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	1.	中国におけるアニメ産業の歴史

中国でアニメビジネスに従事してきた濱田功
氏 4）によると，中国の現代アニメーションの歴
史は，1926年，上海で万氏兄弟が『大閙画
室』を制作したことに始まる。戦時中は日本人
が満州映画協会でアニメ制作を行っていたが，
敗戦と共に協会の設備機材は中国共産党に引
き渡され，一部の残留日本人がアニメ制作の
指導にあたった。そこで育った人材は上海に渡
り，1956年にアニメの専門制作所として「上海
美術電影制片廠」が設立された。この制作所
は1960年代に次 と々アニメ映画を発表したが，
1966年から10年に及ぶ文化大革命で，アニメ
の制作は完全にストップした 5）。

	はじめに

中国でアニメ産業が急成長を遂げている。
2011年に中国で制作されたテレビアニメは435
作品で，総計4,353時間44分1）にのぼり，計算
方法が若干異なるものの，制作時間数では同
年に1,577時間48分 2）だった日本をはるかに上
回って世界一の座にある。また，キャラクター
グッズの販売などを含めた中国アニメ市場の規
模も，推計で年間5兆円近くに達している3）。
これは中国が2004年から本格的なアニメ産業
振興に乗り出した結果だが，その過程で日本製
など海外のアニメをテレビ放送から事実上排除
するなどの“保護主義”を伴っていた。日本国
内で少子化が進む中，日本のアニメ業界にとっ
て拡大する中国アニメ市場での利益確保は重
要な課題だが，どうやって中国政府による“保
護主義”の壁を突破するのか，課題は少なくな
い。本稿では，中国アニメ産業のメッカとなり
つつある浙江省杭州市の現地調査の結果も踏
まえ，日中のアニメ産業が，今後競合が強まる
ことも予想される中で，共同制作も含めいかな
る関係を構築していくべきなのかについて考察
する。構成は以下の通りである。

日中アニメ産業の市場争奪
～国産アニメ振興を図る中国とどう向き合うのか～

　　　　メディア研究部（海外メディア研究） 山田賢一　
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	2.	“保護主義”を通じた中国政府の
						アニメ産業振興政策と急速な量的拡大

中国のアニメ産業振興が本格化したのは，
2004年からである。放送分野を管轄する国
家ラジオ映画テレビ総局（SARFT）は同年4
月，「わが国アニメ産業の発展に関する若干の
意見」8）を公布した。この中ではまず，アニメ
産業の振興が，「社会主義市場経済の条件の
下で，社会主義文化を繁栄させ，人民，特に
多くのこどもたちの日々増大する精神文化への
ニーズを満足させる重要な手段であり，わが国
経済の構造改革と産業構造の高度化を促進す
るための重要な段取りである」と述べ，文化面
における「青少年への社会主義教育」と，経済
面における「従来製造業中心だった中国経済の
構造改革」という「二兎」を追う政策であること
を示している。

まず文化面の視点からの方針として，アニメ
産業振興の過程で国際アニメ産業の発展経験
に学ぶとしつつも，「西側の退廃した文化には
反対する」と述べ，アメリカや日本のようなアニ
メ先進国から学ぶべきなのはその技術的側面
だけで，文化的側面は排除するとの意向を示し
ている。海外のアニメ制作会社と合弁企業を作
る際も，必ず株式の多数を中国側が押さえるこ
とを要求している。

一方，主に経済面の視点からの方針として，
「中国的風格を有し，国際的な影響力を持つ国
産アニメブランドの確立」を掲げ，具体的な振
興策を挙げた。それはクオータ制導入による国
産アニメ優遇措置である。毎四半期の国産ア
ニメと輸入アニメのテレビ放送における比率を
国産アニメが6割以上と規定，国産アニメの制
作時間の増大に応じてこの比率をさらに高めて

1979年に改革開放がスタートしたとき，中国
のアニメ制作能力は皆無に近い状態だった。当
時中国はソビエトを仮想敵国と見ていて日本に対
し友好的であり，また自国の作品がなかったこと
もあって，『鉄腕アトム』や『一休さん』が中国中
央テレビ（CCTV）で放送され，人気を集めた。
この頃は日本の映画やテレビドラマも次 と々中国
で放映・放送され，高倉健主演の『君よ憤怒の
河を渡れ』（中国語名『追捕』）や山口百恵主演の

“赤いシリーズ”が大ヒットするなど，日本のコンテ
ンツが幅広く受容されていた。その背景には，中
国側の経済状態を考え，日本側が無償もしくは
低価格で作品を提供していたこともあった。

その後1990年代になると，日本製アニメの
中国での普及が突出するようになってきた。『ド
ラえもん』，『ちびまる子ちゃん』，『Dr.スランプ
アラレちゃん』，『美少女戦士セーラームーン』，

『SLAM DUNK』，『名探偵コナン』，『聖闘士
星矢』，『ドラゴンボール』，『クレヨンしんちゃ
ん』，『ポケットモンスター』等 ，々枚挙にいとま
がないほど多くの作品が中国のアニメ界を席巻
した。これだけの大流行を呼んだ要因として，
東京福祉大学の遠藤誉国際交流センター長は，
日本製アニメの魅力の大きさと共に，中国での
海賊版の横行を指摘している6）。

しかし，こうした中国の若い世代への日本文
化の浸透に対し，中国共産党の指導部は危機
感を覚えるようになる。遠藤氏はそのさきがけ
として，1996年に当時国家主席だった江沢民
が行った次のような講話を紹介している。「少年
児童は中華民族の希望であり未来である。彼ら
を中華民族振興のために社会主義の新人に育
てることは文芸工作者の歴史的責任だ」7）。そし
て中国政府はその後，アニメ産業の国産化を推
し進めるようになる。
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いくとした。また各テレビ局が運営する「映画
チャンネル」や「テレビドラマチャンネル」の中
で，夕方5時から7時までの間に30 分間国産
アニメ番組を放送した場合，もともとの規定よ
り30秒長く広告を放送してよいなどとする奨励
措置も実施することにした。さらに各局の「こ
どもチャンネル」や「アニメチャンネル」につい
ては，夜7時から10時までのゴールデンタイム
に一定時間，国産アニメを放送するよう義務付
けている。この他，アニメ番組の制作と放送
の分離によって，民間のアニメ制作会社の発展
を図ることや，アニメのキャラクターグッズなど
関連商品の開発推進を図ることも明記し，中
国アニメ産業の自立を目指している。そして5
年から10年後には，一部の優秀な企業が国際
競争に参画するアニメ企業グループに成長する
ことを目標としている。

こうした“保護主義”は，その後 2006年9月，
午後5時から8時までの外国製の子ども向けア
ニメ番組の放送を禁止する措置に広がり，さら
に2008年5月からは，放送禁止時間が1時間
延長されて午後9時までとなり，同時に国産ア
ニメの比率も70％以上を義務付けられるなど，
さらに強化された。

また，こうした措置と並行して，中国政府は
全国各地に「国家動画産業基地」9）というアニ
メ産業の拠点を設立することにし，まず2005
年に杭州・上海・湖南など9つの地域又は企
業が指定を受けた。その後 2006年には深圳・
大連・蘇州・無錫など6つの地域又は企業が
指定されるなど，2008年までに20の国家動画
産業基地が指定を受けた 10）。

強力な国産アニメ振興政策の下で，中国アニ
メ産業は急速な量的拡大を遂げた。SARFT
の統計によると，1994年にはゼロだった国産ア

ニメの放送時間は，2004年に364時間，2005
年に712時間，2006年に1,372時間と急増し，
2010年には3,675時間，2011年には4,354時間
と世界一の座を確保している11）。

	3.	「国家動画産業基地」の実例
				　　　　　―浙江省杭州市

中国アニメ産業発展の実態を知るため，筆者
は2011年10月，中国の国家動画産業基地の中
で最も早くスタートし，かつ最も成功していると
される浙江省杭州市の現地調査を行った。上
海の南西約200キロにある浙江省省都の杭州
市は，人口が683万人 12）と大連や南京よりも多
い揚子江下流域の中核都市で，観光・商業・
機械・製薬などを主な産業としている。

3-1　地元政府のアニメ産業振興政策
以下は放送を所管する浙江省ラジオ映画テ

レビ担当局芸術管理部の関係者に行ったヒア
リングの内容をまとめたものである。それによ
ると，杭州市のアニメ作品制作時間数は，国
家動画産業基地の設置が決まった2004年に
はゼロだったが，2005年には300時間あまり，
2010年には580時間あまりと順調に拡大し，
2009年から2年続けて10大都市の中でトップ
となっている13）。杭州市内にはアニメ・漫画
の制作会社が合わせて68 社ある14）他，「中
国美院」，「浙江伝媒（メディア）学院」，「浙
江大学」の3か所が中国政府指定の「国家級
動画教研基地」となっており，アニメ産業への
人材供給拠点となっている。また杭州市政府
は，市の文化創意基金による年間予算のうち
半分近くの7,000万元（約8億4,000万円）を
アニメ産業の振興に支出している。さらに杭
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州の国家動画産業基地が立地する濱江区政
府 15）も年間9,000万元（約10 億8,000万円）の
予算をアニメ産業のために計上している。国
家動画産業基地に入居したアニメや映画の制
作会社は，所得税の一定期間免除という優遇
が受けられるほか，水道代や電気代の補助が
あり，さらに制作した作品が中国中央テ
レビ（CCTV）で放送されると1分につき
2,000元（約2万4,000円），浙江テレビの
全国向け衛星チャンネルで放送されると1
分につき1,500元（約1万8,000円）の奨
励金も支給される。

また，アニメ関係の人材を杭州市に集
めるための取り組みも積極的である。ま
ず，杭州市が毎年主催している国際アニ
メフェスティバルがある。これは2005年
に第一回を杭州で開催した際，好評を得
たため，その後恒久的に実施することに
なったもので，時期は中国でもゴールデン

ウィークとなる毎年4月28日から5月3日にかけ
て行っている。内容は展示・フォーラム・コン
テスト・イベントの4つに分かれ，2011年には
54の国と地域から合わせて425社，延べ202
万人が参加した。211件，総額106億元（約
1,300 億円）のプロジェクトが調印され，コンテ
ンツの売買高も22億元（約260 億円）に達した
という。こうしたイベントを定期的に開催すると
共に，杭州市西部にある風光明媚な「西湖」の
ほとりに「文化創意園」を設立して，日本・台
湾・香港など海外から有名な芸術家を招聘し仕
事場を提供しており，既に台湾の朱徳庸や蔡志
忠といった漫画家が進出している。

この他，2013年の完成を目標に，「中国動
漫博物館」の建設にも取り組んでおり，まさに
市を挙げてのアニメ産業振興が進んでいる。

浙江省ラジオ映画テレビ担当局芸術管理部
の関係者は今後の目標について，3つの点を挙
げた。第一は，アニメ産業が既に量的発展を
遂げた中で，その質的な面の強化である。独
創性の高いハイレベルな作品の生産によって，
ブランド力を強化し，海外への輸出拡大を図

（浙江大学  夏瑛氏提供）

杭州国際アニメフェスティバル

杭州国家動画産業基地
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ろうとしている。第二に，アニメ産業のビジネ
スモデルとして指摘される「一気通貫」の実現，
つまり，テレビ放送や映画放映にとどまらず，
DVDからキャラクターグッズまでの販売を含め
た，トータルな形での利益確保である。現在
このモデルを実現しているのは，最大手の「中
南卡通」のみと言われており，大部分のアニメ
制作会社にとって，こうしたビジネスモデルの
確立が課題だとしている。さらに第三は，技術・
販売・版権管理などの分野における，政府の
政策支援強化である。今後は例えば奨励金を
一律の金額で支給するのでなく，よりハイレベ
ルの作品や企業を優遇するといったきめ細か
な対応が必要だという。

3-2　アニメ制作会社の現状
政府の担当部局に続いて，杭州市の国家動

画産業基地に入居しているアニメ制作会社「杭
州玄機科技信息有限公司」（略称玄機科技）を
取材した。規模は中堅クラスだが，既に海外
に作品を輸出するなど高い評価を得ている会
社で，瀋楽平社長に話を聞いた。

瀋社長によると，玄機科技は，2005年に当
初13人で設立された会社で，もともとはゲーム

の制作を本業と
しており，アニメ
は小説やテレビ・
映画の作品の版
権を購入して制
作していた。台
湾の作家，温世
仁（ 故 人 ）の原
作で，秦の時代
に題 材をとった
俠 客 物 のCGア

ニメ作品『秦時明月』が2007年から全国放送
されると大ヒットとなり，第一部が10 作，第二
部が18作，第三部が34作と放送回数も増加
していった。全部で第七部まで制作する予定
で，第四部は2012年3月から4月にかけて各
テレビ局で放送されるという。中国のアニメ作
品は従来，年少の児童向けというイメージが
強かったが，『秦時明月』の想定ターゲット年
齢は12歳から25歳とやや高めで，日本アニメ
同様，若者のファンを取りこんでいる。過去5
年間に全国で300万人の「オタク」的なファンを
獲得し，中国では唯一，21の省・市にまたが
る10万人規模のファンクラブがあるという。既
に1億元（約12億円）規模の投資を行った『秦
時明月』は玄機科技の旗艦ブランドで，台湾
の漫画家蔡志忠の諸子百家に関する作品のア
ニメ版，加えて12歳以下の子どもを対象にした

『StarQ』と合わせて会社の3大ブランドを構成
している。作品のテレビ局への販売だけでな
く，玩具・カバン・漫画本・小説・DVDといっ
た分野のライセンス収入も多い他，オンライン
ゲームへの展開も進んでいて，ゲームの売り上
げは版権収入よりも多いという。

現在は従業員170人の体制で，生産規模は
年間で合わせて30時間～ 50時間程度と，最
大手の中南卡通の100時間には及ばないもの瀋楽平社長

CGアニメ作品『秦時明月』

（玄機科技提供）
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の，一定の規模に達している。2011年の売り上
げは3,500万元（約4億2,000万円），営業利益
は500万元（約6,000万円）程度を見込んでい
る。また海外市場の開拓に関しては，最大市
場の北米について，アメリカ人が理解できるよ
うな内容に一定の修正をほどこし，まもなく放
送されることになった他，フランス・ロシア・イ
タリア・スペインなど，合わせて37の国・地域
への販売に成功，瀋社長は日本市場への参入
にも強い意欲を示した。

次に瀋社長は，杭州がアニメ産業にとっての
基盤という点で優れていることを指摘した。まず
歴史的にも文化性が高く，画家・詩人・書家な
どを輩出した他，北京の「中央美院」と双璧と
される美術学校の「中国美院」があることを挙
げた。その上で瀋社長は，杭州市のトップであ
る共産党杭州市委員会の書記が文化を重視し，
中国最大規模の国際アニメフェスティバルを毎年
開催している他，漫画作品の競売イベントや優
秀作品の表彰なども行っており，アニメ産業への
支援は中国国内で最高レベルだと評価した。

一方，国レベルでの政策に関しては，外国
製アニメの放送制限を行っていることについて，

「以前はテレビで放送するアニメのほぼ100％
が日本かアメリカのアニメだった。日米のアニメ
産業はそれぞれ国内での放送で資金回収が済
んでいるため海外で安売りができ，我々には
不利だったので，こうした政策は中国のアニメ
産業発展に役立つ」と述べ，後発国にとっての

“保護主義”の正当性を主張した。また，中央
政府がアニメ業界のアメリカ・フランス・ドイツ・
シンガポールなどにおける活動を支援している
ことも高く評価し，「台湾や香港のアニメ業界
は政府の支援政策がないから発展できない」
と述べて，政策的支援の重要性を強調した。

このように瀋社長は杭州市と国の政策を高く
評価しているのだが，こうした見方に全面的に
は同意しない声もある。浙江大学コンテンツビ
ジネス研究センターで，杭州を中心とした中国
のアニメ産業と日本のアニメ産業の比較研究を
している夏瑛副センター長によると，中国のア
ニメ産業は，純粋に市場経済の下で運営して
いる日本のアニメ産業と比べ，まだ政府支援へ
の依存度が高いことが問題だという。例えばア
ニメ制作会社の運営が政府の優遇措置に多く
を依存している場合，作品への当局の検閲も常
にある中で，当局の担当者が喜びそうな内容
の作品になりがちである。そういう作品が果た
して輸出できるのか，という問題である。また，
アニメ産業が短期間で急成長する中で，大学や
美術学校などの受け皿があっても「教える人材」
が不足しているという。このため「玄機科技」
など一部の事業者を除くと，量的成長に質の成
長が追いついていないと夏氏は見ており，今後
日本など海外のアニメ制作会社との提携を促
進すべきと考えている。実際に夏氏が日本と中
国の事業者・関係者に対して調査を行ったとこ
ろ，日本側回答者の20人は全てが「日本のア
ニメ市場の将来には限りがある」などとして日中
提携の必要性に言及した。また中国側の企業
や政府，学校関係者も同様だったが，具体的
に何をしたら良いのか分からないというのが実
態だったという16）。

また夏氏は，中国政府が外国アニメの放送
制限をすることに関しても，メリットだけでなく
デメリットもあると指摘する。放送制限の結果，
中国国内で放送されるアニメ作品が「面白くな
くなった」というのである。過度の競争制限は
かえって業界の活力を失わせかねないという，
中国のアニメ業界への警鐘である。
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	4.	日本のアニメ業界の対応

ここまで中国アニメ産業の急成長の実態を見
てきたが，ここからはこれまでアメリカと「アニ
メ王国」の座を二分してきた日本のアニメ業界が
どう対応しているのかを見ていく。　　

4-1　中国アニメ業界への評価
まず中国アニメ業界への評価であるが，数

人の関係者に意見を聞いた限りでは，評価は
あまり高くない。『アニメビジネスがわかる』『もっ
とわかるアニメビジネス』（共にNTT出版）な
どの著作で知られ，訪中経験も多いビデオ
マーケット社取締役の増田弘道氏は，「量的な
発展はすごいが，制作した後，国内市場で販
売して資金を回収できるきちんとしたビジネス
モデルがない」と指摘する。中国政府は海外ア
ニメの流通を規制し，資金を提供してアニメ産
業基地を作れば産業振興ができると考えてい
たが，実際は作品の販売が思わしくないことに
ようやく気づきつつある状態だという。杭州の
国際アニメフェスティバルについても，当初よ
りは面白くなってきたと述べたものの，日本の
事業者が出展して現地に行ったら，海賊版の
商品を同じ会場内で売っていたケースまであり，
日本企業の出展意欲が急速に衰えたという。
さらに海外への輸出が進んでいる玄機科技の

『秦時明月』についても，比較的成功している
方だとした上で，「もともとゲーム会社だったせ
いか，表現がかったるく，スピード感に欠ける
面がある」などと，その質的な問題を挙げた。
そして中国アニメにとっての本質的な問題は，
政治体制にあると増田氏は言う。例えば時代
や背景の設定について日本は全く自由であり，

「西暦2200年，日本は既に滅びていた」という

ような設定も可能であるが，中国では共産党政
権がそれを許さない。そこで制作者側の自主
規制もあり，時代は現代と未来には設定しづら
く歴史物ばかりになるなど，表現が縛られてし
まうという。

また，業界団体である日本動画協会で総務・
著作権を担当する石川直樹氏も，中国のアニメ
は日本の真似が多くて恐れるに足りないとした
上で，「制作会社は政府への申請が通ればお金
が入ってくるので，有料でも見たい作品を作る
というビジネスに育っていない」と述べ，中国ア
ニメは「内容」「ビジネスモデル」の双方に問題
があるとの見方を示した。

4-2　数年前からの中国市場への取り組み
このように日本の業界関係者は，中国アニメ

が韓国ドラマのように日本市場を席巻すること
は，少なくとも近い将来はないと見ているのだ
が，問題は日本の国内市場が少子化で今後あ
まり期待できないことである。その点，高度成
長が続く人口13億人の中国市場は潜在的な魅
力が高いのだが，課題が少なくとも2つある。
1つは，アニメに限らずコンテンツ一般に言える
ことだが，中国における海賊版の横行である。
日本のアニメは確かに1990年代，中国市場を
席巻したのだが，日本のイメージアップで家電
メーカーなどに間接的なメリットはあったかもし
れないものの，日本のアニメ制作会社自体が中
国から収益を上げたかといえば，全く別の話で
ある。そもそもこれまで中国人の間で著作権尊
重の概念が薄かった中，中国で版権管理を厳
格に行うにはそれなりの投資が必要だったが，
日本のアニメ制作会社には中小零細企業が多
く，そこまで手が回らなかった。もう1つは，
2004年に始まる中国政府のアニメ産業振興の
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ための“保護主義”である。この“保護主義”
を突破して中国市場に進出する方法がないわけ
ではない。中国政府は海外のアニメ事業者が
中国に進出するための前提として少なくとも以下
の2点を要求している。1つは，技術移転を伴う，
中国のアニメ制作会社との作品の「共同制作」，
もう1つは作品の海外での放送・上映である。

2006年9月から実際に日本を含む海外アニメ
のゴールデンタイムからの“締め出し”が始まっ
たこともあって，日本の一部の事業者は，この
頃から中国との共同制作に乗り出した。その1
つが，2007年5月に事業契約が締結された『三
国演義』である。日本側は玩具会社のタカラ
トミーと映像コンテンツ企画制作会社のフュー
チャー・プラネットが，一方の中国側は中国中
央テレビ（CCTV）系列の中国国際電視総公司
北京輝煌動画公司が主体となった。総制作費
6億5,000万円をかけ，日本で作品の企画部分
に当たる「プリプロダクション」，中国で動画制
作を行い，完成した作品はCCTVをはじめと
する中国各地のテレビ局で放送された他，日本
でも2010年4月からテレビ東京・テレビ大阪系
の全国6局ネットなどで放送された。この『三
国演義』について，中国側は先述の浙江省ラジ
オ映画テレビ担当局の関係者が「関連商品の
販売を含め成功した」と述べるなど，高い評価
をしている。一方の日本側だが，タカラトミー
の広報は，「中国ビジネス担当者の中国出張が
立て込んでおり，なかなか時間的に余裕が持て
ない」として取材に応じず，またフューチャー・
プラネットは2010年9月に経営が破綻してい
た。業界関係者の声を聞いてみたが，ビデオ
マーケット社の増田氏は，「映像もいまひとつだ
し，あまり面白くなかった。日本側関係者は『赤
字だったが中国進出の基礎をつくった』などと

いっているが，大本営発表に過ぎない」と厳し
い見方をしている。また，日中両国のアニメ産
業に詳しい電通コンサルティングの森祐治常務
も，「何をして成功と呼ぶかにもよるが，少なく
とも全面的な成功とは言いがたい」と述べてい
る。全体として，日本の業界関係者の間では，
日本側が資金をほとんど負担した上，赤字にな
り，興行的には失敗という見方が多い。
『三国演義』以外にもう1つのよく知られたプ

ロジェクトとして，同じ2007年に事業契約を
締結した映画の『チベット犬物語～金色のドー
ジェ～』がある。日本側はアニメ制作会社の
マッドハウス，中国側は映画業界最大手の中
国電影集団が参加した。中国でベストセラーと
なった小説を原作に，漫画家の浦沢直樹氏が
キャラクターの原案を担当する形を取り，企画
開発と原画を日本が，動画と仕上げをマッドハ
ウスの提携先である，江蘇省の無錫慈文紫光
数字影視有限公司が担当した。中国では2011
年7月から，日本では2012年1月から，それぞ
れ上映された。アニメ情報サイトの「アニメ！ア
ニメ！ビズ」によると，日本のマッドハウスから
独立したマッドハウス北京の和泉將一社長は，
このプロジェクトについて，「国際共同制作に伴
う苦労もあった。中でも，両国の商習慣の違
いや中国での制作体制の構築は課題」であっ
たとした上で，「資金調達と回収計画だけでは
なく，クリエイティブ面でも文化の違いが刺激
し合い，新しいテイストの作品を企画する，あ
るいは偶発的に生み出せる点」を国際共同制
作のメリットとして挙げた 17）。

しかしこの案件も，日本の業界関係者の間
の評判は芳しくない。「中国側が日本のアニメ
制作能力を手に入れるためのプロジェクトに過
ぎない」といった見方まである。そしてアニメの
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日中共同制作について，動画協会の石川氏は，
現状では「非常に難しい」という判断を示す。
日中間の商慣習の違いや，中国側が株式の過
半数を握るとされている外資規制に加え，実際
に協会に持ちこまれる共同制作の提案は，日
本側に資金もノウハウも出してくれというケース
ばかりで，しかも企画の段階で突然中国側から
の連絡が途絶え，「なしのつぶて」になることも
多いという。その一方で日本のアニメ制作会社
は規模が小さいため，中国事業で一度失敗す
れば，会社がつぶれかねないと述べ，石川氏
は日本の制作会社の多くが中国事業に対して
腰が引けている背景を説明した。

4-3　新たな中国市場への取り組み
こうした中で，敢然と中国市場開拓に取り組

む新たな動きも見られつつある。1つは，中小
のアニメ制作会社と比べると経営体力もある大
手テレビ局である。テレビ東京は2011年1月，
上海近郊の江蘇省常州にある常州テレビ系列
のアニメ制作会社，卡龍動画影視伝媒股份有
限公司（カーロンアニメーション）と協力し，中
国では映画，日本をはじめ他の国ではテレビシ
リーズをメインに，フルCG18）のアニメを制作す
ることで合意したと発表した。制作する作品は，
地球上のあらゆるところに張り巡らされた「超
高速鉄道」を走るため集められた主人公たち
が，災害時の救助活動の任務をこなしながら成
長していく物語，『トレインヒーロー』（中国語名：
高鉄英雄）である。2012年2月現在の予定で
は，2012年度中に中国全土で映画を上映，日
本をはじめとする各国ではその後から26話のテ
レビシリーズで展開することにしている。

またテレビ東京は，これに続いて2011年11
月，現在6局ネットで毎週放送中の『NARUTO

―ナルト―疾風伝』をはじめとする人気アニメ
作品を，12月から中国の動画配信サイトで即日
配信することを発表した。パートナーは月間2
億5,000万人のユニークユーザー 19）を誇る大手
の「土豆網」で，ビジネスモデルについては広
告付き無料視聴で，広告収入を双方で分配す
る形をとるとしている。このようにリスクも大き

いとされる中国
でのアニメ事業
に大きく舵を切っ
たテレビ東京の
意 図 につ いて，
アニメ局の川崎
由紀夫局長に聞
いた。

川崎氏による
と，対中ビジネ
スはもともと単価

が安いわりにリスクが大きいので，欧米中心に
ビジネスを進めていた。しかし，日本のアニメ
はもともと海外では「暴力的」「性的」な要素が
強いとして批判を受ける傾向があり，欧米の文
化が保守化する中で，日本のアニメに対する規
制強化の傾向も見られたため，もう一度アジア
に目が向いたという。そのアジア進出には現地
化が必要ということで，テレビ東京としては以
下の3つをビジネスモデルとして考えた。

① 共同制作
② ネット配信
③  商品化流通（キャラクターグッズ等の展開

を指すが，現在は計画段階）
このうち①の共同制作については，中国側

のパートナーが大手だと，組織が大きすぎて
仲介者も多くなり，かえってメリットが少ない
と考え，あえて地方テレビ局である常州テレビ

テレビ東京川崎由紀夫アニメ局長
（テレビ東京提供）
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の100％子会社を選ぶことにした。単純に量
的拡大を追う中国の風潮からは一線を画して
いる会社と確認できたとして，パートナーには
一定の信頼を置いている。②のネット配信につ
いては，中国のネット動画サイトが立ち上がっ
てから数年間，「海賊版のメッカ」ともいえる
状態にあったことから，意外感もあったのだ
が，川崎氏は「既にアメリカで同様のモデルを
試し，うまくいった」と自信を示した。それはア
メリカのCrunchyroll社との提携関係である。
Crunchyroll社はもともと日本など東アジア地
域のアニメ・漫画・ドラマなどをネットで見られ
るようにした違法サイトだったのだが，テレビ
東京の説得に応じて正規の代理業務を行うよ
うになったところ，『NARUTO』のケースで違
法なP2P 20）が74％も減少したという。そしてア
メリカの経験から違法視聴の動機は以下の3点
にあると結論付けた。

① すぐに見られない
② 全てを見られない
③ 本物が見られない
そこで川崎氏は，日本のアニメも「即日配信

で，コピーしたものでない本物で，かつ作品の
数量を揃える」ことで，違法視聴を駆逐するこ
とが可能と考えた。また，違法視聴の取り締ま
りを中国側のパートナーに確実に実施してもらう
ため，パートナーは当面1社限定とした。実際，
即日配信を開始してからは，パートナーの「土
豆網」がライバルの「優酷網」に違法にアップ
された映像を確認して損害賠償訴訟を起こすな
ど，中国側パートナーは自らの利益に関わるだ
けに版権保護対策を強力に推し進めている。

テレビ東京ほど目立った動きではないが，中
小のアニメ制作会社による違った形での中国
事業展開も見られる。2001年に設立され，従

業員が30人程度のディー・エル・イーは，画
像編集ソフトウェアのアドビフラッシュを利用
して作る「フラッシュアニメ」の制作にあたっ
ている。川島崇取締役CFO（最高財務責任
者）によると，フラッシュアニメは低コストでの
制作が可能で，投資リスクも大きくないため，
中国やタイ・マレーシア・インドネシアなどの
途上国に展開する際に価格競争力があるとい
う。中国で数年前から大ヒットした中国製アニ
メ『喜羊羊与灰太狼』（シーヤンヤンとホイタイ
ラン）を手がけた会社をパートナーに，例えば

『喜羊羊与灰太狼』を全国展開する際に地域
ごとにストーリーやオープニングの音楽を変え
るといった工夫を凝らしながら事業展開を進
めている。最近では携帯向けコンテンツのニー
ズが高まっており，「低コストによるアニメ制作」
が強みになると読んでいる。

	5.	考察

中国のアニメ産業が短期間に量的な高度成長
を遂げ，アニメ大国の日本としても無視しにくい
存在になってきた状況をここまで見てきた。実
際，最近の中国での報道を見ても，2011年12
月には，内陸部の重慶市の万盛経済開発区に，
重慶華莱有限公司が34億元（約410 億円）を
投資して，中国西部で最大の動漫産業基地を
建設し，2万人の就業を見込んでいる21）という
ニュースがあった。また同月，浙江省紹興市で，
歴史的にも有名な紹興出身の幕僚を指す「紹興
師爺」を題材に，全国的にヒットしたアニメ『少
年師爺』がアメリカのロサンゼルスのテレビ局で
放送されることになったとの報道もあった。繊
維産業が労働コストの上昇で苦境に陥りつつあ
る中，海外に地元特産の紹興酒や臭豆腐が紹
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介されることへの期待が高まるなど，アニメ産
業を地域活性化の起爆剤にしようとの動きが紹
興では盛んになってきているという22）。このよう
にアニメ産業の話題は枚挙にいとまがないほど
で，業界は勢いと活気に満ち溢れている。

一方，日本のアニメ制作会社は今でも中国と
の提携には及び腰のところが多く，それには
もっともな理由があるのだが，ここで想起され
るのは1980年代から90年代にかけての自動車
産業のケースである。1980年代当時，日本の
自動車メーカーは，ドイツなどが先行していた
中国との合弁事業について，「人命にかかわる
製品を中国で作って，もし欠陥商品が流通す
れば，ブランドが毀損する」という観点から慎
重な対応に終始，その結果，1990年代に急成
長する中国自動車市場でのシェア拡大でドイツ
車メーカーに遅れをとった苦い経験がある。当
時の自動車産業と現在のアニメ産業では，中
国政府が産業振興のため“保護主義”政策を取
り，海外の事業者に製品輸出ではない，技術
移転を伴う合弁生産や共同制作を求めている
点が類似している。また，中国の自動車市場
は日本の自動車業界の予想をはるかに超えるス
ピードで拡大したのだが，中国のアニメ市場も
ここ数年の量的成長は明らかに日本の業界関
係者の想像を超えたものだった。さらに中国の
業界関係者によると，数年前から，アメリカ・
カナダ・フランス・韓国・オーストラリアなどが
中国とのアニメ共同制作に取り組んでいるとい
う。2012年2月にはついに，中国の習近平国家
副主席の訪米に合わせて，アメリカのアニメ大
手ドリームワークスアニメーション（DreamWorks 
Animation）が上海で中国との合併事業を立ち
上げることが発表された 23）。

日本のアニメ市場は制作コンテンツ量で見

ても2006年をピークに減少傾向にあり，今後
も少子化の一層の進展で成長が見込めない以
上，中国をはじめとする新興国への進出は視
野に置かざるをえず，テレビ東京の新たな取り
組みは非常に注目されるところである。

特にネット配信に関しては，テレビ放送より
中国政府の規制が緩いことがメリットになる。
また，中国のネット上はこれまで違法配信のコ
ンテンツが充満していたのだが，2009年頃か
らネット動画サイト事業者の中で違法配信根絶
に向けた取り組みが本格化した。その背景に
は，大手動画サイト事業者が資金調達のため
アメリカで株式を上場しようとした際，アメリカ
の証券取引所から違法配信の根絶を強く求め
られたことがある。この2 ～ 3年は，ネット動
画サイト事業者が乱立し，独自コンテンツによ
る差別化のため，映画などのコンテンツをネッ
ト上で配信する権利を各事業者が高値で買い
あさる状況が生まれ，その実態を風刺する「焼
銭」（紙幣を焼くようなスピードで金がなくなる）
という言葉も生まれた。特にテレビ東京と提携
関係を結んだ土豆網は，アニメに重点を置き，
2011年11月には玄機科技の『秦時明月』の第
一部から第四部までをネット上で独占的に配信
する正規の版権を獲得，アニメのオリジナル作
品を生み出すための会社「北京提線数字科技
有限公司」も設立した 24）。こうした流れの中，
違法配信事業者に対する民事訴訟が急増し，
原告勝訴の事例も目立っていることなどを考え
ると，ネット配信への進出は将来性が高い可
能性もある。

ただ一方で，中国動画サイト事業者の多くは
現在赤字を抱えており，乱立する事業者の淘
汰・再編が進むまで，少なくとも当面は収益が
期待できない。また，今後ネット動画に対する
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中国政府の規制が強化されるリスクの存在も
否定できないなど，未来は決してバラ色という
わけではない。

また，中国との共同制作については，特に
中国でのテレビ放送を前提とした場合，当局の
検閲の存在という，本来自由な発想が必要な
アニメ作品にとって重大な壁に突き当たらざる
を得ない問題がある。しかもここ数年，中国に
おけるメディア規制は強化の一途をたどってお
り，アニメ制作会社も大なり小なり「自主規制」
を余儀なくされている。自動車産業のような製
造業よりもさらに大きな「当局の検閲」という構
造問題を抱えるアニメ産業で，日中の事業者が
どういう関係をつくっていけるのか，当分の間，
模索が続きそうである。　　　　　

（やまだ けんいち）
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