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はじめに

００ 年 月から中国市場でも３ （第三世代携帯電話）サ ビスが認可され

はじめに

２００９年１月から中国市場でも３Ｇ（第三世代携帯電話）サービスが認可され

た。テスト運用が５・６月に開始したが、当時は北京や上海など一部の都市に

サービスは限定されていた 全国展開されたのは１０月で 各社ともに２００９サ ビスは限定されていた。全国展開されたのは１０月で、各社ともに２００９

年は３Ｇ基地局、設備への投資に積極的でその投資総額は１,０２３億元（約１

兆３,５６０億円）と言われ２０１０年初頭では各都市で３Ｇサービスを使用でき

る最低限の環境が整っている。

３Ｇは通信速度が速く、ゲームや音楽サービス等のダウンロードが２Ｇより

も利用し易く これからは中国でも携帯電話サ ビスの用途 利用者が拡大しも利用し易く、これからは中国でも携帯電話サービスの用途・利用者が拡大し

ていくことが予想されている。

携帯電話加入者数が増加し通話やメール以外のコンテンツサービスの利用携帯電話加入者数が増加し通話やメ ル以外のコンテンツサ ビスの利用

が拡大すれば、大幅な利益が見込めるため、中国の通信各社がコンテンツサ

ービスに力を入れている。



中国通信業界の概要

インタ ネ ト ザ 数 億 万人（ 年 月）

中国通信業界の概要

• インターネットユーザー数 ：3億3,800万人（2009年6月）

• ブロードバンドユーザー数 ：3億1,873万人（2009年6月）

• 固定電話ユーザー数 ：3億3 153万人（2009年5月）固定電話ユ ザ 数 ：3億3,153万人（2009年5月）

• 携帯電話ユーザー数 ：6億8,695万人（2009年5月）

• 携帯ネット接続ユーザー数 ：1億5,548万人（2009年6月）

• 中国の電信産業売上規模 ：8,139.9億元（2008年）
＜CNNIC2009年7月「中国互聯網絡発展状況統計報告」、及び工業和信息化部ＨＰより＞

• 携帯電話によるネットユーザーが3G（第3世代）サービスの本格化などによっ
て飛躍的に伸び、09年1年間で1億2000万人増加し、2億3300万人に。

年 中 タ ネ 情報 タ （ ）＜2010年1月15日、中国インターネット情報センター（CNNIC）＞

• 携帯電話普及率は100人あたり52.5台。携帯電話普及率は 人あたり 台。
＜人民網日本語版」 2009年7月30日＞



中国の携帯電話端末売上現状

中国携帯電話情報の有力ポ タルサイト「手机中国 のランキング情報

中国の携帯電話端末売上現状

中国携帯電話情報の有力ポータルサイト「手机中国」のランキング情報。

どの価格帯でも、NOKIAが圧倒的人気。

また ハイエンドではiPhone HTC(dopod)なども人気また、ハイエンドではiPhone, HTC(dopod)なども人気。

低価格帯の魅族は山寨携帯か？

（09年5月第2週情報、 手机中国 http://www.cnmo.com/ ）

山寨手機（シ ジ イシ ウジ ）山寨手機（シャンジャイショウジ shan zhai shouji）

中国語で模倣携帯電話機のこと。同様の意味で「山寨机」とも書かれ、フィ

ンランドのノキア社や米モトローラ社のような大手有名企業製の携帯電話機に似ンランドのノキア社や米モトロ ラ社のような大手有名企業製の携帯電話機に似

せて中国国内で製造され、微妙に機器のデザインやブランド・ロゴを変化させて

完全な違法品としての中国国内での摘発を回避しながら、普通に販売されてい

る携帯電話機である。＜ フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）＞



携帯電話ユーザー推移携帯電話ユーザー推移

中国の携帯電話ユーザー数推移
単 息 部（09年3月まで、単位：万、出所：工業和信息化部ＨＰ）

2009年5月末の段階で、6億8695万ユーザーとなった。
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中国携帯電話ゲーム市場規模

ケ グ 企業 易観国際は 中国携帯電話ゲ ム市場規模

中国携帯電話ゲーム市場規模

マーケティングリサーチ企業、易観国際は、中国携帯電話ゲーム市場規模

は2011年に42億800万元（約576億円）に達する予測を明らかにした。

なお 2008年から2011年までの携帯電話ゲーム市場の年複合成長率はなお、2008年から2011年までの携帯電話ゲ ム市場の年複合成長率は

45.54%となる見通し。

易観国際のデータによれば、2008年中国携帯電話ゲーム市場規模は13億

6500万元(約187億円)に達し、前年比62.67%成長した。

また、同データによれば2008年はJAVAプラットフォームのモバイルネットゲ

ムが急速に成長した年 あると と 市場規模は前年比 成長 となームが急速に成長した年であるとのこと。市場規模は前年比138%成長 とな

る1億4280万元（約19億円）まで拡大。

これは主にJAVAモバイルネットゲームの開発・運営企業の自主的な運営・これは主にJAVAモバイルネットゲ ムの開発 運営企業の自主的な運営

普及能力の向上によるものという。
＜ China Press 2009＞ http://www.chinapress.jp/it/15996/



中国の携帯電話キャリア比較中国の携帯電話キャリア比較

中国移動 中国聯通 中国電信

08年モバイル売上高 4,123億元 653億元 62億元（合併後数値）

09年6月末ユーザー数 4億9312万 1億4038万 3928万

３Ｇブランド名称 Ｇ３ 沃（wo） 天翼

３Ｇ方式名称 TD-SCDMA WCDMA CDMA2000

音楽ポータル www 12530 com www 10155 com www 118100 cn/v3/音楽ポータル www.12530.com
中央音楽平台

無線音楽倶楽部
彩鈴、振鈴、全曲下載

www.10155.com
聯通中央音楽平台

手机音楽
炫鈴、麗音、整曲

www.118100.cn/v3/
愛音楽 七彩鈴音

音楽盒
音楽下載

ゲーム 百宝箱（JAVA）
Wapゲーム

聯通手机遊戯
Uni java, Wapゲーム

神奇宝典
Brew

中国移動が約4億9千万 70％以上のシ アを占める状況・中国移動が約4億9千万、70％以上のシェアを占める状況。



中国の携帯電話コンテンツ市場の概要図中国の携帯電話コンテンツ市場の概要図
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携帯電話サービスの経費計算携帯電話サービスの経費計算

（例）中国移動の場合

キャリア

中国移動

（例）中国移動の場合

中国移動

サービス費用
通信費

ユーザー使用
件数に応じた

費用

手数料を差し
引いた分をSP

へ

ＳＰ
サービスプロバイダ

ユーザー
サ ビスプ イダ

コンテンツ提供



中国での日本のコンテンツのニーズ

中国 グ回答

中国での日本のコンテンツのニーズ

中国SPへのヒアリング回答 ＜JETRO 中国携帯電話コンテンツ市場調査 2009年版（2009年8月）＞

• 日本の著名なアニメキャラクターの使用権を購入して、自社でモバイルゲー
ムを開発する形には興味がある。を開発する形 興味 ある。

• 日本の音楽コンテンツは欲しい。アニメでは、ドラえもんやスラムダンクの楽
曲など。現代音楽でもドラマ主題歌などはぜひ欲し い。

モバイルゲ ムも ズがある 国内で カライズして提供している• モバイルゲームもニーズがある。国内でローカライズして提供している。

• 現在、グラビアは取り締まりが厳しい。肌が出ている画像の提供はNG。

• 端末にダウンロードする形のアプリケーション 各省の移動からもこういった• 端末にダウンロ ドする形のアプリケ ション。各省の移動からもこういった
ニーズがある。

• 「日本アニメチャンネル」を構築して、画像などを配信したい。

• 中国での認知度があるコンテンツ。（スラムダンク・ナルトなど中国でも人気）



中国での日本のコンテンツのニーズ

中国 グ 答

中国での日本のコンテンツのニーズ

中国SPへのヒアリング回答 ＜JETRO 中国携帯電話コンテンツ市場調査 2009年版（2009年8月）＞

・日本人と中国人は環境はもちろん趣味、思考回路が異なっているため、中国で

も日本同様に人気が出るものは予測以上に少ない 中国人ははっきりしたもも日本同様に人気が出るものは予測以上に少ない。中国人ははっきりしたも

のを好む傾向があり、一目見て何をすればよいかわかるものしか受けない。ゲ

ー ムについては考えさせるもの、難しいもの、想像力を要するもの、表現力に

乏しいものは評価が低い。日本で流行ったコンテンツでも、中国では流行らな

いこともあるので注意



中国展開の問題点

大連 携帯電話組 込 企業 実際 グ内容など まとめ

中国展開の問題点

大連の携帯電話組み込みソフト企業への実際のヒアリング内容などのまとめ

１．技術

・電子書籍 マンガなどは 端末がまだ追いついていないことや ローカライズコ電子書籍、マンガなどは、端末がまだ追いついていないことや、ロ カライズコ

ストがかかることが課題。

・運営キャリアごとに異なる開発標準に従ってローカライズが問題なく行えるか、

ゲームの特殊機能などにより運営キャリアが対応できない場合があるがそれら

も事前に確認する必要がある。

営業 運営２．営業、運営

・中国ではオンラインゲーム産業振興政策に関しては国内企業の保護育成を中

心に進められている 外資が独資や共同出資 提携などによって中国国内で心に進められている。外資が独資や共同出資、提携などによって中国国内で

ネットゲームの運営サービスの投資には禁止や制限項目がある。基本的に一

部のＳＰのコンテンツしか配信審査を通らないなど。



中国展開の問題点

販売方法

中国展開の問題点

３．販売方法

・海外の小さな会社が数個のコンテンツを販売しようとしても成功率は低い。

中国国内の企業と組んで行った方が成功の確率が高い中国国内の企業と組んで行った方が成功の確率が高い。

・携帯電話キャリアに継続的に一定量を提供できるかどうかが重要。

・まとまった数量があれば、中国移動などののゲームポータルで売ったりすれば

面白そうである。（例）日本携帯電話ゲーム特集などを組み、その中で紹介。

・簡単で、暇つぶしができるゲームが人気である。

売上分配方法 プリイ ト /売り切り/ダウ ド数や月額 費用請求・売上分配方法：プリインストール/売り切り/ダウンロード数や月額の費用請求

・どのような海外コンテンツが中国でヒットするか確実な保証はない。先行して投

資できるかどうかも重要資できるかどうかも重要。

・中国の携帯スペックに合わせて、軽く・簡単なゲームが良い。RPGゲームのよう

に複雑なゲームは現状難しい。



ご参考：中国携帯電話ゲームポータルサイトご参考：中国携帯電話ゲームポータルサイト

中国移動ゲームポータル

http://www g188 net/http://www.g188.net/



ご参考：中国携帯電話ゲームポータルサイトご参考：中国携帯電話ゲームポータルサイト

当楽網

http://www d cn/http://www.d.cn/


