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序
我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業において
はきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的規模
で規格の国際共通化が進められております。
しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直し
を行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来から機械工業に係
わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参りました。
近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や環
境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されてきております。弊会
においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメント
にかかわる規格や、機械工業の横断的な規格についての取り組みを強化しているところ
です。
具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリ
スクアセスメントの普及活動、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標
準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案や国際規格と整
合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶものであります。
こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして株式会社
野村総合研究所に「電子マネー及び企業ポイントの利用拡大に向けた事業環境整備」を
調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す
れば幸甚です。
平成２０年３月
社団法人
会
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序
近年、我が国では、電子マネー及び企業ポイントの利用範囲が大きく拡大し、それぞ
れが一つの市場として認知されつつある。
電子マネーは比較的新しいサービスであり、今世紀に入ってから、急速にその利用シ
ーンが拡大されている。一方の企業ポイントは、サービス自体は古くから存在し、認知
されてきたものではあるが、近年になり、複数事業者間で共通のポイントが発行された
り、複数事業者間でのポイント交換ができたりするようになるなど、一事業者に留まら
ない広がりを見せている。
しかし、現在我が国で利用されている電子マネーは、非接触 IC カードを利用したも
のが一般的であるが、その IC カード技術は我が国独自の規格であり、昨今の国際化の
流れの中で、今後の方向性が懸念される。企業ポイントについても、現時点で海外の事
業者とのポイント交換や、共通ポイントの発行を行っているのは、航空会社などごく一
部に留まっており、こちらも今後の海外展開の可能性を検討する余地がある。
非接触 IC カードについては、すでに国際標準規格が制定されているものの、携帯電
話など新しい媒体を利用した非接触の通信規格の策定も進んでおり、その動向に注目さ
れる。企業ポイントについては、これまで企業に任されていたポイント会計を、会計基
準において定義する動きが出てきている。
また、これらの動きを注視するうえで、電子流通の動向が重要である。電子流通市場
は世界規模で拡大しており、この市場の拡大と、電子マネーおよび企業ポイントは密接
に連関するものと考えられる。
こうした背景のなか、株式会社野村総合研究所は、社団法人日本機械工業連合会より、
本事業を受託し、我が国の電子マネー事業者および企業ポイント提供事業者が国際展開
する際の課題も導出し、課題の解決策を探った。本事業が、我が国の電子マネーおよび
企業ポイントの国際展開に大きく貢献するものであると確信している。
最後に、本事業の遂行にあたり、関係機関のご指導と社団法人日本機械工業連合会の
ご高配に深謝すると共に、ヒアリング調査に協力いただいた企業各位に対し、厚く御礼
申し上げる次第である。
平成２０年３月
株式会社野村総合研究所
代表取締役社長
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1

専門家や事業者へのヒアリング、公開情報及び文献の調査
1.1

電子商取引の普及状況
1.1.1 中国

中国における EC 市場は、CtoC 型を中心に拡大してきており、2006 年の利用者は約
4,300 万人、市場規模は 5,000 億円近くまでになっている。利用者は書籍や衣類といっ
たものを購入することが多い。事業環境としては、CtoC 型は寡占化してきているもの
の、BtoC 型はシェアトップの当当でも 10%未満であることから、群雄割拠状態である
といえる。

(１) 市場規模
中国の電子商取引の利用者や市場規模は爆発的に伸びており、2006 年の利用者は
4,310 万人、市場規模は 4,992 億円までになっている（図表 1、図表 2）。すなわち、2006
年の中国におけるインターネット利用者 1 億 3,700 万人のうち、約 31.5%はECを経験
していることになる。市場は今後も同様に拡大していくと予想され、2010 年には利用
者は 1 億 1,500 万人、市場規模は約 2 兆 3,000 億円規模にまで拡大する見込みである。
EC 市場規模の内訳を見てみると、オークションサイトである CtoC 型のほうが、規
模が大きい。2004 年から 2005 年にかけて急激に拡大した CtoC のサービスは、若い世
代の個人利用者を取り込むことに成功し、市場の中心を担っている。また、2007 年 10
月には中国の検索エンジン最大手の百度が CtoC の EC 市場に参入すると発表しており、
検索エンジンと EC サイトとの連関性は非常に強い（商品名を検索して EC サイトに辿
り着き、商品を購入することが多い）こともあり、中国の EC 市場は CtoC 型を中心に
今後も成長していくと予想されている。
2006 年の中国 EC 市場(BtoC 及び CtoC)は、全国小売総額（約 122 兆円）の 0.4%を
占めており、リアルに店舗を持っている大手流通 3 社の合計に肩を並べるまでに発展し
てきている。ネットワークインフラの整備や EC 事業者が決済や配送システムの整備の
相互作用により、この急激な市場拡大を支えているといえる。
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図表1.EC（BtoC、CtoC）利用者数推移
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出所）iResearch より作成

図表2.EC 市場規模推移
※ 1人民元=16円として換算
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(２) EC の商材
最近 1 年間に購入したものの中で最も多かったものは、書籍・雑誌で 53.3%となって
おり、次いで衣類・アクセサリー・ファッショングッズ（51.3%）、デジタルコンテン
ツ（43.1%）
、家電・AV機器・パソコンなど（35.7%）、化粧品・香水・美容（35.5%）、
日用雑貨・家具・インテリア（35.5%）となっている（図表 3）。

図表3.EC を通じて最近 1 年間に購入したもの
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出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）

(３) 競合環境
① CtoC 市場
CtoC市場ではトップ 2 のサイトをあわせるとシェア 9 割以上を占めており、寡占化
が進んでいる（図表 4）。淘宝網（Taobao.com）は取引金額シェアで 6 割以上を獲得す
るトップサイトであり、2003 年以降シェアは拡大してきている（図表 5）。また、2 番
手の易趣（元々はeBay易趣としてeBayが主体となって事業展開していたが、2006 年
12 月に、中国で大手ポータルサイトを運営し、特に携帯電話向けコンテンツに優位性
を持つTOM在線とのジョイントベンチャーに業務移管した）は、CtoC市場の立ち上が
3

り時はシェアが 70%以上のトップであったが、最近はシェア低下傾向にあり、2006 年
時点で 30%弱まで落としている。淘宝が、先駆者であった易趣から、後発参入であり
ながらシェアを奪った大きな要因としては、中国の商習慣にマッチしたサービス（出展
料が無料、出品者とのチャットサービスなど）を行っていることが挙げられる。また
PaiPaiは、2005 年に設立された企業で、IM（インスタントメッセージ）サービスや
QQ.comなどの主要サイトを保有している騰訊を親会社に持っている。
CtoC 市場の収益性については、各社苦労している状態といえる。この市場を切り開
いた eBay 易趣は、eBay が米国において展開していた収益モデル（出展料、商品登録
費、取引手数料）を採用していたが、淘宝が無料モデルで展開したこともあり、市場全
体として無料モデルが主となり、各社が収益モデルを模索する、という環境になってい
る。

図表4.2006 年 CtoC 市場取引金額シェア
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図表5.C2C 市場取引シェア推移
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② BtoC 市場
BtoC市場は、CtoC市場と異なり群雄割拠状態であり、2006 年ではシェア 1 位の当当、
2 位の卓越を足し合わせても約 15%となっている（図表 6）。また、価格競争が非常に
激しくなっており、大手 2 社であっても収益性がきわめて厳しい状態にある市場である。
当当は、他社サイトにて当当のサイトより安い価格で販売されている製品を検索エンジ
ンで見つけた際に、自動で価格を他社より 10%下げる、価格チェック・設定システム
を 2004 年 6 月に導入している。大手 2 社は、百貨店のように商品点数を多く持ってい
る総合ポータル型となっているが、シェア下位の事業者は専門型ポータル（商品やター
ゲットを絞っているサイト）に変わりつつある。2005 年の専門型ポータルの数は約
2,000 であったのだが、2007 年には約 4,500 まで増えている。
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図表6.2006 年 BtoC 市場取引金額シェア
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図表7.2005、2006 年中国 EC 市場（BtoC、CtoC）取引金額シェア
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③ CtoC 市場の事業者
CtoC市場の最大手である淘宝（Taobao）は、CtoC型サイトから発足し、現在BtoC
型も取り入れた総合的なECサイトである（図表 8）。2006 年時点で登録会員数は 3,000
万人以上となっており、EC利用者数（4,310 万人）の約 70%が利用している。取り扱
い商材は幅広く、単価の低い日用品から、10 万元（約 160 万円）以上もするような宝
6

飾品など高価なものまであるが、1 年間の 1 人当たり平均利用金額は 563 元（約 9,000
円）となっている。大手リアルチャネル以上の販売力を持つ販路として成長しており、
2006 年の取引金額規模 2,704 億円（169 億元）は、リアル店舗の大手ウォルマートの
中国全土での売上（1,589 億円）を超える規模である。個別商品を見ると、携帯電話機
の販売金額（848 億円）はリアル店舗トップの迪信通（960 億円）に相当する規模とな
っており、このことからも販売力の強い販路であることが伺える。
淘宝の特徴的な消費者向けサービスとしては、商談チャットと値切りシステムが挙げ
られる。商談チャットサービスとは、出品者とリアルタイムでコミュニケーションがで
きるサービスであり、売買する際のコミュニケーションを大事にする中国の商習慣と合
致している。値切りシステムとは、落札後に値下げ交渉をすることができるシステムで
ある。日本などでの通常のオークションサービスでは、落札価格が決定すれば、その価
格が取引価格となるのだが、淘宝では、落札価格が一旦決定した後に、落札者と出品者
において値下げ交渉をすることができる。リアルの取引においても値下げ交渉が習慣と
なっている中国に合致したサービスとなっている。
これほどまでのシェアを獲得している淘宝であるが、上述のとおり、日本の CtoC 市
場の収益モデルである出店料、取引手数料、商品取扱料が徴収できていないために、親
会社の阿里巴巴の収益で支えられているのが実態である。

図表8.淘宝の概要
名

淘宝網（Tapbao.com）

設

立

時

期

2003年5月10日

設

立

経

緯

Alibaba.comが4.5億元を投資して設立したC2C型サイト、その後B2Cも取り入れた。

会

社

取 り 扱 い 商 品

携帯電話、化粧品、PC、ゲームカード、デジタルカメラ、など

2 0 0 6 年 取 引 金額

2,704億円（1人民元=16円換算）

登 録 ユ ー ザ 数

3000万人以上（半年以内に、最低１回購入した経験者）

ビジネスモデル

ショッピング・モール型ECサイト

平 均 消 費 金 額

9,008/一人/年（1人民元=16円換算）

取 引 量 の 規 模

香水などの化粧品：4000万件 電話プリペイド カード：2000万枚 保健食品：2000万件 図書：940万冊

（ 2 0 0 6 年 ）

靴：450万足 ライター：430万個 下着：230万着 携帯電話機：220万部 デジカメ：60万台 ノートPC：40万台

一方、シェア 2 位の易趣については、これまで「eBay 易趣」という CtoC プラット
フォームを提供してきたが、eBay の中国からの部分的な撤退に伴い、2007 年 8 月、新
たなインターネット取引プラットフォーム「易趣」を開設した。中国を代表する TOM
在線との提携により、中国のネット文化や生活習慣に合わせたサービスを採用すること
で、淘宝のシェアを奪うことを狙っている。
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④ BtoC 市場の事業者
BtoC では、当当網（DangDang,com）が最大手である。創業者の李国慶が当当を設
立する前、書籍販売の事業を 8 年間やっていたこともあり、設立当初は書籍が中心とな
っていた。その後は Amazon と同じようにラインアップを拡充し、現在では 30 万種類
以上の商品（書籍、CD、日用雑貨など）を取り扱い、1 日の注文数は 1 万件を越える
規模となっている。北京、広州、上海には自前の大規模物流倉庫を抱えているが、設立
当初は物流の不整備により他のオンラインブックストアより商品到着が遅い状態であ
り、注文から商品到着まで 10 日以上かかるのは通常であった。その後、物流整備の重
要さを意識して、ベンチャーキャピタルを物流の構築に多く活用することで、物流シス
テムが大きく改善した。これにより現在、上海の場合、注文から配達完了まで半日程度
しかかからないのが通常で、遅くても一日以内に商品が到着する。先述したような価格
自動設定を行っているために基本的に価格が最も安く、商品数も多いことから、シェア
をさらに拡大しつつある。支払い手段としては、オンライン支払い、キャッシュオンデ
リバリ、郵便送金などがある。
シェア 2 位の卓越網（Joyo.com）は、2007 年から Amazon の傘下に入り、Amazon
ロゴをサイトに採用している。これに伴い、サイト名が「卓越網」から「卓越亜馬遜」
に変更された。サービスも統一化が図られており、「マイ卓越網」サービスが利用でき
るようになった。これは日本でも Amazon の利用者には慣れ親しんだものである、利
用者の買い物や閲覧記録をもとに、利用者に相応しい商品を推薦するという機能である。

(４) 外資の進出状況
外資企業は、中国のほとんどのネットビジネスが今後も伸びていくと予想されている
ために、あらゆる分野の参入に積極的である。参入のスタイルとしては、中国の商習慣、
制度が欧米諸国とは大きく違うことが多いため、現地の企業に出資もしくは提携といっ
た形が多い。
たとえば、eBay は 2002 年に中国の企業である eachnet を買収して CtoC 市場に参入
を図り、Amazon は、中国の BtoC 企業である卓越を買収して事業展開している。Yahoo!
は阿里巴巴（中国の BtoB の電子商取引市場最大手であり、子会社である淘宝で CtoC、
BtoC に参入し電子商取引に幅広く事業展開している）に 10 億ドルを出資し阿里巴巴
の株式の 40%を取得、その結果、阿里巴巴は、Yahoo! China を子会社化した。Yahoo!
は出資のみであるが、eBay や Amazon は自ら中国において事業を行っているものの苦
戦している、という状況である。eBay は中国の自らのサイトを閉じることになり、
Amazon は、中国の企業である当当に商品数や価格で負けており、いずれも厳しい状況
である。
日本企業が中国で成功している例は未だほとんど無いが、中国では日本製品は魅力的
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なものとしてとらえられている。また、日本企業の商品を中国で現地の EC を通して売
ることは可能とのことである。特に、日本で EC 経験があるモール企業や、メーカーの
ような商材を持っている企業であれば、提携の可能性もあると考えられる。
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1.1.2 台湾
台湾の EC 市場は、近年 50%以上の成長率を見せている。台湾政府主導で IT インフ
ラの整備が進められたことにより、台湾全体の IT リテラシも高い。その結果として、
EC 市場も日本や韓国並みの成長を遂げている。

(１) 市場規模
市場規模は、2006 年に 980 億台湾ドル（約 3,450 億円）となった（図表 1）。台湾の
小売市場は 11 兆 500 億円であり、3.1％を占めることになる。台湾経済部(我が国にお
ける経済産業省に相当)の商業司によれば、台湾の電子商取引市場は、今後も拡大し、
2010 年には約 8,400 億円にまで拡大すると予測されている。

図表1.台湾の EC 市場規模予測
3000
2416.9

2500
2176.2

（億NT$）

2000

1792.5
1367.2

1500
979.5

1000
510.73
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

出所)台湾経済部

(２) EC の商材
台湾経済部による「2007 年度EC法制及び基礎環境構築計画」（2007 年 6 月）では、
2007 年EC商店の主要商品・サービス別の市場規模割合を算出している（図表 2）。
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図表2.EC 市場における主要商品の割合（2007 年）

商品
市場規模割合
旅行サービス
24.4%
他の商品サービス
19.4%
美容商品
15.2%
衣料、アクセサリー
14.9%
金融、投資管理
14.3%
食品
3.7%
本、雑誌
2.6%
インテリア、雑貨
2.3%
3Ｃ商品
1.7%
音楽、映像商品
0.6%
デジタルコンテンツ
0.5%
software
0.2%
チケット購入、予約
0.1%
その他
0.1%
*他の商品：花、玩具、車用品など
出所）台湾経済部

(３) 競合環境
日本に比べ、市場は寡占が進んでおり、主要 3 社で市場の半分以上を占めている（図
表 3）。中でも、2 大ポータルサイトのYahoo!奇摩、PCHomeが運営するECサイトが、
よく利用されている。

図表3. 台湾でよく利用されている EC サイト（2005 年）
よく利用するショッピングサイト

N=1670

Yahoo!奇摩,
22%
その他, 38%

ポータルサイト型

PC Home, 21%
金石堂, 3%
Payeasy, 3%

博客来, 13%

女性向けEC

EC専業

出所）台湾経済部
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① Yahoo!奇摩
Yahoo!奇摩は、ポータルサイトを中心とした総合サービスを提供しており、EC につ
いては、総合ショッピングサイトの「購物中心」、ショッピングモール型の「購物通」、
オークションの「拍売」の 3 つのサイトを持つ。このうち、購物中心は、台湾で EC サ
イトを運営する興奇科技との提携サイトとなっているが、33 万件以上の取扱商品があ
り、一日の閲覧者数は 70 万人を超えている。購物通は、我が国における楽天型のモー
ルサイトであり、750 店舗が出店している。
② PCHome
PCHome も、ポータルサイトとして規模が大きい。Yahoo!奇摩と同様、総合ショッ
ピングサイトの「線上購物」
、ショッピングモールの「商店街」
、オークションサイト「露
「女性購物」も提供する。2006
天拍売」をもち、さらに、女性向け EC サイトとして、
年 7 月には、1 か月に 600 万件の販売実績を上げ、2006 年の電子商取引関連収入は約
190 億円で、PCHome の売上の 86.9％を占めた。
「露天拍売」は、当初は PCHome 独自のオークションサイトとして立ち上げたが、
2006 年に eBay との合弁会社を設立し、その合弁会社の事業として運営されている。
③ 博客来
博客来は、書籍、CD の EC から出発した EC 専門サイトである。現在も取扱商品の
中心は書籍や CD であるが、衣料品や電化製品などへも範囲を拡大しており、取扱商品
数は 224 万種に上る。設立は 1995 年だが、2001 年に大手流通グループである統一超
商の出資を受け入れ、傘下に入った。

(４) 外資の進出状況
外資系 EC 事業者では、イーベイが 2002 年に参入した（同時期に日本からは撤退し
ている）
。その後、2006 年に PCHome との合弁会社を設立し、PCHome のサイト上に
てオークション事業を展開している。
また、2007 年 11 月に、楽天が統一超商との合弁により、台湾 EC 市場へ参入するこ
とを発表している。現地では、楽天のように日本 EC 事業者が台湾市場に参入すること
は、台湾の EC 市場活性化に資するものとして歓迎されている。既存の大手 EC サイト
も、市場が活性化することが自社の利益に繋がると考えている。また、海外の EC 事業
者や商品ベンダーなどとの提携についてもおおむね好意的であり、現地事業者へのヒア
リングでは、事業者同士が交流するプラットフォームへのニーズも聞かれた。
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1.1.3 韓国
韓国の EC 市場規模は GDP 比で日本よりも大きく、市場は一部の事業者に寡占化さ
れてきている。また、商材は、PC・電化製品だけから、旅行やアパレルなどにも広が
っており、サービスやファッションにシフトしている。

(１) 市場規模
EC市場規模は、ほぼ 1 兆円（2005 年）であり、2010 年には 2 兆円に拡大すると予
測されている（図表 1）。2004 年のEC市場は約 9,000 億円（7,8 兆ウォン）であり、韓
国の流通業売上額（約 17 兆円（143.5 兆ウォン）の 5.5％を占める。また、GDP比で
も 1.08%であり、日本の 0.88%を上回る。韓国は、インターネット先進国であり、EC
も既に普及しているが、
2010 年には流通業の 10%程度までを占めると予測されている。

図表1.BtoC の EC 市場規模

20,000

18,917

年平均成長率＝15.1％

10億ウォン

16,696
14,589

15,000
12,626
10,796
10,000

9,252
7,055

7,850

6,030
5,000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

出所）韓国統計庁

総合モールは集約され、図表 2や図表 3からも分かるように、一部の企業によって寡
占化されてきている。また、個人売買も含んだ専門サイトが増加している。この専門サ
イトは、取引額や企業数も年々増加している。なお、ECにおけるオークションの比率
は、インターパーク・ジーマーケット（G-market）によると、約 40%である。
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図表2.取扱形態別推移
2002 年

2005 年

取引額：72.8%

取引額：69.5%

企業数：362

企業数：317

専門サイト

取引額：27.8%

取引額：30.5%

（個人含む）

企業数：2,159

企業数：3,598

総合モール

出所）韓国統計庁

図表3.市場シェア（総合モール）
2005 年
オークション

インターパーク

（Auction）

（InterPark）

51.9%

39.5%

その他
8.6%

出所）韓国統計庁

また、BtoBのEC市場は、2002 年の 155 兆ウォン（約 19 兆円）から、2007 年の 455
兆ウォン（約 57 兆円）へと拡大している（図表 4）。
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図表4.BtoB の EC 市場規模
10億ウォン
5 00,000

4 00,000

300,000
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出所）韓国統計庁

韓国の EC が普及した理由は、主に以下のようなことが挙げられる。
① EC の IT インフラ環境が早くから整備されていた。特に、国の支援でブロード
バンドサービスが早めに整い、決済手段としてクレジットカード利用が普及（一
般化）していた。
② 信頼性を高める政策が早くから存在した。日本のクレジットカード会社のオー
ソリゼーション機能を、国の関連機関（韓国金融決済院の中継センター）が担
っており、クレジットカード決済の標準化が早期に完了した。
③ 社会環境の変化として、女性の社会進出が広がり、働く環境の変化（PC を利用
して働く環境）など、人々の生活で時間を効率的に活用するために、IT 機器の
利用が広まっていた。
④ 流通のカテゴリーキラーが登場した。24 時間ショッピングができる環境が少な
いこともあり、デパートやお店などで収まらないカテゴリの対応が必要になっ
たために EC が普及した。これは、TV ショッピングなどの通販が成功した理由
の一つでもある。

(２) EC の商材
ECの商材（取扱商品）は、2002 年では家電・電子・通信機器（18.5%）、PC及び周
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辺機器（14.5%）、生活用品・自動車用品（11.8%）が上位であったが、2005 年には家
電・電子・通信機器（16.7%）のトップは同じであるが、次に旅行及び予約サービス
（15.0%）、アパレル（14.8%）と続いている（図表 5）。つまり、PC・電化製品だけか
ら、旅行やアパレルなどにもECが広がっており、対象商品は、サービスやファッショ
ンにシフトしている。

図表5.取扱商品群別推移
100%
27.2%
75%

50%

25%

18.8%
4.6%
5.0%
5.5%

4.9%
3.5%
4.6%

9.6%

14.5%

9.9%

11.8%

14.8%

8.9%
6.1%

15.0%

18.5%

16.7%

2002

2005

その他
書籍
飲食品・健康食品
化粧品・香水
PC及び周辺機器
生活用品・自動車用品
アパレル
旅行及び予約サービス
家電・電子・通信機器

0%

出所）韓国統計庁

(３) 競合環境
EC の主要な事業者には、取扱形態別推移にも示した通り、オークション（Auction）
やインターパーク（InterPark）が挙げられる。インターパークは、G-market を買収
し、運営している企業である。合併後の企業名は、インターパーク・ジーマーケット
（InterParkGmarket）となっている。
（１） オークション（Auction）
オークション（Auction）の収益源は、以下の通り。
① インターネット広告、アフィリエイトなどの広告料収入
② 個人消費者は販売手数料、販売会社は収入のマージン
③ Web サービスの OEM 供給によるライセンス収入
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図表6.オークション（Auction）の概要
企業名

Auction

サービス開始

1999 年

従業員

245 人

売上/営業利益

162,107,278 千ウォン

営業利益

24,038,079 千ウォン

サービス概要

電子取引業

サービス内容

インターネット販売、ソフト開発
 Trust Seller Program
2,000 人の購買者を厳選し、この人らから発生する返金、返品に
対する費用 100％分を Auction が提供するサービス。購買活動が多
い人を中心にその 2,000 人を毎月選考する。
 ３・５ Program

特徴

販売者は、購買者の要求（返品、交換など）に対して、3 日以内、
購買者に連絡（対応）をしなければならない。その作業が 5 日を
過ぎても行われない場合、購買者は自動的に払い戻せる。（購買者
の権利を強化するために投入した制度）

（２） インターパーク・ジーマーケット（G-market）
インターパーク・ジーマーケット（Gmarket）の収益源は、以下の通り。
① インターネット広告、アフィリエイトなどの広告料収入
② 個人消費者は販売手数料、販売会社は収入のマージン
③ Web サービスの OEM 供給によるライセンス収入

図表7.インターパーク・ジーマーケット（G-market）の概要
企業名

InterParkGmarket

サービス開始

2000 年

従業員

317 人

総取引金額

7756 億ウォン（営業利益：512 億円 EC 取り引き手数料の売上：

（GMV）

300 億ウォン,

平均閲覧者/日

約 2,600 千人

広告及びその他売上：221 億ウォン）
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2007 年

サービス概要

総合ショッピングモール電子取引サイト

サービス内容

商品情報提供、商品販売、共同購買、その他
 業界初の通信取引所システム特許など新システム開発に力を
入れた。

成功背景

 消費者の信頼性を得るため、コールセンターやメッセンジャー
を利用して、コミュニケーションをとる。

(４) 外資の進出状況
韓国では、海外輸入代行のショッピングモールが非常に成長している。この海外輸入
代行のショッピングモールとは、海外の商品を購入（代行購買）して韓国国内で売買す
る専門モールや、海外の現地でオープンしたインターネットショッピングモール自体を
指し、この利用率が非常に伸びている。
上記の海外の代行購買専門モールの事業者は、2007 年 7 月時点で約 430 社であり、
2004 年と比べ、100 倍以上に増えている（図表 8）。

図表8.海外輸入代行の EC 事業者の状況
（事業者数）

500
400
300
200
100
0
2004年

2005年

2006年

2007年

出所）韓国関税庁

海外の代行購買専門モールでは、大手の韓国企業がその分野に進出した場合や、韓国
の企業と提携した海外企業が進出した場合が多い。大手の韓国企業がその分野に進出し
た事例では、SK の「Wizwid」、GS の「Plan」などが挙げられる。また、韓国の企業
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と提携し海外企業では、フランスの「La redoute」、日本の丸井百貨店と Lotte が連携
した「Tokyoholic」などが挙げられる。
また、決済では、アメリカの Cybersource 社とパートナー契約をした韓国イナシス
社は、PayPal などアメリカで利用可能な EC 決済サービス取り入れた。韓国の総合モ
ールで利用可能となるサービスを 2007 年 3 月から提供している。PayPal は、同年 3
月から韓国でも利用できるようになったが、未だそれほど広まっていない。
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1.1.4 マレーシア
マレーシアにおける EC 市場はまだ規模が小さく、利用率も低い。IT は比較的普及
しており、今後が期待される。
(１) 市場規模
マレーシアについて、公式に EC 市場の規模が測定された数値は発表されていない。
Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) が 実 施 し た
「Household Use of the Internet Survey 2006」（調査対象は調査の直近 1 ヶ月間に自
宅からインターネットにアクセスしたことのある 4925 人）によれば、直近 3 か月以内
に EC を利用したことのある人の割合は、11.4％であった。2005 年の同調査での 9.4%
から、わずかではあるが上昇している。

(２) EC の商材
「Household Use of the Internet Survey 2006」によれば、購入しているの
は、エアラインのチケットが 58.5％と大多数を占め、次いで書籍が 17.0％と
なっている（図表 1）。
図表1.EC で利用する商品（複数回答）
0.0

20.0

40.0

航空チケット

60.0
58.5

書籍

17.0

電化製品

11.4

その他

8.6

アクセサリー

7.7

通信

7.0

ソフトウェア

5.6

旅行商品

4.7

音楽

3.0

玩具・ゲーム

2.8

オンラインバンキング

2.6

アパレル

1.9

文具

1.4

宝石類

1.2

出所）Household Use of the Internet Survey 2006
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(３) 競合環境
マレーシアには、日本の楽天のようなネットショッピング・モール事業者は存在しな
い。比較的知名度 の高い EC 事業者として、フラワーギフトの EC 事業者である
blooming、書籍販売の MPH online、オークションサイトの Lelong、玩具店の EC サ
イトである XL-Shop.com などがある。

(４) 外資の進出状況
2004 年 11 月に eBay が参入している。Yahoo!はポータルサイトとしては参入してい
るものの、EC は行っていない。
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1.1.5 シンガポール
シンガポールは、1990 年代から政府主導で国家の IT 化が進められており、アジア圏
でも有数の IT 国家となっている。特に政府系サービスの電子化は高度であり、GtoC
のサービスは、認知度、利用度共に非常に高い。一方で、BtoC のサービスはあまり活
発とは言えず、シンガポールの EC 市場については、利用率についての調査はあるもの
の、厳密に市場規模を測定した情報は公開されていない。
EC の利用率はここ数年停滞している。購買商品をみると、旅行商品やイベントチケ
エンターテインメント商品での利用が多い。eBay や Yahoo!が進出しており、
ットなど、
一般にも認知されている。また、シンガポールでも、ポイントサービスは一般的となっ
ている。

(１) 市場規模
IDA （ Infocom Development Authority ） の 「 2006 ANNUAL SURVEY ON
INFOCOMM USAGE IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALSEC」によると、
シンガポールのインターネット利用者のうち、直近 1 年間でのECの利用率は 30％であ
り、ここ 3 年ほどは 30％前後で停滞している（図表 1）。年代別では、30 歳から 44 歳
までのセグメントが最も利用率が高くなっている。ヒアリングによれば、eBayや
Amazonの認知度が比較的高く、ほかにネットスーパーなどが利用されている（ただし、
Amazonはシンガポールに拠点はなく、専用サイトもない）
。

図表1.直近一年間に EC を利用した人の割合
利用率の推移
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30%

30%

27%

20%

21%

20%
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18%
12%

10%

0%
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2001

2004

2005

2006

年代別利用率
利用率
0%

10%

20%

30%

15-29

40%

27%

38%

年代

30-44

23%

45-59

60-

34%

出所）IDA

(２) EC の商材
ECでの購買商品をみると、旅行商品が 36％を占め、イベントチケットが 34％で続
く。次いで、衣類・アクセサリー24％、エンターテインメント 23％、コンピュータ用
品、ソフトウェアがそれぞれ 18％となっている（図表 2）。
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図表2.最近一年間に購入した商品・サービス
0%

10%

20%

30%
28%

旅行商品
19%

イベントチケット

エンターテインメント

12%

コンピュータ製品

12%

23%
18%

コンピュータソフトウェア

18%

その他

15%

スポーツ施設の予約

12%
6%

IT、通信サービス

10%
8%
9%

株式、投資信託
6%

食品
保険商品

食料雑貨

36%
34%

26%
24%

衣類・アクセサリー

写真、通信、光学商品

40%

8%

5%
3%

2005

5%

2006

4%

注）2005 年の調査では「イベントチケット」と「スポーツ施設の予約」、「株式、投
資信託」と「保険商品」
、
「食品」と「食料雑貨」はそれぞれ一つの項目であった。また、
「コンピュータソフトウェア」および「その他」は 2006 年調査より追加されている。
出所）IDA

(３) 競合環境
シンガポールでは、Yahoo!や eBay 、Amazon など、外資大手 EC サイトの利用が一
般的である。また、現地小売業のネット通販が一部利用されている。

(４) 外資の進出状況
eBay や Yahoo!が進出しており、Yahoo!はシンガポールにおける EC サイトの公的な
認証マーク TrustSg を運営する機関である National Trust Council のメンバーにもな
っている。
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1.2

電子商取引に関する法制度等の事業環境
1.2.1 中国
(１) EC 市場を取り巻く環境

インターネット利用者数やブロードバンド普及率は、急速に伸びてきており、EC を
利用する基盤が整いつつある状況である。20 代後半から 30 代前半の沿岸部に居住して
いる消費者が EC の利用率が高い。第十一次五ヵ年計画に電子商取引に力を入れていく
ことを明確にしており、国を挙げて電子商取引の発展を押し進めていくものと思われる。

① IT インフラ整備状況
中国の 2007 年のインターネット人口は 2 億 1,000 万人まで伸びてきており、米国の
ネット人口と肩を並べる規模に成長している（図表 1）
。また 2007 年の中国のインター
ネット普及率は 16％となっており、世界平均の 19.1％をわずかに下回る程度にまで普
及してきている。またブロードバンド利用者は 1 億 6,300 万人、携帯電話からのネット
利用者は 5,040 万人となっている。

図表1.中国 IT 利用者、普及率推移
300

18.0%
インターネット普及率

16.0% 16.0%
14.0%

200

210
10.5%

150

10.0%

8.5%
7.3%

100

12.0%

8.0%

137

6.0%

111
94

イン ターネット普及率

インターネット利用者（100万人）

インターネット利用者
250

4.0%

50
2.0%
0

0.0%
2004

2005

2006

2007

出所）China Internet Network Information Center（CNNIC）

ネットの利用状況に関しては、音楽聴取（86.6％）、ビデオ視聴（76.9％）ニュース
を見る（73.6％）、などのエンターテインメントの利用率が高い一方で、オンラインシ
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ョッピング（22.1％）、オンライン支払い（15.8％）
、など電子商取引に関する項目の利
用率は低い（図表 2）。

図表2.インターネット利用目的
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

86.6%

音楽聴取

81.4%

インスタントメッセージ

76.9%

映像視聴
ニュースを見る

73.6%

検索

72.4%
59.3%

オンラインゲーム

56.5%

電子メール
25.4%

電子政府

23.5%

ブログ

22.1%

オンラインショッピング
オンラインバンキング

19.2%

オンライントレード

18.2%

eラーニング

16.6%

オンライン支払い

15.8%

就職・転職支援サービス

100.0%

14.4%

出所）China Internet Network Information Center（CNNIC）

② 政府の政策
第十一次五ヵ年計画において、電子商取引を戦略的に発展させることを表明している
ものの、中国には電子商取引の全般をカバーしている法・制度がまだない。政府として
は電子商取引を後押しする方針をとっているため、今後信用管理、オンライン支払い、
オンライン取引、税収徴税管理、プライバシー保護、バーチャルマネー、電子契約、オ
ンライン製品情報管理などに関する法律が制定される見込みである。

③ 外資への規制状況
投資についての規制は、国務院が定めた「外商投資方向の指導規定」
（2002 年 2 月 11
日公布・2002 年 4 月 1 日実施）によると、ネット販売事業が「外商投資産業指導目録」
において、
「外商投資制限産業」として制定されていることもあり、原則外資 100％は
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認められていない。
国外企業が関わる投資事業について、「外商投資方向の指導規定」に基づく「外商投
資産業指導目録」では、「合弁・合作に限定」、「中国側持分支配」、「中国側の相対的持
分支配」という条件が定められている。「合弁・合作に限定」とは中外合弁または中外
合作経営のみが認められることを指し、「中国側の持分支配」とは中国側投資者の外商
投資プロジェクトにおける出資比率の合計が 51％以上であることを指し、
「中国側の相
対的持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が外
国投資者のいずれかの出資比率を上回ることを指す。外国投資者は上記の制限に合致す
れば当該制限業種に投資することができる。EC については、外商投資制限産業リスト
の「六．卸売および小売貿易業（直接販売、通信販売、ネット販売、フランチャイズ経
営、委託経営、商業管理などの商業会社）」に該当しているために、中国側の企業の出
資率が 51%以上でなければならない。
ECの事業を行う際の規制については、まず中国情報産業省への事前承認が必要とな
る（図表 3）。事前承認の主な流れとしては、外商投資電信企業への中国側の主要な投
資者が「外商投資企業批准証書」をもって、国務院情報産業の主管部門に「電信業務経
営許可証」の申請手続きをする。次いで外商投資電信企業への中国側の主要な投資者は
「外商投資企業批准証書」と「電信業務経営許可証」をもって、工商行政管理機関に外
商投資電信企業の登記手続きをし、営業許可証の発行を受ける。また、中国のインター
ネット情報サービス管理弁法第 3 条によると、営利目的のインターネット情報サービス
（ECを含む）を行うには、ICP（Internet Contents Provider）許可証が必要となって
いる。許可証取得または届出が完了していない場合には、インターネット情報サービス
に従事することができない。ICP許可証を取得する主な条件は、登録資本金は 100 万元
以上であること、独資企業ではないこと、技術、人材、企業定款が備わっていることな
どがある。１つの行政区のみでの事業展開を行うのであれば、該当行政地区の通信管理
局への申請だけだが、中国全土で展開するケースであれば、中央政府の情報産業省へ申
請しなければならない（図表 4）。
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図表3.中国企業に出資した外資企業が事業展開するまでに必要な流れ

工商行政管理局

中国情報産業省
中国進出
意思決定

中国合弁相手決定
（出資比率50％以下）

外商投資経営
電信業務査定
意見書発行

増値電信業部
経営許可証
発行

営業許可証
発行

1つの行政地域で実施する
場合：該当行政地域の通信
管理局

ICP許可証
発行

2つ以上行政地域に跨って
実施する場合：中央政府の
情報産業省

対外経済貿易部門
外商投資企業
批准証書発行

出所）各種資料より作成

図表4.上海市における ICP 許可証取得申請の手続き
項目

規制内容

ICP許可証
（ICP、ショットメッセージ）
申請書類

1. 「インターネット情報サービス経営許可証申請表」と「情報安全責任書」
2. 書面による申請書（社印捺印）
3. ドメインネーム登記証明（ウェブサイトがなければ、この項目は省略化）
4. 会社概況 (会社の基本状況、増値電気通信サービスに従業する人員、場所及び設備状況)
5. 営業許可書の有効コピー（企業社印捺印）または企業予め登記名称証明
6. 会社定款コピー（社印捺印）
7. 会社最近、会計士事務所に監査を受けた企業法人の年度財務会計報告或いは資本検査報告
8. 会社不動産権利証明書又は賃貸借契約（経営場所）
9. ショットメッセージ業務運営社は接続キャリアの「接続意向証明」を提供しなければならない。
10.業務発展の事業化研究報告、業務発展計画、市場分析、プロジェクト内容及び費用等内容を含む。
11.技術方案、ショットメッセージサービスがある場合、60日メッセージ保存又は迷惑メッセージを濾過する技術方案を含む
12.ネットワークと情報安全保障措置、ウェブサイト安全保障措置、情報安全秘密保持管理制度、ユーザー情報安全管理制度
をそれぞれテーマで明記し、ショットメッセージサービスがある場合、60日メッセージ保存又は迷惑メッセージﾞを濾過する技
術方案を含む
13.新聞報道、出版、教育、医療保険､薬品及び医療機器等のインターネット情報サービスを経営する際、関係主管部門に関
連審査書類を提出する。
14.法人代表が署名した承諾書、ユーザーの権益を保障し、法律に基づき電信業務を経営し、主管部門の行政監督に服従す
る承諾
y 期間：三ヶ月、安全認証時間一ヶ月、許可証許可は60日

ICP許可証取得までの
期間と費用

y 費用：7000元、その内、安全認証費用4000元、関係人員のトレーニング費用650元/人、最低4人のトレーニングが必要。
製本代50元、公告費用500元とする。
y 場所：上海市中山南路508号 電話：63323030 上海市インターネット協会ICP受理センター

出所）各種資料より作成

現在の中国の税務政策では、メーカーは 17%の増値税を、小売は 4%の増値税を納め
なければならず、これは EC（BtoC）においても同じであることから、税制の面で事業
者保護の観点から優遇されていることはない。また日本も同様だが、CtoC において取
引が発生した際に納税を促すような税制はなく、今後も制定されることはない見込みで
ある。
地方政府（上海市や広州市など）は、EC 事業者向けに電子商取引インダストリアル
パークを設立し、企業の誘致を行っている。電子商取引インダストリアルパークに入居
した企業は、税金、家賃、物流面で優遇政策を提供されていて、外資企業が約 700 社
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すでに入居している。沿岸部の地方政府がこのような動きをしているために、重慶市な
どの沿岸部ではないところに所在している EC 事業者は、その当該地方政府に同じよう
な電子商取引パークを設立するよう働きかけている。

④ 消費者の特性
（１）利用実態
年齢別のアンケート結果（このアンケートはWebアンケートであるために、IT活用に
抵抗がない回答者層であり、全中国の経験率よりは大きくなっていることが推測され
る）を見ると、25～29 歳、30～34 歳が最もECの経験率が高くなっており、この層か
ら若年化、高齢化するに従い経験率は低くなっている。よって、現時点ではEC利用者
の中心は若者であることがわかる（図表 5）。

図表5.年齢別 EC 経験率
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

66.1%

18歳以下

80.3%

19～24 歳
25～29 歳

87.6%

30～34 歳

86.9%

35～39 歳

76.9%

40～44 歳

76.3%

45～49 歳

69.3%

50～54 歳

56.1%

55～59 歳

50.0%

60歳以上

54.5%

調査時期：2007 年 2 月、アンケート回収数：1,300
出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）

また性別に見てみると、女性の方がECの経験率が高くなっており、居住別に見てみ
ると、沿岸部の大都市（上海・北京・広州など）の経験率は 87.8%であったのに対し、
50 万人未満の地方都市では、68.5%であることから、居住地による差も大きいことがわ
かる（図表 6、図表 7）。ITの発展スピードの高い沿岸部のほうが、EC利用率が高い結
果となっている。
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図表6.性別 EC 経験率
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

80.9%

男性

86.5%

女性

調査時期：2007 年 2 月、アンケート回収数：1,300
出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）

図表7.居住地別 EC 経験率
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

87.8%

北京、上海、広州、深せんのうちいずれか

82.7%

省庁所在都市・天津・重慶

上記以外で50万人以上の市

80.8%

50万人未満の市、県

68.5%

出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）

最終学歴別のEC利用度を見てみると、学士や修士以上であると利用度が高くなって
おり、職業別では、技術職や専門職、教師といった職業の方はECサイトをより積極的
に利用する傾向にある（図表 8）。
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図表8.学歴・職業別 EC 利用度
学歴
中学校
高校
短期大学
大学
修士以上

※ TGI(利用度)＝

出所）艾瑞市场咨询

職業
学生
販売職
技術職
専門職
公務員
勤労者
教師
他

TGI(利用度)
99
93
97
106
110

TGI(利用度)
100
88
105
102
100
99
112
90

各サイト利用者中のマーケットシェア
全インターネット利用者中のマーケットシェア

iResearch(www.iresearch.com.cn)

（２）日本への関心
日中戦争から第二次世界大戦までの歴史的背景が原因となって「反日」的な意識が存
在していることが日本や日本人への敵意へと転化した事件となってしばしば見受けら
れる。顕著な例として、2005 年日本の国連安保理常任理事国入りの議論が成された際
に、中国で反発が高まり、インターネット上で 1,000 万人を越える反対署名が集まった
り、北京で 1 万人の学生が参加した反日デモが発生したりなどの行動が挙げられる。

⑤ EC 市場の課題
中国の EC 市場の更なる拡大に向けた大きな課題として、EC を安心して利用できる
基盤の確立、中国のリアル商習慣に合致したサービスと収益モデルの作りこみ、商品の
物流システムの向上の 3 つが挙げられる。
また、EC を安心して利用できる基盤の確立の具体的な課題として「インターネット
における信頼性が低い」
、
「消費者保護が確立されていない」
、
「EC に関する法律が未整
備である」が挙げられる。
・インターネットにおける信頼性が低い
個人や企業の信用システムがまだ確立されておらず、一部の企業や個人が詐欺などの
犯罪を働くケースがある。オンライン取引経験のある企業の 36.3%が EC に不信感を持
っているというアンケート結果もある。
・消費者保護が確立されていない
個人情報の保護や認証、取引の否認制度などが確立されておらず、消費者が安心感を
持って EC を活用できない状況となっている。
・EC に関する法律が未整備であること
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すでに「電子署名法」や「インターネット情報サービス管理弁法」など、EC に関す
る法律はあるものの、オンライン決済に関する基本法はまだないなど、法律的に大きな
穴が散見される。解決すべき主な法的問題として、電子データのテキストや電子署名の
法的効力の認定、取引先の身元の認定、インターネット上の知的財産権などが挙げられ
る。
中国のリアル商習慣に合致したサービスと収益モデルの作りこみの課題としては、現
在の購入者、出品者からお金を取らないモデルを保ったまま、新たな収益モデルを構築
できるか、ということである。無料で始めたサービスを有料化することは、消費者から
見ると抵抗感が大きく、有料にすると、市場の伸びは急速にブレーキがかかるものと予
想される。BtoC においては、価格競争に陥っており、事業者側が厳しい事業環境にな
っている。
物流システムの向上については、現状では中国 EC 事業者全体の課題となっている。
外資の Amazon は、米国で培った物流システムを採用しているために配送コストを抑
えることができている。しかし、中国地場の EC 事業者は、サプライヤーの工場、在庫
管理、商品の送り先まで考慮したシステムがほとんど構築されておらず、コスト高とな
っている。また EC 利用者へのアンケート結果に、EC 利用での問題点として、納期ど
おり商品が届かなかったと答えたのが 27.4%となっていることからも、利用者も物流を
１つの問題として捉えていることがわかる。

(２) ポイントサービスの状況
中国国内の企業は、未だ CRM やデータベース・マーケティングの意識は低く、その
専門家も少ない。ポイント制度を導入している企業においても、ポイントカード利用者
の再来店促進よりも新規顧客開拓に力を入れていることが多い。
ポイントサービスの代表的な例として、百聯集団のポイントカードである OK カード
が挙げられる。OK カードの会員は既に 1,300 万人に到達している。百聯集団は中国全
土に 7,000 余りのスーパーやコンビニエンスストア店舗を展開しており、そのうちの約
5,000 店舗でポイントプログラムを導入している。
他の業種でもポイント制度を提供している企業は存在し、中国では現時点で 20 社程
度がポイントサービスを行っている。日本に比べて人口規模が 10 倍と大きいために、
潜在的なニーズは高いと考えられる。ポイントサービス発展のスピードは速いが、顧客
の囲い込みより新規出店などの拡大戦略が優先されている。
また、日本のように共通ポイントおよびポイント交換の事業者（SmartClub）も存在
するが、苦戦しているのが実態である。SmartClub は、一時はマクドナルドにも導入
され、共通ポイントを志向していたが、自社で商品を持っていないために、限界費用が
低く、利用者が感じるメリットの高い特典を設定することが難しかった。そこで、魅力
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のある商品を持つ事業者と提携する必要があった。しかし、提携のためには、まず多く
の会員を獲得することが条件となる。会員の稼働率を 10 分の１とした場合、中国では
5,000 万人の会員を集める必要がある。また、店舗にリーダーライターを置く必要があ
り、このコストも自前店舗が無い事業者には非常に厳しい。現在、この難しいサイクル
に陥り、SmartClub はポイント交換事業者としてではなく、ポイント会員が多数集ま
っていることを活用する広告メディアとして収益を得る戦略を採っている。このように、
ポイントプラットフォーム（交換）としてのビジネスモデルは、あまりうまくいってい
ない。一方で、中国で人気がある交換商品としては、宝くじがある。SmartClub は、
宝くじの会社と組んで安く調達することにより、利用者が得られるメリットを高めよう
と努力している。

(３) 非接触 IC カードを利用したサービスの状況
中国の IC 化は、1990 年代に政府のゴールデンカードプロジェクトにより開始され、
国家重要施策に位置づけられた。現在中国において、IC カードは、年間に 1 億枚以上
も発行され、年成長率は 30～40%にも達しており、若干安全性のレベルを下げること
により発行コストもかなり低く抑えられている（10 元以下）
。非接触 IC カードには、
国際標準規格である ISO/IEC14443 Type A のカードが主に採用されている。
中国において電子マネー発行の資格や規制は、現在のところ、特に無いように見受け
られる。韓国では銀行が関わらないと電子マネーを発行できないが、中国では現在はそ
ういった法律はない状況である。今後は、電子マネー発行の資格として、登録資本金、
安全システムなどの法律が制定されると推測される。
中国における非接触 IC カードを利用したサービスは、交通乗車券が中心となってい
る。流通系や携帯電話への非接触 IC の実装は現在、計画もしくは各社との協議中であ
ることが多い。
① 交通系 IC サービス
上海交通 IC カードが、上海市政府の規制により、交通乗車券だけに利用範囲が限ら
れているのに対して、北京交通カードは、後発であるがショッピングなど広い用途で利
用されることが意図されている。
北京市政交通 IC カード有限公司は、北京市政府の指示で作った合弁企業であり、株
主構成も北京市により決められている。2000 年からサービスを開始し、カード発行枚
数は、1,700 万枚となっている。現在までに最高 1 日 1,100 万回のアクセスの記録があ
り、2,000 万回のトランザクション・アクセス能力を持っている。IC カードが利用でき
るのは、公共交通が中心であり、利用できる交通機関はバス（乗客の 96%が IC カード
利用者）、地下鉄（乗客の 79%が IC カード利用者）、駐車場、高速道路となっている。
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公共交通機関以外で利用できる所はまだ少なく、2007 年末時点で銀行、店舗（コン
ビニ、ドラッグストア）などの 800 店舗余りでしか利用できない。少額支払・決済機
能利用が進んでいない原因としては、中国の消費者は現金主義であり、商習慣が馴染ま
ないこと、交通乗車券が、市政府の方針（福利厚生の一環）として、一律 2 元に引き下
げられたために、あまり金額をチャージしていない（多く入れても 50 元以下）ことが
挙げられる。
② 携帯電話 IC サービス
現在、実験が行われている。北京において、3,000 台規模の NFC などの実験が行わ
れており、主として技術面でのテストが試みられている。

(４) 安心・安全への対応状況
電子商取引を利用しない理由として取引安全性の問題を掲げる消費者が多く、まだま
だ安全性に欠けるという認識が強い。このような状況で、中国政府としては、電子消費
者契約法などを制定することで電子商取引市場の拡大に向けての基盤を整えつつある
が、電子商取引の全般をカバーしている法律がないために、消費者保護はまだ不十分な
状態であるといえる。

① 消費者の意識
電子商取引信用調査報告によると、2005 年の電子商取引関連で寄せられた苦情件数
が、中国消費者協会が受理した苦情総数の中で第 2 位を占めている。また、電子商取引
信用調査報告によれば、オンラインショッピングの際、虚偽情報に基づいて商品を買っ
てしまった経験がある利用者が、全体の 56.4%にも達している。62.1%の調査対象者が、
個人情報に関わるトラブルを抱えていた。
中国の消費者がネットショッピングをしない理由として、最も多く掲げているのが、
取引安全性問題で 61.5%となっている（図表 9）
。これは消費者がECについて安全では
ないという認識を多く持っていることがわかる。このような不安感を取り除くことがで
きれば、中国のEC市場はさらに拡大することが推測される。
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図表9.EC を利用しない理由
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② EC における消費者保護の法整備状況
EC において消費者を保護する法律に「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民
法の特例に関する法律（電子消費者契約法）
」がある。これにより EC 事業者はネット
上に購入内容の確認画面を用意するなど、操作ミスを防止する対策を講じることが必要
になる。電子消費者契約法第 3 条によると、ミス防止対策を講じていない EC サイトで
は、利用者は操作ミスによる契約を無効にすることができる。
このように民法において消費者を保護している面は見受けられるが、個人情報保護・
情報セキュリティに関する規定は見受けられず、また、現在までに電子商取引全体をカ
バーしている基本法は成立していない。これは規制強化で電子商取引の順調な発展にブ
レーキがかかることを懸念し、電子商取引で発生する問題は民商法の調整範囲内である
として、商務部が強制的な規範を作るべきではないと主張していることも電子商取引基
本法が成立しない１つの要因となっていると言われている。
商務部が制定した「オンライン取引に関する指導意見」では、オンライン取引の公式
見解を示している。オンライン取引も従来のリアル取引と同様だとする一方で、「指導
意見」は法的な強制力や拘束力は持っていないとしている。商務部は、オンライン取引
は従来の取引がオンライン上で行われているに過ぎないとし、現行の関係規定を遵守す
るよう強調したほか、チャットの内容の法的な証拠能力については「確定するには法的
手続きが必要である」としている。また、消費者権利保護についても「オンライン取引
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サービス事業者は、消費者に必要な売り手の信用情報照合サービスを提供し、消費者の
合法的な権利が侵食される場合には、消費者の法的措置に対して積極的に協力するよう
に要求する」と明記されているが、前述の通り公式見解であり、法的な強制力は持って
いない。

図表10. 消費者保護関連の法規制
EC 向けに整備
紛争解決

既存法を適用
民法

消費者保護

電子消費者契約法

プライバシー・個人情報保 インターネット情報サービ
護

ス管理法

セキュリティ・暗号

電子署名法

出所）各種資料より作成

③ EC における消費者保護の市場慣習・自主ルール
唯一の電子商取引信用サービス評価機構である中国電子商務協会信用評価センター
が、中国企業電子商務信用規範を 2006 年に発表し、安全なサイトを明確化している。
法律ではないため、企業の自主的な参加を原則としており、企業の真実性と合法性、消
費者個人情報の保護状況、企業のオンライン商取引行為といった 3 つの基準から電子商
取引に対して評価を行い、その結果に基づき電子商取引企業に電子商務信用標記（トラ
ストマーク）を授与する。このマークは当該企業のウェブサイトに貼ることができるた
めに、消費者は安全なサイトである判断基準を得たことになる。2006 年 9 月に、13 サ
イトに対して初めてトラストマークが付与され、2008 年 3 月現在、21 サイトに対して
マークが付与されている。まだ運用が開始されたばかりの状態であり、今後整備が進む
と考えられる。
EC サイトについての ADR（Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決）は
未整備である。上記トラストマークの運用が軌道に乗ってから、取り組みが進むと考え
られる。

(５) EC における決済の状況
EC における決済については、中国の商習慣に信用取引という概念がまだ少ないため
に、欧米諸国と比較するとキャッシュオンデリバリが多く、クレジットカードが少ない
のが特徴である。また第三者支払い機関がよく利用されていることも特徴の１つである。
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① 利用されている決済手段
中国における EC（BtoC、CtoC）の決済手段は大きく分けるとオンライン決済とオ
フライン決済に分けることができる。主なオンライン決済は、銀行カード、クレジット
カード、携帯電話を用いるものである。またオフライン決済の主なものは、銀行・郵便
による振込、配達時の現金・クレジットカード支払いである。銀行のネットワーク事業
の立ち上がりや第三者オンライン支払いサービスの広がりから、オンライン決済の比率
が徐々に高まっている。
また 2005 年 10 月に中国人民銀行が、電子支払いガイドラインを公布して、銀行の
電子支払い活動に対してのガイドラインを定めたことが、オンライン決済の利用率を高
める要因となっている。このガイドラインでは、現金支払いと電子支払いの証書は同等
の効力を有すると記されている。しかしながら、電子支払いリスクを防止するために銀
行が個人に電子支払い義務を提供する場合に、数字証書や安全認証方法を取らなければ、
（このガイ
1 回の金額は 1,000 元以下、1 日の累積は 5,000 元以下、と規定されている。
ドラインは実施のための強制力はなく、オンライン決済における強制力のある法律はま
だ制定されていない。
）
（１）決済手段の利用意向
ECの決済において最近 1 年間で利用した支払い方法として最も多いのは、オンライ
ンバンキングによる振込（63.9%）で、その次がキャッシュオンデリバリ（着払い）
（43.6%）である（図表 11）。CtoCではオンライン決済がよく利用されているものの、
払い先が同じ都市内での支払いはキャッシュオンデリバリを利用する割合が高くなる。
欧米と比較すると、中国のクレジットカードの利用率は 33.5%であり、かなり低い状
況である（図表 12）。また、キャッシュオンデリバリの利用率に関しては、中国の方が
欧米よりも高くなっている。これは、クレジットカードの普及率が、欧米と比較すると
低いということも勿論あるが、取引先がわからないネット上でのクレジットカード決済
よりも現金支払いを好む商習慣であることも大きな要因である。
このような商習慣であるためにリアルの決済においてもクレジットカードの普及率
が低い。ゆえに欧米と比較しても EC の決済手段としてクレジットカードの利用率は低
くなっている。しかし、今後はクレジットカードの比率が高くなると想定されている。
約 6 億枚のうち、
2003 年度発行された中国銀聯の China Unionpay(ペイメントカード）
クレジットカードはわずかに 3,000 万枚であり、残りはデビットカードであった。今後、
中国の 1 人あたりの GDP が増加するに伴い、クレジットカードの普及は高まると予想
され、e コマースの決済に活用される見通しである。クレジットカードが普及するには、
1 人あたり GDP が 5,000US ドル以上のラインが想定されているが、2005 年度では
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1,700US ドル足らずとなっており、国全体で普及するラインに達していない。上海や
北京など沿岸部では 5,000US ドルを超えていると想定されており、そのあたりから普
及が今後進んでいくと推測される。

中国全体における最近 1 年間で利用した EC 決済時の支払い方法

図表11.
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出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）
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国別 EC（BtoC）の決済方法

図表12.
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② 各決済の主要プレーヤーと動向
中国では現在第三者オンライン決済サービス事業者が増えており、その数は 50 社を
超えてきている。これは、政策規制がなく参入障壁が低いことが要因であると考えられ
ている。第三者オンライン決済サービスは大きく分けると、銀行のネットバンキング代
行タイプと独自支払い機能を有するタイプ（PayPal タイプ）の大きく 2 つである。
（１）ネットバンキング代行
銀行のネットバンキング代行タイプの代表的なオンライン決済サービス提供会社と
して ChinaPay が挙げられる。ChinaPay は、銀聯の支援を受けている。決済サービス
企業の基本手数料は 2～5%である。オンライン決済サービスを提供している会社は多
いが、銀行自らが運営しているところはない。
ChinaPay 以外での同様のタイプの会社としては YeePay が挙げられる。支払い方法
は、オンライン、電話、携帯電話の 3 種類である。利用者は約 400 万人であり、利用
者は EC の利用者の比率と似ており沿岸部が多い。2,000 社以上のネット事業者と提携
しており、BtoC 事業者との提携を積極的に進めている。収益モデルは、決済時の手数
料（1～3%）と付加価値サービス料である。決済手数料は BtoC の場合は事業者に請求
し、CtoC の場合は売り手に請求する。決済手数料はキャッシュオンデリバリより安く
設定されており、クレジットカードの普及率がまだ低いこともあって YeePay の利用率
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は上がってきている。電話サービスは、すべて自動応答であり、銀行のテレフォンバン
キングセンターに電話すると、自動応答のメニューの１つとして選択すると YeePay に
よる支払いに誘導してくれるため、銀行の 1 サービスのように見え、ユーザーの信用度
は高い。なお、実態としては、携帯電話によるサービス認証の安全性は、ハードの登録
番号と PIN による 2 重管理となるため、最も高いといえる。
（２）独自方式
独自タイプとしては Alipay.com が挙げられる。Alipay.com は、2004 年にサービスを
開始したオンライン決済の会社であり、阿里巴巴の 1 事業部門である。もともとは CtoC
事業者の淘宝の１つの決済ツールとしてスタートしたが、収益モデルはなく、無料サー
ビスとして提供していることもあり利用者は急増した。それゆえ取引額も第三者オンラ
イン決済サイトの中では群を抜いて大きい。クレジットカードやデビットカードなどの
支払い方法に対応していて、クレジットカードのみの対応の Paypal よりカバーしてい
る方法が広い。
（３）エスクローサービス
淘宝にはエスクローサービスがあり、支付宝というサービス名でエスクローサービス
を行っている。支付宝を利用するには、事前にネット銀行の口座と支付宝の利用登録が
必要となっているがどちらも無料で登録可能となっている。購入ボタンを押した後に支
払い方法を選ぶことができる。支付宝は工商銀行や招商銀行など複数の銀行と提携して
いる。

③ EC 上の決済でのセキュリティとトラブル事例
図表 13は中国全体におけるネットユーザがネット支払いをしない理由であるが、最も
多く挙がっているのが、取引安全性・確実性への懸念である。このことから消費者がプ
ライバシー情報の漏洩（例：銀行口座番号の情報の漏洩など）を気がかりに思っており、
決済時のデータの安全性を問題視していることがわかる。

図表13.

ネットユーザがネット支払いを利用しない理由
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出所）中国の電子商取引市場動向調査報告書 2006（電子商取引推進センター）

(６) EC における物流の状況
商品の配送では郵便や EMS が利用されているが、大都市圏では宅配サービスも一般
的になってきている。一方、輸入に関しては、通関でのトラブルなどが多く、課題が残
る。
① 商品の配送
EC（BtoC、CtoC）商品の配送で最もよく利用されているのは、中国郵政集団公司の
普通郵便や EMS がよく利用されている。また宅配サービスも近年、北京や上海では一
般的になってきていることもあり、利用率は高い。

a. 物流の発達状況
中国の物流市場は全 GDP の約 20%程度であるといわれており、他の欧米諸国のそれ
と比較するとかなり高いことがわかる（米国は 8.6%となっている）
。このことから中国
の物流市場は、まだまだロスの大きい未熟な市場であるといえる。物流システムがきち
んと構築されていないために、オペレーションでかかる物流コスト構造は明確になって
いない（事業者も把握しきれていない）。また、中国の宅配市場は中小企業というより
も個人会社がまだ数多く存在しているような構造となっていることもあり、宅配便のサ
ービスレベルは平均的には日本に比べかなり低いと言われている。中国の零細物流企業
は、価格競争に巻き込まれており（上海地区において翌日配達料金は 6 元～10 元程度
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となっており、以前より値下がりしている）、事業環境がかなり悪くなっているため、
サービスレベルが上がりづらい状況である。一方で、中国の大手物流企業や外資物流企
業は、配達料金は中国の零細物流企業の約 4 倍程度となるものの、日本と同程度の水準
のサービスを提供している。
上海地区においては、すべての人が活用するまでには至っていないが、宅配はある程
度一般的なサービスとなっている。EMS を宅配と見なせば、ほとんどの人にとって一
般的なサービスといえる。当該地区内の宅配サービスは日系物流企業の中では佐川急便
が他社にさきがけて上海に進出している。日本と同等のサービスを日本より低い料金で
提供しており、上海の通販会社や日本企業の利用も多い。また、上海市内では個人事業
者であるバイク便が非常に発達している。電話をすれば 1 時間ほどで集荷に来てくれ、
ドアツードアで目的地まで 30 分ほどで届けることが可能となっている。
北京地区においても宅配サービスは一般的になっており、カルフールなどのスーパー
マーケットによる宅配サービスなど様々な事業者が展開している。当該地区においては、
日本の事業者では佐川急便が 2003 年から北京市内および華北地区、北京～上海間で宅
配便サービスを開始している。インターネット上における荷物追跡や代金引換、時間帯
配達といった日本と同水準のサービス提供を行っている。
（１）BtoC の宅配
EC（BtoC）の宅配においては、事業者は特定の物流事業者と配送契約を結び、その
事業者に配送を委託することがほとんどである。費用負担としては、在庫保管費用、配
送費の一部、保険料は、サプライヤーが負うことになっていることが多い。上記におい
て配送費の一部となっているのは、サプライヤーの在庫から個人までの配送費は消費者
が負うのが通常であるが、物流システムがきちんと構築されていないため、配送費が在
庫先から消費者まで以外の経路においても必要となることが多いためである。よく散見
される例を挙げると、北京の消費者が広州のサプライヤーの商品を注文した際に、広州
において主となる倉庫に商品なかった際に、副となる倉庫が北京にあったとしても、一
度商品を北京から広州の倉庫まで配送してから北京の消費者の家まで届ける、というこ
とが行われている。このような状況であるため、配送費を減らすために在庫を多く抱え
るサプライヤーも見受けられるが、その際も在庫管理コストがかかっており、いずれに
せよ物流システムが未熟であるためにサプライヤーの負担が大きくなっている。
（２）CtoC の宅配
電子商取引（CtoC）は売り手が物流会社に荷物を持っていく。現実には、物流会社
よりも中国郵政集団公司の EMS を利用する売り手が多い。配送費は買い手が負担する
ことがほとんどである(場合によっては売り手・買い手の両者の交渉次第で違うケース
がある)。EMS の課金体系は、荷物の重量によって設定されており、200g までは一律
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20 元であり、その後 500g ごとに原則 6 元ごと加算されるのだが、距離によっては 9
元、15 元ごとの加算となっている。
（３）EC（BtoC、CtoC）の配送
図表 14はECでの購入商品の配送方法を表したものである。通常郵便サービスの利用が
最も多く 5 割弱が利用している。これは通常郵便の料金が安いことが要因の１つである
と推測される。普通郵便（2kgまで）の課金体系は、100gまでは 20gごとに市内 0.6 元、
市外 0.8 元となっており、100g以上では 100gごとに市内 1.2 元、市外 2 元加算される。

図表14.

ネットショッピングで購入した商品の配送方法
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出所）China Internet Network Information Center（CCNIC、2005 年 12 月、複数回
答）

（４）物流事業者の IT 化
中国の物流企業が採用している情報システムは、バーコードや EDI（電子データ交換）
は 2002 年時点で採用率はすでに約 34%であったことから、中堅以上の企業には採用さ
れていることがわかる。一方 GPS は 2003 年に一気に採用率が高くなっていることか
ら、この時期に大手から各社が採用しはじめたことがわかる。中国に進出している日系
大手物流企業の多くは GPS を活用した荷物管理サービスを行っている。RFID は日本
も状況としては同様であるが、実験段階であることが採用率からわかる。
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図表15.

中国物流企業の情報システム導入状況
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b. 主要な事業者とサービス
中国国内において地区を越えて荷物を送りたいとき（例：上海地区から北京地区へ荷
物を送る）には、多くの国民（個人）は EMS で送ることが多い。物流事業者はかなり
多く存在しているが、事業者は近鉄ワールドエクスプレスなど大手の物流事業者に依頼
することがほとんどである。これはエリアごとに運送許可が必要であり、全国の運送許
可を持った物流事業者が少ないからである。
（１）主要な事業者
日本～中国の物流を行っている日系事業者は多いが、中国国内の物流を行っている主
な事業者は、近鉄ワールドエクスプレス、佐川急便である。
■近鉄ワールドエクスプレス
上海を起点とした中国国内で定期混載トラック輸送網を構築していて（輸送先は北京、
広州、大連、武漢、天津、重慶など）
、トラックの 3 分の 1 以上に GPS を搭載し運行
管理・貨物紹介システムを活用することで、一部地域ではリアルタイムでの貨物の情報
提供を可能としている。貨物情報はコールセンターへの電話もしくはインターネットを
通じて把握することができる。
■上海大衆佐川急便物流有限公司
佐川急便が、上海ではタクシー業務や引越等で大きな実績を上げている上海大衆交通
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と合弁で設立した配送会社である。事業エリアは上海内および北京～上海間である。イ
ンターネット上での荷物追跡・即日配達や夜間を含めた時間帯及び指定日配達・受領印
ＦＡＸ送信・貴重品手渡しなど、こちらも日本国内とほぼ同様の内容になっている。
2006 年時点で、上海と北京で 1 日に運ばれる 5,000 個の荷物のうち、半数はテレビ通
販の「東方 CJ」によるものである。
■上海遠州物流有限公司
自社トラックにより個人宅配を行っており、杭州、上海、南京、青島、天津、北京、
大連間を定期的に走っている。
■北京住商佐川急便物流有限公司
住友商事や市政府傘下の総合投資会社である京泰実業らの共同出資により設立され
た。北京～上海間、北京市内全域の宅配業務を手がており、市内便は正午までに申し込
むと、通常当日には配達されるというサービスレベルになっている。
■ディー・エイチ・エル（DHL）
中国で国内航空貨物 輸送サービスを展開してい る。外国企業として初めて CATA
（China Air Transport Association）から中国国内のライセンスを取得し、上海、北京、
大連など 17 都市で事業を展開する資格を得た。さらに、今後 CATA ライセンスを持つ
支店・倉庫を計 30 か所まで増やし、サービスを 70 都市にまで拡大する予定となって
いる。
（２）個人事業者
個人宅配事業者では、送り先まで届けるという最低限のサービスが提供されるのみで
あり、利便性などに差はない。バイク便などの個人宅配事業者が多く存在している。個
人宅配事業者は連携して共同輸送（都市間、国際宅配であれば空港まで）している。個
人事業者が 1 地区を担当して、各戸から荷物を預かり、それぞれの個人事業者が集めた
荷物を共同で都市間輸送する。輸送先の都市で、その都市の個人宅配事業者が送り届け
ている。
（３）電子商取引と物流事業者の提携サービス
2006 年、阿里巴巴は、中国国家郵政局(中国郵政)と電子商取引（BtoC）においてパ
ートナーシップを締結し、EC の情報・金融・物流において、特別サービスメニューを
消費者に提供している。国家郵政局の EMS と郵便貯金で阿里巴巴の EC サービスの金
融及び物流サービスのサポートを行っている。
提携サービスとしては、速達宅配のほか、郵便局ネットワークでのオンライン送金及
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びオンライン決済などでの業務提携が含まれる。国家郵政局傘下で EMS を専門に取り
扱う中国速達服務公司が、阿里巴巴傘下のオンライン決済プラットフォーム「支払宝」
を経営する浙江支払宝網絡科技有限公司と提携することで、支払宝の EC 決済推奨ベン
ダーとして、速達宅配サービスを全面的に請け負っている。
阿里巴巴傘下の淘宝網のユーザーに対し、中国郵政が EMS サービスと独自の宅配サ
ービス「e 郵宝」を提供している。中国郵政の宅配ネットワークシステムが支払宝とリ
ンクすることで、ユーザーの貨物輸送情報が支払宝サイトを通じて速達服務公司に流れ、
それをもとに速達服務公司が宅配を請け負っている。また e 郵宝サービスは、プロセス
全てが陸上運送なので、価格が一般の EMS より 40%ほど安くなっている。

c. 物流に関する規制
上海では、環境問題対策として、2006 年より欧州の排気ガス基準である「ユーロ 1」
をクリアしている車両以外の高架道路への進入を禁止している。ユーロ 1 をクリアして
いる車両にはグリーンカードを配布している。これにより、都市間物流事業者はこの基
準を取得しなければならなくなった。
北京においても同様の乗り入れ規制があり、オリンピック期間中は車両ナンバープレ
ートの数字が奇数・偶数で走行できる自家用車を規制している。

② 輸出に関する課題
HS コードを利用しているものの、どの商品のどのコードが当てはめられるべきかと
いう基準が不明確である。産地、製造方法などで細かく条件が付くほか、通関担当者の
裁量に依る部分も多いと見られ、現場での混乱が見られる。たとえば、中国内の工場で
生産した商品を日本へ持ち出す際と、同一商品を再度中国国内へ持ち込む際とで異なる
判断をされるということも起こっているという。

a. 輸出入に関する規制
詳細な情報を、JETRO が提供する各種サービスを利用するか、
貿易制度については、
JETRO のホームページ（URL：http://www.jetro.go.jp/）を参照することにより得るこ
とができる。

b. その他の課題
梱包材検疫規制があり、日本からの木製梱包材は熱処理など規定された消毒措置が義
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務付けられている。
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1.2.2 台湾
(１) EC 市場を取り巻く環境
台湾の IT インフラの整備状況は、我が国と同等程度に進んでいる。政府がインフラ
投資に積極的であり、今後も政策的に IT インフラの整備が進むと考えられる。
外資の参入に対しては制度的には寛容である。また、特に日本に対しては、消費者も
好意的であり、日本文化への関心も高い。

① IT インフラ整備状況
台湾政府が、ブロードバンドの普及や政府の電子化に注力してきたことにより、台湾
ではインターネットや携帯電話の普及が進んでいる（図表 1）。
・ インターネット普及率

1452 万人、普及率 63.7％（2006 年）

・ ブロードバンド普及率

451 万人、普及率 19.8％（2006 年）

・ モバイル普及率

2325 万契約、
普及率 102.0%、2001 年からの年平均成長率 1.3％

（2006 年）

図表1.IT インフラの普及状況
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ブロードバンド契約数
人口

百万人

120.0

② 政府の政策
台湾における電子商取引関連の政策は、2002 年の「チャレンジ 2008」にお
いて、「ブロードバンド 600 万世帯」
、「e-社会」、
「e-ビジネス」、
「電子政府」、
「e-交通」の 5 つの目標が設定され、その一環としての「e-Taiwan 計画」に
より、約 1,000 億円が情報サービスビジネスやソフトウェア産業の活性化に振
り分けられたことにより本格化した。
また、2005 年には、
「M-Taiwan 計画」も展開され、モバイル端末（携帯電
話及び無線 LAN 製品）による情報化の促進に 5 年間で約 1,200 億円の予算が
計上されている。
2006 年、
「U-Taiwan」計画を発表し、
「INNOVATE TAIWAN」として、7
つの政策を掲げている。
I

：社会インフラとしてのネットワークの完備（Infrastructure）

NN

：次世代ネットワークの建設（Next Generation Network）

O

：公平な機会の創造（e-Opportunity）

V

：サービス産業における科学技術の革新（Value-added ITeS）

T

：安全・安心の強化（Trust Taiwan）

E

：政府サービスのユビキタス化（Electronic Governance）

ブロードバンド及び無線ネットワークを普及させ、RFID などの活用によっ
てユビキタス化を進める。また、国民のコンピュータリテラシの向上を進める
と共に、特にサービス産業での技術革新を進めるとしている。あわせて、公共
サービスのネットワーク化を進め、セキュリティの向上にも努める内容となっ
ている。

③ 外資への規制状況
従来から経済発展の一方策として積極的な外資導入政策をとっており、EC について、
外資に対する規制等はない。会社法や外国人投資条例による出資比率の規制もない。

④ 消費者の特性
近年の中国の成長に伴い、かつての電子立国の勢いが衰えると共に、消費者の所得格
差が顕著になってきている。台湾の資産階層は、中間が少ない「ひょうたん型」になっ
ているといわれ、高級消費と倹約消費に二極化している。
とはいえ、中国の都市部と比較しても、全体での購買力は高い。また、他の国に比較
して日本製品へのイメージがよく、日本初ブランドが多数受け入れられている。
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台湾は、台湾島とその周辺諸島から構成され、面積は約 36,000 平方キロメートルで
ある。これは九州とほぼ同規模となる。台湾東北部に位置する台北市と、南部に位置す
る高雄市がそれぞれの地域で経済的、政治的中心地となっている。
太平洋戦争までの日本による台湾統治が長かったことにより、日本文化が流入した。
当時流入した日本語には、台湾に定着して利用されているものも多い。現在でも、日本
文化は好意的に受け入れられており、日本のアニメや音楽などの人気も高い。

⑤ EC 市場の課題
同じく台湾経済部による、「2007 年度ＥＣ法制及び基礎環境構築計画」の「BtoCの
EC商店経営調査報告」によれば、EC業者（ここでは、単独でEC事業を営む事業者を
対象としており、日本におけるYahoo!や楽天のようなプラットフォーム業者を含んでい
ない）の経営上の課題は、類似商品が多いことによる価格競争であるとされる（図表
2）。また、自社サイトの利用者への認知をいかに高めていくかも課題と認識されている。
一方で、クレジットカード情報の漏洩について、課題であると認識されている割合は低
い。

図表2.台湾 EC 事業者の経営課題
0%

10%

20%

類似商品が多すぎ、値段競争が激しい

30%
26.4%

自社サイトの認識度が足りない

20.7%

物流コストが高い

12.4%

回収率が低い

11.5%

真似されやすい

10.5%
8.6%

EC商店の経営管理が難しい
5.0%

ECの有識者を集めるのが難しい
クレジットカード情報が漏れる問題が深刻

2.2%

その他

2.5%

出所）台湾経済部

(２) ポイントサービスの状況
日本と同様、台湾においても、CRM の一つとしてのポイント制度は一般的なもので
ある。しかし、自社の会員カードによるポイント制度以外では、多くの会社は主に銀行
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と提携し、提携クレジットカードの形で、会員カードとして発行している。ポイント間
の交換は日本ほど盛んではないが、多くの銀行クレジットカードのポイントは航空会社
マイレージへの交換ができるようになっている。
① PCHome
PCHome においても、ポイント制度が提供されている。ただし、有効期間が短く、
商品やキャンペーンによっても有効期限が異なるなど、仕組みが複雑なこともあり、多
くのポイントが有効期限切れとなっているという。また、ポイント制度自体は導入して
いるものの、顧客データの分析等、自社の経営へ活用するための試みは、主として費用
対効果の観点から実施されていない。
② PayEasy
PayEasy は、もともとは台新銀行ポイントの景品交換サイトであった。現在では、
女性向け商品の専門 EC サイトとして知られており、2007 年 1 月までに､登録ユーザー
数は 196 万人、そのうち台新銀行クレジットカードの所有者は 3 割であるという。台
新銀行のクレジットカードのポイントは、このサイトでは現金のように扱われ、商品の
割引に利用できるが、他の銀行のポイントは利用できない。また、PayEasy の EC サ
イトの利用によってもポイントが付与されるが、そのポイントは、PayEasy の全商品
に還元することができるわけではなく、その使い道はサイト内の「快楽 e 点網」の商品
に限定される。
PayEasy の売上は毎月 3 億台湾ドル（約 10 億円）程度であるが、その中で台新銀行
ポイントによる還元は 700～800 万元で、全体の 2～3%程度となっている。そもそもが
台新銀行のポイント還元サイトであったことを考えると、現在は、この利用はほとんど
なくなっていることになる。また、PayEasy が発行し、PayEasy で消費できる P-Cash
というポイントもある。このポイントを利用する企業が増えてきており、ポイント利用
総額は自社 Payment の 25％にも上る（3 億台湾ドルの 25％、すなわち 7500 万台湾ド
ル）
。そして、PayEasy が発行する快楽 e 点は、毎月 100 万台湾ドル程度が利用されて
いる。
③ 博客来
博客来では、ポイントではなくクーポンの e-coupon が CRM の主体となっている。
クーポンをイベントのマーケティングとして利用する方が、サービス運用の柔軟性が高
いととらえており、そのため、ポイントサービスを提供していない。
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(３) 非接触 IC カードを利用したサービスの状況
台北市の地下鉄や高雄などで、交通系非接触 IC カードの導入が進んでいる。台湾国
鉄も非接触 IC の導入を検討しており、台湾全体で交通乗車券の IC 化が進む。
台北の悠遊卡（Easy Card）は、台北市の地下鉄乗車券としてサービスが開始された
が、その後、バスやロープウェイなどの公共交通機関や、動物園などでの利用が可能に
なっている。チャージ限度額は 10,000 元（約 35,000 円）で、2007 年 10 月までに 1,000
万枚以上を発行している。Easy Card は、中国信託銀行などと提携し、Visa PayWave
や PaPass が搭載されたカードも発行されている。このカードは、プリペイドの乗車券
に加え、ポストペイ（クレジット）の決済機能が一枚のカードに搭載されており、ファ
ミリーマートなどで利用可能となっている。
セブンイレブンが発行している接触型 IC プリペイドカードの i-cash も、中國信託商
業銀行との提携によるクレジットカードが発行されており、Easy Card と同様に、Visa
PayWave や PaPass が搭載されている。
クレジット決済では、ビザ・インターナショナルが、非接触クレジット決済サービス
の「VISA PayWave」を展開しており、すでに 2 万台以上の R/W が展開されている。
採用されている非接触 IC カードは Type A である。3,000 台湾ドル（約 10,000 円）未
満はサイン不要で利用できるようになっている｡また、非接触 IC をカード以外の端末に
組み込む技術「NFC」を利用した、携帯電話での決済実験も始まっている。また、JCB
も同じく Type A のカードを利用した ｢J/Speedy｣を、2007 年 9 月より、台湾銀行との
提携により発行している。J/Speedy でも、PayWave と同様、一定金額まではオフライ
ンで決済するが、一定金額を越えると接触型のクレジットカードと同様にオンライン接
続する仕様となっている。一定金額は国ごとに決めているが、台湾では約 1 万円である。
また、累計金額等が一定になるとオーソリゼーションを必要とする。マスターカードワ
ールドワイドも、PayPass という非接触 IC クレジット決済サービスを展開済みである。
PayWave、J/Speedy、PayPass の加盟店端末は各社共用であるため、今後の拡大が
期待されている。
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図表3.台湾で利用されている主要な非接触 IC 決済

注）iCash は接触型 IC を利用。iCash 提携クレジットカードでは、クレジットカード
機能のみ非接触 IC を利用する。
出所）各社公開資料より作成

(４) 安心・安全への対応状況
台湾における消費者保護への取り組みは 2001 年の「EC 消費者保護綱領」に始まり、
EC における消費者保護関連制度の整備が進んでいる。その一方で、事業者の自主的な
取り組みは進んでおらず、EC 事業者によってトラブル対応はまちまちである。
また、法整備は進んでいるものの、消費者の信頼を得るには至っておらず、制度が実
態に追いついていないとも言える。

① 消費者の意識
インターネット利用者のセキュリティ意識に関する、ALS/NII産業発展協進会「2007
台湾インターネット安全信頼性調査」によると、インターネットのセキュリティを信じ
ると答えたのは 34％であり、アメリカの 53％、ドイツの 43％に対して低い数字であっ
た。インターネットのセキュリティに関する事項について、信頼性が最も低かったのは
（「信頼しない」と「非常に信頼しない」の比率の合計）、「事業者の個人情報保護」
（63.1％）であり、次いで「政府の個人情報保護」（45.2％）とECの安全性（44.7％）
となっている。逆に、最も信頼するのは（「信頼する」と「非常に信頼する」の比率の
合計）、
「自分の行為の安全性」で 56.3％に上り、次いで「ウイルス対策ソフト」
（52.7％）
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であった（図表 4）。自分の行為と自分の手元にあるパソコンについては信頼するが、
ネットの先にある対象については、政府が提供するサービスも含め信用していない、と
いう状況が伺える。

図表4.インターネットに関するサービスの信頼度
0.0

20.0

40.0

4.0
ウイルス対策ソフト

48.7

0.6
web内容の真実性

16.1

1.4
ECの安全性

9.7

非常に信頼する

48.9

21.1

普通

25.3

4.9

35.4
17.8

信頼しない

7.6
14.2

24.2

46.6
信頼する

3.8

37.1

17.8

30.7

3.5

34.2

26.5

35.7

1.8
政府の個人情報保護

100.0

18.8

45.4

17.1

1.9
政府のeサービス

80.0

23.6

25.5

0.8
業者の個人情報保護

自分の行為の安全性

60.0

9.8
23.3

2.6

非常に信頼しない

出所）ALS/NII 産業発展協進会「2007 台湾インターネット安全信頼性調査」

また、ポータルサイトのyam天空傳媒のネット調査（2005 年 11 月）によれば、EC
の際に最も気にするのは個人情報保護（80.9％）であり、取引の安全性（63.9％）、商
品の品質（47.1％）が続く（図表 5）。前年の同調査と比較しても、各項目の順位や選
択率にはほとんど変化がみられない。
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図表5. EC の際に一番気にしていること
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個人情報保護
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取引の安全性
52%
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商品の品質

44%
39.3%

価格
アフターサービス

42%
38.0%

サイトの信頼性

36%
37.6%
36%
36.3%

操作の分かりやすさ

出所）yam 天空
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29%
26.3%

約束どおりに物が届く
その他

100%

4%
2.7%

台灣網路使用調查

このような状況の中、EC にまつわるトラブルも起こっているが、規模の大きなもの
では、博客来の例が挙げられる。2007 年 11 月に、博客来（書籍、CD を中心とした
EC サイト）を利用してイベントのチケットを購入した消費者に対して送信された購入
確認メールにおいて、他の消費者の個人情報（名前、住所、電話番号、メールアドレス）
が閲覧できるようになっていた。
このチケットを購入した消費者は 477 人であったが、
博客来はチケットの費用を全額負担した上で、謝罪メールと e-coupon（500 台湾ドル
相当、約 2,000 円）を消費者に送付する事態となった。

② EC における消費者保護の法整備状況
台湾の EC における消費者保護については、民法、民事訴訟法、消費者保護法、EC
消費者保護綱領、公平取引法、電子署名法などにより規定される。
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図表6. 消費者保護関連の法規制
EC 向けに整備
紛争解決
消費者保護

既存法を適用
民法、民事訴訟法

EC 消費者保護綱領、消費者 公平取引法
保護法

プライバシー・個人情報保 EC 消費者保護綱領
護
セキュリティ・暗号

電子署名法

出所）各種資料より作成

民法は 1929 年に成立し、直近の修正は 2008 年 1 月である。個人の権利や財産に関
する規定がなされている。1930 年に訴訟のプロセスなどに関する法律として民事訴訟
法が成立している。最近の修正は 2007 年 3 月である。
公平取引法は 1991 年に成立した、取引に関する法律である。
（１）EC 消費者保護綱領
2001 年、BtoC の取引安全性（契約、個人情報、決済など）を確保するため「EC 消
費者保護綱領」が行政院によって公示された。BtoC の EC について、二つの基本原則
・ 透明性の確保：EC の消費者保護の範囲と程度は他の取引より低くてはならない
・ 商業、広告及びマーケティング活動の公平性：EC 経営者は消費者の権利を尊重、
保護するべき
に基づき、消費者を保護するための指針を示している。
まず、EC 事業者及び経営者に対し、消費者に十分な判断しやすい取引に関する情報
を提供し、かつ、適切な契約プロセスを提供するべきとしている。また、個人情報の保
護に関して、経営者は消費者情報に対して下記の条件を守るべきとしている。
・企業経営者は消費者情報を取得する前に、保護の方法、目的と利用内容を通知する
・不法な手段で情報を取ってはならない
・消費者に対し、自分の情報を修正・追加・確認する権利を保証する
・経営者は消費者の情報を適切に守る
・経営者は以上のことを守れない場合、法律上の責任を取る
・経営者は、12 歳までの子供の情報を取得する際に、子供の保護者の同意を得なけ
ればならない
EC の運用に関しては、適切な取引安全環境と保証（SSL 技術など）提供するべきと
し、安全な決済手段、決済プロセスと決済情報の提供を求めている。
また、政府と企業の双方に対し、消費者にトラブルや争議が起こった際に、即時、公
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平かつ経済的な対応を提供するべきとした。さらに、政府、企業と消費者保護団体に対
し、消費者に安全取引を教育し、また、世界各国と連携し、消費者保護に関する法律、
手段などを確保、強化するべきとしている。
（２）消費者保護法
1994 年、消費者の権利を守る法律として「消費者保護法」が成立した。2003 年に、
EC 商品は郵便購入商品と同じように 7 日以内返品できるとの追加がされた。この「7
日鑑賞期間」は、EC で扱うほぼ全ての商品が対象となるため、返品率が台湾では 2％
近くに上っている。そのため、台湾 EC のサプライヤーにとって厳しい状況となってい
ると考えられる。
台湾消費者には、いくつか迷っている商品がある場合、全てを購入し、一番気に入っ
た もの以外を返品するという方法を取る利用者も散見される。実際、EC 最大手の
PCHome のコールセンターへのクレームの中で最も多いのが、
「8 日目に返品したいの
だが、なぜできないのか？」、
「7 日間では商品の良し悪しが分からない」というものだ
という。
2007 年 1 月に EC 消費に関する部分の条文修正が立法院に提出された。欧州、日本
の法案を参考としながら、消保法第 2 条 10「郵便販売（郵購買賣）」の定義を「遠距離
通販」に修正した。また、
「消費者は下記 6 種類の特定遠距離通販において、7 日間以
内の無条件解約の権利をもたない（第 19 条 2）」という条項を追加した。
・取引の金額が中央主管機関の公告金額より少ない場合（土地、建物など）
・取引の金額が金融市場の変化により変わる場合（EC 事業者が自分でコントロール
できないもの）
・腐敗しやすいもの、有効期間が短いもの
・業者が消費者の要求や指定に従って提供した取引
・ニュース、雑誌
・消費者が開封したデジタルコンテンツやパソコンソフト
また、台湾行政院消費者保護委員会が発表した「EC 消費者保護綱領」を参考に、契
約する前に遠距離消費者が十分な情報を入手できるようにするため、「企業の経営情報
が開示される範囲」を拡大した（第 18 条）
。
従来、商品の商品広告代言人（広告代理店など）が虚偽の広告を掲出した場合に取る
べき責任が規範されていなかったため、
「（企業経営者のほかに）商品広告代言人にも消
費者が代理人の広告を信頼したために被害にあった場合（虚偽の広告など）に対して、
一定程度の責任をとる義務がある」と追加した（第 22 条）
。
（３）迷惑メール管理法および修正個人情報保護法
また、法案として成立していないが、「濫発商業電子メール（迷惑メール）管理条例
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草案」と「個人情報保護法修正草案」が、個人情報を保護するために 2005 年 2 月に立
法院へ提出された。両案とも現時点で未成立であるが、その要因は法案の内容によるも
のではなく、政争によるものとみられる。
濫発商業電子メール（迷惑メール）管理条例草案では、下記の内容を規定している。
・ インターネット利用の安全と快適を維持するために、サービスのプロモーション
などマーケティング目的のメール配送を規定する
・ 主要管理機関は通信放送委員会、委員会を成立前に交通部は主要機関
・ 合法商業メールの要点
・ 商業メールを配信する行為の制限
・ 主要管理機関の権利と責任
・ 商業メールによって被害を受けた人の民事賠償請求権及び賠償金額
・ 団体訴訟プロセス
・ 必要であれば管理機関は国際連携して実施するべき
個人情報保護法修正草案では、近年、詐欺事件が多発したことを受け、1995 年に制
定されていた「個人情報保護法」を修正する。修正案では保護範囲を拡大し、コンピュ
ータだけではなくインターネットなどの個人情報収集、処理、利用なども含んでいる。
違法行為に対する刑罰も強化する。
現状の個人情報保護法は、コンピュータで個人情報を処理する際に、個人の権利を侵
害せずに利用するための法律であり、「公共機関の個人情報処理」、「非公共機関の個人
「損害賠償及び他の補助」のそれぞれについての規定がなされている。
情報処理」、

③ EC における消費者保護の市場慣習・自主ルール
ポータルサイト最大手の Yahoo!奇摩では、顧客（購入者や販売者）が不正取引など
の被害にあった場合には、その費用を補助するとしている。しかし、台湾においては、
Yahoo!奇摩の例はむしろ特殊であり、多くはサイト上に注意事項とセキュリティに関す
る情報を掲示するだけとなっている。
参考）YAHOO! 奇摩拍賣（拍賣はオークションの意） 「買家・賣家保証方案」(2004
年 6 月 30 日より実施)
補助対象：
・ 販売者が商品を送ったが購入者が契約のとおり支払わない場合
・ 購入者が支払ったが商品が届かない場合
・ 商品が契約の通りではない場合（品質、色など）
補助金額：
・ 補助金額 ＝ [落札価額] － [Yahoo!奇摩手続き費用]
※ 手続き費用は通常 700 台湾ドル（約 2,500 円）
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PCHome では、上記の Yahoo!奇摩のような取り組みは実施していないが、個人情報
の取り扱いについては社内ルールで規定されており、顧客情報へは関係者以外は触るこ
とが出来ないようになっている（特定端末からパスワードを入力してアクセス）という。
PayEasy でも、過去に会員情報を盗まれるというトラブルがあり、それ以降、会員
情報保護を強化する対応をとっている。
・ 会員にパスワードの変更（極力長く）を要求する
・ 関係者以外は顧客情報を参照できない
・ パスワードの暗号化を強化
個人情報保護法が重視されていなかった時代には、通信販売業者が銀行や通信事業者
から会員情報を購入することがよくあったという。複数の情報源から購入したデータ
（名前、ID、パスワードなど）を参照、相互補足しながら、消費者情報を明確化し、
悪用されたという。犯罪場所はほとんど海外（中国のアモイなど）であった。
現在では、法律上、EC 事業者は顧客のクレジットカード情報を保存することができ
ないため、顧客の決済情報は保有していない。
EC サイトに対して、北市消費者電子商務協会（SOSA、Secure Online Shopping
Association）がトラストマークを発行するサービスを提供している。140 以上の EC サ
イトがトラストマークを取得している。SOSA はオンラインにおける ADR サービスも
提供しており、EC サイトがトラストマークを取得する際には、ADR を採用しなけれ
ばならない。逆に、SOSA が ADR として扱うのはトラストマーク取得企業に対しての
みであり、見取得企業への苦情へは基本的に対応していない。
また、SOSA と日本の EC ネットワークとで、ADR に関する連携協定を締結してい
る。苦情発生時の連携は、それぞれの国の消費者から寄せられた相談や苦情を、相手国
の機関を通じて事業者に伝え、回答を得る、と言う流れになる。しかし、協定では、取
り扱う苦情の範囲や個人情報の扱いについて取り決めたのみで、運用手順については定
まっていない。また、台湾との間では、本連携が活用されたトラブル事例は多くないと
いう。

(５) EC における決済の状況
台湾の EC 事業者においては、クレジット決済の利用が多数を占める。日本と同様に、
コンビニ決済なども提供されており、一定の支持を得ている。一方、エスクローサービ
スは一般的ではない。
最近では、
台湾独自の WebATM という仕組みが注目されている。
台湾ではクレジットカードの普及が進んでおり、その結果、EC における決済でも利
用されることが多いと考えられる。また、コンビニエンスストア網も発達していること
から、いわゆるコンビニ収納代行も利用可能となっている。
一方で、決済にまつわるトラブルにおいて、クレジットカードに関連する詐欺等が多
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いのも事実である。

① 利用されている決済手段
ECにおける決済の利用状況については、台湾経済部商業司「EC法制及び基礎環境建
設計画」調査(2006 年 1 月～6 月)による調査が行われている。この調査によれば、最も
利用されているのはインターネットクレジット決済で 21.9％となっており、次いで、
銀行振込や引き落としが 18.6％、ATMでの振込が 18.4%、郵便局や宅配収納代行によ
る代金引換が 14.4%等となっている（図表 7）。

図表7.EC サイトが提供している決済手段
0.0%
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20.0%

25.0%
21.9%

インターネットクレジット決済
銀行振込や引き落とし

18.6%

ATM

18.4%
14.4%

商品と引き換えに現金で支払い
7.1%

郵便振替

5.7%

ECの実体店で支払い
コンビニ決済

3.2%

現金

3.0%

WebATM

3.0%

クレジットカード
小口決済

2.1%
1.4%

※ 上図において、 現金：は現金書留や小切手による決済
クレジットカード：購入書をファックスやメールでやりとりする
小口決済：は電子財布（Mondex（プリペイ）、や Telepay（ポスト
ペイ）など）やポイントによる決済
出所）台湾経済部商業司「ＥＣ法制及び基礎環境建設計画」調査

ネット特有の決済の一つである PayPal は、台湾においても eBay が 2004 年から提
供していたが、オークションが PCHome との合弁事業となってからは決済方法として
は採用されていない。PCHome のショッピングモールの中には、まだペイパルを使っ
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ている EC 店舗もあるが、ごく少数だと考えられる。個人オークション利用者の一部も
利用を続けている。
代金引換は、郵便局や大手宅配事業者（統一速達運輸（ヤマト運輸と提携）、台湾宅
配通、新竹運輸、大栄運輸など）が提供している。
また、個人経営の店舗が運営する EC では、実店舗での支払も採用されている。大手
流通事業者ではあまり採用されていないが、大手コンビニエンスストアチェーン（セブ
ン-イレブン、ファミリーマート、Hi-Life）で採用されている（すなわち、コンビニ決
済）
。
PCHome では、利用者の 90％がクレジット決済を利用し、銀行振込、コンビニ決済
が続いているという。一方で、博客来や PayEasy では、コンビニ決済が 8 割程度を占
めているという。PCHome は 3C 商品などの電化製品が主体であるのに対し、博客来は
書籍や CD、PayEasy は女性向けの化粧品などが中心となっていることが、クレジット
比率の差の要因と考えられる。PayEasy の場合、利用者の 75％を占める女性が、
「自宅
に商品を配送してもらうこと」を防犯上の理由で避け、コンビニでの受け取りと決済を
選択しているという。その結果、PayEasy の商品を統一超商グループのセブンイレブ
ンで決済する件数が、同じ統一グループの博客来の商品をセブンイレブンで決済する件
数を上回っている。
また、PayEasy では、前述の通り、自社が発行する電子マネーやポイントも利用で
きる。

② 各決済の主要プレーヤーと動向
（１）クレジットカード
台湾ではクレジットカードの普及が進んでおり、EC における決済でも利用されるこ
とが多い。また、コンビニエンスストア網も発達していることから、いわゆるコンビニ
収納代行も利用可能となっている。
台湾銀行局によれば、2007 年末時点でのクレジットカードの流通枚数は 3,644 万枚
で、所有率はほぼひとり 1 枚を超えている（図表 8）。2005 年前後に、クレジットカー
ドの発行方に伴う貸し倒れが多発し、カード流通枚数が減少したが、現在はほぼ落ち着
いた状態となっている。信用情報センターなど、金融機関の個人信用情報共有のための
インフラが整備されていたことや、政府の対応が早かったことも、市場の悪化に早い段
階で歯止めがかかった要因とされる。
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図表8.台湾におけるクレジットカードの流通枚数の推移(千枚)
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出所)台湾銀行局

（２）WebATM
インターネットクレジット決済や銀行利用の比率はここ数年で低下していると言わ
れている。その理由の一つとしてあげられるのは、ATM および Web ATM という台湾
独自の仕組みの利便性が上がったことによる。
台湾における ATM の設置数は、2007 年 8 月時点で 25,000 台を超えており、これは
我が国の ATM 台数の 3 分の 1 程度である（2007 年 3 月末時点で 74,745 台）が、人口
当たりに換算すると、我が国の 2 倍近くに達する（台湾：約 11 台/1 万人、日本：約 6
台/1 万人）
。日本と同様、コンビニエンスストアへの設置が進んでいるほか、基本的に
24 時間稼働しているなど、利便性が高い。
WebATMは、パソコンをATMとして利用するサービスである（図表 9）。金融機構（郵
便局、国泰世華銀行、台北富邦銀行など 24 社）がサービスを提供している。キャッシ
ュカードの読み取りが可能なICカードリーダーが 1000 円程度で市販されており、それ
をUSBでパソコンに接続し、キャッシュカードを挿入することにより、利用者はATM
と同じようにサービスを受けることが可能になる。WebATMを利用するための申し込
み手続きなどが不要で、手数料なども基本的に実際にATMと同じなため、流行の兆し
が見えてきている。
「EC法制及び基礎環境建設計画」によれば、安全性と利便性が高ま
ったことにより、ATM決済の利用比率が高くなっているとされている。
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図表9.WebATM とインターネットバンキングの違い
WebATM

インターネットバンキング

申し込み

不要

必要

必要な機器

パソコン（ネット接続）

パソコン（ネット接続）

USB ATM（カードリーダー）
利用できるサービス

現 金 を 取 り 扱 う こ と 以 外 の 口座管理、ローン、クレジット
ATM 機能が利用できる。残高 などの銀行サービス全 般が利
照会、口座振込など。

用可能。

出所）各種資料より作成

（３）代引き/エスクローサービス
代引きは一般的であり、台湾郵便では通常の輸送費用に加え、60 台湾ドルの手数料
で利用可能である。大手宅配事業者の場合、商品の運送費用により、30~150 台湾ドル
の代引き手数料となっている。
一方、エスクローサービスは一般的ではない。台湾の EC においては、EC サイトが
決済の完了を確認できてから商品を発送するのが一般的であるため、エスクローサービ
スの素地がないと考えられる。
（４）EC サイトの対応
大手 EC サイトでは、PCHome は決済の部分は全て自社でおこなっている。販売代
行を行う当社にとって、決済部分は最大の付加価値の一つとしてとらえられており、シ
ステム投資から運営まで全て自社で行っている。PCHome では、利用者の約 90%がク
レジットカード決済を選択し、次いで銀行振込、コンビニ決済の順となっている。
決済分野における外資系サービスの提供状況としては、ビザ・インターナショナルの
VisaWave などのモバイルペイメントがコンビニエンスストアの Hi-Life やドラッグス
トア、どで利用できる。
（５）新しい動き：非接触 IC
また、非接触 IC と携帯電話を組み合わせたサービス（日本でのおサイフケータイ）
の実証実験が 2007 年から開始されている。
・ 2007 年 1 月に、マスターカードワールドワイド、タイワンセルラーと台北富邦
銀行が連携してモバイルペイメントの試験サービスを行い、2007 年末に正式サ
ービスを提供と発表したが、2008 年 3 月現在、サービスは提供されていない。
・ 2007 年 1 月、ビザ・インターナショナル、中華電信、中国信託銀行が連携して
決済機能がある携帯電話機 CHT9000(端末)を提供した。
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・ 2007 年 4 月、ビザ・インターナショナルと JCB が連携し、JCB が開発した J/
Speedy のサービスを開始した。

③ EC 上の決済でのセキュリティとトラブル事例
決済のセキュリティに関しては、大部分の EC サイトは SSL などのサービスを提供
している。サイト上にも決済のセキュリティに関する注意事項を掲載し、消費者に安全
な決済や取引を周知している。
EC での決済のトラブルは、決済手段の問題ではなく、ほとんどが個人情報保護に関
する詐欺事件やインターネットでのクレジット決済に関する詐欺問題などである。
2007 年 12 月、PayEasy（台湾で上位の EC 業者）が 5,467 人分の会員情報を盗まれ
た。PayEasy はすぐに会員のアカウントを凍結したため、被害は食い止められた。
また、会員に電話をし、
「ATM での振込に間違いがあるので、ATM から再度決済し
直して欲しい」として、EC サイトとは異なる口座に多額の振り込みをさせる、という
我が国の振り込め詐欺に似た詐欺も横行している。

(６) EC における物流の状況
台湾では、国内交通網が発達しており、宅配サービスが一般的に利用されており、そ
の利便性も高い。現地宅配事業者と、日本の大手物流事業者とが提携関係にあることが
多い。
一方、輸出入に関しては、中国大陸産品の輸入に関して、一部で厳しい制限が残って
おり、特に第三国を経由した場合の輸入品について、情報が錯綜している面もある。

① 商品の配送
台湾の EC では、商品の配送には宅配便が主に利用されている。配送の状況をインタ
ーネットで確認できるサービスが提供されているなど、利便性は我が国と同程度に高い。
大手の宅配事業者は、それぞれ日本の大手物流事業者と何らかの提携関係にある。EC
事業者も、基本的には自前での物流網は持たず、これらの物流事業者との提携により商
品の配送を行っている。

a. 物流の発達状況
台湾の物流網は十分発達しているため、我が国と同様な宅配サービスが提供されてい
る。結果として、EC商品の配送には、宅配便が主に利用されている。台湾経済部商業
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司によれば、EC事業者による商品の配送方法のうち、自社配送が 77.9％を占め、その
うち、宅配サービスを利用しているのが 44.7％に達する（図表 10）
。

図表10.

商品の配送方法
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出所）台湾経済部商業司

b.

主要な事業者とサービス

配送のコストに関しては、郵便局では運輸費用のほかに、60 元の手続き費用を徴収
している。個人の EC 事業者は、買い手が詐欺をすることを避けるため、あまり利用し
ていない。大手宅配事業者は、契約した企業に対して、商品の運輸費用によって 30~150
元の手続き費用を取っている。
（１）統一速達
統一企業グループとヤマト運輸との合弁企業である（ヤマト運輸の出資比率は 10％）
。
提供されるサービスとしては、配達時間指定、配送物の収集、コンビニでの仲介、パソ
コン便、速達便（24 時間以内配送）など、日本とほぼ同様である。通常の宅配の場合、
台湾内であれば、どの地域であっても 2 日後の 20 時までには配達される。その際の料
金は最大でも 1,500 円程度である。
荷主に対しては、Web サイトでの配送状況確認、Web サイトでの送り状作成・印刷、
配達完了のメール通知などのサービスを提供している。
また、PCHome と連携した「24hr」サービスでは、PCHome のシステムが統一速達
と接続されており、PCHome から顧客に対し、配送状況を確認できる URL を、メール
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や SMS で送信している。
統一速達では、委託リストをインターネット上で記入することで、集荷を予約できる
アプリケーションを会員企業（荷主）に提供している。利用には登録が必要である。
（２）台湾宅配通
TECO グループと日本通運の合弁企業である。サービスの内容は統一速達とほぼ同様
で、配達時間指定、配送物の収集、コンビニでの仲介、パソコン便、当日便などである。
（３）新竹貨運
佐川急便と提携しており、宅配だけでなく物流事業での規模が大きく、総合的なロジ
スティクスサービスを提供している。宅配サービスについては、当日配送、Web サイ
トからの配送状況確認等、一般的な内容となっている。
（４）大栄運輸
西濃運輸と提携しており、国際輸送も担う。宅配サービスについては、当日配送、
Web サイトからの配送状況確認といった基本的なサービスを提供している。
（５）EC 事業者の対応
博客来では、同じ統一企業グループの大智通という物流センター事業者の倉庫と、統
一速達を利用してセブンイレブンへの配送を行っている。基本的に在庫を持たないため、
倉庫の大部分はTC型（通過型）倉庫として利用し、一部をDC型（在庫型）倉庫として
利用している。商品サプライヤーがこの倉庫を利用するかどうかにより、輸送コストの
負担割合が変わるが、おおむね以下の通りである（図表 11）。
・ 倉庫を利用する場合
サプライヤー

→（サプライヤー負担、25~60 台湾ドル）→

来負担、約 40 台湾ドル）→

大智通倉庫

→（博客

セブンイレブン

・ 倉庫を利用しない場合
サプライヤー

→（サプライヤー負担、70~140 台湾ドル）→

66

セブンイレブン

図表11.

博客来における配送のモデル

コスト
30-60元

コスト
40元
共同配送センター

サプライヤー

大智通
統一捷盟物流

サプライヤー

CVS店舗
CVS店舗
CVS店舗
CVS店舗

この部分は、サプライヤー
が自分の都合の良い物流
事業者を選択する

CVS店舗

コスト
70-140元
宅配業者

出所）ヒアリングより作成

PayEasy も、自社では倉庫を保有しておらず、数社の物流事業者と提携している。7
割から 8 割の商品は、提携する物流センターで管理されている。残り 2 割程度の商品に
ついては、商品サプライヤーが直接配送するようになっており、その多くは IT 製品で
ある。物流コストは売上高の 20％程度とのことである。
PCHome の場合、販売代理業として在庫は一切持たないモデルである。独自の在庫
情報システムを持っており、サプライヤーがリアルタイムに在庫状況を伝える仕組みに
なっている。ユーザーが商品を購入すると、その情報がサプライヤーに流れ、サプライ
ヤーが物流業者に委託して商品を配送する（回収時も同様）。近年、共同物流センター
を台北近郊に設置した。サプライヤーは、そのセンターに商品を置き、注文があった際
にそこから配送するようになっている。だたし、この物流センターの運営コストはサプ
ライヤーに負担させており、在庫管理もサプライヤーが行っている。
また、EC モールの PCHome 商店街や Yahoo!奇摩購物に加盟している EC 事業者に
対ししては、PCHome、Yahoo!奇摩からウェブサイトの基本設計や、会員・消費・注
文管理などの機能がサポートされている。

c. 物流に関する規制
台北市において、大気汚染緩和のため、一部で通行量規制がある。時間や路線によっ
て大型トラックやトレーラー、トラクターの通行が禁止される。
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② 輸出に関する課題
中国製品の輸入について、厳しい制限が存在する。

a.

輸出入に関する規制

外資に対する規制や、輸出入に関する規制は特に存在しない。ただし、中国製品の輸
入について、厳しい制限が存在する。
中国からの輸入については、従来、
「台湾地区(台湾)」と「大陸地区(中国)」との貿易
は、間接方式に限られていた。すなわち、中国と台湾との貿易に際して、香港などの第
三国を経由しなければならなかった。しかし、1993 年に「台湾地区および大陸地区貿
易許可弁法（臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法）」が制定されて以降は、直接方式（第
三地区を経由しなくてよい）に変更がなされ、売り側が中国の業者である場合に限り、
第三地区或いは域外港運センターを経由しなければならない。第三地区としては、一般
的には香港やマカオが利用されることが多い。また、域外港運センターは、台湾内にあ
りつつも、フリートレードゾーンとして認められている地域であり、高雄、台中など、
4 カ所程度が存在する。
中国に対して輸出入可能な製品にも制限が残されており、JETRO によれば、2007
年 2 月現在、
中国から輸入できる品目は全農工産品 10,901 項目中 8,665 項目を占める。
うち、工業製品は 8,663 項目中 7,256 項目である。中国産製品を台湾に輸入する場合に
ついて、情報が混乱しているとの声が我が国事業者からも多数ある。
貿易制度について、より詳細な情報を、JETRO が提供する各種サービスを利用する
か、JETRO のホームページ（URL：http://www.jetro.go.jp/）を参照することにより得
ることができる。

b.

その他の課題

中国産製品の輸入の扱い（商用貨物か、個人輸入か）について、個人輸入の場合は、
台湾の消費者が商品を輸入しているという立てつけになるため、もろもろの規制を受け
なくなることがあるとの情報もある。

68

1.2.3 韓国
(１) EC 市場を取り巻く環境
韓国の IT インフラは先進的であり、政府も IT 先進国としての確固たる地位を築くべ
く、あらゆる政策を打ち出している。

① IT インフラ整備状況
韓国では、先に示した通り、特にインターネット普及率、ブロードバンド普及率は高
く、ITインフラは他国に比べて整備されている（図表 1）。

図表1.韓国の GDP と IT インフラ整備推移
2000
億ウォン
5,786,645
千ウォン/人
12,309
億ドル
5,118
ドル/人
10,887
百万人
47
44.7%
16.8%

GDP
一人当たりGDP
GDP
一人当たりGDP
人口
インターネット普及率
ブロードバンド普及率
モバイル普及率

2001
6,221,226
13,139
4,820
10,180
47
56.6%
56.20%

2002
6,842,635
14,369
5,469
11,485
48
59.4%

2003
7,246,750
15,145
6,080
12,706
48
65.5%

2004
7,793,805
16,210
6,809
14,162
48
70.2%

2005
8,105,159
16,784
7,913
16,386
48
72.8%

2006
8,478,764
17,670
8,874
18,494
48

74.8%
72.78%

出所）韓国統計庁

その他、韓国には、住民登録番号制度が存在し、ID を統一的に扱うことができる。
すなわち、与信～単純登録情報を一意に扱うことが可能である。そのため、韓国を IT
先進国にした理由の一つとも言われている。また、この制度については、以下のような
ことが言える。
・ 行政機関がその管轄区域内に住所又は居所を置く住民を統一的に登録させ、住民の
居住状況と異動実態を把握し、行政事務処理の円滑な遂行と国家の人材管理に能率
を期するようにしたものであり、当初は朴軍事政権で国防を目的として導入された。
・ 現在は、日本の住民基本台帳カードとは異なり、韓国の住民登録番号は義務化され
ているために、個人を特定できる。従って、国民皆 ID・信用情報として扱うことが
できる。
・ 一方で、他人が住民登録番号でサービスを利用するようなトラブルも起こっている。

② 政府の政策
韓国は、既に IT 化が進んでいるが、さらに推し進めて、国家全体として発展してい
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くことを目指しており、「情報通信一等国家」のビジョンを掲げ、情報通信部を中心に
情報化政策や関連法の整備を進めている。特に、「IT839」戦略を通して「国民所得 2
万ドル達成」、「温かいデジタル社会」を実現しようとしている。これらの韓国政府の
IT に関連する政策や法制度について、以下に記す。
z 1999 年 2 月

：「1999 年電子署名法」制定

z 1999 年 2 月

：「電子商取引基本法」制定

▪

電子署名及び電子文書による商取引に法的効力が与えられた。

z 1999 年 4 月
▪

：情報化政策「サイバー・コリア 21」発表

2002 年までに世界 10 位圏の情報化先進国に入ることを目標として掲げ、
さらに高速情報通信向けのインフラ整備や電子 政府構築への取組みを示
した。

z 2000 年 12 月

：「韓国における E ビジネス・イニシアチブ」

z 2002 年 4 月：情報化政策「e コリア・ビジョン 2006」発表
▪

2006 年までの国家 IT 政策戦略として、グローバル情報社会を牽引する韓
国の優位性をさらに確固たるものにすることを目標とした。

z 2002 年 10 月
▪

：「2003 年電子商取引政策推進計画」制定

政府は、法制度、物流、決済などの e ビジネス拡大のための基盤拡充に引
き続き取組み、2005 年までに全商取引額に占める電子商取引の割合を 30%
まで引上げ、企業経営効率化、経済透明性を高める方針（下記の 2 つの活
動へ）。

▪

2003 年 8 月 「電子金融取引法」の制定内容発表（財政経済部）

▪

2004 年 1 月 「e ラーニング産業発展法」成立

z 2003 年 12 月

：「ブロードバンド IT コリア・ビジョン 2007」

z 2004 年 3 月

：「IT839 戦略」発表

▪

839 とは、8 大新規サービス（無線ブロードバンドサービス、RFID、デジ
タルテレビ等）
、3 大インフラ（ブロードバンド統合網、ユビキタスセンサ
ーネットワーク、IPv6）、9 大新成長動力（製品）
（次世代通信網、デジタ
ルテレビ、デジタルコンテンツ等）を意味する。

▪

2004 年下半期から、IPv6 試験事業「コリアバージョン 6」に取組み、モ
バイル IPv6 技術を提供した韓国オリジナル無線 LAN 標準 WiBro の試験
サービスを実施した。

z 2004 年 6 月
▪

：「u-Korea（ユビキタス・コリア）プロジェクト」発表

情報産業を国家発展の推進力に位置付け、2007 年までに「何時でも何処
でも」インターネット、固定電話及び移動体ネットワークへの連続・高速
アクセスを提供するテレコムネットワークに繋がることが可能な「ユビキ
タス社会」を実現することにより、国民平均所得を 2 万ドルまで高めるこ
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とを目標に掲げた。 2004 年 7 月に「不法スパムメール受付センター」を
開設した。
z 2006 年 10 月
▪

：M コマース利用に関するガイドライン作成を発表

韓国公正取引委員会が携帯電話を利用した商取引に関するガイドライン
計画を発表。自主的なものだが、遵守を法的に義務付けることも視野に入
れている。

▪

現在も作成中だが、主に携帯電話からアクセス可能なポータルサイトやサ
イバーモールの運営者を対象とするもので、利用する若年層のトラブル等
による利用離れを阻止するルールである。

▪

例えば「商取引によるトラブルの際に消費者を保護する」「消費者に事前
に注意事項を知らせる（例：オーダーがキャンセル可能であること、携帯
」
「商
電話を利用して長時間買い物をした場合に電話代が高騰すること等）
取引の際には、消費者側の携帯電話端末が正常に利用 できるかを確認す
る」など。

③ 外資への規制状況
電子商取引の輸入代行協会を通して、電子金融業者として登録される場合、電子金融
取引法の保護を受けることが可能となる。この保護を受けると、インターネット上での
料金回収・国内配送を自由に行える。電子金融業者の条件は、資本金 10 億ウォン以上、
負債比率 200%以内の財務状況であることが必要である。
しかし、一般的に海外の購買専門事業者は、下記の国際配送サービスと購買代行サー
ビスに区分され、電子金融取引法の保護を受けることが難しい。
・国際配送代行サービス
海外ショッピングモールで直接に商品を購買した顧客に対して、海外アドレスを提供
し、配送などを代行するサービス
・海外購買代行サービス
海外有名サイトと国内ショッピングサイトが連携し、国内ショッピングサイトで海外
サイト商品を提供、現地の配送から国内配送までを提供するサービス

④ 消費者の特性
（１）ライフスタイル
消費者のライフスタイルとして、インターネット環境が整備されているため、その利
用率が高いことは前述の通りである。
また、オンラインゲーム市場は、25.7 億ドル（2005 年）であり、米国の 12.4 億円を
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遥かに凌ぐほどの市場規模を誇り、これらの環境があることも分かる。なかでも 20 代
未満の利用率は 7 割を超え、40 代でも 5 割近くに及んでいる。（2004 年 4 月「CESA
韓国一般生活者調査」n=1,500 人、9～49 歳対象）
さらに、ネットカフェの数は、20,893 店（2004 年）であり、中国（人口 13 億人、
101,000 店）に次ぐ規模がある。これらの環境からも、消費者のインターネットに対す
る意識の高さが伺える。
一方、文化に関しては、若者を中心に日本文化への憧れも強いが、歴史問題からの感
情論が強いのも事実である。
（２）地理的特性
日本の隣国でもあり、日本と正式な国交の無い北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）と
も国境を接している。また、羽田～金浦間、成田～仁川間など、航空便の往来も多く、
交通の便は良いために、個人輸入は頻繁に行われていると考えられる。
（３）日本への関心
韓国人では、解放前（戦前）の植民地世代と解放後（戦後）のハングル世代で日本観
に顕著な違いが見られる。植民地世代には、幼年期に親しんだ日本文化への郷愁と植民
地支配への憎悪、反日感情が同居している。一方、ハングル世代には、日本に対する敵
意や蔑視が自尊を支え、敬意や共感が自嘲の感覚と共に存在する。最近では反日感情が
根強い一方で、日本に好感を持つ人々も増えている。

⑤ EC 市場の課題
インターネット先進国であるがゆえに、新たなサービスが出るため、それらへの前例
無き対策が必要になる。
また、消費者の噂がインターネット上で伝播することも多く、情報の真意が定かでな
い場合があるため、情報の信用性を消費者間で評価するサイトも現れている。
なお、日本企業の進出に関しては、中国に比べて市場がかなり小さく、日本と比べて
も人口比で 2.5 分の 1 であり、大きな市場ではないとの指摘もある。

(２) ポイントサービスの状況
SK Energy が提供する OK Cashbag は、50 以上の大企業と提携している共通ポイ
ントサービスである。会員数は 2,600 万人で、韓国人口の 6 割に達する。加盟店は 4
万店以上で、ポイントの積立金は 3,000 億ウォンに上る。加盟店から集まったデータを
基に、データベース・マーケティングに活用されている。OK Cashbag では、データベ
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ースの充実を図るため、イベントなどでのポイント利用促進策も講じている。その結果、
初期には SK 製油を利用していた 40 代の男性が多かったが、最近は SKT 利用者の増加
などにより 20～30 代の女性が多くなった。

(３) 非接触 IC カードを利用したサービスの状況
T-Money（ソウル市中心の交通カード）では、既に非接触 IC カードが導入されてい
る。同様に、おサイフケータイのようなサービスも展開されているが未だ日本ほど広ま
っていない。また、クレジットカード（マスターカードワールドワイドの Paypass）の
実験も行われている。さらに、2008 年中に住民登録証（国民 ID）の IC 化実験を行う
予定である。公認認証書と金融 IC カードとの統合も推進中である。但し、免許証、パ
スポートなどの IC 化の予定は無い。
（１）T-Money
① 出資者が多く、方向性が決まりにくい。
② 日本の Suica のように広がっており、ポイント、CRM などの機能も拡充してい
る。また、クレジットカード付帯の T-Money カードも発行されており、日本の
View-Suica のようなカードで、接触 IC（EMV 仕様）のクレジットカードと非接
触の IC の統合カードである。
③ 課題は、クレジットカードが広く普及しているために、決済はどうしてもカード
になってしまうことである。但し、ウォンの桁数が大きいために、少額決済時は
面倒であることから、少額決済での利用ニーズはある。
（２）SKT のモネタ
① R/W 端末（クレジット決済・オーソリゼーションも可能な端末）を配布したが、
対応している携帯電話機が 4 種類しかなく、広まっていない。
② モバイルバンキングは、金融機関と共同でやっているために、決済については金
融免許が必要である（日本とは異なる）が、問題は無い。
(ア) M バンク

SKT（韓国 No.1 モバイルキャリア）が運営・管理。

(イ) K バンク

KTF（韓国 No.2 モバイルキャリア）が運営・管理。

（３）マスターカードワールドワイド（TypeA と TypeB の 2 種類の非接触 IC
「Paypass」
の実験）
① 街角にポスターを掲示して展開中である。
② R/W 端末を配布した加盟店は、決済単価が小さい。
③ 今年度中に、数百～数千台を配布予定である。
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（４）住民登録証
① 5 年前に入れ替えたが、今後 IC 化する予定であり、期間を決めてまた交換して
いくことになる。
② 保険証なども紐付いている。

(４) 安心・安全への対応状況
韓国には、EC を取り巻く消費者保護の個別法が存在する。但し、民間部門の包括法
は未だ無く、独立した監督機関も無い。情報通信部が個人情報紛争調停委員会を 2001
年 12 月に開設し、非拘束の調停を実施した。また、韓国情報通信協会（KAIT）がプ
ライバシーマーク制度を制定した。
その他の管轄官庁は、銀行法は財政経済部、企業会計制度は財政経済部、電子マネー
にも関わる電子乗車券等の鉄道関連は建設交通部となる。
また、インターネット先進国として、新たなサービスが導出され、消費者が新たに受
け入れる環境がある。しかしながら、それらに伴い、新たなトラブルもある。これらの
噂はインターネット上で一瞬にして流されるために、大手事業者は自主ルール（インタ
ーネット上で返品を受付など）を設けて、消費者保護に動いている。

① 消費者の意識
住民登録番号制度が存在し、これを認証や与信の ID として活用するために、個人情
報に対する意識は高い。但し、日本の個人情報保護法に対する過敏な反応に比べれば、
それほど過敏に反応していないという考えもある。

② EC における消費者保護の法整備状況
韓国には、EC を取り巻く消費者保護の個別法
（
「電子商取引に関する消費者保護法」、
「電子商取引基本法」など）が存在する。但し、民間を対象にした包括的な法律は未だ
無く、独立した監督機関も無い。EC における消費者保護として、以下の法制度が存在
する。
（１）電子商取引に関する消費者保護法（2002 年成立）
¾

事業者と購買契約関係から消費者の被害を保護する目的で制定された。事業者
は消費者の保護をするため、消費者被害保険契約などが必要となる。本法律に
は、罰金刑がある。
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¾

電子取引および通信販売などに対する公正取引の事項を規定することで、消費
者の権利を保護し、市場の信頼性を引き上げ、国民経済の発展を目的とする。

¾

これらの消費者保護関連の法律には、韓国の情報通信部、財政経済部などが影
響力を持つ。

（２）電子商取引基本法（2005 年改定：産業資源部）
¾

電子商取引に関する安全性の確保や、消費者対応について規定している。

¾

電子取引の法律関係を明確にして電子取引の安全性と信頼性を確保し、電子取
引の促進のための基盤を造成することで、国民経済の発展に貢献することを目
的とする。

¾

管轄官庁は、産業資源部である。

（３）通信の秘密保護法（1993 年）
¾

通信に関する秘密保持を規定した保護法である。

¾

通信及び対話の秘密と自由に対する制限はその対象を限定し、厳格な法的手続
きを通すことで通信秘密を保護して通信の自由を伸びることを目的とする。

¾

管轄官庁は、情報通信部である。

（４）公共機関により管理された個人情報の保護に関する法（1994 年）
¾

公共機関対する公共機関に管理された個人情報に保護に関する法律である。

（５）信用情報の保護と使用に関する法律（1995 年：情報通信部）
¾

大手クレジットカード会社が顧客の同意なく保険会社に顧客情報を提供した
ことで罰金刑を適用した。

¾

信用情報業を健全に育成し、信用情報の效率的利用と体系的管理とともに、信
用情報の誤用・濫用から私生活の秘密等を適切に保護することで、健全な信用
秩序の確立に貢献することを目的とする。

¾

管轄官庁は、情報通信部である。

（６）電子取引金融法
¾

電子取引に関する金融関係の法律である。

¾

電子金融取引の法律関係を明確にし、電子金融取引安全性と信頼性を確保する
ことと同時に、電子金融業の健全な発展のための基盤造成をすることで、国民
経済の発展に貢献することを目的とする。

¾

管轄官庁は、財政経済部である。
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図表2. 消費者保護関連の法規制
EC 向けに整備
紛争解決

電子商取引基本法

消費者保護

電子商取引に関する消費者

既存法を適用

保護法
電子商取引基本法
電子取引金融法
プライバシー・個人情報保 通信の秘密保護法
護

公共機関により管理された
個人情報の保護に関する法
信用情報の保護と使用に関
する法律

セキュリティ・暗号

電子商取引基本法
信用情報の保護と使用に関
する法律

その他
出所）各種資料より作成

③ EC における消費者保護の市場慣習・自主ルール
インターパークでは、顧客が返品を要求した場合、100％の返品を保証している。特
にブランドが確立しているインターパークのような事業者は、それができないと悪評と
なって伝わってしまうため、100%の返品を受け付けている。
韓国では、e-Trust という名のトラストマーク制度が運用されており、この認証機関
として、Korea Institute for Electronic Commerce（KIEC）がある。KIEC は E ビジ
ネス全般についての調査研究や環境整備を担う機関である。また、年に一度、その年の
最優秀 EC サイトを eTrust ライセンシーサイトの中から選出し表彰する制度もある。
KIEC では、国際連携にも力を入れており、米国の BBBonline や日本商工会議所オ
ンラインマーク総合センターと提携しているほか、EC ネットワークとも提携が進んで
いる。また、アジア太平洋トラストマーク連携協定にも参加しており、日本を始め、台
湾、韓国、シンガポール、メキシコ、米国などの釣らすとマーク認証機関との国際的な
協力をはかっている。
EC における ADR についても、KIEC の管轄である。特に、2005 年以降、韓流ブー
ムの影響により、日本から韓国に対する相談が増えており、日韓連携のニーズは高まっ
ていると考えられる。
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(５) EC における決済の状況
EC の決済は、クレジットカードを中心にデビットカード、携帯電話、電子マネー、
コンビニ収納など、多様に存在する。

① 利用されている決済手段
決済手段は、日本同様にクレジットカードが主流であるが、デビット決済や携帯電話
番号による決済も一定の規模を持つ（図表 3）。

図表3.決済手段別取引額構成比推移
2005 年

2006 年

第 4 四半期

第 1 四半期

クレジットカード

67.7%

67.4%

オンライン入金

28.6%

28.8%

0.9%

0.8%

2.8%

3.0%

（デビット・チェック、
携帯電話等）
電子貨幣
（電子マネー）
その他
（コンビニ決済等）
出所）韓国統計庁

② 各決済の主要プレーヤーと動向
（１）クレジットカード
2007 年 6 月末時点で、発行枚数 9,063 万枚、一人平均保有枚数は 2 枚程度（日本は
3 枚）である（図表 4）。銀行系のShihanカード（新韓銀行）
、KBカード（国民銀行）
や、背製造業・サービス系のSamsungカード（三星）など多数存在する。個人消費支
出に占めるクレジットカード決済の比率は 60％以上である。日本は 7％程度であり、
韓国はその 8 倍以上となる。
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図表4.クレジットカード決済額（韓国内）

兆ウォン

300
250

200
150
100

50
0
2003

2004

2005

2006

2007

出所）韓国銀行

政府による景気刺激策の個人消費拡大と課税所得の捕捉を目的としたクレジットカ
ード奨励策（1999 年）により、広く普及した。所得控除として、クレジットカード使
用金額が年間給与所得の 10％を超える場合、
超過額の 10％が課税所得から控除される。
また、宝くじ制度として、クレジットカード利用控えに付けられた番号を対象にして、
毎月 1 回で年間 12 回、賞金が当たる抽選が実施されている。
さらに、クレジットカード未加盟店への加盟促進（未加盟店への税務調査強化）や、
クレジットカード関連法の違反業者の告発も行われている。
（２）デビットカード
発行枚数は 3,650 万枚であり、人口比で 0.76 枚となる。参考までに、日本のデビッ
トカード（キャッシュカード）は人口比で 3 となる。
なお、韓国では、デビットカードをチェックカードと呼ぶ。このチェックカードとク
レジットカードの物理的な一体型カードは、新韓銀行が発行する予定であるが、これが
初となる。
（３）電子マネー（電子貨幣）
ネット専業の電子マネーと、リアル共用の電子マネーとが存在する。
T-Money はソウルをはじめとして、11 都市に展開するスマートカードだが、ネット
での利用は未だ少ない。但し、リアルで PC-VAN（インターネットカフェ）等で利用で
きる。また、オフラインだが、タクシーなどの交通系で利用できるほか、募金でも利用
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できる。なお、T-Money の発行枚数は、プリペイド型は 1,400 万枚（2004 年 7 月から
現在まで）であり、モバイル加入者は 15～20 万人である。R/W は、交通端末として、
ソウル市（バス：2 万台、地下鉄：8,000 台、Taxi:2 万 5,000 台）
、地方（2,000 台）に
配置されており、流通端末として、1 万 4,000 台（駐車場、コンビニなど）が配置され
ている。
その他の電子マネーとしては、U パス（ソウル）、Mybi（プサン）
、ハナロ（プサン）
、
K キャッシュ（全国）
、KTR ファミリーカード（全国）などがある。
電子マネーの利用件数は減少している（図表 5）。そもそもクレジットが普及してお
り、電子マネーの活躍の余地がなく、消費者が利用できる充分な環境ができていない。

図表5.電子マネー利用状況（平均／日）
（千）

600

8,000
7,000

500

6,000
400

5,000
4,000

300

3,000

発行数
利用件数

200

2,000
100

1,000

0

0
2002

2003

2004

2005

出所）韓国銀行

（４）携帯電話
SKT、KTF、LGTが提供している。モバイルの利用者は、インターネットでのショ
ッピングなどにおいて、少額決済の手段として利用する場合がある。モバイルバンキン
グ利用者数はサービス開始以降急増し、2005 年では 1,573 万人が利用していた（図表
6）。モバイル決済市場は、現在ＣＪモール、インターパークなどの通信販売や総合イン
ターネットモール、デパートでの決済サービスが中心であるが、今後事業領域を拡大し
ていく見込みである。韓国オンラインショッピング業界では、市場規模は 100 億ウォ
ン（約 13 億円）未満と推定されている。
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図表6.EC 取引利用者数・モバイルとインターネットのバンキング

2674

2005年

1573
2427

2004年

628
2275

2003年

256
1771

2002年

110
1131

2001年

71
409

2000年

20

0

500

1000

モバイルバンキング

1500

2000

2500

3000

(万人)

インターネットバンキング

出所）韓国銀行

また、LGT の BankOn サービスは、多様なサービスと利用料金が安いことで加入者
が急増し、加入者は約 220 万人である（2007 年末）。振込み、為替、CD/ATM 機能、
クレジットカードなど 11 のサービスを提供中である。この BankOn サービスは、 800
ウォンの定額で安価でサービスを提供している。
（５）コンビニ決済
大手コンビニエンスストアチェーンの大部分で利用可能となっている。
（６）通信料金への合算による決済
オンラインコンテンツやソフトウェアの決済に利用されることが多い。モバイルを含
めた通信利用者は、インターネットでのショッピングなどにおいて、少額決済の手段と
して利用する場合がある。
（７）エスクローサービス
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2006 年からエスクローサービスは義務となった。
「電子取引などの消費者保護に関す
る法律」により規定されており、提供していないと罰金・営業停止になる。なお、国が
導入する前、サービスの差別化をするために事業者（上位業界者である Auction)が導
入した。その後から次々と事業者のサービス提供が広まり、2006 年に結局義務化され
ることになった。
（８）その他
SNS サイト・サイワールド上では、「ドトリ」（ネット上の疑似通貨）を売り買いで
きる。

③ EC 上の決済でのセキュリティとトラブル事例
セキュリティ対策として、公認機関の認証制度を導入している。例えば、総合モール
のインターパークでは電子商取引振興院の「e-Trust 認証」
（情報通信部のインタネット
サイト安全の認証）をもらうことで、ユーザーの信頼を獲得しようとする。これは、信
頼性として、国際的なベリサインのようなものを韓国として規定している。大手事業者
は全て取得しており、ホームページに掲載している。
また、EC の紛争調整委員会によると、決済でのトラブルは、契約取り消し、返品、
払い戻し、に関する紛争事例が 50％以上である。
クレジットカードなどで貯まったポイントが、正当に還元されないというクレームも
ある。マイレージに関しては、アシアナ、大韓航空に対しては、使う先が少ないという
クレームもある。

(６) EC における物流の状況
EC のみならず、一般的な物流の現状は、日本並みに発展しており、提供するサービ
スも多様化されている。

① 商品の配送
商品の配送において、現状では宅配が 8 割を超え、大手の宅配事業者 4 つに寡占され
ている状態である。

a. 物流の発達状況
（１）一般的な物流のモデルと資金の流れ
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大手の総合モールは大手の宅配会社と連携し、安価で宅配することが可能となってい
る。大手の EC 事業者（総合モール）は、大手物流事業者と大口割引の契約をしている。
例えば、G-Market と連携している大手宅配会社は、HanJin 宅配と Aju 宅配である。
この大口契約により、一般企業より総合モールに対する平均単価は低くなっている。
例えば、総合モールの本と CD の平均単価は約 1,200～1,300 ウォンであり、一般企業
の平均単価は 2,500～3,000 ウォンである。
また、大手宅配事業者が、EC事業者向けにシステムを提供している。それを消費者
が利用する場合、手数料が低くなる。そこでも大手と一般との差は、500 円の差がある。
大手は 2,000～2,500 ウォンに対して、一般は 3,000 ウォンである。提携宅配事業者利
用（図表 7の配送料①）では、地域や物量の制限なく 2,000 ウォン~2,500 ウォンであ
る。一般宅配事業者利用（同配送料②）では、約 3,000 ウォンである。なお、配送期間
は 2～3 日程度である。

図表7.G-Market のビジネスモデル
（宅配会社）
配送料②
商品配送

配送手数料

配送料①

商品の動き

販売手数料

商品情報提供

8~12％

決済
（ユーザ）

商品配送

お金の流れ

商品代金
（総合モール）

（販売事業者）

（２）配送の構成
EC事業者は、80%以上は宅配事業者を利用し、商品を運送している。2006 年前期の
宅配比率は 2005 年前期に対して 2.7%増加しているが、自体配送は 0.8%減少している
（図表 8）。
なお、EC 事業者は、一般的に宅配事業者と契約し、その宅配事業者を利用すること
が多い。その中で自体配送とは、販売者が EC 事業者で契約された宅配事業者を利用で
きず、販売者（自分）が自ら配送をしたり、他の宅配事業者を利用する場合を意味する
（販売者が宅配事業者を決める）
。例えば、G-market では、日本の EC のように、個
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人ユーザーが販売者になる場合もある。その際、販売者が自体配送を選択することがあ
る。

図表8.チャネル別配送の構成比率

（単位：%）

2005 年

2006 年

前期

後期

前期

後期

総計

100

100

100

100

自体配送

4.7

4.1

3.9

3.9

宅配

84.7

86.9

87.4

88.2

郵便

2.2

1.4

1.8

1.1

offline 提携*

6.4

5.7

5.4

5.3

2

1.8

1.6

1.5

その他

*offline 提携とは、ショッピングモール業者が提携した事業所（コンビ二、ＰＣバン、
地下鉄など）まで配送し、そこから消費者が商品を受け取るサービス
＜参考＞

データ対象社:ショッピングモールの 4,403 社
韓国のショッピング事業者は約 4,400 社以上で、
そのうち個人事業者（60.1%）、法人（36.6%）、その他（3.3%）の構成比

出所）韓国統計庁

（３）オペレーションでかかる物流コストの構造
販売の手数料は、商品により異なるが、約 8～12％を総合モール（EC事業者）に支
払う。総合モールや専門サイトを利用する場合、ある商品では、販売者は販売価格の約
12%の手数料を払う（事例：G-Market、図表 9）。１万ウォンの商品を 10 個販売した
場合、固定手数料の 12%を取り出した 88,000 ウォンが総合モールや専門モールから販
売者に振込みされる。
決済システムの利用は、基本的に手数料がかからない。ただし、分割払いを設定する
と、最大４%の手数料が必要になる。
カード決済の手数料は、一般的に約 5％である。
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図表9.G-Market 販売の手数料
商品

手数料

家電・電子・通信機器

8%

旅行及び予約サービス

8%

アパレル

12%

生活用品・自動車用品

8%

PC 及び周辺機器

8%

化粧品・香水

8%

飲食品・健康食品

12%

書籍

12%

その他

12%

出所）www.gmarket.co.kr

宅配の利用料金は、一般の国内宅配を利用する場合、量、規格、地域により値段が決
定される。同地域は、5,000 ウォン～8000 ウォン（約 630 円～1,000 円）の料金で配送
可能である。
G-market の配送は、重さと規格と関係なく、無料や商品の金額で決められることが
多い。例えば、本を購入する場合、出版社や種類により配送料も異なっている。
（Type A）配送料は無料で事業者が負担する商品がある。
（ここでの
（Type B）17,000 ウォン（約 2,100 円）以上を購入すると、配送は無料。
値段は商品により異なる場合もある。
）
（Type C）17,000 ウォン以下を購入すると、配送は 2,500 ウォン（約 300 円）
。
G-market では、配送を無料で提供する商品が多く、成功要因の一つである。
G-market の配送料と、G-market が利用する宅配会社の国内利用料金は以下の通り。
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図表10.

Gmarket の配送料の例
配送料

TypeA

TypeB

TypeC

本

無料

一定金額以上購入すると無料

2,500 ウォン～

アパレル

無料

一定金額以上購入すると無料

2,500 ウォン～

無料

一定金額以上購入すると無料

2,500 ウォン～

ディジタル
機器
出所）Gmarket

http://www.gmarket.co.kr/

図表11.

HanJin 宅配社の国内利用料金

超軽量

軽量

中量

大量

重さ

1KG 以下

10KG 以下

20KG 以下

30KG 以下

規格

60CM 以下

120CM 以下

140CM 以下

160CM 以下

同地域

5,000 ウォン 6,000 ウォン 7,000 ウォン 8,000 ウォン

他地域

6,000 ウォン 7,000 ウォン 8,000 ウォン 9,000 ウォン

JEJU 島

8,000 ウォン 9,000 ウォン 10,000 ウォン 11,000 ウォン

*大都市以外地域は 4,500 ウォン追加
*重さと規格のうちの大きい方を適用
出所）http://www.hanjin.co.kr/pr_html/index.jsp

b. 主要な事業者とサービス
主要な事業者とサービスを、以下に分けて記す。
（１）主要な事業者
主要な配送事業者である HanJin 宅配と Aju 宅配の概要を以下に記す。
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① HanJin 宅配
・ 国内のビック４の宅配社である。
（現代宅配、大韓通運、CJ GLS、HanJin）
・ ビック４の営業利益率は３%未満で宅配業界の競争は激しいと言われる。（業界
平均営業利益率は５%の規模である（2006 年）

図表12.

HanJin の概要

企業名

HanJin（HanJin 社の小会社として HanJin 宅配社）

宅配サービス開始

1992 年

従業員

2,003 人

売上/営業

661,753,311 千ウォン（HanJin） （07 年）

営業利益

32,006,316 千ウォン（HanJin） （07 年）

サービス概要

運送業

サービス内容

包装貨物、宅配事業、高速バース事業、運輸保管（個人と法人む
け）
 国内最大物流倉庫を保有
 リアルタイムでデータ転送が可能な PDA システムを投入し、
配送商品の位置情報がリアルタイムで確認できる。

特徴

 その位置情報のシステムを利用し、車別の最適経路が自動的
に設定
 運送車は約 3,300 台保有
 2007 年の国内の物量は 1 億 Box

出所）Kisline

② Aju 宅配
・ 大手企業 DongWon 社が 2007 年に Aju 宅配を M&A した。
・ 最近、韓国では大手企業の宅配事業進出が多い。
・ なお、下記の図表 13における従業員数は本社要員であり、宅配要員は含まれて
ない。宅配要員は各営業所の従業員が行っている。（数値は未確認）
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図表13. Aju 宅配の概要
企業名

Aju 宅配

宅配サービス開始

1998 年

従業員

39 人

売上/営業利益

10,681,677 千ウォン （07 年）

営業利益

-639,349 千ウォン（07 年）

サービス概要

小包郵便業

サービス内容

宅配事業、運送保管業（個人と法人むけ）
 2 つの自社物流倉庫を保有
 2003 年業界 4 番目の自動化分類機を投入

特徴

 60,000 万件/日と 100,000 万件/日の物流の処理が可能
 全国 6 つの支店と十数の営業所を運営している
 運送車は約 1,000 台保有

出所）Kisline

（２）サービス内容
配達時間指定や、配送物の収集が可能である。また、Web サイトでの配送状況確認
や、配達完了をメールで通知するサービスは普及している。
事業者向けには、大手宅配事業者が、EC 事業者向けのシステムを提供している。
（３）採取データ（情報システム）
顧客データ、流通シーンでの情報活用について、以下に列挙する。
まず、採取データとしては、以下がある。
・ 個人属性に関する会員・顧客情報：住民登録番号、電話番号、住所、名前
・ 会員の顧客：ID 管理（住民登録番号、電話番号、住所、名前など）
・ 非会員の顧客：住民登録番号、電話番号、住所、名前
その他、特に物流で活用するツールとしては、以下がある。
・ 車両の追跡は、GPS で管理
・ 物の追跡は、ハンディターミナルで管理
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c. 物流に関する規制

特に見当たらないが、産業や都市機能などがソウル市へ一極集中しているた
めに、交通・物流の集中をもたらし、一般的に考えられる様々な弊害（交通渋
滞、環境問題など）も生じている。

② 輸出に関する課題
輸出入公告において輸入制限品目が定められている。また、輸出入業は自由化され、
ライセンスは要らない。ただし、韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要がある。
さらに、対外貿易法により輸出入を制限されることがある。

a. 輸出入に関する規制
貿易制度について、詳細な情報を、JETRO が提供する各種サービスを利用するか、
JETRO のホームページ（URL：http://www.jetro.go.jp/）を参照することにより得るこ
とができる。

b. その他の課題
特に確認されていない。
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1.2.4 マレーシア
(１) EC 市場を取り巻く環境
経済成長は、2007 年が 6.3%（当初予想 6%）であった。近年は 5～6%（2006 年 5.9%）
であったが、非常に伸びた。製造業の落ち込みを他のサービス業がカバーした。リンギ
高の影響もあり、製造業は 5.6%と伸び悩んでいる。GDP 全体の 7 割が製造業であり、
そのうちの 7 割が電気電子産業である。農林水産業が 6.9%、建設業が建設ラッシュの
影響で 4.6～4.8%、サービス業が第 3 四半期 10.5%～第 4 四半期 9.7%と伸びた。2007
年は、中東マネーが欧米でなく、イスラム教の多いマレーシアに入ってきた。シンガポ
ールも 7.7%も伸びたが、物価は日本並みに高い。

① IT インフラ整備状況
インターネットは比較的普及しており、都市部の高校生ではすでに利用しており、e
メールアドレスを持っている。しかし、インターネットの普及率はようやく 50%であ
り、日常的に自宅でインターネットをするまでには至っていない。

図表1. IT インフラ整備状況
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0.0
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インターネット利用者

ブロードバンド契約数

携帯電話契約数

人口

出所）ITU
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百万人

人口100人当たり

80.0

30.0

② 政府の政策
1991 年に発表した「ビジョン 2020」では、2020 年までに先進国の仲間入りをする
ことを掲げ、そのためには IT 産業の発展が重要としている。このビジョンを受け、1996
年には、「マルチメディア・スーパーコリドー」を発表、新首都と新空港の建設に伴う
隣接地域を IT 産業集積地として開発してきた。
電子商取引関連の法制度についても、取り組みは早く、1998 年に、
「1997 年電子署
名法」を制定した。その後、
「コミュニケーション・マルチメディア法」、
「1997 年改正
コンピュータ犯罪法」などが制定されている。
2005 年には、2010 年までのマルチメディア戦略となる「My ICMS 886」を発表。
した。ここでは、8 つのサービス、8 つのインフラ、6 つの成長領域を示している。
（１）8 つのサービス
・ 高速ブロードバンド
・ 3G 携帯電話
・ モバイル TV
・ デジタル・マルチメディア放送
・ デジタルホーム
・ RFID を使った短距離通信
・ VoIP とインターネット電話
・ ユニバーサルサービスの提供
（２）8 つのインフラ
・ 統合ネットワーク
・ IPv6
・ 情報ネットワークセキュリティ
（３）6 つの成長領域
・ コンテンツ開発
・ ICT 教育ハブ
・ デジタル・マルチメディア受信機（セットトップボックス）
・ VoIP などの通信機器
・ RFID などの組み込み部品
・ 海外ベンチャー
VoIP が利用できるネットワーク網を構築する計画を、2006 年に発表した。
NECC（マレーシア電子商取引委員会）という組織があり、中央銀行が認可し、銀行
間の電子決済を推進している。認可企業は 5 行。
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政府は EC を促進しているが、消費者の経済的・心理的な面、郵便局や DHL は全国
配送を可能としたが、商品サプライのインフラ整備が未だ整っていなかったために、あ
まり普及していない。模造品なども未だあるため、消費者には商品を見てから買いたい
という心理が働いている。
マレーシアでインターネット事業を行うためには、以下のライセンスのいずれかが必
要である。
・ ASP（Application Service Provider）

インターネットを供給できる。

・ NFP（Network Facility Provider） 日本の一種事業者（保有回線有）
・ NSP（Network Service Provider） 日本の二種事業者（保有回線無）
・ CSP（Content Service Provider） コンテンツ事業者
これらのライセンスは、さらにニッチ産業と全国規模で分けられている。前者が CL
（Class License）で、後者が IL（Individual License）であり、後者は 60%までの資
本規制がある。資本規制に対して、海外企業は名義貸しで逃れる場合がある。ただし、
MSC（Multi Media Corridor、クアラルンプールなど数箇所）に出る場合は、資本規
制は無い。ライセンスは、MDC（マルチメディア開発公社）および MMC（Malaysia
Communications & Multimedia Malaysia）に申請する。
EC とは直接関係しないが、ブミプトラ政策により、資本、会社での雇用、大学への
入学などにおいて、以下の割合を義務付けられている。これは、1969 年に多くを占め
るマレー人が貧困に喘ぎ（格差が付き）、暴動になったことがきっかけである。それ以
降、本政策が実施され、アブドラ現首相も安定を望むために継続している。
・マレー人（イスラム教）

6割

・中国系（仏教）

3割

・インド系（ヒンズー教）

1割

マレーシアは、ブミプトラ政策によって、競争が少なくなっている。治安などのため
にもこの政策を止める訳にもいかず、ジレンマに陥っている。政策は止められないが、
インド系住民のデモも起こっている。本来、デモは届出制であるが、届出を行わないデ
モが起こっている。
ID（MyKad）には、民族（Race）を書く欄があり、混血化しているが、民族を分け
る傾向もある。マレー人は、イスラム教が義務化されている。マハティール前首相はイ
ンド系、アブドラ現首相は中国系でもある。少数民族は、サバサハール（北ボルネイ、
キリスト教）などが存在するが、ごく少数であり、特に問題は無い。
③ 外資への規制状況
1970 年代の新経済政策において、民族間の格差是正のため、民族別資本保有比率を
・ マレー人およびマレーシアの先住民 ：最低 30％
・ その他マレーシア人

：40％
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・ 外国人

：30％

とする目標が掲げられた。この目標は現在でも引き継がれているため、外国資本による
事業活動には、様々な規制がある。
一般的にこれらの規制は、外国投資委員会（FIC）がガイドラインという形で実施す
る。このガイドラインを遵守しないことに対する罰則はないが、通常は行政的に失効さ
れるため、遵守することが望ましい。

④ 消費者の特性
白物家電や大型の AV 家電などは、実際に見て決めたい商品であり、わざわざ EC を
しようという動きになりにくいと考えられる。
マレーシアの人口は 2600 万人であり、タイ 7000 万人、ベトナム 9000 万人よりも
小さく、日本企業が投資する際には、タイやベトナムが先になることが多い。人が少な
いということは人件費が高いということで、かつ欧米および日本も好まないイスラム教
が主である。タイは人が多いだけでなく、夜の遊びも多いために、中小企業のオーナー
に好かれる傾向がある。所得は、マレーシアが、1 キャピタルあたり、タイの 2 倍、イ
ンドネシアの 4 倍であり、日本には遠く及ばないが、かなり発展してきており、電気・
水道・ガスなどのインフラが整っており、製造コストは安い。また、治安や医療も良く、
他よりも投資する土壌はある。ベトナムは投資に対してインフラが追いついていない。
日本に対しては、かつてのイギリス植民地から開放してくれたこと、以前は「中国人
→マレー人」の順番であったのを、
（韓国と共
「マレー人→中国人」にしてくれたこと、
に）戦後の急速な発展を見習いたいこと（Look East）などから、日本人は（中韓に比
べて）圧倒的に好かれている。
⑤ EC 市場の課題

(２) ポイントサービスの状況
ポイントサービスは提供されてはいるが、一般的とは言えない。むしろ、購買時点で
の値引きのほうが訴求する状況にある。
(３) 非接触 IC カードを利用したサービスの状況
マレーシアでは、2001 年 4 月に世界初となる多目的国民 ID カード MyKad が導入さ
れており、現在までに 2,100 万枚発行されている。
「My」の由来は、マレーシアにおい
てインターネットドメインの最後尾につける「my」と、「私の」を意味する「my」の
掛け合わせである。MyKad は、接触 IC、非接触 IC のハイブリットカードであり、採
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用している技術規格は、ISO7816、ISO14443（タイプ A）、ISO10373 である。
現在のところ、MyKadには、接触型ICに関して 8 つ、非接触型ICに関して 1 つのア
プリケーションが搭載されている（図表 2）。接触型ICアプリケーションは、政府管轄
（身分証明証、運転免許証、パスポート、健康情報）と、民間企業管轄（電子マネー、
PKI、ATM、FTC）に大別される。非接触型ICアプリケーションは、交通電子マネー
のTouch’n Goである。このTouch’n Go機能は、身分証明証機能に次いで利用されてお
り、高速道路、鉄道、駐車場の支払いに利用できる。高速道路料金の支払い時の利用が
50%と最も多く、鉄道料金の支払い時の利用は 10%程度である。なお、現在開発中の機
能として、公務員利用アプリケーション、公務員の年金アプリケーションがあり、現在
パイロット実験実施中の機能として、農業従事者登録アプリケーション、漁業従事者登
録アプリケーションが挙げられる。
なお、接触型 IC 電子マネーである MEPS キャッシュと、非接触型 IC 電子マネーで
ある Touch’n Go の両者間のバリュー移行は、IC が異なっているため現在行うことがで
きない。
この Touch’n Go は、単体でも発行されている。発行枚数は、単体発行が 400 万枚、
MyKad への搭載が 300 万枚の合計 700 万枚となっている。

図表2.
接触型／非接触型
接触型

管轄
政府

MyKad のアプリケーション

アプリケーション

備考

9 身分証明証

9 写真と親指の指紋で登録（以後、変更不可）

9 運転免許証

9 68のJPN支所が旧免許証との取替えをサポート

9 210のJPN支所が旧IDカードとの取替えをサポート
9 2009年から587箇所の郵便局でも取替えをサポートする体制
を構築
9 26の出入国地点で利用

9 パスポート

9 タイ、インドネシアではMyKad自体をパスポートとして利用可
能（今後対象国拡大予定）

民間企業

9 健康情報

9 患者の登録で利用

9 電子マネー（MEPSキャッシュ）

9 ATMネットワーク、オンラインデビットなどのネットワークを統括
するMEPS（Malaysian Electronic Payment System）が提供
する接触型IC電子マネー
9 コンビニエンスストア、ファーストフード、カフェ、一般小売店な
どで利用可能

非接触型

民間企業

9 PKI（Public Key Infrastructure）

9 法人税申告のオンライン受付に利用

9 ATM（Automatic Teller Machine）

9 Maybank、Public Bank、Citibankなどの政府指定銀行からの
自動引落で利用

ard）
9 FTC（Frequent Traveler C
Card）

9 マレーシア－ブルネイ間の旅行で利用

9 交通手段（Touch’n Goカード）

9 RSSB社が提供する交通系の非接触型IC電子マネー
9 IDに次いで利用の多いアプリケーション

出所）各種資料およびヒアリング

マレーシアにおけるモバイル NFC 実験は、Visa wave や、 RSSB が提供する Touch’
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n Go カードなどのモバイル実験が実施されている。Visa wave のモバイル NFC 実証実
験は、2006 年 4～8 月に世界で初めての EMV 準拠モバイル NFC 実験として実施され
た。Touch’n Go カードのモバイル NFC 実験は、ISO14443 タイプ A のチップを搭載し
た携帯電話 200 台を用いており、2008 年 2 月時点において継続中である。
(４) 安心・安全への対応状況

① 消費者の意識
「Household Use of the Internet Survey 2006」によれば、アンチウイルスソフト又
はアンチスパイウェアソフトを利用している人は 86.6％に上り、利用者のセキュリテ
ィ意識の高さが伺える。

② EC における消費者保護の法整備状況
マレーシアでは、比較的早期から法整備が進められてきた。1998 年には「1997 年電
「1998 年コミュニケーションマルチメディア法」
、
子署名法」が成立しており、その後、
、
「1997 年コンピュータ犯罪法」などが制定されている。また、
「1997 年改正著作権法」
2006 年には、「2006 年電子商取引法」が成立した。一方、個人データ保護法に関して
は、現時点でも継続審議となっている。

図表3. 消費者保護関連の法規制
EC 向けに整備
紛争解決

2006 年電子商取引法

消費者保護

2006 年電子商取引法

既存法を適用
1997 年改正著作権法

プライバシー・個人情報保 1998 年コミュニケーショ
護

ンマルチメディア法

セキュリティ・暗号

1997 年電子署名法

1997 年コンピュータ犯罪
法

出所）各種資料より作成

③ EC における消費者保護の市場慣習・自主ルール
マレーシアは、Asia-Pacific Trustmark Alliance にオブザーバー参加している。ネッ
トにおける ADR の整備もこれからとなる。
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(５) EC における決済の状況
① 利用されている決済手段
eBay では以下の方法を提供している。
・PayPal
・電信送金
・送金為替
・小切手
・クレジットカード
・代金引換
・振込
・PosPay

② 各決済の主要プレーヤーと動向
Financial Stability and Payment Systems Report 2007 によれば、2007 年のクレジ
ットカード契約数は 2006 年から 12.1％増加し、990 万件となる見込みである。2006
年の利用件数は 2 億 1 千万件、利用額は 1 兆 6,240 億円であった(図表 4)。
一方で、クレジットカードによる破産者も多い。イスラム教が国教であるために、破
産しても助けてくれるという考えがあり、富裕層はカード利用が多く、貧困層は貯蓄で
きず、貯蓄率が低いためと考えられる。
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図表4. 図表

クレジットカードの利用状況
2,500
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注）2007 年は予測
出所） Financial Stability and Payment Systems Report 2007 より作成

eBay でも採用されている PosPay は、マレーシアの郵便事業を担う Pos Malaysia
のグループ会社 PosPay が運営する、オンライン決済サービスである。サイト上にて口
座を開設し、郵便局や銀行の窓口、オンラインバンキングなどにより入金しておき、
EC サイトでは PosPay の ID とパスワードを利用して決済を行う仕組みである。2008
年までに 50 万ユーザーの獲得を目標にしている。
企業間の決済においては、支払期日が 60 日後ならば、それを 90 日～100 日に延ばす
のが経理担当者の当たり前の仕事であり、これによって評価がされるという仕組みが未
だに残っているという。そのため、EC で期日通りに決済するという文化に未だなって
いない。タイ、インドネシア、フィリピンも同様の傾向が見られるという。
③ EC 上の決済でのセキュリティとトラブル事例
クレジットカードに関する詐欺が問題となっている。2004 年に 10 万件を超えたのを
ピークに減少したものの、2006 年も 4 万件ほどが報告されており、7 億円ほどの被害
が発生している。
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(６) EC における物流の状況
全国配送ができるようになったのは最近であるが、その点ではタイ、インドネシア、
中国の辺境部などよりも進んでいる。

① 商品の配送
eBay では、Pos Malaysia、DHL、FedEx、を紹介している。また、MOL と提携し、
エスクローサービスを提供している。

a. 物流の発達状況
郵便局が日本ほどは整備されていないものの、全国に配達する。但し、どれくらいの
日程がかかるかは場所によって異なり、はっきりしない。最近、DHL が全国配達サー
ビス（エアメールサービス）を始め、こちらの方が配達日が明確である。DHL は、配
達の保証付きサービスも提供している。

b. 主要な事業者とサービス
マレーシアの郵便局である Pos Malaysia のほか、DHL、FedEx、City-Link、GD
Express 等の事業がおり、日本からも佐川急便やヤマト運輸、日本通運などが進出して
いる。

c. 物流に関する規制
流入制限などの交通規制は行われていない。しかし、首都クアラルンプールでは慢性
的な渋滞が発生しているため、しばしば規制が検討されている。
② 輸出に関する課題
日本との EPA が 2006 年に締結されている。
国民の約 65％がイスラム教徒のため、食材の輸入と販売に関しては、慎重な管理が
求められる。
a. 輸出入に関する規制
貿易制度（情報の出所：日本貿易振興機構（JETRO））
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より詳細な情報を、JETRO が提供する各種サービスを利用するか、JETRO のホーム
ページ（URL：http://www.jetro.go.jp/）を参照することにより得ることができる。

b. その他の課題
輸出入に関し、大きな問題は発生していない。
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1.2.5 シンガポール
(１) EC 市場を取り巻く環境
シンガポールは、国策として IT インフラの構築を進めてきた。そのため、周辺諸国
に比べ、インフラの整備状況は突出している。シンガポールの IT 政策は、1980 年の
「National Computerisation Plan」に始まり、2006 年に「iN2015（Intelligent Nation
2015）」を策定している。また、EC 事業に関して、世界のリーディング企業を誘致す
る方針が打ち出されている。
EC を利用しない理由としては、興味がないことが第一で 40％であり、実際に店で買
いたいというのが 26％、セキュリティへの不安が 10％の順となっている。
シンガポールの面積は 698 平方キロメートルであり、
東京 23 区とほぼ同面積である。
東アジア、東南アジアと中東、ヨーロッパを結ぶ海運の要所であるため、古くから貿易
の拠点として発展した。
日本にとって最初の FTA 締結国である。外交関係はおおむね良好といえる。

① IT インフラ整備状況
シンガポールは、国策として IT インフラの構築を進めてきた。そのため、日韓台な
どには劣るものの、そのほかの周辺諸国に比べ、整備は進んでいる。世界経済フォーラ
ムが、115 カ国を対象に実施した「Networked Readiness Index」において、2007 年
は 3 位となっている（日本は 14 位）
。
・ インターネット普及率

191 万人、普及率 43.6％（2006 年）

・ ブロードバンド普及率

80 万人、普及率 18.1％（2006 年）

・ モバイル普及率

479 万契約、普及率 109.3%、2001 年からの年平均成長率 9.9％

（2006 年）
ITUの統計上では、インターネット普及率は 43.6％であるが、IDAの調査によれば、
家庭からのインターネットアクセス率は 71％にのぼる（図表 1）。直接的な比較はでき
ないが、日本のインターネット人口普及率は 68.5％である。
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図表1.IT インフラの普及状況
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② 政府の政策
シンガポールの IT 政策は、1980 年の「National Computerisation Plan」に始まっ
た。その後、1986 年の「National IT Plan」
、1992 年の「IT2000」
、2000 年の「Infocomm
21」、2003 年の「Connected Sigapore」を経て、政府や社会インフラの電子化、人材
育成、国際化の推進を図ってきた。
そして 2006 年に「iN2015
（Intelligent Nation 2015）」
を策定、
「Innovation」、
「Integration」、
「Internationalization」の 3 つのキーワード
もとに、下記の 6 つの目標を掲げている。
・ 情報通信技術を活用して経済や社会に付加価値をつけることにおいて、世界ナン
バーワンとなる。
・ 情報通信産業の付加価値を 260 億シンガポールドル（約 2 兆円）へと倍増させる。
・ 情報通信産業における輸出高を、600 億シンガポールドル（約 4.7 兆円）へと 3
倍増させる。
・ 8 万人の新規雇用を創出する。
・ ブロードバンドの世帯普及率を 90％に高める。
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・ 就学児童のいる家庭におけるコンピュータの所有率を 100％にする。

③ 外資への規制状況
EC 事業に関して、世界のリーディング企業を誘致する方針が打ち出されている
（2001 年の経済再生委員会（ERC）勧告）
。政府の認定を受けることにより、免税、減
税、投資所得控除など、各種の優遇措置が受けられる。認定電子商取引業者制度（ACT：
Approved Cyber-Trader Scheme）では、インターネットを通じて行なわれたオフショ
ア取引により得た認定所得（非居住者との取引）に対し、法人所得税が 10％に軽減さ
れる（5 年間）
。
そのほか、外資に対する規制等はなく、出資比率についても、制限はない。

④ 消費者の特性
ECを利用しない理由としては、興味がないことが第一で 40％であり、実際に店で買
いたいというのが 26％、セキュリティへの不安が 10％の順となっている（図表 2）。

図表2.EC をしない理由
0%

10%

20%

30%

40%
32%

実際に店で買いたい

26%
14%
10%

セキュリティが不安である

7%
8%

信用が不安である

6%
5%

プライバシーが不安である
2%

5%

決済が不便

2005

5%
4%

その他
決済手段がない

50%

34%

興味がない

スキルが不足している

40%

2006

2%
1%

注）
「決済手段がない」
「決済が不便」は 2006 年の調査から追加されている。
出所）IDA
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シンガポールの面積は 698 平方キロメートルであり、
東京 23 区とほぼ同面積である。
東アジア、東南アジアと中東、ヨーロッパを結ぶ海運の要所であるため、古くから貿易
の拠点として発展した。都市国家であり、英語や中国語の話者が多いため欧米諸国の企
業のアジア太平洋地域の拠点が置かれることが多く、アジアの金融センターとしての地
位を確立している。日本にとって最初の FTA 締結国である。外交関係はおおむね良好
といえる。

⑤ EC 市場の課題
シンガポールは、そもそも国土が狭いために、通信販売をする必要性が低いことや、
娯楽が少ないため、ショッピングセンターへ行くこと自体が一つのエンターテインメン
トになっている、という意見がある。また、所得の格差が大きく、クレジットカードを
保有できない人が多いともいわれており、決済上の課題もあると考えられる。

(２) ポイントサービスの状況
シンガポールでも、ポイントサービスは一般的となっている。大手スーパーFairPrice
グループでは、Link ポイントを導入している。FairPrice グループは、FairPrice（シ
ェア 50%超のスーパー）
、Cheers（駅併設型コンビニ）
、保険会社などを抱える企業グ
ループである。グループの利用で貯まったポイントは、バウチャーや景品に交換するこ
とが可能である。
そのほか、髙島屋などの百貨店や、クレジットカード会社などによるポイントプログ
ラムが存在している。
ベスト電器でも、銀行と提携して「ベストカード」を発行している。クレジットカー
ドとポイントカードが一体化されたカードであり、2 年間で 6 万人の会員を集めた。ベ
ストできのように、クレジットカードと一体化されたポイントサービスも増加している
という。

(３) 非接触 IC カードを利用したサービスの状況
（１）EZ-Link
シンガポールでは、鉄道及びバスの乗車券として、非接触 IC カードの EZ-Link カー
ドが普及している。ソニーの FeliCa を採用し、2002 年にサービスが開始され、これま
現在でも、一ヶ月当たり 2,000 枚程度が販売されている。
でに 1,000 万枚以上を発行し、
現在のところ、若者に対する普及率が高い。一方で、年輩者にはまだ EZ-Link カード
の利用率は低い状況であるという。
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EZ-Link カードの消費者への販売価格は 15 シンガポールドル（1,200 円程度）であ
る。内訳は、乗車券代 7 シンガポールドル（560 円程度）
、デポジット代 3 シンガポー
ルドル（240 円程度）
、カード代 5 シンガポールドル（400 円程度）である。カード代
については、導入初期は無料で提供していたが、カードのコストから赤字となるため、
2 ドル、5 ドルとカード代を徴収するようになっていった。
2007 年 11 月には、観光客向けカード（Singapore Tourist Pass）の提供を開始した。
シンガポール観光局と共同で、5 日間以内に返却すればデポジット代が返却される 1 日
券、2 日券、3 日券（交通系乗り放題）を発行した。通常版カードの原価および製造コ
ストを考慮すると、観光客が帰国する際にはカードを返却してもらい、再利用したいと
ころである。しかし、これまでは観光客からもカード代 5 シンガポールドルを徴収し
ていたため、返却してもデポジット代 3 シンガポールドルしか戻ってこないことから、
カードを返却するメリットを感じてもらえず、結果としてカードを持ち帰られていた。
そこで、持ち帰られるリスクも考慮し、デポジット代 10 シンガポールドル（カード代
込み）を設定し、観光客が帰国する際に返却してもらうことを狙った。また、乗り放題
機能を盛り込むことによって、割安感を提供し、観光客の利用促進も狙っている。
（２）電子マネーへの展開
サービス開始時は交通乗車券のみでの利用であったが、現在では電子マネーとしての
機能も兼ね備え、飲食店や公共サービスの支払い、コンビニエンスストアや自動販売機、
学校での支払などでも利用できる。また、ビザ・インターナショナルなどとの提携によ
り、オートチャージ機能も提供されている。このサービスを利用すると、電車やバスの
ゲートを通過した際に、残高が不足した場合に、自動的に残高が補充される。唯一この
場合のみ、利用登録が必要であり、記名式カードとなる。
パソコンに R/W を USB 接続すれば、インターネットを介したアプリケーションも利
用可能である。現在、以下のサービスが提供されている。
・ クレジットカード（Visa）による自動トップアップ
・ トランザクション履歴の閲覧
・ インターネットショッピング（アパレル、花、ゲームなど）
また、EZ-Link カード保有者に対する付加サービスとして、紛失時に保証する保険サ
ービス（有料）を保険会社 ACE と提携して開始した。
EZ-Link カードの展開にあたっては、運営会社である EZ-Link がカードアプリケー
ションの全体戦略を統括しているが、リテールなど交通系以外への展開に関しては民間
会社の QB に委託している。EZ-Link は元々交通系における決済事業者であるため、リ
テールノウハウを持っていなかった。また、交通系以外の分野に対する初期投資を捻出
することが困難であった。そこで、リテールに関する知識やマーケティングノウハウを
持っている QB と提携した。QB は、支払いにおける仲介機能（EZ-Link 利用可能店舗
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とのシステム連携など）も担っている。
交通系以外の企業は、基本的には R/W 端末を QB からレンタルしているという。ク
レジットカード等、他の端末も設置していることから、費用負担が重い状況であること
が理由と考えられる。
（３）電子マネー関連法制
このサービスについては、関連する二つの法制度がある。
金融庁（MAS：Monetary Authority of Singapore）が所管する Payment Systems
Oversight Act では、Widely Accepted Stored Value Facility のライセンス取得につい
て規定されている。顧客から集めた資金が 3,000 万シンガポールドル（23 億円程度）
以上の企業は、このライセンスを取得しなければならない。ライセンスを取得している
企業は、EZ-Link（EZ-Link カード）のほか、NETS（CashCard）、American Express
（Traveler’s cheque）
、PayPal などがある。また、3,000 万シンガポールドル以上の電
子マネー発行事業者は、顧客から集めた資金を保証するため、特定の銀行と契約しなく
てはならない。具体的には、保証してもらうための条件として、集めた資金を利用する
範囲などについて、銀行と取り決める必要がある。他方、3,000 万シンガポールドル未
満の電子マネー発行事業者は、顧客から集めた資金を保証する義務はない。Kopitiam
Card を提供している Kopitiam（シンガポール周辺で展開するレストランチェーン）な
どが、これに該当する。日本における供託金の義務に類する規定は、MAS による規定
の中には存在しない（各社ごとに決めて良い）
。
また、シンガポール公共交通委員会（PTC：Public Transport Council）所管の Public
Transport Council Travel Act では、以下の項目などが規定されている。
・ ライセンスの取得
※ EZ-Link では、チケットサービスプロバイダーのライセンスを取得している。
・ 交通料金変更に関する、PTC からの許可取得
※ 交通料金を値上げする場合などは、年に 1 回の改定時期に PTC の許可を得る
必要がある。また、交通料金を算出する際には、PTC により定められている
計算式を用いる。
MAS が規定しているのは、
あくまでも財布の役割を担う IC チップについてであり、
交通系 IC 乗車券というアプリケーションに関する規定は、シンガポール公共交通委員
会（PTC）によってなされている。なお、TransitLink が発行するシングル乗車券に関
しては、財布の役割を保有していないため、金融庁（MAS）のライセンスを取得する
必要はない。
（４）NFC（Near Field Communication）実証実験
2007 年 11 月から、携帯電話端末に EZ-Link 機能を搭載するモバイル NFC の実験を
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行っており、2008 年 5 月まで（6 ヶ月間）継続する予定である。実験には、携帯電話
オペレーターなども参加している。1,000 台の携帯電話端末を利用し、2 つの SIM カー
ド（EZ-Link 用、NFC チップ用）を搭載している。携帯電話端末の開発は、シンガポ
ールの企業が行った。R/W 端末は現在の端末を利用しており、マクドナルドなどのリ
テール企業における実験も兼ねている。この実験では、ショッピングセンターともタイ
アップしており、クーポンを SIM カードにダウンロードして利用可能である。
また、2007 年 10 月からは、バス停に貼付してあるポスターからデータをダウンロー
ドすると、GPS を活用してバスルートを表示する、というモバイル NFC 実験も実施し
ている。将来的には利用料を徴収する予定だが、現在は無料で実験を行っている。
（５）シンガポール仕様 CEPAS（Contactless E-Purse Application Specification）
2006 年、非接触 IC の技術規格 CEPAS が、シンガポール政府の主導で策定された。
非接触 IC を普及させることを目的とし、ISO/IEC14443 Type B の非接触 IC カードを
利用した標準となっている。関連法制度を遵守しているため、この規格を採用していれ
ば、どの事業者が電子マネーを発行しても良い、とされている。
現在のところ、EZ-Link および NETS が CEPAS 対応カードを導入する予定である。
また、その他の事業者も後々参入してくる可能性がある。EZ-Link は、2008 年 7 月 1
日から CEPAS 対応カードの展開を開始する予定である。
移行期間中は、従来の EZ-Link
カード（FeliCa）と CEPAS 対応カード（タイプ B）の両方を利用可能な状況を整備し
ておくことになる。
現在利用されている R/W 端末を CEPAS に対応させるには、CEPAS
対応のソフトウェアを R/W 端末にインストールするだけで良く、既に、リテールを含
む R/W 端末設置事業者に対し、CEPAS 対応のソフトウェアを配布している。
シンガポールでのデビットカードサービスである NETS でも、2009 年 1 月から
CEPAS 対応カードの導入を開始する予定である。
CEPAS 対応カードに搭載するチップはメモリ量が多いため、当該チップに EZ-Link
や NETS
（現在 ERP に利用するカード）などの複数機能を持たせることが可能である。
しかしながら、NETS はこれまで接触 IC カードであるため、ERP（Electronic Road
Pricing、道路料金自動徴収）用の車載端末を交換する必要がある。
CEPAS に関する実証実験は、多数行われており、現在までに、ERP 用の車載端末に
関する実験が終了している。また、2008 年 4 月に、CEPAS 対応 EZ-Link カードを用
いて、MRT（地下鉄）
・バスを含めた大規模な交通系の実験を実施する予定である。
シンガポールにおける今後の IC に関する展望について、Land Transport Autority
（LTA）では、現時点では、Edy などの日本の交通系以外の電子マネー事業者との連携
については検討していないとしている。EZ-Link や NETS は、交通系 IC 乗車券以外の
アプリケーション（リテールにおける利用など）もすでに用意しているため、日本のア
プリケーション事業者が参入する必要性がない。また、Edy をシンガポールで利用し、
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EZ-Link を日本で利用するような、相互利用も現実的には難しいとしている。その理由
として、クロスボーダー決済の場合に為替の問題が生じることを挙げている。これは、
現在、LTA も関わっている、Suica と EZ-Link の 2 チップ搭載カードの実験にも生じ
る問題である。
（６）東アジア共通 IC 乗車券
国土交通省が主導している東アジア共通 IC 乗車券に関して、シンガポールは 2003
年の最初の段階から参加している。その中で、日本でもシンガポールでも利用可能なカ
ードを利用した実験を実施し、結果としては成功と言えるものであった。
実証実験に用いたカードは、Suica 用チップと EZ-Link 用チップの 2 つのチップを
搭載したカードであり、20～30 枚程度を導入し、関係者が当該カードを使用してみた
ところ、実際に利用することができたため、実験としては成功であった。しかしながら、
当時はカードの製造コストが高くなってしまったため、実導入への展開は棚上げになっ
た。
2008 年現在では、2 チップ搭載カードを開発しており、完成次第導入していく予定
となっている。2 チップ搭載カードのメリットは、OS を共通化できる点、タイプ A、
タイプ B、FeliCa 仕様に対応している点、などである。シンガポールの関わり方とし
ては、EZ-Link 対応チップの提供のみを想定している。
現在は、日本とシンガポールの乗車券に対応する IC カードが開発されているが、今
後は日本・シンガポール・韓国・香港の 4 地域における共通 IC カードの検討が続けら
れる予定である。しかし、LTA では、IC 乗車券の共通化をする場合に規格を統一する
ことは困難だと感じている。各国によって規格は異なっており、それの共通化を複数国
間で実施するのが困難だと思われるからである。また、EZ-Link は、アジア共通 IC 乗
車券に関して、アイデアとしては興味深いものの、ビジネスとして成り立つかどうか（利
益が出るかどうか）の検討の必要性を感じている。

(４) 安心・安全への対応状況
EC における消費者保護について、2000 年前後から法整備が進められているが、消
費者はそもそも EC への関心が低いことから、消費者保護への意識も相対的に低い。

① 消費者の意識
IDAの調査では、ECを利用しない理由として、セキュリティへの不安やプライバシ
ーへの不安を挙げている利用者が、それぞれ 10%に満たない結果となっている（図表
3）。それ以上に、ECそのものへの関心が薄い状況である。
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図表3.EC をしない理由（再掲）
0%

10%

20%

30%

40%
32%

実際に店で買いたい

26%
14%
10%

セキュリティが不安である

7%
8%

信用が不安である

6%
5%

プライバシーが不安である
2%

5%

決済が不便

2005

5%
4%

その他
決済手段がない

50%

34%

興味がない

スキルが不足している

40%

2006

2%
1%

注）
「決済手段がない」
「決済が不便」は 2006 年の調査から追加されている。
出所）IDA

② EC における消費者保護の法整備状況
電子署名・認証、消費者保護、セキュリティ・暗号、スパム対策、ブロードバンド普
及について、法整備が進められている。

図表4. 消費者保護関連の法規制
EC 向けに整備
紛争解決
消費者保護

個人情報・インターネット
商業における消費者コミュ
ニケーション保護に関する
規約

プライバシー・個人情報保 電子商取引法
護
セキュリティ・暗号

電子商取引法

その他

スパムメールを規制する法
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既存法を適用

的枠組み
出所）各種資料より作成
1998 年に、電子商取引法が公布された。この法律により、電子署名等について規定
がされた。同年、産業界の自主規制として「個人情報・インターネット商業における消
費者コミュニケーション保護に関する規約」が制定されている。2004 年には、スパム
メールを規制する法的枠組みが発表された。スパムを受け取った個人がスパム発信者を
訴えられるように検討された。

③ EC における消費者保護の市場慣習・自主ルール
2001 年、National Trust Council（NTC）が設立された。TrustSg と呼ばれるトラ
ストマーク制度が制定され、NTC がその運営、管理を行っている。NTC が販売業者の
審査を行い、Trustsg マークを付与すると同時に、消費者に対して TrustSg マークを付
与されている EC 事業者のみを信頼するよう呼びかけている。しかし、利用者における
認知度は低い模様である。先の IDA によるアンケート結果にあるとおり、EC をしない
理由としてセキュリティ不安を挙げているのは 10％程度であり、かつ、そもそも EC
への興味が薄いことが、TrustSg の認知度の低さに影響していると考えられる。TrustSg
は、Consumer Association of Singapore、CommerceNet という非営利企業が認証コー
ドを発行することになっているが、これらの企業は、TrustSg とは別に、独自のトラス
トマークも発行している。

(５) EC における決済の状況
世代を問わずクレジットカードが圧倒的である。
EC での決済で利用されているのは、
また、Paypal の国際展開の拠点となっており、日本やインドなど、主として金融関
連法制の違いから、現地法人を設立していない地域では、顧客アカウントはシンガポー
ル法人に登録され、シンガポールの法律に従って管理されている。エスクローサービス
も提供されている。

① 利用されている決済手段
IDAの調査によると、ECでの決済で利用されているのは、世代を問わずクレジット
カードが圧倒的である（図表 5）。15 歳から 29 歳の層でクレジットカードの利用率が
やや低く、代わりにデビットの割合が高くなっているのは、クレジットカードを持って
いない人が多いためと考えられる。また、若年層を中心に、ネットのバーチャル口座や
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PayPalの利用率が比較的高い。

図表5.EC での決済方法
0%

15-29

20%

40%

63%

30-44

60%

30%

74%

80%

20%

100%

17%

5%

15% 13% 14%

4%

クレジットカード

年代

デビット、口座振込
代引き
ネットのバーチャル口座、PayPal

45-59

60-

76%

69%

14% 12% 14%

0%

31%

2%

携帯電話や通信料金重畳

0%

出所）IDA

Yahoo!シンガポールのオークションでは、決済方法として、
・ クレジットカード（ビザ・インターナショナル、マスターカードワール
ドワイド）
・ 銀行小切手または郵便為替
・ パーソナルチェック
・ Paypal
・ エスクローサービス
を用意している。同様に、eBay では、
・ PayPal
・ 電信送金
・ 小切手
・ 為替
が用意されている。
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② 各決済の主要プレーヤーと動向
（１）クレジットカード
シンガポールのMAS（Monetary Authority of Singapore）によれば、クレジットカ
ードの発行枚数は 447 万枚で、家族カードなどを含めても 555 万枚程度である（図表
6）。ほぼ人口と同じ水準であるが、一人当たりの枚数が 3 枚を超える日本とくらべ、ク
レジットカードの普及はまだ進んでいないといえる。

図表6.クレジットカード発行枚数
5,000

（千枚）

4,472
4,000

3,968

発行枚数

3,416
3,000

2,986
2,504
2,264

2,000

1,977
1,369

1,505

1,684

1,000
726

682

775

959

837

988

947

1,027

1,122

1,174

0
1998

1999

2000

2001

2002
主契約カード

2003

2004

2005

2006

2007

家族カードなど

出所）MAS

ただし、所得の高い層ではクレジットカードの利用は浸透しつつある。シンガポール
のベスト電器店頭では、クレジットカードによる決済が過半数であるという。
一方で、小切手がよく利用されており、デビットも一般的である。
（２）PayPal
PayPal は、アメリカを中心に、世界 190 の国と地域で利用可能な、P2P の決済方法
である。ユーロ、米ドル、シンガポールドル、香港ドル、カナダドル、オーストラリア
ドル、英ポンド、日本円など、17 の通貨に対応し、全世界での登録アカウント数は 1
億 6,400 万に達する。
アメリカやオーストラリア、中国など、現地に法人を持つ地域では、現地の法規制に
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適合した現地向けサービスを展開しているが、日本やインドなど、主として金融関連法
制の違いから、現地法人を設立していない地域では、顧客アカウントはシンガポール法
人に登録され、シンガポールの法律に従って管理されている。
（３）エスクローサービス
エスクローサービスも提供されており、Yahoo! Singapore が提供するオークション
において、エスクローサービスの利用が最も安全な取引方法として紹介されている。
Escrow.com は、Yahoo! Singapore にもサービスを提供しているエスクロー事業者で
ある。本拠はアメリカのカリフォルニア州アーバインであるが、ミャンマー、キューバ、
インドネシア、イラン、イラク、リベリア、モルドバ、ナイジェリア、北朝鮮、ルーマ
ニア、シリア、ジンバブエを除く国と地域に対して、エスクローサービスを提供してい
る。サービス内容は日本国内で提供されているエスクローサービスと同様であり、下記
の手順を踏むことにより、買い手、売り手ともに安全・確実に商品と代金のやりとりを
することが可能になる。
1. 買い手と売り手がエスクローサービスの利用に合意する。
2. 買い手が Escrow.com に商品の代金を支払う。
3. 売り手が商品を送付する。
4. 買い手が商品を確認する。
5. Escrow.com が売り手に代金を支払う。

③ EC 上の決済でのセキュリティとトラブル事例
クレジットカード利用時のトラブルはしばしば起こっている。

(６) EC における物流の状況
シンガポールはアジアの物流拠点として成長してきたことから、日本企業を含む世界
の大手企業が国際物流に参入している。輸出入に関し、特に規制はなく、電子化も進ん
でいる。日本との FTA も締結済みである。
一方で、国内物流に関しては、Singapore Post が国内宅配サービスとして提供する
Speedpost が主に利用されている。
シンガポール市内の渋滞は深刻であり、ロードプライシングが導入されている。

① 商品の配送
シンガポールはアジアの物流拠点として成長してきたことから、日本企業を含む世界
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の大手企業が国際物流に参入している。一方で、国内物流に関しては、Singapore Post
が国内宅配サービスとして提供する Speedpost が主に利用されている。
シンガポール市内の渋滞は深刻であることから、特定地域への立ち入りに際しては、
ライセンスの取得が必要になり、世界で初めてプリペイドカードを利用した料金自動徴
収システムが導入されている。

a. 物流の発達状況
シンガポールはアジアの物流拠点として成長してきたことから、DHL や OCS など
の事業者が国際物流を担当しており、日本企業も進出している。一方で、国内物流に関
しては、郵便局が中心的に担っている。国土が狭いこともあり、国内での宅配サービス
の利用頻度は低いとされる。

b. 主要な事業者とサービス
Singapore Postが国内宅配サービスとして提供するSpeedpostでは、大きく 3 つのサ
ービスが提供されている（図表 7）。配送料金はサービスごとに、荷物の重量により変
動するが、国内の配送先や距離によっては変動しない。玄関口までの配送のほか、62
カ所の郵便局での受け取りも可能である。なお、日曜日は集荷、配送ともに休業である。
・ Normal
Speedpost の基本サービスである。午前中の集荷であれば、当日中に配送され、午後
の集荷の場合は、翌営業日の午後 1 時までに配送される。配送料金は、3kg までの荷物
の場合、9.15 シンガポールドル（約 710 円）である。
・ Express
宅配の予約がされてから、3 時間以内に配送することを保証するサービス。3 時間を
超過した場合、配送料金が返還される。配送料金は、3kg までの荷物の場合、15.25 シ
ンガポールドル（約 1,190 円）である。
・ Urgent
配達の予約が確認されてから、1.5 時間以内に配達することを確約しているサービス。
Express と同様に、1.5 時間を超えた場合、配送料金が返金される。料金は Nomral、
Express に比べて割高であり、3kg までの荷物の場合、3kg までの荷物の場合、22.40
シンガポールドル（約 1,750 円）である。
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図表7.Speedpost のサービスと料金
サービス内容

配達方法

受付締切時間

当日

3時間

1.5時間

Normal

Express

Urgent

午後1時までに集荷された荷物は当
日の午後6時までに配送

予約確認から3時間

予約確認から1.5時間

午後1時以降に集荷された荷物は翌
営業日の午後1時までに配送

以内に配送

以内に配送

月曜～金曜：午前11:30 / 午後4:30

月曜～金曜：午後3:30

月曜～金曜：午後5:00

土曜：午前11:30

土曜：午後12:00

土曜：午後1:00

なし

あり

あり

キャッシュバック
保証

料金：10kg 以下、または大きさが 40×25×20cm までの荷物
単位:シンガポールドル

weight

Normal

Express

Urgent

≦3kg

9.15

15.25

22.40

4kg

10.70

16.80

23.95

5kg

12.20

18.30

25.45

6kg

13.75

19.85

27.00

7kg

15.25

21.40

28.50

8kg

16.80

22.90

30.05

9kg

18.30

24.45

31.55

10kg

19.85

25.95

33.10

料金：10kg を超える重さ、または大きさが 40×25×20cm を超える荷物
単位:シンガポールドル

weight

Normal

Express

Urgent

＞10kg、≦20kg

30.55

40.75

61.10

＞20kg、≦30kg

40.75

50.95

71.30

以降、1kgごとに

1.00

1.00

1.00

出所）Speedpost
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また、Speedpost では、荷物の状態を追跡するサービス、Track & Trace system を
提供している。Speedpost の Web サイト上で集荷番号を入力することにより、その時
点での状況を確認することができる。Web サイト上で確認するほか、E メールへの転
送も可能となっている。
Singapore Postでは、日本及びアメリカのECサイトからのショッピングを仲介する
「vPOSTJAPAN」、「vPOSTUSA」というサービスを提供している（図表 8）。このサ
ー ビ ス に 登 録 し た 利 用 者 に は 、 日 本 国 内 の （ vPOSTUSA の 場 合 は ア メ リ カ の ）
vPOSTJAPAN専用の送付先が通知される。利用者は、日本やアメリカのECサイトで商
品を選び、その送付先として、vPOSTJAPANの送付先を指定する。Singapore Postは、
日本拠点からシンガポールの利用者宅までその商品を輸送し、輸送費（および通関で発
生した税金）を徴収する。vPOSTJAPANの場合、1 パッケージに付き、基本料金 14.26
シンガポールドル（約 1,100 円）に、パッケージ 1kg当たり 14.26 シンガポールドルを
加算した額が配送料金となる。

図表8.vPOSTJAPAN サービスの仕組み

日本のECサイト

日本国内

日本のECサイト
による配送

vPOSTJAPAN
日本の拠点

Sigapore Post
による配送

シンガポール国内

利用者宅

• 日本のECサイトで、商品を選択・購入。
• 配送先として、vPOSTJAPANの拠点を指定。
• 決済はECサイトに従う。 vPOSTJAPANの拠
点までの配送料も決済。
• 日本の物流網を通じて、vPOSTJAPANの拠
点へ配送（日本のECサイトのサービス）。

• ECサイトからの商品を集約。
• ECサイトから利用者へ送られた領収書と照合。

• Sigapore Postの物流網を利用し、シンガポー
ル及び利用者宅へ配送。

• 利用者は、vPOSTJAPANの日本拠点から利
用者宅までの配送料をSingapore Postに支払。

出所）vPOST ホームページより作成

DHL シンガポールでも、通常の宅配サービスの他、翌営業日の 9 時または 12 時ま
での時間保証サービスを提供している。また、荷主向けに、e メール、SMS、ファクス、
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電話などでの配送通知や、オンラインでの配送状況確認サービス、配送状況確認も可能
となっている。

c. 物流に関する規制
シンガポール市内の渋滞は深刻であることから、自動車の新規登録可能件数が制限さ
れ、車両購入券の価格は入札により決定される。また、特定地域への立ち入りに際して
は、ライセンスの取得が必要になり、1998 年には、世界で初めてプリペイドカードを
利用した料金自動徴収システムを導入した。

② 輸出に関する課題
輸出入に関し、特に規制はなく、電子化も進んでいる。日本との FTA も締結済みで
ある。

a. 輸出入に関する規制
特に規制はない。関税制度も整備されており、電子化も進んでいる。2002 年に発効
した「日本・シンガポール新時代経済連携協定（JSEPA）」に基づく原産地規則を満た
せば、日本からのすべての輸入品にかかる関税が撤廃される。原産地規則を満たすため
には、本来関税を課されるべき第三国産のものが、日本を経由することで日本産の者と
して扱われ、関税が課されなくなることのないよう、輸出品が日本産であることを証明
する必要がある。
また、同協定においては、両国間貿易における関係者の事務処理の軽減を図るため、
税関手続きの簡素化を図るとともに、取引情報の電子的処理を促進し、貿易を円滑化す
ることについても合意している。また、輸入国で必要な基準認証の手続きを輸出国内で
行う相互承認への取り組みについても、合意がされている。
貿易制度について、詳細な情報を、JETRO が提供する各種サービスを利用するか、
JETRO のホームページ（URL：http://www.jetro.go.jp/）を参照することにより得るこ
とができる。

b. その他の課題
特別な問題は見られない。
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2

電子商取引環境整理および課題抽出
2.1

EC の状況

本調査の対象地域（中国、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール）における、EC
の状況をまとめると、図表 1のようになる。EC市場は、我が国の規模が大きく、次い
で韓国となっている。中国はすでに台湾を超える規模となっていることがわかる。
一方、小売業に対する EC の比率や、GDP に対する EC の比率を見ると、最も大き
いのは韓国となり、僅差で日本、台湾が続く。このことから、EC の浸透度では韓国が
最も進んでいることがわかる。中国は、小売業売上高比、GDP 比ともに、日本、韓国、
台湾よりも低い水準にある。しかし、市場規模の絶対値はすでに台湾を上回り、韓国の
半分程度の規模にまで拡大している。GDP もすでに韓国を上回り、日本に迫る勢いで
ある状況からも、EC についても潜在的な規模は非常に大きいと言えるだろう。
EC 市場規模についての統計データがないシンガポールについては、
一人当たり GDP
が高いことが特徴的である。日本よりは低いものの、韓国、台湾よりも高水準となって
おり、潜在的な購買力は両地域よりも高いといえる。

図表1.EC の状況（2006 年）
国・地域

中国

台湾

韓国

マレーシア

シンガポール

日本

EC 市場規模（億円）

4,992

3,450

9,800

－

－

43,910

小売業売上高比

0.4％

3.1％

5.8％

－

－

3.3％

GDP 比

0.16％

0.81％

0.94％

－

－

0.86％

GDP（兆円）

312

42

103

17

15

508

一人あたり GDP（万円）

23

201

206

64

343

449

出所）各種資料より作成

また、各地域のインターネット普及率を見ると、日本、韓国、台湾が高く、マレーシ
ア、香港が続き、そして中国という順になっている（図表 2）。
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図表2.インターネットの普及率（2006 年）
80.0%

74.8%
68.5%
63.7%

普及率

60.0%

54.2%
43.6%

40.0%

20.0%
10.5%
0.0%
韓国

日本

台湾

マレーシア シンガポール

中国

出所）各種資料より作成

以上より、各地域の EC の状況は、下記のように分類することができる。
・ IT、EC の先進国：台湾、韓国、日本
・ IT の整備は進んでいるが、EC は未発達：マレーシア、シンガポール
・ EC、IT とも成長中：中国
以下、この分類ごとに、状況を再度整理する。
（１）EC 先進国（台湾、韓国）
台湾、韓国共に、現地政府の主導の下、IT インフラの整備が早期に進められた。そ
の結果、両国は現時点で我が国と同等かそれ以上の IT リテラシをもち、IT やネットを
利用したサービスも広く展開され、認知も高い。ポイントサービスなどの CRM も、創
意工夫のこらされたサービスが提供されている。
整備されているのは IT インフラだけではない。物流に関しても、宅配網が整備され、
日常的に利用されている。代引きなどの付随サービスも我が国と同等に提供されている。
これらの結果、両国において EC が認知され、利用されているのは当然といえよう。
両国とも、BtoC、CtoC 共に利用され、市場が拡大している。一方で、EC に関する様々
なトラブルも発生しており、法制度の整備が進められている。
（２）EC 未整備国（マレーシア、シンガポール）
シンガポールは、過去より周辺地域も含めた物流、金融ハブとして発展しており、IT
についても現地政府主導で積極的に投資が進められた。その結果、人々の IT リテラシ
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は非常に高く、特に GtoC、いわゆる電子政府化は、世界的に見てもトップクラスの充
実を見せている。
一方で、東京都の面積以下という国土の狭さが一つの課題となる。多方面から、「わ
ざわざ EC を利用するほどのことはない」という声が聞かれたほど、IT リテラシの高
さに比べ、EC の利用率は高くない。
また、マレーシア、シンガポールとも、公用語が英語であり、中国語も頻繁に利用さ
れるため、英語圏および中国圏の EC 事業者がすでに事業を展開していることも勘案す
ると、日本の EC 事業者は、この両国の EC 市場だけで収益を上げることを狙うよりも、
アジアにおけるテストマーケティング市場として捉え、アジアの複数カ国にビジネス展
開していくことが望ましいとも考えられる。
（３）EC 発展途上国（中国）
中国は、大都市圏を除くと、IT インフラ、物流インフラとも、まだまだ未整備とい
ってよいであろう。北京や上海といった大都市でさえ、正にいま整備が進められている、
という状況である。
しかし、そのような状況においても、先進的企業、先進的ユーザーの取り組みは目を
見張るものがある。今後は、これまで他の分野でそうであったように、電子商取引の分
野においても、世界の成功事例を取り込みながら急成長を見せると考えられる。
EC 市場は、CtoC 型の電子商取引を中心に大きく拡大している。しかし、BtoC 型、
CtoC 型ともに価格競争に陥ってしまっており、収益モデルの作りこみが今後の課題と
なっている。また、ネット上での商習慣についても、未発達な部分があるのは否めず、
消費者保護の仕組みなど、今後の取り組みが求められる。

2.2

ポイントサービス

ポイントサービスについては、社会が安定し、生活水準が高くなっている、台湾、韓
国、シンガポールでは、もはや当然のサービスとして認知されている。企業間の提携ポ
イントや、ポイント交換サービスも当たり前のように提供され始めており、一部の企業
は海外連携も視野に入れ始めている。一方、中国やマレーシアでは、一部でポイントサ
ービスが提供されてはいるものの、ポイントサービスによる将来の付加価値よりも、購
買時点での値引きを求める消費者心理も存在する。また、中国では、市場が未だ伸びて
いるため、企業がポイントサービスで顧客を囲い込むよりは、出店などによって顧客を
獲得する意識の方が強い。
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2.3

非接触 IC

非接触 IC カードを利用したサービスは、交通乗車券からサービスが開始され、その
後店舗での決済に利用されるようになっていくタイプが大部分である。マレーシアの
MyKad は、公共サービス主導で導入されたものの、利用率は上がっておらず、交通利
用できる Touch’n Go との共用による利用率上昇が期待されている。
シンガポールなど、早期に導入した地域ではソニーの FeliCa が利用されているが、
それ以外の国では、より安価で国際規格に準拠した Type A が採用されている。また、
各地で NFC の実験が開始されており、我が国のおサイフケータイと同様のサービスが、
異なる規格で展開されようとしている。

2.4

安心・安全への対応

消費者保護への取り組みは、各国手探り状態といえる。中国、台湾、シンガポールで
は、EC を利用しない理由として、取引への不安が上位に挙げられている。
各国とも、消費者保護に関する法整備を進めてはいるが、どこまでを事業者の主体的
な取り組みでカバーするかについては、判断が分かれているという状況である。

2.4.1 消費者の意識
各国において、決済に関する不安、特にクレジットカードを利用する上での不安が高
い。その一方で、クレジットカードの代替となる決済方法が存在しない状況であり、や
むなくクレジット決済を利用するか、代金引換を利用することとなっている。
また、中国においては、虚偽情報が問題となっている。CtoC 市場を主体として EC
市場が拡大している状況において、消費者保護の観点から、大きな問題をはらんでいる
と言える。

2.4.2 法整備状況
各国とも、EC に関する法整備が進められつつあるが、整備のアプローチは様々であ
る。比較的早期から法整備に取り組んでいたのは、マレーシア、シンガポールであり、
1990 年代から EC や電子政府に関する法律が制定されてきた。一方で、台湾、韓国な
どは、2000 年を過ぎてからの法整備が進んできているし、中国では、可能な限り既存
法を適用させようとしている。
マレーシア、シンガポールは、IT インフラも含め政府が主導して進めてきたため、
法規制の整備がしやすかったと考えられる。一方の韓国、台湾は、民間による IT 整備
が先行したため、実態に合わせながら法整備を進める必要が生じ、時間を要していると
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考えられる。中国が既存法の適用で処理しようとしているのも、現在の急速な経済、イ
ンフラの発展に、法規制により不用意にブレーキをかけ手しまうことを懸念していると
とらえることができるだろう。

図表3.各国の消費者保護関連の法規制への取り組み状況
中国

台湾

韓国

マレーシア

シンガポール

紛争解決

○

○

●

●

○

消費者保護

●

●

●

●

●

プライバシー・個人情報保護

●

●

●

●

●

セキュリティ・暗号

○

●

●

●

●

●

●

その他
○：既存法を適用、●：EC 向けに整備
出所）各種資料より作成

2.4.3 消費者保護の市場慣習・自主ルール
各国とも、EC に関する業界団体等は存在しない。一方で、トラストマークに関して、
主として民間主導での取り組みがなされており、国際間の連携も進みつつある。トラス
トマークを取得する際に ADR も義務づけられることが多いようであるが、この場合、
トラストマークを取得しない EC 事業者についての ADR が実施しづらくなる懸念があ
る。
2.5

EC における決済

いずれの国においてもクレジットカードか代引きが主流である。
EC における決済は、
台湾、香港、韓国、シンガポールなど、高所得者が多い地域では、クレジット決済の割
合も高い。一方、クレジットカード所有者がまだ少ない中国では、代引きが主流となっ
ている。
各国とも、クレジットカードの代替となる決済方法が存在しない状況であり、やむな
くクレジット決済を利用するか、代金引換を利用することとなっている。台湾では ATM
網が発達しており、ATM での支払が普及している。クレジットカードに対抗しうる決
済方法が浸透しているのはこの例ほどであり、中国の Alipay、台湾の WebATM、韓国
の T-Money、マレーシアの PosPay など、各国ごとに様々な決済サービスが提供されて
いるものの、クレジットカード決済に互するほどの支持を得られているものはない。
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2.6

EC における物流

国内物流については、台湾、韓国、シンガポールでは、宅配網が整備されており、荷
物のトラッキングが Web からできるような仕組みも、既に導入されている。中国にお
いても、佐川急便上海に拠点を持ち、個別宅配を実現するなど、大都市部での整備は進
みつつある。マレーシアも、都市部では宅配網が整備されている。いずれの国に対して
も、日本の物流事業者が何らかの形で進出しており、一定の地位を築いている。
むしろ、EC における物流においては、通関が課題である。通関においては、主とし
て商品コードの問題が注目されている。各国とも HS コードを採用しているが、特に中
国では、同一商品でも異なるコードが割り当てられることがあるため、混乱を招いてい
る。また、中国に関しては、現地にすでに進出している我が国の事業者でさえも、状況
を把握できないほど制度の変化が早く、また税関担当者によっても判断が異なるなど、
運用面での課題も大きい。極端な例では、中国で生産した衣服を日本に輸出するときの
HS コードと、
同じ商品を中国へ再輸入する時の HS コードが異なることもあるという。
台湾においても、中国産品の輸出入規制が残っており、その判定基準がわかりにくい
との声が上がっている。
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3

電子流通事業拡大可能性の整理
3.1

個別の対応
3.1.1 EC 先進国（台湾、韓国）

台湾、韓国に対しては、楽天が台湾への進出を発表したり、ベスト電器やマルイが韓
国で EC サイトを開設していたりと、既に民間での個別の動きが出てきている。
国としては、これらの動きを阻害せず、かつ、今後も広範な事業者の進出が図れるよ
う、政府間などでのハイレベルな取り組みが重要となろう。また、この両国は日本文化
への関心も高い。独自の商品を持ち、海外進出をのぞむものの、個別での進出は負担に
耐えられないような企業を集め、アピールしていくという方法も可能性がある。
民間レベルでは、上記の通り、すでに個別の動きが始まっている。事業者間での競争
をしつつも、中国産品の通関規制の状況などについての情報交換を行う場を設けるなど、
協調する取り組みも必要であろう。また、企業ポイントなどを通じて、日台あるいは日
韓の両拠点からの顧客へのアプローチを試みることも可能であろう。
3.1.2 EC 未整備国（マレーシア、シンガポール）
マレーシア、シンガポールに対しては、EC への興味を喚起することが重要である。
しかし、この両国では,アプローチの方法は異なってくるだろう。
マレーシアの場合、EC を利用する環境がまだ整っていない。よって、EC そのもの
の喚起が必要となる。日本の企業が独自に取り組む、というよりも、マレーシア政府や
現地企業を巻き込んだ形での取り組みが必要となるだろう。
シンガポールの場合は、コモディティ商品をわざわざ EC で購入するニーズは低いと
考えられるため、通常シンガポール内で購入できない商品を、EC で提供する必要があ
るだろう。そのために、日本の官民が協力して、シンガポールの EC 利用者に対して商
品をアピールする施策を打つ必要があるだろう。ただし、人口規模や経済規模から見て
も、シンガポールで十分な収益を上げることをねらうよりも、アジアにおけるテストマ
ーケティングの場としてとらえることが重要であろう。
3.1.3 EC 発展途上国（中国）
中国は、これから大きく EC 市場が成長することが期待される。よって、我が国にも
この市場を注目している事業者は多い。とはいえ、中国での事業展開には、ライセンス
や税関など、課題が山積している。また、現地企業へのヒアリングでは、今後中国内外
で EC を拡大して行くに当たり、日本企業との連携を期待する声もあった。
よって我が国としては、中国との交易上の壁を取り除くための交渉を、中国政府と粘
り強く行っていくことがまず重要となる。その上で、現地企業で日本企業の販売ノウハ
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ウを必要としている企業と、我が国 EC 企業との仲介の仕組みを作り、我が国企業の中
国進出を支援していくことが必要となる。
民間レベルでは、単独での EC 展開が規制されていることから、現地企業との提携を
検討することが第一となる。その上で、急速に拡大、変化する市場の波に乗り続けられ
るかどうかが、最大の課題となる。また、現在は未整備であるものの、企業ポイントを
はじめとする CRM については、近い将来にニーズが顕在化すると考えられる。この分
野での事業提携なども模索されるべきである。

3.2

総合的な施策

我が国 EC 市場は今後も成長を続けるが、人口が減少し始めた中、その成長が長くは
続かないことは容易に想像できる。そのような状況において、我が国 EC 事業者が海外
に目を向けるのは当然であり、我が国政府にはこれらの企業が海外進出しやすい環境を
整備する必要がある。

3.2.1 安心・安全
アジア各国において、個別に EC 関連法の整備が進められている。取り組みの背景に
各国の既存法体系や EC に対しての考え方が反映されるため、法制度を各国間で統一す
ることは不可能である。しかし、我が国 EC 企業が進出するに当たり、当該国において
どのような法体系になっているかを簡便に知る方法があることは重要である。また、問
題が発生した場合に、我が国と当該国間での問題解決のための手続きが規定されていれ
ば、万一の時にも適切な対応がとれるし、また万一の事態を想定した運用も可能になる。
国家間での ADR などの取り組みが非常に重要となる。
一方で、我が国の個人情報保護は過度に厳格であり、顧客にとっても有用と思える
CRM にすら利用しづらい状況にあるとの声もある。内外の制度をさらに研究し、安全・
安心とサービス向上のバランスを保つことが重要である。
また、海外向けに EC を行う以上、言語の壁は越えねばならない重要な要素となる。
商品名のみならず、商品説明に必要な表現や、商品カテゴリの区分もふくめて、各国と
の共通理解の構築が必要である。

3.2.2 決済
いずれの国においてもクレジットカードが支配的となっている。一方で、クレジット
カードをもてない、利用したくない層に対しては、代引きなども提供されている。現地
利用者が我が国 EC サイトを利用することを考えたとき、クレジットカード決済である
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ならば、基本的にはクレジットカードの仕様は各国共通であるため、特に不都合はない。
しかし、クレジットカードをもてない、利用したくない利用者であった場合、提供する
決済手段は大きく限定される。国際的に広く認知されている PayPal などを利用しやす
い環境を作っていくと同時に、現地に進出している日本のコンビニエンスストアチェー
ンを利用した、いわゆるコンビニ決済の仕組みを展開するなど、アジア圏全体で共通に
利用できる非クレジットの決済手段が必要である。また、決済と CRM が一体的に提供
できる電子マネーでは、我が国に一日の長がある。非接触 IC の規格は異なるが、サー
ビスのノウハウを強みとした海外展開は可能であろう。

3.2.3 物流
各国において、宅配網の整備は進んでいる。また、国際 EMS も一般的に提供されて
いる。よって、個人への配送については、現地の適切な事業者と提携することにより、
十分なサービスを提供することが可能な状況である。我が国の物流事業者が進出してい
ることも多く、サービスレベルは高い。
物流の課題は通関にある。小口の利用が多くなるため、通関にかかる時間や、関税の
かかり方が予測しづらく、手間とコストがかかっている。また、通関における HS コー
ドについても、同一商品がまったく別のカテゴリに分類されることもあることから、判
別基準の共通化も検討されるべきであろう。
通関に関しては、EC 事業者だけでなく、既存の流通業、商社なども含めて、広く情
報の共有をし、EC のみならず、小売業全体が海外進出していく姿勢が求められる。
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