、個人
の資本を受け入れてはならない（二、一部抜粋）
 ラジオニュースウェブサイト、テレビニュースウェブサイトは海外、個人の資本を受け入
れてはならず、当分の間上場することはできない。（四、一部抜粋）
 映画製作グループ、映画会社、映画館等は海外資本を受け入れて合作で映画、ドラマ
を撮影することができる。中国側が経営権をコントロールする場合には、外資を受入れ
て映画基礎設備及び技術設備を改造すること、中外での合弁合作で映画館を改築する
ことができる。但し、中外合弁による映画製作会社を成立することはできない。（九、一
部抜粋）

2001.
12.20

 国家広播電影電視総局は年に２度、輸入資格ある機構の引進劇の申請を受理する。受
理期間は毎年の1月1日～10日、7月1日～10日である。（一、一部抜粋）
※引進劇：国家広播電影電視総局の審査批准により、海外から輸入した国内で放送できる
ドラマ、映画、アニメの総称

2002.
9.20
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2012年
調査報告

中国のテレビ番組及び
映像配信市場調査
日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 中国におけるテレビ放送に関して
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1-1. 中国テレビ放送市場概況
テレビ放送市場
国家広播電影電視総局（広電総局）の発表データによると・・・

◆2011年、全人口に対するテレビ放送のカバー率は97.82％と前年比0.2％増。
◆有線テレビのユーザーは2億152万家庭と初めて2億家庭を突破。前年比6.79％増。
◆デジタルテレビのユーザーは1億1455万家庭と初めて1億家庭を突破。前年比29.15％増。
（広電総局サイト 2011年12月31日：http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/12/31/20120105100755730828.html）

◆2010年の中国ラジオテレビ業の総収入は2238億元と初めて2000億元を突破。前年比20.78％増。
◆2010年のラジオテレビ広告収入は970億元に達し、前年比24.04％増。
◆有線テレビネットワークの収入は506億元に達する見込みで、前年比20.77％増。
（広電総局サイト 2011年1月14日：http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/01/14/20110114163045950874.html）
1200

0.57

0

0.46

0.38

0.34

0.55

0.44

0.36

0.38

0.29

0.4

0.2

970.00

48.65

テレビ産業の市場規模は着実に拡大を続けているというデータ発表がある一方、
若者層を中心としてテレビ離れが加速し、ネット映像配信市場が拡大している。
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テレビ広告金額
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1995～2009年中国テレビ広告額の推移
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2001～2011年人口に対する
テレビカバー率の推移

0

1-2. 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。

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

中華人民共和国
国務院
国
家
レ
ベ
ル

国家広播電影電視総局
（広電総局）

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

中央電視台（CCTV)

国家新聞出版総署
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

北京市広播電影電視局
（北京広電局）
北京電視台
（BTV)

国家信息産業部
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。

上海市文化広播影視管理局
（上海文広局）
上海広播電視台
上海東方伝媒集団有限公司（SMG）
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そのほか、
各直轄市・省の
文広局

1-3. 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

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、④デジタル放送チャンネル
基本的にはケーブル配信により各家庭へ配信されている。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、法律で禁止されている。
例：上海エリアの視聴可能チャンネル
上海（SMG）

全国（CCTV）

東方衛星チャンネル

（上海電影集団公司に所属）

CCTV１： 総合
CCTV２： 経済・生活
CCTV３： 総芸（戯曲・音楽）
CCTV４： 国際（中国語）
CCTV５： スポーツ
CCTV６： 映画
CCTV７： 軍事・農業
CCTV８： ドラマ
CCTV９： ドキュメンタリー
CCTV10： 科学・教育
CCTV11： 戯曲
CCTV12： 法律・社会
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

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

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
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
芸術人文チャンネル
東方購物チャンネル
哈哈子供チャンネル
外国語チャンネル
上海炫動アニメ衛視チャンネル
東方電影チャンネル
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各省市の
衛星チャンネル

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

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

+デジタルチャンネル

1-4. デジタルテレビ（デジタル放送チャンネル）の概況
2004～2010年
中国のケーブルデジタルテレビユーザー数の推移
（家庭） 10000
9000

3.5（％）
3.12
ケーブルデジタルテレビユーザー（家庭数）

2.87

8000

8798.00

3
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1.06

2000

106.70

1

0.69

1305.80

1000

0.40

0.39

2009
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0.5

439.30

0

0
2004

上海

北京、上海、広州等では、政府政策によりデジタル
放送受信に必要なセットトップボックスが無料で配布
されている。
家庭のテレビにセットトップボックスを接続することで、
従来のアナログテレビでもケーブル配信によるデジタル
チャンネルの視聴が可能となる。

増加率

2005

2006

2007

2008

2011年中国伝媒産業発展報告（社会科学文献出版社）P.143
データ来源：「中国広告年鑑」による

上海文広互動電視有限公司（SiTV） http://www.sitv.com.cn
2001年12月31日設立。上海メディアグループ（SMG）傘下のデジタルテレビ運営会社。
現在中国で最大規模のケーブルデジタル有料チャンネルプラットフォームを運営。
デジタルテレビチャンネルの運営会社であるとともに、マルチメディアコンテンツ提供・関連サービスも展開。
2010年末までにSiTVのデジタル有料テレビのカバーエリアは220都市6500万家庭に及んでいる。ハイビジョンチャンネルも放送開始。

セットトップボックス設置後は、テレビ放送受信のために必要な基本ケーブル料金を支払えば、SiTVのデジタルチャンネルの多くもあわせて視聴することができる。
（一部チャンネルのみ別途料金が必要）
SITV-1 動漫秀場、SITV-2 遊戯風雲、SITV-3 法治天地、SITV-4 欣爆体育、SITV-5 魅力音楽、SITV-6 金色頻道、SITV-7 歓笑劇場、SITV-8 七彩戯劇、SITV-9 極速汽車、SITV-10 生活時尚
SITV-11 全紀事、SITV-12 都市劇場、SITV-13 衛生健康、SITV-14 東方財経、SITV-15 経典劇場、SITV-16 海外影院、SITV-17 白金劇場、SITV-18 首映劇場、SITV-19 娯楽前線、
SITV-20 学習考試、SITV-21 生活時尚、SITV-22 英語教室、SITV-23 五星体育、SITV-24 欣爆足球、SITV-25 資訊気象、SITV-26 玩具益智、SITV-27 武術世界、SITV-28 美食天、
SITV-29 幸福彩、SITV-30 新視覚（ハイビジョン）、SITV-31 説文解字、SITV-32 GTV網絡棋牌

北京

北京歌華有線電視網絡股份有限公司 http://www.bgctv.com.cn/
アナログをデジタルに変換した60チャンネル、北京各区の4チャンネル、デジタル84チャンネル、デジタルハイビジョン14チャンネル
中国で最もデジタルチャンネル配信が多いケーブル会社の一つ。
SiTVのデジタルチャンネルとも提携している。
66
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

1-5. テレビ受信の概況 ：上海
上海エリアでテレビ（デジタルチャンネルを含む）の受信方法は大きく分けて二つ。
①ケーブルテレビによる受信、②IPTVによる受信
①ケーブルテレビ

東方有線網絡有限公司 http://www.scn.com.cn/
1998年12月に上海有線電視台網絡部を母体とし、東方有線網絡有限公司の
前身である上海市有線網絡有限公司が設立。
上海市信息投資股份有限公司、上海文化広播影視集団、東方明珠（集团）
股份有限公司が共同出資。
中国4000余りのケーブルネットの会社の中でも最大規模。
2003年6月広電総局が発布した「有線電視向数字化過渡時間表」（ケーブル
テレビのデジタル化移行時間表）に基づき、デジタル化移行を行う。

②IPTV
SMG傘下の「百視通」がコンテンツ管理・提供
+
中国電信/中国網通と提携
IPTV＝TV+ADSL＋セットトップボックス
2008年12月までに中国のIPTVユーザーは1000万を突破。
百視通新媒体股份有限公司 http://www.bestv.com.cn/

デジタル放送の開始と共に、無料でデジタル放送受信に必要なセットトップ
ボックスの配布・設置を開始。（1家庭2つのセットトップボックスまで無料）
これにより従来のアナログテレビでも、デジタル放送の視聴が可能に。
ケーブル料金はデジタル化とともに値上げが行われ、2011年1月1日より
23元/1ヶ月・1家庭に。

SMG傘下の新媒体企業。IPTV、モバイルテレビ、ネットTV等新媒体領域に
おけるコンテンツ運営業務を行う。
2005年3月：SMGが中国で始めてのＩＰＴＶ全国運営免許を取得
2005年3月：SMGと中国網通(集団)公司ハルピン市支社がIPTV業務合作開始
2005年6月：SMGと中国電信(集団)公司がIPTV戦略合作協議を締結
2005年11月：SMGと上海電信が合作。上海市の一部でIPTV試験放送開始
2006年4月：IPTV”上海モデル”が中国の三網融合立法根拠の一つとなる
2008年12月：BesTV全国ユーザーが150万を突破
2009年12月：上海IPTVユーザー規模が100万を突破。上海が世界一のIPTV都市となる。

有料チャンネルではハイビジョンチャンネル、DOXTV美劇頻道（アメリカ
ドラマ専門チャンネル）、都市劇場（韓国・台湾・香港ドラマを放送）等もある。

ハイビジョンコンテンツの放映もスタート。
IPTVオリジナルチャンネルでは海外映画の放映も積極的に行われている。
（※IPTVで放映された海外映画に関しては別途「映画分野レポート」をご参照ください）

◆NGB建設により、家庭に30MのADSLを開通
※NGB(Next Generation Broadcasting Network）
2011年から3年間で500万家庭を目指す
（通信産業網2011年9月21日：
http://tech.qq.com/a/20110921/000365.htm ）

◆有料のNBA専門チャンネル
（2010年8月6日：http://www.d1com.com/iptv/market/17181.html）
◆NBA決勝戦をIPTVのハイビジョンで初の３Ｄ放送
（2011年6月7日 ヤフー：http://sports.cn.yahoo.com/ypen/20110601/391542.html ）
◆上海IPTVユーザーが130万を突破 全世界第１位
（2011年1月7日 光明日報－流媒体網：
http://www.lmtw.com/IPTV/IGD/201101/61816.html）

基本的に視聴できるコンテンツ（チャンネル）は共通しているが
東方ケーブルの有料チャンネルセットやIPTVオリジナルチャンネルなどもある。
IPTVに続いて東方ケーブルも一部VODサービスを開始している。
（※一部専門チャンネルで放映されている海外映画・ドラマに関しては、広電総局のコンテンツ輸入許可を得ているか確証のないものもある）
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1-6. テレビ広告価格 （参考）
テレビ広告の定価は、一般的に各テレビ局の公式サイトで公開されている。
（実際は、広告代理店を通しての販売や、枠のまとめ売りをすることで、定価より割引き価格で販売
されているケースが多い）

参考

2012年CCTV-1 広告価格
枠名

放送時間

2012上海・東方衛星 広告価格

15秒

30秒

枠名

放送時間

15秒

30秒

7:00～9:00

18,000元

36,000元

新聞30分前

１１：５７

86,000元

154,800元

看東方（ニュース・情報）内

午後精品番組前

１３：０８

75,000元

135,000元

東方午新聞内

12:00～12:30

25,000元

50,000元

ゴールデンタイム劇場
第一話内

２０：０１

172,000元

309,600元

東方新聞内

18:00～18:58

68,000元

136,000元

黄金劇場１前

19:35

63,000元

126,000元

ゴールデンタイム劇場
第二話内

２０：５６

160,000元

288,000元

黄金劇場２前

20:25

63,000元

126,000元

夜のニュース後

２２：３０

119,000元

214,200元

21:10～23:30

150,000元

300,000元

第一夜間劇場 第一話内

２２：３４

95,500元

171,900元

第一夜間劇場 第二話内

２３：２７

76,000元

136,800元

大型番組枠（日曜日）

SMGサイト：http://adv.smg.cn/publication/banmiankanlineirong/kanwu/2011-10-21/759.html
上記より一部抜粋編集。

CCTVサイト：http://1118.cctv.com/3/01/index.shtml
上記より一部抜粋編集。
放送時間は多少変動する可能性があるので、サイト上にはおおよその放送時間として表記されている。

参考ニュース： ◆中央テレビ（CCTV）の2012年広告入札総額は142億元を突破（総額142.5757億元）
前年比15.8887億元増、増加率+12.54%
2012年春晩番組（春節時期の目玉の年越し番組）は冠スポンサーを取りやめ、ゼロ広告を実現する。
（カウントダウンに向けて年々加熱する広告に殺到していた視聴者からの苦情に答えた形）
（2011年11月9日 新浪娯楽：http://ent.sina.com.cn/v/m/2011-11-09/00493476328.shtml）
◆春晩番組の広告をゼロにすることで、冠スポンサー料金約2億元など少なくとも6.5億元の収入を失ったとみられる
（2012年1月26日 新華網―騰訊新聞：http://news.qq.com/a/20120126/000220.htm）
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2. テレビ番組の制作・配給・放送に関して
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2-1. 中国のテレビ放送に関する新規制
テレビ放送に関する新規制
人気バラエティ番組の制限 → ニュース・法制番組の強化へ
近年、各衛星チャンネルのお見合い番組や、新しい形のオーディション番組・東方衛星の「中国達人秀」等、
大型バラエティ番組からのヒットが続いていたが、こうした番組を制限するような規定が広電総局より発布される。
「関於進一歩加強電視上星総合頻道節目管理的意見」（通称“限娯令”。衛星総合チャンネルの番組管理強化に関する意見）
（広電総局が2011年10月25日に発布、2012年1月1日より施行）
34の衛星チャンネルではニュース番組の放送量の増加（6：00～24：00の間に2時間以上、18：00～23：30の間に必ず2つ以上・各30分以上のニュース番組
の放送）とバラエティ番組の放送制限（お見合い、オーディション、スポーツバラエティ等の番組は毎日19：30～22：00の間に全国で9つ以下に制限。
各衛星チャンネルはこれらの番組を週に2つ以上放送してはならず、19：30～22：00の間に90分を超えて放送してはならない）を規定。

この規定により、2012年からの各衛星チャンネルの番組編成では視聴率の取れるバラエティ番組は数が制限される一方、
ニュースや法制番組が増加することとなる。

ドラマ放映に関して、時代劇等の題材制限と、コマーシャル挿入に関する規定
ドラマに対しても、人気の宮廷ドラマやタイムスリップものを制限するともに、現代ドラマを量的に強化。
またドラマ内のコマーシャル挿入に対しても細かく規制。

「関於進一歩加強広播電視広告播出管理的通知」（ラジオテレビ広告放送管理の更なる強化に関する通知）
（広電総局が2011年10月11日に発布）

「「広播電視広告播出管理辧法」的補充規定」（「テレビラジオ広告放送管理方法」の補充規定）
（広電総局が2011年11月28日に発布）
規定では、2012年1月1日からテレビドラマ放送時には毎話（45分をとして計算）の間にはいかなる形式の広告も挟んではならない、
と強調されており、2012年1月は“テレビドラマ広告挿入禁止管理月間”として厳しく取り締まるとされた。
◆広電総局が表示 引き続きテレビ広告を厳格管理： 2011年12月20日 北青網： http://bjyouth.ynet.com/3.1/1112/20/6617915.html
◆広電総局：2012年よりテレビドラマの間に広告放送を禁じる： 2011年12月31日 新華網：http://www.sn.xinhuanet.com/2011-12/31/content_24454289.htm

「省級衛視電視劇播出管理意見」（省級衛星テレビドラマ放送管理意見）（広電総局が2012年12月に発布）
2012年からテレビ局における時代劇ドラマを減らし、現代ドラマを徐々に増加させる。特にゴールデンタイムの放送においては比率を設定。
2013年までに現代ドラマの割合を40％以上に引き上げる。
また宮廷ドラマやタイムトリップドラマなどは衛星チャンネルのゴールデンタイムでの放送を禁止するとともに、放送を厳格に制限する。
（2011年12月21日 中国証券報：http://video.iresearch.cn/60/20111221/159756.shtml）
70
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

2-2. テレビ番組の傾向 ①ドラマ
テレビドラマ制作状況

国産ドラマ

2011年に「国産テレビドラマ発行許可証」を取得したドラマは469作品14,942話。
（うち現代ドラマは237作品7114話で全体の50.53％を占める。
歴史時代ドラマは219作品7436話、重大題材のドラマが13作品392話。）
広電総局サイト： http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/02/17/20120217155709920495.html

海外ドラマフォーマット

⇒規制により今後より現代ドラマの割合が増加する可能性
※放送された海外テレビドラマに関しては後述

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するケースが注目を集めている。
◆「101回目のプロポーズ」が中国でリメイク映画化
主演はリン・チーリンとファン・ボウ。新麗伝媒、フジテレビ、亜細亜伝媒出品。
新麗伝媒股份有限公司 2012年2月： http://www.ncechina.com.cn/cnnewsdetails.aspx?id=32&t=2

新麗伝媒股份有限公司：http://www.ncechina.com.cn

2006年9月14日設立。
ドラマ／映画制作、配給、タレントマネージメント等を主に行う。制作作品として張芸謀監督映画「山楂樹の恋」（2010年）等。

◆韓国ドラマ「妻の誘惑（中国語タイトル：妻子的誘惑）」（SBS2008～2009年・全129話）を中国で
「回家的誘惑」（2011年湖南衛星放送）としてリメイク。湖南衛星で高視聴率を記録。
連合出品： 湖南広播電視台、上海展傑文化芸術有限公司、上海崇遠文化伝播有限公司
（東快網 http://www.dnkb.com.cn/archive/info/20110314/072035999.shtml、 百度 http://baike.baidu.com/view/3749464.htm）

これまでにも・・・ ◆湖南衛星が中国版「アグリー・ベティ」（丑女貝蒂）を制作

（2008年4月9日ニュース）
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。

（新華社-網易：

http://news.163.com/08/0409/07/492R3438000120GU.html）

◆「テニスの王子様」 アニメの放送権を獲得した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
（五岸伝播有限公司サイト：http://www.wingsmedia.com.cn/7698/7752/9271_2.html ）

◆イギリスドラマ「Sofia’s Diary」を中国で「蘇菲日記」としてリメイク。（2008年）
北京木火通明影視文化伝媒有限公司が著作権を輸入し、ネットドラマとして制作・放送。
（土豆網 「蘇菲日記」公式サイト：http://premarketing.tudou.com/tudou/sufei/）

◆日中合作ドラマ「蒼穹の昴」（出品：NHK、華録百納。全28話）がCCTV-1で放送。（2010年）
（網易新聞：http://news.163.com/10/0526/15/67KE0SC400014AED.html）
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2-3. テレビ番組の傾向 ②バラエティ番組
海外番組のフォーマット購入は、ドラマだけでなくバラエティ番組も
海外番組のフォーマット展開例

◆中央テレビがフジテレビの番組「脳カベ（中国語タイトル：動洞壁）」のフォーマット購入
フジテレビのフォーマット販売権を持つRIL傘下の英国の制作会社Fremantle Mediaと中央テレビ（CCTV-1）が契約。
中央テレビのCCTV－1が海外のバラエティ番組を購入するのは初めて。
9月19日よりフォーマットに基づいて制作された番組が放送開始。（1回50分の番組）
これまでにも同番組のフォーマットはSMGが購入したケースがあり、2008年と2009年に放送されていた。
◆東方衛星による新しいオーディション番組「中国達人秀」（China’s Got Talent）
世界的に人気のオーディション番組「Britain‘s Got Talent」のフォーマットについてFremantle Media社とSMGが提携、
契約締結したもの。
様々な特殊な芸を披露する“達人”たちが登場する新型オーディション番組。
2011年末までに第三シーズンまで放送されている。
「中国達人秀」公式サイト（中国語）：http://daren2010.smgbb.cn/
◆浙江衛星がBBCの看板番組の中国版権（番組フォーマット）を獲得
イギリスBBCの視聴率トップバラエティ番組「Tonight’s the Night」の中国版「有夢有舞台」を4月2日より放送開始
2011年3月9日 中華伝媒網： http://info.mediachina.net/info/view.php?id=17864

◆深圳衛星でベルギーの「Generation show」の番組フォーマットを輸入した「年代秀」を制作・放送。
2011年から放送開始。芸能スターとゲストが年代別のクイズに答える大型バラエティー番組。
「年代秀」公式サイト：http://www.s1979.com/yule/201105/ndshow.html

⇒ お見合い番組や、東方衛星の「中国達人秀」といった新たなタイプのオーディション番組が人気だが、
このようなバラエティ番組の放送を規制する広電総局による“限娯令”が2012年1月より施行され、
今後どのように番組編成が変化してゆくか注目が集まっている。
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2-4. テレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ（例）

※下記フローは、テレビドラマに関するものであり、
全てのコンテンツに当てはまるものではない

中国国内のテレビコンテンツの制作・配給・放送の流れ
番組制作機関

テレビドラマはドラマの
題材企画・台本“の段階で申請→批准が必要。2010年に制作
後「国産ドラマ発行許可証」を取得したのは436作品、14685話。

視聴者

広告
広告費
広告枠

申請

テレビ局

制作

内容審査

放送

2次配給
広告

中央電視台
広電系統・内部機関

省級/省都電視台
広電総局・下部機関
（ＢＴＶ、ＳＭＧ）

広電総局への申請
「广播电视节目制作经营管理规定」
第4条：ラジオ・テレビ番組の製作経営機構
を設立する場合、またラジオ・テレビ番組の
製作経営活動に従事する場合には、「広播
電視節目製造経営許可証」を取得しなけれ
ばならない。

制作会社

申請

制作

テレビ番組の制作許可は、会社（機構）ごとに
毎年国家広電総局へ申請。

城市電視台

省級広播視行
政部門、
広電総局へ

内容審査

（都市のテレビ局）へ

一
次
配
給

一次配給

視聴者

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

配給委託

配給会社

2011年の全国ラジオテレビ番組制作単位の審査合格状況。
http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/05/06/20110506113009290231.html

-【テレビドラマ制作許可証・甲種】 取得：129社
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機関
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：4678社

小規模な制作会社では自社で販売する力がないため、
配給委託を行っている。
通常販売額の15～30％を代理費として配給会社に支払う。
年間200話以上のドラマを制作する大型制作会社が100％
自社で配給するのに対し、ドラマ制作が年間17話程度の
小型制作会社の自社配給率は24.4％に過ぎない。
（75.6％は、配給委託を行っている） （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
近年、ドラマやアニメ、バラエティ番組等で制作会社が制作するケースも。
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2-5. 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》
（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。
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。

↓ その後、外資の参入に対し再度規制強化
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》は、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》は、廃止された。
(http://www.gov.cn/flfg/2009-02/23/content_1239157.htm)

これにより、テレビ制作会社への外資参入が再び禁止されている。
広電総局による「ラジオ・テレビ番組制作経営許可証」取得の流れによると、
（2007年9月21日発布：http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/09/21/20070921163022780752.html）

行政許可条件の中に「独立法人資格のある中国国内の社会組織、機関（中国国内に設立した外商独資
もしくは中外合資、合作企業は含まない）」とある。
テレビ番組（ドラマを含む）の制作会社は中国独資企業にのみ申請基準があると明記されている。
（香港・台湾系の企業の参入も禁止されている）
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2-6. 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
中国国内
テレビ機構

海外ドラマコンテンツの輸入・放送の申請に関して
申請②

申請①
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

審査に
合格すれば

国家広電総局
審査委員会より

電視劇（ドラマ）
発行許可証
が発行される

再度審査を行う
国内で海外ドラマを配給・放送するためには
この“電視劇（電視動画片）発行許可証”：“ドラマ
（テレビアニメ）発行許可証”が必要。

四半期に一度、広電総局のサイト（http://www.sarft.gov.cn）で輸入が
批准された海外ドラマの目録（テレビ放送のための映画も含む）が発表されている。
（具体例は次ページ以降）

海外電視劇的引進指標
（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）
※香港・マカオ・台湾のドラマ/映画も中国国内でテレビ放送するためには上記の輸入許可を必要とする。
ただし香港と中国大陸の合作ドラマは、国産ドラマとしてみなされる。
（2006年9月14日 中国網：http://www.china.com.cn/policy/txt/2006-09/14/content_7160589.htm）
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2-7. 海外ドラマコンテンツに関する規定
《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

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（海外ドラマ輸入）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（輸入）契約書（中国語／外国語）
（三）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
（一）「引進其他境外電視節目（その他海外テレビ番組輸入）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（輸入）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（テレビ番組）許可証」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（その他海外テレビ番組輸入）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）
（四）版権証明（中国語／外国語）
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。
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。
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2-8. 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
《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。
（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
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
（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
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
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2-9. 番組コンテンツの販売ルート
番組コンテンツの販売ルート
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。
テレビ祭が最も一般的。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。

ドラマの販売ルート
メインルート

業界ルート
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

サブルート

独自ルート

新ルート

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

※中国におけるテレビ祭の種類や日程は、別途「イベント一覧」をご参照下さい。
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2-10. 2009年から2011年第3四半期に輸入された海外ドラマ

広電総局が輸入許可（配給許可）した海外ドラマ/映画作品数
（2009年～2011年第3四半期）

2009年

時期
第１四半期

第２四半期

2010年

2011年

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

ドラマ（種類）

35

35

15

21

24

42

34

22

23

23

30

ドラマ（話数）

638

727

339

310

276

639

662

429

381

537

549

22

9

-

-

-

-

12

37

4

42

45

映画

出所・広電総局サイト：http://www.sarft.gov.cn/catalogs/gldt/20080104151048680391.html

上記のうち、確認できている日本ドラマの一覧は次ページ
※輸入作品一覧（2005年～2008年）に関しては以前の調査データをご参照ください。
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2-11. 2009年から2011年第3四半期に輸入された日本ドラマ
2009年から2011年第3四半期に輸入された海外ドラマのうち、確認できている日本ドラマは下記のみ。
（※2010年度より制作国を公表していないため、中国タイトルのみの発表では日本ドラマかどうか確認できないケースもあり）
出典・広電総局サイト：http://www.sarft.gov.cn/catalogs/gldt/20080104151048680391.html

中国語タイトル

輸入したテレビ局

ドラマ/
映画

話数

許可番号

許可日

加油，琴子

南昌電視台

ドラマ

9

広外進審字（2009）第005号

2009/1/8

東京愛情故事

海南広播電視総台

ドラマ

2

広外進審字（2009）第073号

2009/6/5

東京愛情故事(二)

青島電視台

ドラマ

10

広外進審字（2009）第074号

2009/6/5

悠長假期

黒龍江電視台

ドラマ

2

広外進審字（2009）第076号

2009/6/5

悠長假期（二）

青島電視台

ドラマ

10

広外進審字（2009）第077号

2009/6/5

絶対彼氏

絶対男友

四川広播電視集団

ドラマ

11

広外進審字（2009）第110号

2009/7/29

ハケンの品格

派遣女王

（公表なし）

ドラマ

6

広外進審字（2009）第135号

2009/12/31

派遣女王（二）

（公表なし）

ドラマ

4

広外進審字（2009）第138号

2009/12/31

拐角的女人

（公表なし）

ドラマ

12

広外進審字（2010）第017号

2010/3/3

甜心空姐

（公表なし）

ドラマ

11

広外進審字（2010）第032号

2010/4/9

不能結婚的男人

（公表なし）

ドラマ

8

広外進審字（2010）第036号

2010/4/21

不能結婚的男人（二）

（公表なし）

ドラマ

5

広外進審字（2010）第037号

2010/4/21

不毛地帯

広東電視台

ドラマ

20

広外進審字（2010）第168号

2010/12/31

東京奏鳴曲

遼寧広播電視台

映画

2（※）

広外進審字（2011）第012号

2011/1/30

蛍之光

湖南電視台

ドラマ

20

広外進審字（2011）第027号

2011/1/30

おしん

阿信

湖南広播電視台

ドラマ

40

広外進審字（2011）第038号
再放送許可

2011/4/1

おしん（※）

阿信

青島電視台

ドラマ

40

広外進審字（2011）第039号
再放送許可

2011/4/1

極道鮮師

内蒙古電視台

ドラマ

4

広外進審字（2011）第119号

2011/6/3

極道鮮師（二）

雲南電視台

ドラマ

18

広外進審字（2011）第136号

2011/8/15

日本語タイトル
イタズラなKiss
東京ラブストーリー
東京ラブストーリー（二※）
ロングバケーション
ロングバケーション（二※）

ハケンの品格（二※）
曲がり角の彼女
アテンションプリーズ
結婚できない男
結婚できない男（二※）

不毛地帯
トウキョウソナタ
ホタルノヒカリ

ごくせん
ごくせん（二※）

※各テレビ局の持つ輸入可能なドラマ数「指標」の制限から、一つのドラマを複数のテレビ局が分けて輸入申請を行う場合がある。
また映画1作品は話数及び指標は「2」とカウントされる。※CCTVが自社放送のために輸入する場合は、広電総局の申請を必要としないため上記には含まれていない。
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2-12. 日本ドラマ放送状況
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。
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/ ）

参考

中国各テレビ局での日本製ドラマの放送状況

（調査期間：2011 年 10 月 1 日～12 月 31 日）

出典： ジェトロレポート「中国における日本製コンテンツ放映・上映・発売状況等データ」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000804/report.pdf
省及び市レベル以上のテレビ局における番組放送情報等を基にジェトロ作成に今回一部加筆。
⇒その他の時期の中国における日本ドラマの放送は、同レポートシリーズをご参照ください。
日本語名称

中国語名称

第一話放送日

最終回放送日

浅草ふくまる旅館

浅草福丸旅館

中央テレビ

導入機関

CCTV-8 （ドラマ）

放送局・チャンネル

―

2011/09/26

2011/10/06

17:10~

渡る世間は鬼ばかりⅧ

冷暖人間Ⅷ

中央テレビ

CCTV-8 （ドラマ）

―

2011/12/11

2011/12/24

13:56~

不毛地帯

不毛地帯

広東 TV

上海 TV-外国語 CH

新青年劇場

2011/10/22

2011/10/31

22:55~

2011/11/07

2011/11/18

16:45~

2011/12/18

―

22:30~

2011/12/19

―

10:30~

上海 TV-外国語 CH
イタズラな Kiss

ごくせんⅠ

ごくせんⅡ

ホタルノヒカリ
曲がり角の彼女

加油琴子

極道鮮師Ⅰ

極道鮮師Ⅱ

蛍之光
拐角的女人

南昌 TV

内モンゴル TV

雲南 TV

湖南電視台
不明

放送枠名称

デートドラマ

放送時間

上海 TV-ドラマ CH

五三○劇場

2011/11/03

2011/11/05

17:13~

上海 TV-芸術人文 CH

新青年劇場

2011/10/12

2011/10/16

22:00~

2011/10/21

2011/10/27

17:41~

上海 TV-ドラマ CH

五三○劇場

2011/11/08

2011/11/09

16:26~

上海 TV-芸術人文 CH

新青年劇場

2011/11/01

2011/11/03

22:03~

2011/11/18

2011/11/22

17:34~

上海 TV-ドラマ CH

五三○劇場

2011/11/09

2011/11/17

17:22~

上海 TV-芸術人文 CH

新青年劇場

2011/11/04

2011/11/11

22:00~

2011/11/22

2011/12/02

17:39~

2011/07/31

2011/12/11

22:30~

2011/08/01

2011/12/12

10:30~

2011/10/16

2011/10/22

22:55~

2011/10/28

2011/11/04

16:40~

上海 TV-外国語 CH
上海 TV-芸術人文 CH

デートドラマ
新青年劇場
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3. インターネットにおける
映像視聴サイト（動画配信）に関して
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3-1. ネットにおける映像視聴サイト（動画配信）市場規模
テレビの市場規模は着実に発展を続けているというデータ発表がある一方、
若者層を中心として「テレビ離れ」が加速している。
テレビドラマやバラエティ番組なども、ネットで視聴するユーザーが増加している。
（中国ではテレビ放送がネットでもリアルタイムに視聴できることも大きな要因）

ユーザー数の増加に伴い、広告収入など市場規模も拡大している。

2011年中国のネット映像視聴ユーザーは2.84億人に達する
（中財網 2011年2月28日： http://www.cfi.net.cn/p20110228001680.html）

2012年中国の映像視聴業の市場規模は100億元突破へ
（慧聡広電網-四川在線 2012年2月3日：
http://info.broadcast.hc360.com/2012/02/030951491106.shtml）

2006～2010年
中国のネット動画配信市場規模及び広告収入
50

（億元）

160
45.5

150.0

45

138.6

40

128.0

35

動画配信広告収入

動画配信市場全体

30

動画配信市場成長率

有料配信市場成長率

120

112.10

100

28.0
23.6

25
57.40

20

13.2

80
73.2

61.10

15

13.6

62.50

5.7

5.3
1.6

60
40

8.2

10
5

（％）
140

20

2.5

0

0
2006

2007

2008

2009

2010e
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2011年中国伝媒産業発展報告（社会科学文献出版社）P.225
データ来源：
iResearch「2009-2010中国網絡視聴行業発展報告簡版」による

3-2. 映像視聴サイトの広告価格（参考）
WEB広告は映像広告でもCPM（1000回あたりの料金）で価格が表示されるのが一般的。
放映エリアのコントロールが可能で、地域によって値段が変わってくる。
大型映像視聴サイトでは「広告サービス」のページで広告定価価格が掲載されていることが多い。
また、実際の販売価格は、セット売り等の割り引きがされることが多い。

2012年優酷網の映像視聴インサート広告の価格
優酷サイト：http://events.youku.com/2011/marketing/static/documents/price.pdf

都市

15秒価格

30秒価格

人民元／CPM
全国

30

60

北京/上海

80

160

広州/深圳/成都/重慶/武漢/
南京/長沙/沈陽/杭州/天津

65

130

その他都市

40

80

追加料金：
-位置指定（10元/CPM)
-頻度コントロール（10元/CPM)
-Crazy効果 （もとの広告価格の倍に）

2012年新浪網の映像視聴インサート広告の価格
新浪サイト：http://emarketing.sina.com.cn/
上記より一部抜粋。

映像視聴画面内の広告
広告種類

定価

地域

15sニュース前インサート

100元/CPM

北京、上海、広州エリア追加30%

映像視聴放映画面外の広告（映像広告）
ページ

位置

単位

価格（元）

新浪トップページ

左上映像視聴エリア

１時間

20,000

ニュースページトップ

左側映像視聴シェアエリア

１日

120,000

エンタメページトップ

焦点映像視聴エリア

１日

50,000

ブログページトップ

映像視聴推薦エリア

１日

35,000

映像視聴ページトップ

お勧め推薦エリア

１日

25,000

映像ニュースページトップ

最新映像-エンタメ

１日

15,000
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3-3. 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）に対して規制する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）

⇒法規一覧は最終章に添付

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）

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。

《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）
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：
《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（電視
動画片）発行許可証」（ドラマ（テレビアニメ）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）を法に基づき取得し、
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取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。

《広電総局関於加強互聯網視聴節節目内容管理的通知》（広電総局によるインターネット視聴番組の内容管理強化に関する通知）
広電総局が2009年4月2日に発布。 （http://www.gov.cn/gzdt/2009-04/02/content_1275431.htm）

主な内容：
《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）を法に基づき取得し、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取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）してはならないことを再度 強調。
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3-4. 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

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
広電総局が2008年6月11日に発布。 （ http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/06/11/20080911104732500544.html ）
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、資本金登記の最低制限はない。
業務に関連する専門人員の人数は20人以上でなければならない（一（一）５）
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3-5. 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①
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
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。
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 ）
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。
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）
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

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）、琥播（www.hupo.tv）、聚力（www.pplive.com）等もあがっている。
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3-6. 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②
広電総局は更に、2009年度に発布した《広電総局関於加強互聯網視聴節節目内容管理的通知
（広電総局によるインターネット視聴番組の内容管理強化に関する通知）》に基づき、162の低俗な内容の

映像視聴サイトを閉鎖
（2009年3月30日）
「白骨精公社」「瘋人榜」「美女導航」等のわいせつ及び低俗な内容を含む162の映像視聴サイト閉鎖。
これまでに取締により閉鎖された映像視聴サイトは341に達する。

これらのサイトは広電総署が発布する「信息網絡伝播視聴節目許可証」を取得しておらず、ネットにおける
映像視聴サービスを行うのは違法。
（中央人民政府サイト： http://www.gov.cn/jrzg/2009-03/30/content_1272342.htm ）
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3-7. ネットにおける映像視聴サイト（動画配信）市場の概況
広電総局による違法映像視聴サイトの取締り
ネットにおける違法コンテンツの取締り強化が進む中、
各サイトはテレビ局と連携した番組配信だけでなく、
独自の人気コンテンツの獲得へも動いている。
違法映像視聴サイトの取り締まり強化により
市場は正規コンテンツ化へ
各社が人気動画コンテンツを買い付け、ネット媒体における動画版権料が高騰。
人気動画を買い付ける一方、大手各社は独自コンテンツの制作にも力を入れている。
土豆網が「歓迎愛光臨」、捜狐が「銭多多嫁人記」、酷6が「男得有愛」、優酷「泡芙小姐」などのドラマを自社制作

ネットでのドラマ版権料高騰
関連ニュース

◆国内の映像視聴サイトの需要が高まり 米ドラマのネット版権料が1年で5倍に
土豆網は、いくつかの人気アメリカドラマの版権を購入したことを発表。「criminal minds」（第6シーズン）、
「Desperate Housewives」（第7シーズン）、「Cougar Town」（第2シーズン）が土豆網でアメリカと同時に
放送となる。国内の映像視聴サイトのアメリカドラマへの需要が大きくなってきたことで、アメリカドラマの
ネット版権は1年間で5倍も上昇している。
（2011年3月2日 千龍網： http://tech.qianlong.com/33443/2011/03/02/71@6681848.htm）

◆映像視聴サイトは“ドラマ購入の大型スポンサー” 新「還珠格格」で3000万元突破を記録
（捜狐が湖南衛星の大型ドラマ「還珠格格」全97話を独占契約。契約金額は約3000万元とみられる）
（2011年6月22日 鳳凰サイト： http://tech.ifeng.com/media/detail_2011_06/22/7179849_0.shtml）

◆ネットの版権が値上がり PPTVが1000万元で楽視網のドラマ版権を購入
（2011年2月16日 捜狐IT－芸恩娯楽産業網：http://news.entgroup.cn/b/169489.shtml）

◆捜狐が自社制作ドラマ第1作 プロダクトプレイスメントですでにコストは回収

ネット各社が自社でドラマ制作
関連ニュース

（2011年2月14日 新京報―新華網：http://news.xinhuanet.com/newmedia/2011-02/14/c_121073604.htm）

◆正規版の圧力が各サイトに自社制作ドラマの流れを促す
土豆網が600元投資して制作したネットドラマ第１作「歓迎愛光臨」等。
（2011年2月14日 新京報－iResearchサイト：http://news.iresearch.cn/0468/20110214/132798.shtml）
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3-8. 主な映像視聴サイト一覧（１）
土豆網

優酷網

PPTV

URL

http://www.tudou.com/

http://www.youku.com

http://www.pptv.com/

背景

2005年4月15日オンライン開始。
1日あたりのユーザーは2500万以上、毎月
2億人のユーザーが視聴。登録ユーザー数
は8000万以上。
2011年8月17日ナスダックに上場。

2006年12月21日正式スタート。
2010年12月8日ナスダック上場。
2011年に衛星チャンネルのゴールデンドラマの
150作品購入、自社ドラマの50作品制作を発表。

PPTVネットテレビはPPLive傘下の媒体。
2004年12月 PPLiveの第一バージョン誕生。
PPTVネットTVのユーザーは2億人を突破。
全世界で初めて800万人以上が同時にオンライン中
継を視聴できるプラットフォーム。
2010年にワールドカップを中継し、1億人以上が視聴。

自社制作
他

「歓迎愛光臨」（20話）、「烏托邦辨公室」（13話）、
「愛啊哎呀，我願意」

「泡芙小姐」（100話アニメ）、「幸福59厘米」（映画）、
「11度青春電影行動」（映画）、「敗謊女王」（ドラマ）、
「一起旅行吧」（番組）、「譲夢想飛」（バラエティ）、「IU
酷播」（情報番組）

韓流ページがスタート：http://korea.pptv.com/
韓国の三大テレビ局（MBC、KBS、SBS）と合作し、韓国ド
ラマ、韓国スター、韓国のエンタメ情報を提供。関連した自
社番組も。

関連
ニュース

◆土豆網とテレビ東京が独占契約
テレビ放送の同日にネットで配信

◆優酷と華納兄弟（Warner Bros.）が版権合作へ
華納兄弟は映画450作品を優酷の有料映像
VODに提供。

◆ネットの版権が値上がり
PPTVが1000万元で楽視網のドラマ版権を購入

（NARUTO、死神、銀魂など60作品余りの日本
アニメが、リアルタイムで中国の映像視聴サイト
で配信される。日本の放送の1時間後に、日本
の音声そのままに中国語字幕がついたバージョ
ンでネットで公開されることに。）

（2011年6月30日 経済参考報：

http://jjckb.xinhuanet.com/2011-06/30/content_318546.htm

）

◆2011年ディズニーとの合作によるディズニー
映画チャンネルをスタート。

（2011年2月16日 捜狐IT－芸恩娯楽産業網：

http://news.entgroup.cn/b/169489.shtml）

◆ソフトバンクがPPliveに2.5億ドル投資。
35％の株を取得。
（2011年2月7日 捜狐IT：

http://it.sohu.com/20110207/n279235305.shtml）

捜狐網／捜狐視頻

新浪網／新浪視頻

騰訊網／騰訊視頻

URL

http://www.sohu.com/
http://tv.sohu.com/

http://www.sina.com.cn/
http://video.sina.com.cn/

http://www.qq.com/
http://v.qq.com/

背景

1998年検索エンジン“搜狐”スタート。
2000年7月ナスダック上場。
2009年 捜狐“高清影視劇”チャンネル開始
独占配信のドラマが1000以上。
2010年6月韓国の三大テレビ局（SBS、KBS、
MBC）と戦略提携。以後3年間のすべての
韓国ドラマの配信と、これまで10年近くのド
ラマ486作品9800話余りの韓国ドラマリソー
スを獲得。

1998年12月設立。
2000年4月ナスダック上場。

1998年11月設立。
2004年6月 香港で上場。
同社が展開するチャットツールのQQは中国では幅広
く浸透しているサービス。
アクティブユーザー数が7.117億に達し、同時オンライ
ンユーザー数も1.454億。（2011年9月30日段階）

自社制作

「銭多多嫁人記」（ドラマ）、「大視野」（番組）

関連
ニュース

◆捜狐が湖南衛星の大型ドラマ「還珠格
格」全97話を独占契約
契約金額は約3000万元とみられる。

ユーザーが1億人以上いる新浪微博（マイクロ
ブログ）と連動。
微視頻大賽（マイクロ動画コンテスト）も開催。
http://video.sina.com.cn/z/wspds/

騰訊視頻はiPhone、iPad、アンドロイド携帯にも対応
http://v.qq.com/download_mobile.html
連続マイクロドラマ「男左女右」

◆微博（マイクロブログ）ユーザーが1億を突破
（2011年03月02日 新浪科技：
http://tech.sina.com.cn/i/2011-03-02/06005233783.shtml

◆騰訊が4月に独立視聴サイトを開始へ
「奇芸」を真似てHULUモデルで
（2011年3月17日 ＤｏＮｅｗｓ：
http://www.enet.com.cn/article/2011/0317/A20110317839951.shtml

（2011年6月22日 鳳凰サイト：

http://tech.ifeng.com/media/detail_2011_06/22/7179849_0.shtml）
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3-9. 主な映像視聴サイト一覧（２）
酷6網

奇芸網

楽視網

URL

http://www.ku6.com/

http://www.iqiyi.com

http://www.letv.com/

背景

2006年スタート。2009年盛大集団が買収し、
ナスダックに上場。
2010年にワールドカップの単独映像視聴中
継を行う。
2011年に映像視聴シェアモデル（UGC)へ。
2012年2月にオリジナルエンタメ番組放映の
プラットフォーム芭楽網（http://bale.cn/）をス
タート。
2012年4月にサイト訪問ユーザは2.8億人に
達した。（http://tech.qq.com/a/20120504/000228.htm）

2010年4月にスタート。百度系列。

2004年11月設立。
2010年8月12日中国の「創業板」（ベンチャー・
ボード）で上場。

ドラマ「男得有愛」
エンタメ番組「就想状美女」、「開運星八客」、「傲
視群音榜」など芭楽網に多数。

ドラマ「在線愛」、「城市映像」、「快递」等。
ショートムービーを合わせた”城市映像シリーズ”を映画館
公開。（2011年9月29日人民網：http://it.people.com.cn/h/2011/0929/c227888-

自社制作
他

アニメのコンテンツでは日本作品も多数揃っている。
「名探偵コナン」「クレヨンしんちゃん」「ドラえもん」「ウ
ルトラマン」「チーズスイートホーム」等。
―Paramount と提携して「トランスフォーマー3」の
中国大陸での放映権を獲得。

2011年11月2日http://www.iqiyi.com/common/20111105/2a0fcecf07f6b14c.html

ドラマページではアメリカ、韓国、日本の最新作
品が揃っている。
（※版権処理が行われているかは未確認。日本
アニメのコンテンツも多いが、同じく版権に関し
ては正規ライセンスを受けたものか不明。）
ドラマ「東北往事」、「開心麻花劇場」、「我為校花狂」、
「午間道」

3256238630.html ）

PPS

URL

http://www.pps.tv/

背景

2006年1月設立。
1日あたりの平均視聴人数は3200万人を突
破。（2012年4月）
アップロードされている日本ドラマ・アニメの
コンテンツも多いが、版権処理に関しては未
確認。

自社制作

トーク番組「職面良機」（韓国の化粧品メー
カーがスポンサード）

その他、テレビ局で「映像視聴番組の運営許可証（網上伝播視聴節目許可証）」
を取得し、ネットでの番組放映を行なう放送機関も増加している。
http://bugu.cntv.cn/live_channelnews/
◆CCTV：
◆中国国际广播电台（CRI）：http://gb.cri.cn/
◆SMG（東方寛頻）：
http://www.smgbb.cn/
他
◆鳳凰視頻：http://v.ifeng.com/
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（※許可証未確認）

3-10 . オンライン映像視聴サイト 市場占有率 （2011年第4四半期）
2011年第4四半期のオンライン映像視聴サイト 市場占有率
優酷、土豆、捜狐のトップ３の市場占有率が全体の約半分を占める。
（2012年1月31日 新浪科技：http://tech.sina.com.cn/i/2012-01-31/10496669500.shtml ）

優酷
21.80%

土豆
13.70%

捜狐
愛奇芸
13.30%
6.90%

PPTV 迅雷看看
6.50%
6.00%

楽視 鳳凰視頻 風行在線 新浪視頻 その他
5.80%
5.20%
3.70%
2.90%
14.10%

優酷, 21.8%

土豆, 13.7%

捜狐, 13.3%

92
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

優酷
土豆
捜狐
愛奇芸
PPTV
迅雷看看
楽視
鳳凰視頻
風行在線
新浪視頻
その他

3-11. 映像のモバイル配信
市場概況

2010年中国の携帯映像視聴サービスの営業収入は全体で7.1億元に到達。2013年には116.1億元に達する見込み。
2011年のiResearch調査では、携帯で映像を視聴しているユーザー対象に調査した結果、77.5％のユーザーが中国移動
（チャイナモバイル）を利用。中国聯通（チャイナユニコム）は18.2％、中国電信（チャイナテレコム）は4.3％のみだった。
（鳳凰網 2011年10月14日 http://tech.ifeng.com/internet/detail_2011_10/14/9860610_0.shtml）

iResearchの「2011年度中国携帯映像視聴サービス発展状況研究レポート」によると、
携帯の映像視聴ユーザーは1億を突破。
大手携帯映像視聴サイトでは激動網、友度、中国移動手機視頻がトップ３を占める。
市場収入は2010年が6.67億元、2011年末には21.6億元、2013年には116.1億元に達する見込み。
（中国網絡電視台2011年7月10日 http://news.cntv.cn/20110710/104696.shtml）

主なサイト

中国移動：移動視頻 http://www.cmvideo.cn/
オンライン視聴（ストリーミング）もダウンロードも可能。映画、ドラマ、エンタメ番組など。
2009年4月1日より映像視聴のための流量費（通信費）は無料。情報料のみをケースによって支払う。

激動網 http://www.joy.cn/
３Ｇ携帯用の動画視聴サービス（機種に合わせたアプリ無料ダウンロードあり）を開始。

友度視頻 http://www.uodoo.com/
携帯向けに特化したサイト構成。

鳳凰網：手机視頻 http://vip.v.ifeng.com/phone/
各種ニュースコンテンツが豊富に集まっている。

手机楽視網 http://mobile.letv.com/
楽視網（2004年11月設立）の版権ストックにはすでに5万話余りのドラマ、4000作品余りの映画作品が
あり、また2011年国内の約60％の人気映画・ドラマのネット独占版権を有している。楽視網は、2011年に
70％の人気ドラマのネット独占版権をすでに購入したことを発表。その中には「男人帮」、「後後宮」、
「風語」、「画皮」、「将愛進行到底」等の人気トップクラスの作品が含まれている。

◆楽視網android携帯電話エンドユーザー向けバージョンアップしたV2.0版が登場
V2.0版“楽視影視”；映画、ドラマ、アニメ漫画、エンタメ、テレビ番組などのチャンネルがある。
（2011年3月31日 千龍網：http://tech.qianlong.com/33443/2011/03/31/3402@6793369.htm）
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4. テレビ/映像配信関連の法律・法規
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4-1．テレビに関する関連法規：海外ドラマの輸入・放送に関して ①
関連法規一覧
法規名

主な内容
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。広電総局の審査批准がない限り、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。（第18条）
※《广播电视管理条例》を基本規定としつつ、海外番組の輸入・放送について
は本規定に従う必要がある。

《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

《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局の衛
星チャンネルで放送してはならない。

(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

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

http://info.broadcast.hc360.com/HTML/001/003/002/477
64.htm

 輸出もとの国（地方）及び題材に関する更なる規制。ひとつの国家、地域か
ら輸入が集中することを避け、同題材のドラマも重複しないようにする。宮
廷、殺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
ならない。
⇒当該規定は2009年1月20日発布された｢国家広播電影電視総局関于廃
止部分広播影視規章和規範性文件的決定｣により廃止された。
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発布
/施行日
広電総局令
第42号
2004.9.23発布
2004.10.23施行

広電総局
（2000）33号
2000.01.30発布
/施行

広電総局
（2000）5号
2000.01.04発布
2000.02.15施行

4-1．テレビに関する関連法規：海外ドラマの輸入・放送に関して ②
関連法規一覧
法規名

主な内容

《広電総局関於進一歩加強和改進境外影視劇引進和播出
管理的通知》
（広電総局による境外ドラマの輸入/放送の管理に関する更なる
強化と改善の通知）
http://www.sarft.gov.cn/articles/2012/02/13/20120213172305860202.html

《電視劇審査管理規定 》
（テレビドラマ管理規定）
http://www.jincao.com/fa/law23.41.htm

 1)海外ドラマの輸入申請と審査管理を強化。
- 毎年、海外ドラマ輸入の申請を受理する期間は
1月と7月の1日～10日までとする。
- ハイビジョン映像の番組を優先。
海外ドラマは最大で50話までに原則制限。
 ２)海外ドラマの放送許可期限が切れた後は、
再び申請して批准を受けることを強化。(継続契約が必要)
 ３)海外ドラマの放送管理を強化
ゴールデンタイムに（19：00-22：00）放送してはならない。
その日に同チャンネルで放送するドラマ全体の25%を超えてはならない。
 広電総局の批准を得ていないドラマコンテンツを情報番組などの形で紹
介してはならない。情報番組の中などでドラマを挿入して放送するのは3
分を超えてはならない。累計でその時間枠で10分を超えてはならない。海
外ドラマを情報番組などで紹介する場合は1分以上放送してはならない。
 海外ドラマ輸出国の比率の管理を更に強化し、一つのチャンネルが一定
の時間帯に一つの国・地域のドラマを集中的に放送することを回避する
（第3条第5項）

ドラマの申請・審査に関する規定
⇒ ｢電視劇内容管理規定｣はドラマ(国産、合作、輸入)の作成、国外で
の発行、国内での放送に関する規定。
※ 当該規定は2010年5月14日に発布され、2010年7月1日に実施された
｢電視劇内容管理規定｣により廃止された。
http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/201007/01/content_2185005.htm
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発布
/施行日

広電総局
2012.02.13

広電総局令
第40号
2004. 9.20
発布
2004.10.20
施行

4-2 テレビに関する関連法規：ドラマの制作（合作含む）に関して ①
法規名

《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.sarft.gov.cn/articles/2004/1
0/21/20070924102503420551.html

主な内容
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
国家は中外合作で製作したドラマ(テレビアニメ含む)の許可制度を実施する。批准を経ず
に、中外合作のドラマ(テレビアニメ含む)の制作活動に従事してはいけない；審査で不合格と
なった中外合作製作ドラマ(テレビアニメ含む)の完成品は発行、放送してはいけない（第4条）
中国と外国が連合し、ドラマを制作するには、下記条件を満たす必要がある(※以下は条
件の一部)（第6条）
・ 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。
・ ドラマの国内版権は、中国側と海外側が共同で所有する。
中国と外国が連合し、テレビアニメを制作するには、下記条件を満たす必要がある
(※以下は条件の一部)（第8条）
1. 中国側の機関は「広播電視節目製作経営許可証」を保有していなければならない
2. テレビアニメの国内版権は、中国側と海外側が共同で所有する。
中国と外国が連合して制作したドラマ或いはテレビアニメの制作計画の申請及び中外合作
で制作したドラマ(テレビアニメも含む)の完成品の審査を申請する際には、以下の申請及び
報告をしなければならない（第11条）
1. 中国側の機構が直接広電総局に対して「電視劇制作許可証（甲類）」を申請する制作機
構 である場合には、直接広電総局に対する申請・報告
2. 中国側の機構はその他の機構である場合には、先に所在地の省の広播電視行政の同
意を得た上で、広電総局に対する申請・報告
●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）
中国と外国が連合して制作したドラマ(テレビアニメ含む)の完成品は広電総局の審査を経
ることで、当該許可証を取得することができる（第15条）
「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））
凡そ中国の特色をテーマとして表現する、中国と外国が連合して制作したテレビアニメは
国産のテレビアニメとして放送することができる（第18条）
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発布/施行日

広電総局令
第41号
2004.9.21発布
2004.10.21施行

4-2 テレビに関する関連法規：ドラマの制作（合作含む）に関して ②
法規名

《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）
http://tech.sina.com.cn/it/2004-1229/1046488601.shtml
↑
2009年2月6日に廃止

《関于進一歩加強合拍電視劇管理的通知》
（合作のテレビドラマ管理の更なる強化に関
する通知）
http://info.broadcast.hc360.com/HTML/001
/003/002/47798.htm

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。
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））
「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）

 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。
 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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発布/施行日

広電総局、商務
部令
第44号
2004.10.28発布
2004.11.28施行

広電総局
(1999)532号
1998.08.18発布

4-3．テレビ放送に関する関連法規
法規名
《国務院辨公厅転発発展改革委等部门
関於鼓励数字電視産業発展若干政策的通知》
(国務院事務室が発展改革委員会等の部門に転送した
デジタルテレビ産業発展奨励に関する若干政策通知)

http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/01/18/2008
0118171529790561.html

主な内容
デジタルテレビ産業の発展に関する明確な目標設定を行う。
税収優遇支持を強化し、三網（通信、インターネット、テレビ）
融合を推進。知識産権保護を強化 等。

国務院
[2008]1号
2008.01.01発布

よりよいケーブルラジオ・テレビサービスが提供できるように努力する。
安全で効率アップを原則に素早いケーブルのデジタル化を目指す。

広電総局令
第67号
2011.12. 2発布
2011.3.1施行

主な内容

発布/施行日

34の衛星チャンネルでニュース番組の放送量の増加（6：00～24：00の
間に2時間以上、18：00～23：30の間に必ず2つ以上・各30分以上の
ニュース番組の放送）とエンタメ番組の放送制限（お見合い、オーディ
ション、スポーツバラエティ等の番組は毎日19：30～22：00の間に全国
で9つ以内の番組に制御。それぞれの衛星チャンネルはこれらの番組
を週に2つ以上放送してはならず、
19：30～22：00の間に90分を超えて放送してはならない）と規定。

2011.10.25発布
2012.01.01施行

《有線広播電視運営服務管理暫行規定》
(ケーブルラジオ・テレビ運営サービス管理暫定規定)

http://www.gov.cn/flfg/201112/12/content_2018158.htm

法規名

《関於進一歩加強
電視上星総合頻道節目管理的意見》※
（衛星総合チャンネルの番組管理強化に関する意見）

http://wenku.baidu.com/view/bc4a39f2ba0d4a7302
763aaf.html
http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/10/25/2011
1025170755801010.html

発布/施行日

通称「限娯令」。

※上記《関於進一歩加強電視上星総合頻道節目管理的意見》に対する新華社記者の問いに広電総局のスポークスマンが返答
中央人民政府サイト 2011年10月26日 ：http://www.gov.cn/jrzg/2011-10/26/content_1978985.htm
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4-4．テレビ広告に関する関連法規 ①
法規名

《広播電視広告播出管理辨法》
（ラジオテレビ広告放送管理法）
http://www.gov.cn/flfg/200909/10/content_1414069.htm

《関於進一歩加強
広播電視広告播出管理的通知》
（ラジオテレビ広告放送管理の更なる強化に関する
通知）
http://www.gov.cn/zwgk/2011-10/12/content_1966939.htm

主な内容
広告内容に関する規定
第九条：ニュース形式のテレビ広告、タバコ、処方箋、悪性腫瘍、肝臓
病、性機能増強剤、食品、医療機械等のコマーシャルの放映を禁止。
広告放送に関する規定
第十六条：公益広告を商業広告の3％以上の長さを放送すること。ラ
ジオ局は11:00～13:00の間、テレビ局は19:00～21:00の間に公益広告を
少なくとも4回流すこと。
第十七条：ドラマを放送する際に毎話（45分として）の間に商業広告は
2回まで、1回あたりの放送は1分30秒を超えてはならない。19:00～21:00
の間のドラマ放送は商業コマーシャル1回のみ。時間は1分間を超えて
はならない。映画コンテンツ放送の場合も同様。
「ラジオ・テレビ広告放送管理辨法（広電総局令第61号）」がベースと
なっている。
主な内容としては、ゴールデンタイム以外では（45分を一単位として）2
度までの商業コマーシャルを挿入してよくそれぞれが1分半を越えては
ならない。ゴールデンタイム（19時～21時の間）は各話ごとに間に挿入で
きるコマーシャルは1度のみで1分間を越えてはならない。広告を挿入す
るときには、挿入する広告の長さを提示しなければならない。そして同時
に下記も守らなくてはならない。①ドラマのオープニング映像後、ドラマ
開始後、ドラマ終了後、エンディング映像前にはいかなる広告挿入も禁
止②ゴールデンタイム以外の時間における連続ドラマ放送の時間は15
分以上、ゴールデンタイムでは連続25分以上放送した後に商業コマー
シャルの挿入することができる、③エンディングロール／キャスト・スタッ
フ紹介時などにいかなる形式の広告も禁止する。（第二条）
⇒ 上記内容は本規定の第2条｢ドラマのコマーシャルに関する規範｣に
該当するが、当該規定は2011年11月25日に発布された｢広電総局関于
貫徹執行｢＜広播電視広告播出管理辦法＞的補充規定》的通知｣
http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/28/content_2005116.htm
により廃止された。
※第二条以外の規定については、上記通知の中にて維持されている。
その主要な内容としては以下がある。
•ニュース番組に挿入される広告の規律
•規定に違反するテレビショッピング広告への規律
•虚偽違法の医療、薬品、医療器械、健康食品など健康情報広告への
規律
•番組を転送する際に挿入される各種広告の放送を一切禁止
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発布/施行日
広電総局令
第 61号
2009.9.8発布
2010.1.1施行

広電総局
2011.10.11発布

4-4．テレビ広告に関する関連法規 ②
法規名
《広電総局関於貫徹執行《〈広播電視広告
播出管理辨法〉的補充規定》的通知》
（「広播電視広告播出管理辧法（テレビラジオ広告放送管
理方法）の補充規定」の徹底執行に関する通知）

http://www.sarft.gov.cn/articles/2011/11/28/20111125155640610747.html

主な内容

発布/施行日

2012年1月1日からテレビドラマ放送時には毎話（45分をとして計算）の間に
はいかなる形式の広告も挟んではならない、と強調。
2012年1月は“テレビドラマ広告挿入禁止管理月間”として厳しくとりしまる
としている。

広電総局
2011.11.28発布
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4-5．ネットにおける映像視聴サイト（動画配信）に関する関連法規 ①
法規名

主な内容

《互聯網等信息網絡伝播視聴節目管理辨法》
（インターネット等情報ネット伝播視聴番組管理法）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62515.htm

《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）
http://www.sarft.gov.cn/articles/2007/12/29/20071229140143720147.html

《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）

⇒当該法規は2004年7月6日に発布された｢互聯網等信息網絡伝播視聴
節目管理辦法｣http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=95931 (広
電総局令第39号)により廃止(名称が同じだが、発布時期、内容が異なる)
※但し、下記規定については上記新法にて維持されている。
情報ネット伝播視聴番組の秩序を規範化することを目的として、ネット
上の視聴番組伝播の管理監督を強化し、社会主義精神文明の建設を促
進するために制定。（第1条）
第五条：広電総局がネット上の視聴番組伝播業務に関する許可管理を
行う。
ネットで公衆に視聴番組を伝播するには必ず「網上伝播視聴節目許可
証」を所有しなければならない。(第6条）
外商独資、中外合資、中外合作機構は情報ネット宣伝視聴番組に従事
してはいけない。（第7条）

（インターネット視聴番組サービス管理規定）
http://www.gov.cn/flfg/2007-12/29/content_847230.htm

広電総局令
第15号
2003.2.10より施行
2003.2.10より施行
第39号

《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
法に基づき取得し、同時に著作権所有者からインターネットにおける映像
上映権利を取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。

広電総局
2007.12.29発布

《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

広電総局
2008年2月22日発布

http://www.sarft.gov.cn/articles/2008/02/22/20080505163436980790.html

《互聯網視聴節目服務管理規定》

発布日

 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。
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広電総局令
第56号
2007.12.20発布
2008.1.31より施行

4-5．ネットにおける映像視聴サイト（動画配信）に関する関連法規 ②
法規名

主な内容

発布日

《広電総局関於加強互聯網視聴節目内容管理
的通知》

 ネット視聴番組サービス機関がドラマを伝播する場合には、必ず広電
総局の関連規定に符合しなければならない。広播影視行政部門が発
布した「電影片公映許可証」、「電視劇発行許可証」もしくは「電視動画
片発行許可証」が必要となる。また上記を取得していない海外の映画
/ドラマ/アニメはネット上で伝播してはならない。

広電総局
2009.4.2発布

（広電総局によるインターネット視聴番組の内容管理強化に関する通知）
http://www.gov.cn/gzdt/2009-04/02/content_1275431.htm

《広電総局関於互聯網
視聴節目服務許可証管理有関問題的通知）
（広電総局によるインターネット視聴番組サービス許可証管理に関連する
問題の通知）

《互聯網視聴節目服務管理規定》発布後も「信息網絡伝播視聴節目許可
証」を取得せず、映像視聴サイトを運営しているサイトが多く有る問題に
関して。2010年3月1日より取締を行うことを通知。

http://www.sarft.gov.cn/articles/2009/09/21/20090921112105940171.html
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広電総局
2009.09.21発布

4-5．ネットにおける映像視聴サイト（動画配信）に関する関連法規 ③
法規名
≪互聯網信息服務管理辨法≫
（インターネット情報サービス管理方法）

主な内容
 ネットサービス業務に従事する機関は、《中華人民共和国電信条例》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。

http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13455.html

≪中華人共和国電信条例≫
http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13456.html

《互聯網著作権行政保護辨法》
（インターネット著作権行政保護辨法）
http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/bq/bmgz/20
0804/t20080403_369311.html

《信息網絡伝播権保護条例》
（情報ネット伝播権保護条例）
http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13458.html

《互聯網文化管理暫行規定》
（インターネット文化管理暫定規定）
http://www.china.com.cn/policy/txt/201103/25/content_22216430.htm

国務院信息産業主管部門が全国の電信業務の管理監督を行う。
「跨地区増値電信業務経営許可証」、「基礎電信業務経営許可証」「増値電信業務経営許可証》な
どに関しても明記。

発布/施行日
国務院令
第292号
2000.9.25
発布/施行
国務院令
第291号2000.9.25
発布/施行

インターネット情報サービス活動における情報ネット伝播権の行政的保護を目的として、
《中華共和国著作権法》に基づいて、行政執法行為を規範。

国家版権局、
信息産業部令
（2005年第5号）
2005.4.29発布
2005.5.30施行

権利人（著作権者、パフォーマー、録音・録画の制作者）のネット伝播権の保護を目的とする。
《中華人民共和国著作権法》に基づいて制定された条例である。
第十条：権利人の許可なしにはネット上で作品を公開することはできない

国务院令
第468号
2006.5.18公布
2006.7.1施行

 営利性のあるネット文化機関の設立を申請するには、≪互聯網信息服務管理弁法≫の関連
規定に基づいて下記の条件が必要。
(一)機関の名称、住所、組織機構と章程
(二)確定しているネット文化活動範囲
(三)関連資格を所有する8名以上の業務管理人及び専門技術スタッフ
(四)ネット文化活動に必要な設備、スペース、相応の経営管理技術措置
(五)100万元以上の登記資金。
オンラインゲーム経営活動を申請する場合は1000万元以上の登記資金。
(六)法律、行政法規、国家の関連規定の条件に符合すること。
 第二十一条：批准なしに営利性のあるネット文化活動を行った場合は、人民政府文化行政部
門もしくは文化市場総合執法機構が《無照経営査処取締辨法（無許可で経営したことによる取
締法）》の規定により取り締まられる。
2003年5月10日発布、2004年7月1日修訂した《互聯網文化管理暫行規定》を廃止。

文化部令
51号
2011.2.17発布
2011.4.1施行
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4-6．ラジオ・テレビの管理に関するその他の規定
法規名

《广播电视管理条例》
(ラジオ・テレビ管理条例)
http://www.gov.cn/banshi/200508/21/content_25111.htm

《广播电视节目制作经营管理规定》
(ラジオ・テレビ番組の製作・経営に関する管理規定)

http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_641
82.htm

《广播影视系统地方外事工作管理规定》
(ラジオ・テレビ・映画の地方外事仕事の管理規定)
http://www.sarft.gov.cn/articles/2005/07/12/2007091
9150705670993.html

主な内容

発布日

中国でラジオ・テレビ業界に従事する際に従う必要がある基本制度を定めた
条例。その他の規定、例えば｢境外電視節目引進、播出管理規定｣、｢広播電
視広告播出管理辦法｣等は｢広播電視管理条例｣の補充規定である。
第10条：国家は外資経営、中外合弁経営、中外合作経営の放送局、テレビ
放送局の設立を禁止する
第39条：国外映画、ドラマ、その他の番組を放送するには広電総局或いは
広電総局が委任した機構による審査・批准を経なければならない
第40条：全ラジオ・テレビ番組の放送時間に占める国外ラジオ番組・テレビ
番組の比率は広電総局が定めた比率を上回ってはいけない
第41条：広告の放送時間は広電総局が定めた時間を超過してはいけない

国務院
1997年8月11日発布

国内企業が広播電視節目の製作・経営活動に従事する際の規定。
第5条：国家は国内の社会組織、企業・事業機構(国内の外商独資企業、中
外合弁、合作企業を含まない)によるラジオ・テレビ番組の製作経営機構の設
立、ラジオ・テレビ番組制作経営活動への従事を奨励する。
関連許可証：｢広播電視節目製作経営許可証｣、
｢電視局製作許可証(乙種)｣、｢電視劇製作許可証(甲種)｣
第20条：国内ラジオ・テレビの放送機構及びラジオ・テレビ番組製作経営機
構は国外機構と合作、製作したラジオ・テレビ番組については関連規定に基
づいて、広電総局に申請・報告しなければならない

広電総局
2004年7月19日発布

国外テレビ番組の輸入・放送、映画の撮影の合作、国内外の従業員の往来な
どに対する規定。
第7条：ラジオ放送局、テレビ局は国外の機構にラジオ、テレビチャンネルを
賃貸してはいけない。国外機構と合弁、合作でラジオ・テレビチャンネルを経
営してはいけない、国外機構と合弁、合作でラジオ・テレビの固定番組、ライブ
番組を経営してはいけない。｢境外電視節目引進、播出管理規定｣に基づき、
国外テレビ番組を輸入・放送する
第8条：中外合作の機構は｢中外合作撮製電影片管理規定｣、｢中外合作製
作電視劇管理規定｣に基づいて、合作で映画、ドラマ(アニメ含む)を製作する
第9条：国外でラジオ・テレビチャンネル・時間帯を賃貸・購入する場合、及び
ラジオ・テレビ放送局を設立する場合には、｢赴国外租買頻道和設台管理暫定
規定｣(広電総局令第12号)の関連規定に基づき、省レベルの広播影視行政部
門の審査・批准を経たうえで、広電総局に審査・批准を申し込まなければなら
ない
第12条：地方ラジオ局、テレビ局が外国機構とラジオ・テレビ・映画に関する
具体的な業務合作を計画する或いは商業性契約をする際には、省レベルの
広播影視行政部門による審査・批准を経なければならない。
第三章：国内外の従業員の往来についても規定。

広電総局
2005年7月12日発布
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調査報告

中国アニメ市場調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 中国におけるアニメ・漫画市場概況
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1-1. 中国におけるアニメ市場の概括
中国における「動漫」（アニメ・漫画）市場
中国語の「動漫」は「動画」（アニメ）と「漫画」を合わせたカテゴリー。
⇒漫画分野に関しては別途「中国漫画市場調査」参照のこと

「動画」（アニメ）市場は主に以下の分野で構成されている。
◆テレビアニメ制作+テレビ放映

→第二章

◆アニメ映画制作+映画上映

→第三章

◆インターネット配信+モバイル配信
→別途「中国のテレビ番組及び映像配信市場調査」参照
-土豆網とテレビ東京が契約し、日本アニメをインターネット配信等の新たな動き
◆パッケージビジネス（DVDなど）

→別途「中国の音楽市場及びパッケージビジネス調査」参照

－宮崎駿作品やウルトラマンシリーズ、ドラえもん、ちびまる子ちゃんなどのDVDが販売されている。

◆キャラクターのマーチャンダイジング

→第四章

◆アニメイベント

→別途「イベント一覧」参照

◇その他 （アニソンコンサート、テーマパークなど）
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1-2. 中国におけるアニメ・漫画市場規模

中国の「動漫」（アニメ・漫画）市場規模
国産アニメの奨励、インターネットやモバイルなどの新媒体の成長により
中国全体のアニメ・漫画市場は全体として年々拡大しているとみられる。
市場規模概算に関する公的機関の統計レポートはないが、いくつかの調査機関が独自に試算している。
統計機関によりデータに差異があるが、アニメ・漫画市場全体の参考値として・・・

2010年に中国のアニメ漫画市場規模は208億元に達した。前年比22.4％増。
2012年には市場規模は320億元を突破する見込み。 (※動漫：アニメ及び漫画を含む）
(芸恩諮詢「2010-2011中国動漫産業投資研究報告」より 2011年11月24日http://www.entgroup.cn/reports/f/2412188.shtml）
■「2011年、アニメ漫画産業価値は100億元、キャラクタービジネスの市場は500億元近くに達する」
中国動漫集団 総会計師・胡月氏の発言 （証券時報-和訊網 2012年1月13日：http://news.hexun.com/2012-01-13/137223433.html）

■2010年中国アニメ漫画市場規模は1000億元に達すると予測 （キャラクタービジネスまで含む）
（中国聯合市場調研網 2010年7月28日：ttp://www.cu-market.com.cn/hgjj/2010-7-28/17164182.html）

2009-2012中国アニメ・マンガ産業市場規模及び成長率
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◆放映市場：
テレビ放映、映画上映、ネット放映、
携帯放映、アニメ広告を含む
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◆マーチャンダイジング市場：
アニメ・マンガ出版（図書、雑誌等）、
DVD等の映像ソフト、
キャラクターの玩具やアパレル商品、
その他日用品、食品等を含む

0
2009

2010

2011e

2012e

(芸恩諮詢http://www.entgroup.cn/reports/f/2412188.shtml、
http://www.entgroup.cn/views/a/7451.shtml）
111
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

2. テレビアニメ制作+テレビ放送
2-1. 人気キャラクター+テレビアニメ制作
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2-1-1. 中国における人気アニメキャラクター
日本アニメの「名探偵コナン」や「ドラえもん」、そして「ハロー・キティ」などは
中国でキャラクターとしての人気が高い。
（※武漢市で2012年に行われた意識調査では、小・中学生が一番好きなアニメ・漫画キャラクターで「名探偵コナン」が
選ばれている。2012年5月15日 MSN： http://money.msn.com.cn/internal/20120515/09281407993.shtml）

またディズニーアニメのキャラクターも認知が高く、幅広い層に支持されている。

従来は中国で人気キャラクターといえば海外のアニメキャラクターが中心だったが、
近年では国産アニメ「喜羊羊と灰太狼」等のヒットから、国産キャラクターからも人気
キャラクターが誕生している。

国産アニメからの人気キャラクターも登場している
広電総局、中国動画学会、深圳広播電影電視集団が共同主催し、 “中国十大アニメキャラクター”を選出
2010年第一回中国十大アニメキャラクター

2011年第二回中国十大アニメキャラクター

キャラクター

作品名

制作会社

キャラクター

作品名

制作会社

喜羊羊

喜羊羊と灰太狼

広東総動力文化伝播有限公司

天明

秦時明月

杭州玄機科技信息技術有限公司

美猴王

美猴王

中視動画有限公司

開心超人

開心宝貝

広東明星創意動画有限公司

猪猪侠

猪猪侠の積木世界の童
話

関東咏声文化伝播有限公司

猴子非非

月亮大馬劇団

央視動画有限公司
洛陽小破孩文化産業有限公司

天上掉下個猪八戒

江通動画股份有限公司

兵馬俑
—秦比昂比昂

額叫秦比昂比昂

福星八戒
大角牛

小牛向前衝

青島普達海動漫影視有限責任公司

鶏小龍

小鶏不好惹

深圳華強数字動漫有限公司

雪娃

雪娃

黒龍江新洋科技有限公司

白技

兔子帮

上海炫動伝播股份有限公司

嘟噜嘟比

テーマパークのキャラクター

深圳華強文化科技集団股份有限公司

暴宝

恐竜宝貝の龍神勇士2

常州恐竜園文化創意有限公司

憨八亀

憨八亀の故事

深圳市華夏動漫科技有限公司

悠悠

楽比悠悠

浙江中南卡通股份有限公司

藍猫

藍猫淘気3000問

湖南藍猫動漫漫伝媒有限公司

虞姫

秦漢英雄伝

北京輝煌動画公司

小破孩

小破孩（ネットアニメ）

上海小破孩文化伝播有限公司

快楽猪宝貝

沈陽非凡創意動画制作有限公司

出典：第一回 中国動漫産業発展報告（2011） P137、第二回

草苺姐
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2-1-2. 国産アニメヒット作：「喜羊羊と灰太狼」の事例
近年国産アニメの中での大ヒット：「喜羊羊と灰太狼」の事例

広東原創動力文化伝播有限公司 http://www.22dm.com/

羊と狼の間の戦いをギャグ満載でユーモラスに絵描く作品。毎回、狼たちが羊たちを捕まえようとするが、
賢い羊たちに逆にやられてしまうというオチで終わる。主人公の喜羊羊は村で一番賢い羊の男の子。

テレビアニメシリーズ

制作・配給にSMGも参加し
一気に全国的なメジャー作品に

◆「喜羊羊と灰太狼」は広東原創動力文化
伝播有限公司によるテレビアニメシリーズ。
◆2005年から放送が開始され、北京、上海、
広州、広州等中国全国50近くのテレビ局で
すでに約600話放送されている。(15分/1話）
◆最高視聴率17.3％を記録し、同じ時間帯に
放送された海外アニメを超える高視聴率を
記録。
◆広電総局が授与する国家アニメの最高賞
「優秀国産アニメ一等賞」を授賞。

映画

様々な派生
ビジネスの展開

＋

◆人気テレビアニメシリーズを映画化。
SMGも制作・配給に投資している。
◆映画版第一弾「喜羊羊と灰太狼の牛気冲天」
2009年1月公開。映画制作への投資金額はわず
か600万人民元足らずで、興行成績は9000万元を
超え、国産アニメ映画の歴史を塗り替え、大きな
話題となった。
◆2010年1月、「喜羊羊と灰太狼の虎虎生威」公開。
興行記録1.3億元と記録を塗り替える。
◆2011年「喜羊羊と灰太狼の兔年頂呱呱」、
2012年「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」が
お正月映画として公開され、どれも興行的成功
を収めている。（最終的な興行は、「喜羊羊と灰太
狼の兔年頂呱呱」は1.5億元「喜羊羊と灰太狼の
開心闖龍年」が1.6億元を記録。

⇒お正月の人気アニメ映画として、年々興行を
伸ばしている。映画の大ヒットがキャラクターの
人気を不動のものにする。

↑広東原創動力文化伝播有限公司サイト

キャラクター
マーチャンダイジング

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
している。
ケンタッキー、SEGA、バンダイナムコ等とも合作。
ディズニーとグルーバルでの消費物品の独占総
代理権を2011年1月1日からの10年期限で契約。

DVD/書籍
◆雑誌「喜羊羊と灰太狼」を出版。毎号25万冊を
発行する人気子供雑誌となっている。
◆その他、絵本、ゲーム、DVDシリーズ等、
出版物は多岐に及んでいる。

その他・・・
ミュージカル「喜羊羊と灰太狼 記憶大盗」
（2009年）を全国で公演。

出版/DVD等の出版物や
キャクターのマージャンダイジング
等の関連商品は多岐にわたる。

国産アニメは「喜羊羊と灰太狼」に続くヒット作を狙っているが、その反面大量に制作されるアニメ作品の中には、
各テレビ局のアニメ番組購入予算が低いなど、制作費すら回収できないケースも少なくないようだ。
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2-1-3. 中国におけるテレビアニメの制作状況（国産アニメ）

中国は国産アニメの制作奨励により、アニメ制作量が世界第一位に
※中国の国産アニメ推進政策として2006年4月25日に国務院より発布された
「我が国のアニメ漫画産業発展推進に関する意見（関於推動我国動漫産業発展的若干意見）」
※「中国のアニメ生産量が世界第一位に」
中国社会科学院が発布した「中国動漫産業発展報告（2011）」による。
2011年5月4日 北京報―新浪財経：http://finance.sina.com.cn/roll/20110504/02209787373.shtml

2011年に中国で制作されたアニメは、435作品 261,224分。前年比18％増。
（2010年は385作品 220,530分。前年比28％増）
2011年オリジナルアニメ制作量：制作会社別ランキング

2011年オリジナルアニメ制作量：都市別ランキング
順位

都市

作品数

分数

18,512

1

杭州

45

34,606

12

15,321

2

深圳

24

23,683

平潭水木動画有限公司

9

9,850

3

無錫

21

20,563

4

杭州漫奇妙動漫制作有限公司

2

9,125

4

沈陽

32

20,495

5

寧波水木動画設計有限公司

8

8,845

5

広州

30

18,449

6

浙江中南集団卡通影視有限公司

10

8,320

6

蘇州

29

16,451

7

央視動画有限公司

11

8,224

7

寧波

22

11,873

8

大連卡秀数字科技有限公司

3

6,580

8

北京

20

11,168

9

沈陽易品動漫有限公司

8

6,300

9

福州

20

10,028

10

福州翰格文化伝播有限公司

8

5,466

10

大連

7

7,872

順位

制作会社

作品数

1

深圳華強数字動漫有限公司

15

2

無錫億唐動画設計有限公司

3

分数

出典：広電総局サイト 2012年2月14日：htrticles/2012/02/14/20120214135908440503.html
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2-1-4. 共同制作や海外キャラクターが登場する作品
海外とのアニメ共同制作の動き
中国と海外のアニメ制作会社が合作するケースが出てきている。
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、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。
ここ数年テレビアニメだけでなく、アニメ映画での日中共同制作の事例もある。（→参照：第三章）
◆央視動画（中央テレビ系列）と北アメリカのPorchLight Entertainment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）
（中央テレビサイト： http://space.tv.cctv.com/article/ARTI1238407285815589 ）

◆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
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。（全52話、各25分）2009年8月から中国中央電視台(CCTV)で放送
（中視輝煌動画公司サイト：http://www.cctv-gac.com/） （中央テレビサイト：http://space.tv.cctv.com/act/article.jsp?articleId=ARTI1215504258081152）

海外との共同制作によるテレビアニメの事例はいくつかあるが、数としては多くない。
キャラクターを生かした、実写の教育番組のケースもある。
◆セサミストリート工作室と上海炫動伝播股份有限公司（SMG傘下）が合作
「ビッグバードが見る世界」（全52話、各10分）：セサミストリートのキャクターが登場する
2010年12月から上海哈哈子供チャンネルにて、2011年6月から中央テレビ子供チャンネルで放送。
（文匯報 2011年7月26日： http://whb.news365.com.cn/wh/201107/t20110726_3095515.htm
SMGサイト http://www.smg.cn/review/201106/0162848.shtml）

◆しまじろうが登場する子供番組「巧虎来啦」：上海教育テレビとSiTV生活時尚（星尚酷）CHで放送。
株式会社ベネッセコーポレーションは中国で2006年から「こどもちゃれんじ」の中国版にあたる「楽智小天地」の
出版開始。
「楽智小天地」公式サイト：http://www.qiaohu.com/
◆小神龍倶楽部(The Dragon Club) ：ディズニーが制作・運営する中国の子供番組。
中国の40以上のテレビ局で毎日放送している。 ディズニーのアニメだけでなく、子供番組も放送している。司会者は榕榕。
2006年9月1日からゴールデンタイムでの海外アニメが放送禁止になった後は、アニメ部分は国産アニメの放送に切り替えている。
（国産Flashアニメの「課間好時光」や実写アニメ「魔術妙妙手」（両手だけ出てきてマジックを披露）等）
小神龍倶楽部(The Dragon Club) サイト： http://d.dolmagic.cn/tv/

【参考】百視通が運営するIPTVには子供ディズニー専門チャンネルがある（別途有料）
（百視通 子供ディズニー専用区：http://www.bestv.com.cn/activity/disney/）
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2. テレビアニメ制作+テレビ放送
2-2. テレビアニメ放送

※テレビ番組市場全体に関しては、
別途：「中国のテレビ番組及び映像配信市場調査」をご参照ください。
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2-2-1. 中国におけるアニメ放送の概況 ①

中国におけるテレビアニメ放送時間（量）は全体で増加している
－海外アニメの放送に対しては、引き続き厳しい制限がある。
－国産アニメは子供向けの作品が中心で、テレビにおけるアニメ放送のメインターゲットは中学生以下である。
（高校・大学生以上はインターネットでのアニメ視聴に流れてゆく傾向）

2004年～2010年 中国主要都市におけるアニメ番組の放送時間
（分）
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出典：中国動漫産業発展報告〈2011）
社会科学文献出版社 P.49-50
中視索福瑞媒介研究公司(CSM）調べ
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放送時間は全体で増加しているものの、制作されている国産アニメの量（2009年：171,816分、2010年：220,530分）
と比較すると、制作されても主要都市のテレビチャンネルで放送されていないアニメ作品の多いことがわかる。
中国にはテレビアニメ放送のプラットフォームとして、北京、上海、湖南の３つの衛星チャンネルのほかに、50チャンネルにも及ぶアニメ専門チャンネルがある。
その需要は年間で100万分にも及ぶと見積もられる。
現在、国産アニメの制作コストは1万元/分前後で、放送やパッケージビジネスで回収できるのは25％～35％ほど。
各チャンネルのアニメ購入価格には大きなばらつきがあり、CCTVが1000元/分前後、そのほかのアニメ衛星チャンネル（北京、上海、湖南）は数百元/分、
地方チャンネル（浙江子供チャンネルなど）の最低購入価格は3元/分、さらには30秒の広告枠と交換でタダというケースもある。
（中国聯合視聴調研網 2010年7月28日：http://www.cu-market.com.cn/hgjj/2010-7-28/17164182.html）

テレビアニメ放送時間の増加はマーチャンダイジングの市場拡大にもつながる。
2010年アニメ産業放送市場規模は55億元、前年比33.4％増加。アニメ漫画産業市場規模全体の24.1％を占める。
これに対して2012年のアニメ放送市場規模予測では101億元に達し、アニメ漫画市場全体の31.5％を占めると見込まれる。
（芸恩諮詢「2010中国動漫産業投資研究報告」より 2010年8月10日：http://www.entgroup.cn/views/a/7451.shtml ）
118
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

2-2-2. 中国におけるアニメ放送の概況 ②
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承認。
2007年3月に広東電視台・嘉佳アニメ衛星チャンネルが、2010年7月に江蘇優漫アニメ衛星チャンネル
（江蘇子供チャンネルを改名の上、衛星化）がスタート。 →各チャンネルの詳細は次ページ以降
ゴールデンタイムでの海外アニメの放送禁止（※）もあり、国産アニメに対する需要は拡大している。
※
《広電総局《関于発展我国影視動画産業的若干意見》（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
《広電総局関于加強電視動画片播出管理的通知》（テレビアニメ放送管理強化に関する通知） 2008年2月14日発布
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）
輸入アニメの放送状況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。
2010年の段階で中国のテレビ局は272局。アニメ専門チャンネルは5チャンネル、省級子供チャンネルは18チャンネル、
そのほかにも子供向けの番組を持っているチャンネルも多い。（全国で子供チャンネルは34チャンネル）
中国でアニメ専門のチャンネル（上記5チャンネル）は、それぞれ毎日平均12時間以上のアニメ放送を行なっている。
また中央テレビでも毎日約12時間のアニメ放送を行なっていて、国産アニメに対する需要は高まっている。
（芸恩諮詢サイト 「2011中国動画産業投資研究報告」 2011年10月10日：http://www.entgroup.cn/views/a/11771.shtml）
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2-2-3. アニメ放送を行う衛星チャンネル：概況
中国でアニメを専門に放送する衛星チャンネルは、
「北京卡酷アニメ衛星チャンネル」、「上海炫動アニメ衛星チャンネル」、「金鷹アニメ衛星チャンネル」
「広東電視台・嘉佳アニメ衛星チャンネル」「江蘇優漫アニメ衛星チャンネル」の５チャンネル。
衛星チャンネルでは他に、CCTVに少児（子供）チャンネルがある。（各チャンネルの詳細は次ページ以降）

2008年～2010年 アニメ（子供）衛星チャンネルの収入規模と成長率
チャンネル

放送開始時期

衛星放送開始時期

視聴人口
（億人）

2008年収入
（億元）

2009年収入
（億元）

2010年収入
（億元）

CCTV少児（子供）チャンネル

2003年12月

2003年

3

5

7.2

8.7

北京卡酷アニメ衛星チャンネル

2004年9月

2004年9月

1.5

0.8

1.1

1.5

上海炫動アニメ衛星チャンネル

2004年12月

2004年12月

1

0.9

1.5

1.9

湖南金鷹アニメ衛星チャンネル

2004年9月

2004年12月

1.2

0.7

N/A

N/A

広東電視台・嘉佳アニメ衛星チャンネル

2006年9月

2009年12月

0.3

0.04

0.05

0.1

江蘇優漫アニメ衛星チャンネル

2004年10月

2010年6月

0.2

N/A

N/A

N/A

（芸恩 2011年10月10日： http://www.entgroup.cn/views/a/11771.shtml 公開された情報をもとに整理）
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2-2-4. アニメ放送を行う衛星チャンネル： ①北京卡酷アニメ衛星チャンネル
北京卡酷アニメ衛星チャンネル

http://www.btv.org http://www.kaku.tv

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。
現在は国産アニメ中心の放送ラインナップとなっている。24時間放送。
4才～14才を中心に、安定した視聴層を構築している。「ＫＡＫＵ」チャンネルとして展開中。
北京卡酷動画衛星頻道有限公司は北京卡酷アニメ衛星チャンネルに属する管理センター、
放送センター、制作センター、運営センター、企画センターを管理運営するだけでなく、「北京卡酷全卡通動漫文化有限公司」
「北京卡酷七色光文化有限責任公司」の2つの子会社を有する。
※北京テレビでは他に「青少チャンネル」でアニメを放送している。
北京卡酷アニメ衛星チャンネル：2012年の放送編成（平日）
7:00
7:15
8:30
9:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:16
16:30
17:00
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:30
0:00

幼楽园 （子供番組）
幼幼堂 （子供向けアニメ 2話）
蹦蹦跳跳（子供番組）
閃天下（MCと短編アニメ番組）など日替わり放送
十分開心（MCと短編アニメ番組）
笑口常開（ギャグ系アニメ）
動漫地帯（アニメ情報番組）
午喜歓 （お昼のアニメ放送 3話）
酷片酷映（アニメ放送 2話）
閃天下 （MCと短編アニメ番組）
幼幼堂 （子供向けアニメ 2話）
幼楽園 （子供番組）
十分开開 （MCと短編アニメ。編集版）
卡酷全卡通 （アニメ情報番組)
蹦蹦跳跳 （子供番組)
中国創造幼児版（幼児向けアニメ 2話）
中国創造少児版（子供向けアニメ 2話）
十分開心（MCと短編アニメ番組）
酷片酷映（アニメ放送 2話）
閃天下（MCと短編アニメ番組）
笑口常開 （ギャグ系アニメ)
動漫地帯 (アニメ情報番組)
酷播萝 （アニメ放送 3話）
朝までアニメの再放送

◆アニメと子供番組/情報番組により編成されている。
オリジナルの子供番組が充実している。
◆放送しているアニメは国産アニメが中心。
「喜羊羊と灰太狼」、「鎧甲勇士」、「宋代足球小将」等
◆週末（土日）は終日アニメを放送している。
◆広告料金の公表はない。

http://www.btv.org/btvindex/BTVad/node_14721.htm
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2-2-5. アニメ放送を行う衛星チャンネル： ②上海炫動アニメ衛星チャンネル
上海炫動アニメ衛星チャンネル

http://www.toonmax.com/

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承認。
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日放送開始。
北京、上海、江蘇、浙江、広東、福建、湖北、遼寧、河北、黒龍江、貴州、天津などをカバーし、視聴人口は3億人以上。
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。
「喜羊羊と灰太狼」の劇場版の制作・配給に投資し、ヒットに貢献。放送は国産アニメ中心だが、海外アニメも「トムとジェリー」、
「ちびまる子ちゃん」、「名探偵コナン 劇場版」などを放送している。
ネットにおけるキャラクターグッズの販売も開始。（ウルトラマンシリーズなど） http://www.toonmax-zone.com/
※上海エリアでは他に、デジタルチャンネルの中にアニメ専門チャンネル「SiTV動漫秀場」がある。
「ウルトラマン」なども放送。 SiTVのカバーエリアは2010年末に全国220都市、6500万人を突破（http://www.sitv.com.cn/item/cartoon.shtml ）
「上海・哈哈少児（子供）チャンネル」に関しては後述。

上海炫動アニメ衛星チャンネル：2012年の番組編成と広告料金
放送時間

15秒広告（人民元）

30秒広告（人民元）

炫動早朝劇場（朝のアニメ放送）

3,600

6,000

7：30 ～ 11：30

無敵炫動大劇場（アニメ放送）

6,000

10,000

11：30 ～ 12：00

全家楽遊遊（アニメ情報番組）

6,000

10,000

16：00 ～ 17：30

超炫劇場（アニメ放送）

7,800

13,000

17：30 ～ 18：00

炫動酷地帯（アニメ情報番組
同名のアニメグッズ販売サイトも運営）

7,800

13,000

18：00 ～ 20：00

超炫新片劇場（新作アニメ放送）

9,000

15,000

20：00 ～ 21：30

追炫白金劇場（国産アニメ放送）

9,000

15,000

21：30 ～ 22：00

動漫情報など（アニメ情報番組）

12,000

20,000

22：00 ～ 0：00

追炫白金劇場（輸入アニメ放送）

6,600

11,000

6：10～7：00

番組
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アニメ放送を柱として、メインは国産アニメ。
22時から海外アニメ放送枠もある。
サイトと連動したアニメグッズ紹介番組もある。

「ビックバードが見た世界」など
※「ビッグバードが見る世界」・・・
セサミストリートシリーズ 全52話、各10分
セサミストリート工作室と上海炫動伝が合作。

「少林伝奇」「星遊記」など

人気の国産アニメ「喜羊羊と灰太狼」、
「霹霹楽翻天」、「嘻哈楽翻天」など
ポケットモンスターなど日本アニメも放送

2-2-6. アニメ放送を行う衛星チャンネル：③湖南・金鷹アニメ衛星チャンネル
湖南・金鷹アニメ衛星チャンネル

金鷹網-湖南衛星新媒体：http://www.hunantv.com/ 金鷹アニメ衛星：http://www.aniworld.tv/

湖南広電集団（GBS）に属するアニメ専門衛星チャンネル。
2004 年4月29日に承認され、10月に放送開始。
視聴可能人口は1.5億人。毎日6：00～24：00。1時間放送。
アニメの放送は全体の60％。アニメのうち国産アニメが70％、海外アニメが30％を占める。
ディズニーアニメや「カードキャプターさくら」なども放送している。 http://www.aniworld.tv/
金鷹アニメ衛星チャンネル：2012年の放送編成（平日）
7：00 麦咭学学看劇場 （アニメ放送）
8：00 仔仔卡通城 （アニメ放送）
（アニメ放送）
12：00 午間泡泡堂
13：00 小飞猪卡通屋 （アニメ情報番組）
17：00 飛行幼楽園
（子供番組）
17：30 麦咭卡通坊 （アニメ放送）
18：00 大画連篇600劇場 （アニメ放送）
19：00 開心家庭700劇場 （アニメ放送）
20：00 快楽卡通800劇場 （アニメ放送）
20：30 玩名堂
（子供番組）
21：00 青少劇場 （青少年向けアニメ放送）
22：00 有味童年 （懐かしのアニメ放送）

◆アニメと子供番組/情報番組により編成されている。
◆放送しているアニメは国産アニメが中心。
「越策越開」（トークショーアニメ）、「哼哈百楽門」、
「倒霉熊」、「晶碼戦士」 、「藍猫龍騎団」、「熊出没」、
「光頭強和熊大熊二」、「摩爾庄園」 、「猪猪侠5」等
◆週末（土日）は夕方までアニメの連続放映を行う。

参考：広告料金 （2004年データ）
放送時間

番組

15秒広告
（人民元）

※公式サイトで2004年より広告料金の更新がない
30秒広告
（人民元）

06：00-16：55

2,000

3,600

12：00-14：30

3,600

5,500

18：25-19：20

金鹰卡通城

7,000

10,500

19：20-19：50

動力卡漫線

6,600

9,900

19：50-21：40

卡通連連看

5,600

8,500

21：40-22：40

成人卡通劇場

5,000

7,500

22：40-24：00

卡通泡泡堂

3,000

4,500
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http://www.hunantv.com/cartoon/adv/20041118001.htm

2-2-7. アニメ放送を行う衛星チャンネル：④広東・嘉佳アニメ衛星チャンネル
広東電視台・嘉佳アニメ衛星チャンネル

広東電視台：http://www.gdtv.com.cn/ 嘉佳アニメ：http://cartoon.gdtv.cn/

南方広播影視伝媒集団（SMC)傘下の広東電視台に所属する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承認された。
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。

嘉佳アニメ衛星チャンネル：2012年の放送編成（平日）
6:00
7:30
8:00
11:30
13:00
14:00
17:15
17:30
20:00
21:00
21:30
22:00

経典卡通 （名作アニメ放送）
聡明宝楽園 （子供番組）
醒晨劇場 （朝のアニメ放送）
動漫酷地帯 （アニメ情報番組）
黄金劇場 （アニメ放送）
幼教楽園 （子供番組）
音楽涂鴉楽園 （子供音楽教育番組）
黄金劇場 （アニメ放送）
親子劇場 （アニメ放送）
音楽涂鴉楽園 （子供音楽教育番組）
方特大世界 （アニメ放送）
深夜劇場

◆アニメと子供番組/情報番組により編成されている。
オリジナルの子供音楽番組や、「快楽童声」という子供の
歌声オーディション等も行なっている。
◆放送しているアニメは国産アニメが中心。
「藍猫龍騎団」、「奇博少年」、「超獣武装勇者無惧」、
「天眼智戦」、「虫虫閙翻天」、
「巴啦啦小魔仙魔法優等生」（実写アニメ） など
◆海外アニメで「トムとジェリー」など放送

嘉佳アニメ衛星チャンネル：2012年広告料金
時間枠

放送時間

15秒広告
（人民元）

特A枠

17：00～22：00

11,700

19,500

A枠

11：30～13：30
22：00～23：00

8,800

13,000

B枠

8：00～11：30
13：30～17：00

4,900

7,800

C枠

6：00～8：00
23：00～放送終了まで

3,900

5,900
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30秒広告
（人民元）

http://ad.gdtv.cn/

2-2-8. アニメ放送を行う衛星チャンネル： ⑤江蘇優漫アニメ衛星チャンネル
江蘇優漫アニメ衛星チャンネル

江蘇省広播電視総台（集団）：http://www.jsbc.com/
優酷アニメ衛星：http://www.jstv.com/2008jsbc/tv/kids/

江蘇省広播電視総台（集団）に所属。
2010年7月1日に従来の江蘇子供チャンネルより“優漫アニメ衛星チャンネル”に改名して衛星放送を開始。
衛星放送開始後、カバーエリアは江蘇省以外に浙江、安徽などの長江デルタ都市に広がり、視聴可能人口は1億人。
国産アニメの放送が中心だが、「ドーラといっしょに大冒険」（DORA the EXPLORER）、「トムとジェリー」、
「ちびまる子ちゃん」、「欽ちゃんの仮装大賞」、「ディズニーアニメ」なども放送している。
※その他、江蘇省広播電視総台には有料デジタルチャンネルが4チャンネルあり、その一つが「幼児チャンネル」である。
江蘇優漫アニメ衛星チャンネル：2012年の放送編成（平日：一例）
7:30 卡通大本営 （アニメ連続放送）
13:10 優漫午劇場 （アニメ放送）
15:10 超級変変変 （欽ちゃんの仮装大賞）
16:00 卡通楽園:小神龍倶楽部（ディズニーアニメの世界）
17:00 優趣倶楽部
17:45 優漫旗艦店 （アニメ情報番組）
18:00 動画天地 （アニメ放送）
19:30 聡明大発現 （子供番組）
19:40 好朋友
（子供番組）
19:50 幸福响当当 （アニメ放送）
21:40 快楽一哈 （アニメ放送）
22:00 優漫合家歓
22:50 トムとジェリー

「花園宝宝」、「不一様的兔子」、「喜羊羊と灰太狼」等
国産アニメの他に「ちびまる子ちゃん」も放送。

「ドーラといっしょに大冒険」、「藍猫龍騎団」、「摩爾庄園」等
「走天涯智慧子弾車」、「猪猪侠」、「歓楽之城」等
「晶碼戦士」、「果宝特攻」、「宇宙星神」等
「Mr. Bean」等

◆アニメと子供番組/情報番組により編成されている。

◆放送しているアニメは国産アニメが中心だが、海外アニメや海外の面白番組の放送も少なくない。
ゴールデンタイム以外は、海外アニメ枠と分けるのではなく、国産アニメと海外アニメが混じって放送されている。
◆広告料金の公表はない。
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2-2-9. その他アニメを放送しているテレビチャンネル：CCTV-子供チャンネル
中央テレビ少児（子供）チャンネル

http://edu.cctv.com/01/index.shtml http://cctv14.cntv.cn/

2003年12月28日に放送開始。従来のCCTV-7（子供、軍事、農業チャンネル）より独立。
毎日6：00～翌日2：00まで、毎日約19時間放送。その半分以上をアニメ放送が占めている。
CCTVで放送する番組（アニメを含む）に関しては、広電総局の承認を得ずにCCTV内で
審査・輸入をすることができる。海外アニメ「ポパイ」、「スポンジ・ボブ」、「鉄腕アトム」、「スラムダンク」、
「機関車トーマス」などを放送している。
参考：中央テレビでは、CCTV-1（総合チャンネル）、CCTV-4（国際チャンネル）、CCTV-6（映画チャンネル）でも一部アニメを放送。
（※映画チャンネルにおける「ワンピース」などの劇場版の日本アニメ放送の事例は後述）
その他、中央テレビ系列では、デジタルチャンネルで「ＣＣＴＶ-科技動漫チャンネル」を2008年11月28日にスタート。
中央テレビ系列唯一のアニメ専門チャンネル。メインターゲットは15才～35才。（拡大ターゲットとして8～45才）
http://www.cctvdream.com.cn/

中央テレビ少児（子供）チャンネル
2012年の放送編成（平日：一例）
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
17:15
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:58

動画楽翻天 （アニメ放送）
動画夢工場 （ＭＣありアニメ番組）
芝麻開門
（子供実験番組）
銀河劇場
（アニメ放送）
早間開心果 （アニメ放送）
小小智慧樹 （子供番組）
動画大放映 （アニメ連続放映）
動画世界
（世界の名作アニメ）
2011暑假児童劇場 （2011夏休みアニメ劇場）
动画大放映 （国産アニメ/優秀輸入アニメ放送）
動画劇場
（アニメ放送）
新聞袋袋褲 （子供の目線で解説したニュース番組）
芝麻開門
（子供実験番組）
動画楽翻天 （アニメ放送）
小小智慧樹 （子供番組）
動画夢工場 （ＭＣありアニメ番組）
大風車
（子供番組）
銀河劇場
（アニメ放送）
異想天開
（子供教育番組）
動画世界
（世界の名作アニメ）
ドラマ放送

◆教育的な子供番組が充実している。
アニメの放送枠も多い。「動画世界」（22時～ 再放送もあり）では
世界の名作アニメを放送。その他のアニメ放送枠でも輸入アニメの
放送ケースがある。
中央テレビ少児（子供）チャンネル：2012年広告料金（一部）
15秒広告
（人民元）

30秒広告
（人民元）

時間枠

放送時間

時間枠1/2/3

6：28/6：58/7：53

17,280

31,100

時間枠11/12/13

13：58/14：58/
15：58

27,360

49,200

時間枠15/16

17：23/17：53

41,250

13,000

時間枠19/20

19：28/19：58

55,950

100,700

時間枠22

21：58

51,000

91,800
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※放送時間は曜日などによって若干前後することがある。
サイトでは全ての放送時間の前に「約」と表記されている。

2-2-10. その他アニメを放送しているテレビチャンネル：上海・哈哈子供チャンネル
http://www.hahatv.com.cn/

上海・哈哈少児（子供）チャンネル

上海東方伝媒集団有限公司（SMG）傘下の子供チャンネル
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「画神閑」、「哈哈総動員」、「宝貝一家一」」など。
アニメは国産アニメ中心の放送だが、「ウルトラマン・ティガ」、「欽ちゃんの仮装大賞」やセサミストリートシリーズ
の「ビッグバードが見る世界」などを放送している。
上海・哈哈少児（子供）
2012年の放送編成（平日：一例）
6:00 （アニメ放送）
8:00 画神閑 (子供お絵かき番組）
8:30 （アニメ放送）
12:00 哈哈小店 （子供番組）
13:00 （アニメ放送）
15:30 超級変変変（欽ちゃんの仮装大賞）
16:00 （アニメ放送）
17:00 故事枕頭 （子供番組）
17:30 （アニメ放送）
19:30 眼鏡大学堂 (子供科学番組)
20:0 子供司会者コンテスト
20:02 アニメ放送
21:02 超級変変変（欽ちゃんの仮装大賞）
21:32 小神龍倶楽部（ディズニー制作の子供番組）
22:02 哈哈小店 （子供番組）
23:02 （アニメ放送）

上海・哈哈少児（子供）チャンネル：2012年広告料金（一部）
放送時間

放送枠

15秒広告
（人民元）

30秒広告
（人民元）

13：00～19：00

アニメ/子供番組

7,800

13,000

19：00～22：00

アニメ放送
（欽ちゃんの仮装大賞含む）

9,000

15,000

22：00～23：00

哈哈小店（子供番組）

7,200

12,000

6：00～13：00

昼間の再放送

3,000

5,000

http://www.smg.cn/review/dept/111/index.shtmlを元に作成

◆アニメと子供番組（教育的な内容のものが多い）で編成されている。 子供司会者コンテストを行なっている。
◆放送しているアニメは国産アニメが中心。
「戦龍戦士」、「小櫻桃」、「神厨小福貴」、「小魔女蒙娜」、「恐龍宝貝」、「果宝特攻2」等
その他、「欽ちゃんの仮装大賞」や「ビックバードが見る世界」等、海外コンテンツも放送している。
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2. テレビアニメ制作+テレビ放送
2-3. 中国における海外アニメの放送に関して
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2-3-1. 海外アニメの配給・放送の申請に関して
海外アニメを中国国内で放送・配給するための審査の流れ
審査①
海外の
版権元

審査②

広電総局の指定
もしくは承認をうけた

輸入機構
広電総局指定もしくは
批准した機構（SMGなど）

代理商
場合によっては代理商
（エージェント）経由

省級
広播電視行政部門

審査③
国家広電総局

審査に
合格すれば

再度審査を行う

上海文広局など
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

＝
マーチャンダイジングに関しては
第四章を参照

広電総局の規定により、海外（香港・台湾含む）から
輸入できるアニメの量には大きな制限がある。

かかる組織は法律上
明記されるものではない

国家広電総局
電視劇審査委員会より

電視動画片
（テレビアニメ）
発行許可証
が発行される

国内で海外アニメを配給
放送するためにはこの
“電視動画片（テレビアニメ）
発行許可証“が必要。

海外のアニメを輸入できるのは、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輸入できない）
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、広電総局の審査が必要。
許可証を得て初めて、放送・配給を行うことができる。

2005年以降、「電視動画片発行許可証」（旧「関于加強動画片引進和播放管理的通知」によるアニメに関す
る許可証）が承認されたのは北京テレビが輸入したアメリカアニメ「バッグスとトゥイーティー（傻大猫和崔
弟）」（2005年）と、SMGが輸入した「テニスの王子様（網球王子）」（2006年）の2本のみ。
CCTVは広電総局の審査を経ない独自審査権を持っており、そこで「ポケットモンスター」や
「スポンジ・ボブ」などの海外アニメが新規輸入の上、放送されている。
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テレビ局
中国国内での放送
及び放映権の販売
契約種類
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
③中国全国での放送・配給権

2-3-2.

輸入アニメのテレビ放送状況
海外アニメのゴールデンタイムでの放送禁止等の規制の上、海外アニメの輸入に関して
広電総局の新規許可が下りない状況が続いている。
各アニメチャンネルや子供チャンネルでは国産アニメ中心の編成に移行しているが、
それでも海外アニメの放映が全くなくなっているわけではない。
従来の許可をもとに再放送されている作品だけでなく、映画枠で日本の劇場版アニメを
放送したCCTV-6や、共同制作による「ビッグバードが見る世界」（全52話、各10分。
セサミストリート工作室と上海炫動伝播股份有限公司が合作）や「小神龍倶楽部 (The Dragon Club)」
（ディズニーが制作し、中国の40以上のテレビ局で放送されている子供番組ディズニーアニメの紹介もあり）等がある。
（※共同制作作品に関しては前述）

Nickelodeonの事例
◆Nickelodeonの「スポンジ・ボブ（中国語名：海綿宝宝）」を2005年に中央テレビが輸入。続けて第6シーリーズまで輸入。
2006年1月から中央テレビ・子供チャンネル（20：00～）第１シリーズから第３シリーズまで1話ずつ放映。
2009年3月から第4シリーズと第5シリーズの半分を放送、2010年2月から第5シリーズの残り半分と第6シリーズを放送。
2009年11月～2010年1月にCCTV-1でも放送。四半期の視聴率トップで、4～14才の視聴層で9.24％の視聴率を記録。
◆続いて「ドーラといっしょに（愛探検的朶拉）」が2010年2月から教育チャンネルで放送になる。
その後、江蘇優漫アニメ衛星チャンネルでも放送に。 騰訊児童による「ドーラといっしょに」のサイト：http://kid.qq.com/dora/

◆MTV Networks傘下のNickelodeonと央視網（CCTVネット）が提携し、
Nickelodeonの中国語サイトを運営。（http://nick.cctv.com/）
中央テレビサイト：http://space.tv.cctv.com/page/PAGE1238665347803297
人民網 2010年2月5日：http://www.people.com.cn/GB/50142/50472/50477/178141/10936026.html
京華時報 2010年1月30日：http://hb.qq.com/a/20100131/001798.htm

CCTV映画チャンネルの事例
◆CCTV-6映画チャンネルが「NARUTO」の劇場版3部と、「ワンピース」の劇場版3部を輸入。
「NARUTO」は2011年7月25日から1週間以内で連続放送。「ワンピース」は2011年8月8日から。中国国内での最初の放送。
（108動漫網 2011年7月18日：http://cg.zjol.com.cn/05cg/system/2011/07/18/017687081.shtml ）
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2-3-3. 日本アニメの放送状況
海外のアニメは2008年5月1により、法律の規定でゴールデンタイム（17時から21時まで）に放送することが
禁止されている。
《広電総局《関于発展我国影視動画産業的若干意見》（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
《広電総局関于加強電視動画片播出管理的通知》（テレビアニメ放送管理強化に関する通知） 2008年2月14日発布

参考

中国各テレビ局での日本製アニメの放送状況

（調査期間：2011 年 10 月 1 日～12 月 31 日）

出典： ジェトロレポート「中国における日本製コンテンツ放映・上映・発売状況等データ」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000804/report.pdf
省及び市レベル以上のテレビ局における番組放送情報等を基にジェトロ作成。

⇒他の時期の中国における日本アニメの放送は、同レポートシリーズをご参照ください。
日本語名称

中国語名称

導入機関

放送局・チャンネル

第一話放送日

最終話放送日

放送時間

デジタルモンスター

数碼宝貝

北京迪美文化発展有限会社

山東 TV 少児 Ch

2011/09/17

2011/12/11

13:30～

ドラえもんⅡ

哆啦 A 夢Ⅱ

上海美術電影製片厰

南方 TV 少児 Ch

2011/11/28

2011/12/25

06:00～

山東 TV 少児 Ch

2011/11/12

－

12:00 ～

上海 TV-炫動卡通 Ch 追
炫白金劇場

2011/12/22

－

22:33～

2011/12/23

－

14:23～

上海 TV-炫動卡通 Ch
追炫白金劇場

2011/11/21

2011/12/09

22:03～

2011/11/22

2011/12/10

14:53～

テニスの王子様

キャッツ・アイ

網球王子

猫眼三姉妹

上海文広新聞伝媒グループ

上海富爾億影視伝媒有限会社

魔神英雄伝ワタル

神龍闘士

広東百視聯影業発展有限会社

上海 TV 哈哈少児 Ch

2011/12/17

－

16:00～

中華一番

中華小当家

広東百視聯影業発展有限会社

上海 TV-炫動卡通 Ch
追炫白金劇場

2011/12/09

2011/12/25

23:33～

2011/12/10

2011/12/25

15:23～

三国演義

三国演義

（日中共同制作）

上海 TV-炫動卡通 Ch 追
炫白金劇場

2011/12/07

2011/12/15

07:33～

名探偵コナン

名偵探柯南

（不明）

河北 TV 都市 Ch

2011/10/24

－

12:05～

ポケモンⅡ

神奇宝貝Ⅱ

（不明）

南方 TV 少児 Ch
経典動画城

2011/12/11

2011/12/18

10:00～
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3. アニメ映画制作+上映

※映画市場全体（輸入・配給・放映）に関しては
別途「映画市場調査」をご参照ください。
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3-1.

アニメ映画市場概況
2010年～2011年に完成し、配給許可を得た国産アニメ映画は、2010年が16作品、2011年は24作品。
興行ランキングではアニメ映画が映画市場全体でも大きな割合を占め、
2011年アニメ映画興行ベスト10では、3本の国産アニメ映画がランクインしている。
（新民網 2012年5月2日： http://news.xinmin.cn/rollnews/2012/05/02/14611031.html）

2011年中国のアニメ映画興行ランキング
順位

芸恩娯楽サイト 2012年1月12日：
http://news.entgroup.cn/comic/1212612.shtml

タイトル

国産/輸入

1

功夫熊猫2（Kung Fu Panda 2）

制作国：アメリカ、配給：華夏/中影（聯合）

6億1,711万元

2

藍精霊（The Smurfs）

制作国：アメリカ、配給：華夏/中影（聯合）

2億6,372万元

3

喜羊羊と灰太狼 兎年頂呱呱

国産
制作：上海炫動伝播股份有限公司
広東原创动力文化伝播有限公司
北京優楊文化伝媒有限公司

1億4,895万元

4

里約大冒険（Rio）

制作国：アメリカ/カナダ、配給：中影

1億4,215万元

5

丁丁歴険記（The Adventures of
Tintin: The Secret of the Unicorn）

制作国：アメリカ/シンガポール/ベルギー、
配給：華夏/中影（聯合）

1億3,260万元

6

賽車総動員2 （Cras2）

制作国：アメリカ、配給：中影

7,955万元

7

動物総動員

制作国：ドイツ、配給：中影

6,525万元

8

熊猫総動員

制作国：中国/ドイツ、配給：中影

4,675万元

9

賽爾号

国産
制作：上海天娯伝媒有限公司
上海淘米網洛科技有限公司
卡通先生（天津）影業有限公司

4,410万元

10

洛克王国！聖龍騎士

国産
制作：深圳騰訊計算機系统有限公司
北京優楊文化伝媒有限公司
上海炫動伝播股份有限公司
北京鉄皮青蛙創意文化伝播有限公司

3,365万元

133
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

興行収入（単位：元）

3-2.

日本／日中合作アニメ映画の上映状況
日本アニメ映画の中国公開は年間数本。
日中合作アニメ映画の制作という新しい動きも出ている。

日中合作アニメ映画・・・

「藏獒多吉 （邦題：チベット犬物語～金色のドージェ～）
マッドハウスと中国電影集団が合作して制作した初の日中合作アニメ映画。
2011年7月に中国公開。日本では2012年1月公開。
原作：楊志軍の小説「藏獒」
監督：小島正幸、キャラクターデザイン：浦沢直樹、主題歌：alan

日本の公式サイト：http://www.madhouse.co.jp/tibetan-dog/
百度：http://baike.baidu.com/view/5116415.htm

◆日本アニメ映画の上映 中国版“一休”も公開に向けて始動。
(※上海炫動伝播副総経理が中国版一休が公開に向けて始動していると発表)
2011年11月28日 騰訊娯楽：http://ent.qq.com/a/20111128/000038.htm

日本のアニメ映画の上映関連・・・
◆「大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE」（中国語タイトルは「宇宙英雄之超銀河伝説」）公開
興行収入3100万に達し、中国における日本映画の最高記録を更新。
2011年5月11日 新浪娯楽：http://ent.sina.com.cn/m/c/2011-05-11/22173305406.shtml
2011年8月15日 鳳凰網：http://ent.ifeng.com/movie/news/industry/detail_2011_08/15/8410845_0.shtml
◆「名探偵コナン」のシリーズ第15番目の映画作品「名探偵コナン 沈黙の15分」が公開。
2011年11月4日 網易網：http://ent.163.com/11/1104/04/7I06O11R00032DGD.html
◆「名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）」は2010年1月に中国で公開。
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3-3.

海外アニメ映画の中国での展開状況
海外アニメ映画の中国での展開状況

■輸入映画もハリウッドの３Ｄアニメ作品が興行的にも成功を収めている
◆2011年に公開された輸入映画の興行でも「功夫熊猫2（カンフー・パンダ2）」（興行収入6億1,711万元）が
第2位、「藍精霊（The Smurfs）」（興行収入2億5,498万元）で 第6位。
◆ディズニー映画は中国でも幅広い層に人気。2011年には「賽車総動員2（Cars 2）」が公開され、中国要素を
取り入れて「兵馬俑」の間を車が走るシーンが話題になった。（興行収入7,955万元）
◆2012年には「快楽的大脚2（Happy Feet 2）」が2月に公開された。
関連ニュース
◆ドリームワークスが中国で合資でスタジオ設立
2012年2月に中国国家副主席・習近平氏がアメリカ訪問期間中に、アメリカのドリームワークスが中国でスタジオ設立の可能性
について言及。ドリームワークスが中国で3.3億ドルを投資し、上海の会社と合資で、上海東方夢工厰影視技術有限公司を設立。
4年後の上海で第一弾映画の完成を目指す。
（これまでにドリームワークスの「カンフー・パンダ」「カンフー・パンダ２」は中国で大ヒット）
（2012年2月21日 漫域：http://www.comicyu.com/Html2010/2/2012/64529.html、 2012年2月22日 銭江晩報： http://news.entgroup.cn/comic/2212937.shtml
2012年2月21日 中国動画産業網：http://www.cnaci.com.cn/html/dhzx/gnyw/6313.html）

上海の大型書店にて撮影。ディズニー作品やハリウッドの３Dアニメ映画のDVDが並ぶ。
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3-4.

国産アニメ映画の話題作
国産アニメ映画の話題作

■国産アニメ「喜羊羊与灰太狼」の映画シリーズが大ヒット

※「喜羊羊と灰太狼シリーズ」に関しては前述

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。
2010年に「喜羊羊と灰太狼の虎虎生威」、2011年「喜羊羊と灰太狼の兔年頂呱呱」、2012年「喜羊羊と灰太狼の
開心闖龍年」がお正月映画として公開され、年々ヒットが拡大している。
「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」の初日興行成績は2000万元を突破。
最終的な興行は「喜羊羊と灰太狼の開心闖龍年」が1.6億元、「喜羊羊と灰太狼の兔年頂呱呱」は1.5億元を記録。
関連サイト：CNTV http://news.cntv.cn/20120227/112126.shtml

広東原創動力文化伝播有限公司 http://www.22dm.com/

■子供向けＳＮＳゲームから映画に：「賽爾号」
「賽爾号」はもともと2009年に上海淘米公司が発表した子供向けSNSのオンラインゲーム。
7～14才の子供向けに開発されたバーチャルコミュニティーゲームで、宇宙バーチャル探索船「賽爾号」に乗って
宇宙の新エネルギーを探るゲーム。 淘米網 URL: http://seer.61.com/
そしてゲームに登場するキャラクターたちをベースに2011年にアニメ映画化され、親子連れに大人気となった。
2011年夏休みに公開された映画第一弾の興行収入は4,410万元。
2011年度に公開されたアニメ映画の中で第9位。（国産アニメでは「喜羊羊と灰太狼」に続いて第2位）
2012年夏に第二弾の公開が準備されている。

■60年代の孫悟空アニメが３D映画となって劇場公開：「大閙天宮」
国産アニメの最高傑作と言われてきた「大閙天宮」を、2011年に上海美術電影製片廠と上海電影（集団）有限公司が３Dの形式
を用いて再びスクーリーンに蘇らせた。
内容は1961年版のストーリーベースから調整し、もともと前後編合わせて110分だったものを88分に編集。スクリーンサイズや
映画音楽を新たに調整した。
2012年1月公開。 上海美術電影製片廠 http://www.ani-sh.com/
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4. キャラクターのマーチャンダイジング

以下に関しては、各頁をご参照下さい。
◆インターネット配信+モバイル配信→参照：「中国のテレビ番組及び映像配信市場調査」
-土豆網とテレビ東京が契約し、日本アニメをインターネット配信等の新たな動き 等
◆パッケージビジネス（DVDなど） →参照：「中国の音楽市場及びパッケージビジネス調査」
－宮崎駿作品やウルトラマンシリーズ、ドラえもん、ちびまる子ちゃんなどのDVDが販売されている。 他
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4-1.

アニメキャラクターのマーチャンダイジング（エージェント）
キャラクターブランドをトータルで管理するエージェントは、海賊版対策などでも手腕を発揮している。
海外ブランドだけでなく国産キャラクターの開発から手がけているところもある。

会社名

主な授権ブランド

会社概要

URL

博士蛙国際控股有限公司

哈利波特（ハリー・ポッター／アメリカ）、網球王子（テ
ニスの王子様）、NBA（アメリカ）、湯瑪士小火車（きか
んしゃトーマス／イギリス、カナダ） 等

1997年設立。子供用品の開発及び小売を専
門とする。自社ブランド博士蛙、Baby2 、Dr.
Frogを持ち、子供向けアパレル（服、靴、装
飾品）や日用品のキャラクター商品の開発、
販売を行う。年間2,000種類以上の新たな子
供アパレル商品を市場に送り出している。

http://www.boshiwa.cn/s/
http://www.boshiwa365.com
http://boshiwa.tmall.com/

広州芸洲人文化伝播有限公司

海綿宝宝（スポンジ・ボブ／アメリカ）、愛探検的朶拉
（ドーラといっしょに／アメリカ）、長江7号（香港）、
MYOO（韓国）、Domo（どーもくん／NHK）、超智能足
球GGO（深圳） 等

1994年設立。ブランド管理全般（テレビ配給、
おもちゃ流通、商品授権、パッケージ商品展
開）までトータルで行う。

http://www.yzav.net/

天絡行（上海）品牌管理有限公司

網球王子（テニスの王子様)、ディズニーの海底総動
員（ニモ）／仙女（フェアリーズ）／史迪仔（スティッ
チ! ）、天使猫（エンジェルキャットシュガー、日本）、倒
霉熊（Backkom、韓国） 等

2003年設立。ブランドの授権業務をメインに
行う。（授権対象は商品、出版、DVD、新媒
体など多岐に渡る）

http://www.skynetasia.com/

艾影（上海）商貿有限公司

2006年設立。
本社は香港にある国際影業有限公司
（Animation International）。

http://ai-china.com.cn/

Animation International (Shanghai) Ltd.

日本のキャラクターを主に扱う。
哆啦A梦（ドラえもん）、蜡笔小新（クレヨンしんちゃん）、
PANDA-Z、茶犬（お茶犬）、PostPet 等

広州市鋭視文化伝播有限公司

奥特曼（ウルトラマン）

マーチャンダイジング、及び玩具製造メー
カー。ウルトラマンに特化。

http://www.gzruishi.com/CN
/index.php

上海世紀華創文化形象管理有限公司

奥特曼（ウルトラマン）、M78（ウルトラマンM78シリー
ズ）、櫻桃小丸子（ちびまる子ちゃん）、金甲戦士（国
産） 等

2002年設立。メディア放映、商品授権、図書
出版、宣伝までトータルで行う。
すでに授権したキャラクター商品は2000種類
を超える。

http://www.scla.com.cn/

上海奉全文化伝播有限公司

洋葱頭（国産）、悠嘻猴（YoYoCiCi）（国産）、
招財童子（国産）、蘑菇点点（国産）等

2005年設立。国産キャラクター中心。傘下に
カードやプラスチック製品の会社を所有。

http://www.vogea.com/

北京優優星文化伝媒有限公司

花園宝宝（In the Night Garden イギリス）、小羊肖恩
（Shaun the Sheep／イギリス）、小小羊提米（Timmy
time／イギリス）、洛克王国（国産、騰訊）

優揚伝媒（UYONG Media Co.,Ltd）傘下の
キャラクターブランドのエージェント会社とし
て2007年に設立。

http://www.uyoung.com.cn/

北京迪納文化発展有限公司

米菲（miffy／オランダ）

米菲（miffy／オランダ）のエージェンシー

http://www.miffy.com.cn/

広東奥飛動漫文化股份有限公司

国産オリジナルアニメ：
火力少年王3、巴啦啦小魔仙、閃電衝線、戦龍四駆
等

毎年4～5作品のオリジナルアニメを開発。
2010年嘉佳アニメを買収。中国で唯一のア
ニメチャンネルを運営する民営企業。

http://www.gdalpha.com

Boshiwa International Holding Limited

Guangzhou Art-land Human Being
Culture Communication Co., Ltd

ShangHai Skynet Asia
Culture Communication Co., Ltd

Guangzhou Ruishi Culture Dveloping Co., Ltd
China Shanghai Character License Administrative
Co,Ltd

Shanghai VOGEA Culture Communication Co.,Ltd

Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.

一部参考：中国動漫産業発展報告〈2011） 社会科学文献出版社 P.139を元に情報を追加し作成
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4-2.

ディズニーのマーチャンダイジング展開
ディズニーのマーチャンダイジング展開

ディズニー中国公式サイト：http://dcp.dol.cn/

ディズニーはアニメの展開だけでなく、キャラクターを生かしたマーチャンダイジングの展開も中国で積極的に行なっている。
アニメ・映像の展開：
－テレビでの子供番組「小神龍倶楽部 (The Dragon Club)」の制作・放送、アニメ映画の公開（2011年「賽車総動員2（Cars 2）」）。
－ブルーレイ、DVD等の映像ソフトの販売。
キャラクターを生かした商品の開発・販売：
◆玩具、文具、日用品。
◆子供向けアパレル： 子供服、カバンなどの周辺商品。
⇒公式インターネットでの販売： http://www.xiaozhuren.com/Disney
⇒ライセンスの授権を受けたエージェントによる実店舗での販売。
（下記写真は、上海の大型ショッピングセンター内で撮影）

子供向け英語教室（Disney English）：http://www.disneyenglish.com/
上海、蘇州、杭州、南京、寧波、北京、天津、成都、武漢で展開。（上海で14箇所、北京で9ヶ所、他はそれぞれ１～3箇所）
2～3才、3～6才、6～12才に分けてクラス設定。夏休み特別クラスなどもある。
上海にディズニーランドを建設中：
2015年に開業予定で、現在建設中。予定通り開業すればディズニーパークとしては12番目の開園となる。
その他に・・・
「Disney ON ICE」（ディズニーキャラクターによるアイススケートショー）
2011年11月4-6日 北京・工人体育館（チケット：80、180、280、380、500元）
2011年11月11-13日 上海・メルセデス・ベンツ文化中心（チケット：80、180、280、380、500元）
2011年11月25-27日 広州体育国際演芸中心（チケット：100、280、480、680、1280元）
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5. アニメ関連法規
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5-1.

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

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

http://www.people.com.cn/electric/fl
fg/d6/940203.html

《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）
http://www.gov.cn/gongbao/conte
nt/2000/content_60451.htm

主な内容

発布日

国外アニメを輸入する機関は、広播電影電視部が指定(第4条)
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（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）（第4条）
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。
⇒但し、本規定は2004年に発布された｢ 境外電視節目引進、播出管理規定 ｣により廃止された。
http://www.jincao.com/fa/law23.43.htm
 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）（一）
 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（五）。
 テレビ局は「電視動画片発行許可証」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（六）。
⇒但し、本規定は2009年に発布された｢国家広播電影電視総局関于廃止部分広播影視規章和規範性文
件的決定 ｣（http://www.masfzb.gov.cn/news/ShowArticle.asp?ArticleID=2242 ）により廃止され、
関連する内容については「境外電視節目引進、播出管理規定｣ で規定されている。
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1994年
2月3日

2000年
3月20日

5-2.

海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（２）
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

《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）
http://comic.qq.com/a/20
050821/000006.htm

主な内容
 各テレビ局は、アニメの放送総量を拡大する（6）。
 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を下回ってはいけない。すなわち国産ア
ニメの毎季の放送総量はアニメ番組全体の60％を下回ってはならない（6）。
 小児チャンネル、アニメチャンネルは、毎日のゴールデンタイム(19：00～22：00)のうち一定時間、
国産アニメを放送しなければならない。アニメ映画の放送の規模を拡大し、国産アニメ映画を主流
の映画館で上映するよう奨励する（6）
 国外のアニメ産業との広範囲での合作を強化する（20）。
 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（20）。
 中国中央機構、直属機構が国外の機構と合作してアニメ製作経営機構を成立する際には、国家
広電総局の批准を得なければならない（20）
 全ての合作アニメ国家広電総局の審査を経て、許可書を取得した後、発行・放送が可能となる
（20）
 全ての輸入アニメは、国家広電総局の審査を経て、許可書を取得した後、発行・放送が可能となる
（21）
 国家広電総局の指定する輸入資格のあるアニメ制作機構は、国外アニメの輸入を行うことができ
る。国産アニメを制作している「テレビ局」も国外のアニメの輸入ができる（21）
 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（21）
 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（21）
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発布日

2004年
4月20日

5-3.

海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（３）
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

《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

《広電総局関于禁止以
欄目形式播出境外動画片的緊急通知》
（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

≪広電総局関于進一歩加強動画片審
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.guangzhou.gov.cn/node_2382/node_503/node_509/2
006-02/114005622991824.shtml

主な内容

発布日

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等は、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。毎日放送する輸入ドラマ等以
外の輸入番組は全体の15％を超えてはならない（18条）
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（18条）

2004年
9月23日

 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（二）
 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（二）
 海外のアニメ会社から購入しもしくは譲り受けた未審査のアニメを放送しては
ならない。仲介代理会社が推薦した未審査の国外アニメを放送してはならな
い（三）。
 本通知が発布した後、各広播影視機構はアニメ情報番組、アニメ専門番組に
対する検査を実施する。これらの番組を直ちに停止、或いは改正させなけれ
ばいけない（四）

2005年
9月13日

 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（二）
 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（二）
 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（四）
 アニメ専門チャンネル、アニメを放送する時間帯、アニメを放送する番組で実
写版の製品をアニメとして放送してはいけない（三）
※但し、本規定は国産のアニメのみに関する規定であると解釈されている。

2005年
2月15日
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5-4.

海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（４）
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

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。

《広電総局関于加強電視動画片
播出管理的通知》
（広電総局によるテレビアニメ放送管理強化
に関する通知）

http://www.dongman.gov.cn/cygc/200
8-02/29/content_25491.htm

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番組を作り、国産アニ
メ発展において良好な環境を作り出す（一）
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
介する情報番組等の放送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（二）
--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アニメは放送してはならない（五）
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）（六）
海賊版の国外アニメについて一切の放送を禁止する。版権が過ぎた国外のアニメを国内
で放送する場合には、関連の手続により、審査・批准を経なければならない。版権が過ぎか
つ批准を経ていない国外のアニメについて各地のテレビ放送機構は一切購入もしくは放送
をしてはいけない。（七）
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2008年
2月14日

5-5.

海外のアニメ輸入・放送に関する法規一覧（５）
国外アニメ・漫画の輸入に関する国務院、文化部等が発布した規定一覧
法規名

主な内容

発布日

《文化部关于扶持我国动漫产业
发展的若干意见》

 第13条：国際交流・合作を促進し、国産アニメ・漫画の輸出を奨励する。中国アニ
メ・漫画企業が合弁、合作等の方法で国際合作及び国際市場の競争に参加する
ことを奨励する。
 第15条：漫画類の美術品、アニメ・漫画の舞台劇、インターネットアニメ・漫画、携
帯アニメ・漫画等の輸入文化作品については内容審査を強化する。輸入アニメ・
漫画は審査を経ていない場合、法に従って検査・処理される。

文化部
2008年
8月13日

 第9条：｢外商投資産業指導目録｣及び文化分野における外資の引入れに関する
政策に従い、外商投資が各種のアニメ・漫画製品の研究・開発・創作・生産を主導
する。
 第11条：国務院関連部門の認定を経たアニメ・漫画会社が自主開発して生産した
アニメ・漫画製品及び国務院関連部門が輸入すべきと認めたアニメ・漫画製品に
ついては、輸入税、輸入に関連する増値税を免除することができる。

国務院
2006年
4月25日

第10条：国家は外資経営、中外合弁経営、中外合作経営の放送局、テレビ放送局
の設立を禁止する
第39条：国外映画、ドラマ、その他の番組を放送するには広電総局或いは広電総
局が委任した機構による審査・批准を経なければならない
第40条：全ラジオ・テレビ番組の放送時間に占める国外ラジオ番組・テレビ番組の
比率は広電総局が定めた比率に従わなければならない
第42条：広告の放送時間は広電総局が定めた時間を超過してはいけない

国務院
1997年08月11日
発布

(中国のアニメ・漫画産業の発展に関
する文化部の若干意見）
http://www.gov.cn/gzdt/200808/19/content_1075077.htm

《国务院办公厅转发财政部等部
门关于推动我国动漫产业发展
若干意见的通知》
(中国のアニメ・漫画産業の発展に関
する国務院事務室から財政部等部門
への意見の通知）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/con
tent_310646.htm

《广播电视管理条例》
(ラジオ・テレビ管理条例)
http://www.gov.cn/banshi/200508/21/content_25111.htm
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5-6.

海外のアニメ合作に関する法規
広電総局による合作アニメに関する規定一覧
法規名

《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

主な内容
広電総局による、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。
国家は中外合作ドラマ(テレビアニメ含む)について許可制度を実施する。批准を
経ずに、中外合作ドラマ(テレビアニメ含む)の制作活動に従事してはいけない；審
査で不合格となった中外合作ドラマ(テレビアニメ含む)の完成品は発行、放送して
はいけない（第4条）
中国、外国が連合して、テレビアニメを制作する場合には、以下の条件を満たさ
なければならない（第8条）（※以下の１、２は条件の一部である）
1、中国側の機構は｢広播電視節目製作経営許可証｣を持っていなければ
ならない
2、中国側、外国側はテレビアニメの国内外の版権を共有しなければならない
中国、外国が連合して、ドラマ或いはテレビアニメの制作計画を申請する場合、
及び中外連合制作ドラマ(テレビアニメも含む)の完成品の審査を申請する場合
には、以下の申請及び報告を要する。（第11条）
1、中国側の機構が直接広電総局に対する「電視劇制作許可証（甲類）」を
申請する制作機構である場合には、直接広電総局に対する申請・報告
2、中国側の機構がその他の機構である場合には、先に所在地の省の
広播電視行政の同意を得たうえで、広電総局に対する申請・報告
●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）
中国、外国が連合して制作したドラマ(テレビアニメも含む)は完成後、広電総局
審査を経なければ、当該許可証を取得することができない（第15条）
「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））
凡そ中国の特色をテーマとして表現した中外連合制作のテレビアニメは、国産
のテレビアニメとして放送できる（第18条）
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発布日

2004年
9月21日

5-7.

映像ソフト／インターネット配信に関する規定

◆インターネット配信+モバイル配信
◆パッケージビジネス（DVDなど）

→参照：「中国のテレビ番組及び映像配信市場調査」
→参照：「中国音楽市場及びパッケージビジネス調査」
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2012年
調査報告

中国漫画市場調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 中国における出版市場概況
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1-1. 中国の出版市場概況/日本のコンテンツ分布状況
中国の出版市場概況

広東出版新聞局（出典：新聞出版網 ） 2012年1月11日：
http://www.xwcbj.gd.gov.cn/news/html/zxdt/article/1326
237441048.html

2011年中国の図書小売販売市場規模は400億元を超える。前年比5.95％増。
販売された図書は111万種類。2010年比6万種類の増加。
児童図書の市場が順調に伸びており、児童文学、ゲーム知能、幼児教育類が16％強の増加。

中国の出版市場における日本のコンテンツ分布状況
書籍
中国語に翻訳の上、中国版の出版
主なジャンルとして・・・

◆小説 / 随筆
東野圭吾、村上春樹等の日本のベストセラー
の中国版が次々と出版されている。
近年、若者層向け涼宮ハルヒシリーズなどの
ライトノベルも人気。

◆漫画
「バクマン」、「神の雫」などの出版。
また高木直子に代表されるようなコミック
エッセイがひとつのブームとなっている。

→漫画書籍に関しては
第二章参照

◆ビジネス書
その他、ノウハウ本、教材系 等

雑誌
日本の雑誌のライセンス提携。
コンテンツを中国語化したものと中国の
オリジナルコンテンツを合わせるのが一般的。

◆ファッション誌
女性ファッション誌を中心に人気が高い。
年々中国のオリジナルコンテンツも充実の傾向にある。
-「瑞麗」系列：http://www.rayli.com.cn/
瑞麗服飾美容：Ray（主婦の友社）
瑞麗伊人風尚：Classy（光文社）
瑞麗時尚先鋒：GLAMOROUS（講談社）
男人風尚：LEON（主婦の友社）
-昕薇：VIVI（講談社）http://www.ixinwei.com/
-米娜：mina（主婦の友社）http://www.mina.com.cn/
-卡娜：Scawaii!（主婦の友社）http://www.scawaii.com.cn/
-今日風采：Oggi（小学館）http://www.oggi.com.cn 、等

◆漫画雑誌
小学館系列の「龍漫」、角川系列の「天漫」、
講談社も参入か。

→漫画雑誌に関しては
第三章参照

瑞麗系情報：

http://www.brisian.co.jp/special/chinamedia.html

◆情報誌
ゼクシーやホットペッパー等

DVD/CDなどの
パッケージ市場
→参照：
「中国のテレビ番組及び
映像配信市場調査」レポート

デジタル書籍
→デジタル漫画書籍の出版に
関しては第四章参照

外国語書籍としての原書輸入
外文書店（国営）や亜馬遜（Amazon.cn）などで
日本語原書の購入ができる。

中国図書進出口（集団）総公司：図書輸出入を担う
2002年新聞出版総署傘下の13機関が共同で中国出版集団を設立。
その中国出版集団傘下の一機関である。
輸入出版物は平均で20万種類余り。国内の輸入図書市場の60％以上を
占める。http://www.cnpeak.com/

原書の種類：亜馬遜（Amazon.cn）による
「影印版」：海外の出版機構が国内の出版社に授権して出版された外国語書籍。
内容が一部調整／縮小されている場合がある。
定価は国内市場にあわせて安めに設定されている。
「原版」： 海外で出版されているそのままのクオリティ。印刷、流通コストなどから
値段は高め。
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1-2. 中国の書籍・雑誌販売ルート
書店ルート
大型書店では図書書籍以外にも、雑誌、CD/DVDなどの取り扱いもある。

国営で大型チェーン展開している「新華書店」

郵政局が管理する街角の「書報亭」（ブックスタンド）
新聞/雑誌を主に販売。（雑誌の販売ルートとして、書店より一般的）

その他、街中にも小型の
雑誌・書籍販売店舗がある。
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1-3.

書籍流通ルートの変化
図書の流通ルートの変化
◆雑誌や新聞は一般的に書店ではなく、郵政局が管理する街角の「書報亭」（ブックスタンド）や
駅のスタンド等で販売されている。
◆書店は国営で大型チェーン展開している「新華書店」などがある。
◆近年、勢いがあるのが「ネット書店」。当当網（www.dangdang.com）と亜馬遜（Amazon.cn）の二大勢力。

当当網 （www.dangdang.com）

亜馬遜（Amazon.cn）

1999年11月に正式運営。
アメリカのIDGなどからの投資をうけて、世界最大の中国語ネット
ショッピングモールとしてスタート。
書籍、CD/DVD、化粧品、家庭用品、ファッションなど100万種類を
超える商品を扱う。
書籍の在庫は60万種類近い。電子書籍の販売も開始している。

卓越網（2000年に設立した図書、CD/DVD、ソフト、玩具、百貨等
のネット販売のサイト）を2004年に全資買収。

（電子書籍は同タイトルの紙書籍よりも約20～60％の価格でかなり割安）

2010年アメリカ・ナスダックで上場。

現在、図書、音楽、映像、携帯デジタル、家庭用品、玩具、健康、
化粧品など28ジャンル、260万種類余りの商品を扱う。

日本の原書の販売も扱っている。（輸入図書）
その他、「日本図書館」のコーナーもある。

当当網、亜馬遜のどちらも、普通配達の送料は5元で、
29元以上の購入で送料が無料となる。
支払いの方法は、ネットでのカード（銀行/クレジットカード）
引き落とし、郵便局からの振込のほか、商品配達時の
支払いでも可能となっている。

2011年それぞれの図書売上高予測は、当当網が24.62億元、
亜馬遜（Amazon.cn）は15億元以上。
2011年11月14日 中国経済網：
http://book.ce.cn/ssjj/201111/14/t20111114_22835773.shtml
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1-4. 中国の出版市場における日本図書概況
中国の出版市場における日本図書販売概況
吉本ばなな、道尾秀介、凑かなえ、海堂尊など近年の日本のベストセラーが次々と中国語に翻訳され、出版されている。
中でも村上春樹、東野圭吾の書籍は人気が高い。
また高木直子の書籍ヒットから、日本のコミックエッセイにも注目が集まっている。
稲盛 和夫、大前研一などのビジネス書や、ファッションや手芸などのノウハウ本なども市場ニーズがある。

亜馬遜（Amazon.cn）：日本図書販売ランキング（2012年2月）現在
順
位

書名

作者

出版社

定価/
販売価格（元）

1

白夜行

東野圭吾

南海出版社

29.8/17.9

2

嫌疑人X的献身

（原題：容疑者Xの献身）

東野圭吾

南海出版社

19.8/11.9

3

知日・書の国

蘇静

鳳凰出版社

35 /21.1

4

1Q84（3冊セット）

村上春樹

南海出版社

111.5/68.8

5

一個人住的每一天

高木直子

遼寧科学技術出
版社

25 / 15

6

不去会死:環遊世界九万五千公
里的自行車単騎之旅

石田
ゆうすけ

上海翻文出版社

28 /18.2

（原題：ひとり暮らしな日々。）

（原題：行けずに死ねるか！-世界9万5000km自
転車ひとり旅）

7

羅馬人的故事1

塩屋七生

中信出版社

36 / 22

8

羅馬人的故事2

塩屋七生

中信出版社

39 / 22

9

阿米巴経営

稲盛 和夫

中国大百科全書
出版社

28 /17.1

第一次一個人旅行

高木直子

陝西師範大学出
版社

25 /13.8

10

（原題：ローマ人の物語1）

（原題：ローマ人の物語2）

（原題：アメーバ経営ひとりひとりの社員が主役）
（原題：ひとりたび１年生）

Amazon.cn：日本図書販売ランキングhttp://www.amazon.cn/gp/bestsellers/books/97392071/ref=zg_bsnr_tab#zg_learnMore
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2. 図書出版/漫画市場

（2012年 上海の書店にて撮影）
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2-1. 中国漫画市場への参入方法
中国における日本の漫画コンテンツ展開の可能性

➀ 日本の漫画をそのまま輸出
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）
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（コミックス）の場合】 →第2章参照
―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行われていない）
―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・ロイヤル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】 →第3章参照
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、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）
従来の小学館系「龍漫」「龍漫星期天」のほか、講談社も中国での漫画雑誌出版がニュースになっている。
角川系（広州天聞角川動漫有限公司）「天漫」が2011年9月号創刊。新たな試みとして、「らき☆すた」「機動戦士ガンダムUC」
「涼宮ハルヒの憂鬱」など日本の原作を中国の漫画家の作画により連載している。

【デジタル書籍（ネットでの配信）】 →第4章参照
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。漢王書店（http://book.hwebook.cn/ ）など。
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2-2. 中国の漫画市場概況
中国の児童図書及び漫画市場
2010年に児童図書市場は49.95億元に達した。2006年から5年間で倍増。
2010年に児童図書小売市場は全体の13.5％を占める。
2010年の段階で児童図書の輸入と国産図書の比率は5：5（2010年時点では7：3だった）。
新聞出版総署 2011年6月16日：http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/header.jsp?channelId=1013&siteId=21&infoId=718685

2009年中国のアニメ漫画出版物市場規模は7.3億元。
そのうちアニメ漫画図書（雑誌含む）の市場規模は5.6億元、アニメCD/DVD市場規模が1.7億元。
2012年には全体市場規模は8.5億元に達すると見込まれる。 恩芸サイト：http://www.entgroup.cn/views/a/8018.shtml
当当網の2010年末までの統計で、漫画/ユーモア類の図書は全部で9078種、前年比1470種増加。
すべての書籍（1248390種）の中で0.73％を占める。
「中国動漫産業発展報告（2011）」P.92より

中国の人気漫画作家

◆イラスト/絵本作家として不動の人気の台湾の幾米。徐瀚（hans）の人気も高い。
◆漫画作家では、日本の「ウルトラジャンプ」でも連載をしていて話題の“夏達”や
タレント活動も行なっている“郭敬明”等、若手の人気作家が台頭。
◆ユーモア漫画としては、朱德庸が幅広い層に受けている。

←幾米
夏達→
（上海書店にて）
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→
朱徳庸

2-3. 中国における漫画図書販売ランキング
亜馬遜（Amazon.cn）
2011年漫画絵本図書販売TOP10
出版社

定価/
販売
価格（元）

順
位

書名

作者

出版社

定価/
販売
価格（元）

hans

北方婦女児童出版社

35.8 /23.3

1

大家都有病

朱德庸

現代出版社

36 / 23.4

hans

上海文芸出版集団

36.8 /--

2

哥斯拉不説話

夏達

新世紀出版社

25 / 15.9

現代出版社

36 / 23.4

3

阿狸·永遠駅

徐瀚

北方婦女児童出版社

35.8 /23.3

江西科学技術出版社

25 / 13.8

4

遊園驚夢

夏達

湖南少児出版社

24 / 14.4

5

星空

幾米（台湾）

現代出版社

48 / 26.5

高木直子

江西科学技術出版社

25 / 13.8

順
位

書名

作者

1

阿狸·永遠駅

徐瀚

2

阿狸·夢城堡

徐瀚

3

大家都有病

朱德庸

4

一個人的美食之旅

高木直子

（原題：愛しのローカルごはん
旅）

5

一個人住的毎一天

当当網（dangdang.com）
2011年漫画/ユーモア類書籍販売TOP10

（原題：ひとり暮らしな日々。）

高木直子

遼寧科学技術出版社

6

我不是完美小孩

幾米（台湾）

中国国際出版集団
海豚出版社

38 / 20.9

7

哥斯拉不説話

夏達

新世紀出版社

25 / 15.8

8

月亮忘記了

幾米（台湾）

海豚出版社

32 / 19.4

8

走向春天的下午

幾米（台湾）

現代出版社

45 / 22.5

10

子不語3

夏達

広東省出版集団
新世紀出版社

18 / 11.7

（邦題：誰も知らない～子不語～）

25 / 15

Amazon.cn 2011年漫画絵本図書販売：
http://www.amazon.cn/gp/feature.html/ref=amb_link_30502092_2?ie=UTF8&docId=97358&pf_rd_m=A1A
J19PSB66TGU&pf_rd_s=right6&pf_rd_r=0DBT8GYE28TFDAQT56RM&pf_rd_t=1401&pf_rd_p=63253672&pf_rd_i=97198

徐瀚 hans

一個人的美食之旅

6

（原題：愛しのローカルごはん
旅）

hans

7

月亮忘記了

幾米（台湾）

海豚出版社

32 / 19.4

8

阿狸·夢城堡

徐瀚

上海文芸出版集団

36.8 /27.5

9

一個人住的毎一天

高木直子

遼寧科学技術出版社

25 / 15

10

我的錯都是大人的
錯

幾米（台湾）

現代出版社

29 / 16

（原題：ひとり暮らしな日々。）

hans

当当網：2011年漫画/ユーモア類書籍販売TOP10
http://bang.dangdang.com/book/bestSeller/?type=year&year=2011&catpath=01.09.00.00.00.0
0&catname=%B6%AF%C2%FE/%D3%C4%C4%AC&show=T&pc=20&page=1

朱徳庸

幾米
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2-4. 中国における日本/韓国漫画販売ランキング
中国の漫画市場における日本漫画売れ筋
◆日本の漫画の人気は変わらず高いが、書籍としては高木直子のコミックエッセイシリーズが
これまで漫画を購入していなかった層にまでアプローチを広げて大ヒットしている。
当当網（dangdang.com）：
2011年漫画/ユーモア類【日韓書籍】販売TOP10
順
位

書名

作者

出版社

定価/販売
価格（元）

一個人的美食之旅

高木直子

江西科学技術出版社

25 / 13.8

一個人住的毎一天

高木直子

遼寧科学技術出版社

25 / 15

3

韓国漫画血型書第2季

朴東宣（韓）

江西科学技術出版社

28 / 15.4

4

韓国漫画血型書

朴東宣（韓）

中国鉄道出版社

28 / 15

5

一個人住第9年

高木直子

江西科学技術出版社

20 / 11

一個人漂泊的日子2

高木直子

当代世界出版社

25 / 19.5

一個人去跑步：馬拉松1年级生

高木直子

訳林出版社

28 / 15.4

一個人暖呼呼

高木直子

江西科学技術出版社

28 / 15.4

一個人旅行2

高木直子

江西科学技術出版社

25 / 13.8

第一次一個人旅行

高木直子

陕西師範大学出版社

25 / 13.8

1

（原題：愛しのローカルごはん旅）

2

（原題：ひとり暮らしな日々。）

（原題：ひとりぐらしも９年め）

6

（原題：浮き草デイズ２）

7

（原題：マラソン１年生）

8

（原題：ローカル線で温泉ひとりたび）

9

（原題：ひとりたび２年生）

10

（原題：ひとりたび１年生）

同ランキング 60位までには・・・
22位：クレヨンしんちゃん 32冊セット
36位：ドラゴンボール 42冊セット
38位：スラムダンク 31冊セット
48位：らんま1/2 38冊セット
49位：ドラえもん 45冊セット
54/56位：劇場版名探偵コナン
世紀末の魔術師 上下
58位：バクマン 4冊セット
→ネットでの漫画単行本の売れ筋は「セット売り」

当当網：2011年漫画/ユーモア類【日韓書籍】販売TOP10
http://bang.dangdang.com/book/bestSeller/?type=year&year=2011&catpath=01.09.03.00.00.00&catname=%C8%D5%BA%AB%
C2%FE%BB%AD&show=T&pc=20&page=1
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2-5. 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
（業界関係者のヒアリングにもとづいて作成）

海外の版権元

漫画家

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。

漫画作品の選定

契約内容の取り決め
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

契約

編集作業
（翻訳・修正）

地方への許可申請。
例）上海なら、上海新聞出版局

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。
内容を修正
審査①

国家新聞出版総署

※ 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。

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。

審査②
（ロイヤリティーの支払い）

※「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。
審査①を省略できる。

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。

許可証発行

出版・販売

一般的に、許可が下りた時点で出版部数に応じた
ロイヤリティーの支払いが行なわれることが多い。
「書号」（書籍コード）が発行される。

「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。
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2-6. コミックスの巻末ページの読み方
版権証明

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。

中国語： 本作品由吉林美術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。
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。
原作品名
原
著
策
劃
責任編集
封面設計
出
版
発
行

日本で発売されているタイトル名
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
版
開
印
印

刷
次
本
張
数

印刷所
出版の版数
書籍の大きさ、判型
書籍1冊に用いる紙の量を計算する単位。
部数

書
定

号
価

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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2-7. 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）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、最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

http://www.cccbs.net
電子図書館をスタート

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

名探偵コナン 1～69
（2012年1月時点）

名探偵柯南

小学館

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

-

吉林美術出版社

http://www.jlmspress.com/

「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夢

小学館

6.5

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

蠟筆小新

双葉社

6.5

162
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

ドラえもんは、映画版、
カラー版、百科など
シリーズ多数

2-8. 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
http://www.ccppg.com.cn 国産漫画も数多く出版

中国少年児童出版（中国少年児童新聞出版総社）
作品名（日/中）

日本の版権もと

価格（元）

ドラゴンボール

龍珠

集英社

6.9

聖闘士星矢 1～28

聖闘士星矢

集英社

7.6

Dr.スランプ

阿拉蕾

集英社

8.7

鋼の錬金術師 1～25 ※

鋼之錬金術師

スクウェア・エニックス

9.8

フルーツバスケット

水果籃子

白泉社

7.2

（※26巻、27巻は人民出版社との表記）

少年児童出版

http://www.jcph.com

ウルトラマンシリーズの出版もある

作品名（日/中）

日本の版権もと

価格（元）

ちびまる子ちゃん

櫻桃小丸子

集英社

10.0

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

講談社

11.8

連環画出版社

サイトなし

作品名（日/中）

日本の版権もと

価格（元）

テニスの王子様

網球王子

集英社

6.9

BLEACH

境界·死神

集英社

9.8

NARUTO 1～58

火影忍者

集英社

9.8

21世紀出版社

http://www.21cccc.com/

国産漫画本を数多く出版。ドラえもんの映画本や絵本なども出版している。
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2-9. 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 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 順不同）
作品名（日/中）

中国の出版社

日本の版権もと

価格（元）

ONE PIECE

航海王

浙江人民美術出版社

http://mss.zjcb.com/

集英社

9.8

バクマン。

爆漫王

安徽少年児童出版社

http://www.ahse.cn/

集英社

9.8

黒執事

黒執事

安徽美術出版社

http://www.ahmscbs.com/

スクウェア・エニックス

9.8

のだめカンタービレ

交響情人夢

人民文学出版社

http://www.rw-cn.com/

講談社

16.0

新世紀エヴァンゲリオン

新世紀福音戦士

湖南美術出版社

http://www.arts-press.com/

角川書店

15.0

ぼく、オタリーマン

御宅上班族

湖南美術出版社

角川書店

25.0

チーズスイートホーム

甜甜私房猫

世界図書出版公司

http://www.wpcbj.com.cn/

講談社

16.8

金田一少年の事件簿

金田—少年事件簿

南方出版社

http://www.nfcbs.net/

講談社

6.9

蜡筆小新

クレヨンしんちゃん

現代出版社（※成人懐旧絵本

双葉社

19.6

猫ラーメン

猫拉面

現代出版社

マッグガーデン

16.0

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

従来の2巻を1冊に）

参考ニュース：
◆ライトノベル「涼宮ハルヒの驚愕」が5月25日に世界同時発売
（※広州天聞角川動漫有限公司が発表）
2011年4月6日 日本通：http://www.517japan.com/viewnews-24310.html

◆「ONE PIECE」連載10年で世界初、新聞に登場
（※集英社が授権した杭州翻翻動漫文化芸術有限公司が銭江晩報に委託し、中国大陸の新聞に連載）
2011年5月15日 翻翻動漫：http://www.comicyu.com/Html2010/2/2011/54798.html

◆韓国の人気漫画「冒険島」を中国に輸入出版（※盛大網絡、江蘇鳳凰伝媒、広州漫友文化が正式に契約）
2011年5月18日 中国網濱海高新： http://creativity.022china.com/2011/05-18/457549_0.html
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3. 漫画雑誌の出版に関して

街角の「書報亭」（ブックスタンド）で
漫画雑誌も販売されている。
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3-1.

中国の漫画雑誌市場の概況
中国の漫画雑誌市場概況
2009年中国のアニメ漫画出版物市場規模は7.3億元
そのうちアニメ漫画図書（雑誌含む）の市場規模は5.6億元、アニメCD/DVD市場規模が1.7億元。
2012年には全体市場規模は8.5億元に達すると見込まれる。

アニメ漫画雑誌は種類も増え、発行部数も増加している。
「漫画世界」と「知音漫客」は月刊平均発行部数は150万冊以上。
恩芸サイト：http://www.entgroup.cn/views/a/8018.shtml

中国の漫画市場の変遷
◆「画書大王」：中国国内で最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。
（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」が創刊される。
（参考・「2008年中国動漫産業発展回顧と分析」 中国網： http://www.china.com.cn/culture/zhuanti/09whcy/200905/05/content_17726172_2.htm）
⇒現在も出版が確認できるのは、「中国卡通」（中国少年児童出版社総社出版。月刊・6元） http://katong.ccppg.com.cn/shang/

【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
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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3-2.

中国で出版されている主な漫画雑誌

漫遊による「主要漫画雑誌基本データ表」
雑誌名称

（2009年12月時点）

刊期

サイズ

旬刊

16開

漫遊：
http://www.comicfans.net/research/industry/2010/01/26/16120518063.html

出版社
内蒙古画報社

出版証号

定価

頁数

CN15-1337/J

5.00

56

1

漫画世界

2

漫友

旬刊

32開

内蒙古画報社

CN15-1225/J

8.80

200

3

知音漫客

周刊

16開

知音伝媒集団

CN42-1776/J

5.00

62

4

童趣 芭比（バービー）、小公主、卡酷全卡通

旬刊

16開

工業和信息化部、人民郵電出版社

CN11-5656/C

15.00

48

5

中国卡通

旬刊

32開

共青団中央、中国少年児童新聞出版総
社

CN11-3760/J

8.00

60

6

幽默大師

半月刊

16開

浙江出版聯合集団、浙江人民美術出版
社

CN33-1029/J

5.00

56

7

可愛100

半月刊

32開

中国科学技術協会

CN11-485/N

9.00

200

8

漫画BAR

半月刊

16開

黑龍江美術出版社、神童画報雑志社

CN23-1339/C

4.80

56

9

児童漫画

半月刊

16開

中国出版集団、中国美術出版総社

CN11-1415/C

5.00

56

10

漫画月刊

半月刊

16開

河南日報報業集団

CN41-1057/J

5.00

56

11

米老鼠 （ミッキーマウス）

半月刊

16開

工業和信息化部、人民郵電出版社

CN11-3041/J

8.80

48

12

画王 兔巴哥（バッグス・バニー）、
猫和老鼠（トムとジェリー）

半月刊

16開

吉林出版集団、吉林美術出版社

CN22-1380/J

8.00

48

13

龍漫

半月刊

32開

吉林出版集団、吉林美術出版社

CN22-1369/J

8.00

200

14

花園宝宝

半月刊

16開

四川出版集団、四川少年児童出版社

CN51-1709/Z

6.50

26

15

漫画派対

月刊

16開

雲南出版集団公司、雲南教育出版社

CN53-1206/J

5.00

60

5.00

56

16

颯漫画

月刊

16開

内蒙古教育出版社

CN151059/G4

17

漫仔漫妞

月刊

16開

意林伝媒集団

CN22-1075/F

5.00

56

18

北京卡通·大漫画

月刊

32開

北京出版集団公司

CN11-3761/J

5.00

64

19

漫画大王

月刊

32開

中国出版集団公司、中国美術出版総社

CN11-3659/J

5.00

80

20

米老鼠 （ミッキーマウス） 特刊

月刊

16開

工業和信息化部、人民郵電出版社

CN11-3041/J

12.80

64

21

小熊維尼 （クマのプーさん）

月刊

16開

広電総局、中国電影芸術研究中心

CN11-3416/J

12.00

48

CN31-1074/J

14.80

56

22

動画大王

月刊

16開

上海文芸出版総社、上海人民美術出版
社

23

漫動作·哇O

月刊

16開

上海世紀出版股份有限公司

CN31-1929/J

10.00

56

24

孩子·奇想EX

月刊

16開

家庭期刊集団有限公司

CN44-1515/Z

12.80

32

25

虹猫藍兔

月刊

16開

湖南出版投資控股有限公司

CN 43-1498/J

6.00

56

167
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

⇒中国のオリジナル漫画が主流だが、アメリカアニメの雑誌も数多くある。

3-3.

日本の出版社と提携している主な漫画雑誌
日本の出版社と提携している主な漫画雑誌
小学館とのコンテンツ提携：「龍漫」／「龍漫少年星期天」
http://ls.longman.net.cn
雑誌名

中国の出版社

内容

価格（元）

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。

8元/月刊

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。

8元/月刊

角川グループパブリッシングとのコンテンツ提携：「天漫」／「天漫軽小説」
http://www.gztwkadokawa.com/zt/zazhizhuanti/
雑誌名

中国の出版社

内容

価格（元）

天漫

湖南天聞動漫伝媒有限公司

新世紀エヴァンゲリオンの中国語化連載。また日本
の人気コンテンツ「涼宮ハルヒの憂鬱」や「機動戦士
ガンダムUC」を中国の作家が漫画化連載している。

12元/月刊

湖南天聞動漫伝媒有限公司

ライトノベルの専門誌。日本のライトノベル「灼眼の
シャナ」の番外編などが中国語訳されて掲載されて
いる。また新人の発掘育成のための「角川華文ライ
トノベル/イラストコンテスト」も実施している。

12元/月刊

天漫 軽小説

参考ニュース：

◆講談社も中国の漫画雑誌市場参入を発表：
「講談社が広西出版伝媒集団有限公司と共同出資で中国に合弁企業を設立し、
2012年3月に中国で月刊マンガ誌を創刊する」とのニュース報道。
（朝日新聞 2011年9月2日：http://www.asahi.com/national/update/0902/TKY201109020429.html）
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3-4. その他 特徴のある漫画雑誌
その他海外の漫画コンテンツを掲載している雑誌
童趣出版有限公司：

http://www.childrenfun.com.cn

（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。
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。
◆ディズニーと提携した「米老鼠（ミッキーマウス）」（月2回出版、12.8元/冊）や「童趣——芭比（Barbie）」（月刊、15元/冊）等。
その他、「喜喜羊と灰太狼」など国産キャラクターに特化した雑誌も出版。
◆各雑誌の出版社は人民郵電出版社。

「オンラインゲーム」+漫画雑誌
「奇想EX」：2009年創刊。（月刊10元）
人気オンラインゲーム「摩爾庄園」と連携した漫画連載や、騰訊の授権による「QQ堂」のオリジナル漫画などを掲載している。
雑誌にオンラインゲーム用のカードが付録でついていたりと、相乗効果をはかっている。
奇想EXのBLOG：http://blog.sina.com.cn/u/1653481807
漫友：
http://www.comicfans.net/research/industry/2010/01/26/1612051806
3.html

169
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

3-5.

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、
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。

漫画雑誌出版までの流れ
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

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

申請・審査

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
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）
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。
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
-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
ttp://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に表記）
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新聞出版総署

許可
「期刊出版許可証」
↓
「刊号」
↓
海外版権との合作許可

出版

市 場

3-6. 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、
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
《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）
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表紙、標識には混乱が見られることからこの通知を発布する。

漫画雑誌出版までの流れ
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

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 新聞出版総署
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
出版機関或いはその他の機構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。（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 「××
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）

申請・審査

許可
「期刊出版許可証」
↓

「刊号」
↓

海外版権との合作許可

出版

市 場

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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3-7.

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
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）

「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に対する規制
《関于進一步加強期刊刊期変更審批管理的通知》
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批准変更した雑誌の中で、隔月刊および月刊雑誌の週刊などへの変更に関しては
一律無効とし、2000年1月から元の逐次刊行物に戻すこととする。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内容を記載する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。
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「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。
最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、版権内容を記載する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://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=367&siteId=21&infoId=445626）
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3-8. 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
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。年毎の検査を強化。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、偽記者派出機構、偽記者、偽ニュース）を厳しく打倒など。
（新聞出版総署：http://testcnci.cnci.gov.cn/2009/4/7/law-0102160000-3148.shtml ）

◆新聞出版総署《報紙期刊審読暫行辨法》（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、
審査を受ける資格を持つ。 新聞雑誌の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。
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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4. 電子書籍
オンラインでの漫画配信に関して
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4-1. 電子書籍（デジタル出版）市場の概況
中国における電子書籍は、閲読できる電子ブックリーダーやipad等のタブレット型コンピューターの普及、
携帯電話の３G化等に伴い急速に市場を拡大している。
デジタル書籍出版には新聞出版総署が発行する「互聯網数字出版許可証 （ネットデジタル出版許可証）」が必要。

◆電子書籍を専門に取り扱う盛大網絡傘下の“盛大文学”等のプラットフォームもコンテンツが増加・充実している。
（漫画チャンネルも2006年にスタート）
◆漢王書城では正規での日本漫画の電子書籍（中国語版）の販売を開始している。

2010年中国の電子ブックリーダー販売台数は300万台に達するとの見込み。
これは全世界の20％を占める。（2009年の中国での販売台数は80万台）
2015年にはアメリカを超えて世界最大の電子ブックリーダー市場になると予測
Display Searchによる予測 （新華網：2010年3月19日：http://news.xinhuanet.com/internet/2010-03/19/content_13204325.htm）

2012年の中国の電子書籍（図書+雑誌）の市場規模は77.5億元に達するとの予測
中国における電子書籍（図書+雑誌）の市場規模
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4-2. 電子書籍販売サイト （1）
漢王書城
中国の電子ブックリーダーの大手「漢王科技」が運営する電子書籍販売サイト。
2011年3月、アニメ漫画チャンネルが正式にオンライン開始
日本の漫画「イレブン」や「サラリーマン金太郎」、「怪異実聞録なまなりさん」等
30タイトルが正式に電子書籍として配信される。
（一部例）

日本語タイトル

中国語タイトル

値段（元）

イレブン

足球小子

8.0

サラリーマン金太郎

上班族金太郎

8.0

ど根性ガエル

神奇的青蛙

8.0

漢王書城：http://book.hwebook.cn/
クリークアンドリバー プレスリリース： http://www.cri.co.jp/crinews/press/2011/cripress.2011-03-01.0240861736/pdffile

盛大網絡：起点文学網
国内最大のオリジナル小説のポータルサイト。オリジナル漫画コンテンツも掲載している。
2002年5月に起点中文網(www.qidian.com)スタート。2003年からオンライン有料閲読サービスを開始。
2006年9月に起点網の1日あたりのページビューが1億ビューを突破。
2006年11月に起点漫画チャンネルスタート。
2008年7月盛大文学有限公司設立。
2011年4月にアメリカ・ナスダックに上場。
2009年11月に起点女生網(www.qdmm.com)スタート。女性向けに特化したオリジナル文化ブランドを目指す。
◆個人の作品を投稿することができ、優秀な作品やクリック率によるランキング上位作品等には原稿料（もしくは起点ポイント）が支払われる。
起点文学網：http://www.qidian.com/

盛大網絡：http://www.sdo.com/

◆閲読料金： ネットで「起点弊（起点ポイント）」を購入する。小説や雑誌の閲読に使用。
1人民元＝100起点弊（ポイント）
自分のIDにポイントをチャージするには、各銀行や、携帯電話料金からの引き落としが可能。
基本料金は：

一般ユーザー：
5起点弊／1000字
起点初級VIP会員： 3起点／1000字
起点高級VIP会員： 2起点／1000字
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4-3. 電子書籍販売サイト （2）
点撃動漫網

www.digibook.cn

通力計算機通信技術（上海）有限公司 （TriWorks）が運営。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。
→以前は日本の漫画とも提携していたが、現在は国産漫画のみ。 台湾の作家（蔡志忠など）の作品は掲載されている。

91AC網

www.91ac.com

2011年3月スタート：「漫友」、「漫画世界」、「漫画SHOW」、「漫画BAR」、「新蕾」等のアニメ漫画雑誌のデジタル雑誌のデジタル版を
雑誌販売と同時に購入できる。個人作家からの投稿も受け付けている。
有料コンテンツの閲読のためには、ネットでのポイント購入が必要。
◆1人民元=100漫豆
雑誌「漫友」雑誌電子版は300漫豆とかなりお得な設定になっている。

参考ニュース：
◆華納兄弟がドラキュラ漫画「不朽の愛」の改編権を購入 中国の風を融合
（※「不朽の愛」（Undying Love）、「鮮血戦争」（Blood Wars）の版権を購入）
2011年7月7日 鳳凰サイト：http://ent.ifeng.com/movie/news/occident/detail_2011_07/07/7497477_0.shtml
◆韓国漫画が中国に登場 元秀蓮の漫画が番薯サイトで独占配信（※番薯サイト：www.fanshu.com ）
2011年7月6日 中国サイト： http://news.china.com.cn/rollnews/2011-07/06/content_8754139.htm
◆携帯アニメ漫画の発展のスピードが加速 2010年には7億元の市場規模に達した
2011年6月21日 OCNサイト： http://www.ocn.com.cn/market/201106/dongman211426.shtml

◆中国移動の“漫天下”計画が始動 携帯電話における漫画閲読プラットフォームをユーザーへ
2011年5月10日 中国信息産業網：http://www.cnii.com.cn/3g/content/2011-05/10/content_873957.htm
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4-4. 電子書籍販売（モバイル用）

電子書籍のモバイル用アプリ販売プラットフォーム
App Store（中国）
--アップル社のオンラインショップは、2010年10月27日から正式に中国でスタート。
日本の漫画の中国語版コンテンツも豊富。無料閲覧できるものから有料のものまで。
--中国の銀聯カードでのオンライン支払いにも対応している。

Android携帯向け
携帯電話を一括管理できる「91手機助手」（http://zs.91.com/）や、 Android用のアプリが取り揃っている
「手機中国」（http://android.cnmo.com/）や「当楽網・Android安卓遊戯門戸」（http://android.d.cn/）等から
閲読アプリがダウンロード可能。Android用の読書アプリとして、電子書籍が充実している「吸墨」
（http://android.iximo.com/）や雑誌専門の「ZCOM雑誌」（http://www.zcom.com/android/）等。

中国移動：移動夢網（Monternet、MM商場）

http://www.monternet.com/

http://read.10086.cn

--「手機閲読」の中に電子書籍（雑誌、書籍、漫画）が集められている。
ジャンルごとの人気ランキングがあり、小説の種類が豊富（武侠、SF、ロマン、軍事、ドラマ脚本等）。
漫画の種類は多くない。

中国聯通：沃商店（wo store）

http://store.wo.com.cn/

--「閲読コーナー」には電子書籍（雑誌、小説、漫画）などのコンテンツが集められている。
（無料/有料ともにある） 漫画は中国漫画が中心。

そのほかの携帯電話用の電子書籍リーダーアプリ：
（iPhone/iPad、Android携帯どちらもに対応）

◆手機QQ閲読＊ http://qqreader.qq.com/
◆掌閲iReader＊ http://www.zhangyue.com/

等
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5. 関連法規
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5-1.

関連法規 （１）

輸入出版物（漫画含む）の輸入等に関する法規（全国） 1
法規名
出版管理条例
（出版管理条例）（2011）
http://news.xinhuanet.com/zhengfu/200112/31/content_220668.htm

国務院関於修改《出版管理条例》的决定
（国務院の《出版管理条例》改訂に関する決定）
http://www.gov.cn/zwgk/2011-03/19/content_1827821.htm

図書出版管理規定
（図書出版管理規定）
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww
/layout3/indexb.jsp?infoId=456950&channelId=397&siteId=21

主な内容

発布日・
発布機関

中国国内の出版に関する諸規定。
漫画を輸入する機関に対する条件：中国独資企業で、なおかつ国務院出版行政
部門が認定した機関であることなど、資本金・その他経営範囲に関する規定。
⇒ 2011年3月16日に改訂され、漫画輸入機構につき、中国国有独資企業を条件とする規定は
削除された。

2002.2.1
(国務院)

《出版管理条例》の一部改訂に関する通知、及び改定した「出版管理条例」の掲示。
第39条の改正により“国家は図書、新聞、雑誌、電子出版物の出版（発行）業務の中外合資経
営企業、中外合作経営企業、外資企業の設立を認める
本決定により、上記のとおり、中国国有独資企業の条件規定が削除された。
 国務院が発布した《出版管理条例》及び関連法規に基づき、図書出版のより規範的な管理監
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」使用に関する管理規
定等。
 海外出版機構は、図書出版機構と中国国内で合作して出版業務を展開する際、新聞出版総
署の批准を経ていなければ、合作出版物に連署してはならない（30条）

2011.3.16
（国務院）

2008.2.21
(新聞出版総署)

出版市場に関する規定。
この規定により、それ以前の「出版物市場管理規程」、「音像製品批発、零售、出租管理辨法」、
「外商投資図書、報紙、期刊分銷企業管理辨法」は廃止される。

出版物市場管理規定
（出版物市場管理規定）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1960698.ht
m

外商投資図書、報紙、期刊分銷企
業管理弁法

（一部要約抜粋）
第16条：国家は図書、新聞、雑誌、電子出版物発行活動の中外合資経営企業、中外合作経営
企業、及び外資企業の設立を認める。音像製品発行活動は中外合作経営企業の設立を認める。
その中で、図書、新聞、雑誌チェーン経営業務に関しては、チェーン店は30店舗を超えてはなら
ず、外資の株所有は認めない。外国投資者は形を変えての株式参入の方式で、上記の30店舗
チェーン店の制限に違反してはならない。
第17条：インターネット等の出版物発行業務に従事する単位（企業）もしくは個人は、本規定に
基づき「出版物経営許可証」を取得しなければならない。外商投資企業はさらに関連規定に基づ
いて外商投資批准手続きを行わなければならない。

2011.3.25
（新聞出版総署）

2011年3月25日 「出版物市場管理規定」発布により廃止

2003.3.7
(新聞出版総署)

（外資系企業の図書・新聞・雑誌の販売企業へ
の投資に関する管理法）
http://www.jincao.com/fa/law24.86.htm
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5-2.

関連法規 （２）

輸入出版物（漫画含む）の輸入等に関する法規（全国） 2
法規名

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）
http://www.lawlib.com/law/law_view.asp?id=65509

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/index.jsp?channelId=782&infoId=4507
90&siteId=48

関于規範渉外版権合作期刊封面標
識的通知
(版権の合作による定期購読誌の表紙ロゴに関す
る通知)
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/conte
nt_60529.htm

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)
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node3124
/node3164/node3172/userobject6ai290.html

主な内容

発布日・発布機関

今後出版社が輸入版の書籍（台湾、香港、マカオ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、内容の審査と許可を取得する必要がある。
⇒但し、本規定は2008年11月24日に発布された「新聞出版総署廃止第三
批規範性文件の決定」により廃止された。

1997.9.16
(新聞出版総署)

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)

 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
関が版権による合作を行う際は、新聞出版総署の許可が必要となる。
 新聞出版総署の批准を経なければ、中国語或いは外国語による出版
物の貿易を行う海外出版機構或いはその他の機構の名称を定期購読
誌の表紙に記載してはいけない（2条）

2000.4.10
(新聞出版総署)

 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）
書籍と電子出版物を取り扱う団体が国外（香港・マカオ・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 )
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5-3.

関連法規 （３）

輸入出版物（漫画含む）の輸入等に関する法規（全国） 3
法規名

设立外商投资印刷企业暂行
规定
（外商投資印刷企業の設立についての暫
定規定）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/c
ontent_61808.htm

主な内容
第6条：外商投資の印刷企業（中外合弁、合作及び外商独資印刷企業）の設立条件：
1、外商投資者は法人でなければならない
2、出版物、包装装飾印刷品の印刷経営活動に従事する場合には、登録資本は
RMB10,000,000を下回ってならない；その他の印刷品印刷経営活動に従事する場合
には、登録資本はRMB5,000,000を下回ってならない
3、出版物、その他の印刷品の印刷経営活動に従事する中外合営印刷企業、中国
の投資者は持株或いは主導な地位を占めてなくてはいけない。出版物印刷活動に
従事する中外合営企業の取締役は中国人が担当しなければならない。中国人の取
締役の人数は外国人より多くなければならない
4、経営期限は通常30年を超過してはいけない
第12条：外商投資印刷企業は支部を設立してはいけない
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発布日・発布機関

2002.01.29
(新聞出版総署)

5-4.

関連法規 （４）

輸入出版物（漫画含む）の輸入等に関する法規（全国） 4
その他の法規の概要

図書の輸入に関するその他の
規定

法規名
2006年9月27日に発布された「扫黄打非についての全国組織、教育部、新聞出版署、国家版権局関于厳厉打
撃盗版盗印及非法銷售、使用外国教材的緊急通知」（全国扫黄打非工作小組、教育部、新聞出版署、国家版
権局による、海賊版・海外テキストの違法販売・使用に対する厳重な取締りに関する緊急通知）
http://zzq.lawtime.cn/zzlawxglaw/2011010250557.html
※「扫黄」：猥褻図書・映像・音楽製品及び猥褻サービス業界を整理すること、
「打非」：権利侵害出版物、国家の安全・社会の安定を脅かす出版物等の違法出版物を整理すること
2004年6月30日に発布された「教育部、新聞出版総署関于切実加強引進版教材図書出版和使用管理的通
知」（教育部、新聞出版総署による、輸入のテキスト・図書の出版・使用の管理の強化に関する通知）
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=99326
1983年4月14日に発布された「財政部関于進口図書、資料征免工商税（工商統一税）問題的規定」（財政部に
よる、輸入図書・資料に対する工商税（工商統一税）を徴収・免除の問題に関する規定）
http://www.chinaacc.com/new/63/67/158/2006/2/zh513214431932260025016-0.htm

1996年8月8日に発布された「国家版権局関于対出版和複製境外电子出版物和计算机軟件進行著作権授権
合同登記和認証的通知」（国家版権局による、海外電子出版物及びコンピュータソフトウエアの出版・コピーに
対する著作権委任契約の登録及び認証に関する通知）http://law.lawtime.cn/d636153641247.html

外国図書の出版に対する契約
登録に関するその他の規定

1995年1月15日に発布された「国家出版局関于対出版国外図書進行合同登記的通知」（国家出版局による、
海外図書の出版に対する契約の登録に関する通知）http://news.9ask.cn/zzq/ljq/cbzq/200903/162259.html
1994年6月6日より発布された「新闻出版署関于印発「対台出版交流管理暂行规定」的通知」（新聞出版署によ
る、「対台出版交流管理暂行规定」の発行に関する通知」
http://www.chinesetax.com.cn/fagui/bumenguizhang/xinwenchuban/200606/5812715.html
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5-5.

関連法規 （５）

雑誌（刊号）に関する規定
法規名

《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）

主な内容

発布日・
発布機関

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)

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。
新聞雑誌の審査基準についての明記。

2009.2.9
(新聞出版総署)

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhr
mghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=50
8&siteId=21&infoId=462944

《報紙期刊審読暫行辨法》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
mghgxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=50
8&siteId=21&infoId=462933

新聞出版署関于禁止在我境内外
資合弁報紙、期刊和出版社的
通知
（新聞出版署による、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.people.com.cn/item/flfgk/gwyfg/199
4/306012199402.html

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、マカオ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。
⇒ 当該規定は2011年3月1日に発布された新聞出版総署令第50号「新聞出版総
署廃止第5批規範性文件的決定」により廃止された。
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1994.3.30
(新聞出版総署)

5-6.

関連法規 （６）
電子出版物に関する規定
法規名

主な内容

発布日・
発布機関

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
（電子出版物出版管理規定）
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwc
bzsww/layout3/indexb.jsp?channelId=397&infoId=456760

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
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。

関於加快我国数字出版産業発展的若干
意見
（わが国のデジタル出版産業発展に関する若干
意見）

デジタル出版産業発展の全体目標、主要任務、保障措置などに関して記載。

http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwc
bzsww/layout3/index.jsp?channelId=508&siteId=21&infoI
d=702978

※「出版物市場管理規定」にも電子出版に関する規定がある
2011.3.25 新聞出版総署発行
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2010.8.16 発行
（新聞出版総署）

5-7.

関連法規 （７）

その他関連規定 １
法規名

期刊出版管理规定
（定期購読誌の出版管理に関する規定）
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/43/604/200711
/449823.html

主な内容

発布日・
発布機関

定期購読誌の出版機構の設立、出版及び監督管理等について具体的な内容を定めた
規定
第2条：定期購読誌の出版機構は新聞出版総署の批准により設立し、「定期購読誌出
版許可証」を所有する
定期購読誌の出版機構が具備すべき条件（※下記は条件の一部）：
第9条：確定的でありかつ他の定期購読誌と重複しない名称であること、登録資本金が
RMB300,000以上であること、法定代表人或いは主要責任者が中国国内に長期的に居
住する中国の国民であること

2005.09.30
(新闻出版总署)

第29条：定期購読誌の出版機構は海外出版機構と合作出版活動を展開する際に、新
聞出版総署の批准が必要であり、具体的な方法は別途定める。

出版物批发市場管理暂行办法
（出版物卸市場の管理に関する暫定方法）
http://www.34law.com/lawfg/law/6/1187/law_
250934092516.shtml

出版物卸市場の建設及びその審査・批准・管理、経営機構の管理等の事項を定めた
規定
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2000.7.27 発行
（新聞出版総署）

5-8.

関連法規 （８）

その他関連規定 ２
法規名

新闻出版总署关于加强对出版单位
与境外出版机构联合冠名管理的
通知
（新聞出版総署による、出版機構と海外出版機
構との連署に対する管理の強化の通知）
http://www.34law.com/lawfg/law/6/1187/law_2
51789341638.shtml

新闻出版总署关于促进出版物网络
发行健康发展的通知
（新聞出版総署による、インターネット上における出
版物の健康的な発展の促進に関する通知）
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmgh
gxwcbzsww/layout3/index.jsp?channelId=508&siteI
d=21&infoId=707601

关于2004年出版物总发行单位、全
国性出版物连锁经营总部、中外合
资、合作和外资出版物发行单位年
检登记的通知

主な内容

発布日・
発布機関

新聞出版総署の批准を経なければ、何れの出版機構も海外（香港、マカオ、台湾含む）出
版機構との合作出版において、連署してはいけない。

2002.6.11
(新聞出版総署)

インターネット上における出版物の小売、卸売、発行の業務に従事する機構が具備すべ
き条件を定めた通知。
第3条（4）：「出版物経営許可証」、「映像製品経営許可証」を取得した機構がインター
ネット上で業務を展開する場合、新聞出版行政部門へ登録しなければならない。
第9条：当該通知を発布する前に既に国内でインターネット上における発行業務に従事
している機構については、2011年1月31日以前に当該機構所在地の新聞出版行政部門
へ「出版物経営許可証」の登録手続をしなくてはいけない

2010.12.07
(新聞出版総署)

発行業務に従事している機構等が受ける年度検査の内容、方法、年度検査不合格となっ
た場合の処罰等を定めた通知。

2003.12.22
(新聞出版総署)

（2004年出版物の総発行機構、全国の出版物
チェーン店経営総部、中外合資、合作及び外資出
版物発行機構の年検登記に関する通知）
http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/95387.html
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5-9.

関連法規 （９）

その他関連規定 ３
法規名

关于核发出版物进口经营许可证及
实习年检制度的通知
（輸入経営許可証の確認・発行及び研修年検制度
に関する通知）
http://bmla.chinalawinfo.com/Newlaw2002/SLC/S
LC.asp?Db=chl&Gid=83277

主な内容

既に批准を経て設立している出版物輸入経営機構に対する年検登録制度の実施。年
検の時間、内容、手続、結果に対する処理についての詳細な規定。
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発布日・
発布機関

2006.11.28
(新聞出版総署)

2012年
調査報告

中国ゲーム市場調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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携帯ゲームの開発メーカー（市場占有状況）
中国におけるモバイルゲーム（企業/ゲーム）の事例
ソーシャルゲーム（モバイルゲーム）
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1. 中国ゲーム市場概況
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1-1. 中国におけるゲーム市場
《中国のゲーム市場概況》
主にはオンラインゲーム、モバイルゲーム、コンソールゲーム、アミューズメント施設の4分野に分けて紹介する

オンラインゲーム

中国におけるゲーム市場のメインは「網絡遊戯（オンラインゲーム）」
中国のオンラインゲーム営業収入全体は2011年に420億元を突破。
（2012年1月10日 文化部サイト-中国信息産業網：http://www.mcprc.gov.cn/sjzznew2011/whcys/whcys_dmyxzt/201201/t20120110_227467.html ）

アイテム課金システムが主流となってきている。
これまでのゲームユーザー層だけでなく広く一般ユーザーも取り込んだソーシャルゲームが新たな流行となっている。

→オンラインゲームに関しては、第二章参照

モバイルゲーム

3G携帯の普及とともに市場が拡大している。
SPは淘汰されキャリアによる運営やアプリストアなどに移行。
iPhone等のスマートフォンや、iPadの市場人気が高く、ネット環境も整ってきていることからよりモバイルゲームが
一般ユーザーにとっても身近に。

→モバイルゲームに関しては、第三章参照

コンソールゲーム

ゲーム機の許可が下りにくいこととモバイルゲームの台頭により、市場規模は縮小。
任天堂ゲーム機iQueの中国版は正規販売されている。

→コンソールゲームに関しては、第四章参照

アミューズメント

従来のゲームセンターだけでなく、上海ディズニーランドやサンリオキャラクターのアミューズ
メント施設などの建設が進んでおり、大型アミューズメントパークの展開が注目を集めている。
→アミューズメント施設に関しては、第五章参照
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2. 中国のオンラインゲーム市場
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2-1. 中国のオンラインゲーム市場
中国のオンラインゲームの市場規模

オンラインゲームは、中国のゲーム市場のメイン分野。
2011年の中国のオンラインゲーム営業収入全体は423億元に達する見込み。
（2012年1月10日 文化部サイト-中国信息産業網： http://www.mcprc.gov.cn/sjzznew2011/whcys/whcys_dmyxzt/201201/t20120110_227467.html ）

2003年～2013年中国オンラインゲーム市場規模推移
芸恩サイト：http://www.entgroup.cn/reports/f/149700.shtml
「2010-2011 中国重点オンラインゲーム会社競争力研究レポート」
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中国のオンラインゲーム市場は拡大を続けており、2014年に中国が世界最大のゲーム市場になるとの予測もある。
（Digi-Capitalのアナリスト・Tim Merelのレポートによる。2011年3月1日 網易網－網易遊戯： http://game.163.com/11/0301/14/6U2MLF0O00314K8I.html）

オンラインゲームの媒体は、従来のPCだけでなくモバイル端末でもユーザーが急増している。
将来的にはPCベースでのオンラインゲームユーザーの伸びは鈍化する可能性もある。
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2-2. 輸入ゲームの審査機関
国外のゲームメーカー
コンテンツの版権（運営権を保有）

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

・・・

ネットゲームの輸入機関は必ず
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
としての資格を取得しなければならない。
（「互联網文化管理暂行规定」
第8条、第9条）

ゲームの出版（発行）を審査・批准

ゲームの内容を審査・批准

新聞出版総署

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）
《オンラインゲーム製品の内容審査の強化に関する通知》2004年5月14日文化部

《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
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(http://www.gov.cn/zwgk/2005-06/20/content_7908.htm) (328項)

両者からの許可証を得て、オンラインゲームの運営をすべき
※ゲームの輸入について、新聞出版総署は国外の著作権者の委任の
あるオンラインゲームの出版の審査・批准を実施する。文化部は輸入
オンラインゲームの出版以外のことに対する審査・批准を実施する。
但し、上記の規定について、実務上に新聞出版総署、文化部の間に
論争がある。 そのため、オンラインゲームの輸入は両部門に対して
申請するべきである。
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2-3. 輸入ゲームの審査を規定した“三定”規定とそれ以降

輸入ゲームの審査を規定した
“三定”規定とそれ以降
◆《関於印発国家新聞出版総署（国家版権局）主要職責内設機構和人員編制規定的通知》

（国家新聞出版総署（国家版権局）の主要職責内に機構と人員編制を設ける規定に関する通知）
国辨発〔2008〕90号、2008年7月11日に国務院辨公厅が発布

→この規定の解釈で、オンラインゲームの審査権が文化部にあるか新聞出版総署にあるかで論争となる。
論争のその後の経緯は次ページに。

◆その後、
文化部は2010年6月3日に「網絡遊戯管理暫行瓣法（文化部令第49号）」（オンラインゲーム管理暫定法）を発布。
その中で国務院文化部行政部門がオンラインゲームの内容審査を行うと規定している。
中央人民政府サイト：http://www.gov.cn/flfg/2010-06/22/content_1633935.htm

◆一方、新聞出版総署は「網絡出版服務管理規定」（ネット出版サービス管理規定）の修訂発布を準備しており、
これを元に、「網絡遊戯審批管理細則」（オンラインゲーム審査批准管理細則）を発布する予定があるとしている。
2012年1月9日 和訊：http://tech.hexun.com/2012-01-09/137076128.html
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2-4. 輸入ゲームの審査に関する文化部と新聞出版総署の争い
文化部と新聞出版総署がオンラインゲームの審査権をめぐって争う：“三定”以降
◆《関於印発国家新聞出版総署（国家版権局）主要職責内設機構和人員編制規定的通知》
（国家新聞出版総署（国家版権局）の主要職責内に機構と人員編制を設ける規定に関する通知）
国辨発〔2008〕90号、（以下、《“三定”規定》） 2008年7月11日に国務院辨公庁が発布。
http://govinfo.nlc.gov.cn/lmzz/lssj/xxgb/gszb/200820359/201104/t20110413_680883.html?classid=428

→この規定の解釈で、オンラインゲームの審査権が文化部にあるか新聞出版総署にあるかで論争となる。（一（二）１）

◆《関於印発〈中央編瓣対文化部、広電総局、新聞出版総署“三定”規定中有関動漫、網絡遊戯和文化市場総合執法的部分条文的
解释〉的通知》 （三定規定におけるアニメゲームと文化市場総合の法執行の部分条例に関する解釈に関する通知）
瓣人発〔2009〕16号 2009年9月14日発布 http://tech.163.com/09/0918/15/5JGM4DIM000915BF.html
→文化部がオンラインゲームの主管部門である。（二）

◆《関於貫徹落実国務院《“三定”規定》和中央編瓣有関解釈，進一歩加強網絡遊戯前置審批和進口網絡遊戯審批管理的通知》
（三定規定におけるオンラインゲームの審査・批准、輸入オンラインゲーム審査・批准の管理に関する更なる強化に関する通知）
新出聯〔2009〕13号 2009年9月28日発布 http://www.gapp.gov.cn/cms/html/42/1571/201005/699305.html
→オンラインゲームの内容審査、オンラインゲームの輸入審査を行うのは法規に基づき新聞出版総署であると主張（二）。
新聞出版総署の審査を経て、オンラインゲーム経営範囲のインターネット出版許可証を取得が必要。輸入オンラインゲームの審査・批准は
新聞出版総署の担当である。（三）
また、外資系企業の独資、合弁、合作による中国でのオンラインゲーム運営サービス事業への投資を禁ずる。（四）

魔獣世界（World Of Warcraft）批准をめぐる文化部と新聞出版総署の争い
～時間的経緯～
------

中国における「魔獣世界」の運営は、2009年6月7日にそれまでの第九城市から網易へ移管（3年契約）
7月16日網易の魔獣世界公式サイトで、政府の批准を再度受ける必要があり、現在政府部門の審査批准待ちであると発表される。
7月21日文化部の公開情報で、文化部の批准を得たことが発表される。 文網進字[2009]006号
テスト運営を経て、9月19日より公式サイトで中国大陸での正式運営開始を発表。
10月9日 新聞出版総署、国家版権局、‘掃黄打非‘工作小組瓣公室が“三定規定”を発布

↓ ところが、
-- 11月2日 新聞出版総署は「魔獣世界（燃焼的遠征）」の申請を却下したと発表。
網易に対して、違法な課金と新ユーザーの登録を停止するよう通告。
新聞出版総署は法に基づく行政処罰（ネットへの接続停止を服務）の可能性も示唆した。
-- 上記に対し、文化部は11月3日に新聞出版総署の越権行為であるとし、網易の運営は合法であるとした。
2009年11月4日 経済参考報－新華網：http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-11/04/content_12382452.htm
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2-5. 海外版権のオンラインゲームに関する申請・批准
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
新聞出版総署
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/layout3/
indexc.jsp?channelId=496&siteId=21&infoId=453173

《国務院対確需保留的行政審批項目設定行政許可的决定》（国務院令第 412 号）による
《出版管理条例》等の法規に基づく申請

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、出版機構の閲読審査意見、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及びサンプルCD。
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つずつ提供。
⑥所在する省級の新聞出版行政部門の審査意見書。

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。
※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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2-6. 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。
◆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。
◆網絡文化経営許可証
（インターネット文化経営許可証）
文化部が発行。ゲームを輸入する際に必要。
◆電子出版物出版許可証
新聞出版署が発行。電子出版物の出版に必要。

※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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2-7. 国内業者との連携方式
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
主に以下の４方式 （各方式を組み合わせる場合もある）
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

最初の契約における配分割合に基づき、一定期間での利潤を配分する方式。
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最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。
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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2-8. オンラインゲーム収入ランキング
2011年中国オンラインゲーム収入ランキング TOP10
多玩遊戯網の発表ランキングをもとに資料作成 新浪科技-多玩遊戯網 2011年12月14日： http://tech.sina.com.cn/i/2011-12-14/14196498060.shtml

順位

1
2
3
4

ゲーム名

穿越火線

運営会社

http://cf.qq.com/index.shtml

※韓国のSmile Gateが開発した3Dゲーム

地下城与勇士

http://dnf.qq.com/

※韓国のNEOPLEが開発した２Dゲーム

夢幻西遊

http://xyq.163.com/
http://xyq.163.com/

http://tl8.duowan.com/

54.6億元

270万

騰訊

29.5億元

280万

網易

27.6億元

260万

23億元

115万

盛大

22.7億元

50万

盛大

15.8億元

72万

網易

14.4億元

105万

完美

13.5億元

63万

巨人

9.8億元

50万

光宇華夏

8.5億元

82.5万

搜狐畅遊

※国産ゲーム

最大同時ユーザ数

騰訊

※自社開発ゲーム

天龍八部3

営業収入（人民元）

伝奇系列
5

※シリーズの一つ「熱血伝奇」は韓国のWEMADE
Entertainmentが開発。中国で2001年に運営スタート。
http://mir2.sdo.com/web3/index/index_flash.asp

6
7

龍之谷

http://dn.sdo.com/web8/index

※韓国のEyedentity Gamesが開発した3DのMMORPG。

魔獣世界（World of Warcraft）http://www.battlenet.com.cn/wow/zh/
※Blizzard Entertainmentが開発したゲーム。
中国では2009年から第九城市に代わり、網易が運営。

8

誅仙前伝

9

征途2

10

問道

http://zhuxian.wanmei.com/

※国産ゲーム
http://zt2.ztgame.com/

※自社開発ゲーム
http://wd.gyyx.cn/download/

※国産MMORPG

⇒収入TOP10のうち4つの韓国開発のオンラインゲームがランキング
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2-9. 課金システム
従来の接続時間に応じた課金からアイテム課金へと市場全体は移行しつつある。
人気の大型オンラインゲームでは「時間課金」と「アイテム課金」を併用しているケースも。
◆盛大の「熱血伝奇」や「龍之谷」、光宇華夏の「問道」はゲーム自体は無料で、アイテム課金のみ。
◆騰訊の「穿越火線」、網易の「夢幻西遊」や「魔獣世界」は時間課金とアイテム課金を併用。
【時間課金の例】
穿越火線・・・ 50元：1ヶ月+20Qポイント、100元：3ヶ月+10Qポイント
夢幻西遊・・・1時間0.4元 （ただし10級までは無料。10級以上になったところから時間課金がスタート）
魔獣世界・・・15元2000分、30元4000分

ポイントの主な購入ルート

夢幻西遊サイト

ユーザーは下記などの方法を用い、ゲームのポイントを購入。
アイテム課金のゲームは、ポイントを購入しなくても無料でゲームをすることができる。
◆実際のゲームカードを購入 （プリペイドカードで、ポイントが入っている）
ネットカフェやブックスタンドで販売。
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
オンラインバンクで支払い。ネット上で銀行の種類を選び、銀行口座より料金引き落とし。
もしくはクレジットカードで購入する方法もある。
◆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
◆携帯電話プリペイドカードからのチャージ
◆通販サイト 「淘宝」で購入 http://game.taobao.com/
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2-10. オンラインゲーム企業の収入状況
2011年オンラインゲーム企業
収入市場規模TOP15
騰訊遊戯

2011年オンラインゲーム企業
各社の財経状況

168.7

網易遊戯

66.3

盛大遊戯

52.8

完美時空

29.0

捜狐暢遊

27.8

巨人網絡

18.0

光宇華夏

11.5

売上高

売上総利益

営業利益

巨人

－

17.922億元

盛大

－

52.82億元

14.77億元

網禅

3.4億元

－

3019万元

網易

75億元

－

32億元

捜狐

53.8719億元

－

17.2618億元

世紀天成

7.1

暢遊

－

30.6412億元

16.2438億元

網龍

7.0

騰訊

284.961億元

－

－

金山遊戯

6.6

完美

29.834億元

－

10.887億元

昆崙万維

6.3

趣遊

6.1

4399

5.5

中華網

4.6

37wan

3.4

※公表データは不完全で空欄あり。下記より一部抜粋。
人民網（2012年3月）：
http://game.people.com.cn/GB/48604/213917/17425274.html

その他

55.5
0

50

（億元）
100

150

200

※上記にモバイルゲーム収入、広告収入は含まない。
iResearchサイト：http://game.iresearch.cn/15/20120113/161446.shtml

※上記二つのデータは集計基準が異なるため数値の差異があると見られる。

◆自社のチャットツールQQと連動した騰訊遊戯が大きく売上を伸ばしている。
◆一方、大手ゲーム会社「中華網」のアメリカ・ナスダック撤退など、新旧の浮き沈みも激しい。
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2-11. 主なオンラインゲーム運営会社（１）
社名
設立/上場

騰訊

網易

1998年11月設立

1997年6月設立

2004年香港にて上場

2000年にアメリカ・ナスダックにて上場

盛大ネットワーク
（盛大互動娯楽有限公司）

1999年11月設立盛大互動娯楽有限公司の
子会社として盛大遊戯有限公司が2008年6月
に設立、2009年9月にアメリカナスダック上場。
（※盛大互動娯楽有限公司は2004年にアメリカナスダック
に上場するも、2012年2月に親会社と子会社の合併による
上場取り消し）

ＱＱの登録ユーザーは7.11億を突破

登録ユーザー数は2.5億人以上

ＱＱゲームの最高同時オンライン人数は800万
人を超えた

同時オンライン人数は260万人を超えた

登録ユーザー数は13億人と称する報道もある
も、現在ユーザー数の公開はなし

運営収入

2011年第4四半期
79.225億元-ネットサービスの全てを含む

2011年第4四半期
21億元-うちオンラインゲームサービスは18億元

2011年第3四半期
17.73億元-会社全体（うち盛大遊戯は13.53億元）

ＵＲＬ

http://www.tencent.com/
http://game.qq.com/

http://www.163.com/
http://nie.163.com/

http://www.snda.com/cs/index.jsp
http://www.shandagames.com

主なゲーム

穿越火線、地下城与勇士、剣霊、七雄争覇、
QQ遊戯、QQ炫舞、ＱＱ堂、QQ三国 等多数

魔獣世界（World of Warcraft）、
大話西遊3”、夢幻西遊”、大唐豪侠

熱血伝奇、伝奇世界、龍之谷、神迹 、
英雄年代 、夢幻国度、仙境伝説

ユーザー数

社名
設立/上場

搜狐畅遊

完美時空

巨人
（上海巨人網絡科技公司）

2004年3月設立

2003年設立

2007年6月アメリカ・ナスダック上場

2009年4月アメリカ・ナスダック上場

ユーザー数

ユーザー数公開なし

登録ユーザーは2.5億人を超える

ユーザー数公開なし

運営収入

2011年第4四半期
5.930億元-会社全体

2011年第4四半期
15.5546億元-会社全体

（2011年の運営収入は18.0億元

ＵＲＬ

http://www.wanmei.com/

http://sohugame.17173.com/

http://jr.ztgame.com/

主なゲーム

完美世界、武林外伝、誅仙前伝、夢幻誅仙
完美世界国際版、赤壁、熱舞派対 等

天龍八部、鹿鼎記、剣仙、古域、刀剣

征途、巨人、征途懐旧版、緑色征途、征途2、
万王之王3、黄金国土
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2004年11月設立

--iResearch データによる）

2-12. 主なオンラインゲーム運営会社（２）
社名

光宇華夏

世紀天成

網龍

1999年に香港にて上場

設立年不明。2005年6月に「洛奇」の運営開始
（上海郵通科技有限公司傘下）

1999年設立
2008年6月に香港にて上場

ユーザー数

ユーザー数公開なし

ユーザー数公開なし

ユーザー数公開なし

運営収入

（2011年の運営収入は11.5億元

（2011年の運営収入は7.1億元

2011年第3四半期：2.027億元-会社全体

設立/上場

1999年設立

--iResearch データによる）

--iResearch データによる）

ＵＲＬ

http://www.gyyx.cn/

http://web.tiancity.com

http://www.nd.com.cn/

主なゲーム

問道、神仙道、天驕、天魔伝説、
創世、炫舞吧

洛奇（Mabinogi Fantasy Life）、反恐精英Online
（Counter-Strike Online）、跑跑卡丁車
（Crazyracing KartRider）
韓国のNEXON等のゲームを代理運営

開心、魔域、征服、天元、長江七号、
夢幻迪士尼（Disneyとの合作。2010年5月に

社名
設立/上場

ユーザー数

金山

昆崙万維

1989会社設立。ゲーム産業は1996年より。
2007年10月に香港にて上場

2008年設立

ユーザー数公開なし

ユーザー数公開なし

βテスト開始）

趣遊
（趣游（北京）科技有限公司）

2008年設立

（東南アジア、日本、韓国、ヨーロッパ、アメリ
カに支社を設立）

登録ユーザーが8000万人を突破
（2010年12月20日段階）

2011年第3四半期：
2.43億元-会社全体（うち娯楽ソフトは1.65億元）

（2011年の運営収入は6.3億元

ＵＲＬ

http://www.kingsoft.com/game/

http://www.kunlun.com/index.html

http://www.gamewave.net/

主なゲーム

封神榜シリーズ、剣侠シリーズ、大話紅楼、
麻辣江湖、蒼穹之怒、春秋外伝、 春秋Q伝、
反恐行動

傲視天地、三国風雲、武侠風雲、
昆崙世界、美眉夢工場、水晶戦記

天紀、傲剣、仙域、
2010年末までに40種類を突破

運営収入

--iResearch データによる）
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（2011年の運営収入は6.1億元
--iResearch データによる）

2-13. 主なオンラインゲーム運営会社（３）
社名

第九城市

中華網

設立/上場

ユーザー数

久遊網

（第九城市计算机技术咨询（上海）有限公司）

2000年設立 香港にて上場

1999年設立

2009年にアメリカ・ナスダックに上場するも、2011
年10月に破産宣言をしてナスダック市場撤退。

2004年12月アメリカ・ナスダック上場
（2011年に韓国に支社を設立）

公開ユーザー数なし

登録ユーザー数1400万突破
（百度データによる
http://baike.baidu.com/view/57214.htm）

2003年設立

登録ユーザー4.5億人を突破
（2011年6月末の段階）

運営収入

2011年第3四半期：
0.296億香港ドル-会社全体

データ公開なし

データ公開なし

ＵＲＬ

http://game.china.com/

http://www.the9.com/

http://www.9you.com

主なゲーム

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、百変金鋼OL、宝宝総動員

王者世界（Atlantica）、自由国土、仙境冒険
奇跡世界2、三国群英伝２、名将三国

SDガンダム
（http://gd.9you.com/web_v3/index_top.html）
勁舞団、超級舞者、玄天之剣、藍海戦記、
魔力宝貝、寵物森林2

その他に・・・
◆4399遊戯（2004年設立。ユーザー規模1億人） http://www.4399.com/
◆37wan（2008年設立。7000万人の活動ユーザー） http://www.37wan.com/
近年、中国の大手オンラインゲーム会社のグローバルな海外展開が目覚しい。
ゲーム会社のナスダックでの上場ブームが続いている一方で、盛大や中華網のように上場を取り下げる会社も出てきている。
自社ゲームの開発にも積極的で、海外ブランチの設立や各国でのゲーム運営のケースも増えてきている。
■2011年に合計34社が自社開発ゲーム131種類を海外市場で展開。 販売収入は3.6億ドル、前年比56.5％。
（中商情報網 2012年2月21日：http://www.askci.com/news/201202/21/152943_73.shtml）
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2-14. 日本オンラインゲームの中国での展開（事例紹介）
海外のオンラインゲームを中国のゲーム会社が授権して運営するケースが多い。
（中国バージョンを共同開発するケースもある）

◆市場で人気があり、タイトル数も多いのは韓国のオンラインゲーム。
（騰訊の「穿越火線」や「地下城与勇士」、盛大の「熱血伝奇」や「龍之谷」等）

◆アメリカの魔獣世界（World of Warcraft）などは根強いファン層が形成されている。
◆日本オンラインゲームは、人気のアニメシリーズのゲーム版が複数中国に授権されている。
（SDガンダム、ドラゴンボール、聖闘士星矢等）

事例～日本のゲームを中心として～
「SDガンダムOnline」：
久遊網が運営。2008年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がゲーム開発、久遊網にて運営。
--SDガンダムOnline・中国公式サイト：http://gd.9you.com
「ドラゴンボールOnline」 久遊網が運営。2011年5月にテスト運営開始。韓国Ntl-incがゲーム開発。
--久遊網による公式サイト： http://dbo.uuu9.com/
「聖闘士星矢Online」 完美世界が運営。2011年にテスト運営開始。セガが共同開発。
--完美世界による公式サイト： http://bbs.seiya.wanmei.com/
「Paperman」 空中網が運営。2011年に権利獲得を発表。Gamepotが授権。
--空中網サイト： http://www.kongzhong.com
その他・・・
CAPCOMの「モンスターハンター」の中国展開に向けたニュースや、ストリートファイターの中国語サイト（http://sfo.duowan.com/）等
以前は、北京中栄巡遊網絡科技有限公司がコーエーの「大航海時代」、「信長の野望」のゲームサイトを運営していたが、現在は運営中止。
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2-15. 海外オンラインゲームの中国での展開（事例紹介）
事例～日本以外の海外のゲーム

「DOA (Dead or Alive）」

、コーエーテクモゲームス（旧テクモ）のゲーム。盛大が運営。2007年7月より。

--Dead or Alive ONLINE（生死格闘）・中国公式サイト：http://doa.sdo.com/web3/homing/default.htm

EA
--中国のＥＡ公式サイト：http://www.ea.com.cn

--《EA SPORTS FIFA Online 2》が第九城市で2009年から開始。
--モバイルゲームは中国移動の移動夢網等で複数タイトル展開している。

WEBZEN（網禅）
韓国のゲーム会社：中国サイト http://www.webzen.com.tw/china.aspx
--上海に第九城市と合作で1999年に 9WEBZEN Limitedを設立。MU奇跡などを展開。
--第九城網と2010年に「奇跡世界（SUN）」の契約を更新。（3年間契約）
（http://news.766.com/yenei/2010-06-09/722630.shtml）

NEXON
韓国のゲーム会社。
中国でのゲーム展開は盛大と世紀天成等が代理権を得て運営している。
--盛大が運営：
冒険島（MapleStory） http://mxd.sdo.com/web5/home/home.asp
--世紀天成が運営： 洛奇 http://luoqi.tiancity.com/
跑跑卡丁車（Crazyracing Kartrider/Popkart） http://popkart.tiancity.com/homepage
--騰訊遊戯が運営： 地下城与勇士（Dungeon & Fighter/Dungeon Fighter） http://dnf.qq.com/
等、その他多数
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2-16. オンラインゲームの新しい動き
オンラインゲームのテレビ番組での放送は禁止されているが（※）、映画と連携したプロモーションや、
ソーシャルメディアや微博（マイクロブログ）と連動した新たな動きが出てきている。
※《関于禁止播出電脳網絡遊戯類節目的通知 》（パソコンネットゲーム等をTV番組での放送禁止に関する通知）国家広電総局2004年4月発布による。

関連ニュース

◆オンラインゲーム“遠征OL”のプロダクトプレイスメント映画「宅男総動員」
2011年3月30日に全世界同時公開。“遠征OL”の公式サイト：http://yz.szgla.com/
（2011年3月31日 天極網： http://gameonline.yesky.com/149/11888649.shtml）

◆巨人が第3ビジネスモデルを開始 第2四半期にゲーマーに交易プラットフォームを展開
ゲーム「征途2」で「交易によって課金する」第三代ビジネスモデルを採用
（2011年3月31日 178遊戯網－21.CN：http://game.21cn.com/online/industry/2011/03/31/8209708.shtml）

ネット小説からオンラインゲーム化＊大ヒット中の《星辰変》
映画化も予定されている
小説は盛大文学（起点中文網）で連載される。（作者：我吃西紅柿）
物語は異次元で展開される長編武侠小説。
--その後、盛大網絡でオンラインゲームが展開され人気を博す。
http://xcb.sdo.com/web6/guide/ http://mini.xcb.sdo.com/
--2009年11月に盛大網絡と湖南広電の合弁会社（盛視影業公司）の設立式で
「星辰変」の映画化が発表された。
←小説は書籍として出版もされている。
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2-17. オンラインゲームの新しい動き ～ソーシャルゲーム～
ソーシャルゲーム（SNSゲーム）
■SNSサイト「開心網」などが幅広いユーザーに浸透してゆく中で、ソーシャルゲームもひとつのブーム
になっている。アクセスはパソコンからだけでなく、モバイルゲームとして活用するユーザーも増加。
■ソーシャルゲームは文化部が管理監督。
ゲーム運営にあたっては文化部に申請し批准を受けなくてはならない。
事例
◆「開心網」

http://www.kaixin001.com/

のSNSゲームのラインナップも充実している。モバイル版もある。

--傘下の「花園牧場」、「開心魚釣」など11のゲームを文化部に申請報告。
（2011年3月30日に文化部は「ネットゲームコンテンツ審査ネット申請および進捗検索システム」にて、これらのゲームの申請が成功し許可済と発表。）
2011年3月30日 新浪網： http://games.sina.com.cn/y/n/2011-03-30/1017485998.shtml

◆「人人網」

http://www.renren.com/

2005年12月に設立。（2009年8月に従来の校内網より改名） 人気アプリにはゲームタイプが多い。
「人人農場」「熱血三国Q」など。
--人人網のオンラインゲーム営業収入が予想以上に増加 SNS化が進む
2011年第4四半期の財務レポートで、営業収入は3280万ドル、うちオンラインゲームの
営業収入は1200万ドル。オンラインゲームの営業収入額は前年同期比39％増。
（http://game.iresearch.cn/83/20120312/165704.shtml ）

◆子供向けのソーシャルゲームで成功「淘米 taomee」 （http://www.61.com）
14歳以下を対象としたゲームが中心で、親子で安心して子供を遊ばせることができるというのがポイント。
2007年設立。主要ゲームとして、「摩爾庄園」、「賽爾号」、「小花仙」、「功夫派」等
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3. モバイルゲーム
（携帯電話ゲーム）
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3-1. 中国のモバイルゲーム市場
3G携帯の普及とともに市場が拡大

2011年、中国のモバイルゲーム（携帯電話ゲーム）市場の販売収入金額は17億元
（中商情報網 2012年2月21日：http://www.askci.com/news/201202/21/152943_73.shtml）

2011年第4四半期の中国携帯ゲームユーザーは3028万、前季比+12.1%。
2011年第4四半期の中国携帯ゲーム市場規模は3.71億元、前季比+21.7%。
（易観国際データ--比特網：http://net.chinabyte.com/98/12277098.shtml）

2010年第1四半期～2011年第4四半期
(万人)

2010年第1四半期～2011年第4四半期

中国携帯ネットゲームユーザー規模

3500

3,028

ユーザー規模（万）
成長率

3000

40%

中国携帯ネットゲーム市場規模

(億元)
4

35%

3.5

30%

3

25%

2.5

3.71

市場規模（億元）
成長率

35%

2,702
2500

28.4%

23.3%

2000

2,332

3.05

2,417

29.6%

2,027
23.1%

25%
2.16

22.5%

20%

2

15.0%

15%

1,040

11.8%
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0
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15.0%

15%

1.18

12.1%
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1.45

1.5

21.7%
20%
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1.66

1,283

30%

2.77
2.55

1,646
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40%

10.1%

1

5%

0.5

0%
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8.4%
5.5%
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2011 Q4

易観国際データ 比特網：

http://net.chinabyte.com/98/12277098.shtml
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3-2. 中国の主要キャリア
中国における携帯電話の主要キャリアは、中国移動、中国聯通、中国電信の３社。
3Gユーザーは2011年2月段階で約6000万近くに達している。
モバイルゲームはSP（増値電信企業）による運営からキャリア自身の運営へと移行してきている。

中国移動（チャイナモバイル）

中国聨通（チャイナユニコム）

http://www.10086.cn

http://www.chinaunicom.com.cn

付加価値サービス： 移動夢網

付加価値サービス： 聯通無限、世界風、新勢力 等

運営収入： 5279.99億元（2011年 前年比+8.8％）
4,852.31億元（2010年）

通信産業規模： 2091.7億元（2011年 前年比 +22.2％）
1713億元（2010年）

ユーザー数： 6.55436億（2012年1月末）
３Gユーザー2454万（2011年2月）

ユーザー数： 携帯電話ユーザー1.9966億（2011年末）
うち３Gユーザー4001.9万（2011年末）
中国の第3世代携帯の基準

中国電信（チャイナテレコム）

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。

http://www.chinatelecom.com.cn/

中国が認定している第３世代携帯のシステムは、中国が独自に開発した
TD-SCDMAと、ヨーロッパのWCDMA、アメリカのCDMA2000。

ネットワーク： CDMA
（世界最大のCDMA運営キャリア）
付加価値サービス： 天翼、我的e家

TD-SCDMA：Time Division-Synchronous Code Division Multiple Accessの略称。
CDMA、TDMA、FDMAなどの技術を一体化。

運営収入： 2450億元（2011年 前年比+11.5％）
2198億元（2010年）

⇒4Gへの移行タイミングを模索中

ユーザー数： モバイルユーザー 1.26億（2011年末）
うち３Gユーザー3629万（2011年末）

◆工信部：4G運営許可証の発布タイミングは技術成熟度で決める
（※2010年6月末に、南京、上海、杭州、アモイ、広州、深圳でTD-LTEテストを行う
TD-LTEは４G標準の一つ）
2011年7月22日 中国聯通：http://www.chinaunicom.com.cn/news/ywsm/hyzx/file1510.html

◆杭州が全国初の4G体験ネットワーク都市に
2012年4月5日 新華網—中国電信：
http://www.10086.cn/aboutus/fd/201204/t20120409_28490.htm
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3-3. 中国におけるアプリ販売プラットフォーム
中国における公式アプリプラットフォーム
App Store（中国）

http://www.apple.com.cn/iphone/built-in-apps/app-store.html
--アップル社ののオンラインショップは2010年10月27日から正式に中国でスタート。
--App Storeには50万種類以上のアプリがあり、中国版ゲームコンテンツも充実。
全世界でダウンロード数は250億回を突破。
--中国の銀聯カードでのオンライン決済にも対応している。

中国移動：移動夢網（Monternet、MM商場）

http://www.monternet.com/
--ディズニー作品や、EAのゲーム等の海外タイトルも数多い。
（体験版として無料でダウンロードできるゲームも揃っている）
--特に中国移動の公式サイトの中にディズニー専用ページがあり
（http://disney.monternet.com/）、ゲームコンテンツも充実している。
1回8元でディズニーの月会員になることができる。
中国聯通：沃商店（wo store）

http://www.monternet.com/
--登録ユーザーが300万を突破。（2011年9月時点）
--アプリダウンロード数が5000万回突破。（2011年11月時点）
--無料ダウンロードゲームが人気だが、有料ゲームのダウロード料金は平均で
約2～8元/回。
Android携帯向け
公式のAndroid Appは中国語表示はなし。（http://www.android.com/apps/）
その他、携帯電話を一括管理できる「91手機助手」（http://zs.91.com/）や、 Android用のゲームアプリが取り揃っている「手機中国」
（http://android.cnmo.com/）や「当楽網・Android安卓遊戯門戸」（http://android.d.cn/）、安卓中文網（http://android.tgbus.com/）等。
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3-4. 携帯ゲームの開発メーカー（市場占有状況）
中国における携帯オンラインゲーム開発メーカーの市場状況
携帯ゲーム市場規模は2.7億元に達する うち騰訊が約18%を占める
2011年上半期中国携帯ネットゲーム開発メーカー市場占有率調査
18.6%
17.7%

騰訊
5.2%
6.1%
5.6%
5.4%
5.7%
5.1%
5.3%
5.1%
5.0%
4.7%
5.2%
4.6%
3.8%
4.6%
5.4%
3.9%
4.0%
3.8%
3.3%
3.7%
3.4%
3.5%
2.9%
3.2%
3.7%
2.4%

輝悦天成
掌上明珠
拉闊
索楽
程天網
空中網
美峰数碼
随相互動
銀漢科技
数字頑石
艾格拉斯
広州盈正
美通無線

22.9%

その他
0.0%

5.0%

その他

10.0%

15.0%

美通無線 広州盈正 艾格拉斯 数字頑石 銀漢科技 随相互動 美峰数碼

20.0%

26.2%

25.0%

空中網

程天網

索楽

拉闊

30.0%

掌上明珠 輝悦天成

騰訊

2011 Q1

0.229

0.037

0.029

0.034

0.033

0.04

0.054

0.038

0.052

0.05

0.053

0.057

0.056

0.052

0.186

2011 Q2

0.262

0.024

0.032

0.035

0.037

0.038

0.039

0.046

0.046

0.047

0.051

0.051

0.054

0.061

0.177
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（2011年10月17日 網易網：
http://game.163.com/11/1017/11/7GIKT7D500314K8I.html）

3-5. 中国におけるモバイルゲーム（企業/ゲーム）の事例
中国におけるモバイルゲーム（企業/ゲーム）の事例
騰訊遊戯（携帯QQゲーム）http://games.qq.com/mobile/
--携帯QQゲームの登録ユーザーは2億人超え １日の登録ユーザー数は1300万人以上 同時オンライン数は100万人を突破
（2012年2月7日：騰訊遊戯：http://games.qq.com/a/20120207/000078.htm）

騰訊遊戯 人気モバイルゲームランキング（2012年3月）
順位

ゲーム名

ダウンロード数

1

深海猎奇-捕魚達人

2

憤怒的企鵝2

3

逆天-血影狂刀

4

美女闘地主2012

698,165

5

倚天屠龍記-奪命狂龍

888,225

7,320,762
290,976
5,050,083

KONAMI中国：http://www.konami.cn/
中国版のモバイルゲームを複数タイトル展開している。
「鼎盛三国」「悪魔城蒼月十字架」等。
「鼎盛三国」は、中国移動（移動夢網）、中国聯動（沃商店）、騰訊遊戯から
それぞれダウンロードが可能になっている。

中国移動広東公司はRovio社と憤怒的小鳥(Angry Birds) のゲーム輸入に関する契約を締結。
中国移動のMM商場で正規版の無料ダウンロードへ。
（鳳凰網 2011年7月：http://tech.ifeng.com/telecom/detail_2011_07/11/7607300_0.shtml ）

憤怒的小鳥(Angry Birds) 当楽網による中国公式サイト： http://angrybirds.d.cn/
ダウンロード形式はAndroid版、iPhone/iTouch版、iPad版がある。
現在、中国聯通（沃商店）でも無料ダウンロード可能。
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3-6. ソーシャルゲーム（モバイルゲーム）
ソーシャルゲーム（モバイルゲーム）
■SNSサイトがユーザーに浸透してゆく中で、ソーシャルゲームもひとつのブームに。
アクセスはパソコンからだけでなく、モバイルゲームとして活用するユーザーも増加している。
事例

【DeNAの中国展開】
◆DeNA、中国版「Mobage」と開心網(http://www.kaixin001.com/ )が提携
DeNAは中国子会社を通じて、2011年12月に中国版「Mobage(中国語名：夢宝谷)」と「開心網」との連携を
開始したと発表。
この提携で「開心網」ユーザーは、中国版「Mobage」のIDがなくても「開心網」のIDのみで中国版「Mobage」にログインできる。
「開心網」ユーザーは、中国版「Mobage」のアプリを「開心網」経由でダウンロードし、日本で人気の「怪盗ロワイヤル」や
「忍者ロワイヤル」「プティの王国」などのゲームが簡単に楽しめるとのこと。
参考：DeNAの中国子会社が運営するSNSゲームサービス

“Mobage(中国語名：夢宝谷) http://mobage.cn/

---SEGAのゲーム等も展開されている。
◆2011年1月DeNAと網龍が合弁会社設立（資本規模600万ドル） 共同でモバイルソーシャルゲーム開発へ
（比特網：http://net.chinabyte.com/311/12246311.shtml、遊久産業頻道：http://chanye.uuu9.com/2012/201201/240106.shtml）

◆2012年3月 DeNAの中国子会社と中国聯通の沃商店（wo store）が戦略提携
沃商店（wo store）： http://store.wo.com.cn/indexPage_getMsysBulletinDetail2.do

◆2012年6月 DeNAと人人網が共同でモバイルゲームコミュニティの構築へ
（遊久産業頻道：http://chanye.uuu9.com/2012/201206/254827.shtml）

◆GREEはSNSゲームの会社「胡莱遊戯」（http://hoolai.com/cn/index.jsp）との戦略パートナー提携
（2012年2月 人民網：http://game.people.com.cn/h/2012/0223/c228790-4240661640.html）

GREEはこれまでにも、タイトー傘下のアンドロイドゲーム「Spy Wars」を騰訊モバイルソーシャル
コミュニティのプラットフォームで展開。
（2011年12月 人民網：http://game.people.com.cn/h/2011/1203/c228790-1289175391.html）
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4. 家庭用ゲーム機
（コンソール型）
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4-1. 家庭用ゲーム機の市場展開
ゲーム機の販売許可が下りにくいことや、PC・モバイルゲームの台頭により、市場規模は縮小
家庭用ゲーム機では、
-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は正式批准を得て一時期発売されたが、その後ＰＳ３やＰＳＰに関しては許可が下りていない。
任天堂

中国公式ページ・・・http://www.ique.com

■ 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）、iQue DS Lite、iQue SP、iQue PLAYER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。
索尼（SONY）

中国公式ページ・・・http://asia.playstation.com/hk/chs（香港）

■ 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）」として販売開始されたが、
その後の中国版の販売展開はなし。
（※しかし、個人や業者輸入品は多く、PS3、PSPのユーザーは中国国内にかなりの数存在すると思われる。）

■SCE（ソニー・コンピュータエンタテインメント）開発拠点が広州に設立
2011年1月18日 兎友網：http://psp.2u.com.cn/22_240861.html
マイクロソフト
■ X-BOXの中国展開の可能性が数多く報道されてきているが、未だ中国におけるX-BOXのゲーム機販売許可がおりていない。
（実際の市場では個人・業者輸入等により販売されているものがある）
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5. アミューズメント（娯楽施設）
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5-1. 中国におけるアミューズメント（娯楽施設）の事例
従来のゲームセンターだけでなく、上海ディズニーランドやサンリオキャラクターの大型アミューズメント施設等の
建設が進んでおり、大型アミューズメントパーク市場の展開が注目を集めている。
⇒アミューズメント施設に関しては、ジェトロ「中国のアミューズメント市場調査（2011年3月）」をご参照ください。

事例
上海ディズニーランド：2015年開業予定

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07000533

1999年11月4日、上海市人民政府新聞辨公室がディズニーからの授権を宣言。
2010年11月5日、ディズニーと上海申迪（集団）有限公司が協議を締結。
（上海申迪（集団）有限公司は上海市政府が批准して設立した国有企業。上海国際旅行リゾートエリアの土地開発、基礎建設、関連産業の発展の任務を
担うとともに、アメリカと合資合作し、共同でディズニーランドを建設、管理、運営する）

2011年4月6日、上海市浦東新区の建設予定地において建設開始。建設費用は約245億元。
捜狐新聞 上海ディズニーランドニュース特集ページ：http://news.sohu.com/s2009/shanghaidisney/

サンリオはライセンス契約による中国初のハローキティなどサンリオキャラクターのアミューズメント施設建設
（浙江銀潤休閑旅遊開発有限公司による）を発表。2014年完成予定。
アミューズメント施設建設発表（2011年5月発表）：http://www.sanrio.co.jp/corporate/release/detail/379

「魔獣世界（WOW）」や「星際争覇（Starcraft）」のテーマパーク建設の可能性。 太湖湾に“環球動漫嬉遊戯谷”建設の計画。
（2011年2月9日 ENETサイト：http://games.enet.com.cn/article/A13320110209001.html）

SEGAのゲーム機販売
--上海・新世界に2005年12月に開業したSEGAの新世界世嘉遊芸競技場（SEGA PLAYER’S ARENA）は閉鎖。
SEGAは上海精文投資有限公司、国家遊戯動漫産業基地と共同投資で 精文世嘉（上海）有限公司を2009年に設立。
ゲーム機（ゲームセンター用）の開発、生産、販売を行う合弁会社。イニシャルDの中国版ゲーム機などを展開。
http://segajinwin.com/

ナムコのゲームセンター：南夢宮電子遊戯世界
--上海に数店舗展開。（張楊路店/迪美購物中心店/八佰伴店/太平洋店等）
--プリクラが主力。太鼓の達人なども。

湯姆熊歓迎世界：http://www.tomsworld.com.cn
--台湾系。デパートの中にある親子で遊べるゲームセンター。（低年齢層の子供向けのゲームが充実）
--上海を中心にいくつかのエリアで展開。
（上海新世界店、上海大悦城店、上海嘉茂店、上海百联金山店、上海宝大祥店、上海正大店、上海龍之夢店、武汉新世界店、成都群光百货店、済南和谐広場店）
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5-2. 娯楽施設に関する規定（１）
娯楽場所（アミューズメントスポット）に関する規定
法規名

主な内容

発行機関

発布日

《娯楽場所管理条例》

-国務院文化部が管理監督する（第32条）。
-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（第6条）。
-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（第28条）。
-《中華人民共和国行政許可法》に基づく（第10条）

国務院

2006年
3月1日

 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（第二条）。
 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、
「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（第二（二）、二（四）条）。

上海市文化広播
影視管理局

2007年
5月28日

 2000年7月以来、上海市では《国務院辨公庁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。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を導入予定。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（一、三（一））。
 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（三（二））。
（※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

上海市文化広播
影視管理局

2006年
5月23日

（アミューズメントスポット管理条例）
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=133213

《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》
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/userobject26ai10140.html

《上海電子遊戯経営場所
管理試点工作方案》
（上海電子アミューズメントスポット管理
試策案）
http://wgj.sh.gov.cn/node2/2006wg/node638/node657/
u1a19155.html

ント、大型）の２種類あり、規制が異なる）
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5-3. 娯楽施設に関する規定（２）
娯楽場所（アミューズメントスポット）に関する規定
法規名

主な内容

発行機関

発布日

「娯楽場所治安管理辨法」

カラオケなどを含む娯楽場所の治安管理に対する規定。
公安への届出方法、設備に関しての安全確保、経営活動の規範、ガードマ
ンの配置、治安管理などに対する規定関して。ゲームセンターの場合は、さ
らにゲーム台の型番号や数量に関する資料を提出しなければならない。
（第５条）

公安部

2008年
6月3日発布

国家発展和改革
委員会 / 商務部

2011年
12月24日発布

発行機関

発布日

（アミューズメントスポット治安管理弁法）
http://www.mps.gov.cn/n16/n1237/n1342/n803715/128
8934.html

外商投資産業指導目録
（2011年修訂）
（外商投資の産業の指導目録）
http://www.china.com.cn/policy/txt/201112/29/content_24283092.htm

通知名
「関於調整上海市娯楽業営業税
税率的通知」
（上海市の娯楽業の営業税率の調整に関す
る通知）

奨励する外商投資産業目録の中で、
十二、文化、体育と娯楽産業
1. 娯楽場所経営（合資、合作に限る）
と記載されている。
⇒ 当該規定は外商投資に対する奨励ではなく、制限である

主な内容

《中華人民共和国営業税暫行条例》を受けて、上海の娯楽業（エンタメ関
連）の税率を下げる内容の通知を発布した。

http://www.czj.sh.gov.cn/zcfg/gfxwj/szl/yys/201201/t2
0120109_129592.html
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上海市財政局、
上海市地方税務
局

2011年
12月30日発布

6. 関連法規
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6-1. オンラインゲームに関する法規(1)
オンラインゲーム関連

法規名

主な内容

発行
機関

発布
日

《電子出版物管理規定》

※当該規定は2008年2月21日（新聞出版総署）に発布された｢電子出版物出版管理規定｣
により廃止された。（http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/397/200803/456760.html ）

新聞出
版総署

1997.
12.30

国務院信息産業主管部門が全国の電信業務の管理監督を行う。
《跨地区増値電信業務経営許可証》；《基礎電信業務経営許可証》；《增值電
信業務経営許可証》などに関しても明記。

国務院

2000.
9.25

 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

（電子出版物管理規定）
http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/websit
e/zhrmghgxwcbzsww/layout3/xxml3.jsp?c
hannelId=1384&siteId=21&infoId=457354

≪中華人民共和国
電信条例≫
（中華人民共和国電信条例）

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。（第58条）
⇒※ 但し、上記規定については2008年の｢管理規定｣において維持されている。
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。また合わせて著作権授権契約を省、自治区、直
轄市の版権局に登記して（登記書を取得して）、出版することができる。（第33条）
⇒当該条文該当事項は2008年の上記｢電子出版物出版管理規定」第38条で規定されてい
る（第38条：省、自治区、直轄市の新聞出版局の審査に合格後、新聞出版署の審査・批准
を受ける）
電子出版機構は国外著作権者の委任を受けた電子出版物の出版について申請すること
ができる（第24条）
電子出版機構は国外機構と合作して、電子出版物が出版できる（30条）

http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13456.html

≪互聯網信息服务
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

・ネットサービス業務に従事する機関は、「中華人民共和国電信条例」で定められた条件
に加えて以下の条件を備えなければならない。（第6条、条件については省略）
・ネットサービス業務に従事する機関は省、自治区、直轄市電信管理機構或いは国務院
信息業主管部門に申請し、批准を経てから、関連営業許可証を取得 （第7条）
 外商は合弁、合作の方式により、営利性インターネット情報サービスに従事できるが、
事前に信息産業部の審査・同意を得る必要がある。また、外商投資の比率について、関
連法律法規の規定に従う必要がある（第17条）
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6-2. オンラインゲームに関する法規(２)
オンラインゲーム関連

法規名

主な内容

《互聯網出版管理暫行規定》

《出版管理条例》と《互联網信息服务管理办法》に基づく。

（オンライン出版の管理暫定規定）
http://www.china.com.cn/zhuanti2005/t
xt/2002-07/15/content_5173506.htm

⇒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。
（第4条）

発行
機関

発布
日

新聞出
版総署
信息
産業部
（連名）

2002.
6.27

 インターネット文化企業は、インターネット文化製品を輸入する際は、文化部による内容
審査を受けなければならない。文化部は内容審査申請書を受領した日から30日以内に、
批准または拒否の決定し、申請者に通知を行うべきである。批准したものについては、批
准書類を発行し、拒否したものについては、理由説明を行う。（第16条）

《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/200
3-06/03/content_901646.htm

 インターネット文化企業は、本規定第十七条で禁止されている内容のインターネット文
化製品を提供する場合、または文化部の批准を経ていないインターネット文化製品を提供
する場合、省級以上の人民政府文化行政部門の命令により製品提供を中止させる。違法
所得が無い場合、1万元以下の罰金を処し、違法所得が有る場合は、違法所得を没収し、
並びに1倍から3倍以下の罰金（但し最高3万元までとする）を課す。情状が深刻の場合、営
業停止命令または「インターネット文化経営許可書」の取消を命令。（第24条）
→ゲーム内容に関する審査・批准は文化部が行う(第15条)
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2003.
5.10
文化部

2004.
7.1
修正

6-3. オンラインゲームに関する法規(３)
オンラインゲーム関連

法規名

《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

主な内容

発行機関

発布日

文化部

2004.05.14

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。
文化部は、輸入オンラインゲーム製品に関する内容審査委員会
を設け（以下、”審査員会”という）、輸入オンラインゲーム製品の内
容審査を行う。審査員会は弁公室に所属し、輸入オンラインゲーム
製品に対する内容審査を通常の責務とする（二）
輸入オンラインゲーム製品を取り扱い、経営する企業は、文化部
発行の「インターネット文化経営許可書」を取得する必要がある
（三）

《文化部 信息産業部関于網絡遊戯发展
和管理的若干意見》

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“互聯網文化単位”
（オンラインゲームの発展と管理に関する文化部、 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
信息産業部
信息産業部の若干の意見）
オンラインゲームは文化部の内容許可を得、かつ信息
産業部の≪軟件産品管理弁法≫に基づく登記を行わな （連名）
ければ国内で運営はできない。（三（九））
http://www.cnci.gov.cn/content/2005712/news_13593.sht
ml

228
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

2005.7.12

6-4. オンラインゲームに関する法規(4)
オンラインゲーム関連
法規名
《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.china.com.cn/chinese/PI-c/630935.htm

《関于禁止播出電脳網絡遊戯類節目的
通知 》

主な内容
電子とインターネットのゲーム市場に関する一歩進んだ
規範
国務院のもと新聞出版総局が唯一輸入電子出版物（イ
ンターネットのゲームを含む）に関する批准を行う行政
部門と明確規定。 （第二段）

発行機関

発布日

新聞出版総署
国家版権局
（連名）

2004.7.27

⇒ゲームの審査・批准は新聞出版署が行う

 すべてのラジオ・テレビ番組でオンラインゲームに関
する放送を禁止する。（二）

国家広電総局

2007.2.7

提示

主な内容

発行機関

発布日

《未成年人健康参与網絡遊戯提示》

 未成年の過度のオンラインゲーム使用を抑制するこ
とを呼びかけ。（一）
 学生は週に2時間以上のゲームをするべきではなく、
毎月オンラインゲームに10元以上使うべきではない
としている。（二）

文化部網絡遊戯
内容審査専家委
員会/中国教育学
会中小学信息技
術教育委員会/中
国青少年網絡協
会（連名）

2010.5.28

（TV番組のおけるパソコンネットゲーム等の放送禁止に
関する通知）
http://www.chinasarft.gov.cn/articles/2007/02/27/200
70914165147430579.html

（文未成年の健康に関係するオンラインゲームの提示）

http://www.9you.com/jiazhang/notice.html
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6-5. オンラインゲームに関する法規(5)
オンラインゲーム関連

法規名

主な内容

発行機関

発布
日

《非経営性互聯網信息服務备案管理
弁法》

 中国国内で、非営利性インターネット情報サービス業務を提供する際には、登録
手続きをしなければならない。（第2条）

信息産業部

2005.
2.8

工業和信息化
部

2011.
12.29

文化部

2010.
7.29

（非営利インターネット情報サービス登録管理弁法）

http://baike.baidu.com/view/439691.htm

《規範互聯網信息服務市場秩序若干
規定》
（インターネット情報サービス市場の秩序を規
律するための規定）
http://baike.baidu.com/view/7220014.htm

《文化部関於貫切実施《網絡遊戯管理
暂行弁法》的通知》
（文化部の「オンラインゲーム管理暫行弁法」
の切実な実施に関する通知）
http://www.ccnt.gov.cn/xxfb/zwxx/ggtz/2010
07/t20100730_81188.html

≪文化部弁公庁関於规范进口網絡遊
戯産品内容审查申報工作的公告≫
（文化部弁公庁の輸入オンラインゲーム製品
の内容審査業務に関する公告）
http://www.ccnt.gov.cn/sjzz/whscs/wlwh/20
0906/t20090612_71098.html

 インターネット情報サービス市場の秩序を規律し、提供者と利用者の合法的な権
益を保護し、インターネット業界の健全な発展を促すために制定された。 （第一
条、一部抜粋）
 インターネット情報サービスの提供者に関する禁止行為が明記されており、違反
した場合は相応の処罰がされる（第五条参照）

 輸入オンラインゲームの内容に対する審査の強化。審査通過の前段階では、ア
カウントの発行或いは料金請求を行ってはならない。また、商業合作や公告販売
等形式で、商業活動を行ってはならない。（二（四））

 輸入オンラインゲーム製品は、文化部の批准を得てない場合、以下を遵守しなけ
ればならい。（二）
（一）アカウントの発行、またはクライアントがソフトを通じてサーバーに直接登録
してはならない。
（二）ゲームに関する技術テストを行う場合、パスワードの限定発行方式を取り、
有効アカウント数は2万を越えてはならない。
（三）クライアントに対し料金請求、または商業合作や公告販売等形式で、
商業活動を行ってはならない。
 ゲーム輸入した経営企業が変更した場合は、元の輸入批准番号は自動的に無
効となり、新たに経営する企業が新規に文化部に申請。（三、一部抜粋）
 すでに文化部の内容审查を通過した輸入ゲームについて、運営中に内容変動や
アップグレードが生じた場合、新たに文化部で内容審査を行う必要がある。(四)
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文化部弁公庁
（注：文化部、
新聞出版総署と
もに自らが輸入
オンラインゲー
ムの審査機関と
自認する。その
ため実務上は、
リスクを考慮の
上、双方に対し
て審査申請を行
う必要がある）

2009.
4.24

6-6. オンラインゲームに関する法規(6)
オンラインゲーム関連

法規名
≪新聞出版総署関於加强对进口網絡
遊戯审批管理的通知≫
（新聞出版総局の輸入オンラインゲームに対
する審査批准の強化に関する通知）
http://gameonline.yesky.com/324/9018824.sh
tml

《文化部、中央文明弁、信息産業部、
公安部、国家工商行政管理総局関於
浄化網絡遊戯工作的通知》
（文化部、中央文明弁、信息産業部、公安部、
国家工商行政管理総局のオンラインゲーム浄
化業務に関する通知）
http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/74370.html

《国務院弁公庁転発文化部等部門关
于開展電子遊戯経営場所専項治理意
見的通知》
（国務院弁公庁が転送した文化部の電子ゲー
ム経営場所管理に関する意見の通知）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/co
ntent_60240.htm

主な内容
 新聞出版総署はオンラインゲーム出版物のネット上の出版・発行の事前
の審査・批准を担当する。（一、一部抜粋）
 新聞出版総署の批准を経ず、国内で何れの国外著作人が委任した輸入
オンラインゲームの出版・経営サービスが提供できない（二、一部抜粋）
 新聞出版総署は国務院の委任を経て、国外著作人が委任した輸入オン
ラインゲームを事前に審査・批准を実施する唯一の部門である。（三、一
部抜粋）

オンラインゲーム市場を浄化し、健全なインターネット文化環境を営造するこ
とを目的とした通知。

電子ゲーム経営場所に対する監督管理を強化、発生する不良現象に対し、
有効な打撃や抑制措置を行い、一歩ずつ電子ゲーム経営場所で発生する問
題を解決する旨を定めた意見の通知。
各部門の電子ゲーム経営場所に対する監督管理職責を規定。
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発行機関

発布
日

新聞出版総署

2009.
7.1

文化部、中央文明
弁、信息産業部、
公安部、国家工商
行政管理総局
（連名）

国務院弁公庁

2005.
6.9

2000.
6.15

6-7. 携帯コンテンツに関する法規 （１）
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」「増値電信業務経営許可証」「跨地区増
値電信業務経営許可証」に関する申請・審査・批准に関して。
⇒ 6-1.オンラインゲームに関する法規（1）参照

国務院

2000.
9.25

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。
⇒ 6-1.オンラインゲームに関する法規（1）参照

国務院

2000.
9.25

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。イン
ターネット犯罪に対して刑事責任を追求する旨を定めた規定。

第9回
全国人
大常委
会

2000.
12.28

（中華人民共和国電信条例）

http://www.gov.cn/zwgk/200506/06/content_4420.thm

≪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.net.cn/static/hosting/fa_xinxi.htm

≪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
ネット安全維持に関する決定）
http://tech.sina.com.cn/i/c/65606.shtml
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6-8. 携帯コンテンツに関する法規 （２）
携帯コンテンツ関連

法規名

≪電信業務経営許可管理弁法≫
（電信業務経営許可管理弁法）

（http://www.gdca.gov.cn/law/lawfile/mii19.asp）

主な内容

発行
機関

発布
日

信息
産業部

2001.
12.26

国務院

2002.
1.1

※当該法規は2009年3月5日に発布された｢電信業務経営許可管理弁法｣により
廃止された。
⇒ 但し、下記規定については同法において維持されている。

「基礎電信業務経営許可証」、「増値電信業務経営許可証」、「跨
地区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。
外資企業が電信企業の電信業務に投資する際には、工信部は｢外商投資電
信企業管理規定｣に基づいて、当該外資企業の営業許可証に対する審査・批
准を行う（第9条、一部抜粋）

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）。

≪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/200607/28/content_4886916.htm

⇒ 当該規定は2008年9月10日に発布された｢ 国務院関于修改｢外商投資電信
企業管理規定｣的決定｣により修正されている。

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）
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）（第6条）
⇒ 但し、上記二つの定めについては、上記修正規定でも維持されている。
外資企業が国内で電信業務に従事するには、工信部の批准を経なければなら
ない。また、当該批准は工信部が設立した軌跡電信輸出入局により実施される。
（第17条）
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2012年
調査報告

中国音楽市場及び
パッケージビジネス調査

日本貿易振興機構（ジェトロ）
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1. 中国音楽市場の概況
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1-1. 中国における音楽市場概況
中国の音楽市場概況
2010年の音楽セールスは6700万ドル。うちデジタル音楽が71％。
著作権侵害率は推定99％
IFPI「Digital Music Report 2012」http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf

パッケージマーケット
規模縮小
ネット通販による購入の利便化
CD/DVDのパッケージマーケットは
従来からの海賊版問題や、近年のネット
やモバイル配信の拡大から縮小を
続けている。

一方、亜馬遜（Amazon）や当当網等の
CD/DVD、書籍類を扱うネット通販が発達し、
中国国内で販売されている正規版
（海外作品含む）の購入も手軽になっている。

インターネット/モバイル配信

興行（コンサート/ライブ）

市場拡大
徐々にコンテンツ市場健全化へ

音楽市場を支える柱に

違法サイトの取締強化から市場は
健全化に向かっている。
ケース：
百度がレコード会社大手三社とネット音楽の
オンライン視聴とダウンロードサービスの版権
契約を結ぶ。

文化部が発表した中国のネット音楽
市場は23億元を突破（2010年）。
ただし、2012年1月現在も、無料で音楽コンテンツ
を共有できるサイトも複数存在する。

→第2章 「音楽・映像ソ
フト市場」参照

→第3章 「インターネット/モバイ
ル配信」参照
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海外アーティストも中国公演に積極的
中国各地で大型のコンサートから、ライブ、
音楽イベントまで国内外のアーティストが
積極的に興行を行なっている。
パッケージマーケットが右肩下がりの状況で
アーティストサイドは興行活動に積極的だ。
上海の大型コンサートの入場チケット価格は
100元代から1000元以上までと幅広い。
人気アーティストであれば2000元近くするプ
レミアムチケットも発売されている。
海外アーティストの中国公演も、北京、上海
広州だけでなく、地方都市まで展開するケー
スも出てきている。

2. 音楽・映像ソフト市場
（輸入・流通・販売）
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2-1. 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
新聞出版総署の批准に合格した
※外資系企業は直接出版行為を行うことができない。

音楽・映像ソフト製品輸入団体
①海外と版権契約

②版権認証
（約2週間）

申請

海外の
版権もと
レコード会社
（レーベル）

代理商

輸入音像製品がイン
ターネットで流通する
場合には、文化部の
審査・批准（「互聯網文
化管理暫定規定」第15条

③審査・批准

国家
版権局
版権認証の書類を
発行

④出版・発行

（約1ヶ月）

⑤流通・販売
◆出版・発行機構の
直接ルート

委託

新聞出版総署
音像製品内容審査
委員会事務室

出版・発行機構

（｢音像製品進口管理辦法｣
第14条）

上海地区で約20社
比較的規模の大きいのは

◆大型書店の音楽
コーナーでの販売。
（正規版の音楽専門店は
ほとんどみられない）

住所：北京市宣武門外大街40号 ・中唱（中国唱片：
電話：010-83138000
チャイナレコード）上海分公司 ◆通信販売サイト
（当当網、亜馬遜 等）
・上海声像出版社
合格すると
・上海音像公司 等

新聞出版総署の審査・
批准（｢音像製品進口管理

「進口音像製品批准許可」
（輸入音楽・映像ソフト批准許可）

辦法｣第8条）

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
ヤーによる商談

宣伝・PR活動は、出版社（レコード会社）だけでなく
場合によってはアーティストサイドからも行う。

出版するための音楽・映像製品
輸入申請に必要なもの

音楽・映像完成品輸入申請に必要なもの
-音楽もしくは映像完成品申請表
-輸入協議もしくは発注書
-サンプルテープ（中国語字幕もしくは吹替）
-その他の必要書類

-申請表
-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替）
-内容紹介
‐その他の必要書類

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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上海のレコードショップ店頭にて。「店長推薦」コーナー

2-2. （参考写真）中国における音楽ソフトの販売店

書店のCD販売ショップエリアや
亜馬遜（Amazon）や当当網のカテゴリーでは、
「日韓」音楽で一ジャンルとなっている

大型書店の中のCD販売エリア
「日韓」エリアに日本のアーティストのＣＤが並ぶ
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2-3. 主なレコード会社一覧
※実際の出版に関しては、出版機関が行う。
出版機関に関しては次ページ以降。

中国で展開している主なレコード会社一覧
日系
URL
展開

上海新索音楽有限公司 （Shanghai Epic Music Entertainment）

愛貝克思音楽影像制作（中国）有限公司 （avex China）

http://www.sonydadc.com.cn

http://www.avexchina.com/

ソニー・ミュージック、SMG、上海精文投資公司が共同出資して、
2001年5月に設立。

浜崎あゆみ、倖田來未などのアーティストのCDリリースを積極的に行い
（出版は中国唱片上海公司より）、中国におけるJ-POP啓蒙活動を牽引。

国内媒体制作及び複製を行う初の中外合資企業。

2006年11月16日に爱貝克思音楽影像制作（中国）有限公司が北京に設立。

索尼音乐娱乐（中国） （Sony Music）
www.sonymusic.com.cn

◆「愛貝克思中国がひっそり解散 alan等アーティストは移籍」
（新浪音楽 2011年11月1日： http://ent.sina.com.cn/y/2011-11-01/14543466163.shtml）
◆エイベックスが中国ライブ市場に進出 上海に新会社設立
エイベックス・グループ・ホールディングスは２６日、中国の上海に新会社を設立、
中国でのライブ市場に進出すると発表した。2012年2月に海外担当子会社である
「Avex International Holdings」が１００％出資する形で、「Avex Shanghai」（ＡＳＨ）
を設立、2012年4月から営業。
AVEXプレスリリース：
http://www.avex.co.jp/html/upload_file/top_01/7860_2011122616080801_P01 _.pdf

参考

金牌大風音楽集団
(Typhoon Group)

滚石国際音楽有限公司
(Rock Records Co., Ltd)

映象国際多媒体
（High Note Int’l Multi-Media Corp.）

URL

http://www.gold-typhoon.com.cn

http://www.gogorock.com/

http://www.hinote.com/chs/index.aspx

2008年8月にEMIレコードとの提携を発表。
（EMIの中華エリアでのすべての株式を買収）
国際レコード会社に転換した華人音楽集団。

1980年設立。本部は台湾。

展開

1985年設立。本部は台北。
欧米系の音楽を中心に輸入・配給業務に実
績がある。

所属
アーティスト

所属アーティスト：
付辛博 、李健、楊沛宜、金韓一 、丁少華
李巍、周筆畅、許巍、花児大張偉、青鳥飛魚、胡歌

張震岳、周華健、卓文萱、郁可唯、李晟
李宇春（代理発行）

香港・台湾系

大陸系
URL
展開
所属アー
ティスト

華誼兄弟音楽有限公司

盛泰娯楽唱片有限公司

http://huayi.sina.com.cn/music/index.html

http://www.stmusic.cc
http://www.stwh.cc/music/music.html（盛泰文化サイト内での紹介）

映画やドラマなどの制作・配給も行う華誼兄弟伝媒（1994年設立）の傘下。本部は北
京。所属アーティストには国内の実力派歌手が揃っている。

本部は広東省東莞市。盛泰文化（http://www.stwh.cc/）の傘下。
グループ会社の映像制作会社とも連動。

羽泉、周迅、張靚穎、楊坤、尚雯婕、黄征、謝娜

陳啓泰、李蕙敏、YOYO、0769楽隊、小超
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2-4. 主な音楽ソフト輸入機関① 中国唱片（チャイナレコード）
国務院
国資委
国家広播電影電視総局

1949年に設立。
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。

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

本社（北京）
中国唱片上海公司※１

北京
唱片廠
生産基地

中国唱片成都公司

中唱
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

中唱
音楽網台
公司

上海聯合
光盤有限
公司

ネットでの
音楽配信

音楽ソフト複製
日本からも
資本参加※2

中国唱片深セン公司
中国唱片広州公司

会社名

住所

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

音楽ソフト出版社

電話（FAX)

URL

※１ 「中国唱片上海公司」・・・
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。
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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2-5. 主な音楽ソフト輸入機関② （上海新匯光盤集団）
■ “上海新匯光盤集団”組織図

上海市委員会宣伝部
直接管理・監督

上海新匯光盤集団

中国共産党上海市委員会
上海市人民政府

支持

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
中国初の複数分野にわたる総合経営の音楽・映像・出版集団

上海声像
出版社

上海音像
公司

音楽・映像
出版社

音楽・映像
出版社

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
複製製造

上海新匯時代
光盤技術
有限公司
(国家光盤工程中心)
ディスク複製製造

上海
新匯世紀
音像中心
音楽・映像ソフト
の販売

上海
新匯世紀
物流有限公司

上海数字
世紀網絡
有限公司

音楽・映像ソフト
の販売

ネット出版

音像製品（音楽、映像製品）、電子出版物の出版経営及び製造過程業務を行う
音楽・映像ソフトの制作・コピー・加工・販売からオンライン販売まで、複合的に新しいスタイルで展開
※「上海音像公司」・・・日本系ではSONY MusicやForward Musicからの授権によるCDを多く出版している。
会社名

住所

上海声像出版社

上海市零陵路800号
東亜大厦19階

電話（FAX)

021-64812088
（021-64810199）
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URL
http://av.ewen.cc/av/

2-6. 音楽ソフト流通/販売ルートの変化
流通ルートの変化
◆正規版CD/DVDのみを販売している専門ショップは激減。
（中国国外でいうとタワーレコードやHMVのようなタイプのショップ。
上海では「上海美亜音像連鎖経営有限公司」等）
→正規版の店頭販売として一般的なのが大型書店の中にあるCD/DVDコーナー。
書店は国営で大型チェーン展開している「新華書店」などがある。
◆近年、勢いがあるのが「ネット通販」。

当当網（www.dangdang.com）と亜馬遜（Amazon.cn）の二大勢力。
当当網 （www.dangdang.com ）

亜馬遜（www.Amazon.cn ）

1999年11月に正式運営。
アメリカのIDGなどからの投資をうけて、世界最大の中国語ネット
ショッピングモールとしてスタート。

卓越網（2000年に設立した図書、CD/DVD、ソフト、玩具、百貨等
のネット販売のサイト）を2004年に全資買収。

書籍、CD/DVD、化粧品、家庭用品、ファッションなど100万種類を
超える商品を扱う。書籍の在庫は60万種類近い。
2010年アメリカ・ナスダックで上場。

現在、図書、音楽、映像、携帯デジタル、家庭用品、玩具、健康、
化粧品など28ジャンル、260万種類余りの商品を扱う。
出所：百度 http://baike.baidu.com/view/92968.htm#sub5038627

当当網、亜馬遜のどちらも、普通配達の送料は5元で、29元以上の購入で送料が無料となる。
支払いの方法は、ネットでのカード（銀行/クレジットカード）引き落とし、郵便局からの振込のほか、商品配達時の支払いでも可能となっている。

⇒ネット通販の普及で正規版CD/DVDの購入が
手軽に行えるようになってきている。
（※書籍と異なり、日本からの輸入CD/DVDの販売の扱いはない）
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2-7. 市場に流通している音楽CDの種類（参考）
中国市場に流通している音楽CDの種類（参考）

当当網（www.dangdang.com）と亜馬遜（Amazon.cn）における
”流行音楽”の取り扱いCD商品数：歌手エリア別一覧
※それぞれのサイトで”流行音楽”ジャンルの検索ヒット数に基づく。 当当網とアマゾンでは歌手のエリア分けが一部異なる。
BoAに関しては、韓国作品としてカウント。

当当網（www.dangdang.com）で扱いのある流行音楽CDの種類
商品種数
（欠品のものを含む）

取り扱いのある商品数
（欠品のものを除く）

中国大陸
香港・台湾

欧米

日本・韓国

15,032

3,774

1,375

中国大陸
香港・台湾

欧米

日本・韓国

2,950

1,010

日本

韓国

133

67

市場の主流は中国語ポップス。
（大陸での香港・台湾の歌手人気は高い）
欧米歌手がそれに続く。
音楽ジャンルとして日本・韓国はどちらのサイト
でも「日韓」とひとくくりになっている。
近年、中国でもK-POPの人気が高まっているが、
取り扱いは、日本のタイトルの方が多い。

亜馬遜（Amazon.cn）で扱いのある流行音楽CDの種類
商品種数
（欠品のものを含む）
取り扱いのある商品数
（欠品のものを除く）

中国大陸

香港・台湾

欧米

日本・韓国

その他の国

4,153

3,336

1,797

429

20

中国大陸

香港・台湾

欧米

日本・韓国

その他の国

1,532

1,187

808

日本

韓国

131

63
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3

2-8. 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ーティストのCD
亜馬遜（Amazon.cn）：流行音楽“日韓”ジャンルで出品順により検索。
現在取り扱いのない商品など一部省略。「--」部分は表記がなく不明。

アーティスト

出版社

版権提供

配給会社

形式
市場価格/販売価格

発行日

宇多田ヒカル

九洲音像出版公司

--

星外星唱片

ベストアルバム・ＣＤ2枚組
77.0/45.3

2011年
2月28日

JUJU

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

--

アルバムＣＤ
64.0/37.3

2011年
1月7日

浜崎あゆみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバム ＣＤ+DVD
98.0/53.1

2011年
1月5日

小田和正

九洲音像出版公司

--

星外星唱片

ベストアルバムＣＤ
30.0/15.0

2010年
12月25日

ＢoA

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

シングルＣＤ+DVD
50.0/32.0

2009年
12月18日

浜崎あゆみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

シングルＣＤ+DVD
52.0/29.5

2009年
10月12日

疾走

鬼太鼓座

深圳市激光節目
出版発行公司

--

深圳市激光節目出版発
行公司

アルバムＣＤ
83.0/54.0

2010年
11月30日

認識・吉田兄弟

吉田兄弟

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

--

アルバムＣＤ
64.0/42.0

2010年
11月25日

深琴款款

久石譲

上海文芸音像電子
出版社

--

星外星唱片

アルバムＣＤ
60.0/35.4

2010年
11月

花都舞影

久石譲＆
New Japan
Philharmonic World
Dream Orchestra

上海文芸音像電子
出版社

Universal Music

正東音像制品貿易（上
海）有限公司

アルバムＣＤ
60.0/35.4

2010年
12月1日

久石譲

上海文芸音像電子
出版社

Universal Music

正東音像制品貿易（上
海）有限公司

アルバムＣＤ
60.0/35.4

2010年
11月20日

タイトル
最優精選2(2CD)
JUJU
摇滚馬劇団
(Rock'n'Roll Circus)
回顧精選
守護你
（まもりたい～White Wishes～）
曾経…/情歌
（You were…/BALLAD ）

電影配楽夢精選

※中国音像商務網（http://www.cnave.com/）により正規販売リストが交付されていたが、2010年以降更新がない。
2009年以前の中国国内で正規販売された日本アーティストのCD（一部）一覧は以前の調査レポートをご参照。
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2-9. 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
タイトル

形式

アーティスト

出版社

版権提供

配給会社

Olivia

--

--

星外星唱片

ライブＣＤ+ＤＶＤ
69.3/41.1

2010年
11月

大塚愛

中国唱片上海公司

avex China

--

アルバムＣＤ+ＤＶＤ
（現在取り扱いなし）

2010年
10月22日

倖田來未

中国唱片上海公司

avex China

--

シングルＣＤ+ＤＶＤ
（現在取り扱いなし）

2010年
10月22日

安室奈美恵

中国唱片上海公司

avex China

--

シングルＣＤ+ＤＶＤ
（現在取り扱いなし）

2010年
10月22日

W-inds

新匯集団上海声像出版社

Forward Music

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ+ＤＶＤ
92.4/53.1

2010年
10月8日

モーニング娘。

新匯集団上海声像出版社

Forward Music

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ+ＤＶＤ
45.2/26.0

2010年
3月17日

鈴木重子

広東音像出版社

BMG

広東鴻芸艺音像有限公司

アルバムＣＤ
37.0/24.0

2010年
8月16日

15周年完美假期特别演唱会
2009(2DVD)
（GLAY 15th Anniversary Special
Live 2009 The Great Vacation）

ＧＬＡＹ

九洲音像出版公司

--

星外星唱片

コンサートDVD2枚組
84.7/49.6

2010年
8月25日

愛相随手心的羁绊
（うがみうた～絆、その手に～）

中孝介

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ
65.0/37.3

2010年
7月30日

嵐

広東音像出版社

Warner Music
(香港）

広東鴻芸艺音像有限公司

アルバムＣＤ
37.0/21.2

2010年
6月29日

小野リサ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムＣＤ
30.0/23.6

2010年
2月24日

福山美穂

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ
71.9/46.8

2010年
5月12日

Olivia夏日晩風音楽会LIVE実録
愛的果酱（LOVE JAM)
但是/愛的証明
（Ｂｕｔ/愛証）
宝貝不哭
（Baby Don’t Cry)
另一个世界
(Another World)
十全十美
（10 MY ME）
布裹沙（BRISA）

5×5
亜洲（ASIA）
彩虹（RAINBOW)

市場価格/販売価格（元）

発行日

亜馬遜（Amazon.cn）：流行音楽“日韓”ジャンルで出品順により検索。
現在取り扱いのない商品など一部省略。「--」部分は表記がなく不明。
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2-10. 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
タイトル

形式

アーティスト

出版社

版権提供

配給会社

星空情歌
（JUST BALLADE）

MISIA

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ
71.9/37.3

2010年
4月30日

娯楽精選
(ENTRETAINMENT BEST)

EXILE

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムＣＤ
46.2/30.0

2008年
10月7日

倖田來未

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムCD+DVD2枚
70.0/65.0

2010年
4月13日

新起歩
（NEXT LEVEL）

浜崎あゆみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムCD2枚+DVD
104.0/59.0

2010年
3月17日

光芒
（Flare）

島谷ひとみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムＣＤ
41.0/23.6

2010年
2月8日

浜崎あゆみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

DVD9 2枚組
（現在取り扱いなし）

2010年
2月8日

伴都美子

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

アルバムＣＤ
41.0/27.0

2010年
2月8日

坂本龍一

北京東方影音公司

Universal Music

正東音像制品貿易（上海）
有限公司

アルバムＣＤ
62.0/40.0

2010年
1月18日

黄金金選
（GOLDEN BEST)

五輪真弓

新匯集団上海声像出版社

SONY MUSIC

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ 3枚組
89.0/66.7

2010年
1月14日

魅惑節奏
（Glamorous Beat）

加藤和樹

新匯集団上海声像出版社

Forward Music

新匯集団上海声像出版社

アルバムＣＤ
57.0/53.1

2010年
1月14日

浜崎あゆみ

中国唱片上海公司

avex China

中国唱片上海公司

シングルCD+DVD
51.0/33.0

2010年
1月5日

魔幻遊戯
（TRIC)

2008-2009新年倒計時时演唱会
（PREMIUM COUNTDOWN LIVE
2009）

2008-

Van.
琴动我心
（Ryuichi Sakamoto Playing The Piano）

日出日落
（Sunrise LOVE is ALL）

市場価格/販売価格（元）

発行日

亜馬遜（Amazon.cn）：流行音楽“日韓”ジャンルで出品順により検索。
現在取り扱いのない商品など一部省略。「--」部分は表記がなく不明。
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2-11. 近年、中国国内で正規販売された韓国アーティストのCD（一部参考）
参考：中国国内で正規販売されている
韓国アーティストのCD

アーティスト

出版社

版権提供

配給会社

形式
市場価格/販売価格（元）

発行日

突破重囲 Break
Out!(CD+DVD)

東方神起

中国唱片上海公司

-

中国唱片上海公司

シングルCD+DVD
51.3/29.5

2011年
1月28日

精選2010(CD+DVD)

東方神起

中国唱片上海公司

-

中国唱片上海公司

ベストアルバム+DVD
92.4/53.1

2011年
1月28日

鄭智薰 Rain

上海音楽出版社

-

星外星唱片

シングルＣＤ+ＤＶＤ+
カレンダー
67.0/43.0

2010年12月

Super Junior M

珠影白天鹅音像出版社

天凱

-

アルバムＣＤ+写真集
66.2/37.8

2010年
9月10日

2PM

上海文芸音像電子
出版社

--

星外星唱片

アルバムＣＤ+ＤＶＤ
66.9/39.6

2010年
8月17日

少女時代

珠影白天鹅音像出版社

S.M.Entertain
ment CO.LTD

広東天凱唱片有限公司

アルバムＣＤ
57.5/33.0

2010年
6月23日

タイトル

返朴帰真亜洲特別版
（Back To The Basic）
美人啊
（BONAMANA）
超級精選
走開悪魔走開
（Run Devil Run）

亜馬遜（Amazon.cn）：流行音楽“日韓”ジャンルで出品順により検索。
現在取り扱いのない商品など一部省略。「--」部分は表記がなく不明。
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2-12. 著作権法改正（音楽レコードの還流防止措置）について
著作権法改正（音楽レコードの還流防止措置）について
中国をはじめとした海外市場向けに日本の音楽/映像ソフトが販売されているが、これらCDの価格は
現地の物価水準に応じて設定されたものでるため、日本国内に輸入し、販売してはならない。
日本・文化庁が下記発表http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kanryuuboushi.html
「平成16年通常国会において成立した著作権法の一部改正法により，「音楽レコードの還流防止措置」が
平成17年1月1日から施行されました。本措置は，アジアなど物価水準の異なる地域で，現地市場の物価水準に応じて
安価に製造・販売されている音楽レコードが国内で流通することによる関係権利者の経済的利益の損失を防ぐとともに，
我が国の音楽文化の積極的な海外普及を促進するものです。」

◆輸入差止申立に係る対象レコードリスト
一般社団法人日本レコード協会サイト：
http://www.riaj.or.jp/all_info/return/index.html

http://www.riaj.or.jp/all_info/return/OpenReturnListAction.do
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2-13． 中国国内で販売されている海外の映像ソフト
中国で販売されている映像ソフト
中国では海賊版ソフトやネットでの違法動画等の問題があり、映像ソフト市場は厳しい状態が続いているが、
市場では正規版DVDなどの映像ソフトも販売されている。
特に映画興行でも人気のハリウッド映画や、子供向けディズニーアニメ等は出版されている種類も豊富。

亜馬遜（Amazon.cn）において取り扱いのある映像ソフト種類：エリア別
DVD：
中国大陸・9,006
DVD９： 中国大陸・ 244
ブルーレイ：中国大陸・ 28

香港/台湾・262
香港/台湾・ 38
香港/台湾・ 9

欧米・2,865
日韓・412
欧米・ 666
日韓・ 51
欧米・ 172 日韓 2

その他・29
その他・ 7
その他・ 1

2012年3月、亜馬遜（Amazon.cn）にて。映画、ドラマ、アニメ等すべての映像ソフトを含む。欠品のタイトルはのぞく。

上海市内の大型書店のDVDコーナーでは、ハリウッド映画の人気作やディズニー・アニメが品数多く取り揃えられている。

ディズニー作品（一部抜粋）
形式 長さ（分）

許可（年）番号

出版社

迪斯尼的精彩世界
（Disny’s Wonderful World）

DVD 50枚セット

文像進字: （2008）541号

福建省音像出版社
福建省文芸音像出版社

広州正翔音像制品有限公司

木偶奇遇記
（PINOCCHIO）

DVD

文像進字: （1999）066号

福建省音像出版社

広州市保盛音像制品有限公司

11.00/4.90

獅子王
（Lion King)

DVD（88分）

文像進字: （2011）536号

太平洋影音公司

北京泰盛世紀文化伝播有限公司

44.00/26.00
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市場価格
/販売価格
（人民元）

タイトル

235.00/129.00

2-14. 中国国内で販売されている日本作品の映像ソフト
近年、中国国内で正規販売された日本作品（映像ソフト）
亜馬遜（Amazon.cn）：映像ジャンルより検索。
日本作品はジャンル分けされていないので、確認できる範囲で抜粋。
タイトル

長さ
（分）

出品会社

出品年

感染列島

116

東宝株式会社

2010

導盲犬小Q
（クイール）

--

松竹映画

2004

発行

形式
市場価格/販売価格（人民元）

広東音像出版社

浙江博納影視制作有限公司,
中国電影集団公司

DVD
19.0/11.0

北京東方影音公司

広東弘芸文化伝播有限公司

文像進字（2005）1395号
DVD9 40.0/22.4

出版社

― ここ数年、正規版で新規に出版された日本の映像ソフト（映画・ドラマ）は、ほとんど市場で確認することができない。
上記2作品は中国国内でも映画公開された作品である。
― また古い日本映画作品がDVD化されているケースもある。例：黒澤明や小津安二郎作品など。
― アニメ作品に関しては、次ページに掲載。
日本の古い映画作品がDVDとしてリバイバル出版されている。
亜馬遜（Amazon.cn）で扱いのある黒澤明作品は74作品、小津安二郎作品は27作品。（扱いのある商品を対象とした検索ヒット数による）
以下一部詳細。
タイトル

長さ
（分）

出版社

発行

形式
市場価格/販売価格（人民元）

黒澤明監督作品集

18枚
セット

峨眉電影制片厂音像出版社

広州市保盛音像制品有限公司

文像進字: （2004）1174号
DVD 18枚セット 115.38/ 71.80

羅生門（DVD簡易版）

87分

厦門音像出版社

広州市保盛音像制品有限公司

文像進字: （1999）538号
DVD 8.79/4.60

東京物語（DVD9）

135分

峨眉電影制片厂音像出版社

広州市保盛音像制品有限公司

文像進字: （2004）685号
DVD9 17.00/10.00

晩秋（DVD簡易版）

―

峨眉電影制片厂音像出版社

広州市保盛音像制品有限公司

文像進字: （2005）79号
DVD 15.00/4.90

※輸入が承認された映像ソフトのタイトルが2007年までは中国文化市場網
（http://www.ccm.gov.cn/）に公開されていたがその後の更新がない。
⇒2007年に承認されたリストはジェトロレポートhttp://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/ を参照
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2-15. 中国国内で販売されている日本作品の映像ソフト （アニメ一部）
近年、中国国内で販売されている日本アニメ作品（一部）
亜馬遜（Amazon.cn）及び当当網（dangdang.com）：映像ジャンルより検索。

書店のDVD販売コーナーや亜馬遜（Amazon.cn）、当当網（dangdang.com）のアニメ分野では、
宮崎駿作品やウルトラマンシリーズ、ドラえもん、ちびまる子ちゃんなどのDVDが販売されている。
亜馬遜（Amazon.cn）で取り扱いのある日本・韓国アニメの映像ソフトは310種類。
（※ただし、正規に日本のコンテンツホルダーから出版/販売許可を得たものか確認出来ていないものもある。）

一部
タイトル

出品年

花仙子
（花の子ルンルン）

13枚

2011

太平洋影音公司

広州市天芸文化伝播有限公司

文像進字（2011）104号
DVD4枚組 189.0/113.1

天空之城
（天空の城ラピュタ）

1枚
（124分）

2011

--

北京泰盛世紀文化伝播有限公司

文像進字（2011）418号
DVD 44.0/26.0

崖上的波妞
（崖の上のポニョ）

1枚
（100分）

2011

太平洋影音公司

北京泰盛世紀文化伝播有限公司

文像進字（2011）062号
DVD9 44.0/27.0

借物少女艾莉缇
（借りぐらしのアリエッティ）

1枚
（101分）

2011

太平洋影音公司

北京泰盛世紀文化伝播有限公司

文像進字（2011）062号
DVD9 44.0/27.0

机器猫小叮当（ドラえもん）

3枚セット

2012

広州新時代影音公司

広州正翔音像有限公司

1枚

2011

上海声像出版社有限公司

--

文像進字（2011）176号
DVD 47.0/27.9

巧虎小天地※

10枚組

2010

潇湘電影制片厂音像出版社

--

DVD10枚組 122.0/70.8

名探偵柯南
（名探偵コナン）

1枚
（シリー
ズで出
版）

新匯集団上海声像出版社

文像進字（2010）061号
DVD

宇宙英雄超銀河伝説/奥特曼大電影
（大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE）

2010

出版社

新匯集団上海声像出版社

発行

形式
市場価格/販売価格（人民元）

枚数

文像進字: （97）042号
DVD3枚セット 26.0/17.0

（1枚につきテレビシリーズ3～4話）

17.58/10.6

※ベネッセ「こどもちゃれんじ」の中国版：「巧虎小天地」は複数種類/複数組み合わせで出版されている。正規版かは不明。
※輸入が承認された映像ソフトのタイトルが2007年までは中国文化市場網 （http://www.ccm.gov.cn/）に公開されていたがその後の更新がない。
⇒2007年に批准されたリストは以前のレポートをご参照下さい。
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2-16. 中国におけるブルーレイの映像ソフト販売状況
現在、中国市場に流通している映像ソフトのパッケージはDVD、DVD9、ブルーレイ（藍光BD）、中国独自規格のブルーレイCBHD。
（※ただしCBHDのソフトはあまり市場に流通していない。現在、亜馬遜/当当網ともに取り扱い商品を確認できない）

DVD普及前のフォーマットであるVCD（ビデオCD）は、かなり少なくなってきているものの、まだ一部市場に流通している。

亜馬遜（Amazon.cn）におけるブルーレイ売上TOP10 （2012年3月）
市場価格
/販売価格
（人民元）

順位

タイトル（邦題）

長さ
（分）

出品会社

輸入許可
（年）番号

１

Black Hawn Down
（ブラックホーク・ダウン）

143

ソニー・ピクチャーズ
（アメリカ）

文像進字:
（2006）995号

太平洋影音公司

上海新索音楽有限公司

82.00/46.70

２

Terminator Salvation
（ターミネーター4 ）

--

--

文像進字:
（2009）417号

遼寧文化芸術音像出版社

上海新索音楽有限公司

82.00/46.70

３

２０１２

157

ソニー・ピクチャーズ
（アメリカ）

文像進字:
（2009）690号

太平洋影音公司

上海新索音楽有限公司

82.00/46.70

４

Michael Jackson's: This Is
It

111

ソニー・ピクチャーズ
（アメリカ）

文像進字:
（2006）617号

太平洋影音公司

上海新索音楽有限公司

46.70/35.30

５

Hellboy
（ヘルボーイ）

122

--

文像進字:
（2005）613号

遼寧文化芸術音像出版社

北京泰盛文化伝播有限公司

289.00/48.00

出版社

発行

定価/販売額はDVDと比較するとかなり高め。

その他、宮崎駿の「ハウルの動く城」はブルーレイでも販売されている。
またブルーレイには、DVD9とのセット売りや３Ｄタイプのものもある。
市場価格
/販売価格
（人民元）

オリジナル

形式

長さ（分）

出品会社

輸入許可
（年）番号

ハウルの動く城

ブルーレイ

--

--

文像進字:
（2007）208号

太平洋影音公司

北京泰盛文化伝播有限公
司

302.00/196.00

変形金鋼3
（TRANSFORMERS3）

ブルーレイ
+DVD9

154

--

文像進字:
（2011）561号

太平洋出版社

上海泰盛文化伝播有限公
司

302.0/165.0

藍精霊3D
（THE SMURFS 3D）

3D
ブルーレイ

98

ソニー・ピクチャーズ
（アメリカ）

不明
（2012）

新匯集団上海声像出版
社

上海新索音楽有限公司

275.0/166.7

出版社
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3.インターネット/モバイル配信
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3-1. 中国におけるインターネット配信音楽の市場規模
中国におけるインターネット配信音楽の市場規模
文化部が「2010年中国ネット音楽市場年度報告」を発表。（2011年3月9日発布 http://www.gov.cn/gzdt/2011-03/09/content_1821042.htm）

ネット音楽市場は持続的に成長拡大
2010年：ネット音楽全体の市場規模は23億元に達し、前年比14.4％増（サービス提供会社の総収入合計による）
中でもオンライン音楽市場の収入が増加し、2010年の収入規模は2.8億元。前年比64％増。
無線音楽市場（モバイル等）収入は市場規模20.2億元で、前年比9.8％増。ネット音楽市場の87.8％を占める。
2010年：キャリアが無線音楽で獲得した収入は279億元に達し、前年比3.5％増。
中国無線音楽ユーザー規模は6億人、携帯ユーザーにおけるサービス浸透率は70％に達する。
⇒ネットでの音楽視聴は増えているが有料コンテンツの普及が課題。
文化部は2010年から違法音楽サイトやネットでの違反音楽コンテンツを厳しく取り締まっており、
市場は徐々に健全化の方向に向かっている。
⇒音楽のモバイル配信は、３Ｇ携帯やiPad等の普及から市場は拡大している。

①中国オンライン音楽市場規模発展状況
3

2.80
64%

（億元）
2.5

25

60%

1.40

1.50

1.70

1
16%

0.5

40%

市場規模（億元）

30%

年間成長率（％）
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9.0%

0

0
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15

18.4

10%
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70%

20

50%

2
1.5

②中国無線音楽（モバイル等）市場規模発展状況

70%

0%
2007

2008

2009

2010

2010

①+②＝中国のネット音楽市場（2010年の市場規模は２３億元に達する）
《2010年中国網絡音楽市場年度発展報告》摘要 人民政府サイト http://www.gov.cn/gzdt/2011-03/09/content_1821042.htm

257
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

市場規模（億元）
年間成長率（％）

3-2. 文化部による違法音楽コンテンツ（曲）の公布
文化部が違反ネット音楽を整理・処分 2011年に違反リストを3回に分けて公布
◆第1回目：100曲の違反ネット音楽のリストを公布（2011年1月7日）
（人民政府サイト http://www.gov.cn/gzdt/2011-01/13/content_1783932.htm）

《互聯網文化管理暫行規定（インターネット文化管理暫時施行規定）》等の関連規定を厳しく守り、輸入ネット音楽製品は文化部のコンテンツ審査を
通過することが必要と再度強調。
100曲のリストの中には倖田來未の「言えないよ」など4曲も含まれている。

◆第2回目：100曲の違反ネット音楽のリストを公布（2011年3月17日）
（百度文庫 http://wenku.baidu.com/view/9a66f413a21614791711285f.html）

東方神起の「魔咒 -MIROTIC-」等3曲、浜崎あゆみの「THE introduction」等3曲も100曲の中に含まれている。
◆第3回目：100曲の違反ネット音楽のリストを公布（2011年8月9日）
（人民政府サイト http://www.gov.cn/fwxx/wy/2011-08/26/content_1933808.htm ）

平井堅の「Sing Forever」等4曲、倉木麻衣の「もう１度」や、レディー・ガガや張恵妹等の曲も含まれている。

ネット上での違法違反楽曲 合計300曲をリスト化して発表された。
海外の大物アーティストを含む著名アーティストの楽曲が並び、日本のアーティスト作品も複数上がっている。
楽曲内に違反内容があるものだけでなく、文化部へネット音楽として「申請していない」ことが問題とされているケースもある。
レコード会社側もネットでの申請資格がない等、戸惑いも広がっている。
（※《互聯網文化管理暫行規定》により、ネットでの音楽は経営性互聯網文化单位が文化部に申請が必要とある。
レコード会社は一般的にこの経営性互聯網文化単位の資格がない。
《互聯網文化管理暫行規定》人民政府サイト：http://www.gov.cn/fwxx/bw/whb/content_453017.htm）

関連ニュース：
◆文化部がオンライン音楽の“ブラックリスト”を発表 法令違反の内容が含まれているとは限らず
（2011年8月27日 鳳凰サイト：http://news.ifeng.com/mainland/detail_2011_08/27/8727976_0.shtml）

◆レコード会社が文化部に禁止された楽曲に対して回答： レコード会社はネットでの申請資格がない
（ 2011年8月31日 大衆網－新浪網：http://ent.sina.com.cn/y/2011-08-31/06443403008.shtml）
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3-3. 中国で人気のネット音楽サイト
中国で人気のネット音楽サイト
これらのサイトはPCからだけでなく、スマートフォンなどのモバイル媒体からもアクセスしダウンロードが可能。
アップロードされている楽曲に関しては、権利処理が正規で行われていないと思われるものも多数含まれている。
サイト名

URL

百度MP3 ※1（次ページ）

http://mp3.baidu.com/

虾米

※2

www.xiami.com/

巨鯨音楽網

http://www.top100.cn/

一聴音楽網

http://www.1ting.com/

QQ163

http://www.qq163.cc/

九酷音楽網

http://www.9ku.com/

音楽MP3 YYMP3.COM

http://www.yymp3.com/

中国原創音楽基地

http://www.5sing.com/

九天音楽網

http://www.9sky.com/

千千静聴

http://ttplayer.qianqian.com

今生縁

http://www.666ccc.com/

※２ 音楽共有化サイト：虾米
好きな音楽を分け合うというコンセプトのもとに2006年にスタート。
個人が好きな音楽をアップロードし、他の人が視聴・ダウンロードできるシステム。
音楽の著作権者以外が音楽コンテンツをアップロードしているものもある模様。
（海外の著名アーティストの作品も多くアップロードされているが、正規に
ライセンスされたものではない可能性が高い。）
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出典：自社調べによる

3-4. ネット音楽サイト：百度MP3のケース
百度MP3 http://mp3.baidu.com/
大手検索ポータルサイトの百度（BAIDU）では、従来違法音楽コンテンツが無料で検索・ダウンロードできていたが、
問題視した中国音像協会や大手レコード会社が提訴。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
2011年7月には大手レコード会社3社(Sony Music Entertainment、Universal Music Group、Warner Music Group Corp)と
百度は和解協議を結んだ。

レコード会社三社は、版権を所有する音楽コンテンツを、百度サイトのオンライン視聴とダウンロードサービスに対しライセンス。
百度はこれに対して一定の印税を支払うこととなる。
将来的に百度が有料音楽サービスを開始した際に、レコード会社はその収入の分配も受けることになる。
⇒しかし、その後も海外楽曲等も含めダウンロード可能な状態が続いており、全てが正規コンテンツ化されているかどうかは
確認できず。

百度の音楽サイトの使用法
まず探している曲（楽曲名/歌手名等のキーワード）を百度MP3で検索。
左のような画面が出てくる。
A:検索結果で見つかった音楽ファイル
B：クリックすればオンラインでテスト視聴できる
C:歌詞の検索ができる
D：ダウンロードした時のファイルの大きさ
E:ファイルの形式
オンライン視聴（歌詞が出るものもあり）やダウンロード（ファイルによる）が可能。

百度MP3の関連ニュース：

◆百度（Baidu）のMP３検索において新サイトでは正規版音楽マークが新たに加えられる
（2011年1月18日 ChinaZサイト： http://www.chinaz.com/Webmaster/report/011Q553P2011.html）
◆中国音像協会レコード工作委員会が百度への抗議声明を発表
（2011年3月17日 南方網：http://it.southcn.com/9/2011-03/17/content_21409009.htm）
◆百度（Baidu）MP3サービスの正規版化を図る 5月に新サービスの版権料が収入を超える
（2011年4月1日 騰訊網：http://net.chinabyte.com/28/11891528.shtml）

◆百度（Baidu）と三大レコード会社が和解協議を締結
（2011年7月28日 千龍サイト：http://tech.qianlong.com/33443/2011/07/28/71@7207383.htm）
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3-5. モバイルの音楽配信
モバイル配信：中国移動が運営する12530
中国移動通信が運営する「中国移動無線音楽倶楽部」http://music.10086.cn/
（中国最大の通信モバイルキャリア・中国移動による）
携帯電話でm.10086.cnにアクセスすれば自動的にwap版の12530へ
http://www.12530.org.cn/ （携帯用音楽/写真ダウンロードサイト）
◆楽曲のダウンロード：1曲あたり2元、又は月極で5元/1ヶ月50曲まで、10元/1ヶ月200曲まで。
「日韓」ジャンルがあり、韓国の楽曲が多い。
◆電話代と一緒に支払いができる（電話料金に音楽分を加算して支払う）。
◆「鈴声」（日本でいう「着うた」）や「彩鈴」（日本でいう「待ち歌」。電話をかけてきた相手に向けて
呼び出し音ではなく好きな音楽を選択できる）等。有料課金で成功している数少ないサービス。
中国移動無線音楽基地：
成都伝媒集団と中国移動通信集団四川有限公司が合資で2006年に設立。

2011年度無線音楽咪咕匯授賞盛典が2011年6月24日在北京で行われる （新浪娯楽
http://ent.sina.com.cn/f/y/2011mmusic/index.shtml）
授賞楽曲と歌手一覧（ダウンロード数が各賞授賞の決め手）

モバイル音楽：楽曲部門
部門

歌手「曲タイトル」

モバイル音楽：アーティスト部門
ダウンロード数
（回数）
4,299,247

部門

アーティスト

数

年間試聴人気女性歌手

張靓頴

試聴回数：7,292,646

年間試聴人気男性歌手

周傑倫

試聴回数：22,246,674

最も売れた大陸男性歌手

陳楚生

ダウンロード数：19647637

最も売れた大陸女性歌手

李宇春

ダウンロード数：14,034,854

検索人気男性歌手

周傑倫

検索数：208,636,035

検索人気女性歌手

蔡依林

検索数：50,957,979

一番売れた大陸新人歌手

M.I.C.男団

最も歌い継がれた金曲

王菲（フェイ・フォン）「伝奇」

最も売れた創作金曲

周傑倫「煙花易冷」

17,658,127

最も売れたデュエット曲

S.H.E 周定偉「両個人的荒島」

18,575,333

最も売れたダンス曲

萧亜軒「潇洒小姐」

8,527,660

最も売れたカバー曲

劉德華「人弁」

7,937,755

最も売れたアルバム

S.H.E「SHERO女英雄」

43,378,300

一番売れた香港・台湾新人歌手

田馥甄

ダウンロード数：5,650,249

最も売れたデジタルアルバム

呉克群「寄生」

20,001,987

最も売れた海外グループ

Wonder
Girls

ダウンロード数：5,371,903

ファンクラブ年度アーティスト

韩庚
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ダウンロード数：13,529,389

ファンクラブ人数：142030人

4. 音楽ビジネスの新しい動き
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4-1. 新しいビジネスモデル ①ベネッセコーポレーションの「楽智小天地」
ケース1： ベネッセコーポレーションの「楽智小天地」
発展段階に応じた教育講座と映像ソフトが人気
【株式会社 ベネッセコーポレーション中国での事業展開】
ニュースリリースより
（2010年4月12日 http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20100412_001.html、 2011年1月25日 http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20110125_002.html）

■2006年度「楽智小天地」の出版を開始
6ヶ月～6歳対象の幼児向け会員制講座「こどもちゃれんじ」の中国版にあたる
「楽智小天地」の出版開始。
現地パートナーである中国福利会傘下の中国福利会出版社にてライセンス出版。
■2008年1月 販売会社「倍楽生商貿（中国）有限公司」営業開始
ベネッセ100％出資の現地法人「倍楽生商貿（中国）有限公司」の営業開始。
■2010年4月 合弁会社の設立を決定
■2011年1月に「楽智小天地」の会員数が30万人に。
「楽智小天地」公式サイト：http://www.qiaohu.com/
テレビ番組「巧虎来啦」を上海教育テレビとSiTV生活時尚（星尚酷）CHにて放送。

←デパートの中などに「楽智小天地」ブースがあり、
親子連れで体験できる。
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4-2. 新しいビジネスモデル ②映画/ゲーム音楽
ケース２： 映画音楽／ゲーム音楽に参加

【映画「画皮」はシリーズで日本の作曲家が音楽を担当】
■映画「画皮」（2008年公開）の主題歌「画心」を藤原いくろうが作曲。（歌は張靚穎）
映画音楽も担当。
（芸恩による「画皮」情報： http://m.entgroup.cn/1491/）
■映画「画皮Ⅱ」（2012年6月公開予定）の音楽を作曲家・石田勝範が担当。
また同映画の美術を天野喜孝が担当。
（芸恩による「画皮Ⅱ」情報：http://m.entgroup.cn/589501/）

【中国でも人気の久石譲は、数々の中国映画と合作】
■姜文監督作品「太陽照常昇起(2007年公開)」「譲子弾飛(2010年公開)」で音楽を担当。
（芸恩による「太陽照常昇起」「譲子弾飛」サイト：http://m.entgroup.cn/1396/、http://m.entgroup.cn/573439/）
■映画「肩上蝶」（2011年作品）の音楽を担当。
（映画の出品会社は、寧浪稲草家族影視策划有限公司）
（音悦サイト：http://www.yinyuetai.com/fanclub/newslog-detail/98831）
■ペプシが2011年年末にショートムービー「把楽带回家」（9分48秒）を制作。その音楽を担当。
張国立，古天楽、羅志祥、張韶涵、周迅等人気俳優が揃って出演したことで話題に。
（優酷にアップされている動画サイト：http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3NjYxOTA4.html）

【ゲーム音楽にも日本のミュージシャンが参加】
■菊池圭介がGAMEBARに正式加盟し、音楽総監に就任
同会社の初のフル3Dゲーム「聚仙」の主題歌を制作する
「聚仙」の公式サイト：http://www.juxianol.com/
（2011年3月30日 人民網：
http://game.people.com.cn/GB/48644/48661/14275693.html
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4-3. 新しいビジネスモデルの動き

③AKB48

ケース３： AKB48
「アンテナショップ+ネットショップ+イベント」
リアルタイムの情報を中国語で提供しながら、中国でのファン層を育成。
ショップはネットショップとアンテナショップの二本立て。（連動したキャンペーンも展開）
■AKB48中国公式サイト： http://www.akb48.com.cn/
メンバーの「微博」（マイクロブログ）を新浪と騰訊でスタート。日本語と中国語でのつぶやき。
人物

AKB中国公式

URL

フォロワー数

http://weibo.com/akb48cn

224,736

秋元才加

http://weibo.com/sayakaakimoto

板野友美

http://weibo.com/akb48tomomiitano

119,577 ←メンバーの中で、新浪微博で
78,420 フォロワーが多いメンバーから

梅田彩佳

http://weibo.com/umedaayaka

105,463

小林香菜

http://weibo.com/kobayashikana

115,558

篠田麻里子

http://weibo.com/akb48marikoshinoda

79,201

前田敦子

http://weibo.com/akb48cnmaedaatsuko

63,218

宮澤佐江

http://weibo.com/miyasae

渡辺麻友

http://weibo.com/akb48watanabemayu

抜粋。

134,145
85,434

■上海にアンテナショップがオープン。
住所：上海市浦東新区陸家嘴西路168号 正大広場5階 （大型ショッピングモールの日本ファッションエリアの一角にある）
■ネットショップ：http://www.do93.com/akb48.htm
■メンバーが上海での握手会やイベントへ参加。
■上海SNH48のメンバー募集を発表。（2012年4月）
《関連ニュース》
◆AKB48が上海で千人握手会
2012年1月10日に、上海でAKB48のメンバー（柏木由紀ほか二人）が参加した握手会が行われた。上海でのAKB48の握手会は2回目。
抽選で当たった1400人が会場で盛り上がった。
（2012年1月16 日 四川新聞網：http://ent.newssc.org/system/2012/01/16/013423350.shtml ）
◆オンラインゲーム「風雲伝奇」がAKB48の上海握手会映像を冠スポンサード
握手会映像：http://www.tudou.com/programs/view/pR62J8VPjug/
「風雲伝奇」公式サイト：http://fy.2211.com
2012年1月16日 和訊：http://tech.hexun.com/2012-01-16/137302385.html
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※コンサート等の興行に関しては
別途「イベント一覧レポート」をご参照下さい。

4-4. 新しいビジネスモデルの動き

④微博の活用

ケース４： アーティストのプロモーションツールとして”微博”の活用
様々なジャンルで活躍する著名人たちが、「微博（中国語読み：ウェイボー。マイクロブログ）」のアカウントを登録し、
つぶやきを通して情報配信を行なっている。日本や海外の著名人でも中国の微博ユーザーが増加している。
（ちなみに、中国ではTwitter、Facebook、YouTube等へはネットアクセスが封じられている。2012年3月時点）
日本の著名人の新浪微博（一部）

中国の著名人の新浪微博（一部）
（※五十音順）

人物

URL

フォロワー数

中国の人気著名人のフォロワー数は1000万人を超える。

（2012年時点）

（※フォロワー数順）

蒼井そら（タレント）

http://weibo.com/u/1739928273

AKB中国公式

http://weibo.com/akb48cn

224,736

中孝介（歌手）

http://weibo.com/atarikousuke

103,534

姚晨（俳優・北京）

http://www.weibo.com/yaochen

19,964,749

矢野浩二

http://weibo.com/shiyehaoer

682,710

小S（司会/タレント・台湾）

http://www.weibo.com/dees

19,460,316

王力宏（歌手・台湾）

http://weibo.com/leehom

17,954,807

蔡依林（歌手・台湾）

http://weibo.com/u/1742727537

14,631,432

韓庚（歌手・北京）

http://weibo.com/hangeng

13,576,867

11,386,668

人物

（中国在住日本人俳優）

URL

フォロワー数
（2012年時点）

小栗旬（俳優）

http://weibo.com/u/2445957923

492,743

鈴木あみ（歌手／DJ)

http://weibo.com/u/2182887233

135,346

中田英寿

http://weibo.com/nakatah

2,834,410

浜崎あゆみ（歌手）

http://weibo.com/u/2291250415

1,822,595

周筆暢（歌手・北京）

http://weibo.com/randbibi

7,287,836

加藤嘉一

http://weibo.com/u/1680902912

1,551,551

張靚穎（歌手・北京）

http://weibo.com/zhangliangying

6,847,817

李宇春（歌手・北京）

http://weibo.com/liyuchun

2,451,885

（中国在住コラムニスト）

ハリウッドスターの新浪微博（一部）

10,897,014

張傑（歌手・北京）

（サッカー選手／タレント）

（フォロワー数的には台湾・香港の人気歌手が高いが、上記では中国大陸の歌手を重点的に掲載）

トム・クルーズ（俳優）

http://weibo.com/officialtomcruise

サミュエル・L・ジャクソン（俳優）

http://weibo.com/samuelljackson

732,928

パリス・ヒルトン（モデル／女優）

http://weibo.com/parishilton

284,109

4,140,246
海外アーティストの微博は、映画公開のプロモーションと連動して
スタートすることも。
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4-5. 新しいビジネスモデルの動き

：その他

ケース５： 日本人アーティストの中国テレビ出演
日本の人気アイドルが中国の大型番組に参加するケースが出てきている。
◆山下智久がSMGの大型年越し番組に出演（2012年）
SMGサイト http://www.smg.cn/review/201112/0163227.shtml

◆SMGの春節大型番組「龍騰東方 夢想新生」にSMAPが出演（2011年）
SMGサイト http://www.smg.cn/review/201201/0163257.shtml

◆w-inds.が湖南衛星の人気番組「天天向上」に出演（2010年）
湖南在線 http://hunan.voc.com.cn/article/201006/201006150838032322.html
◆倉木麻衣が湖南衛星の人気番組「快楽大本営」に出演（2010年）
金鷹網 http://zixun.hunantv.com/hntv/20101013/781743.html

ケース６： 日中アーティストのコラボ
◆EXILEのATSUSHIと中国の実力派女性歌手・那英のデュエット曲「願望」が、2012年3月の風雲ランキングでトップに。
（新浪娯楽 http://ent.sina.com.cn/y/2012-03-29/11213593241.shtml）

ケース７： J-POP紹介音楽番組 ”流行櫻楽”
毎週、日本の最新音楽シーンを紹介するテレビ番組。
上海のデジタルチャンネルSiTV生活時尚（星尚酷） 毎週土曜日１７：３０～１８：００
上海での公開収録等も行なっている。MUSIC ON! TVが番組提供。
公式サイト：http://sakura-music.tv/
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5. 版権保護
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5-1. 著作権保護の動き+中国音楽著作権協会
■ 中国の知的財産権に関する法律体系の推移
1986年4月
1990年7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。（第94条）
「中華人民共和国著作権法」が正式に施行される。(⇒当該法規は2001年（http://www.gov.cn/banshi/2005-08/21/content_25098.htm ）、
2010年に修正された(http://www.gov.cn/flfg/2010-02/26/content_1544458.htm )。
1992年9月
国務院が「実施国際著作権条約規定」を発布。
1994年
国務院が「音像製品管理条例」を発布。(⇒当該法規は廃止された。現行の規定は2002年に発布され
（ http://www.people.com.cn/GB/shizheng/20011230/639280.html ）2011年に修正された｢音像製品管理条例｣ （http://www.gov.cn/flfg/2011-03/19/content_1828565.htm )。
1997年
全国人民代表大会が「刑法」を修正し、知的財産侵害罪などの項目を追加。
中華人民共和国著作権行政処罰実施辨法(1997年2月1日より施行) (当該法規は2003年に廃止された
（http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/bq/bmgz/200804/t20080403_369309.html )。現行法規は2009年に発布された｢著作権
行政処罰実施辦法｣（ http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=14998 ）。
1998年12月
最高人民法院「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
2000年
国家版権局「関於制作数字化制品的著作権法規定（デジタル化製品制作に関する著作権法規定）」
（2000年3月1日より施行）(当該法規は2003年に実施された｢国家版権局廃止一批著作権管理規章、規範性文件｣により廃止された（第27項）
（ http://www.xwcbj.gd.gov.cn/news/html/zcfg/yfj/article/1228183192735.html ）)
2007年
1月1日より カラオケの版権使用料の徴収開始（中国音像著作権集体管理協会）※１
2010年
広播電台電視台播放録音製品支付報酬暫行辨法（ラジオ局テレビ局が放送する録音製品の報酬支払に関する暫時施行辨法）
（2010年1月1日より施行） (中国音楽著作権協会※２／中国音像著作権集体管理協会）

2012年4月 国家版権局は「中華人民共和国著作権法」（改正草案）を公開
改正草案を公開し、幅広く意見を求めている。
（中国新聞出版報－中国動画産業網：http://www.mcprc.gov.cn/sjzznew2011/whcys/whcys_zcfg/201204/t20120418_237445.html）
草案の一部内容に対して音楽関係者などからかなりの批判意見も出ていて、最終的などのような新著作権法が
制定されるか注目を集めている。
【意見が集中している主な草案条項】
草案第46条：「音楽ソフトは出版後3ヶ月以降は音楽制作者の同意なしに、（草案第48条の規定に従い、）国務院著作権行政
管理部門に申請し、著作権集体官営組織に使用料金を支払えば、楽曲をカバーで歌うことができる」
草案第60条：「著作権集体管理組織は権利人の授権を取得するとともに、権利人の利益を代表する」
草案第69条： 「技術サービスメーカーは申請・審査の責任を負わない」

※１ 中国音像著作権集体管理協会 http://www.cavca.org/

2005年設立。国家版権局の許可を得て、同局の指導に基づき業務を行う。
唯一のMV製品の集中管理機構。

※２ 中国音楽著作権協会 http://www.mcsc.com.cn/
1992年12月17日設立。国家版権局と中国音楽家協会が共同で設立。
音楽著作権人の合法な権益を守るための非営利性機構。《中華人民共和国著作権法》第八条に基づいて業務を行なっている。
1994年5月に国際作者/作曲者協会連合会（CISAC）に加入
2007年6月に国際影画楽曲複製権協理連会（BIEM）の会員に。
2009年3月ISWCコードの中国大陸唯一の代理機構に。
協会の会員名簿と作品資料はすでにIPIとISWCで管理されている。
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5-2. 版権使用料徴収①：カラオケ
カラオケの版権使用料 徴収⇒分配へ
《国家版権局公告卡拉OK使用費標準》（国家版権局によるカラオケ使用料基準の公告）
（2006年11月10日発表： http://www.dopic.org/cgi-bin/bbs/topic.cgi?forum=30&topic=51 ）
⇒もっとも、徴収の基準は毎年変更、2011年の徴収基準は、http://www.cavca.org/news_show.php?un=xhgg&id=567

⇒カラオケ経営業は店舗の部屋数に応じて、音楽作品の版権使用料を支払うこと。
基本標準は12元/部屋/日（音楽とビデオ・クリップの両方の使用料）。
全国の地域の水準に合わせて一定範囲内で調整をおこなって構わない。
北京、上海、広州等の大都市から試験的に徐々に徴収を開始する。

■2007年1月1日より カラオケの版権使用料の徴収開始
↓ ↓ ↓
2007年～2009年12月31日までに中国音像著作権集体管理協会は26省でカラオケ版権許可業務を行う。
この期間、83,686曲、約3,000のカラオケ経営場所に音像著作権使用許可証を発布。
国内のカラオケ経営者の著作権保護の意識の高まりとともに、版権使用料の徴収は増加。
2007年に徴収した額は626万元のみであったが、2008年には4,678万元、2009年前３四半期で6,778万元に達する。
第一弾として1.2亿元を権利者で配布することに。

↓

↓

↓

徴収後の分配が大きな問題に

↓

↓

↓

《全国卡拉OK著作権使用費分配方案（全国カラオケ著作権使用料分配方案）》 通過
2010年1月25日、中国音像著作権集体管理協会の第二次権利人大会を上記方案が通過。
この分配の大まかな方法・・・
娯楽場所陽光工程（政府が支持する職業技能訓練プロジェクト）に利潤の8％を収め、
残りの利潤の半分（50％）を音像著作権協会と天合公司分配する。
--音像著作権集体管理協会は運営コストとして23％、
--版権使用料の徴収を行なっている天合公司（http://www.cneucc.com/d/a.do）は業務費として27％
もう半分（50％）の残りの利潤をレコード会社30％と作詞・作曲家が20％で分配する。
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5-3. 版権使用料徴収②：テレビ・ラジオ
ラジオ・テレビの放送音楽の版権使用料も徴収開始へ
広播電台電視台播放録音製品支付報酬暫行辨法（ラジオ局テレビ局が放送する録音製品の報酬支払に関する暫時施行辨法）
（国務院令 第566号、2009年11月10日発布、2010年1月1日より施行
人民政府サイト http://www.gov.cn/zwgk/2009-11/17/content_1466687.htm）

⇒第四条
ラジオ・テレビで放映する録音製品の著作人に対して著作権集体管理組織を組織して毎年固定額の報酬を支払う。
版権使用料は、テレビ局の広告収入から15％のコストを除いた額に対して第四条/第五条/第六条の報酬基準をかけて計算。
第五条で、開始から5年までの計算率を提示。
（一）録音製品の放送時間が全体チャンネルの放送時間で1％未満であれば、報酬基準は0.01％。
放送時間の割合に対して細かく基準があり、最大で
（八）録音製品の時間が全体の80％以上を占めた場合の報酬基準は0.8%。
第六条で、5年後以上の計算率を提示。（第五条より全体的にやや報酬基準のパーセンテージが増加している）

テレビ局の音楽作品使用に対する報酬協議集体契約セレモニーが北京で行われる
（中国音楽著作権協会サイト http://www.mcsc.com.cn/informationSociety.php?partid=13&pid=973）
2012年1月12日、中国音楽著作権協会とメンバー機関が集まり、音楽報酬支払の集体契約セレモニーが行われた。
このセレモニーには新聞出版総署の副署長（兼国家版権曲の副局長）や広電総局の副総局長、中国広播電視協会会長、
中央電視台総編集及び副台長等が出席。

当日のテレビ版権委員会メンバー機関の32社が契約。32社の中には省級/市級のテレビ局が多く含まれる。
これによりラジオ・テレビにおける放送音楽の版権使用料徴収も本格的に開始するものとみられる。
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6. 関連法規
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6-1. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（1）
名称

《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.com/HTML/001/003/002/45358.ht
m

主要内容
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
フトに適用される。（審査の流れを提示）
⇒ 但し、当該法規は2010年11月12日より実施された｢国家広播電影電視総局関于廃
止部分広播影視部門規章和規範性文件的決定」により廃止された。
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1836369.htm
⇒2008年8月29日に発布された「音像管理职能调整及进口制品内容审查通知」（音楽・
映像管理職能の調整及び輸入製品内容審査通知）の規定に基づいて行うことになった。
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/jck/jk/t20080903_96488.jsp
 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。 (第52条）
 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
に資料を提出し審査・同意を得た後、新聞出版署より承認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(第33条)。
 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。（第58条）
⇒ 但し、当該規定は2008年2月21日に発布された｢電子出版物出版管理規定」により廃
止されたhttp://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=110003

《電子出版物管理規定》
http://www.jincao.com/fa/14/law14.12.htm

※「電子出版物出版管理規定」（2008年）の主要内容：
出版機構の設立、出版の管理、電子出版物の輸入、電子出版物の複製の委託、
電子出版物非売品の管理、出版機構の年度検査・法律責任等の事項を規定。
 第4条：中国国内の電子出版物の製作、出版、輸入の監督・管理については新聞出
版総署が担当する
 第24条：電子出版機構は国外の著作権者の委任を受けた電子出版物の出版につき
申請をすることができる
 第30条：電子出版機構は国外の機構と合作し、電子出版物を出版することができる
 第38条：電子出版物の輸入は省、自治区、直轄市の新聞行政部門の審査・批准を経
て、新聞出版総署に審査・批准を申請する
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公布機関
公布日

広電総局、文化部
令
第18号
1996.2.1
発布/施行

新聞出版総署
1997.12.30
発布/施行

6-2. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（2）
名称

主要内容

公布機関/
公布日

《出版物市場管理規定》

※当該規定は2011年3月25日に発布された｢出版物市場管理規定｣により廃止された。
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=132246
本規定は出版物（新聞/雑誌/図書/電子出版等）の発行活動（発行/販売/レンタル/展示販
売等）、及びその管理監督に適応される。
⇒ 但し、当該規定については上記「出版物市場管理規定」においても維持されている。(第2
条)
出版物の輸入に関しても規定。
合併経営企業、中外合作経営企業、外資企業が図書、新聞、定期購入誌、電子出版物の流
通業務に従事できる。音像製品流通業務に従事する中外合作経営企業が設立できる（第16
条）

新聞出版総署
2003.7.24発布
2003.9.1施行

http://www.gov.cn/test/2005-06/29/content_10865.htm

《国務院関于修改
〈音像制品管理条例〉的决定》
（国務院の〈音像製品管理条例〉修正に関する決定）
http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/396/201103/713496.html

 国務院出版行政主管部門が中国全土の音楽・映像ソフトの出版・制作・複製・輸入・販売・
レンタルの管理監督を行う
 音楽・映像ソフトの各項目の経営に関して、国務院から各以下の許可証が必要。
出版に関しては「音像製品出版許可証」（第9条）
制作に関しては「音像製品制作許可証」（第17条）
複製に関しては「複製経営許可証」（第21条）
販売などの経営に関しては「出版物経営許可証」（第32条）
 音楽・映像ソフトの輸入に関しては、国務院出版行政部門が承認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
の登記が必要。（第27条）

《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》

国務院令
第595号
2011.3.19発布/
施行

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。
当該通知は2011年3月1日に発布された｢新聞出版総署令第50号—新聞出版総署廃止第5批規
範性文件的決定｣により廃止され（第80項）
（新聞出版総署による、音楽・映像ソフト出版機関が http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/201107/20110707636572.html
使用する版号の総量コントロールに関する通知）
⇒代わって、2008年に発布された「音像製品版号、電子出版物専用書号管理事項通知」（出版
http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/2/49/8813bdfc2 管字［2008］385号）に基づいて、版号、書号の申込手続、定額に関して規定
http://news.xinhuanet.com/zgjx/2008-12/25/content_10556806.htm
baaeb488a9a10ff9d88d6a2_0.html

新聞出版総署
（国家版権局）
1998.1.26

国務院「音像製品管理条例」第11条の規定に基づき、音楽・映像ソフトの年度出版計画準備に
関する要求の通知。
（音楽・映像ソフトは、省、自治区、直轄市人民政府出版行政部門の承認後、国務院出版行政
部門から承認を得たものでなければ出版できない）
⇒毎年発行される、音楽・映像製品年間登録企画に関する通知

新聞出版総署
2003.12.1

《関于加強音像制品
年度出版計劃備案工作的通知》
（音楽・映像ソフト年度出版計画に関する通知）

http://www.chinavalue.net/wiki/showcontent.aspx?titleid=72522
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6-2. 音楽・映像ソフト輸入関連法規（3）
名称

主要内容

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）
-中国側の権益が51％を下回ってはならない。
http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/5/17/36cf14e87
-合作の期限は15年を越えてはならない。等
622c28b96882950428dfb47_0.html
→2011年3月25日に「出版物市場管理規定」が発布され廃止。
《中外合作音像制品分銷企業管理辦法》

「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：
《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/200803/18/content_7814243_2.htm

《音像制品進口管理辦法》
（音楽・映像ソフト輸入管理法）

・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
・所在地の省・自治区・直轄市の新聞出版行政部門に申請、承認を受ける。
音像出版機構は外国(香港、澳門、台湾含む)の機構、個人と合作し、音像製品を
制作できる。但し、完成してから10日間以内に省、自治区、直轄市 の新聞出版行政
部門に登録しなければならない（第20条）
⇒2010年11月23日、同条文の補充規定が発布
香港、マカオのサービス業者が大陸におけて、独資、合資、合弁企業のいずれの
形で、音楽・映像製品の作成業務を行うことができる
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=132708

音楽・映像ソフトを輸入する際の申請手続きに関する規定。
（輸入機関、輸入審査、輸入管理に関する規定）

http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law_ch_info.jsp?docid=139235
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公布機関/公布日
商務部
文化部
2004.2.9

新聞出版総署令
第35号
2008年2月21日公布
2008年4月15日施行
（補充規定）
2010年11月23日
補充規定発布/実施

文化部、海関総署
第53号
2011年04月6日
発布/施行

6-3. 著作権関連の法規
名称

主要内容

 著作権行政管理部門の行政処罰行為を規定。（第2条）
 《中華人民共和国行政処罰法》及び《中華人民共和国著作権法》に基
づく。（第1条）
《中華人民共和国著作権行政処罰実施辨法》
http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62955.htm  管轄と適用、処罰手順、執行手順などを規定。
⇒ 当該法規は2009年5月7日に発布された｢著作権行政処罰実施方法｣により廃止されたが、上
記事項については｢著作権行政処罰実施方法｣において維持
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=301930

《国家版権局
関於制作数字化制品的著作権法規
定》
（国家版権局のデジタル製品政策に関する著作権法規定）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60152.htm

 国家は著作権集体管理組織設立を承認し、デジタル製品を含めた各
種作品の管理に利用する。
 中国音楽著作権協会が著作権保護を受ける音楽作品の管理を受け
持つ。
 音楽作品以外で著作権保護を受ける作品は、集体管理機構設立前
は、暫定的に中国版権保護センターが管理にあたる。
⇒ 但し、当該法規は2003年12月4日に発布された｢国家版権局廃止一批著作権管理
規章、規範性文件｣により廃止された。

⇒音策・映像製品の集中管理については、「著作权集体管理条例」（著作権集中管理
条例」により規定
http://www.cavca.org/news_show.php?un=zcfg&id=223&tn
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公布機関
/公布日
国家版権局令
第3号
2003.7.24発布
2003.9.1施行
2009.05.07発布/
実施

国家版権局
（1999）45号
1999.12.9発布
2000.3.1施行

6-4. ネット配信に関する規定
法規名

主な内容

発布/施行日

 営利性企業は申請許可、非営利企業は登録許可制度（第4条）
 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・承認をうけなくてはならない（第6条）。

国務院令
第292号
2000.9.25
発布/施行

 国務院信息産業主管部門が全国の電信業務の管理監督を行う（第3条）。
 《跨地区増値電信業務経営許可証》；《基礎電信業務経営許可証》；《增值電信業務経営許
可証》などに関しても明記（第9条）。

国務院令
第291号2000.9.25
発布/施行

《互聯網著作権行政保護辨法》
（インターネット著作権行政保護辨法）
http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/bq/bm
gz/200804/t20080403_369311.html

インターネット情報サービス活動における情報ネット伝播権の行政的保護を目的とし
て、
《中華共和国著作権法》に基づいて、行政執法行為を規範（第1条）。

国家版権局、
信息産業部令
（2005年第5号）
2005.4.29発布
2005.5.30施行

《信息網絡伝播権保護条例》
（情報ネット伝播権保護条例）
http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13458.html

 権利人（著作権者、パフォーマー、録音・録画の制作者）のネット伝播権の保護を目的とす
る。
《中華人民共和国著作権法》に基づいて制定された条例である（第1条）。
 権利人の許可なしにはネット上で作品を公開することはできない（第10条）

国務院令
第468号
2006.5.18公布
2006.7.1施行

《互聯網文化管理暫行規定》
（インターネット文化管理暫定規定）
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/zcfg/law
_ch_info.jsp?docid=131964

経営性のネット文化機関の設立を申請するには、≪互聯網信息服务管理弁法≫の関連規定
に基づいて下記の条件が必要（第7条）。
(一)機関の名称、住所、組織機構と章程
(二)確定しているネット文化活動範囲
(三)関連資格を所有する8名以上の業務管理人及び専門技術スタッフ
(四)ネット文化活動に必要な設備、スペース、相応の経営管理技術措置
(五)100万元以上の登記資金。オンラインゲーム経営活動を申請する場合は1000万元以上の登記資金。
(六)法律、行政法規、国家の関連規定の条件に符合すること。
批准なしに経営性ネット文化活動を行った場合は、人民政府文化行政部門もしくは文化市場総合執法
機構が《無照経営査処取締辨法（無許可で経営したことによる取締法）》の規定により取り締まられる（第
21条）。
2003年5月10日発布、2004年7月1日修訂した《互聯網文化管理暫行規定》を廃止（第34条）。

文化部令
51号
2011.2.17発布
2011.4.1施行

≪互聯網信息服务管理辨法≫
（インターネット情報サービス管理方法）
http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13455.html
≪中華人共和国電信条例≫
http://www.isc.org.cn/flfg/xzfg/listinfo13456.html
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6-5. 音楽・映像製品の輸入に関する規定（1）
法規名

≪中国海关进出境印刷品及音像制品
监管办法≫
（印刷物及び音楽・映像製品の輸出入に関する
中国税関の監視・管理方法）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/200704/20/content_589295.htm

≪新闻出版总署关于音像制品进口管
理职能调整及进口音像制品内容审查
事项的通知≫
（音楽・映像製品の輸入にかかる管理職権・管
理能力の調整及び輸入音楽・映像製品の内容
審査事項に関する新聞出版総署の通知）
http://www.gov.cn/zwgk/200809/02/content_1085100.htm

《关于音像制品进口及市场管理有关问
题的公告》
（音楽・映像製品の輸入及び市場管理の問題に
関する公告）
http://www.gov.cn/zwgk/200812/30/content_1191378.htm

主な内容

発布日

 撮影のフィルム、紙型、絵、コピー等文字、絵、符号の内容を含める貨物、品物について、
税関は本辦法の印刷物に関する監視・管理規定に基づいて、監視・管理を実施する。映
像・音楽の内容を記録する電磁、光、電気の記憶媒体を輸出入する際に、税関は本辦
法の音楽・映像製品に関する監視・管理規定に基づいて、監視・管理を実施する。（第2
条抜粋）

税関総署
2007.04.18

 印刷物及び音楽・映像製品の輸入業務に従事するには、国務院の関連行政管理部門
の批准、もしくは指定を要する。批准或いは指定がない場合に、何れの機構或いは個人
が印刷品の経営及び音楽・映像の輸入業務に従事してはいけない。（第11条）

申請の流れ、必要な書類、申請の条件等について定めた規定
新聞出版総署は輸入した音楽・映像製品の内容審査及び監督・管理を担当する（第1条
抜粋）

新聞出版総署
2008.8.29

 文化部の音楽・映像製品の輸入及び市場管理の職責は新聞出版総署に移転する。
 「音像製品進口管理辦法」（2002年4月17日文化部、税関総署令第23号）
「中外合作音像製品分銷企業管理辦法」（2003年12月8日文化部、商務部令28号）
「音像製品批発、零售、出租管理辦法」（2006年11月3日文化部令40号）
上記の法規で定められていた文化部の職責は新聞出版及び地方の新聞出版行政部門
に移転する（一）。
 その他、音楽・映像製品の輸入の流れ及び必要書類を規定

新聞出版総署、
商務部、税関総
署
2008.12.09

注：国外の音楽製品について、新聞出版総署は輸入する際に内容の審査・批准を実施する。文化部はネット上で流通する際に内
容の審査・批准を実施する。
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6-6. 音楽・映像製品の輸入に関する規定（2）
法規名

《文化部关于加强和改进网络音乐内容
审查工作的通知》
（インターネット音楽の内容審査の強化・改善に
関する文化部の通知）
http://www.ccnt.gov.cn/xxfb/xwzx/whxw/20090
9/t20090903_73041.html

《文化部关于网络音乐发展和管理的若
干意见》
（インターネット音楽の発展及び管理に関する文
化部の若干意見）
http://www.china.com.cn/policy/txt/200612/12/content_7491763.htm

≪财政部、国家税务总局关于调整音像
制品和电子出版物进口环节增值税税率
的通知≫
（音楽・映像製品及び電子出版物の輸入一環の
増値税の税率の調整に関する財政部、国家財
務総局の通知）
http://business.sohu.com/20070930/n25244793
9.shtml

主な内容

発布日

輸入音楽製品を申請する際に、提出すべき書類及び申請の流れを詳細に定めた通知。
インターネット音楽製品の製作、発布、流通、輸入等の経営活動に従事する機構は、文化部の批准を
経て、設立された経
営性のインターネット文化機構でなければならない（一(二)）
輸入のインターネット音楽製品は文化部の内容審査を経た後でなければ、活用してはならない（二(四)
一部抜粋）
輸入のインターネット音楽製品の申請機構は中国の内陸において、当該製品についての直接の受任
者でなければならない（二(五)一部抜粋）
インターネット音楽の輸入契約は下記の条件を満たさなければならない（二(六)要約）
1.授権期間は1年以上（1年間含む）
2.契約目的が音楽製品のインターネット上での流通
3.契約内容が中国の「契約法」、「著作権法」の規定に一致
4.契約内容が文化部よる内容審査を経た後、効力が生じて執行可能であると証明可能

文化部
2009.08.18

 外資投資のインターネット文化経営機構の設立を禁止（三(八)一部抜粋）
 インターネット音楽の内容審査制度を実施する。輸入のインターネット音楽製品は文化部の内容審
査を経た後でなければ、運用してはいけない。インターネット音楽輸入業務に従事する機構は、文化
部の批准を受けた営利性インターネット文化機構でなければならない。（三（九）一部抜粋）
※その他の関連法規
《文化部関于加強音像製品内容審査工作的通知》（2000年9月20日発布）
http://www.ccnt.com.cn/av/avmkt/load.htm?lm=fagui&fl=jinchuko&id=011
《文化部関于加強進口音像製品審報審査工作的通知》（2000年1月1日発布）
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/claw!fetch.action?id=g000025827
《文化部関于加強和改進音像製品進口管理的通知》（2004年5月25日発布）
http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/23101.shtml
《文化部関于音像製品網上経営活動有関問題的通知》（2000年3月17発布）
http://www.people.com.cn/BIG5/it/306/1963/3054/20010611/486548.html

文化部
2006.11.20

 第1条：2007年9月15日から、音楽・映像製品及び電子出版物の輸入一環の増値税の税率を17%から
13%へ引き下げる（一）
※その他の関連法規：
「海関総署公告」（2007年第52号）（2007年9月14日発布）
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab3889/module1188/info83240.htm
「新聞出版総署、海関総署関于音像製品進口関連目録的公告」（2011年12月31日発布）
http://www.china.com.cn/guoqing/zwxx/2012-01/04/content_24321219.htm

海関総署
2007.09.03
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2012年
調査報告

中国におけるイベント一覧

日本貿易振興機構（ジェトロ）

280
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.

目 次

1. コンサート関連
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
1-7
1-8.
1-9.

コンサート市場に関して
コンサートチケットの購入に関して
北京の主なコンサート/ライブ会場
上海の主なコンサート/ライブ会場
2011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
2011年中国で行われた海外アーティストのコンサート・ライブ
海外アーティストの中国におけるコンサート・ライブ：関連ニュース
音楽祭：一覧
コンサートに関する条例

2.アニメ/ゲームイベント
2-1. アニメイベント：一覧 ①
2-2. アニメイベント：一覧 ②
2-3. ゲーム関連イベント：一覧

3. テレビ祭/映画祭一覧
3-1. テレビ祭：一覧
3-2. 映画祭：一覧

281
Copyright(C)2012 JETRO. All rights reserved.

1. コンサート関連
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1-1. コンサート市場に関して
中国ではここ数年CDセールスの伸び悩みから音楽市場が苦戦を強いられる中、コンサート市場は成長を続けている。
海外の大物アーティストや、香港・台湾の人気アーティストのコンサートが各地の大型スタジアムで開催される機会も増えている。
（北京、上海以外の中国の都市へもツアーで巡るケースも出てきている）
参考

2011年北京コンサート市場統計
（北京市の主要営業性コンサート会場94箇所の統計データを北京演出行業協会がまとめた）

2011年北京各種の営業性のコンサート上演回数は21,075回、前年比10.37％、来場者は1,026万人に達した。
上演収入は合計14.05億元、前年比28.9％増。（うち音楽コンサートの上演回数は1，557回）
チケット価格は、人民大会堂、首都体育館、工人体育館等の代表的な大型コンサート会場のチケット価格平均は652元。
（前年の772元より15％低下）
北京で2011年に年間200以上の公演を行った会場は43箇所。
各大型体育館で行われたコンサート回数は109回に達し、流行音楽大型コンサートの当たり年となった。
2011年北京：コンサート興行統計
コンサートの種類

チケット平均

座席占有率

クラシック、交響楽、民族音楽

299元

75％

コンサート

656元

83％

ミュージカル

480元

75％

オペラ

277元

80％

京劇

147元

62％

芝居

245元

80％

地方劇

212元

80％

曲芸

211元

80％

児童劇

88元

81％
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新民晩報－中国文化報 2012年1月11日：
http://ent.xinmin.cn/2012/01/11/13271829.html

1-2. コンサートチケットの購入に関して
各劇場窓口での購入が中心だったが、ここ数年はネットの購入が一般的になってきている。
人気アーティストのコンサートでは、会場近くに多くのダフ屋が出ることもあり、偽物のチケットなどが問題になっている。
チケット販売を行なっている主なサイト：
【中国全国】（都市を選択して検索・購入できる）
◆中国票務在線：http://www.piao.com.cn/
◆永楽票務：http://www.228.com.cn/sh
◆大麦網：http://www.damai.cn/
◆中演票務通：http://www.t3.com.cn/
【上海メイン】
◆東方票務：http://www.ticket2010.com/
◆51票務網：http://www.51piaozi.com/

←コンサートのある日の
上海大舞台周辺
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1-3. 北京の主なコンサート/ライブ会場
北京の主なコンサート/ライブ会場
会場名

住所

収容人数

概要

北京首都体育館

海淀区西直門外白石橋5号

18,000

スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。

工人体育場

工人体育場北路/西路

15,000

スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。

万事達中心
(元・五棵松体育馆)

海淀区復興69号

18,000

スポーツでは北京オリンピック会場や、ＮＢＡ中国戦等に使用され、
SUPER JUNIOR Avril、WESTLIFE等海外アーティストの公演も多
い。

中山音楽堂
http://venue.damai.cn/

西城区西長安街中山公園内

1,419

故宮・天安門に隣接。1942年建設のクラシックな音楽ホール。

北京音楽庁

西城区北新華街1号

1,024

クラシック音楽中心の荘厳なホール。

保利劇院

東城区東直門南大街14号

1,428

中国保利集団に属するボックスシート等もある高級な劇場。

星光现场/

東城区和平西街79号3階

座席なし

スタンディング形式のライブハウス。

MAO
http://www.maolive.com/

東城区鼓楼東大街111号

座席なし

スタンディング形式のライブハウス。上海にもある。

http://www.mastercardcenter.com.cn
/templet/wukesongdl/

http://www.bjconcerthall.cn/
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1-4. 上海の主なコンサート/ライブ会場
上海の主なコンサート/ライブ会場
会場名

住所

収容人数
コンサート
形式
43,000

概要
スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。
スポーツの試合では56,000人収容可能。

上海体育場
（八万人体育館）

徐匯区天鑰橋路666号

上海大舞台

徐匯区漕溪北路1111号

12,000

八万人体育館の隣にある完全屋内のコンサート会場。
嵐、安室奈美恵、濱崎あゆみ、w-inds等日本のアーティストがコ
ンサートを行なってきている。

虹口足球場

虹口区東江湾路444号

35,000

スタジアム。スポーツ以外に大型コンサートにも使用される。

上海メルセデス・ベンツ文化中心
http://www.mercedesbenzarena.com/

浦东新区世博大道1200号

18,000

上海万博の時に建設された大型コンサートホール。
英語名：Mercedes-Benz Arena、別名：上海世博文化中心

上海音乐庁

黄浦区延安東路523号

1,122

1930年建設。クラシックコンサート中心の高級音楽ホール。

上海東方芸術中心音乐庁
http://cn.shoac.com.cn/

浦東新区丁香路425号

1，015

MAO
http://www.maolive.com/

盧湾区重慶南路308号

座席なし

スタンディング形式のライブハウス。北京にもある。

育音堂

長寧区凱旋路851号

座席なし

スタンディング形式のライブハウス。小さめ。

クラシック音楽中心のコンサートホール。少ホール（333席）もあり。

←上海大舞台（中）

MAO・上海（中）→
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1-5. 2011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
2011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

チケット金額

備考

日本アニメ音楽
Anisama in Shanghai

2011年2月19日

上海大舞台

280、380、480、780、1080、
1680、1980

L’Arc-en-Ciel
上海コンサート

2011年3月10日

上海メルセデス・
ベンツ文化中心

500、1000、1500，2000、
3000

SMAP

2011年9月16日

北京工人体育場

280～1580

関連報道：
http://ent.163.com/special/smap2011/

AKB48

2011年9月24日

上海外国語大学

チケット販売なし

日本ウィークのイベントの一環で無料公演。

日中韓友好コンサート

2011年9月25日

北京国家体育場
（鳥の巣）

スタンド：299～2599
アリーナ：1999～3999

日本から倉木麻衣、EXILEが参加。

X-JAPAN
上海コンサート

2011年10月30日

上海大舞台

380 、680、 980、 1380、
1880

小野リサ
上海コンサート

2011年11月27日

上海大舞台

180、280、380，580，780、
980，1280

小野リサは、2011年に上海以外にも「2011ア
ジア縦断ツアー」で中国各地で公演を行なっ
ている。
青島（8月28日）、武漢（8月27日）、長沙（8月
28日）、成都（9月4日）、アモイ（9月25日）、深
圳（11月17日）、広東省中山（11月18日）、仏
山（11月19日）、広州（11月20日）、南京（11月
25日）、福州（12月9日）、大連（12月11日）、
済南（12月25日）、常州（12月27日）、杭州（12
月29日）。最後は北京・工人体育館 で12月31
日にカウントダウンコンサートを行った。

日本動漫節 in上海

2011年11月30日

上海国際体育中心

チケット販売はなし

牧野由依とMAY‘Nがライブを行った。
http://www.anifes.com.cn/anifes/

w-inds.

2011年12月11日

上海大舞台

280、480、680、980、1280、
1680

その他・・・

アニサマ。JAM Projecの影山ヒロノブ、奥井
雅美等が参加。

2012年3月8日、9日、上海大舞台にて「初音ミク ミクの日大感謝祭」（コンサート中継）。チケット：180、280、380元。
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1-6. 2011年中国で行われた海外アーティストのコンサート・ライブ
欧米や韓国の大物アーティストも盛んに中国コンサートを行なっている。
ワールドツアーの一環で上海や北京コンサートを行う場合もあれば、韓国のアーティスト等は
中国のファン層を重視してファンミーティングのようなイベントも度々開催している。
また、香港・台湾のトップアーティストは中国国内での人気が高く、大型のスタジアム等で公演が行われることが多い。
（周傑倫：広州天河体育場・2011年1月15日、アンディ・ラウ：上海体育場・2011年5月7日、蔡依林：上海メルセデス・ベンツ文化中心・2012年7月14日等多数）

2011年韓国アーティストの中国公演（一部）
タイトル/アーティスト

日程

場所

チケット金額

備考

朴施厚
上海ファンミーティング

2011年2月26日

上海・雲峰劇場

480、880

2011Super Junior
上海アンコールコンサート

2011年3月9日

上海メルセデス・
ベンツ文化中心

1080、1580、2080、
2580

2011RAIN 北京コンサート

2011年3月26日

五棵松体育館

180、380、580、880、
1280

韓風上海コンサート

2011年4月23日

虹口足球場

180、280、480、680、
880、1280、1680

2AM、4minute、BEAST、F.Cuz、
MBLAQ、Rumble Fishが出演

2011JYJ北京コンサート

2011年5月7日

首都体育館

480、880、1280、1880

金在日、朴有天、金俊秀のグループ

チャン・グンソク
THE CRI SHOW 上海

2011年7月9日

上海国際体操中心

1280、880、580

東方神起

2011年10月2日

工人体育館

280、480、680、880

2011アジアツアーファンミーティング

北京

その他、欧米の大型アーティストでは
◆WESTLIFE（2011年9月21日：上海大舞台、2011年9月25日：北京万事達中心）
◆Linkin Park（2011年12月31日：上海・虹口足球場） 等
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1-7 海外アーティストの中国におけるコンサート・ライブ：関連ニュース
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
しかし、様々な要因から開催前に中止になるケースも出ている。
ビヨーク事件：チベット問題
しかし、2008年3月ビョーク（アイルランド人）が上海コンサートで「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。
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
させて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て
違法に所得した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）

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て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）

X –JAPAN予定されていた初めての北京公演が中止に
公演許可は下りていたが、中止が発表された。（2011年11月2日に予定されていた）。
（2011年10月26日 COOL軽音楽：http://cool.dazui.com/news/page/176/4865/）
2011年10月30日上海大舞台での上海コンサートは開催された。
（大麦網：http://www.damai.cn/ticket_28467.html）

SMAPの上海コンサートが中止に

2010年10月9日、10日に上海体育館で予定されていたSMAP上海コンサートが中止になり、すでに販売していたチケットは
払い戻しされた。中国のニュースでは「日本のメディアは中止の理由は日中関係の悪化と報道している」と伝えた。
（2010年9月22日 上海熱線：http://news.online.sh.cn/news/gb/content/2010-09/22/content_3965668.htm）
その後、2011年9月15日に北京で中国初のSMAPコンサートが開催された。
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1-8. 音楽祭：一覧
近年、中国で「音楽祭」が一種のブームに。
従来のクラシックやジャズの音楽祭だけでなく、野外フェスなどの大型ロックフェスが増え、人気となっている。
中国における主な音楽祭
音楽祭

北京国際音楽祭

時期/開催地

内容

北京・秋

1998年に第1回が開始され、年1回北京で秋に開催されている。
文化部、北京市委員会、市政府によって批准された大型国際音楽
イベント。クラシック音楽や伝統民族音楽中心。

北京/上海
4月末～5月初

2000年に北京でアンダーグラウンドロックの音楽フェスとしてス
タート。
年々規模が大きくなり、海外アーティストも数多く参加。
2010年に日本のアーティストでは、MONGOL800、Good 4 Nothing、
Nature Living等が参加。

北京/上海
4月末～5月初

「摩登天空音楽祭」から継承して2009年にスタートした屋外音楽
フェスティバル。大小様々な会場で異なるタイプのライブが連日開
催される。北京は通州運河公園、上海は上海万博跡地の上海世
博公園にて。2011年秋には武漢でも開催された。

上海・10月

2006年からスタートしたジャズフェスティバル。上海の複数会場で
開催される。海外アーティストも数多く招聘しており、これまでに小
野リサ等が参加。

http://www.bmf.org.cn/

迷笛音楽祭（Midi Music Festival）
http://www.midimidi.cn/html/midimusic/

草苺音楽祭
http://www.modernsky.com/web/live?year=2012

ジャズ上海音楽祭
http://www.jzfestival.com/

熱波音楽祭
http://www.myzmf.com/

成都
4月末～5月初

2012年に成都で開催された野外ロックフェスティバル。
世界各国のアーティストが参加。日本からはMEANING。
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1-9. コンサートに関する条例
『営業性演出管理条例』（営利性コンサート管理条例） 2008年7月22日 国務院発表
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=65285&cid=55

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。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

プロモーターの資質に関する査定強化
コンサート内容の査定強化
海外及び香港・台湾の団体/個人アーティストの査定強化
実施機関及び委託・投資機関の権利義務関係査定に対する強化
コンサートの巡回監督・管理に対する強化
コンサート活動の現場における監督・管理の強化
コンサート市場情報通報制度と信用記録表の制度

『営業性演出管理条例実施細則』（営利性コンサート管理条例実施細則）
2009年8月28日 文化部発表、2009年10月1日より施行
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=63688&cid=150

『文化部辨公庁関於貫徹「営業性演出管理条例実施細則」的通知』
（文化部辨公庁による『営利性コンサート管理条例実施細則』貫徹に関する通知）
2009年11月9日 文化部発表
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=64201&cid=20
『文化部辨公庁関於印発「営業性演出審批規範」及「営業性演出申報審批相関文書格式（样本）」的通知』
（文化部辨公庁による『営利性コンサート申請批准規範』及び『営利性コンサート申請審査関連書類フォーマット（見本）』に関する通知）
2011年9月5日 文化部発表
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=69916&cid=231

『文化部辨公庁関於開展（営業性演出管理条例）及其実施細則評估工作的通知』
（文化部辨公庁による『営利性コンサート管理条例』及びその実施細則に対する評価作業の通知）
2011年11月29日 文化部発表
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=70329&cid=22
『文化部関於加強演出市場有関問題管理的通知』（文化部によるコンサート市場に関する問題管理強化の通知）
2011年12月7日 文化部発表
中国文化市場網：http://www.ccm.gov.cn/show.php?aid=70348&cid=22
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2.アニメ/ゲームイベント
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2-1. アニメイベント：一覧 ①
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の意味合いが強いが、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
設けたり、専門家の研究討論会を開くなどビジネス交流の試みもみられる。以下、比較的大きなアニメイベント。
イベント名称

中国国際動漫節
http://www.cicaf.com
中国北京国際文化創意産業
博覧会（ 「文博会」）
http://www.iccie.cn/

開催地
開催期

説明

杭州
4月下旬～
5月初

現在中国最大のアニメ・漫画イベント。2005年が第1回目。年１回。
2012年に第8回が開催された。
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 11月

2006年から開始し、2011年に第6回開催。国務院の批准により、文化クリエイティブを
テーマとした大型国際文化経済貿易交流会。
主催：文化部、広電総局、新聞出版総署、北京市政府
実行：北京市貿促会

中国国際動漫遊戯博覧会
CCGエキスポ
http://www.ccgexpo.cn/

上海 7月

2005年が第1回。2011年第7回は上海万博跡地の中国館で開催された。
主催：文化部 上海人民政府
実行：上海市文化広播影視管理局、（上海）国家動漫遊戯産業振興基地、SMG
協力団体に日本動画協会、日本遊戯機製造協会、日本計算機娯楽供応商協会

上海卡通総動員(SAF)

上海 1月

2005年が第１回。これまでに「テニスの王子様」の声優イベントやドラえもん舞台劇など
が登場している。上海炫動卡通衛視が運営している。

上海 10月

2001年から開始したおもちゃ展。2012年には中国国際玩具及び模型展覧会、中国童車
と嬰童用品展覧会からも授権を受けて同時開催する。
主办：中国玩具協会、中工美国際展覧有限公司
実行：中国玩具和嬰童用品協会

中国国際玩具展
http://www.shcnlm.com/toys/

その他、2011年には北京で国際動漫週と第12回世界漫画大会が同時開催された。（北京石景山）
世界漫画大会は国際漫画家大会中国委員会、北京市文化局、北京市新聞出版局、北京市広電局が主催。
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2-2. アニメイベント：一覧 ②
イベント名称

開催地
開催期

説明

広州 10月

2011年に第5回開催。北京のアニメ・マンガフェスティバルのモデルを中国国内に
導入した。
主催：新聞出版総署、広東省人民政府
共催：広州市人民政府、広東省新聞出版局、香港动漫電玩節

http://shaoer.cntv.cn/program/7ccdmj/

吉林 長春
6月

杭州で開催される中国国際動漫節と連動。 2011年第7回開催。小学館等が出展。
主催：中共吉林省委宣伝部、長春市人民政府、吉林省文化厅、ChinaJoy組委会
共催：中共長春市委宣伝部、長春市文学芸術界聯合会、吉林動画学院、
吉林動漫集団
（同じ組織により長春国際動漫芸術節 http://www.dbdm.com.cn/）

雲南昆明動漫節
http://www.yncomic.cn/

雲南 昆明
8月

2012年8月開催。メインのコスプレコンテスト等。
主催：雲南省文化産業発展領導小組弁公室、雲南省文化厅、
雲南省広播電視局、中共昆明市委宣伝部

穗港澳ACG動漫展
http://www.acg-vclexpo.com/

長春国際動漫芸術節

その他に、民間主催の同人誌イベントや、コスプレコンテストなども各地で開催されている。
優漫網（http://www.uacg.net/act/）：
全国のアニメイベント（同人イベント、コスプレコンテスト等も含む）の一覧から検索が可能。
◆上海最大の同人イベント「魔都同人祭 COMICUP」（2012年に第10回開催）： http://www.comicup.cn/
◆sweet-moe动漫同人展（杭州）：http://sweet-moe.blog.163.com/
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2-3. ゲーム関連イベント：一覧
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、その中でも最大規模なのが「Ｃｈｉｎａ Jｏｙ」。
イベント名称

中国国際数碼互娯楽産品
及技術応用博覧会
（Ｃｈｉｎａ Jｏｙ）

開催地
開催期

国内最大のゲームショー。2011年に第9回開催。
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。

上海 7月

http://www.chinajoy.net/

中国ゲーム開発者大会
（CGDC）

説明

主催：新聞出版総署、科学技術部、国家体育総局、
国務院信息化工作弁公室、中国国際貿易促進委員会
国家版権局、上海市人民政府
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

上海 7月

China Joyと同時期に開催。ゲーム開発者の交流/研究会。
2011年に第4回開催。

北京 10月

インターネット文化博覧会。2012年が第10回目。北京展覧館などで開催。
主催：文化部、科学技術部、工業と信息化部、広電総局、新聞出版総署、
国務院新聞辨公室、中国共産主義青年団中央委員会、北京市人民政府

http://www.chinagdc.com.cn

中国国際網絡文化博覧会
（China International Digital Content Expo.）
http://www.digichina.org.cn/
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3. テレビ祭/映画祭一覧
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3-1. テレビ祭：一覧
1986年に「アジア最大のテレビ番組及機材交易市場」を目標に「上海国際友好城市電視節（第一回上海国際電視節）」が
創設。現在中国最大のテレビ見本市「上海テレビ祭」となっている。
その他、「北京国際電視週」「四川電視節」「金鷹電視節」等のテレビ祭が中国国内で開催されている。
※1989年から開始されていた「北京国際電視週」（広電総局と北京テレビの共同主催）は
2004年の第11回開催以降の開催が確認できず。

テレビ祭名称

上海電視節
http://www.stvf.com/

四川電視節
http://www.sctvf.com/

中国金鷹電視芸術節
www.hunantv.com

開催地
開催期

説明

上海 6月

1986年に開始され、2012年で第18回目を迎える。
主催：広電総局、上海人民政府
実行：上海市文化広播影視管理局/上海文化広播影視集団
優秀番組に授与される「白蘭賞」や、番組交易のプラットフォーム、
新メディア・機材見本市、専門フォーラムなど、国際的なテレビ祭となっている。

四川 11月

1991年に創設され、2012年に第12回開催。
主催：広電総局、四川省人民政府
実行：四川省広播電影電視局、四川広播電視台
国際的な映像番組交易マーケットの他、優秀番組に「金熊猫」賞を授与等。

湖南・長沙
5月

金鷹賞は1983年に雲南昆明で開始。1997年第15回より「大衆電視金鷹賞」を
「中国電視金鷹賞」として、中宣部批准による観客の投票で選ぶ全国で唯一の
テレビ芸術賞となる。（近年では隔年で開催）
2012年に第26回金鹰賞評選/第9回中国金鷹電視芸術祭を開催。
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3-2. 映画祭：一覧

映画祭名称

開催地
開催期

上海国際電影節
（Shanghai International Film Festival）
http://www.siff.com/

上海 6月

2011年4月に第1回目が開催され、2012年が第2回目。
主催：広電総局、北京人民政府
実行：広電総局電影管理局、北京市広播電影電視局

北京 4月

http://www.bjiff.com/

中国長春電影節
（C.I.F.F）
http://www.chinaccff.com/

中国で唯一FIAPFから認可された国際A級映画祭。2012年第15回開催。
主催：広電総局、上海人民政府
実行：上海市文化広播影視局、上海文化広播影視集団
マーケットでは映画作品の交易だけでなく、映画プロジェクトの投資や合作の
マッチングも行われている。

北京国際電影節
（Beijing International Film Festival）

説明

長春 8月

国際的な映画の上映だけでなく、国際フォーラムや映画の交易も行われる。
2012年は、第19回北京大学生電影節、第8回北京青少年交易電影節も同時開
催される。
1992年に創設され、2012年に第11回開催。
主催：広播電影電視部、吉林省人民政府
実行：長春市人民政府、広播電影電視部電影事業管理局、吉林省文化庁、
中国電影発行放映輸出輸入公司、中国電影合作制片公司、
長春電影制片廠

その他に「北京大学生電影節」（http://www.bcsff.org/）、「蘭州・西武大学生電影節」（http://www.xibudxsdyj.com/）等。
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