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～成長する中国アニメ産業～ 

日本は長年、アニメ大国と呼ばれ続けてきましたが、世界的に見てみると中国のアニメ産業が急成長し

ています。2013 年までは市場規模１兆 5,000 億円程度で日本と中国は肩を並べていましたが、そこから

年々差が開き、中国のアニメ市場の規模は 2019年には３兆円を突破しています。これは今後も伸びてい

くと見られ、2026年には７兆円を超えるという試算もあります。 

 

中国のアニメ産業は従来、国営テレビで放送する子ども向けアニメの制作と、日本や欧米の制作会社の

下請けの２つが主流でした。国産アニメの保護・育成のために、テレビで放送されるアニメについては国

産と海外産の比率を７：３になるよう規制や、17 時～21 時は海外産の放送を禁じる一方、１日 30 分は

国産を放送する等の規制が厳格化されました。国の審査を通った子供向けのアニメがテレビで放映され、

次第にアニメ文化が中国でも浸透しました。 

 

2013 年以降はインターネットが普及し、インターネット上でアニメが楽しめるようになり、新しいビ

ジネスモデルの模索が始まりました。ネット配信はテレビや映画と異なり、国の審査対象ではなかった

ため、どんな日本のアニメでも自由に配信できました。一方で、大手の動画共有サイトを運営する「騰訊

（テンセント）」や「bilibili」などと中国のアニメ制作会社が連携し、日本のような少年向け、大人向

けの独自制作が盛んになり、中国のアニメ制作会社「絵梦（えもん）」も創設されました。2013年は中国

の新しいアニメ産業が急成長した出発点ともいわれています。 

 

しかし、2018 年以降から国の厳格な審査の対象にネット配信も含まれるようになりました。暴力や性

描写の激しいものは、人気作品でも審査前に取り扱いを控える配信会社も増加しました。今後は自社の

配信コンテンツを拡充させたい動画配信企業が、自前でアニメ制作する「日本品質の内製化」が加速して

います。 

 

日本と中国の間では、これまで、原作は日本で、アニメ制作の一部を中国へ発注するという仕組みがあ

りました。中国のアニメ産業が日本を支えるという構造でしたが、現在では日本のアニメスタジオが、中

国企業の下請けになるケースが増えています。中国のアニメ制作会社「絵梦（えもん）」が東京に作った

制作スタジオでは、日本人クリエイターたちが中国国内で放映する作品に携わっています。また、求人サ

イトによると、アニメーターの平均月収は浙江省杭州市では３万 4,062元（約 63万円）に対し、日本で

は月収 17万 5,000円と中国と日本の関係が逆転しつつあります。市場が拡大する中国にとって、日本の
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アニメーターは喉から手が出るほど欲しい存在であり、日本の年収の３倍でも軽く出せるので、今後も

中国勢からの人材引き抜きは激しくなることが予測されます。 

 

日本のアニメ産業は「日本のお家芸」と言われていますが、その労働実態は長時間低賃金労働が蔓延っ

ています。スキルの継承や優秀な人材を囲い込むためにも、アニメーターの待遇や環境を整えることが

最優先になっています。 

自社での人材育成や設備投資による生産性の向上には、安定した利益確保が必要です。リスク分散の利

点もありますが、今後はグローバル競争を見据えた利益還元の仕組みも不可欠になります。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ 高齢者の健康計画、サービス体系を整備 

３月２日、中国国家衛生健康委員会など中央 15部門は、高齢者の健康に関する第 14次５か年計

画（2021～2025年）期間の計画を発表した。2025年までに高齢者向け健康サービスの体系、保

障制度を全国的に整えて健康寿命を延ばすとの目標を打ち出し、高齢化への対応策としている。 

◼ 虹橋の業務機能強化、グローバル企業も誘致 

３月２日、上海市政府は同市有数のビジネス街である「上海虹橋国際中央商務区（虹橋商務

区）」の業務機能の拡大に向けた新たな指針を発表した。グローバル企業の地域統括会社や民間

企業の本社機能を虹橋商務区に誘致し、業務機能を一段と強化する。 

◼ 小型零細企業の事業規模拡大、税制で支援 

３月４日、中国財政省と税務総局は、小型・零細企業を対象に建物にかかる「房産税」や都市土

地使用税などの減免策を発表した。税額の 50％の範囲内で減額徴収する。小型・零細企業の事業

規模拡大に向けた支援を強める。 

◼ 食品の包装は３枚まで、過剰包装に新規制 

３月８日、中国工業情報省（工情省）は、食品と化粧品の過剰包装を規制する新たな草案を発表

した。主な食品は、包装品を４枚以上重ねてはならないとした。４月６日まで意見公募（パブリ

ックコメント）を行う。 

◼ フレーバー付き電子たばこ禁止、５月から 

中国国家たばこ専売局は、電子たばこ製品に関する新規制を発表した。フレーバー付きの電子た

ばこ製品の販売を禁止する。５月１日から施行する。中国では電子たばこの使用による健康被害

や、未成年への悪影響に懸念が高まっている。 

◼ 建築物の省エネ強化、3.5 億平米で対応 

中国国家住宅都市建設省（住建省）は、建築物の省エネルギー対策を強化する。2025 年までに既

存建築物の省エネ改造を面積ベースで３億 5,000万平方メートル以上とする。2060年のカーボン

ニュートラル（炭素中立）の実現に向け、建築物のエネルギー消費量の削減に取り組む。 
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◼ 非重点区域の PCR検査実施 上海市 

上海市政府は３月 18～20日に新型コロナウイルスの感染リスクに基づいて定めた重点区域以外

でも PCR検査を実施した。非重点区域をブロックごとに分け、同区域に住む市民に対して段階的

に PCR検査を行った。 

 

【経済・産業】 

◼ 各地で天然ガスが不足、一部都市は供給制限 

中国の天然ガスの需給が逼迫している。一部地域で気温が例年より低下したことで、暖房用の天

然ガスの需要が想定以上に拡大した。一部都市は天然ガスの供給量を制限する措置を打ち出し

た。今後はロシア・ウクライナ情勢が天然ガスの供給に影響を及ぼす恐れもある。中国では石油

と天然ガスの高騰が化学工業企業の利益を圧迫するとの懸念が高まっている。 

◼ 車のアフターサービス市場、2025年に 1.7兆元 

コンサルティング会社の灼識諮詢（CIC）によると、中国の自動車アフターサービス市場は 2025

年に１兆 7,000億元（約 31 兆 1,200億円）に達する見通し。現在の市場規模は１兆元を超えて

おり、今後も前年比 10％のペースで成長することが予測される。 

◼ 2021年外資導入、5.4％増の 193億ドル 安徽省 

３月 14日、安徽省統計局と国家統計局安徽調査総隊は、2021年の外資企業による同省への直接

投資（FDI）実行額が前年比 5.4％増の 193億米ドル（約２兆 2,800億円）だったと発表した。契

約額ベースでは 33.1％増の 68億 8,000万米ドルだった。 

◼ 上海の国際旅客便、乗り入れ制限３月 21日から 

３月 15日、中国民用航空局（民航局）は会見で、上海浦東国際空港に向かう国際旅客便計 22路

線を対象に、３月 21日から周辺空港計 12か所に到着先を変更する措置を取ると発表した。上海

市で新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けた措置で５月１日まで実施する。中国

国際航空、中国東方航空、上海航空、吉祥航空、春秋航空の５社が運航する国際便計 106便が対

象となる。対象となる 22路線の詳細は明らかにしていないが、日本からの渡航に影響する恐れ

がある。対象の国際便は上海浦東に向かわず、四川省成都、遼寧省大連、福建省福州・厦門（ア

モイ）、浙江省杭州・寧波、山東省済南、山西省太原、雲南省昆明、江西省南昌、湖南省長沙、

重慶の各空港に行き先を変更する。 

◼ 全国の PM2.5濃度、10か月ぶり上昇 

中国生態環境省によると、地級市以上の全国 339都市を対象とした 2022年１月の微小粒子状物

質「PM2.5」の平均濃度（１立方メートル当たり、以下同）は 56マイクログラムで、前年同月か

ら 3.7％上昇した。前年実績で平均濃度が上昇するのは 21年３月以来、10か月ぶり。 
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【日系・外資企業動向】 

◼ 上海で北海道の魅力 PR、コロッケ提供 

３月１日、北海道上海事務所は、上海市の日本料理店と協力して北海道料理を紹介するフェアを始

めた。北海道産のイクラを使った海鮮丼や男爵イモのコロッケを提供し、食を通じて中国人に北海

道の魅力を伝える。 

◼ ファイザー製コロナ薬、中国医薬が販売権 

３月 10日、中国の国有製薬大手、中国医薬健康産業は、米ファイザー製の新型コロナウイルス治

療薬「パキロビッド」について、2022 年度中に中国で販売する権利を取得したと発表した。新型

コロナに関する外国製の治療薬が中国で販売されるのは初めてとなる見通し。 

◼ 新型コロナ感染急増、日本人学校でも PCR検査 

３月 13日、中国政府は新型コロナウイルスの無症状を含む市中感染者が中国本土で 12日に 3,122

人確認されたと発表した。11 日の 1,524 人から倍増しており、上海の日本人学校で地元政府の要

請により全児童対象の PCR 検査が行われるなど、当局は警戒を強めている。 

◼ アダストリア、上海に物流子会社 

３月 16日、カジュアルファッションチェーン大手のアダストリアは、上海市浦東新区に全額出資

の物流子会社を設立したと発表した。中国事業の拡大に向けた物流インフラの強化とサプライチ

ェーン（調達・供給網）の効率化を図る。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年３月 21日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 5.3363人民元 

 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

電子発票の試行運用の全面展開について 

2021年 12月 1日より上海市において、電子発票が全面展開されたというニュースをお聞きになった

方も多いと思いますが、今回は、その電子発票について説明したいと思います。対象の試行納税人は、

国家税務総局上海市税務局により確定され、試行運用対象は、徐々に上海市全域へと範囲が拡大されま

す(オンライン申告を使用しない納税者またはネット環境を有していない納税者は試行運用対象外とな

ります)。 

 

～電子発票特徴～（試行納税対象者） 

・法律上の効力は、紙媒体の発票と同じです。 

・対象納税人は、税収コントロール専用設備を使用せず、実名認証後ただちにウェブ上にある電子発票

プラットフォームにて発票を発行することができます(発票種類の申請作業も合わせて行う必要があり

ます)。 
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・紙媒体の発票と電子発票の合計額を毎月把握する必要があります。両者の発行可能総額は所轄税務局

が統一管理した発行可能総額を超えないものとされます。限度額が足りない場合、所轄税務局へ限度額

調整の申請を提出することが可能です。 

・仕入増値税控除或いは輸出税還付申請に関するプラットフォームは以下の通りです。 

対象試行納税者⇒電子発票サービスプラットフォーム（https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn） 

対象外納税者⇒従来の増値税発票総合サービスプラットフォーム 

 

～注意点～ 

・電子発票サービスプラットフォームでは、現在、紙媒体の発票は発行できません。かつ、石油製品、

レアアース、自動車（中古車を含む）、巻きタバコ、輸出、通行料金等の特定業務に関する電子発票

も、現在、発行できません(対象試行者は税収コントロール専用設備を通して紙媒体の発票が発行でき

ます)。 

・電子発票と紙版の大きく違う点は、電子発票は QRコードを読み込んで何回も取得することが可能な

点です。そのため、経費精算の際、誤って重複して精算する可能性があります。当状況を回避するため

に、すべての電子発票のコード（発票の左上記載）及び番号（発票の右上記載）を電子発票台帳（エク

セルファイル）に入力して都度にチェックする等の管理体制を整える必要があります。 

 

 

ビジネス相談 

香川県上海ビジネスサポーターでは、会計・税務、人事労務、経営、法律などのご相談に無料でお答え

しています。お困りの際は、香川県上海ビジネスサポーターまでお気軽にご相談ください。 

 

【相談事例のご紹介】 

➢ 質問 

【中国法人への未払金処理に関するご相談】 

弊社の輸入元は中国であり、輸入にかかる資金決済は都度外国送金しています。しかし輸入品には

検品費用は含まれておらず、現在輸入品の検品費用が未払金に計上されているため、未払金の処理に

ついて相談させていただきたい。 

 

➢ 回答 

過去の未払金については、外貨管理局に認められず、日本から送金しても中国側で入金不可となっ

ております。リスクが少ない方法として、数年かかりますが輸入品の金額に検品費用を上乗せして処

理することをおすすめします。 
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香川県上海ビジネスサポーターの利用できるサポート内容ご案内 

 

＜現地視察の支援＞ 

① 現地視察に対する企画提案・アポイント手配 ②現地視察に対するアテンド・通訳  

＜ビジネス展開の支援＞ 

③県内企業及びその現地法人等からの依頼によるビジネス相談 ④マッチング候補企業情報の提供

等（基礎調査）⑤展示会・見本市への出展支援 ⑥中国企業の信用調査 ⑦マッチング候補企業情報

の提供等（商談に係るアポイント手配）（有料） ⑧マッチング候補企業情報の提供等（商談に係るア

テンド）（有料）  

＜対象外の業務＞ ビジネスを伴わない観光目的での視察、適法性が疑われるもの。公序良俗に反す

ると思われるような業務等。  

＜利用対象地域＞上海市、江蘇省、安徽省、浙江省  

＜利用申込資格＞ 香川県内に本社又は事業所を有する企業及び商工関係団体等 。香川県内に本社

又は事業所を有する企業で、中国に進出している現地法人、支店、駐在員事務所  

＜利用者が負担する費用＞ ①②③④⑤⑥のサービスは無料です（ただし、渡航費、宿泊費等は利用

者の負担）。 ⑦⑧のサービスは有料です。利用申込書提出後に利用者が負担する費用を事前にお支払

いいただきます。 

 

香川県上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、以下 URLからお申込みください！ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/kaigai/03.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県上海ビジネスサポーター  池田 博明     

〒200030 上海市徐匯区虹橋路 1号 港匯中心 1座 25楼 

（上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司 浦西事務所内） 

 E-mail: kagawa@myts-cn.com 

上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、こちらを検索！！ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県 上海ビジネスサポーター 検索 


