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近は大手事業者の多くが映像コンテンツへの
対価を支払う「正規流通」を標榜，アメリカや
韓国などのテレビドラマが大量に配信されてい
る。

一方，コンテンツの購入費用が高騰する中，
収入は広告依存型のため，各事業者は恒常的
な赤字に苦しんでいる。2012年には業界の1
位と2位の事業者が合併，早くも再編・淘汰
が始まるという目まぐるしさである。本稿では，
2013年10月の現地調査の結果も踏まえ，中国
において急速に普及するネット動画サイトの現
状と課題を見ていきたい。構成は以下のとおり
である。

  はじめに

インターネット人口が6 億人を超し，世界一
の規模を誇る中国では，ここ数年，ネット動画
サイト（中国語で視頻網站）が若者を中心に急
速にユーザーを増やしている。当初はアメリカ
のYouTubeのように，個人が撮影した映像を
投稿するサイトとしてスタートしたが，その後は
アメリカのNetflixやHulu 1）のように，映画やテ
レビドラマなどの映像コンテンツも楽しめるサ
イトとして急成長を続けている。もちろんその
間，コンテンツの違法アップロードという「知
的財産権侵害」が常に問題になってきたが，最

中国では近年，ネット動画サイトが若者を中心に急速にユーザーを増やしている。最近は大手事業者の多くが
「正規流通」を標榜，アメリカや韓国のテレビドラマが大量に配信されている。一方，収入が広告依存型のため，
各事業者とも赤字に苦しんでいる。経営状態の改善に向けて業界が抱える課題は3つある。

第1は携帯向け配信への対応で，中国におけるネット利用は，ここ1 ～ 2 年で急速にパソコンから携帯電話に
移行しつつあり，業界関係者は「携帯向けの対応が早かった事業者が生き残る」と指摘する。

第2の課題は，国内の既存のテレビ局との「競合」関係である。1つは，ネット動画サイト事業者が海外のコ
ンテンツを配信することで，国内のテレビ番組の視聴時間が減少する可能性がある。もう1点は，ネット動画事
業者が独自制作を積極化させていることで，この動きが成功するほど既存テレビ局との軋轢は表面化しよう。

第3の課題は，政府当局による規制政策変更のリスクである。現在，海外のコンテンツは，中国のテレビで
の放送が厳しく規制されており，規制の緩いネット動画サイト事業者が配信しているが，政府当局が今後，ネッ
ト動画サイトへの規制を強化する可能性がある。

ともあれ中国のネット動画サイトは，映像コンテンツの配信プラットフォームとしてますます重要性を増してお
り，「クールジャパン」の対外発信を標榜する日本としても，今後その動向に一層注目していく必要がある。

急成長する中国のネット動画サイト
～その現状と課題～
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Ⅰ　中国のインターネット利用概況

中国でインターネット利用が本格化したのは，
大手通信会社の中国電信が64Kbpsの国際専
用回線をアメリカから北京と上海につないだ
1995年1月からとされている。この後1997年
6月，中国科学院に「中国インターネット情報セ
ンター（CNNIC）」が設置され，国をあげてイ
ンターネットの普及推進に取り組む体制が整備
された。CNNICは工業情報化省の指導下に
ある非営利の管理・サービス機関で，毎年2回，
インターネットの普及状況に関する調査を行う
他，年鑑の編集やIPアドレスの配付などの業
務も行っている。

このCNNICが2014年1月に発表した調査報
告によると，2013年12月末現在，中国のネッ
トユーザー2）は6億1,800万人と1年前より5,300
万人あまり増え，普及率は45.8％に達した。携
帯電話でネットを利用するユーザーは5億人と，
ネットユーザー全体の81.0％に上り，デスクトッ
プパソコンの69.7％や，ノートパソコンの44.1％

を上回っている。ユーザーの属性については，
男女別では男性が56.0％で女性が44.0％，ま
た年層では10代から30代が最も多くなってい
る（図）。また，ネット上の各サービスがどの程
度利用されているかについては，インスタント・
メッセージ 3）が86.2％と最も多く，以下，ニュー
ス，検索，音楽，ブログと続き，動画も69.3％
と，ネットユーザーの3人に2人以上が動画サイ
トを利用していることが分かる（表）。

インターネットの利用者は1997年の第1回調
査の時は62万人に過ぎなかったことを考える
と，この十数年間における中国でのネット普及
のスピードは極めて速く，今では都市部の若者
を中心に，中国の人々の生活に深く入り込んで
いると言える。また，最近では「論壇・BBS」

（時事問題などに関する意見表明の場）のユー
ザーが1年間で2,800万人以上も減少するなど，
固定パソコンをベースとするサービスが伸び悩
む一方，スマートフォンなどの携帯電話をベース
としたサービスはいずれも好調で，1年前と比
べて動画が83.8％，ゲームが54.5％，検索が
25.3％，インスタント・メッセージが22.3％，そ
れぞれ伸びている。ネット利用は移動体への移
行が進み，かつ娯楽への嗜好がより鮮明になっ
ている 4）。

表　中国のネットユーザーの各サービス利用率

図　中国のネットユーザーの年層別割合
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Ⅱ　中国のネット動画サイト
発展の歩み

ネット動画サイトは世界的に，一般のユー
ザーが撮影した映像を共有する動画共有サ
イトとしてスタートし，2005年1月にGoogle 
Videos，2月にDailymotion，12月にYouTube
がそれぞれ登場している。これらのサービス
は，従来動画の共有にも使われていたNapster
やWinnyといったファイル共有ソフトと異なり，
ブラウザ以外に特別なソフトウェアを必要とせ
ず，ブログやSNSとの連携も容易だったため，
急速に普及した。中国では2004年11月の段階
で既に「楽視網」（Letv）が運営を開始してい
る他，ポータルサイトの捜狐（SOHU）は2004
年末に現在の動画サイト事業子会社「捜狐視
頻」の前身の「捜狐寛頻」（寛頻はブロードバン
ドの意味）を設立するなど，アメリカとほぼ同
時期にサービスが始まっている。2006年12月
にようやくニコニコ動画が立ちあがった日本と
比べ，動画サイトへの取り組みは早かったと言
えよう。その後，土豆（tudou）・pptv・PPS・
優酷（youku）・酷 6網（Ku6）などの事業者が
相次いで設立され，中国中央テレビ（CCTV）
など既存のテレビ局もネットを通じた動画サー
ビスへの進出を図るなど，動画サイト業界はた
ちまち戦国時代の様相を呈するようになった。

この業界では，2008 年頃まではテレビや映
画などのコンテンツの違法なアップロードが横
行していたが，まず既存メディアのネットサイト
が「著作権保護」に動いた。2009 年 8月，中
国中央テレビ（CCTV）のネットサイトである央
視網と，香港の衛星放送局フェニックステレ
ビのネットサイトである鳳凰網が中心となって

「ネット動画版権保護連盟」を設立，上海テレ
ビ系の上海文広東方寛頻や湖南テレビ系の湖
南金鷹網，北京テレビなどと共に「2009 年版
権保護宣言」に署名した 5）。また，ニューメディ
ア系の事業者の中からも，映画やテレビドラ
マなどのコンテンツの「正規版」流通を標榜す
る社が出始めた。同年9月，捜狐視頻と激動
網，優朋普楽の3 社が，全国の110 社にのぼ
るコンテンツの版権所有会社と共同で，「中国
ネット動画反海賊版連盟」を設立，流行のテ
レビアニメ『喜羊羊和灰太狼』（シーヤンヤン
とホイタイラン，主人公の羊のシーヤンヤンが，
羊を食べようとするホイタイランの企みを毎回
阻止する物語）など，版権侵害が確認された
503の作品について訴訟を起こす方針を明ら
かにした 6）。海外から中国での著作権侵害を
批判されていた中国政府も，国家ラジオ映画
テレビ総局 7）など関係部門がこうした動きを後
押しした。

このようにネット動画サイトの主要コンテンツ
が，ユーザーが撮影した動画から，映画やテ
レビドラマなどに移行し始める中，各動画サイ
ト事業者は差別化のため，大量のアクセスを
確保できる「キラーコンテンツ」の買い付け競
争に走った。このため国内・海外の映画やテ
レビドラマ，アニメなどの版権費用が高騰，コ
ンテンツ購入資金が湯水のように使われる状態
を示す「焼銭」という言葉が流行語になった。
2012年3月に東京で開かれた国際アニメフェ
アには，捜狐視頻や，大手検索サイト「百度」

（Baidu）の系列会社「愛奇芸」（IQIYI）など
が参加し，日本企業に対してアニメ作品購入の
意向を示すなど，海外でのコンテンツ買い付け
にも積極的に動いた。

しかし，中国でも「ネットのコンテンツはタダ」
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という考えが一般的な中，ネット動画サイトに
おけるユーザーへの課金は難しく，一方，広告
収入だけで巨額のコンテンツ購入費用と通信イ
ンフラの投資費用をまかなうのは至難の業で，
各社とも恒常的に赤字の状態が継続した。当
時，中国のネット動画事業者は，最大手の優
酷が NYSE，二番手の土豆がナスダックという
具合に，アメリカの株式市場に上場する会社
が多く，こうした会社は主要株主から，早期
の黒字化を求める強い圧力にさらされた。そし
て2012年，この優酷と土豆が合併で合意し，
ネット動画サイト業界は，多数の企業が乱立す
る状態から一挙に統合・淘汰の時代に向かう
ことになった。

Ⅲ　ネット動画サイト上のコンテンツ

次に，ネット動画サイトにおけるコンテンツに
ついて概観する。コンテンツは次の3 種類に大
別できる。
ⅰ　ユーザーが自ら撮影した動画
ⅱ　 国内や海外から購入した映画・テレビド

ラマ・アニメなど
ⅲ　各事業者が自ら制作したコンテンツ

では，それぞれどのような内容のものがサイ
ト上にあるのか，最大手の優酷を例に見てい

く。2014 年1月11日（土）の昼頃にトップペー
ジを見に行くと，最上部にはニュース 8）や話題
の短時間の動画がアップされ，その下にテレ
ビドラマなど長時間の動画が並ぶ形になって
いた。まず目に入ったのは，「おおみそか（旧
暦）の列車の切符がきょうから販売開始」とい
うニュースで（ネット回線の状態が良くないた
めか，何回か試したものの映像にはたどり着
けなかった），27 万回あまりのアクセスが記録
され，「いいね！」にあたる親指を立てた「頂」
とのコメントが320 件，その逆のブーイングに
あたる「踩」とのコメントが 78件寄せられてい
る（1時間後にはアクセス数は約45万回に増加
した）。その隣には，雲南省北西部の「秘境」
シャングリラで大規模な森林火災があったとの
ニュース（アクセス数約6,000回），浙江省の
珍しい麺の話題（同約190万回）があった。下
にいくと，『一代梟雄』という江蘇テレビの衛
星チャンネルで放送しているテレビドラマの第
28話（同約107 万回），浙江華策影視等の会
社が制作したテレビドラマ『天龍八部』の第
27 話（同約72万回），深圳テレビの娯楽番組

『男左女右2014』（同約21万回）などが載って
いる。

その次に「個人中心」というコーナーがあり，
ここは個人が投稿した動画がアップされてい
る。少林寺拳法を使いこなす僧侶が，街頭で
武芸を披露している際，むやみに罰金を取っ
たり暴力をふるったりするとして庶民から悪評
が高い，「城管」と呼ばれる取り締まりの官吏
30人を相手に1人で立ち向かった，という内容
の1分40秒のビデオには，約41万回のアクセ
スがあり，「頂」が2,300 件あまり，「踩」が69
件記録されている。また毛沢東の様子を紹介
する昔のビデオ（2分）には，約97万回のアク「優酷」サイトのトップページ

MARCH 2014
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セスがあり，「頂」が6,400 件あまり，「踩」が
1,800 件あまりある。

その下にはテレビドラマのコーナーがあり，
「英米」「中国本土」「日本・韓国」「香港・台
湾」と地域別に分けて紹介されている。このう
ち「日本・韓国」の部分では，HDにあたる「高
清」や，フルHD及び4Kにあたる「超清」と
マークの入ったテレビドラマがずらりと並んで
いるが，そのほとんど全てが韓国ドラマで，辛
うじて『半沢直樹』の第1話が見つかった（アク
セス約73万回）程度であった。しかし『半沢
直樹』を放送したTBSによると，中国国内向
けに版権を販売したことはないとのことで，優
酷のサイトに載っている『半沢直樹』は海賊版
ということになる9）。

その次には，「映画・予告編」や「会員向け
有料作品」「芸能番組」「お笑い番組」「音楽」

「スポーツ」「生活」「ファッション」などのコー
ナーがある。コンテンツの総量は極めて膨大な
ものだが，ポータルサイトと比べても，提供さ
れているのは基本的に「ニュース」よりも「娯楽」
中心と言える。

Ⅳ　ネット動画サイトの主要事業者

次に，ネット動画サイトの主要事業者を見て
いくが，各事業者には出身母体の違いによる
特色があり，基本的には次の3 種類に分類で
きる。
① YouTube のような一般ユーザーが撮影した

映像を投稿するサイトとしてスタートしたもの
② Yahoo! のようなポータルサイトとしてスター

トし，その後，動画に進出したもの
③ Google のような検索サイトとしてスタート

し，その後，動画に進出したもの

筆者は2013年10月の現地調査で，それぞ
れの代表的な事業者を1社ずつ訪問しており，
その結果を順に紹介していく。

★優酷土豆（Youku Tudou）

優酷土豆は，優酷と土豆が合併した会社
だが，いずれも映像投稿サイトとしてスタート
した①のタイプ，つまり動画サイトの老舗にあ
たる。北京にある本社の許志敏マーケティン
グ・ディレクター（市場総監）に話を聞いた。
優酷土豆は合併後あまり間がないため，優酷
出身の許氏の話の内容は主に優酷についてで
ある。

許氏は，優酷網がスタートしたのは2006年
12月で あ る一
方， 営 業 許 可
証を取 得し 広
告 を取り始 め
たのは2008年
と，タイムラグ
があることを説
明し た。 そ の
間の資 金 繰り
は， 企 業 経 営
のコンサルティ
ングを行う投資優酷土豆・許志敏 氏
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会社であるアメリカのBain Capitalの系列会社
などから融資を受けていた。そして優酷が大き
く成長したきっかけは，2008年に同業の56網
が突然1か月の営業停止になったことだという。
許氏によると，もともと両社は動画投稿サイト
として同様のサービスをしていたため，56網
が営業停止になっていた1か月の間に，多くの
ユーザーが優酷に流れてきたのである。その
結果，優酷の収入は2009年に1億元（約17億
円）を超え，2010年には2億元，2011年には
7億元，2012年には20 億元へと急速に拡大し
たが，その90％が広告収入だという。こうした
高度成長のさ中の2010年12月，優酷はニュー
ヨーク証券取引所に上場，ビジネスモデルに
加え資金調達の面でもアメリカの影響を強く受
ける会社となった。

優酷の特徴として許氏は，その生い立ちも
あって，一般ユーザーの投稿したコンテンツの
比 率（UGC= User-Generated Contents）が
高いことを挙げた。コンテンツ全体の中で外部
からの購入の比率が約60％なのに対し，UGC
は約30％を占め，最近力を入れだした独自制
作のコンテンツが約10％だという。

実際，外部から購入する映画やテレビドラマ
などは，各事業者による買い付け競争で版権
価格が高騰，「酷 6網」のようにその費用の重
みに耐えきれず低迷した会社もあったと，許氏
は述べた。そして優酷も，一時は捜狐や騰訊
といった事業者と版権を争ったものの，その後
は相互利益のため共同購入といった方式も導
入するようになったという。許氏はこうした版権
購入競争に走った場合，特定のコンテンツだけ
を見に来るユーザーはできるものの，いつも優
酷のサイトを訪れてくれるユーザーは確保しに
くいとして，UGCや独自制作のコンテンツの重

要性を強調した。
そして許氏はUGCについて，優酷に以下の

3つの優位性があると述べた。
ⅰ ブランドの強みがあること
ⅱ 商品や技術の蓄積があり，政府の管理姿

勢も理解しているため，コンテンツ審査の
ノウハウがあること

ⅲ 投稿した人は人気が出ると再度同じサイト
に投稿する傾向があること

一方，自作のコンテンツについては，優酷は
2009年から手掛けているが，その中心は「微
電影」（ミニ映画）と呼ばれる短時間の映画で
あると許氏は説明した。例えば『老男孩』（オー
ルド・ボーイズ）は2010年に作られた42分間
の作品だが，視聴回数は8,000万回に達したと
いう。

次に許氏は，業界1位の優酷と2位の土豆と
いう，それまでは最大のライバルだった両社が
合併したことに触れ，その目的は多岐にわたる
として，以下の点を挙げた。
ⅰ 競争相手を減らす
ⅱ 他社による土豆買収の阻止
ⅲ 土豆のブランド力の獲得
ⅳ 統合によるアクセス数の拡大
ⅴ 広告業務統合によるメリット実現

広告主は，衰弱しつつある既存メディアより
成長中のメディアへの出稿を希望しているのだ
が，特に若者に人気があるメディアを重視して
いることから，広告営業力の強い優酷が若者
を主なユーザーとしている土豆を吸収すること
の意義は大きいと，許氏は説明した。

両社の合併後の運営については，2013年4
～ 6月に4,460万元（約7億6,000万円）の純損
失を記録するなど，特に合併後も別サイトとし
て運営する土豆部門の赤字が問題視されてい
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る。これについて許氏は，フィンランドの大手
携帯電話メーカーであるノキアの中国事業拡大
で業績を上げた楊偉東氏を，2013年2月にグ
ループの副総裁兼土豆部門総裁に任命し，若
者向けサイトとしての位置づけを明確化したこ
とで，より幅広いユーザーを狙う優酷との差別
化が可能であり，外部の批判は当たらないと
述べた。

最後に許氏は，ネット動画サイト業界の今後
について，「かつて200 社あった事業者が主要
事業者数社に絞り込まれてきたが，今後さらに
統合が進むこともあり得る」との見方を示した。

★捜狐視頻（tv.sohu）

捜狐視頻は，もともと1998年にポータルサ
イトとして設立された捜狐が，その後動画サイ
トに進出した，②のタイプの事業者である。北
京の現地調査では，主にテレビメディア事業部
の張媛媛シニア・マネージャー（高級経理）に
話を聞いた。張氏によると，捜狐本体はアメリ
カのナスダック市場に上場し，グループ全体で
7,000人の従業員がいるが，その100％子会社

である捜狐視頻は従業員が1,200人，現在も
赤字が続いていることもあり，営業収入などの
経営情報は未公表だという。親会社の捜狐は
2013年の4 ～ 6月期に6,400万ドルの営業利
益を計上しており，捜狐視頻は今のところ親の
すねをかじる状態が続いていることになる。

捜狐視頻のネット動画進出が本格化したの
は2007年のことで，それまで独自制作の娯楽
ニュース映像などを配信していたのを，外部か
ら購入したコンテンツの配信サービスに切り替
え，「完全正規版」を売り物に海外を含めたコ
ンテンツの確保を進めたことを張氏は説明し
た。その結果，2013年6月の段階で，月間ユー
ザー数 10）は4.5 億人に上った。

こうしたユーザー獲得には，安定した映像配
信のためのインフラ整備も欠かせない。張氏
によると，全体の投資金額に占めるインフラ整
備の比率は50 ～ 60％と，コンテンツ購入費用
の35 ～ 40％を上回るという。

次に捜狐視頻の特色について，張氏はテレ
ビドラマなどのコンテンツが豊富なことを挙げ
た。このうち中国国内については，湖南テレビ・
江蘇テレビなど各省レベルのテレビ局が，全国
向け衛星チャンネルで放送しているテレビドラ捜狐グループ本部

捜狐視頻・張媛媛 氏
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マの90 ～ 95％が，テレビでの放送から24時
間以内に視聴可能になっている。また，海外
については，アメリカのドラマの配信が2013年
上半期に合わせて1,872話に上った他，韓国の
SBS，KBSとは3年以上前から戦略的協力関
係の構築で合意，日本との間でも2012年にア
ニメ『ワンピース』の購入が実現したと張氏は
説明した。海外コンテンツについては，2012
年からアメリカの有名俳優を中国に招請するな
どの販促活動も行っているという。その一方，
映画に関しては，単独購入にすると価格が高
くなるし，そうでないと差別化が難しいとして，
消極的な考えを示した。

捜狐視頻がドラマに加え最近力を入れてい
るのが，バラエティ番組である。張氏による
と，捜狐視頻は，2012年から全国的に大ヒッ
トしている歌謡コンテスト番組『中国好声音』11）

に注目，放送している浙江テレビと提携し，番
組の裏話を集めた関連番組などを制作し，配
信している。特に2013年の第2期にあたって
は，前年末から1億4,400万元（約25 億円）を
かけて関連番組の制作に取りかかり，『中国好
声音』の放送が始まる4か月前から，『冲刺好
声音』（ダッシュ，好声音）と題した独自制作の
番組を配信，その結果，捜狐視頻を通じて『中
国好声音』のコンテストへの応募者が20万人
に上るなど，テレビ局との協力が大きな成果を
上げた事例となった。

張氏はまた，独自制作のコンテンツにも力を
入れているとし，例えば通常のドラマなら1話
数十万元（数百万円）と，外部から購入するの
と同じか，より安い価格で作れるとした他，6
～ 8分程度のミニドラマも制作していると説明
した。この他，有名な歌手や俳優を自社スタ
ジオに招いての対談や，旅行番組，経済番組，

さらにはドキュメンタリーまで独自制作のジャ
ンルは広がっていて，今では時事番組以外は
テレビ局とほぼ同じくらいの領域を扱うように
なったという。

一方，コストの削減にも取り組んでおり，中
でもコンテンツ購入費の抑制に力を入れてい
る。特に優酷と土豆が合併したことにより，優
酷土豆の買い付け交渉力が高まったことから，
対抗するため同業の騰訊視頻（v.qq）や愛奇芸
と共同でコンテンツ購入にあたるといった提携
も進めていると，張氏は説明した。

今後の課題については，張氏は携帯向け配
信への対応を挙げた。携帯向けの場合はパソ
コン向けと比べてより短い時間のコンテンツが
増える見込みで，既にコンテンツの試作も始め
ているが，その場合，広告時間も短くせざるを
得ないという。パソコンでは通常広告時間は1
分間だが，それだけ長いと携帯ではユーザー
が見続けてくれないので，捜狐視頻では広告
秒数を1回15 秒程度にして回数を増やす方針
にしている。また携帯向けはパソコン向けと比
べると課金しやすい面があるので，現在パソコ
ンではほとんどない課金システムの導入も検討
事項となっているという。

捜狐視頻のスタジオ

MARCH 2014



88 　MARCH 2014

★愛奇芸（IQIYI）

愛奇芸は，中国最大の検索サイト事業者で
ある百度が，アメリカのプライベート・ファンド
であるProvidenceと合弁でネット動画事業に
参入するため，2010年4月に設立した会社であ
る。その後 2012年に百度が100％出資する形
に切り替えたが，ネット動画サイト事業者の中
では，検索サイト出身という③のタイプにあた
る。北京訪問の際は，運営部門副総裁の耿暁
華氏に話を聞いた。

耿氏によると，愛奇芸は他のネット動画サイ
ト事業者と比べてスタートは遅かったものの，
売り上げは2011年に2億 元あまり（約35 億

円），2012年に
は8億元，そし
て2013 年 の見
込みは15 億元
と成長のスピー
ドは最も早い。
また，2013 年
5月に百 度 が，
2012年の売り
上 げ が 約8億
元あるネット動
画サイト大手の

PPS（本部は上海）を3.7億ドル（約390 億円）
で買収し，傘下の愛奇芸と統合させることを
発表したため，PPSと合わせると愛奇芸の規
模はさらに大きくなる。従業員数は約1,000人
ずつで計 2,000人，月間ユーザー数は合わせ
て4億近くに達するという。そして愛奇芸は投
資全体の40 ～ 50％をコンテンツの獲得に向け
るなど，他社と比べると版権確保の支出が大
きく，テレビドラマなどは独占配信のケースが
多いとしている。

次に耿氏は，愛奇芸にはテレビドラマ・ア
ニメ・映画・バラエティ・音楽・スポーツ・娯
楽など20以上の“チャンネル”があり，他社
と比べた強みはアニメにあると説明した。そし
て日本の『名探偵コナン』なども全て正規版と
して用意しているが，日本の作品は日本側が
版権処理に時間がかかるため，許可が出る頃
には時代遅れになってしまいがちとの不満も
述べた。また国産アニメについては，全体の
85％以上を確保し，その多くが愛奇芸独占の
配信になっているという。さらにテレビドラマ
については，韓国・アメリカ・台湾・イギリス
それに日本など世界中の作品が集まっており，
このうちフジテレビのCSチャンネルで放送され
た『イタズラなKiss ～ Love in TOKYO』は，
主役の古川雄輝を中国に招請して営業キャン
ペーンを行うなど，2013 年に好調なアクセスを
記録したと耿氏は説明した。一方，よりアクセ
ス数が多いのは国産ドラマで，特に湖南・江
蘇・浙江・安徽などの各省のテレビ局の衛星
チャンネルで放送されている作品の人気が高
いという。またバラエティ番組については，国
内の番組が中心であるものの，韓国や台湾の
作品もあり，特に小 Sというタレントが出演す
る台湾の『康熙来了』という番組は人気がある愛奇芸・耿暁華 氏
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と耿氏は説明した。これに対して日本の作品
は，既に“やらせ”問題で番組が打ち切られた

『ほこ×たて』があったくらいで，全体に非常
に少ないという。

独自制作の作品については，バラエティを中
心に据えており，耿氏によると長いもので45
～ 50 分，短いものは5 分から用意している。
また，『愛奇芸早班機』という芸能分野の作品
は，テレビ局のように月～金の毎朝8時から定
時の送信を行っているという。耿氏も捜狐視
頻などと同様，こうした作品のジャンルについ
て，「時事問題や軍事以外のあらゆるジャンル
を扱える」と説明した。さらに健康をテーマに
した『健康相対論』や，子供たちが漢字能力
を競う『漢字英雄』など，地方の衛星チャンネ
ルに販売する作品も一部だが出てきたという。

次に耿氏は愛奇芸のビジネスモデルに触れ，
短期間に急成長できた大きな要因として，百
度が持つ検索データを利用できることがある
と説明した。例えば自動車に関する検索が多
いので自動車の広告を入れようという具合に，
検索データはユーザーの動向を知る重要な資
料であるため，広告営業を行う上でのメリット
が大きいのである。さらに愛奇芸は，関連収
入の増大のため，企業の製品の説明書の「動
画化」といった分野にも乗り出しているという。
耿氏によると，ヨーロッパの電機メーカーであ
るフィリップス社の製品についてこうした動画の

「説明書」を作成，百度の検索で視聴できる
ようにしたところ，フィリップスの広告効果が
40％上昇，2013 年にはさらにサムスンの携帯
の動画説明書も作成したという。

最後に，携帯向け配信への対応について耿
氏は，愛奇芸は早くから取り組んだので，広告
収入における携帯向け比率は10％と他社より

も高いと説明，また携帯電話は画面が小さい
という問題についても，双方向性はむしろパソ
コンよりも高いので，広告効果はより高いとし
て，今後の一段の成長に自信を示した。

その他の主な事業者

ネット動画サイトでは，これまでに紹介した
3 社が最大手と言えるが，その他にも主要な事
業者が数社あるので，簡単に紹介する。

★騰訊視頻（v.qq）

騰訊視頻は，　広東省深圳に本拠を置く，
SNSやインスタント・メッセンジャー 12）サービ
スの大手事業者「騰訊」（Tencent）が2011年
にネット動画サイト事業に参入して作った会社
である。SNSをはじめ多くの機能を持つ騰訊
の「QQ」というサービスのユーザー数が7億
8,000万に上る強みを生かし，2012年12月に
は月間ユーザー数が3億近くに達するなど，急
成長している。

高い利益を上げている親会社の騰訊の支援
を強みに，テレビドラマ・映画・バラエティ・
ドキュメンタリー・アニメなどの分野で多くの
作品を買い付け，独占配信もしくは他社に先駆
けた配信をしている。例えばアメリカの『Crime 
Scene Investigation』，『2 Broke Girls』，

『Arrow』などを買い付けており，後者の2作
についてはアメリカと同時に配信した。また

『Transformers 3 』などハリウッド映画の大作
も購入し，そのアクセス数は1,523万件に上っ
た 13）。

★楽視網（Letv）

楽視網は2004年に設立された老舗のネット
動画サイトで，2010年には中国版のナスダック
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市場とも言われる深圳の「創業板」市場に上場
している。その特色は，早い時期からネット上
での「正規版」流通に力を入れてきたことで，
映画が5,000本以上，テレビドラマは10万話
以上の版権を所有している。ネット動画サイト
の中では課金モデルを重視しており，既に70
万人以上の有料会員を確保している14）。　

★酷 6 網（Ku6）

酷 6網は2006年に設立されたネット動画サ
イトで，2009年にオンラインゲーム大手の「盛
大」に買収された。2010年にはサッカーワール
ドカップのネット配信権を獲得，また2011年
からは一般ユーザーが投稿するUGCの強化に
注力している。2012年にはYouTubeや，SNS
の「開心網」，さらにポータルサイトの「網易」

（NetEase）などと提携で合意，ネット業界の
他業態の事業者と組むことで動画サイト事業
での生き残りを図っている15）。

Ⅴ　ビジネスモデル確立への課題

これまで中国のネット動画サイトの概況と主
な事業者について見てきたが，今後最も問題
となるのは，「赤字」の解消である。ネット動
画サイト事業者の多くは具体的な収支を公表
していないが，業界関係者はその現状につい
て「ほとんど全社が赤字」と口をそろえる。経
営状態の改善に向け最も基本となるのは，他
のビジネスと同様，収入増加とコスト削減だ
が，業界1位の優酷と2位の土豆の合併はまさ
にその第一歩であった。優酷土豆の許氏が述
べるように，こうした統合・再編さらに淘汰は
今後一層進む可能性がある。また，ネット動
画サイトで課金モデルが成り立つかどうかも注

目される点である。
次に，ネット動画サイト業界が抱える独自の

課題について以下の3点を見ていきたい。
第1は， 携 帯向け配信への対応である。

CNNICの報告でも指摘されているが，中国に
おけるネット利用は，ここ1 ～ 2年で急速にパ
ソコンから携帯電話，特にスマートフォンに移
行しつつある。携帯では課金の可能性が高ま
る，あるいは双方向性が高まって広告効果が
向上するといったメリットも指摘されてはいる。
その一方で業界関係者は，画面が小さいため
広告を表示するスペースの確保が大変である
ことや，パソコンでの視聴と違い，携帯で長
時間広告を流せばユーザーにそっぽを向かれ
るおそれがあることを指摘する。さらに携帯
での視聴時間はパソコンより短い傾向がある
ので，コンテンツ自体もパソコン向けと全て同
じでいいわけではないともいう。メディアに詳
しいコラムニストの安替氏は筆者に対し，「携
帯向けの対応が早かった事業者が，今後のネッ
ト動画業界で生き残る」と述べており，特に若
い世代の支持を得るには，携帯向け対応で先
行することは極めて重要な課題と言えよう。

第2の課題は，国内の既存のテレビ局との
関係である。これまでネット動画サイト事業者
は，ドラマをはじめテレビ局のコンテンツを安
価で購入してきた他，捜狐視頻が浙江テレビの

『中国好声音』の関連番組を制作し，同局に
とっての広告代理店のような関係を構築するな
ど，ある程度「ウィンウィン」の関係を築いて
きたと言える。その一方で，テレビ局とネット
動画サイト事業者の「競合」も2つの側面で指
摘されている。1つは，ネット動画サイト事業
者が海外のコンテンツを大々的に輸入して配
信することで，その分国内のテレビ番組の視
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聴時間が減少する可能性がある。特に現状で
は，海外のテレビドラマやアニメなどは国内の
コンテンツ産業保護の観点からテレビでの放
送が厳しく制限されているため，中国の若者
たちはそうした制限が緩いネット動画サイトに
大挙して移行中で，「最近の若者はテレビなど
見なくなった」という声すら聞かれる。もう1点
は，「時事と軍事を除くあらゆる分野」にわたっ
てネット動画事業者が独自制作を積極化させ
ていることである。この独自制作が成功する
ほど，既存テレビ局との競合関係や軋轢は表
面化しよう。確かに現状ではテレビ局の営業
収入はネット動画サイト事業者と比べ一桁以上
多い状態で 16），メディア研究者の中には「テ
レビ局はそれほど脅威感を持っていない」との
声もある。しかし一方で，筆者が話を聞いた
CCTVの幹部は，ネット動画サイトを「大きな
脅威」と断言しており，今後，既存のテレビ局
のネット動画サイト事業者に対する態度がより
厳しいものになる可能性も否定できない。

第3の課題は，政府当局による規制政策変
更のリスクである。先述したように，現在，ア
メリカのテレビドラマをはじめとする海外のコ
ンテンツは，中国のテレビでの放送が厳しく
規制されていることから，アメリカのコンテン
ツ事業者は規制の緩いネット動画サイトにより
安い価格で販売する戦略を取っており，捜狐
視頻や優酷土豆などの大手事業者が大量に買
い付けをしている。これに対してテレビ局が不
満を強めていることは想像に難くない。こうし
た海外映像コンテンツの輸入を管理する国家
新聞出版総署広電総局（以下，ラテ総局）が，
公平さの確保を理由に，テレビ局への規制を
緩和する，もしくはネット動画サイトへの規制
を強化する可能性がある。ネット動画サイトへ

の規制は，2010 年にラテ総局の中に設立され
た「網絡視頻節目管理司」（ネット動画番組管
理局）が担当しているが，ラテ総局の関係者
は筆者に対し，コンテンツの量が多すぎて従
来型の個別管理は不可能なため，業界による
自主管理という，テレビより緩やかな規制にと
どめていると説明した。しかしネット動画サイ
トのコンテンツに対して，「低俗」「アクセス数
第一主義」などの批判は根強く，今後ネット動
画サイトの影響力が拡大した場合，こうした批
判を理由に規制が強化される可能性は否定で
きない。

2014 年1月に入って，その兆候を示す動き
が見られた。国家新聞出版広電総局は，ネッ
ト動画サイト上で人気を呼んでいる「微電影」

（ミニ映画）を念頭に，テレビなどの番組制作
免許を持たない企業が作ったコンテンツを動
画サイトが配信することを禁止し，個人の動画
についても，本名を登録したネット利用者に
限って，制作した作品を配信できるとする新
規制を導入した。当局は規制の目的について，

「下品で，暴力的，性的なコンテンツが社会に
悪影響を与えないようにするため」としている
が，これによって今後創造的な作品が生まれ
にくくなるとの懸念が出ている。

まとめ

中国のネット動画サイトは，慢性的な赤字の
継続など様々な課題を抱えつつも，高い成長
力を武器に発展を続けてきた。今回の訪問調
査でその活力の一端を垣間見たが，同時に印
象的だったのは，こうしたサイトにおける「日
本」の存在の希薄さである。「クールジャパン」
の対外発信が叫ばれる中，6 億人を超すネット
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ユーザーの市場で成長を続ける中国の動画サ
イトの今後の動向には，日本としても一層注目
していく必要がある。

（やまだ けんいち）

注：
 1） Netflix は 1997 年に DVD のレンタル会社とし

てカリフォルニアで設立され，2007 年から映
像のストリーミング配信事業を始めた。加入者
は世界で 4,000 万人以上。一方 Hulu は，アメ
リカの大手テレビ事業者が共同出資して 2007
年に設立した動画配信サービス会社。いずれも
ネット経由で映画やテレビ番組等を視聴でき
る。

 2） 香港・マカオ・台湾を除く中国本土の住民のう
ち，6 歳以上で，過去半年の間にネットを利用
したことがある人をユーザーと定義している。

 3） 主にユーザー間で，携帯メールでやりとりする
ような短いメッセージを送受信するのに利用す
るサービス。

 4） 以上の統計データは，CNNIC のホームページ，
http://www.cnnic.net.cn/ 参照。

 5） http://ip.people.com.cn/BIG5/9894350.html
参照。

 6） http://media.people.com.cn/BIG5/10068934.
html 参照。

 7） 2013 年 3 月に国家新聞出版総署と合併し，国
家新聞出版広電総局と名称変更した。

 8） ネット動画サイト上のニュース映像は，テレビ
局から購入するケース，ユーザーが投稿する
ケース，独自制作のケースに分かれる。

 9） 優酷の担当者は筆者の問い合わせに対し，「お知
らせに感謝します。版権の担当者に伝えました」
と回答した。4 日後に試してみると，トップペー
ジからは消えていたが，「半沢直樹」で検索をか
けると「全集」という項目をはじめ，15 秒の予
告編や，面白おかしく加工した“風刺作品”など
がずらりと並んでいた。http://www.soku.com/
detail/show/XMTExMzI3Ng== 参照。

 10） 1 か月の間にサイトを訪問した人数の累計。事
業者の説明では，同じ人が毎日訪問しても 1 回
と計算する。

 11） 浙江テレビがオランダの『The Voice』の番組
フォーマットを購入し，2012 年 7 月から 3 か
月間，衛星チャンネルで放送した視聴者参加
型の歌謡コンテスト番組。大ヒットしたため，
2013 年も 7 月から 10 月まで 3 か月間放送する
など，毎年実施する方向である。

 12） パソコンや携帯電話のユーザー間で，リアルタ
イムに短いメッセージをやりとりするためのア
プリケーション。

 13） 中国の社会科学文献出版社刊行の『中国視聴新
媒体発展報告（2013）』311 ～ 316 ページ参照。

 14） http://baike.baidu.com/view/2223528.htm
参照。

 15） http://baike.baidu.com/view/1113743.htm
参照。

 16） 『中国視聴新媒体発展報告（2013）』によると，
2012 年のテレビ広告収入は 1046 億元（約 1 兆
8,000 億円）なのに対し，ネット動画サイトの
広告収入は 67 億元（約 1,100 億円）にとどまる。
同書 6 ページ参照。




