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要 旨 

アニメ・漫画の産業、「アイデア「を核心にするので、形式にアニメーシ

ョン、漫画をすることを表現するにして、近代的な情報トランスターの技術の

手段のアニメ・漫画の新しい品種などのアニメ・漫画の直接の製品の開発、生

産、出版、放送、公演と販売に基づくこととアニメ・漫画の図書、新聞雑誌、

映画、テレビ、音響映像製品、舞台劇を含んで、およびアニメ・漫画のイメー

ジと関係がある服装、おもちゃ、コンピュータ(テレビ)ゲームのなど派生製品

の生産と経営の産業。 

現在、漫画産業を含める文化の産業の急速な成長のために奮起と感じてい

る。中国の漫画産業の同業者は機会をしっかりつかむべきで、奮い立って向上

しようと努力して、瞬時に変化する情報技術の時代の中で、我が国の漫画界の

一面の新天地を創造する。 

 

キーワード：アニメ 産業  現状 政策 人材 

 

摘要 

 动漫产业，是指以「创意「为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫

图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动

漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫

形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。 

当前，全球都在为包括卡通业在内的文化产业的高速增长而感到振奋。中国

卡通业的同行应当抓住机遇，奋发进取，在瞬息万变的信息技术时代里，创造出

我国卡通业的一片新天地。我们深信，这次卡通产业论坛的研究成果必将对实现

这一目标起到卓有成效的推动作用。  
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中日アニメ産業の比較 

始めに： 

中国のアニメ・漫画の産業のここ数年来の発展はみんなは誰の目にも明白

で、各大都市について代わる代わる出陣して応接にいとまがないアニメ・漫画

展、みんなもきっと私と同じに密接な感銘を持っていることを信じる。盛んな

場面、手厚い利潤は各主催者側に先の者に続いて次々と突き進むように駆り立

てて、アニメ・漫画のまあまあな会社とすべてアニメ・漫画展をしたいである。

今年アニメ・漫画展の数量は中国の歴史の記録を作る。これは十分に私達に中

国のアニメ・漫画の産業の春がすでに来ると思わせている。専門家の見積もり

によると、中国のアニメ・漫画の市場の規模は現在 200 億ぐらいべきであって、

もし発展は良好ならば、1000 億に達することができる。誰もすべてこれが１

つの潜在力の巨大な市場だと思って、１つの蓄積量のきわめて豊かにする資源

の宝庫である。 

第一章 日中アニメの現状 

 

第一節 中国アニメの市場調査 

国内に 13 億人口があって、中に少なくとも 5 億がアニメ・漫画の市場の

消費者なことがあって、市場の空間は 1，000 億の元/年である。現在国内の

2000 軒の省市テレビ局があって、その中のアニメーション学科のチャンネル

が 4 つある、少年のチャンネルが 25 ある、少年の欄が 289 ある、アニメーシ

ョンの欄の 200 個、年需要は 26 万分まで達して、国の生産高は 2 万分だけあ

る。児童の録音と録画の図書の市場の空間は 100 億元/年なのとなると、児童

の服装の 900 億元/年、おもちゃの 200 億元/年、文房具の 600 億元/年、児童

の食品の 350 億元/年。  
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2006 年末期限を切って、全国のアニメ・漫画の企業は 5473 軒に達して、

447 校の大学はアニメーション学科を設立して、在校生の 46.6 万人。しかし

現在国内のアニメ・漫画の情況はオリジナルな不足で、題材は単一で、ブラン

ドの意識は悪いである。中国のアニメ・漫画の低年齢化の成り行きは明らかで、

競争力に不足する。専門の人材に不足して、強大な団がなくて、形のできない

規模の優位。しかもあまりにも政府の支持と助けに依存して、自身の「人工の

血「の機能に不足する。  

国内のアニメ・漫画の業界は多くの問題が存在するが、しかし国内のアニ

メ・漫画産業の将来はとても明るいである。国内のアニメ・漫画の産業は政府

の大きな力が推進するもとに急激な発展を得て、そして相応に登場された政策

に助けて、現在全国の建てているアニメ・漫画の基地はすでに 20 余りあって、

プラットフォームを放送して絶えず大きくして、国産のアニメ・漫画の発展の

ためにもっと大きい発展の空間を提供した。  

2006 年 4 月、国務院弁公庁は財政部などの部門『中国のアニメ・漫画の

産業の発展の若干の意見を推進するに関して』を発表して、中国のアニメ・漫

画の産業の発展を推進する一連の政策と措施を出した。たくさんの企業はその

ために発展戦略と計画を調整して、一応まねの痕跡を抜け出して、民族を持っ

て風格と時代特徴の新しい漫画の定期刊行物、図書と漫画家が急速に成長して、

『漫画の世界』、『あふれて浸す友達』などの雑誌は多くの読者の歓迎を受けて、

漫画版『水滸伝』と『西遊記』は続々と国外の出版で、いくつかの新しくて年

を取った漫画の作品は国外に行って市場を勝ち取る。アニメ・漫画の教育と人

材育成、アニメ・漫画の産業の基地が建設して、アニメ・漫画の国際交流など

はすべて順調に進んでいる。しかし、中国のアニメ・漫画の産業の発展と人民

群衆の増大する絶えず文化の要求と発展する絶えず市場ニーズの差別がとて

も大きい、オリジナルな能力、人材、技術、投資、知的所有権の保護、管理体

制などの方面で、まだ現れていないでまったく様子が変わる。5～10 年で世界

のアニメ・漫画の大国と強国の行列の目標に登るのは依然として責任は重大で

道は遠いである。 

アニメ・漫画の製品の自身は巨大な市場の空間があって、アニメ・漫画の
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製品の派生製品の市場の空間はもっと大きいである。中国は現在の毎年児童の

食品の毎年の売上高は人民元の 350 億元ぐらいで、おもちゃの毎年の売上高は

人民元の 200 億元ぐらいで、児童の服装の毎年の売上高は 900 億元以上に達し

て、児童の音響映像製品と各類の児童の出版物の毎年の売上高は人民元の 100

億元に達する……ある程度、これらの業界の今後のは発展して販売してすべて

アニメ・漫画のこの新興産業の先導作用に頼って、だから類推して、中国のア

ニメ・漫画の産業は持って千億元の生産額の巨大な発展の空間を超える。 

 

第二節 中国における日本のアニメ 

中国における日本のアニメの現状は厳しい。輸入アニメは子ども番組の総

放映時間の 25%を超過してはならず、輸入アニメの放映数量（タイトル）は、

アニメ放映総数の 40%を超過してはならないという状況である。この割り当て

のパーセンテージの中でアメリカのアニメとシェアしなければならない上に、

ゴールデンタイムでの放映は禁止されている。そんな現状は日本のアニメの流

通は相変わらず海賊版頼みである。 

中国における日本のアニメの将来はどうなるのか。果たして未来はあるの

か。 

私が思うにその答えは中国製アニメの発展と共にある。意外に思うかも知

れないが、中国のアニメの発展にこそ日本のアニメの未来があると考える。 

それはどういうことか。 

中国の市場に対して中国の製作者も日本の製作者も同じ立場にある。要す

るに収益を得られないのだ。こんな状況が何時まで続くのかわからないが、中

国のシステムを考えれば、とにもかくにも中国のアニメ製作者が市場から正当

な収益を得られるようにならなければ道が開けないであろう。まず中国の市場

が正常に機能するようにならなければ何事もはじまらないのである。 

もちろん、そうなった場合でも一層の規制や更なるハンディキャップ（関

税強化などの）の道も考えられるが、それも『普通の市場』になった上での話

である。その意味で、時間はかかるであろうが日本のアニメの将来のためには

中国アニメの発展は欠かせないであろうし、それに関して日本のアニメ産業と
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しても協力できるところは協力すべきであると考える。 

 

第三節 中国アニメ製品の市場調査 

中国政府は『音像』製品に対する奨励・優遇政策を打ち出す一方、密輸・

海賊版等違法経営活動を取り締まるため、違法経営活動をした会社に対する罰

則を強化することにした。2002 年には『音像市場への規定期限以内の従事禁

止制度の実施に関する通知』を公布し、違法経営で許可証を取消された会社や

個人は、10 年間音像製品の事業に従事してはならないとした。また、『中国音

像映画ネット』で『全国音像市場従事禁止会社及び個人のデータベース』を掲

示し、地方の文化局が『音像』製品の事業者を認可する際にこのデータベース

の情報を参考とするように定めている1。  

このような流れの中、特にアニメ分野においては、広電総局が 2004 年に

『アニメ映画産業の発展に関する若干の意見』を公布し、アニメ産業を発展さ

せるため、国産アニメを積極的に放映する体制を構築し、省レベルのテレビ局

によるアニメチャンネルの開設、中央テレビの少年チャンネルにおける国産ア

ニメ放映量の増加などの推進策と規制を定めた。 

また、アニメの市場取引を積極的に育成し、中国のアニメ製作者がアニメ

生産における主要な役割を果たせるようにするために、民営会社など国営以外

の経済組織が開発や経営に参加することを奨励している。さらに、外国アニメ

産業との合作も強化し、中国の特色を体現した合作アニメに関しては国産アニ

メと同様な待遇を与えることも定めている。 

第二章 アニメの魅力 

 

第一節 日本にはアニメの人気あるの原因 

漫画の本がどうして日本にになるのが大いに人気があるか？ 

漫画のストーリ『天才が小さく手を釣り』の作者の矢口の高雄先生はかつ

て回答をした。 

                                                     
1 《电视研究关于当前国产动画业发展现状的思考》p268 
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矢口の高雄先生は思っている：辞書の上で漫画を素朴で、軽やかな手法の

描写する簡単に滑稽な図画に釈明してになる。1 種の遠慮しない言い方を交換

して、漫画は簡単な筆触を運用するので、日常生活の中で言う価値がなくてま

たこらえきれずに笑わせられることを描写するの物事の図画。漫画の内容は滑

稽である、ユーモアと風刺を主として、そこで面白くておかしい効果を生むこ

とができる。しかし漫画は結局 1 種の文化のタイプである。文化は時代の発展

につれて変化が発生する。異なった時代の価値指向と社会が必要とする変化に

よって、いくつかが特定の時期、漫画の定義あるいは概念さえどうしてもうわ

べだけを変えなければならなくて、再び調整して、このような情況はいつも発

生する。漫画の文化の日本での発展の過程１つのきわめて良い証明。過去、日

本の漫画の作品はずっと面白くておかしい原則を遂行して、しかしある時期か

ら、人々は伝統の漫画の定義と概念を捨てて、日本の漫画の文化の新しい 1

章を開きました。日本のアニメーションは普及を得ることができて、とても大

きい程度の上で日本の深い漫画の文化の土壌によるべきである。日本は漫画の

新しい表現方式を探すため、最後にアニメーションのこのような娯楽の形式を

開発する。漫画の本は人々の読む印刷物を供えるので、同時にアニメーション

の登場する人物の如実な商品、娯楽のおもちゃなどのいろいろな商品が派生す

ることができるおよび。最近、連続ドラマ、甚だしきに至っては映画、芝居の

一部のせりふも漫画の本の表現方式をまねることを始める。豊富な漫画の文化

があるため、やっと誰でも人々に歓迎されるアニメーションを生む。 

 

第二節 中国における日本アニメ人気の原因 

日本のアニメ・漫画はその流行った原因の上で 3 種類に分けることができ

る。 

第 1 種類、主にアニメ・漫画の造型の華麗なよく変わることため。その中

の真っ先に行ったのは CLAMP（『悪魔が少女の桜を押さえる』、『聖人が伝わる』、

『X 戦記』、『翼』、『東京バビロン』など）の類の少女の漫画で、ある『彩雲の

国の物語』、待ちる。CLAMP を例にして、CLAMP の造型は華麗に有名であるで、

その人物のそれぞれの部分、髪の毛から服と装飾具まで(へ)、線は全部入り組
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んで複雑で、入念に人の眼球を吸い込んで、更に兼ねてその背景はそのストー

リの筋の発展に従ってちょうどよい時期に変化して、全体の画面は思って華美

である極致に着いて、人に最高のものを見たと感嘆させる。第 1 印象はいかな

る時皆かなり重要な作用を果たすことができることができて、人々が画面の要

求について得て極度に満たした後に、筋の要求についても次に 2 位退いていて、

更には 1 部の漫画の中の人物はもとはもめごともなく仲良く暮らして意外に

も一晩の間に余すところいくばくもないことが死んで、このように極端に異な

った意見を表明し、新しいものを創造して現実的ではない筋その結果完全に同

じくそのけちのつけようがない画面の美感に覆い隠して、筋はこの時にも取る

に足りないだった。 

第 2 種類、主にストーリの筋の極めて感動するため。その中に『果物のか

ご』、宮崎の高くて険しいアニメーションがあると。像『果物のかご』、人物の

造型もとても良いが、しかし筋はその中で決定的な要素が起きて、似ているの

が小さくはっきりしているようにしましょう、こんなに善良でまた人の心がよ

く分かる女の子、登場人物の物が好きだと言わないでください、観衆達もとて

も好きで、その中の清らかな愛情、無私な親心、傷がない友情、全部極めて感

動する。またたとえば宮崎の高くて険しいアニメーションは通常筋で勝ちを制

して、彼のアニメーションを見て、暖かい対話、善意の目つき、人の 1 種の普

通でなくてあたたかい感じことができ(ありえ)るに。彼は人と動物を強調して、

自然と調和がとれ共存して、例えば『猫の国家』、『となりのトトロ』など、更

に強調したのは人と人の間のむつまじさが共存するので、戦争が平和にあこが

れることに反対して、例えば『ホタルにもう一度会う』、『千と千尋の神隠し』

など。 

第 3 種類、最も普遍的で、主に趣味の作用のためである。例えば『火影の

忍者』、『聖闘士星矢』のファン、大部分は暴力を振るう種類のアニメ・漫画に

対して比較的に興味を持ちる『反逆のルルーシュ』の大部分が好きなのはすべ

て反抗の情緒の青少年がいるのである:『名探偵のコナン』の大部分が比較的                                                 

に推理の事件の捜査が好きなことが好きである。あるとても大学 1 年の部分の

人のある 1 部のアニメ・漫画に対する趣味はある１つの人物に対する好感から
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源を発するので、たとえば『犬の夜叉』の中の殺生丸、キキョウなど、実はこ

の漫画の筋が本当に繰り返すのが多すぎて、それがなぜの大学 1 年の部分の原

因がこのように流行するのかがとても人々がその中の人物のが熱狂的にを好

むことに対してストーリの空洞を軽視したのが味気ないである。ある人はある

1 人の漫画家に対して比較的に崇拝するのもで、そこで彼の作品に対して比較

的に好きで、例えば『幽遊白書』が好きな人は通常『ハンター』などの富んで

いるずるさの大著がも好きである。 
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这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  
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4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

第三節 日本アニメの優れた特色 

日本のアニメ・漫画の風靡は以上の何種類簡単な総括のではないて、やは

り多くの要素から総合的に招きる。例えば制作技術とレベル、音楽、音の優、

特効、および日本の国民全体はアニメ・漫画の熱中などに対して、すべてとて

も重要な要素である。たとえば各部のアニメ・漫画の作品の中の音楽は皆有名

な歌手に知名度を高める歌ってもらうので、音の優の同じくアフレコ(吹き替

え)をするだけではない作用、彼らのアイドルの効果はすでに軽視してはいけ

ないだった；その中のたくさんの人物の表情の特効の製作はそのために生き生

きとかなり大きい作用を果たすことができて、像はでしで笑わせる１つの表情

である、10 の何種類の態度の手法がある；もし『彩雲の国の物語』の中の二

胡の演奏などの中国の風もその特色の 1 つだならば。日本のアニメ・漫画の事

業はなぜ盛んに発展するのか、私は最も重要な原因それとも日本の社会の趣味

と支持を感じて、彼らが決して中国同様にのようであるアニメ・漫画をしない

のが子供の気晴らしの娯楽を供えるだけ評価しに来る。彼らは専門の音の優れ

ている訓練期間があって、漫画家も人に尊敬される。日本のアニメ・漫画の製

作は専門に相当して、日本人がアニメ・漫画の態度に対応するのはとても良く

て、そのためアニメ・漫画は日本の社会の不可欠な一部になって、1 種の軽視

してはいけない文化の現象になった。 

日本のアニメ・漫画はたくさんの優秀な作品があって、その中のはしかし

よく健康ではない作品は断固としている排斥と打撃を与えるべきである。私達

の研究性の学ぶ目的にかんがみて日本のアニメ・漫画の芸術性を探究するので、

ここでその欠点に対してもう 1 度くどくど述べません。 

私達は日本のアニメ・漫画の目的を研究して、依然として良いものを取り
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入れるためで、良くないものを取り除いて、それを我が物になって、外国のも

のを中国の役に立てる永久不変のテーマ。経済のグローバル化の成り行きに従

って、アニメ・漫画の中国での流行も避けられないので、どのように中国を発

展するアニメ・漫画の事業は私達の絶対に直面した問題である。私達のするべ

きなのは消極的な逃避ではないて、己を知り相手を知ることをやり遂げるので、

戦えば必ず勝って、日本のアニメ・漫画の芸術性をそのように研究するのも私

達のグループの 11 人の任務だけべきでないことで、みんなのすべて共に直面

するべきな任務である。 

第三章  中国アニメの進路 

我が国の漫画産業が全体的に発展するのが比較的に緩慢で、日本、韓国の

比較する開きととても大きくて、中国の文化の地位ととてもつり合っていませ

ん。できるだけ早く国外の開きを縮小するためと、私は産業の発展する角度か

ら何時熟していない提案を持つかと思って、みんなに参考にするように供える。 

第一節 外国の発展の経験を参考にする。 

今年 6 月 9 日、中央からは指示を与える：米国の文化の産業の高度は発達

して、良い経験はもちろん参考にすることができて、日本の過去の文化の産業

は発達しないで、文化の詳細、文化の資源はすべて私達に及ばないで、すべて

東方の文化の範疇に属して、深く突っ込んで少し考察することができて、吸い

込んで良い経験を中から取って、自分の役に立てる。ここ数年、日本の漫画産

業の発展は比較的に速くて、これまでの毎期の政府と文化の産業特に漫画、ア

ニメーションなどを発展することを一つの基本国策にして分けられないので

ある。1996 年前にで、日本はアニメーションを国家の重要な産業に決めて、 

『産すること、官、学』の互いに結合する発展のモードを採用して、熟してい

て規範に合う文化市場と大規模の文化会社の有効な市場のマーケティングの

体系に助けを借りて、積極的に工業化を推進して大いに生産して、制が同時性、

産業チェーンを放送して作り上げて、アニメーション、漫画の本とコンピュー

タ(テレビ)ゲームの商業を通じて組み合わせて、発展は全世界の数量の最大の

アニメーションの大国になる。2002 年、アニメーションは国家の支柱産業の

第 6 位に位置して、米国のアニメーションの輸出額に鋼鉄の輸出額の 4 倍であ
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る。韓国はアニメーションを発展することを政府の 7 条の施政綱領の 1 つにし

て、アニメーションをサービス業から制造業に割当てして、その産業の分類を

昇格させる。同時、文化の産業の基金を設立するを通じて、文化の産業を創立

して庭を振興する、文化の産業園区を創立する、『文化の産業の促進法』など

を発表する一連の措置、強力に本国の漫画産業の発展を推進した。統計による

と、韓国政府ゲーム産業に向って供給する資金の約 500 億ウォンの（人民元の．

に 3 相当する 5 億）。ここから、韓国は世界のアニメーション「大きい供給商

「の名誉を勝ち取る。 

今年 9 月下旬、文化部の文化の産業がある視察団、中日韓の文化の産業の

フォーラムに参加した後で、韓国に対して 5 日を期間とする考察を行いました。

韓国の文化の観光部文化の産業局を訪問して、韓国の文化の産業を考察して庭、

ゲーム産業を振興して庭、ソウルのアニメの製作センターを開発して、星大学

などの 10 近くの部門を祝いる。考察するを通じて、深く我が国と韓国の文化

の産業が発展する方面の開きを感じる。今後、我が国の漫画の企業のために１

つの学習を創造して韓国、日本の発展の経験を参考にして、国際市場と産業化

の運営方式の機会を理解する2。 

第二節 新しい作品の理念を確立する。 

現在の我が国の漫画の市場は比較的に小さくて、形のできない産業の規模、

規範に合わないで、資金が不足、政策に入って不利な原因を助ける市場があっ

て、、しかし漫画の作品の内容と単調に不足する吸引力は関係が多少はある。

2001 年 8 月、アジアの漫画のあふれて浸す絵画展の時に、関連部門はかつて

もっぱら行ったことがあって一回調査する。結局で、中国の 14-20 歳の観衆は

日本の韓国のアニメーションの番組の歓迎の程度に対して 82%で、欧米のアニ

メーションの番組の歓迎の程度に対して 81.5%で、国産のアニメーションの番

組の歓迎の程度に対して 44.5%だけである。みんなは知っていて、最近全世界

を風靡したのは米国の出版の『のハリーであるか？ポット』。この少年の読み

物前で 4 集は 55 種類の言語を訳して、200 余り国家を発行して、1.92 億冊売

り出する。今年 6 月 21 日、『ハリー.ポット』第 5 集の出版、一回 850 万冊、

                                                     
2 《关于推动中国动漫产业发展的若干意见》国务院办公厅 2006  p137 
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を印刷して初日 680 万冊の世界記録を発行することを作り出する。 

『ハリー.ポット』みごとな秘訣、もちろん大規模な産業化の運営があっ

て、しかし最も重要なのは本の内容が人を引きつけるのである。この本の作者

の羅琳は言いる児童の読み物は教科書ではないて、その目的は子供達にどんな

特定の物事をわかるように教えるのではない。これは文学の特性ではない。文

学はあなたにどのように打ち解けて屈託なく笑うようにただ教えるだけかも

しれなくて、あなたの１つのびんたを打つように毎回すべてあなたに決して教

訓を吸収するのではない。子供達は間違いなく『ハリーことができるからか？

ポットの』中でいくつかものを習っている。この話は我が国の漫画の文学の作

者の思考に値する。成人の標準で子供を評価しないでください、子供の 1 種の

どのように具体的な生活の状態に持つことを望まないでください。子供達は非

常に彼らの現実的な生活と心の作品を近づけなければならない。社会的効果の

前提を堅持する下に、中国の漫画の文学作品は完全に大胆に恐怖感を与えて、

非常に不思議なこと領土の開拓を空想して、神秘、ことができるに向って。こ

のように、中国の子供はやっと本土の色と民族の特色の漫画の作品を持つこと

を読むことができて、漫画の作品はやっと感化させる能力と生命力があって、

やっと市場を勝ち取る。 

 

第三節 努力して産業化の発展の道を歩きる。 

中国がＷＴＯに加入した後に、全世界の経済全球化の発展に従って、漫画

産業の市場競争は日に日に激烈である。我が国の漫画産業はできるだけ早く必

ず産業化の程度を高めなければならなくて、全体の実力と国際競争力を強める。

ただ産業化の過程を加速して、ようやく幼い時から成長するまで、弱小に始ま

り強大に成長しことができる、中国の漫画産業を本当に発展させる。社会主義

市場経済の規則と漫画産業の特徴に従って、市場を方向誘導にして、資本をき

ずなにして、文化の資源を統合して、完備の漫画の産業チェーン。深く突っ込

んで掘り起こして題材を創作して、集中の力が開発して競争力のブランド商品

があって、ブランドを利用してもっと大きい市場の効果と利益を得る。強力に

国際市場を開拓して、絶えず我が国の漫画の製品の国外の文化市場の上の分け
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前を拡大する。強力に文化市場を育成して、派生製品の開発と開発を増大して、

製作、放映、録音と録画、出版、おもちゃ、文房具、服装などの一連の関連産

業を動かして、我が国の漫画の産業を一歩一歩向かって良性循環の発展の道を

入って作り出させる。 

第四章 中国のアニメへの提案 

中国で漫画の文化を発展して、主に下へ満たして何項目の条件を述べるべ

きである。 

 

第一節 人材を発見して育成する 

漫画の学校で教育を展開して、各種の形式の宣伝活動を催して、人々に漫

画を知らせることは最も簡単にできる娯楽の形式ととても良い表現方式であ

る。漫画賞を設けて大きな意義がある。長期にわたり未来の漫画の作家を育成

するために努力。本当に漫画の文化の指導が率先して漫画の文化の仕事を展開

して普及させることを理解するある。この学校は通信教育を通じて指導を行っ

て、中国各地の子供達は少しの費用で漫画の描写の技巧を習うことができて、

関連情報を得る。優秀な漫画の作家を育成することができるかどうか、肝心な

点は出版社がどれだけ大きいかの程度の上で漫画の作家を育成するために投

資を行うことができるかにある。強力に編集者を育成する――第 1 読者の仕事

は特に重要である。編集者はひとペア持って若い漫画の作家の長所と欠点の慧

眼を探し出すことができるべきで、そして読者の意見によって作者に興味の満

ちあふれている漫画の作品を描写しだすように求める。 

 

第二節 海賊版の活動を取り締しまる 

海賊版問題は各国の政府に頭痛と感じさせて、国家の恥辱である。中国の

各家の漫画の読み物の出版社、まず一致団結するべきで、共産党の組織、政府

の部門と市政府の全面的な支持のもとで、関連している懲罰の規則を制定して、

法律のこの武器を運用して、厳しく不法な海賊版の活動に打撃を与える。各関

連部門は一致して行動する才能は根本的に必ず海賊版の問題を解決しなけれ
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ばならない。この問題の上で決して手加減してはならない。ただこのようにし

てやっと現れて人材が次々と出て、漫画の文化の健康な発展の喜ばしい局面。 

中国大陸の若い人の中間はたくさんの貴重な人材がいて、まるで加工のダ

イヤモンドを経ていないで、ある人は「加工を掘り起こして、磨き上げるに向

かうのでさえすれば、中国大陸の漫画の文化はきっと美しい春を迎える。もし

海賊版は中国で何度禁止してもなくならないならば、直接作家の生存権まで脅

する。たとえ著作権の観点を保護して出発するとしても、『海賊版の漫画の読

み物を読みません』の宣伝教育活動をも展開しなければならなくて、高い水準

のマンガ雑誌を発行して、それによって読者の漫画の読み物に対する認識を高

める。 

 

第三節 外国の漫画の読み物に対する輸入制限をゆるめる 

漫画の作家の成長の最優秀方法、まさに格言そのとうり『良い作品の有利

な成長』のようである。ストーリの筋、ページごとの漫画の内容の表現する形

式と構想などを編む方面に、日本の漫画の読み物はできあいの教材である。現

在、中国は日本の漫画の読み物を輸入することを禁止する。私は変化が全面的

に輸入の方法を制限すると思って、雑誌の上で一部を連載して政府の関連部門

を通じて通る優秀な作品を審査して、中国の漫画の文化に対する発展は役に立

ちる。単にもし経済の利益を求めるならば、盲目的に輸入制限をゆるめて、台

湾に向って韓国と同じことができ、漫画の作家の人材が現れて、漫画の文化の

その(もとの)場所で足踏みをする現象がよくない。要するに、「各国の漫画の

読み物が各国の国民から創作するのは漫画の文化肝心で、漫画の文化の発展の

環境が整えるべきであろう。 

終りに： 

今、漫画界を含める文化の産業の急速な成長のために奮起と感じている。

中国の漫画産業の同業者は機会をしっかりつかむべきで、奮い立って向上しよ

うと努力して、瞬時に千変万化する情報技術の時代の中で、我が国の漫画産業

の一面の新天地を創造する。 
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