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■浙江省・杭州は？

１．浙江省の現状
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■浙江省の概要（2010年）

・上海経済圏・東南部の長江デルタ地帯に位置

・北東部は上海市、西部は安徽省・江西省、
・南部は福建省、東部は東シナ海に接する。

・面積：10.18万ｋ㎡（中国全土の約1.1％）

・地形：山地・丘陵地帯70.4％
平地・盆地23.2％
湖・河川6.4％

・人口：5,180万人

１．浙江省の現状

（出所）http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/central_east/pdf/zhejiang0906.pdf
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■浙江省のＧＤＰ（2010年）

・GDP：27,226.75億元（前年比 18.42％増）

・第1次： 1,360.71億元（全体 4.99％）

・第2次：14,121.27億元（全体 51.87％）

・第3次：11,744.77億元（全体 43.14％）

※都市型の産業構造
山地・丘陵地帯が多いために、
GDP面で第二次、第三次産業に比べて、

第一次産業の占める割合が低い都市型の
産業構造となっている。

１．浙江省の現状

7/26/20112010 27,226.75 1, 360.71 14, 121.27 11, 744.77(4. 99) (51. 87) (43. 14)

（出所）http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/central_east/data/zhejiang_macro2006-2010.xls

浙江省のGDP（省内総生産額）推移
（単位：億元、％）
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浙江省のGDP（省内総生産額）推移
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浙江省のGDP構成（2010年）

（出所）http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/central_east/pdf/zhejiang_1010.pdf
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■杭州の特色

・浙江省の「省都」である。

・政治、経済、文化、社会の「中心地」である。

・活力が見られる「地域」である。

※中国の他地域と比較：

・第1次産業に傾斜しない産業を振興している。

１．浙江省の現状
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■浙江省のハイテクパーク

・国家級の開発区

・浙江省政府の経済（技術）開発区

・観光資源を有する「観光都市」

・ハイテク産業分野の育成

■杭州のハイテクパーク

・国家級の杭州経済技術開発区、杭州高新技術

産業開発区、省級の杭州銭江経済開発区など、

２．中国におけるデジタル・コンテンツ産業の推進
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■杭州国家高新技術開発区

・1990年3月設置

・1991年3月国家級開発区と認定

・5つのハイテク産業分野に注力

・2004年12月、国家動画産業園を設置

・コンテンツ産業も展開

２．中国におけるデジタル・コンテンツ産業の推進
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■コンテンツ産業のビジネス

・コンテンツ産業は、高い成長が期待できる産業

・関連商品の販売等で、高い経済波及効果が見込ま

れる。

・関連ビジネスにおいて、コンテンツの多角的な展開

が可能となる。

２．中国におけるデジタル・コンテンツ産業の推進
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■コンテンツ産業におけるビジネスの特徴

・アニメーション分野は、国際的な分業体制

・分業体制で、中国企業受注は、世界の3分の1、
日本の80％～90％に関与する。

・確実な収益が見込まれることも、積極的な産業振興
政策を展開の一因でもある。

・中国が極めて重要な分業国に成長している。

２．中国におけるデジタル・コンテンツ産業の推進
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■杭州高新技術開発区動画産業園

・国家動画産業基地を設けて、コンテンツ産業の振興、

人材育成の推進を行っている。

※コンテンツ産業に関して

・中国美術学院や浙江大学、浙江伝媒（マスコミ）学院

といった中国有数の大学、および代表的な企業が集

積している。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■杭州高新技術開発区・動画産業園

・コンテンツ産業の振興を促すために、国家認定の全

国に設けた拠点である。

・国家認定で、産業優遇政策の恩典、国家のハイテク

産業と文化産業の重点奨励対象にもなる。

・国家、および市政府の支援によって、コンテンツ産業

の発展が促進される。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■国家動画産業基地の主な施設

①企業施設（企業型）

・大企業やテレビ局が認定

・国から直接制作資金を受ける。

②孵化施設（園区型）

・インキュベーション施設が認定

・建物などの費用が安く貸し出される。

・杭州や蘇州等の地方都市に多く見られる。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■国家動画教学研究基地（１）

・人材育成と能力開発を目的とした拠点である。

・当初、中国伝媒大学（北京）、北京電影学院（北京）、

吉林芸術学院動画学院（吉林）、中国美術学院（杭

州）の4つを認定。

・中国美術学院は、1928年設立、文部省直轄の国立

高等美術学院である。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■国家動画教学研究基地（２）

・集中的な資金援助を行い、コンテンツ産業の人材育

成と能力開発を目的としている。

・最新鋭機器の導入、高額設備の設置で、教育環境

の高度化を行っている。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■国家動画産業基地（国家動画教学研究基地含む）

・国家広電総局認定にも、

文化部認定、及び新聞出版総署認定、科学技術部

認定の国家動画産業基地が存在する。

・国務院配下の政府組織認定の国家動画産業基地が、

今後の成長性を期待して、積極的なデジタル・コンテ

ンツ産業の振興を推進する。

３．デジタル・コンテンツ産業と国家動画産業基地
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■コンテンツ産業の集積（１）

・アニメやゲーム、映像、テレビ番組、音楽等のコンテ

ンツ関連組織が集積

・動画産業園で制作のアニメの長さの合計は300時間

を超える。

・上海では、アニメ専用テレビ局や衛星放送の設立、

映像やアニメ関連の文化街、娯楽センター等の企業・

団体が集積する。

・杭州周辺は、コンテンツ産業が集積しつつある。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■コンテンツ産業の集積（２）

・コンテンツ産業の発展を奨励している。

・各組織間連携を構築し、国家動画産業基地と国家動

画教学基地を核とした、さらなる産業集積を実現して

いる。

・人材育成、企業育成、及びオリジナルのアニメ、漫画、

ゲーム製品の制作・発表にも注力する。

・地域の技術革新能力を強めたコンテンツ産業の向上

を目指している。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■コンテンツ産業の特徴

・オリジナル作品の不足や独自ブランド、人気キャラク

ター、人気アイドルが少ない。

・海外競争力が弱く、マスメディアに取り上げられる機

会が少ない。

・投資と技術を受け入れて産業界全体のレベルアップ

が必要である。

・今後、海外に対して、どのようにアピールするのかが

重要である。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■杭州における産業立地の優位性（１）

①ビジネスを展開しやすい。

②人材供給と産学連携の共同を促進している。

③新技術に対する吸収性がある。

④杭州市政府の全面的なサポートがある。

⑤ソフトウェア産業が発展している。

⑥文化や人材を受け入れる環境がある。

⑦ハード面とソフト面の双方の環境も優れている。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■杭州における産業立地の優位性

・2004年4月、国家広電総局「通知」以降

・国産動漫化推進の政策が打ち出される。

・娯楽的・教育的役割だけでなく、中国の消費者を抱

える産業

・資本、技術、知識の集約の成長した産業

・政府資金を集中的に交付、強い企業をより強くする。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■政策の転換（１）

①制作の事前許可制度の導入：

アニメ制作の場合、事前に認可を得なければならな

い。

②専門チャネルの創設：

2004年4月の湖南アニメチャンネル、2004年9月の

北京アニメチャネル、2004年12月の上海アニメチャン

ネルが開設している。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■政策の転換（２）

③放映時間の内外比率の設定：

放送時間ベースの内外比率を6：4以上、作品数ベー

スの内外比率を1：1

④国家動画産業基地と国家動画教学基地の設立

世界に通用するコンテンツ産業の育成と、中小・中

堅企業群というピラミッド型の産業構造を形成が目的

である。

４．中国におけるデジタル・コンテンツ産業政策の転換
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■中国国際動漫節の開催

・杭州市・国家広電総局が主催の中国国際動漫節

（2005年第1回）は、国家レベルのアニメイベントであ

る。

・国家級・国際化・専門化の3目標に基づいて開催さ

れる。

・世界的レベルの規模で、国内外に強い影響力のある

アニメフェスティバルを目標に毎年開催している。

５．中国国際動漫節
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（１）作品不足：

・国産作品が少ない。

（２）人材不足：

・指導者不足。

・監督や脚本家が少ない。

（３）放送制約：

・中国ビジネスに消極的である。

（４）コスト割れ：

・黒字の会社は僅かである。

６．杭州の産業クラスター形成に向けての課題
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（５）知財問題：

・正規販が売れない。

・違法コピーが多い。

（６）作品国産化：

・国産アニメ作品はこれからである。

・中国映画では、有名監督が出現。

（７）キャラクター：

・市場が未成熟である。

・アニメ産業が大きくならない。

６．杭州の産業クラスター形成に向けての課題
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ご静聴ありがとうございました。

2011年7月26日（火）

税所哲郎＠群馬大学

E-mail：saisho@si.gunma-u.ac.jp
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