
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 
 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title 
中国の若者における日本ポピュラー文化の受容 : アニメ・

ファンの受容態度からの考察 
Author 祝, 方悦 
Citation 市大社会学. 12 巻, p.45-63. 

Issue Date 2011-09 
ISSN 1345-8019 
Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学社会学研究会 

Description  
 

Placed on: Osaka City University Repository 



45

中国の若者における日本ポピュラー文化の受容
̶̶アニメ・ファンの受容態度からの考察̶̶

祝  方 悦

１　はじめに

　近年，インターネットの発展とともに，日本のポピュラー文化のさらなる中国への伝播・
浸透が加速され，若者たちに人気を集めている．この現象は，1980 年代に中国大陸に輸入
された日本アニメと 1990 年代に現れた「哈日族」から与えられた影響の延長であると指摘
できる．ここでは，より明確に区別をつけるため，2000 年以降に現れた日本ポピュラー文
化のファンのことを「日本ポピュラー文化愛好者」と呼ぶことにしよう．一方，2000 年以
降にアニメ・ドラマ・漫画・音楽など，あらゆる「インターネット資源」と呼ばれるコンテ
ンツが急速に需要されるようになり，とりわけ「動漫族」というファン層が中心となるブー
ムが生じている．本研究においては，「動漫族」（dong man zu）を，「90 年代に日本アニメ
が中国のアニメ市場を席巻した頃から，日本のアニメ・漫画に強い関心を持ち，あらゆるルー
トにおいてこれらの情報収集することに夢中になる若者」と定義する．彼らが日本ポピュラー
文化へ積極的にアプローチする手段と，これまでのファン層――「哈日族」（ha ri zu）時代
の受容ルートの変化から，「動漫族」の受容態度に変化が生じてきたのではないか，という
仮説を提示し，日本ポピュラー文化の中国における伝播の歴史を踏まえながら，それらを明
らかにするのが本論の目的である．

２　中国における日本のポピュラー文化の伝播について

２.1　主要な先行研究

　『日本動漫影響力調査報告――当代中国大学生文化消費偏向研究』（陳 2009）によると，
中国の若者が「好きな日本のアニメランキング」の上位 20 位に挙げるのはほとんど古いア
ニメであり，『スランムダンク』，『ドラえもん』，『名探偵コナン』などがしばしば登場する．
これらは中国大陸のテレビ局でも放送されていたアニメである．陳によれば，放送に限られ
ているテレビ放送に対して，現在のインターネットが人気になった要因は多元的であるとい
う．
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　『中国動漫新人類――日本のアニメと漫画が中国を動かす』（遠藤 2008）では，新しい言
葉が登場し，「動漫新人類」と表現された．アニメが好きな中国の若者たちは「これまでの
中国人とはメンタリティの異なる」，「彼らはこれまでの中国の政治体制や文化のあり方を大
きく変える力を持っている」（遠藤 2008: 9）と説明されている．遠藤は，2008 年までの調
査結果を示すだけではなく，日本の「動漫」と中国政府との文化・政治問題にも着目してい
る．そして，インタビュー調査によって「動漫新人類」のライフスタイルがある程度把握さ
れ，「動漫」に関係する多層的な社会関係 1) が概括されている．そこでは，「動漫新人類」が
中国の民主化の推進に重要な位置にあるとも述べられている。
　石井健一は，『東アジアの日本大衆文化』（石井 2001）において，台湾，韓国，香港の事
例を分析を通し，それぞれの受け入れの実態を明らかにしている．その三つの地域において，
異文化，特に日本ポピュラー文化には開放的な政策が実施されている．とりわけ台湾におけ
る受容の事例から，ポピュラー文化ファンは熱烈な感情を持ち，経済市場においても商品の
豊富さに圧倒され，容易に受け入れられると述べている．
　金 ying（2010）は，中国における日本ポップカルチャーの受容について，インタビュー
を行っている．対象者は，若者及び中高齢者を含めて 50 名であった．インタビューの結果
としては，①受容や普及状況が過大評価されている，②日本へのイメージが変わっていない，
③日常生活にまで与えた影響も過大評価されている，の３点が強調されている．日本のポッ
プカルチャーは，若者や「動漫族」への受容だけではなく，中国大陸において，全年齢層で
の受容されていることを示している．
　これらの研究では，いずれにしても，理論的に中国大陸側の受容プロセス及び受容態度に
ついて明確に言及していない．一方，中国大陸のほうでは，予算の問題及び文化侵略への抵
抗などの問題があるため，公的な正式版輸入は，まだほんのわずかに留まっている．この程
度の商品化のレベルでは，莫大な中国市場において，若者の消費・需要に追いつくことがで
きないのは明らかである．これらの問題を注目しつつ，歴史的なメディア変容の視点から，
中国における日本のポピュラー文化ファンの受容実態の考察を行うのが，本論の趣旨である．

2.2　中国における日本のポピュラー文化の伝播の 3段階

　ここでは，日本ポピュラー文化が中国内に伝播していく過程を，3 つの段階に分けて論じ
ていく．

　①　1980 年代（テレビアニメ）
　1980 年代から 90 年代は，中国において，テレビの普及が急速に進行した時期である（図
1）．同じ時期，中国のテレビ局はアニメーション番組を海外から輸入し始めた．1980 年 12 月，
中国のテレビ局が初めて正式版の日本アニメを輸入したが，その作品は『鉄腕アトム』であっ
た．『鉄腕アトム』はテレビで放送され，60 年代には国産アニメのみが放送されていたため，
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当時の中国人にとって初の「海外アニメ」として認識された．その当時，子供だけではなく，
たくさんの大人も「アトム」というキャラクターが好きになったという．『鉄腕アトム』は，
日本本のアイドルであるだけではなく，中国の人びとにとってもアイドルでもあった．それ
以降，日本からのアニメの輸入が活発になっていった．

 

図 1　1985 年―2008 年中国テレビ普及率 2)

　80 年代には，日本からのアニメ番組の輸入以外にも，他国のアニメ番組が中国のアニメ
市場で多くの割合を占めていた．アメリカ，ディズニー社製作の『ミッキーマウス』，『トム
＆ジェリー』や，ヨーロッパ発の『バーバ・パパ』など，中国においても幅広い視聴者層か
ら愛され，日本製のアニメよりも，物語の内容上では中国人にむいていると考えられていた．
その理由は，「アトム」はかわいくてたくましい一方，いくぶんか悲劇的な雰囲気に包まれ
ているため，中国の子供にとっては，悲しすぎる部分があるため，とされている．それは，
悲しかったら見ない方がいい，という伝統意識から，そのように思考されていたという．日
本のアニメ番組『一休さん』のなかにも，殺人，犯罪などの要素が含まれていたため，物語
の終盤では一休さんが事件を解決するからといっても，子供にそのような内容を見せられな
いと思っていた保護者も少なくなかった．それに比べ，欧米のアニメのキャラクターは，単
純に可愛らしく，明るいイメージが強く，ストーリーも日常生活を題材とした喜劇の場合が
多い．それに加え，80 年代には，中国の国産アニメも優れた作品を作れるようになり，名
作も多く作られるようになっていた．

　以上の状況により，80 年代とは，日本製のアニメが中国のアニメ市場に入り始めた時期
であり，全国規模のブームとなることなく，各国製のアニメとの競合・競争期であるといえ
よう．
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　②　1990 年代（ドラマ・アイドル・音楽）
　日本のポピュラー文化が中国に伝播した第 2 段階は，1990 年代からである．この時期は，
まさに日本のポピュラー文化の完全制覇期といえる．このころから「日劇」（日本のドラマ），

「動漫」（日本のアニメ・漫画）といった言葉が作られ，人々の生活のなかに入り込んだ．振
りかえれば，アニメの場合は，『ドラゴンボール』，『聖闘士星矢』，『北斗の拳』，『名探偵コ
ナン』，『クレヨンしんちゃん』，『機動戦士ガンダム』等の作品が輸入され，正式版として中
国のテレビ局で放送され，日本のアニメ文化，日本製アニメ作品のレベルについての理解が
深められた時期であった．90 年代当初，中学生，高校生といった年頃の子供たちは一番複
雑な影響を受けていた．
　加えて，90 年代は中国共産党の愛国主義教育がピークになった時期でもあり，子供たち
は愛国心を持つような学校教育を受ける一方，日本製のアニメ，ドラマに強く惹きつけられ
ていた．この時期に愛国主義教育と日本ポピュラー文化との両方からの影響を受け止めた若
者たちと，反日デモに参加する若者との関連は，実に興味深いと思われる．ここでは深く論
じないが，両者は，全く関係がないとも言い切れない．若者たちは，このような日本製アニ
メの強い影響力のなかで，チームワーク，不滅の精神，熱血といった言葉を覚え始め，日本
製アニメに深い好感を抱くようになった．日本製アニメはすでに単純な子供向けのアニメ作
品とは呼べない存在になっている．若者のアニメファンたちは，このような世界を求める自
我意識を喚起され，「魂に届く」といわれるぐらい，強烈な憧れや夢を抱いていた．
　この時期，日本製アニメは，中国アニメ市場での圧倒的な地位を強めていた．しかし，空
前絶後の日本ポピュラー文化ブームを起こしたのはアニメ作品だけではなかった．80 年代
に人気を博した『おしん』などの日本製ドラマの継続として，90 年代には，80 年代と比べ
ものにならないようなアイドルが，次から次へとデビューした．この時期の日本製のドラマ
生産は，多額の資金が投入され，記憶に残るドラマ作品が次々と作られた．これらのドラマ
作品は，日本国内では当然であるが，海外，特にアジア圏内でも絶大な人気を博していた．
ドラマに夢中になり，特に女性の中で高い頻度でその人気が語られていた．この時期に，日
本のドラマに出演するアイドルに熱狂し，崇拝する傾向を持ち，あらゆる手段で彼ら・彼女
らの個人情報を得ることを信条とし，世界が違うドラマスターを夢見て，追いかける，日本
ポピュラー文化の熱狂的ファンが出現し，「哈日族」と呼ばれることになった．
　「哈日族」という言葉は，最初に台湾で使かわれるようになったという 3)．インターネッ
トがまだ普及していない時代において，台湾は中国大陸よりも早く日本ポピュラー文化に接
することができた．政治的・歴史的な背景もあり，台湾政府の異文化についての政策も開放
的で，より深く日本ポピュラー文化に接近していくことになった．ドラマの主人公のファッ
ション，ヒロインの美しさ，切ないストーリー，人をひきつけ夢中にさせる，その理由は一
般的にも理解可能である．しかし，「哈日族」は，その崇拝の対象を精神的な支えとして強
烈にあこがれていた．ドラマの主人公のヘアスタイル，服装などを興味津々と話題にし，自
分と同じ趣味（ここでは同じアイドルに夢中になること）の人と仲間をつくり，スターが住
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まう世界を熱狂的に見つめていることなどが，「哈日族」であるかどうかの判断基準になり
うる．また，「哈日族」と呼ばれるような人びとは，自分たちが崇拝するアイドルが批判さ
れたときに，批判の相手を容赦なく攻撃するという特徴が指摘されている．
　「哈日族」は，80 年代のアニメファンと 2000 年以降のファン，どちらとも異なったファ
ン層である．90 年代の主流メディアは，依然としてテレビであった．しかし，表面的には
テレビが主流であったが，見えない部分では海賊版の映像ディスクがはびこっていた．この
時期，アニメ番組放送は主にテレビ局で行っていたが，ドラマのほうは海賊版 VCD が大き
な存在となっていた．たとえ違法であっても，海賊版ＶＣＤが，ポピュラー文化の伝播に対
して一定の「貢献」をしていたことを無視することはできない．日本製のドラマが人気となり，
流行しだした時期から，中国の VCD 市場に大量の海賊版 VCD が出現し，その一方，テレ
ビ局で放送される日本製のドラマ番組はほんのわずかであった．加えて，VCD の価格は非
常に安く（当時１枚１３０円で，ひとつのドラマ作品が１０枚前後に収録される），発売数
も多く，いたるところで海賊版がはびこっていた．

　③　2000 年以降
　新しいテクノロジーが誕生し，時代が変わっていくと同時に，日本のアニメーション作品
の製作レベルはより高度になり，現代の最新技術を用いて，作品製作に応用するのが普通に
なっていく．日本側のアニメ作品の生産量は増える一方であったのに対し，中国側において
は，アニメ作品の輸入量は比例して増えていなかった．そこには，著作権の問題や印税等の
国内対海外アニメ輸入政策が関与していたと思われる．テレビ局で放送されているアニメ番
組は，90 年代に放送されていたアニメ番組とほぼ同じようであり，新しいアニメ作品は新
たにほとんど輸入されなかったのである．この時期には，海賊版ＶＣＤの存在があることで，
アニメファンの日本ポピュラー文化への需要は大いに満たされていたのである．ほぼ 100％
のアニメファンは，それが違法手段だと承知したで，海賊版を買った経験があること，ファ
ンが海賊版ＶＣＤへの依存性を強めていったこと，公的機関が海賊版を取り締まる規制力が
弱かったことなど，そのすべての要因が日本のポピュラー文化が中国で伝播していくことを
推し進める役割を果たした．海賊版が世の中に広く流通していたのは，2002 年にインター
ネットの定額制（パケットし放題，月に 120 元約 1680 円）が登場し普及するまでの時期であっ
た． 
　インターネットの普及（図 2）とともに，ネット上の情報量も増えていく．求めているコ
ンテンツを探すのに検索エンジンが必要となる．現在，世界最大の検索エンジンは google
であるが，中国国内では，百度（baidu）という検索エンジンが，google を押さえもっとも
使われている．利用者は，まず検索エンジンを使い，アクセスできるサイトを見つけ出す．ウェ
ブ上には，大量なコンテンツ情報が存在し，閲覧することが可能である．さらにコンテンツ
をいつでも見られるようにするためには，（この問題は著作権と関わるのだが）ダウンロード・
ソフトウエアが必要になってくる．
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図 2　中国インターネットユーザー規模 4)

　近年では，中国のダウンロード・ソフトも発達しており，ユーザーのインターネット・ア
クセス状況に応じて，多くの種類のソフトが用意されている．ダウンロードする場合，現在
のインターネット回線のスピード，パソコン環境，ダウンロード・スピードなどを考慮し，
自分の環境に一番合うダウンロード・ソフトを選択する．一部のアダルトアニメ・漫画・ゲー
ムサイト（極めて少ないが）を除き，ほとんどのサイトでは，コンテンツのダウンロード料
金は無料である．さらに，コンテンツの更新も驚くほど素早く，近年，テレビ放送の場合で
は，ほぼ日本で放送されるのと同時期にアップロードされる．このように，インターネット
上において日本のポピュラー文化のコンテンツ情報が人気になるための条件が整っている．
　それと比べ，主流媒体――特にテレビの場合は，2000 年以降も海外アニメの輸入量は 90
年代頃のレベルにとどまっており，2000 年以降に製作されたアニメ作品は，中国の国内テ
レビでほとんど見当たらない（北京において受信できない地方のチャンネルでは，ごく希に
見かけるという情報もある）．また，テレビ局で放送される日本製アニメは，中国語に吹き
替えた正式版であるが，オリジナル作品の日本語バージョンこそが，〈ホンモノの〉日本ポ
ピュラー文化愛好者に熱望されるのである．インターネットを使えば，好きな番組がいつで
も見られるという自由な感覚が与えられているため，若い視聴者は次々とテレビの前から立
ち去っていく．中国の大衆文化の主流メディアとして，現在でもテレビはかなりの占拠率と
なっているが，特に日本のポピュラー文化の愛好者にとっての主流メディアは，もはや，新
時代，テクノロジー時代の産物――インターネットに変わったといえる．
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３　インタビュー調査の実施：対象と方法

　新たなメディアとして，「動漫族」に頻繁に用いられているのは，インターネット・ダウ
ンロードという回路である．しかし，より具体的に言えば，P2P 技術というシステムによっ
て支えられている．P2P とは，「peer-to-peer」の略称であり，クライアントサーバー方式と
対比される，ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し，データを送
受信する通信方式である．概略的に述べると，「対等」という含意があり，「仲間 対 仲間」
と訳すことができるように，「対等なインターネット」と表現することができる．もう一つ
の新しいメディアは，アニメーション専門雑誌である．アニメ雑誌『動感新勢力』（Anime 
New Power）5)は，創刊して8年になるが，その間ずっと，中国のアニメ専門雑誌の販売数トッ
プを占め続けている．毎月の発行数は 20 万部といわれ，現在では，中国で最も知られてい
るアニメ雑誌であると言える．
　このようなメディア使用の現状が，研究の背景と位置づけられる．本論における「日本ポ
ピュラー文化」とは，さまざまなインターネット・ツールやアニメ専門雑誌といった，新し
い媒体の中にこそ存在し，それを求めている者が現代のテクノロジーを利用し，コンテンツ
情報を獲得できるようなものである．そして，それは必ずしも実体的な存在ではない．
　その理由は二つある．
　一つ目は，「日本ポピュラー文化」の受け皿（受け手）は中国の若者であり，現在では日
本のポピュラー文化と容易に接することができる者は非常に多くなっているからである．二
つ目は，日本のポピュラー文化と接する手段といえば，テレビなども挙げられるが，本論で
は，主に 2000 年以降の「日本ポピュラー文化愛好者」の情報入手の手段として，主にインター
ネットと雑誌というメディアを想定しているためである．これはメディア研究の視点であり，
受け手の能動的な消費行動から見る視点でもある．
　筆者は，日本ポピュラー文化愛好者の中国における受容実態をよりいっそう深く掘り下げ
るため，若者を中心にインタビュー調査を行った．調査項目は，主に次の三つである．(1)，
雑誌について．(2)，インターネット・ダウンロードについて．(3)，日本全般について．イン
タビューの対象は，北京大学動漫サークルの部員とした．日本のポピュラー文化が中国に進
入するルートにおいては，インターネットの役割が非常に大きいが，インターネット・ダウ
ンロードやオンライン視聴のデータを入手することは，今の段階では困難であると考えられ
るため，インターネット上のコンテンツは分析対象として取り上げないことにした．
　対象となった北京大学のアニメサークルは，「雲火動漫社」という名称である．中国全体
において，アニメサークルが存在している名門大学は少なくないが，北京大学のアニメサー
クルを選択した理由は，大学の知名度，代表性，データ入手の可能性など，本研究の主題
に総合的に最も適していると判断したためである．それに加え，「雲火動漫社」は，頻繁に，
アニメサークル主催のイベントを催す．アニソン（アニメソング）カラオケ大会，アニメ吹
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き替え大会，アニメ映画祭など，毎年，アニメ愛好者を盛り上げるため，こういった企画を
実施している．部員のなかには，漫画好きな人が多くいて，個人の趣味で同人誌を発行し，サー
クル内で回覧もしている．「動漫族」と呼ばれるファンたちの感情はいつも熱心であり，サー
クル全体としては，いかにメンバーの気持ちを持続させ，まとめあげてイベントを企画する
ことが重要と思われるが，それには困難がつきまとう．北京大学「雲火動漫社」は，一つのサー
クルとしてよくまとまり，代々の部長によって受け継がれていく精神が，昨今の中国の大学
では貴重な存在である．そして，非常にチームワークが良いことも特徴となっており，今回
のインタビュー調査が順調に進む一つの大きな要因となった．

　筆者によって実施されたインタビュー調査は，半構造化インタビューであり，一定の質問
項目によって進行するが，回答者の答えによって，話題をある程度自由に展開するというも
のである．具体的な調査の日程は次の通りである．

　　　日程：2010 年 3 月 15 日～同年 3 月 23 日
　　　場所：北京大学内にある喫茶店（泊星地）
　　　方法形式：聞き取り調査
　　　対象：北京大学現役及び北京大学を卒業した学生，合計 30 名（男性 12 名，女性 18 名）
　　　時間：一人当たり 25 分から 50 分

　本研究の目的は，中国における日本ポピュラー文化愛好者が，日本ポピュラー文化と接す
るプロセスと受容態度を知ることである．したがって，直接対面する状況で話を聞くのが最
も適切であると判断した．質問紙を用いたアンケート方式では，質問紙にある問いに限定さ
れてしまうことが多いのに対し，インタビューの場合には，適切に話題を展開していくこと
が可能である．筆者自身も，一人の日本ポピュラー文化愛好者として，アニメファンの中に
入りこむことで，より信頼を得ることができ，会話がスムーズに進んだ．今回のインタビュー
調査の対象は，日本語の学習者に限定されておらず，日本ポピュラー文化に接触するのに，
ある程度の日本語の能力が必然的に関連するものではないということも分かった．

４　インタビュー調査の結果（まとめ）

4.1　アニメ専門雑誌『動感新勢力』について

　インタビューした北京大学「雲火動漫社」のメンバーの半分以上が『動感新勢力』を知っ
ており，自分の周囲の人も購読していると述べた．対象者の大半は，初めて『動感新勢力』
を読んだのは創刊から数年後であった．創刊時から読んできたのは二人だけだった．
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　　　　僕が最初に『動感新勢力』を知ったのは，電動ゲーム雑誌『電子ゲームソフト』（通
　　　称『電ソフト』）からです．『電子ゲームソフト』をずっと読んでいて，たまたま，そ
　　　の号にアニメコーナーの増刊があって，おもしろいから，それからずっと買い続け　
　　　て，2008 年頃から学校でインターネットを使ってダウンロードすることが出来るよ
　　　うになり，雑誌本体は買わなくなりました 6)．
　　　
　これは，インタビュー対象が現役大学生であるため，『動感新勢力』の創刊当時，2003 年
にはまだ中学生，高校生だったため，自分の自由にアニメなどの娯楽作品と接することは難
しかったためと考えられる．アニメ雑誌を読むようになったきっかけはさまざまであった．
周囲の知り合いが読んでいて，おもしろく思うようになり，それから購読するようになった
ケースが多く見られた．もちろん，中には，もともとアニメ・漫画等に興味があり，一冊を
友人のなかで回覧していたというケースもあった．また，インターネット定額制が普及し始
めた頃，アニメ情報などが現在ほど大量ではなかった時期に，アニメや漫画が好きで，その
ようなアニメ情報を探したところ，たまたま雑誌販売所で見つかり，デザインに引き付けら
れ，特に付録のプレゼントがほしくて購入するきっかけになったという人もいた．

　『動感新勢力』が好きな理由についての質問では，回答はさまざまであった．雑誌につい
ては，どの部分でも愛読されているようである．『動感新勢力』にはコラムの頁が多く，評
論コラムが満載のおもしろさが読者に受け入れられている．また，新しい情報も豊富である．
インターネットではたまにしか見かけないアニメ作品について，雑誌においては詳しく書か
れているのである．つまり，『動感新勢力』は娯楽性が高いと言われている．インタビュー
対象者のコメントのなかに「オタク度が高い」という発言があった．「オタク」という言葉は，
中国でほぼ「専門家」に近い意味と解釈されているため，「オタク」要素が入っている度合
が高い，とは，専門性が高いという意味と考えられる．言い換えれば，相当のアニメファン
でなければ，雑誌記事の文章が読めないことにつながっていく．

　　　　この雑誌は，私をもっと「オタク」にしてくれます．雑誌本体は「オタク」が書い
　　　ているようで，よく中国のオタクが使う専門用語が多いので，自分もどんどんその世
　　　界に入り込んでいく．しばらく読んでいなかったら，書いている記事の文章の意味が
　　　分からなくなっちゃう．（笑）7)

　　
　読者の声から分かることは，現在のアニメーション作品はまず多元化しているということ
である．さまざまな要素がとり入れられ，キャラクターの性格や周辺の環境なども大きな変
化が生じている．日本社会が発展するにつれて，その時代に応じて，時代ごとの現象がア
ニメ作品の中に見いだすことができる．空虚なもの，SF シリーズ大作，人間の精神の崩壊，
大人っぽい子供，こういった社会現象と関連し，時代時代の人々が求めている内容とも関連
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する要素を含んだ，現代にふさわしいアニメーション作品が作られてきた．現代の最新技術
を応用し，視覚的表現としてパーフェクトを求め，アニメ産業を支えるために利益を追求し，
アニメの量産化が進んでいること，こういった情報は，アニメ専門雑誌を通じて，広く中国
の若者に伝わってきている．

4.2　インターネットについて

　インターネットでアニメーション作品がダウンロードできることを知ったきっかけは，と
いう質問に対し，答えは二つに大別される．第一に，中学・高校時代から，すでにインターネッ
トでアニメの検索を始めており，アニメに関する情報を探す場合は知人からの紹介があり，
どのサイトでアニメがダウンロードできるか，インターネットで検索し，関係情報のコンテ
ンツにたどり着く，というパターンが一般的である．第二に，大学に入ってから始めたとい
うパターンである．このような場合は「FTP」という学内専用のダウンロード領域を使う
という．「FTP」も共有ファイルを作るために，共有ハードディスクが必要となるが，インター
ネットでこのハードディスクの IP で検索すれば，そのなかのコンテンツを全部高速でダウ
ンロードすることができる．

　中高時代から

　　　　私は中一から漫画を始めました．その頃，ちゃんと翻訳された漫画は少なかったか
　　　ら，2004 年からインターネットを使って，漫画やアニメの検索をし始めた．友達は
　　　ダウンロードして観るのが多いけど，私はオンラインでアニメの動画を観るパターン
　　　です．あんまりダウンロードはしなくて，海賊版の DVD を買ったこともある 8)．
　　　　
　大学に入ってから

　　　　大学に入ってから，ネットでアニメの検索をするようになり，ネットに書かれてい
　　　る作品紹介や制作状況を見たのがきっかけで，アニメのダウンロードをするようにな
　　　りました 9)．
　　　
　ダウンロードの頻度については，回答はそれぞれだった．現在は，大学でのインターネッ
ト回線のスピードが速いため，オンライン動画を選択する傾向がある．実際にダウンロード
をする時間は 2，3 時間程度である．授業とダウンロードの時間を確保するため，勉強する
時間がなくなるほどアニメにはまった人もいる．しかし，このような生活を毎日送っている
わけではなく，ある時期には，アニメなどまったく観ずに，勉強に専念する．日本側のアニ
メのワンシーズンが過ぎたあと，集中的にダウンロードをし，観るアニメファンもいる．

　今回インタビューした 30 名の若者のなかには，主流アニメだからそれを見るという選択
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基準を述べる者がめだった．

　　　　アニメは，人気や評判が高く，以前に原作を読んだことがある作品，画風，監督を
　　　総合的に見て選びます 10)．　　　　　　　　
　　　
　　　　アニメを選択するのは，新番（新しいアニメ番組）がほぼ基準です．各アニメサイ
　　　トに今月の新番リストが載っているので，作品を探すのも楽になります．好きそうな
　　　アニメを自分のリストに加えて，順番にダウンロードします 11)．
　　　
　選択の基準として，キャラクターデザイン，アニメジャンル，人気，原作の人気度，字幕
組，ストーリーなどが挙げられた．そのルートとしては，インターネットにおけるアニメ新
番組の紹介やアニメ雑誌の情報コラム等を参照しながら，総合的にアニメ作品を選んで観る
のが一般的のようである．現在では，インターネット・サイトやアニメ雑誌に人気アニメの
ランキングが載っているのが一般的となり，これがアニメファンの選択に大きく影響してい
ると考えられる．人気アニメしか観ないアニメファンもいた．このような受容態度は，そも
そも「ファン」といえるかどうかも再検討する必要があるだろう．

　アニメファンのなかでも，アニメに関する知識が高い人は，アニメランキングなどに影響
されず，自分が好きなアニメを観るという信念を持ち，専門性が高く，アニメ作品に自分の
見解から評論できる人を「オタク」と呼ぶことができる．ここでは「オタク」という呼称に
対して，独自の位置づけを試みた．日本の「オタク」とはかなり異なる受容態度であり，中
国における，オタクではない「オタク」に，より多くの研究上の関心を持っている．このよ
うな人たちは，近年の新番組だけではなく，古いアニメも探して観て評価するのが一つの趣
味であるという．主流アニメ作品であふれるアニメ市場において，優秀なアニメ作品がどん
どん姿が消え，商業用アニメ作品が多くなっていく中で，埋もれてしまっているような作品，
一般向けではない，あまり知られていないアニメ作品を探し出し，より多くのアニメファン
に知らせるために，さまざまな活動や宣伝をする中国の「オタク」は常に尊敬されていると
思われる．

　　　　僕はアニメを鑑賞するのに，もちろんその作品に対する評価が重要な参考になると
　　　思いますが，自分の好きなタイプがはっきりしているので，ほかからの意見にあんま
　　　り左右されず，例えば，古いアニメを今は大量に探して観ています．それ以外に，ラ
　　　イトノベルにもすごく興味があって，電撃文庫の本をよく読んでいます．もちろん，
　　　インターネットで 12)．
　　　
　インターネットがまだ普及していなかった時期に，アニメをどのような方法で視聴するの
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かについての質問では，回答数が一番多かったのは海賊版 DVD である．2005 年頃にインター
ネットはすでに広く普及していたため，海賊版は徐々に姿を消していった．DVD を作成す
るのは技術的に容易にできるようになったため，海賊版が獲得していた莫大な消費者は，次
第にいなくなっていく．
　もちろん，海賊版 DVD 以外に，主流媒体――テレビ放送の機能も顕著であった．中国の
若者は日本のアニメを観て成長していると言われるほど人気があったのにもかかわらず，ア
ニメーション作品の新規の輸入数は少なかった．『日本動漫影響力調査報告――当代中国大
学生文化消費偏向研究』（陳 2009）によると，中国の若者が好きな日本のアニメランキング
の上位 20 位にあるのは，ほとんどが古いアニメ作品であり，『スランムダンク』，『ドラえも
ん』，『名探偵コナン』などが挙げられている．これらは，中国のテレビ局で放送されていた
アニメ作品である．放送だけに限定されているテレビ放送と比べると，現在，インターネッ
トにおけるアニメーションの視聴が人気となった要因は多元的である．たとえば，テレビで
は日本のアニメ作品があまり放送されない，日本語を覚えたい，インターネット上のコンテ
ンツがより豊富である，といった要因もあるだろう．日本のポピュラー文化が中国に伝播す
るきっかけはテレビ放送であったが，今現在インターネットこそ日本ポピュラー文化の繁殖
地となったことは間違いない．

５　考察：中国の若者における日本ポピュラー文化の受容

5.1　熱狂と理性

　第１節では，「哈日族」の概況を述べた．「哈日族」は 90 年代頃に現れ，一つの世代の若
者たちに影響を与えた．それでは，現在の「愛好者」は「哈日族」に当てはまるのか．この
問いは，インタビューによる実態調査でさらに探求された．「哈日族」が求めているのは，
アイドルや歌手に始まり，その周囲の生活環境や習慣などにも興味を持ち，「日本」という
名称に全面的にあこがれる．これに対して，日本ポピュラー文化愛好者は，その名称からも「愛
好」という意味が強調され，単なる趣味で愛好している存在である．愛好者にはファンクラ
ブのような組織が存在しないので，それぞれが独自のやり方で日本ポピュラー文化を消費し
ている．
　インタビューにおいては，「哈日族」という名称への認識について，まず自分は決して「哈
日族」ではない，と言い切る語りが見られた．日本ポピュラー文化のなかでも，ただ「動漫」
が好きで，アニメ・漫画を知るようになってから，関連する日本の歴史や古い文化などに興
味を持つようになったと言った人もいた．日本という国を意識しながら，政治，経済，文化，
生活に全般的な興味がある程度で，自身の判断を明確に持っているため，日本ポピュラー文
化についても客観的に述べることができる．
　特に，2003 年以降の日本ポピュラー文化愛好者は，イメージ的に既に「哈日族」とは分
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離しており，現在の「動漫族」から見ると「哈日族」というイメージはそぐわないため，「動
漫族」は「アニメ・漫画のファン」として，「哈日族」は「前時代的な概念」として扱われ
ているのである．広義の定義からすると，「哈日族」と「動漫族」が消費する対象は「日本
から生まれたもの」で類似性があるが，狭義の定義では，その愛好するジャンルと態度がまっ
たく違う．したがって，「哈日族」と「動漫族」は，彼ら・彼女ら自身の定義からは関連性
がないと考えられている．「哈日族」が日本からの文化商品を全面的に受け入れるのに対し，

「動漫族」は日本に対し，微妙で複雑な気持ちを持っている．かつての「歴史問題」と現在
の日本の魅力，関連性がない二つの物事に関して，矛盾した感情が生じていると見られる側
面もある．「動漫族」が「哈日族」と違うという有力な根拠とは，「哈日族」のなかの「日」
は日本を意味するが，「動漫族」は日本以外の国も好きで興味があると言うことである．そ
の受容態度は，崇拝するわけでも，熱狂的なわけでもない．また，流行現象やアイドルにも
興味を持たないなどの特徴もある．「動漫族」はアニメ・漫画が好きで「動漫族」といわれ
るようになったのだが，日本のアニメ・漫画だけが好きなわけではなく，優秀な作品が観た
いという心境を常に持っている．

　　　　まず自分は絶対に「哈日族」ではない自信がある．愛好者と「哈日族」の最も大き
　　　な違いは，その度合いにあると思います．文化が好きと流行が好きとはイコールでは
　　　ないので，「動漫族」はアニメ作品を通して，日本の文化を認めているわけで，ただ
　　　の外見上の真似とは違います．でも日本に行ってみたい気持ちはいっぱいですけどね
　　　（笑．）これは「哈日族」と同じかもしれない 13)．
　　　
　　　　最大の違いは，愛好者は日本に「哈」をしないこと．「哈日族」は日本のものであ
　　　れば好きになれるなどはただの熱狂的なファンで，文化への認識に深みがないので，
　　　ただの好きじゃ，本当の文化への理解にならないからです 14)．
　　　
　典型的には，「生まれ変わったら日本人に生まれたい」などと発言する「哈日族」の日本
ポピュラー文化に対する受容態度は極端であり，流行に非常に敏感であり，日本のアイドル
の服装をまねたりする場合が多く，実在の人物のまねをし，身体も心も日本のファッション
などに気分を寄せていく．「動漫族」でも，「哈日族」と同じように何かを模倣することがあ
る．それは，アニメやゲームのなかのキャラクターをコスプレする行為も，広義では一種の

「まねをする」ことに入る．だが，キャラクターのコスプレ，二次元の人物のまねとなると，
別の意味も出現する．近年，中国の若者のあいだで，特に大学にあるアニメサークルによる
コスプレ大会が開催され，動漫族のなかに広く人気を得ている．そのような受容態度は，「哈
日族」のように熱狂的なのだろうか．
　日本ポピュラー文化愛好者は，「哈日族」に比べて理性的であるように思われている．日
本の文化に対して，ある程度賞賛するが，一つの尺度ですべてを計ることはしない．ほとん
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どの愛好者たちは，作品を鑑賞・評価するときに自分の好みを明確にしつつも，同時に他人
の好みも聞き入れる．このように，交流を持ちながら，より多くの情報を手に入れるのであ
る．さきほど述べたように，「哈日族」は「まねをする」傾向があるのであれば，動漫族で
もコスプレという形で「まねをする」とも考えられる．コスプレという「まね」が許されて
いるのか，「哈日族」のようにファッションに敏感，流行ものの「まね」が許されないのか．
これも今後の課題として興味深いことの一つである．日本ポピュラー文化愛好者は，関心を
持つ領域が広いといわれている．アニメ・漫画だけではなく，歴史や風俗習慣や現代文化に
さまざまな興味を持っている．アニメ・漫画以外にも趣味が多方面にわたっているため，外
見からは一般の人と同じように見える．
　インタビュー調査からは，日本ポピュラー文化愛好者も，日本に行ってみたいと思ってい
ることがわかった．アニメや映画の影響で，旅行・留学・仕事などの機会を得て，一度は日
本に行きたいと考えている．日本に対する印象も，第二次世界大戦後に比べ，変化している．
文化・経済方面の出来事に注目することが多くなっている．礼儀正しいが，遠慮をする，全
体的に向上心が足りない，社会のプレッシャーが巨大で，そのわりに科学技術と経済がすご
いスピードで成長している，というイメージを，日本に対して持っている．そして，日本の
まじめな精神こそ一番見習うべきであるという．近年，日本のアニメ作品は重苦しい物語が
多くなり，それが海外に伝播して，視聴者（受け手）は自然に「日本社会の変化」と認識す
るためか，インタビューの回答の中には，日本社会は暗い，自分という存在を過剰に意識す
る，ある意味では中国社会と同じと感じられる，といった感想もあった．このインタビュー
調査を通じて，昔からずっと伝わってきた中国の伝統文化の一部，人々が誠実，信用できる，
町がきれい，情熱，努力家，など，「中国の誇り」と思っていたことを，現在の日本に見い
だすことができることが悔しいと思っている中国の若者が存在しているように思われる．
　まとめると，「哈日族」と「日本ポピュラー文化愛好者」の基本的な違いは，その受容態
度が理性的かどうかにある．今まで「哈日族」は中国社会においてはたくさんの批判を受け
てきたが，「哈日族」と「愛好者」の行動を個別に具体的に見てみよう．「哈日族」は，熱狂
的に日本のアイドルを崇拝し，日本文化についてほぼ全面的に無条件で受け入れる．憧れの
あまり，日本という国全体を崇拝しだし，自分の国籍上の範囲を超えて，意識の上では，精
神すべてを日本に見習い，日本こそは理想的な国だと考える．「愛好者」は現在の日本文化
についても客観的に見ることができ，その前に民族感情が横切ることもあり，戦時の日本に
対しては反感を抱いているのが一般的と認識されている．これにより，「愛好者」と「哈日
族」との区分は，理性と熱狂であるように見えるが，そのもっと深いところでは，「民族感情」
という忘れられがちな礎石も，現在の中国の若者の中にやはり存在しているようである．こ
れは本研究を経て，たどり着いたもう一つの，日本ポピュラー文化の受容態度についての重
要な要素であると考えられる．
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5.2　主流と非主流

　引き続き，日本ポピュラー文化愛好者についての考察を進めていこう．日本ポピュラー文
化愛好者が求めている関心のジャンルは非常に広範であり，ドラマ・音楽・アニメ・漫画・
映画などに興味がある一般のファン層は「哈日族」のように極端な態度ではなく，「動漫族」
のようにアニメ・漫画だけでもない．日本のポピュラー文化の中のさまざまな領域に関心を
持つのである．ゆえに，「哈日族」が出現した 90 年代に比べ，次第に日本ポピュラー文化愛
好者が増大し，主流の存在となっていき，現在「哈日族」は目立たない存在になりつつある．
日本ポピュラー文化愛好者のなかでも，特にアニメ・漫画に非常に興味があり，日本ポピュ
ラー文化と容易に接することができる人々のことを「動漫族」として区別することができる．
日本ポピュラー文化愛好者が形成されると同時に，「動漫族」も形成されていると言っても
よい．「動漫族」は，日本ポピュラー文化愛好者というカテゴリーのなかの一部のファン 6)

であり．ただ，これらのファン層は「動漫族」のような特定の名称（「XX 族」など）を持たず，
また，現実の世界にサークルのような集合地があり，自発的に活動できるような規模には形
成されていない．キャリアが長い「動漫族」は，90 年代のテレビ／海賊版時代からインター
ネット時代にかけて，継続的に存在している．「動漫族」は，インターネット・ダウンロー
ドの始まる以前は，ほぼ海賊版ディスクでアニメなどを消費していた．インターネット時代
の到来で，文化商品を購入すること，消費活動が次第に消えて行き，デジタル化された世界
においては，また 90 年代とは全く別の世界の楽しみが味わえる．
　さらに，90 年代から海賊版を使用していた「動漫族」と，現在のインターネット時代の「動
漫族」とは大きな違いがある．その違いを，「主流動漫族」と「非主流動漫族」に区別して
定義しておこう．「主流アニメ」とは，いわゆる人気アニメのことであり，ランキングの上位，
日本においても，中国においても観客がたくさん確保できるアニメのことである．「非主流
アニメ」とは，一般には知られておらず，人気度が低く，ランキングにも入らないアニメの
ことである．なぜこのように区別することができるのか，それは，やはりインターネットの
効果の現れと言える．
　近年では，アニメ専門雑誌においてもインターネットにおいても，アニメの新作シーズン
になると，まず宣伝に力が入れられているようである．新番組リストが作られ，それぞれの
放送時間，ストーリーなどの情報が満載である．ファンたちは，自分の好みでアニメを選ぶ
とはいえ，インターネット・ダウンロードやオンライン動画によって非常に便利になってい
ることから，アニメ作品を選択することに使う時間を惜しむようになり，新番組を全部一話
から見る傾向がある．自分の好きなものを先に決めず，試しに観ながら自分の好きなジャン
ルを探し出すことは，インターネット時代においてしかできないことであり，今までのよう
に海賊版を買う行為や，アニメの全巻を買う行為とはまったく違う行動パターンである．こ
れは現在のファンたちにふさわしい，最大限にインターネット上のコンテンツを利用する仕
方であろう．また，その選択行為は，アニメの人気ランキングにかなり左右されているよう
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に見られ，周囲の知り合いからの推薦の影響も大きいようである．要するに，みんなが観て
いるアニメや紹介されたアニメを観ることが多くなり，人気度が高くないアニメをあまり観
ないようになっている．インタビュー調査の中で，「人気度の高いアニメを必ず観る」とい
う回答があったが，まさにこれこそ「主流動漫族」の典型的な行動である．アニメの主流の
流行に乗せられたまま，結局自分の好みは何かもからなくなってしまうのである．
　それに対して，全く対照的な「非主流動漫族」は，自分の好きなアニメを明確にしたうえ
でダウンロードするのが一般的である．人気があるアニメも観るが，人にあまり知られてい
ないアニメや古い名作アニメを探し出し，そのおもしろさを伝える役割を果たしている．ま
た，アニメ作品に対して，個人的評論をすることもある．ただ観るだけではなく，アニメの
見どころやすばらしさ，不思議に思うところなどを掲示板に書き込み，全国のアニメファン
と交流を取り合っている．「非主流動漫族」はアニメについて相当な専門的な知識を持ち，
古いアニメ作品と関連づけて視聴することもでき，アニメのおもしろさそのものを増やして
いくのである．このような「非主流動漫族」のことを，中国の「オタク」と呼ぶ場合が多い．
オタクというと，イメージ的には二次元の世界でしか生きられなく，家で引きこもっている
のが，日本での一般的イメージに思われる．近年，普通の人と会話できるようになり，外に
も出られ，外見からは一般の人と違いがないほどオタクが増えてきたというが，中国のオタ
クはまさにこれである．
　「動漫族」は，日本のアニメについて非常に詳しく，漫画やゲームなどにもよく触れてお
り，インターネットのおかげで専門性のある知識を持っている．そのため，アニメにこだわ
り，自ら「オタク」と名乗る人が少なくない．少々自慢気味のところもあるが，羞恥心など
は全く感じられず，むしろオタクになりたいと述べる人もいる．普通の友達を作り，異性と
でも普通に付き合うことができる．このような人は，インタビューの回答者の中にも実際に
何人かいた．さまざまな情報を参照し，アニメ全般について詳しく情報収集をしてから，観
たいアニメを決める，というやり方であるため，あまりにも主流的アニメや人気アニメにつ
いては，「観る価値がない」「そういうアニメは観ない」とする人も少なくない．それに加え，
必ず原作を読むという．全面的にアニメ漫画を理解しようとする行動により，自分の信念を
アニメに注入したいというファンの意地が強調されて表れている．
　この節では，インタビュー調査の結果に基づき，日本ポピュラー文化愛好者が日本ポピュ
ラー文化を受け入れる実態について，受容態度からの考察を行った．インタビュー調査から
は，アニメ専門雑誌『動感新勢力』は，現在の「動漫族」に非常に読まれているということ
が分かった．特に，付録が魅力的であり，読者を魅了する最大のポイントとなっている．ま
た，インターネットの普及にともなうネットの効果が非常に顕著であることも分かった．イ
ンターネットは，次第にテレビの代わりに文化を伝播するのに重大な役割を担うようになり，
愛好者にとって日本のポピュラー文化に容易に接触する重要なルートとなっている．日本ポ
ピュラー文化愛好者は，「哈日族」とは自らを区別し，理性的であると自身を定義している
ことが明らかになった．さらに，「動漫族」を「主流動漫族」と「非主流動漫族」とに区分
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するという議論を試みた．これは，この 2，3 年の間に新しく現れた動向であるため，主流
と非主流の割合，その区別が形成された原因などの問題については更なる調査が必要である
が，今回のインタビュー調査を実施し，考察を経て明らかにした図式は以下の通りである（表
1）．

表 1　日本ポピュラー文化ファン層の受容実態

６　おわりに

　本論では，中国の若者における日本のポピュラー文化の受容の実態を明らかにするのが目
的であった．日本のポピュラー文化の，中国での伝播のプロセスを明らかにし，メディア研
究の視点からそれぞれの受容過程や特徴を把握していくことを試みた．
　まず，第１節では，日本のポピュラー文化が中国に伝播する三つの段階を示した．そのう
ち，第二段階と第三段階では，中国の人々が，日本のポピュラー文化を成熟した文化と認識
した時期に，日本ポピュラー文化のブームが起こっている．すなわち，それは「哈日族」と

「動漫族」が起こしたブームである．「動漫族」は 2000 年以降に出現し，「哈日族」とは違い，
日本のポピュラー文化と接する媒体が多様になっているため，テレビ以外にもアニメ雑誌や
インターネットを利用し，より多くの日本ポピュラー文化の情報を，より容易に得ることが
できる．
　中国の若者における日本ポピュラー文化の具体的な受容実態を把握するために，インタ
ビュー調査を行い，第 2 節と第 3 節で概要をまとめた．この調査により，現在の中国の若者は，
アニメ雑誌『動感新勢力』や，インターネット・ダウンロードを利用し，日本のポピュラー
文化と接する事がより容易になり，そのプロセスがいっそう明確になった．さらに，日本ポ
ピュラー文化愛好者の代表としての「動漫族」と，90 年代に出現した日本ポピュラー文化ファ
ンの「哈日族」との違いについても考察した．両者の違いは，理性的か否かであると認識さ
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れており，現在では，日本のポピュラー文化商品の消費者から，「哈日族」は徐々に姿を消し，
「動漫族」にとって替わられつつある．日本ポピュラー文化愛好者の形成と同時期に，より
漫画やアニメに特化した愛好者である「動漫族」も形成されてきた．さらに，「動漫族」の
なかでも「主流動漫族」と「非主流動漫族」というカテゴリーに分けることが出来，それぞ
れが異なった受容態度で日本ポピュラー文化を消費している，という事が明らかになった．
今後の課題としては，引き続き，「主流動漫族」と「非主流動漫族」の割合，形成された原
因などの問題について更なる調査が必要である．また，異文化に接するルート，コンテンツ，
受容態度などの要素によって，異文化を見る目に変容が生ずる可能性に対しては，文化とメ
ディアの間の対抗と融合といったプロセスに重大な意味があると考えられる．また，日本ポ
ピュラー文化愛好者は，「哈日族」とは異なり，「理性」的であるとの認識が存在している．
その認識と，政治問題に関連した「反日」デモ運動との人的交流や関連性は存在しているの
か．これらの諸問題は実に興味深いが，より精密な調査が必要であるため，これも今後の課
題としたい．

　[ 注 ]

　1)　 「哈日族」，海賊版，反日と動漫，「字幕組」などがそれぞれの章で述べられている．

　2)　 情報源：中華人民共和国国家統計局 . 

　3)　 「哈日族」は哈日杏子（はにちきょうこ）という台湾の漫画家の造語．1996 年に初めて登場した．そ

の意味は「日本が大好き病」である．

　4)　 情報源：中国インターネット情報センター（CNNIC）（中国互聨网状况 2010）．

　5)　 『動感新勢力』は 2010 年 11 月号から『動感新時代』と改名された．しかし，改名されて間がないため，

本稿においては『動感新勢力』と統一して表記する．

　6) 　（L.s.b さん　男　二年生　20 歳　数学学部　2010 年 3 月 19 日）

　7)　（L.h さん　女　二年生　19 歳　社会学　2010 年 3 月 23 日）

　8)　（D.s.y さん　女　一年生　18 歳　医学部　2010 年 3 月 15 日）

　9)　（W.m さん　女　四年生　22 歳　国際政治学部　2010 年 3 月 19 日）

　10)　（C.r.s さん　女　卒業　23 歳　物流工程　2010 年 3 月 15 日）

　11)　（Q.l さん　男　修士二年生　24 歳　物理学院　2010 年 3 月 15 日）

　12)　（S.l.p さん　男　23 歳　コンピューターテクノロジー専門　2010 年 3 月 15 日）

　13)　（Y.l さん　女　修士二年生　24 歳　工学院　2010 年 3 月 15 日）

　14)　（C.j.b さん　男　二年生　22 歳　日本語学　2010 年 3 月 17 日）

　15)　J-POP 愛好者，ドラマ愛好者と同様に，他の領域に関して詳しい日本ポピュラー文化愛好者が存在す

る．
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