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ネット人口は5億人を超えてさらに拡大、ミニブログ利用も2億超
熾烈なサービス競争の中、ネット企業のモラルを問う声も
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増え続けるネットユーザー
農村部と中高年にまだ伸びしろ

中国のインターネット利用者数は5億1300万人で、利
用率は38.3％となっている（CNNIC：中国インターネット
情報センター調べ）。この数字は世界平均を若干上回る
程度ではあるが、インターネット利用者は都市在住の若
者（大学生〜 30代）に偏っていて、都市部の若者に限れ
ば利用率は非常に高く、対して中高年や農村住民の利
用率は非常に低いことが特徴だ。

中国においても他の新興国同様、所得向上とパソコン
の性能低下が並行して起こっており、数年前よりも高
性能なパソコンが安価で購入できるので、金銭的なハー
ドルがあるわけではない。都市部ではもはや家庭内で
使ったデスクトップパソコンのリプレースとして、ノート
パソコンを購入することがメインストリームとなってい
る。金銭面の問題というよりは、中高年においては「利
用したいと思わない」ということ、農村部においては「店
がない、サポートセンターがない」ことがハードルとなっ
ている。前者では「老年学校」と呼ばれる公営カル
チャースクールでパソコン教室が開かれて、後者はPC
メーカー各社がシェアナンバー 1のレノボを筆頭に代理
店を小さな町にまで展開し、徐々に改善しつつある。

ブロードバンドの利用者数は3億9200万人（CNNIC、
2011年末）、契約数は1億5800万（中国工業和信息化
部、2012年3月末）で、すでに中国全土で利用可能。
4Mbps以下のプラン利用が一般的であったが、固定通
信キャリアの中国電信（China Telecom）と中国聯通

（China Unicom）は10Mbps以上の速度を大都市を中

心に提供している。
インターネットの用途で特に近年利用者が急増して

いるのが、微博と呼ばれるTwitterのようなミニブログ
とクーポンサイトだ。クーポンサイトは比較的簡単に立
ち上げられること、また中国全土に百万都市が分散し
ていることから、近年数千ものクーポンサイトが立ち上
がった。しかし、すぐに無数のサイトが淘汰され、閉鎖
していった。こうした興亡が日々報じられたことで目に
付いたこと、さらに人気のサイトはバスのラッピングや
バス停・地下鉄駅構内でも積極的に広告を打ち出した
ことから、利用者は急増した。

スマートフォン利用者は急上昇	 	
ハード・ソフト共に中国製がそろう

携帯端末のデータを紹介すると、携帯電話やスマート
フォンによるインターネット利用者は急速に伸びて3億
5600万人（CNNIC、2011年末）、携帯電話契約者数は
10億1882万（中国工業和信息化部、2012年3月末）。

2012年4月末の段階での3Gの契約数は、TD-SCD-
MA方式採用の中国移動（China Mobile）は6187万、
W-CDMA方式採用の中国聯通は5178万、CDMA2000
方式採用の中国電信は4556万。2011年におけるスマー
トフォンの販売台数は1億1000万台（中国工業和信息
化部）で急激に普及、都市部の街中やバス・地下鉄の車
両内でもよく見るようになった。現地の感覚としては、
既存の携帯電話でインターネットを利用する利用者や、
スマートフォンを新規に購入してインターネットを利用
する人が目視でわかるほど増えた。

中国のインターネット利用最新動向
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スマートフォンの普及には、スマートフォン向けゲーム
「Angry Birds」の非公認グッズが街でよく見かけるほ
どのキラーソフトとなったこと、顧客獲得のためにバス
停など目立つ場所で広告を展開してきたこと、通信
キャリアが数年ないし数か月単位での契約を前提でス
マートフォンが無料でも入手できるようになったことが
背景にあり、特に最後の理由が大きい。タブレット端末
に関しては2011年までキャリア契約全体の安価なモデ
ルはまだなく、スマートフォンほど普及していない。

中国メーカーのスマートフォン利用者の割合は年々増
えている。中国人自身は自国メーカーの製品はクオリ
ティーが低いと思っているが、それでも購入者が多い背
景には、中国メーカーのスマートフォン購入者が使用し
た上で「中国メーカーでも大丈夫だ」というクチコミが広
がったことが影響している。これは、中国メーカーがあ
る程度シェアを獲得するパソコンやテレビにも通じる。

したがい、人気の端末の傾向は、iPhoneを筆頭とした
外資メーカーのスマートフォンか、キャリア会社のキャン
ペーンで購入した安価な中国メーカーのスマートフォン
に偏っている。新興勢力では、スペック的にはハイエンド
なスマートフォンに引けを取らないがその割に値段が安
く、コストパフォーマンスに優れる中国メーカーの機種

「小米手机」が200万台以上売れた。
小米に続けと、百度やアリババや騰訊など主要ネット

企業もハイコスト＆ハイパフォーマンスの製品を出す。
一般的なAndroid搭載スマートフォンにおいてグーグ

ルの各サービスやFacebookやTwitterのアイコンがな
いものが多く、またレノボの「楽Phone」を筆頭にAndroid
をカスタマイズした「独自開発」を謳うOSを搭載する端
末もいくつかリリースされており、これらもグーグルの
サービスが標準で使えない機種ばかり。中国ベンダーに
よる代替サービスが数多く出ていて間に合っている中で、
グーグルのサービスを使いたいというニーズは多くはない
が、パソコンでも海賊版OSを利用していたからか、本体
のOSを置き換えて利用する人も少なくない。アプリに関
してもさまざまなベンダーからアプリのマーケットプレイ
スが出ており、中には海賊版を配信するところもある。

つまりパソコン同様、ソフトウェア的な付加価値は
削って、許容できる価格帯で最高のパフォーマンスを出
せて、かつ知名度がある機種が人気になりがちだ。

1、2年前には、スマートフォンの端末価格だけが目
立っていて、3Gプランは2Gプランに比べて高い印象が
あった。したがい家では無線LANルーターでダウン
ロードし、外出中は2Gで音声通話とダウンロード済み
コンテンツを利用し、チャットやネット小説などテキスト
データ中心という人は多かった。それでも最近は3Gに
乗り換えるユーザーも増えてきた。

携帯電話・スマートフォンでの用途においてもパソコ
ンでの利用と同様に微博ことミニブログの増加が目立
つ。Twitterの後に中国で微博が出たように、Face-
bookの後に「人人網」や「開心網」といったそっくりなサ
イトが登場し、当初は農場育成ゲーム「開心農場」でブ
レイクしたものの、微博の台頭に対し影が薄くなってい
る。人人網はDeNAと提携（グリーも騰訊と提携）した
ほか、位置情報サービスや動画サイトを取り込むなど、
中国独自のSNSサービスを模索している。

微博がコミュニケーションの主流へ	 	
政府も微博対応にあの手この手

そこで、微博の近年の動向について紹介する。微博
にフォーカスが当たったのは2011年7月の中国高速鉄
道事故だろうか。当時はまだスマートフォンは売れ始め
た段階だったが、高速鉄道に乗車する人々は経済力の
ある人ばかりだったので、事故が起きるや微博で状況
をつぶさに書いたことにより、情報が拡散した。それ以
前は、事件があった際にはカメラで写真や動画を撮影
し、それをアップロードすることがよくあったが、この事
件から、より微博が注目されるようになった。2012年の
春節の年が変わる瞬間には、新年を祝うツイートが3万
2312件に上った。これは日本でのアニメ映画『天空の城
ラピュタ』のテレビ放送内の滅びの呪文「バルス」を唱え
た瞬間の2万5088件のツイートよりも多い。各社の微
博はTwitterのまねからゲーム、コミュニティー、位置情
報などさまざまな機能を加えており、だんだんとTwit-
terとは別のサービスだといえるようになってきている。

ただ、政治に敏感な中国人はそう多くはなく、ほとん
どの微博利用者は新しい暇つぶしのコミュニケーション
ツールとしか思っていない。とはいえ事件が起きれば、
情報はそれまでにないほど拡散する。中国政府はネット
世論対策に関する研究を行っているが、特に微博は注
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目のサービスとされ、微博世論に絞ったネット世論対策
の書籍が多く発刊されるようになった。世に出回ってい
る微博のネット世論対策書籍では「噂が立ったときは素
早く公式なアカウントからコメントを出す」「普段から信
用されるよう誠意を持って民と対話する」などといった
内容とケーススタディーが書かれていて、これを「微博
問政」と呼ぶ。「微博での完全な世論対策は無理」と分
析があるも、中央政府は地方政府などに積極的に微博
問政を呼びかけた。結果として、地方政府の各担当者
は微博の公式アカウントを取り、積極的に情報発信する
ようアピールしたが、勢いは最初だけで、現状ゾンビア
カウントとなっている公式アカウントも少なくない。

2012年からは微博対策がさらに強化され、実名で登
録しなければ書き込みができなくなった。また2012年
のエイプリルフール前後には、微博サービス大手「新浪
微博」「騰訊微博」2サイトが、同時に「評論」（Twitter
の「返信」に当たる）機能を停止したこともあった。中国
の政治に関与せずネットを利用できればいいと思う人
は多く、ネット検閲について未経験の人も多い中で、こ
のような今までにない露骨なネットサービス停止に驚か
され、ネットコントロールを実感する市民は少なからず
いた。政府のいう「デマ・扇動」対策がなりふり構わぬ規
制の理由であり、過去にネット規制が緩まった前提がな
い以上、今後も強化されていくと思われる。

中国は一貫して「中国のインターネットは自由」とアピー
ルしている。2012年4月の外交部会見で「中国のイン
ターネットは開放されている、インターネットユーザーは
十分自由を享受している。中国では短時間に5億人の
ネットユーザーと3億人のブロガー、ミニブロガーが誕生
している。これは、中国のインターネットの吸引力とオー
プン性を示すのに十分」と外交部スポークスマンが発言
しており、これを自由なインターネットの理由としている。

「優酷土豆」の登場で動画コンテンツ価格は下落	
正規版コンテンツ登場も根強く残る海賊版

北京五輪で海賊版動画が問題視されてから、コンテン
ツホルダーがコンテンツ配信者をよく訴えるようになり、動
画サイトの競争の中で、コンテンツ配信権価格はうなぎ上
りとなった。この過程において、正規版コンテンツを高す
ぎて買えない動画サイトが脱落していき、「優酷網（YOU-
KU）」「土豆網（TUDOU）」の2サイトに人気が集中した。
両サイトのキラーコンテンツ購入合戦は海を越え、日本関
係では2011年末に土豆網がテレビ東京と提携し、人気ア
ニメ『NARUTO』などの正規版アニメを配信し始めた。

そんな中、2012年3月12日にライバル関係にあった
優酷網と土豆網が突然の合併を発表。新企業名は「優
酷土豆」で、「優酷」と「土豆」のそれぞれのブランド名は
残ったが、首位の優酷土豆が2位以下のシェアを大きく

出所　CNNIC調査（2011年 12月）、筆者推計

PCの用途 利用人口 利用率 モバイルの用途 利用人口（※） 利用率
1位 チャット 4億1510万 80.9% 1位 チャット 2億9583万 83.1%

2位 情報検索 4億740万 79.4% 2位 情報検索 2億2107万 62.1%

3位 音楽視聴 3億8585万 75.2% 3位 ニュース 2億1680万 60.9%

4位 ニュース 3億6687万 71.5% 4位 音楽視聴 1億6269万 45.7%

5位 動画視聴 3億2531万 63.4% 5位 ネット小説 1億5735万 44.2%

6位 オンラインゲーム 3億2428万 63.2% 6位 SNS 1億5058万 42.3%

7位 ブログ 3億1864万 62.1% 7位 微博（ウェイボー）・ミニブログ 1億3706万 38.5%

8位 微博（ウェイボー）・ミニブログ 2億4988万 48.7% 8位 オンラインゲーム 1億751万 30.2%

9位 電子メール 2億4577万 47.9% 9位 掲示板 1億573万 29.7%

10位 SNS 2億4424万 47.6% 10位 メール 8579万 24.1%

11位 ネット小説 2億267万 39.5% 11位 動画視聴 8010万 22.5%

12位 オンラインショッピング 1億9395万 37.8% 12位 オンラインペイメント 3061万 8.6%

13位 オンラインペイメント 1億6676万 32.5% 13位 オンラインバンキング 2919万 8.2%

14位 オンラインバンキング 1億6624万 32.4% 14位 オンラインショッピング 1689万 6.6%

15位 掲示板 1億4469万 28.2% 15位 オンライン旅行予約 1424万 4.0%

16位 クーポンサイト 6425万 12.6% 16位 クーポンサイト 1032万 2.9%

17位 オンライン予約 4207万 8.2%
※モバイルの各用途の利用人口は書かれていないが、母数は3億5600万人と書かれているの
でそこから筆者が算出した。18位 オンライントレーディング 4002万 7.8%

資料7-2-1　中国におけるインターネットの用途と利用人口
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引き離したことで競争が減り、配信権価格の相場が2
分の1から10分の1程度下落したといわれている。

高画質化や有料によるプレミアムコンテンツ化は優酷
など各動画サイトが2010年末よりサービスをスタート
しているが、うまくいっていないようだ。1映画ごとに3
〜 5元（40 〜 65円）、または月額10 〜 30元（130 〜 390
円）程度で利用できるが利用者は少なく、有料サービス
の年間収入が100万元（約1300万円）に満たないところ
が多い。その背景にはやはり、DVDショップで売られ
る高画質な海賊版ディスクや、訴訟が当たり前となって
もなおも動画サイトにアップロードされる海賊版コンテ
ンツの存在があり、各動画サイトは頭を悩ませているよ
うだ。

人気のオンラインショッピングは	 	
信頼を求め C2CからB2C へ	

オンラインショッピングはYahoo!オークションのような個
人対個人（C2C）の淘宝網（TAOBAO）人気一辺倒だった
が、楽天やアマゾンのようなB2Cサイトも徐々に人気を上
げている。淘宝網から分かれたトップシェアの「天猫（旧淘
宝商城）」を、デジタル製品の「京東商城」、本の「当当網」、
アパレルの「凡客誠品」が追う。B2Cの利用者増で、白物
家電をはじめとした高額商品も売れるようになった。

淘宝網は審査なく出店できるのでニセモノや粗悪品
販売など消費者センターへの苦情は絶えない。そうし
た中でB2Cはサイトが審査した企業ばかりが販売する
とあり、信用ができると利用者を伸ばした。

こうした中で2010年に楽天が百度と提携して中国で
「楽酷天」というサイトを、日本のヤフーは淘宝網と提携
して日本で「Yahoo!チャイナモール」、中国で「淘日本」
というサイトをそれぞれ立ち上げたが、知名度が上がら
ぬまま、2012年の3月にすべてのサイトを閉鎖した。

中国社会ならではの問題はネットにも	
「悪性競争」と「金による評価操作」

海賊版問題は解決してきたが、中国で最近ネット企業
のモラルが問題視されている。ひとつが「企業間の悪性
競争」だ。特にチャットソフト「QQ」で一世を風靡した「騰
訊（Tencent）」が問題視されている。中国では、米国での
サービスリリース後に新しいネットサービスとして模倣

サービスが登場するが、その中には無名のベンチャー企
業が社運をかけて真っ先にリリースしたサービスもある。
しかし新サービスが登場するや、後発の騰訊が同種の
サービスをリリース。ほとんどのインターネットユーザー
が所有するQQのアカウントをそのまま利用できるとい
うことで、ユーザーが騰訊のサービスに走ってしまい、ベ
ンチャー企業がまったく育たないという結果となる。騰
訊は特にひどいが、多くのポータルサイトが同様のことを
行っている。騰訊などに対し抗議行動に出る人がしばし
ばメディアで話題となり、悪しき商習慣だと指摘される。

こうした話は企業に限ったものではない。例えば
2012年の4月に改正著作権案の草案が出され、音楽作
品は3か月間他人が模倣できないとした。これに音楽
家が大反対した。わずか3か月後に著名な歌手が歌っ
てしまうことで、その歌の認知は、もともとの歌手では
なく、歌を拝借した著名な歌手が歌う曲になってしまう
ことを危惧しているからだ。

もうひとつの問題「金による評価操作」もメディアで
問題提起こそされているが、習慣化しており直し難い
状態だ。微博のフォロワー数のほか、App Storeなどコ
ンテンツストアでの評価や、オンラインショップの評価も
金で買うことができてしまう状況だ。淘宝網では評判
を販売する店が多数あるほか、配送業者と結託して商
品を配送したことにして取引数を増やすことが常態化
している。

また、淘宝網は一部の営業マンが出店側にみかじめ
料を求め、払わない企業に対し評価を下げるということ
も報じられており、こうしたさまざまなニュースから、
ネット企業にも企業モラルが問われているとともに、口
コミ評価が信用されなくなっている。

とはいえ、データの改ざんや悪性競争など中国の習慣
的背景によるインターネットの問題点は、影響力のある
テレビ局CCTV（中国中央電視台）の番組での問題提起
や裁判所の裁定をトリガーに、少しずつ改善するだろう。

海賊版問題もスマートフォン普及のタイミングで海賊
版アプリ・コンテンツを一掃しようとキャリア各社は努
力し、少しずつ改善している。

中高年や農村部でのインターネット普及はこれから
で、市場は伸びしろはある。日本のベンダーにとっても
中国市場は魅力的になっていくだろう。
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