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アンケート返送先 FAX 03-5572-7044 

日本貿易振興機構 海外市場開拓課宛 

● ジェトロアンケート ● 

「中国ネット販売ハンドブック利用におけるアンケート」 

 

ジェトロでは将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報を日本

の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただ

いた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。 

 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「中国ネット販売ハンドブック」について、

どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 
□企業・団体 

会社・団体名 

 

 

部署・部署名 

 

 

□個人  

 

～ご協力有難うございました～ 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

 

最近中国におけるネット販売に対する熱が日増しに高まってきている。特に日本企業に

とっては国内市場が飽和状態にあることから、今後の展開を図る上で海外市場に目を向け

ようとしている企業が多い。このような中で、隣国である中国市場に対して、一見して低

コストで参入できるように見えるネット販売に注目が集まっているのも当然のことといえ

よう。 

2009年 4月にユニクロが中国の電子商取引大手 Alibaba（アリババ）が運営するショッ

ピングサイト「TAOBAO（淘宝）」と提携し、淘宝内のオンライン店舗と自社販売サイトを同

時開設した。地元新聞報道等によると、ユニクロはこれを開始して 10日目には淘宝ショッ

ピングモールに出店している全店舗の中での売り上げ第一位を達成した。このような報道

から、中国のネット販売に対する光の部分ばかりを見てしまい、いわば中国でネット販売

さえすれば成功するという夢物語が即实現するかのように思われてきているふしもある。  

しかしながら、成功例の裏には成功した要因があり、その要因を持ち得ないままにネット

販売市場に参入したとしても成功につながるとは考えがたい。本報告書では、中国ネット

販売のマーケット状況や参入スキームを紹介し、また卖に参入するだけではなく成功する

ためには何が必要かについてもおりこみ、日本企業に対する啓蒙となれば幸いである。 

 

2010年 3月 

日本貿易振興機構 海外市場開拓部 

 

本調査はジェトロ上海センターが日綜上海コンサルティング有限公司に委託した。 
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第一章 中国のネット市場（2C） 

 

1. 2C市場 

2009年 6月時点での中国のインターネット利用者が 3億 3800万人に達し、前年末から

半年で 4000万人（13.4％）増加した。また、2009年 9月時点ではネットショッピングを

利用するユーザー数が 1億 2000万人に達し、取扱高も年間 1320億元に達している。この

ような状況の中で近年ネット販売が注目され始めている。 

 

ネット販売には企業間取引である B2B、そして最終消費者を対象 B2C及び C2Cの形態が

ある。最終消費者にとってはどちらから購入しても同じ話であり、B2Cで販売を行ってい

る企業から見た場合、C2C業者との競争にもさらされているといえる。ここではまず最終

消費者を対象とする B2C及び C2Cについて説明する。 

 

1-1 B2C及び C2C市場の規模推移 

図 1 B2C及び C2Cの市場規模推移（出典：iResearch社） 

 

データによると、ネット販売の取引規模は年々増加しており、2009 年には 2236 億元、

成長率で77%が見込まれている。成長率こそ鈍化していくものの、それでも2010年には69%、

2011年には 50.6%の成長率を達成し、取引規模も 6000億元近くに達することが見込まれて

いる。そして特徴として見られるのは B2Cの比率が年々増加していることであり、2007年

には 8%弱に過ぎなかったのが、2009年には 14.2%、そして 2011年には 31%に達し、２C市

場における Bの存在感が今後ますます増加していくことが予想される。 
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1-2 B2C及び C2C市場のユーザー推移 

 

図 ２ B2C 及び C2Cのユーザー数推移（出典：iResearch 社） 

 

2007年までは C2Cユーザー成長率が B2Cユーザー成長率を上回っていたが、2008年には

それが逆転し、その後も B2Cユーザー成長率が C2C成長率を上回り続けることが予想され

ている。当初 C2Cを中心にスタートしたネット販売も徐々に B2Cの存在感が増しているの

がユーザー数やユーザー成長率からも見受けられる。 

 

1-3 B2C市場の規模推移 

 次に B2Cのみの市場規模推移を見ていく。  
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図 2 2003 年～2009 年 中国 B2C Eコマース取引市場規模（出典：iResearch 社） 

 

この統計においてB2C市場規模の統計範囲についてオンライン旅行業務と非オンライン

小売関連販売額を統計範疇より除外したことから、2007年の金額は2006年を大幅に下回る

ことになった。しかしながら、2008年には87.1％の増加率となっていることから、全体的

に市場が大きく伸びていることがわかる。次にもうひとつの統計を見ていく。 

 

 

図 3 2003 年～2011 年 中国 B2C Eコマース取引市場規模（出典：易観国際） 

 

易観国際の統計データからは、中国 B2Cコマースのここ数年の成長率は下落気味であっ

たが 2008年は急拡大した。主な原因は、多くの中小企業がネット小売のビジネスチャンス
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に目を向け始め、B2C の e コマースを開始したこと、それと同時に、近年来成長著しい淘

宝、拍拍等の C2Cネットプラットフォームが続々と B2Cスキームのネットショッピングモ

ールを始め、もともと C2C 市場の消費者だった一群により多くの選択の余地を与え、B2C

取引規模の急速な成長をもたらしたことにあるといえる。 

そのほか、易観国際の最新統計によると、2009年見込みの B2Cネット小売市場規模は 118

億元を見込んでいるが、これは 2008年比 45%以上の増加率で、金融危機という環境のなか

でネット販売が依然として高い成長速度を保っていることが伺える。ある専門家は、中国

B2Cネット小売市場販売規模は 2011年には 207億元を越えると予測している。 

 

 次に、2009年上半期の上海小売業販売額増加率を見ていく。 

 

図 4 上海市小売業 2009 年前半期販売成長率（昨年同期比。資料出典：上海商業情報

センター） 

 

ショッピングセンター、ファッション・ファブリック、医薬品が伸びている一方で、大

型スーパー、アクセサリー類、リビング建材類、ホテル飲食あたりがマイナスとなってい

る。そして最も目立つのがネット販売とテレビショッピングで、いずれも 70%以上の伸び

を示している。現時点における成長率、将来予測のいずれをとってもネット販売市場は魅

力的なものといえる。 

 



 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

5 

 

1-4 C2C市場 

次に C2C市場についてみていく。中国のネット販売は当初 C2Cを中心にスタートしてき

ており、B2Cの比率も増加してきているものの、今もなお C2Cサプライヤーの存在は無視

することができない。 

 

 

図 5 2001年～2012年 C2C 市場規模（出典：iResearch 社） 

 

淘宝が本格的にネット販売のプラットフォームを提供し始めたのが 2003年頃で、その翌

年以降急激に成長していることがわかる。市場が成熟していくにつれて C2Cの比率は縮小

していくと思われるものの、現時点において C2C 市場規模はかなりの存在感を示しており、

2009年上半期の時点で 92.1%の比率を誇っている。 

 

 

図 6 2009年上半期中国ネットショッピング取引額構成1（出典：iResearch 社） 

                                                   
1 2009年上半期の取引総額規模は 81.7億元。B2Cシェアは 2009年 1月 1日～6月 30日の各サイトの売上高で計算し、

水道ガス電気などのネット支払いやツアーや航空券は含まれていない。上記のデータは各社が公開しているもしくは業

界に対するインタビューによるものであり、ネット販売以外の販売ルートを有する企業については、ネット関連の販売

額のみ統計に含んでいる。iResearch社では、2008年第二四半期よりは B2Cを「プラットフォーム式 B2C」と「自社販
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２．売れ筋商品 

中国では 2008年におけるネットショッピングで購入した商品のランキングは次の通り

である。これは B2Cと C2Cの両方を合わせものであり、最終消費者が購入したものの統計

となっている。 

 

図 7 2008 年ネットユーザー商品購入上位カテゴリー（％はネットショップでの購入経

験があるユーザー比率） 

（出典：iResearch社。2008年 11月～12月にかけて、84サイト 2万 6540人を対象に調査） 

 

第 1位がファッション関係、第 2位が図書・オーディオビジュアル類、第 3位が化粧品・

スキンケア類、第 4位がデジタル製品類となっている。日本企業及び日系企業が販売する

ものとしては第 2位の図書・オーディオビジュアルを除いたものが中心になるだろう。ま

た、最近は粉ミルクを含むベビー用品あたりの人気も高い。 

また、2008年の淘宝での販売額トップ 15は以下の通りとなっている。 

 

表 1 2008年淘宝商品販売トップ 15（販売額順） 

順位 品目 取引件数 

1 アパレル 1.4億着 

2 携帯電話 1366万台 

3 化粧品 7148万個 

4 リビング日用品 4739万個 

5 アウトドア 3222万個 

                                                                                                                                                     
売式 B2C」に分けている。目下プラットフォーム式 B2Cは淘宝 B2C取引額とし、順次増やしてゆくとのことである。 
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6 PC及びパーツ 1448万台 

7 アクセサリー 3024万個 

8 ノート PC 1180万台 

9 小型家電 1328万台 

10 プリペイドカード 3130万枚 

11 食品・健康食品 2346万個 

12 ベビー用品 3178万個 

13 カメラ 612万台 

14 自動車アクセサリー 768万個 

15 書籍・映像 2514万個 

 

やはりアパレル関連の取扱額が最も大きく、その次に携帯電話、そして化粧品と続いて

いる。 

 

2-1 アパレル 

最も人気の高いアパレルについて見ていこう。衣服は 2007年からネット販売で最も取り

扱われている商品となっており、全体取引量の約 13%を占め、取引額も最も大きなものと

なっている。 

iResearch社の調査によると、2007年から2008年にかけて取引規模がほぼ倍になり、2012

年には 2008年の 15倍以上になる 186.6億元に達することが予想されている。 

 

 

図 8 2007～2012 年中国 B2Cアパレルネットショッピング市場取引規模（出典：

iResearch 社） 
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また、同じく iResearch社によると、C2Cまで含めた場合の 2009年の衣服のネット販売

の取引規模は 308.7億元に達すると見込んでいる。自主販売方式を採用している服装専門

の B2Cサイトの中で VANCL（凡実誠品）のシェアが 28.4%を占めている。 

 

図 9 2009 年中国自社販売式 B2Cアパレルネットショッピング市場取引額シェア2 

（出典：iResearch 社） 

 

VANCLは 2007年 10月に設立され、その年度の売り上げは 112万元に過ぎなかったもの

の、翌年には 3 億元に達し、2009年には 6億元を突破するといわれている。同社はアマゾ

ンが買収した卓越網を出身とする社員が多く、これによりネット販売のノウハウをフルに

活かして今日に至ったものといえる。また、購入平均卖価は 240元という水準にあるが、

一回あたりのネットショッピング金額が 500元以下3が 9割近く占めるという現状において、

この購入平均卖価 240 元という水準はネット販売をこれから行おうとする企業にとって参

考になる数値といえよう。 

 

 

 

 

 

                                                   
2 ここでいうところの B2C取引額とは､自社販売式 B2Cであり､淘宝ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ式 B2Cは含まれていない｡20009年自社販

売式 B2Cのｱﾊﾟﾚﾙﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの全体規模は 16.9億元に達し､B2C ｼｪｱは 2009年 1月 1日~6月 30 日の各社の販売額をも

とに､各社の公開ﾃﾞｰﾀ及び業界ｲﾝﾀﾋﾞｭｰによる予測から導き出したものである｡ 

ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ以外の販売ﾙｰﾄを有する企業の規模はそのﾈｯﾄ販売関連の販売額のみとし､同時に B2C ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄ 

のﾈｯﾄ販売量のみとした｡B2C ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを通じた C2Cやその他のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを通じた販売(例:HANY)は､ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄのﾈｯﾄ販

売量のみとした｡ちなみに hanyのｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄのﾈｯﾄ販売額は全体の 1/3とのこと｡ 
3 B2C,C2C を含んだ金額 
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図 10 VANCLトップページ（http://www.vancl.com/） 

 

2-2 デジタル製品 

北京正望諮詢有限公司の調査によると、2008年におけるデジタル製品のネット上での取

引額が 380億元に達しており、2009年には 600 億元に達するとの結果が出ている。そして

これが 2010年には 920億元に達すると予想している。 

2009年上半期において、携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラの三種類だけでネ

ットでの販売額が 200 億元に達しており、この金額は中国を代表する量販店である「蘇寧

電器」と「国美電器」の 2009年上半期の販売額に相当する。これら製品をネット販売とい

うツールを利用することは非常に重要なチャネルになってきているといえる。 

 

 

 

200 

400 

600 

800 

1000 
億元 

2008 年 2009 年（予測） 2010 年（予測） 

380 

600 

920 

図 11 中国デジタル製品ネット取引額（出典：北京正望諮詢有限公司） 
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2-3 化粧品 

2007 年の淘宝網での化粧品販売額は、26 億元に達している。そして、2009 年には化粧

品のネット販売額は、化粧品販売総額の 6-9％に達して 150 億元を突破すると予想されて

いる。 

 

实体店と比較すると、化粧品のネット販売ルートは以下の数種類に分類することができ

る。 

 

表 2化粧品のネット販売ルートの例 

種類 内容 

ブランドのオフィシャルサイト ランコム、エスティローダー、クリニーク及び

Biotherm といったブランドがオフィシャルウェブ

サイトを開設している。販売している製品の品質は

専売カウンターで販売されているのと全く同じであ

る。 

オフィシャルライセンスショッ

プ 

各化粧品ブランドがデパートや有名ショッピングモ

ール内でよい立地を争って占めるように、淘宝、ebay

といった人気ネットショッピングプラットフォーム

もまたブランドにとって欠くことのできない販売ル

ートとなっている。 

有名化粧品専門ウェブサイト 比較的人気のあるものとしてはストロベリーネット

（草莓網）、sasa、SEPHORA 等が挙げられる。これ

らは化粧品を一手に集める専門店で、ワンストップ

であらゆる種類が揃う便利さ、ブランドが豊富に揃

っていること、それなりに品質の保障があること、

そしてそこから派生する口コミ BBS 等で多くの購入

者を引きつけている。 

 

ネット代理購入 一般的にはアメリカ、日本、香港、シンガポールな

どの販売者が、購入者の求めに応じオーダーの入っ

た商品を購入する。 

ネットショップ 一般的には淘宝等ネットショッピングプラットフォ

ーム上に開設しているネット店舗を指し、一定のル

ートを通じ商品を調達し、ネット上で販売する店舗

をいう。しかし、ランコム、エスティローダー、Dior、
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クリニーク、Biotherm、カネボウ等各有名ブランド

はいずれも中国国内の商業ウェブサイトで当該ブラ

ンドの製品を販売することを認めないと表示してい

る。たとえ淘宝の「亓皇冠売家」（取引数量が 20

万 1-50 万件の販売者で、冠が５つある最高級ラ

ンクの販売者。）といえども、ブランド側は認可し

ていない。 

 

化粧品のネットショッピングが受け入れられて理由としては、以下の 8つが挙げられて

いる。 

 

（１） 利便性 

ネットショッピングは時間・場所の制限がなく、ショッピングの一つのトレンドでもあ

り、ホワイトカラーの女性から大きな支持を得ている。 

 

（２） 品揃えが豊富 

都市の大型ショッピングセンターといえども規模の制限を受け、1つの売り場に納めら

れる化粧品カウンターにも制限がある。これに対し、ネット販売の場合はその制限に縛ら

れず、結果としてかなりの品揃えを誇ることができる。 

 

（３） 選択の自主性 

通常のショッピングの意思決定の際にはキャンペーンガールやビューティーアドバイザ

ーからアドバイスを受けたりするが、ネット上では、まさに消費者が「自分が中心」とな

って購入するという意思決定を行うことができる。 

 

（４） サービスの個別化 

企業にとってもウェブサイトを通じて顧実の意見を収集することができるというメリッ

トがある。またオンラインでの意思疎通（チャット）により問題を解決することも可能で

ある。 

 

（５） 価格の優位性 

化粧品に限らず、ネット販売による商品購入の動機として価格優位性が挙げられる。《中

国インターネット成長状況統計報告》のデータによると、61.3%のネットユーザーがネット

ショッピング選択の理由を価格の安さに求めている。C2Cウェブサイトでは、化粧品の価

格は一般的に伝統的ルートの販売価格より 10%～30%ほど安くなっている。 

  

３．B2Cネットショッピングサイトシェア 

http://d.mf08.com/
http://d.mf08.com/
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下の円グラフは中国の主な B2Cショッピングサイトものである。京東商城、卓越網、当

当、新蛋、VANCL（凡実誠品）、紅孩子、麦網、夢露時尚網、99ネット書城、七彩谷等が代

表的なショッピングサイトだ。この他、淘宝、拍拍が相次いでネットショッピングモール

を開始し、B2C取引を展開している。2009年第三四半期の市場シェアは下図のとおりであ

る。 

 

図 12 2009年第三四半期ネットショッピング取引市場シェア4 

 

また、代表的なネット販売モールの会員数は次の通りであるが、淘宝網が圧倒的に他社

を凌駕していることがわかる。 

 

表 3 ネット販売モール会員数 

サイト名 会員数 

淘宝網 1.45億 

当当網 4000万 

易趣網 350万 

京東商城 350万 

紅孩子 35万 

麦網（麦考林） 180万 

（出所）販売モール、各種報道より作成 

                                                   
4 このデータは各企業の公開データ並びに企業インタビューから得たもので、ネットショップ以外の販売

ルートを有する企業の規模はそのネット販売関連の販売額のみとし、予測値である。第三四半期ネットシ

ョッピング取引規模は 623 億元に達し、自社販売 B2C 取引額予測値は 35.5 億元とみられる。 

2009 年第一四半期から C2C プラットフォームが推し進めている B2C ショッピングモール（主に淘宝、拍

拍ショッピングモール）取引は C2C 取引の中に入っており、「プラットフォーム式ショッピングサイト」

とまとめている。これと相対して、いわゆるもともとの B2C を「自社販売 B2C ショッピングサイト」と

呼んでいる。 

C2C はもっか「百度 youa」（http://youa.baidu.com/）の取引については数値を取っていない。 
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以下は代表的な B2Cサイトである、デジタル製品の取り扱いが多いことで有名な京東商

城のトップページである。 

 

 

図 13 京東商城のトップページ 

 

同サイトで取り扱う商品のカテゴリーは家電、携帯電話・デジタル製品、パソコン及び

その関連品、日用雑貨に分かれている。日用雑貨はさらに家具、服装・靴・帽子、厨房用

品、時計、ギフト・かばん、運動・健康用品、スキンケア・化粧、玩具・楽器と取り扱い

の範囲はかなり広い。 

 

次にネット販売の代名詞ともいえる淘宝のサイトを見てみよう。淘宝はもともと C2Cか

らスタートし、C2C スキームを採用している販売者の中で实質的には法人である会社も尐

なくないが、既に「淘宝商城」というモールを開設し B2C事業も本格的に開始している。 
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図 14 淘宝網トップページ 

 

次に淘宝の B2C専用サイトである淘宝商城のページを見てみよう。淘宝のトップページ

と比べると画像が多くかなり印象の違うものとなっている。 

 

 

図 15 淘宝ショッピングモール 

 

なお、統計データによると、B2C ショッピングサイトにおいてここ最近京東商城の市場

シェアの伸びが速く、麦網、云網、北斗手机網等のサイトの市場シェアを奪っていること

がわかる。淘宝については統計上 C2Cの枠組みにいられていることから、下の表には反映
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されていない。 

 

表 4 各ショッピングサイトの市場シェア （％） 

年度 
サイト 

2007年  2008年  
2009年 

Q1 Q2 Q3 
当当 14.6  11.7  12.8  12.4  12.1  
卓越 11.9  12.4  15.1  14.7  16.8  

北斗手機網 9.7  6.8        

京東商場 8.1  17.6  22.9  28.8  28.7  
麦網 7.6  1.9    2.5  2.4  
PPG 6.3          
雲網 6.1  3.5        
Vancl     3.8  3.7  3.7  
新蛋 3.6  2.7    4.6  5.6  
網上書城 3.4  1.0  2.0  1.9  0.8  
紅孩子 3.4  2.3  3.5  3.3  3.4  
七彩谷 2.2  1.2        
夢露時尚網 2.2    2.1  2.0  0.8  
互動出版社 1.3  1.0        
易訊       1.6  1.8  
蔚藍網 1.5          
世紀電器網       0.5  1.1  
その他 18.1  37.9  37.9  24.0  22.8  

（出典：易観国際ならびに iResearch社） 

 

４．購入手順 

各ネットショッピングの取引手順は基本的に同じようなものであるが、全く同じという

わけではない。ここではユーザー数が最も多い淘宝を例に購入者の商品購買の流れを紹介

したい。以下は实際に帽子を購入した際の流れである。 

 

4-1 商品の検索 

まず自分の欲しい商品を見つけて、該当する商品をクリックすると以下のような画面に

移行する。 
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図 16 淘宝の商品詳細画面 

 

そして、 （すぐに購入）をクリックすると決済の画面に移行する。 

 

4-2 代金決済 

 

図 17 支付宝のシステムを利用しての決済方法選択画面 

 

決済方法として、①支付宝残高支払い、②ネットバンキング支払い、③支付宝カード支

払い、④店頭支払い、とがあるが、ここでは支払い比率の高い支付宝残高支払いを選択す

る。パスワードを入力して決済を完了すると注文情報を確認する画面に移行する。 
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4-3 注文情報 

 

図 18 注文情報画面 

 

決済を終えると注文情報の画面に移る。この画面では取引価格 25.8元、送料 10元、合

計で 35.8元の決済を行ったということがわかる。そして、成約時刻と支払時刻も画面上で

示される。 

 

4-4 配送情報

成約時刻 

支払時刻 
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図 19 配送に関する情報表示画面 

 

決済が完了すれば商品を発送することになる。発送が行われればどこの運送会社が配達

したか、そして発送していればその商品がどのような状態にあるかが分かるようになって

いる。 

 

4-5 評価 

 商品の受け取りを確認し、その旨をクリックすると販売者に対する評価画面に移行す

る。 
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図 20 取引成功と評価ページに進む画面 

 

 

図 21 評価画面 

 

ただし、これはあくまで自ら商品到着の確認を買手側が自主的に申告する場合であり、

買手側が放置していると 2週間後に自動的に資金決済が行われ、評価は自動的に好評価と

いう扱いになるようになっている。 

 

５．B2Cの決済手段 

5-1 オンライン決済総額(決済市場規模)の推移 
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iResearch社の統計によると、2008年の中国ネット決済取引5規模は 2,743億元、成長率

は 181%に達している。これは前年比 976億元、181%の増加となっている。2002年と比較す

ると、その取引規模は实に 151.4倍、年平均成長率は 131.1%を示している。2009年の着地

としては前年比 78.6%増の 4900億元が見込まれており、その後も増加し続け 2012年には

16900億元に達すると予想されている。 

 

図 22 2002～2012 年ネット支払い取引額規模の推移（出典：iResearch 社） 

 

5-2 各支払方法の概説 

各ショッピングサイトの決済方式に大きな違いはない。以下、主に淘宝網の各種決済方

式を中心に紹介していくが、そのうち「支付宝」と「クレジットカード」方式は实際には

いずれも先に「支付宝」プラットフォームに支払い、取引成功後、「支付宝」公司が売方に

対して支払うと仕組みになっている。要するに「支付宝」という支払いシステムはいわゆ

るエスクロー機能を伴ったものとなっている。 

 

（１）支付宝（アリペイ）6 

支付宝はアリババ集団が創り上げた資金決済システムある、独立した第三者の支払いプ

ラットフォームであり、ネット決済におけるシェアの半分を占めている。 

                                                   
5 本文中のネット支払いとは、第三者支払いプラットフォームを通じ支払いを实現することを指している。 

主なものでは、ネット販売、航空チケット、教育、ネットでの各種料金支払いなどがあるが、直接ネット

バンクを使用した支払いは含まない。 
6 https://www.alipay.com/; http://list.mall.taobao.com/promotion/activity/question_zfb.htm 

https://www.alipay.com/
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図 23 2008 年中国第三者ネット決済主要企業の取引額シェア（出典：iResearch 社） 

  

2008年の統計データでは、第三者ネット決済において支付宝が 50%前後の市場シェアを

有し、財付通、上海銀聯がそれぞれ第二、第三位と続き、その他の支払いプラットフォー

ムの占めるシェアはさほど大きくないことがわかる。 

 

 

図 24 2006年第一四半期～2009年第一四半期中国ネット決済の主要企業取引額規模シ

ェア比較（予測）（出典：iResearch 社） 
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また、2006年から 2009年の変化動向をみると、支付宝、財付通の市場シェアの上昇が、

その他の支払いプラットフォームの市場を徐々に圧迫しており、2009年第一四半期の数値

を見ると支付宝のシェアが 51.25%にまで上昇していることがわかる。 

 

支付宝で決済を行うためには支付宝に残高がある必要がある。そのチャージ方式として

は次の通りである。 

 

表 5支付宝チャージ方法 

チャージ方式 適するグループ 備考 

ネットバンキ

ング 

ネットバンキング開通ユ

ーザー 

銀行カードがネットバンキングを開通させ

ており、ネットバンキングページにて支払

い。 

支付宝卡通 
支付宝卡通申請済みのユ

ーザー 

ネットバンキング開通の必要がなく、ネット

バンキングを通じた支払いは不要。 

拉卡拉7支払い

地点で支払い 

どのグループでも。すべ

ての銀行カード 

全国 38都市、3万以上の支払い地点や、スー

パー、コンビニなどでカード支払いやチャー

ジができる。便利、安全、フレキシブルであ

る。 

加盟店で現金 

スーパー、コンビニ、郵

便局などが近所にあるユ

ーザー 

中国郵政の「郵政網匯 e」を開き，その後支

付宝サイトにてチャージ。 

消費カード 聯華 OKカードのユーザー 
カード発行会社のサイトで支付宝口座にチ

ャージ。 

 

 なお、アリペイを利用する場合、淘宝内での売買に関して代金支払者、代金受取者とも

に費用は発生しない。淘宝以外でアリペイを利用して代金決済を行った場合は、アリペイ

の口座累計により水準が異なっている。アリペイ口座類型として、《アリペイ認証サービ

ス協議》に従って「アリペイ認証」を通過した認証口座と「アリペイ認証」を通過してい

ない非認証口座とがある。認証口座を有するアリペイユーザーを認証ユーザーといい、非

認証口座を有するアリペイユーザーを有するアリペイユーザーを非認証ユーザーという。

ここでいう認証とは、銀行口座と身分情報について確認することを言う。売り方としてア

リペイを利用した場合、認証ユーザーと非認証ユーザーにより手数料体系が次のようにな

っている。 

  

                                                   
7 レノボが開発した電子支払い方式。 
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ユーザー種類 取引量 手数料 

認証ユーザー 同一の認証ユーザーが有する全て

の認証口座が 1 ヶ月以内に累計で

完結した「取引量」が 5000 元以内

の場合 

アリペイ社へのサービス費用の支

払いはない。 

完結した「取引量」の累計が 5000

元を超過する部分 

超過部分金額の 1%をアリペイ社

へのサービス費用として支払い、

且つ関係する各々の取引につき支

払うサービス費用は最低 1 元、最

高で 40元とする。 

非認証ユーザー 同一の非認証ユーザーが 1 ヶ月以

内に累計で完結した「取引量」が

500 元以内の場合 

アリペイ社へのサービス費用の支

払いはない。 

完結した「取引量」の累計が 5000

元を超過する部分 

超過部分金額の 1%をアリペイ社

へのサービス費用として支払い、

且つ関係する各々の取引につき支

払うサービス費用は最低 1元、最

高で 40元とする。 

 

ただし、クロスボーダー決済の場合、1%の料率は 3%となる。 

 

 （２）クレジットカード直払い8 

淘宝ショッピングモールでのショッピングは、銀行でのネットバンキングを開通させる

必要はなくとも、クレジットカード（一部銀行はネット決済機能を開通させる必要あり）1

枚あればクレジットカード直払い方式でショッピングができ、決済も行うことができる。

以下は銀行ごとのクレジットカードによる違いを表したものである。 

 

表 6 銀行別クレジットカードの支払いシステム 

銀行名称 限度額 使用方式 支払方式 

建設銀行 
1回 5000元、 
1日 1万元まで 

ネットバンキングプロ版
開通の必要はないが、建
行ネットバンキングオン
ライン署名、ネット決済
パスワード設置が必要 

カード番号、有効期間、CVV2、パ
スワード入力、ネット決済パスワ
ード  

招商銀行 クレジットカー ネット決済機能開通不要 カード番号、有効期間、CVV2、パ

                                                   
8 

http://service.mall.taobao.com/help/index.php/archives/381?ad_id=&am_id=&cm_id=1400113359f1b7d492cf&pm_id

= 
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ド限度額 スワード入力、携帯電話パスワー
ド 

光大銀行 

1回 1日（限度額）
5000元 

署名免除版－ネット決済
機能開通不要 

カード番号、有効期間、CVV2、携
帯電話パスワード 

1回 1日（限度額）
2万元 

陽光網盾－ネット決済機
能開通要 

カード番号、有効期間、CVV2、パ
スワード 

興業銀行 
1回 3000元、一決
済期間内 8000元 

ネット決済機能開通不要 
カード番号、有効期間、CVV2、支
払いパスワード、携帯電話パスワ
ード 

中国銀行 
1回１日最高限度
額は 5000元 

ネット決済機能開通要 
カードのパスワード一覧（カード
番号、有効期間、パスワード） 

交通銀行 

1回１日（限度額）
5000元とクレジ
ットカードの限
度額の低いほう 

携帯電話登録：ネット決
済機能開通要 

銀行カード番号または支払いカ
ード番号、附加ナンバー、携帯電
話パスワード、クレジットカード
ネット決済パスワード（非取引パ
スワードは、ユーザー自身が交通
銀行ネットバンキング内に設置
する必要あり） 

1回１日（限度額）
1万元とクレジッ
トカードの限度
額の低いほう 

証書認証：ネット決済機
能開通要 

銀行カード番号または支払いカ
ード番号、附加ナンバー、keyパ
スワード、クレジットカードネッ
ト決済パスワード（非取引パスワ
ードは、ユーザー自身が交通銀行
ネットバンキング内に設置する
必要あり） 

広東発展
銀行 

1回 500 元以下、1
日累計 1500 元以
下 

一般版：要ネット決済機
能開通（銀行サイトオン
ライン署名） 

カード番号、パスワード、検証ナ
ンバー 

支払い限度額を
設定しない場合、
当日累計の制限
はなし 

証書版：要ネット決済機
能開通（各地点で行い、
デジタル証書と KEY盾増
加） 

カード番号、パスワード、検証ナ
ンバー 

 

（３） 着払い9 

 着払いとは、購入者が商品を受け取り、確認後支払いをすることを言う。ネットバンキ

ング開設の必要はなく、一般的に販売者が指定する物流会社が配送し、購入者が物流会社

に支払う方式をいう。利用方法は商品購入にあたり決済方法を選択する際に着払いを選択

すればよい。そして商品到着時に物流会社に支払うことで決済が完了する。注意店として

は、着払い方式選択の際、購入者は物流会社に一定の手数料を支払う必要がある点である。

一般的に商品価格＋配送料の合計金額の 3％で設定されており、最低費用は 10元以上、一

般的に商品価格＋配送料の合計金額の 3％で設定されており、最低費用は 10元以上、上限

は定められていない。 

 着払いについては販売者が決済方法のひとつとして追加するようにあらかじめ手配して

おく必要があるので、販売者として着払い決済を申請していない場合、買主が資金決済を

選択する場面に現れないようになっている。 

                                                   
9 http://list.mall.taobao.com/promotion/activity/question_hdfk.htm 
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図 25 着払いのフロー 

  

なお、商品によっては着払いが認められていないが、具体的には次のものが挙げられる。 

 

成人用品/避妊用品/セクシー下着 

ネットゲームアイテム/ネットゲーム通貨/アカウント 

ネットゲームカード 

インターネットサービス/PCソフト 

ネットショップデザイン/物流配送/画像ストレージ 

移動通信/聯通/小霊通（いずれも携帯電話・PHSキャリア）チャージセンター 

 

5-3クレジットカード発行銀行のシェア 

易観国際の調査によると、招商銀行のシェアが最も高く、工商銀行、中国銀行、交通銀

行がそれぞれ第二位～第四位についていることが分かる。 
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図 26 ユーザーの銀行ブランドに対する嗜好（出典：易観国際） 

 

5-4 支払方法ごとの市場シェア、カードブランド毎の市場占有率シェア 

ネット販売における決済は大きく支付宝、クレジットカード、着払い、そして銀聨カー

ド（デビットカードの機能を利用）に分かれる。物流が国際間にまたがるような売買の場

合、着払いを利用することはできず、おのずとそれ以外の決済方法が利用される。調査に

当たってのヒアリング結果では、国際間決済の場合は支付宝、クレジットカード、銀聨カ

ードが利用されており、中でも支付宝の利用が最も多かった。国内間決済の場合はこれら

にさらに着払いが追加されるが、やはり支付宝の利用率が最も高かった。クレジットカー

ドのブランドとしては VISAが圧倒的で、その次が MASTERで、この二大ブランドでほぼ全

てといえる水準にある。 

 

5-5 オンライン決済利用時の留意点 

利用者側から見たネット決済にあたっての留意点としては次のものが挙げられる。 

 

（１） 各サイトにおける利用可能な決済方式 

利用できるネット決済方式ならびに決済をサポートする銀行の確認が必要となってくる。

例えば、銀聨カードを利用して決済するつもりが、それに対応していない場合、別の決済

方式を選択する必要が出てくる。 

 

（２） 残高や限度枠は十分か 
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支付宝や銀聨カードであれば残高が十分であるか、クレジットカードであれば限度枠に

余裕があるかに注意する必要がある。 

 

（３） パスワード盗用リスク 

ネット決済にあたって利用者が不安になる点としては、パスワードの盗用であろう。着

払い以外は全てパスワードが必要になってくる。そのためユーザーとしてはネットカフェ

等でパスワードを入力しない、公共の PCを使ってネット決済口座にログインしない、パス

ワードの適切な管理、これらが必要になってくる。当然用心のために定期的にパスワード

するのも有効である。これは決済に際してのパスワードの管理についてであるが、そもそ

ものネットショッピングサイトへのログインパスワードの管理も同様に行う必要がある。 

 

６．B2C利用者の属性プロフィール 

6-1 年齢別 

若年層のユーザー比率は非ネットショッピングユーザーより明らかに高い 

統計データから、若年層ユーザーが現在のネットショッピングヘビーユーザーの絶対的

主体となっていることが分かる。年齢構造から見ると 19-35歳のユーザーがネットショッ

ピングユーザーの主力グループを構成しており、その比率は 70.9%を占めている。ネット

ショッピングは近年来新しいショッピングスキームとして、新しもの好きで、そういった

物に抵抗のない若年層グループを引きつけた。そのことからこの若年層グループが絶対的

主流を占めるに至っている。当然のことながら、ネットショッピングのさらなる成長で、

ネットショッピングユーザーは徐々に年長者グループへと浸透を進めていくと思われる。 

 

表 7 2009 年 2月ネットショッピング活用ユーザー/非ネットショッピングユーザーの

年齢比較10（出典：iResearch 社） 

  -18歳 
19-24

歳 

25-30

歳 

31-35

歳 

36-40

歳 
40歳- 合計 

非ネットショッピング 
ユーザー 

12.00 28.80 20.70 14.30 9.80 14.30 100.00 

ネットショッピング 
ユーザー 

12.70 31.10 25.30 14.50 8.80 7.60 100.00 

 

6-2 男女別・婚姻別 

女性、未婚者の比率は、非ネットショッピングユーザーより高い 

全体的に見ると、男性ユーザーがやはりネット利用者及びネットショッピングユーザー

の大多数を占めている。しかしネットショッピングのヘビーユーザー中、女性ユーザーの

比率（46.2%）はあきらかに非ネットショッピングユーザー（41.9%）より高い。同時に、

                                                   
10 以下、表 7～表 10は 10万人以上のサンプルによる長期的インターネット利用モニタリングに基づい

た、2．1億の中国家庭及び職場のネットユーザーの属性を代表する数値である。 
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ネットショッピングヘビーユーザー中、未婚ユーザー比率もまた非ネットショッピングユ

ーザーの比率を上回っている。 

 

ネットショッピングはもっか若年層グループが多くを占めるため、未婚比率が高くなる。

同時に、女性のショッピングに対する興味と価格敏感度は男性よりも強く、かつ現在ネッ

トショッピングはファッション類商品が No.1商品部類であり、女性ユーザーのファッショ

ン類商品に対する熱の入れ方は明らかに高い。これらがネットショッピングユーザーの女

性比率が高くなっている重要な原因といえる。 

 

表 8 2009 年 2 月ネットショッピング活用ユーザー/非ネットショッピングユーザーの性

別比較（％）（出典：iResearch社） 

 

 男 女 

非ネットショッピング 

ユーザー 
58.1 

未婚 32.2 
41.9 

未婚 23.1 

既婚 25.9 既婚 18.8 

ネットショッピング 

ユーザー 
53.8 

未婚 34.5 
46.2 

未婚 26.3 

既婚 19.3 既婚 19.9 

 

6-3 所得層別 

ネットショッピングヘビーユーザーの収入水準からみると、3000元以下収入水準のユー

ザーが絶対的主流を占めており、特に無収入ユーザーの比率も決して低くない。iResearch

社の分析によると、現在のネットショッピングユーザーグループは商品価格に対して敏感

であり、またネットショッピングユーザー収入水準は正の相関関係があるという。同時に、

ネットショッピングユーザーグループには一部学生グループも存在する。学生は基本的に

収入がないものの、インターネットの利用に関しては柔軟であり、またネットショッピン

グ関連のような新しいものにも躊躇なく飛び込んでくるため、かれらもまたネットショッ

ピングユーザーの重要グループの一つとなっている。 

 

表 9 2009 年 2 月ネットショッピング活用ユーザー/非ネットショッピングユーザーの月

収（出典：iResearch 社） 

 

 無収入 -1000元 
1000- 

2000元 

2000- 

3000元 

3000- 

5000元 
5000元- 合計 

非ネットショッピング 
ユーザー 

13.8 12.8 31.2 20.3 13.8 8.2 100.0 

ネットショッピング 
ユーザー 

14.8 12.5 29.9 21.7 13.1 8.0 100.0 
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6-4 地域別 

全体的に見ると、華東、華单地区のネットショッピングヘビーユーザー比率が最も高く、

この二つで 50%近くとなっている。地区のインターネットの浸透程度、経済発展レベル及

びユーザーの受け入れ度が密接に関連しているといえる。同時に、非ネットショッピング

ユーザーと比較すると、ネットショッピングのヘビーユーザーは華東、西单地区のユーザ

ー比率がやや高くなっている。 

 

表 10 2009 年 2 月ネットショッピング活用ユーザー/非ネットショッピングユーザーの

地域的差異（出典：iResearch 社） 

 

 東北 華北 華東 華单 華中 西北 西单 合計 

非ネットショッピング 
ユーザー 

8.4 19.2 19.9 24.5 14.0 5.9 8.1 100.0 

ネットショッピング 
ユーザー 

7.2 17.5 25.3 23.8 12.2 5.4 8.6 100.0 

 

７．B2C利用者の平均購入金額・平均購入回数 

 

7-1 平均購入金額 

 

 

 

2003 年から 2008 年にかけて、中国人の一人あたりの年間でのネットショッピング金額

は 127.60元から 1602.30元に伸び、成長率は 65.9%という数字がでている。 

 

7-2 平均購入回数 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

127.6 
229.5 

482.9 

610.4 

1020.0 

1602.3 

300 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

図 27 2003～2008 年中国一人あたりのネットショッピング額の変化（卖位：元） 

出典：iResearch 社 
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図 28 2007 年、208 年ネットショッピングユーザーの購入回数（出典：iResearch社 サ

ンプル数 4954 人） 

 

iResearch社のデータによると、2008 年ユーザーのショッピング回数は大幅に上昇し、

11 回以上利用しているユーザーは2007 年比で6.4ポイント増の45.2%に達している。その

主な理由は、ネットショッピングユーザーの規模の急速な拡大、ネットショッピング品揃

えが年々豊富になっていること、ショッピングプラットフォームでのショッピング体験が

蓄積されてきたこととそのサービスの改善向上が上げられる。 

 

８．中国からみた外国製品の取引状況 

中国国内において技術的・品質的に優れている国外の商品に関心を持つ消費者が増加し

てきている。販売側も消費者の海外商品の購入の煩わしさを解消すべく「インターネット

直送」サービスを通じて中国国内消費者と国外企業を橋渡しする等により、正真正銘の外

国商品を購入できるように整備を進めている。 

 

8-1 海外ネットショッピングサイトの中国市場参入 

中国のネットショッピング層の拡大により、海外ネットショッピングサイトも続々と中

国サイトを開設してきている。日本のものでは楽天市場、jshoppers、マルイ、アメリカの

onenow.com 等や、ルイヴィトン、シャネル、グッチ、ディオールなど高級ブランドのオフ

ィシャルサイトもネットショップを設けている。一部の国外サイト、国外ブランドは中国

市場向けに割引や送料無料といったプロモーションを行っており、支付宝や中国国内のネ

ットバンキングによる支払い機能も付帯したサイトもある。 
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8-2 消費者の購入方法の変化 

現在のネットショッピングのユーザーは「代理購入」を脱却し、徐々に直接海外のショ

ッピングサイトで購入するようになってきている。こういった変化の主な原因は、第一に

中国語サイトの開設が進んできていること、第二に国内消費者の外国語レベルが上がって

きて、売買双方の言語障壁がどんどん低くなってきていることにあるといえる。 

海外からの直接購入のハードルは、高額な輸送費と中国に直接送付することができるか

という点にある。あるショッピングサイト BBS では、直接中国に郵送してくれるショッピ

ングサイトの情報を共有し、輸送費を削減するため、何人かがまとまって購入するといっ

たことまでする消費者まで現れてきている。 

 

8-3 支付宝がリンケージ 

現在支付宝海外プラットフォームを通じて国内市場に参入している国外サイトは 300以

上に達し、「海外購入」欄には日本、韓国、アメリカ、イタリア、英国などのショッピング

サイト・ブランドサイトが名を連ねている。国内のユーザーが国外のウェブサイトで買い

物をする際、人民元で支払うことが出来ると同時に支付宝は現在米ドル、日本円、ユーロ、

ポンドなど 12種の外貨をサポートしており、資金決済面での障害も基本的にはないといえ

る。 

 

９．オンラインで取引の多い外国製品の種類 

ネットショッピングで取引される外国製品としては主として次のようなものがあげら

れる。 

 

表 11 ネットショッピングで人気のある外国製品 

カテゴリー 内容 

美容化粧品 日本、フランス、アメリカ等で生産されるブランド品 

LANCOME、ESTEELAUDER、資生堂、DIOR、CHANEL等 

服装・靴・帽子 ・ カバン、服装、靴・帽子 

・ 特にアメリカ、韓国の服装。 

各種デジタル・電子娯楽製品 ・ 主として日本、韓国等のカメラ、携帯電話 

・ スイス、アメリカの時計等の電子製品 

食品 水産品、粉ミルク、健康食品等 

文具 オフィス用品、印鑑、玩具等 

医薬用品 ヘルスケア製品 

家庭用品 寝具、厨房用品、バス用品、清潔用品 
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 一般的にネット販売による購入される商品と大きく差はないが、あえて言えば医薬品が

含まれている点が異なるといえる。 

 

１０．中国人消費者からみた、ネットで日本製品を買う動機と日本市場の魅力 

 

中国人消費者がネットショッピングで外国製品を購入する方法としては中国国内で購入 

する場合と、海外サイトから購入する場合とがある。各々の理由として以下のものが挙げ

られる。 

 

表 12 外国製品を購入する理由 

中国国内で外国製品を購入する理由 海外からの外国製品を直接購入する理由 

 品質が良い 

 国内製品には偽者や务悪な商品が多い 

 外国製品、ブランド品を好む 

 

 中国国内で購入できない 

 中国国内サイトでブランド品を購入す

る場合、詐欺行為にあったり、偽物をつ

かまされる 

 海外から直接購入する場合、国内で購入

するよりも安く購入することができる。 

 

全体的に品質面及び本物であるということの信頼性がその主な理由といえる。また、淘

宝の出店者に対するアンケート調査によると、輸入製品の販売経験もしくは販売意向のあ

る出店社は全体の 80.4％。販売したい海外製品の第一位は日本製品がトップ（32%）とな

っている。また、同サイトで人気の高い日本製品は、「アパレル」、「鞄、財布」、「文房具」、

「化粧品」、「インテリア雑貨」など多岐にわたり、日本製品を選択した理由のトップは 「高

品質であること」（31％）となっている。この他、本報告書作成に当たってのヒアリングの

中でメラミン事件以降は日本の粉ミルクも人気が上昇したというコメントが複数寄せられ

ており、日本食品については安全性をベースとする信頼感から購入されているようである。 

 

１１．ニセモノと発覚した場合のショッピングサイト側の対応 

 

図 29 淘宝網の消費者保護システム 

 

11-1 消費者保証サービス 

 淘宝では消費者保証サービスと言うことで、上図の左から、①事实どおりの描写、②7

日間以内クーリングオフ、③ニセモノの場合 3 倍にして弁償、④デジタルと家電は 30日以
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内のメンテナンスあり、⑤即時配送、⑥正規品保障、というマークがある。売り方はこの

マークをウェブサイト上に表示することで、これらのサービスを提供できることを買い手

に示すことができる。これは売り手が積極的に行動することで買い手にアピールする方法

である。 

 

11-2 品質報告 

淘宝では下図のように「毎週品質報告」と言うものが公開されている。 

 
図 30 「淘宝毎週品質報告」トップページ 

 

2009年 9月 7日時点の報告を見たところ、薬品及び化粧品関係で以下の処理が行われて

いることが発表されていた。 

 

表 13 淘宝網毎週品質報告で報告されていた偽物商品に対する処理 

品名 違反内容 

黒茶睡美痩（痩せ薬） ・ 薬でありながらケースに貼られていたラベルにある批

准番号が虚偽（他製品の番号を流用）。 

・ 体重が減尐しない上に副作用が現れたことにより発

覚。 

・ これをきっかけに同商品 473件を調査して処分。 

粉ミルク 国家品質総局が 2009 年 6 月に検査の上不合格にした商品

に（8月に発表）ついて、同類商品 23品を処理。 

除光液 国家品質総局が 2009 年 6 月に検査の上不合格にした商品

に（8月に発表）ついて、同類商品 51品を処理。 

美顔クリーム 香港衛生当局が 8 月 25 日に「巧美美白系列-美白小-台湾

特効産品」という名の美顔クリームに規定を大幅に上回る
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水銀が含まれることを発見。その後淘宝が調査したとこ

と、出品されていなかったものの、以降は出品を全面的に

禁止。 

 

出品されているものはもちろんのこと、出品されていない商品に対しても外部情報に基

づいて調査を行っていることがわかる。ここで、淘宝利用者によるクレームのフローにつ

いてみてみることにする。 

 

① 商品に対してクレームするにクリック 

 

図 31 違反商品・販売禁止商品通報の操作手順 

 

② クレームタイプを選択 

 クレームのタイプとしては次のものがある。 

表 14 クレームの種類 

種類 内容 

支払い方式が商品と一致しない 販売者がアリペイの使用を拒絶またはアリペイの支払

いフローに違反しているもの。 

販売禁止品の販売 取引禁止・制限規則で規定しているを商品を販売。 

カテゴリー/属性の間違い 出品に当たってカテゴリーや属性を誤っている。 

二重出品（重複出品） 商品が完全に同じ及び重要属性が完全に同一な場合、
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一種類の販売方式（定価またはオークション）で一回

の発表のみが許可される。この規則に違反した場合、

重複出品とみなす。 

商品広告 販売するつもりのない商品を出品すること。 

キーワードの濫用 商品と無関係なキーワードを設定すること。 

 

③ クレーム対象物の種類を選択 

 ここでは販売禁止品について紹介する。そもそも国家の法律法規に基づいて販売しては

ならない商品としては次のものが挙げられる。 



 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

36 

・ 銃、弾薬及び関連器材 

・ 麻薬及びその吸引道具 

・ 国家統一に危害を及ぼし、社会を破壊する言論、文書、書籍等 

・ 拘束刀具、弓矢類及びその他武器 

・ 暴力低俗商品、女性用口服媚薬用品 

・ 警察用及び軍用物品、設備（スタンガン、手錠、軍服・警察服等） 

・ 違法ソフト（ハッキング、メール一斉送信ソフト等） 

・ 国家級保護、国際的に絶滅の危機にある動植物物品 

・ 国家及び関連部門が発行するまたは受け取る証書、手形・小切手、証明 

・ 流通人民元、偽札及び博物館保存文化財 

・ 国家が販売を禁止及び厳格に管理する商品・情報（爆発物、個人秘密資料、賭博用具、

万博・オリンピック製品等） 

・ 多番号 SIMカード、PHSカード及びサービス 

・ 国家安全保障局が明らかに販売を禁止している商品情報（盗聴、衛星器材等） 

・ 国家交通津門が厳格に禁止する商品：オービス探知機、オービス類等 

・ 株式、会社債券及びその他証券、宝くじ 

 

 また、取り扱いにあたり資格を有する商品としては以下のものが挙げられる。 

 

・ タバコ製品 

 《インターネット等の情報ネットワークを利用してタバコ専売品を違法経営することを

厳しく攻撃することに関する通告》11の規定において、「タバコ専売行政部門が指定するネ

ットワーク取引プラットフォームを除き、その他のインターネット情報サービス提供者は

みなタバコ専売品経営のためにインターネット情報サービスを提供してはならない」と定

められている。 

 

・ 医療器械（コンタクトレンズを含む）、薬品 

医療器械や薬品のネット販売については、《インターネット薬品取引サービス審査批准暫

定規定》と《インターネット薬品情報サービス管理弁法》12に基づいて行われることにな

る。《インターネット薬品取引サービス審査批准暫定規定》において、インターネット薬品

取引サービスとは、「インターネットを通じて薬品（医療器械、直接薬品に接触する包装材

料及び容器を含む）取引サービスを提供する電子商務活動を指す」とある。そして、イン

ターネット薬品取引サービスは薬品生産企業、薬品経営企業及び医療機関との間のインタ

ーネット取引で提供するサービス、及び薬品生産企業、薬品卸売り企業が自らのウェブサ

イトを通じて自社成員以外のその他企業と行うインターネット薬品取引及び個人消費者に

                                                   
11 国煙専[2009]242 号 
12 国家食品薬品監督管理局令第 9号：2004年 7月 8日公布、同日施行。 
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提供するインターネット薬品取引サービスを含むものとされている。同業務に従事する場

合は「インターネット薬品取引サービス機構資格証書」というものを取得する必要がある。 

 

インターネット薬品取引を行う形式として、薬品生産企業、薬品経営企業及び医療機構

との間でインターネット薬品取引、薬品生産企業及び薬品卸売り企業の自社成員以外のそ

の他企業へのネット販売、個人消費者へのインターネット薬品取引の形態があるが、ここ

では後ろの二つについて紹介するが、必要とされる条件は以下の通りである。 

 

自社成員以外のその他企業向けにネット販売

する薬品生産企業及び薬品卸売り企業 

個人消費者向けにインターネット薬品取

引サービスを提供する企業 

・ インターネット薬品取引サービスを提供

するウェブサイトが既にインターネット

薬品情報サービスに従事する資格を獲得

していること。 

・ 業務展開に相適応する場所、施設、設備を

有し、且つ自己管理及び保全の能力を備え

ていること。 

・ 健全な管理機構を有し、ネットワークと取

引安全保障措置及び完備された管理制度

を備えていること。 

・ 取引記録を完全に保存する施設及び設備

を備えていること。 

・ オンライン照会、注文書作成、電子契約、

ネット支払い等の取引サービス機能を備

えていること。 

・ オンライン取引の資料と情報の合法性、真

实性を保証する完備された管理制度、設備

と技術措置を備えていること。 

 

・ 法に則って設立した薬品小売チェー

ン企業 

・ インターネット薬品取引委サービス

を提供するウェブサイトが既にイン

ターネット薬品情報サービスに従事

する資格を獲得していること。 

・ 健全なネットワークと取引安全保障

措置及び完備された管理制度を備え

ていること。 

・ 取引記録を完全に保存する施設及び

設備を備えていること。 

・ オンライン照会、注文書作成、電子契

約等の取引基本サービス機能を備え

ていること。 

・ オンライン取引の品種について完全

な管理制度と措置があること。 

・ オンライン取引の品種に相適応する

薬品配送システムを備えていること。 

・ 薬剤師がオンラインでリアルタイム

照会を行い、且つ照会内容を完全に保

存する施設、設備及び関連管理制度を

備えていること。 

・ 医療器械取引サービスに従事するに

あたり、医療器械関連専門学歴を有

し、医療器械関連法規を熟知する選任

専門人員を配備しなければならない。 
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 次に、《インターネット薬品情報サービス管理弁法》について見ていく。ここでいうイン

ターネット薬品情報サービスとは、「インターネットを通じてネットユーザーに薬品（医療

器械を含む）情報を提供するサービス活動を指す。」とあり、このサービスには経営性と非

経営性とに分かれる。ここでいう経営性と非経営性の違いは次の通りである。 

 

経営性 

インターネット薬品情報サービス 

インターネットを通じてネットユーザーに有償で薬

品情報等を提供するサービス活動を指す。 

非経営性 

インターネット薬品情報サービス 

インターネットを通じてネットユーザーに無償で公

開された、共有性の薬品情報等を提供するサービス

活動を指す。 

 

 経営性・非経営性にかかわらず、薬品情報を提供する場合、《インターネット薬品情報サ

ービス資格証書》を取得し、それをウェブサイトのトップページに証書番号を表記する必

要がある。 

 

以上のように、薬品に関しては《インターネット薬品取引サービス審査批准暫定規定》

と《インターネット薬品情報サービス管理弁法》の二つのルールに基づいて行われること

から、一般の製品よりも厳しく管理されていることがわかる。 

 

また、出品されている商品の中で薬品と保健品が混ざっているため、その区分について

整理したのが次のものである。 

 

薬品13 人の疾病の予防、治療、診断に用いられ、目的を持って人の生理機能を調

節し且つ適応症または機能主治があり、用法と用量を規定する物質で、漢

方薬剤、漢方せんじ薬、製剤、化学原料薬及びその製剤、抗生物質、生物

化学薬品、放射性薬品、血清、ワクチン、血液製品及び診断薬品等を含む。 

 

医療器械14 卖独または組み合わせて人体に使用する計器、設備、器具、材料またはそ

の他物品を指し、必要とされるソフトを含む。人体体表及び体内に用いら

れる作用は薬理学、免疫学または代謝の手段で獲得したものではないが、

これらの手段が加わることで一定の補助作用が生じるものを指す。その使

用目的が以下のものを指す。 

（一） 疾病に対する予防、診断、治療、看護、緩和 

（二） 損傷または障害に対する診断、看護、緩和、補償 

                                                   
13 《中華人民共和国薬品管理法》（2001 年主席令第 45 号）第 102 条に基づく定義。 
14 《医療器械监督管理条例》（2000 年国务院令第 276 号）第 3 条に基づく定義。 
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（三） 解剖または生理過程に対する研究、代替、調節 

（四） 妊娠コントロール 

 

・ アルコール飲料 

個人出品者は尐量のアルコール飲料を処分する程度で出品できるのみであり、淘宝モー

ルの出店者は酒類製品を販売することが可能である。ただし、モール出店者が食品衛生許

可証、品質保証書、酒類小売許可証を保有していることが必要になる。また、国外ブラン

ドの場合、さらに 6ヶ月以内の商品検査検疫証明、衛生証書、入国検査検疫報告、報関卖

（通関証明）等が必要とされる。 

 

 

11-3 出品者に対する罰則 

違反の内容により処罰は異なるが、警告や凍結された回数を公示する公示処罰、店舗開

設の制限や既開設店舗の閉鎖（処罰完了後の店舗開設は可能）や永久に出店できないよう

な処罰が制度として設けられている。 
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第二章 日本企業のネットでの B2Cマーケット参入の可能性 

  

個人としての C2C形態でのネット販売参入ではなく、企業としての B2C マーケットの参

入を検討するのにあたり、まず中国における規制面について取り上げる。中国においてウ

ェブサイトを開設する場合、そのウェブサイトの認可取得または届け出て続きが必要にな

る。この違いはビジネススキームを左右するものであることから、以下に詳述することと

する。 

 

１． ネット販売とは 

1-1 小売業における分類 

そもそもネット販売とは何かということについて考えてみる。まず、外資の小売業参入

に関する最もベースとなる 2004年 4月に商務部が公布した《外商投資商業領域管理弁法》

15を見てみる。同弁法の中で、小売とは「固定地点においてまたはテレビ、電話、通信販

売、インターネット、自動販売機を通じて個人または団体が消費使用する貨物の販売及び

関連付属サービス。」とあるように、ネット販売は小売の一種であることがわかる。同じく 

商務部より発表された「《小売業態分類》の国家標準の徹底的实施に関する通知」16による

とネット販売は無店舗販売に属する小売業に分類されるものだということがわかる。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 2004年 4月 16日公布、同年 6月 1日施行 
16 商建発[2004]390 号 

小売 有店舗販売

無店舗販売 テレビ販売
テレビを消費者に商品宣伝展示を行う
チャネルとするもの

通信販売
商品目録を主として消費者に商品宣伝展
示を行うチャネルとし、注文を取得する
もの。

ネット販売
インターネットを通じて売買活動を行う
もの。

自動販売機 自動販売機で販売を完成させるもの。

電話販売
主として電話を通じて販売または購買活
動を完成させる一種の小売業態。

図 32 小売業態分類 
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同通知ではその基本特徴についても言及しており、無店舗販売の各々の特徴を次のよう

なものとしている。 

 

表 15 無店舗販売の基本特徴 

 基本特徴 

業態 ターゲット顧実 商品（経営）構造 商品販売方式 サービス機能 

通信販売  
地理上の距離が
比較的遠い消費
者を主とする  

貯蔵及び運送に
便利なように商
品包装が規格化
されている  

商品目録を郵送
すること主とし
て消費者に商品
の宠伝展示のチ
ャネルとし、注文
を取得するもの  

指定地点への配
送  

ネット販
売  

ネットサーフィ
ンする能力があ
り、スピードを追
求する消費者  

市場にある同類
商品と比べて、同
質性が強い  

インターネット
を通じて売買活
動を行うもの  

指定地点への配
送  

電話販売  
異なる製品の特
徴に基づいて、目
標顧実は異なる  

商品が卖一で、あ
る種類の品種を
主とする  

主として電話を
通じて販売また
は購買活動を完
成させるもの  

指定地点への配
送または引き取
り  

テレビ販
売  

テレビ視聴者を
主とする  

商品に特徴があ
り、市場にある同
類の商品と比べ
て同質性が強く
ない  

テレビを消費者
への商品展示チ
ャネルとする  

指定地点への配
送または引き取
り  

 

1-2 審査 

 無店舗販売も小売の一種であり、これは商業分野の開放として話題になった《外商投資

商業領域管理弁法》に基づいて審査が行われることになる。同弁法に基づく審査権限は徐々

に地方へ委譲されていっているものの、無店舗販売に関しては今もなお商務部の批准が必

要となっている。この審査批准フローについては《商務部弁公庁：外商投資商業企業の申

告審査批准手続をさらに明確にすることに関する通知》17で明確にしている。同弁法にお

いては最終批准者が商務部の場合と、商務部が省レベル権限委譲するケース18及び一定数

以下の店舗開設のケースにおいて省級商務主管部門が最終批准者となる場合に分かれてい

る。以下のフロー図を参考のこと。 

 

（１）卖一の市・省で経営する場合 

                                                   
17 商貿字［2004］84号：2004年 11月 12日公布 
18 2009年 11月 29日の時点において省レベルへの権限委譲はまだなされていない。 
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（２）支店の開設が複数の省に跨る場合 

 

 

 

２．ICPについて 

 

既述のように、急成長している中国ネット販売市場に参入し、ビジネスチャンスを掴も

うと考える企業は尐なくない。ネットショッピングに参入するに当たっては当然のことな

がらウェブサイトを開設する必要があるが、ウェブサイトを開設するにあたってはまず

ICPについて理解する必要がある。以下に、ICPについて説明する。 

 

2-1 ICP証取得の必要性について 

ICP とは、Internet Contents Provider を略したものである。ICP 証とはインターネッ

ト情報サービス付加価値電信業務経営許可証の略称である。中国では、インターネット情

報サービス提供は《インターネット情報提供管理弁法》（以下《ICP証管理弁法》という。）

申請者

　　　　　　　　　①申請書提出

省級外経貿委（庁、局） 経貿委
（一括受理） (商委、商業局、内貿易弁等）

　　　　　④報告

商務部

　　　　　　　　⑤審査批准

⑥批准証書発行

②同意意見聴取

③意見反映

申請者

　　　　　　　　　①申請書提出

省級外経貿委（庁、局）
（一括受理）

　　　　　④報告

商務部 同級経貿委
(商委、商業局、内貿易弁等）

（一ヶ月以内）
　　　　　　　　⑨審査批准

⑩批准証書発行

経貿委
(商委、商業局、内貿易弁等）

②同意意見聴取

③意見反映

⑤同意意見聴取

⑧意見反映

⑥同意意見聴取

⑦意見反映（庁、局）
支店所在地外経貿委
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により、経営性と非経営性と分けられており、経営性インターネット情報提供サービスを

行う場合、ICP 証を取得する必要がある。一方、非経営性インターネット情報サービスを

提供する場合は届け出制度が实施されており、届け出すれば非経営性インターネット情報

提供を行うことが認められている19。言い換えれば、ICP証を取得する必要があるか否かに

ついてはインターネット情報提供サービスの経営性または非経営性にかかわっているとい

える。 

 

経営性インターネット情報提供サービスとは、インターネットを通じてネット使用者に

対して、有償で情報を提供し、または、ホームページを作成する等のサービス活動を指す。

これに対し、非経営性インターネット情報提供サービスとは、インターネットを通じてネ

ット使用者に対して、無償で公開性及び共同享受性を有する情報を提供するサービス活動

と定義されている20。 

 

表 16 インターネット情報サービスの種類 

経営性 

インターネット 

情報サービス 

インターネットを通じてネット使用者に有償で情報またはホーム

ページ政策等を提供するサービス活動 

（例：インターネットプロバイダー、広告を掲載している商業ポ

ータルサイト等） 

非経営性 

インターネット 

情報サービス 

インターネットを通じてネット使用者に公開性、共同享有性を有

する情報を無償で提供するサービス 

 

ここで、情報提供の有償または無償は経営性と非経営性を区分するポイントとなるが、

情報そのものに対する定義は特定されておらず曖昧な面がある。实務上、ネット上の広告、

ホームページ作成、サーバーのレンタル、PC管理、有償での特定情報の提供、Eコマース

及びその他のサービスを利用して収入を得るインターネット情報提供サービス活動は全て

経営性とされている。例を挙げると、卖なる会社概要、アクセスマップ、取扱商品または

サービスの紹介などの情報を提供するウェブサイトはあくまでも無償で情報を提供するも

のであることから非経営性に属し、届け出のみでインターネット情報提供サービスを行う

ことが可能とされている。一方、ショッピングモール、オンラインゲームまたは広告等の

ビジネス行為があり、また、それにより収入を得る場合は、経営性と分類され、必ず工業・

情報化部から許認可を受け、ICP証を取得しておく必要がある。 

                                                   
19 《ICP証管理弁法》第 4条：国家は経営性インターネット情報提供サービスについて許可制を实施して

いる。非経営性インターネット情報提供サービスに対しては届け出（中国語：備案）制を实施している。

許可を取得せず、または届け出手続きを行っていない場合、インターネット情報提供サービスに従事して

はならない。と規定している。 
20 《ICP証管理弁法》第 3条第 2項。 



 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

44 

 

また、オンラインショッピング事業を行う場合、経営性に属するのか非経営性に属する

のかについては、企業がインターネット上で商品に関する情報を発信し、それらの情報に

興味を持つ消費者の商品購入行為により、企業が収入を得ることになることから、経営性

に属し、ICP証の取得は必要との結論をもつ方も尐なくない。しかしながら、《ICP証管理

弁法》では、経営性インターネット情報提供サービスを、「有償で情報を提供する」サービ

スと定義しており、情報そのものに直接的対価を得るか否かをポイントとしている。とこ

ろが、オンラインショッピングを行う場合は、提供する商品またはサービス情報そのもの

の対価は持たず、情報そのものにより直接収入を得ることはないことから非経営性に属す

るという考え方もある。これらの考え方については地方により、あるいは行政機関の担当

者により考えが異なることがあり、不安定な面があることは否めない。安徽省通信管理局21

にヒアリングしたところ、ネット販売とはネットを利用して経営活動を行うことであるこ

とから経営性を有するといえ、従って経営性 ICP証を取得しなければならないが、外商投

資企業であれば、中国側が 50％以上の資本をもつ中外合弁又は合作企業にしか発給せず、

外商独資企業には発給しないとの見解をえた。一方、山東省通信管理局22は、ネット販売

は付加価値のある電信業務ではなく、経営性を持たないため ICPの届出だけでよく、外商

独資企業であっても行うことができるとの見解で、これは上海市通信管理局23の意見とは

同じである。上海市においては店舗があれば小売のツールのひとつとして認められている

のが实務的な流れである。 

 

また、ネット販売の方式は大きく、①取引の第三者として取引に関するサービス提供、

②売り手として自社商品のネット販売、③自社のウェブサイトではなく、第三者のウェブ

サイトを利用して自社商品販売、④自社のウェブサイトで商品情報を発信、第三者のウェ

ブサイトを通じて自社商品販売、などがあるが、経営方式によっても ICPの取得必要性が

異なる。即ち、①の経営方式をとる場合、そのサービスを提供することによって収入を得

ることになるため、増値電信業務とみなされ、ICP 証の取得が必要と思われる。また、②

は既述のとおり、省によって見解が異なるため、留意する必要がある。一方、③と④は、

あくまでも情報しか載せず、その情報掲載により直接収入を得ず、増値電信業務にみなさ

れず、ICP証を取得することなく行える経営方式と思われる。 

 

中国のグーグルのトップページを見てみよう。 

                                                   
21 0551-5680-668 
22 0531-8608-0907 
23 021-6390-5098 
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図 33 グーグルトップページ  

  

ページの下部に「ICP 証合字Ｂ2－20070004号」と表記されているが、それは工業・情報

化部から ICP事業経営者という許認可を取得していることがわかる。 

 

 中国のグーグル検索エンジンは無償で情報を提供しているように見受けられるが、グー

グルの場合は、検索エンジンをベースにキーワード（リスティング）広告などの有償サー

ビスを提供しており、有償で情報を提供しているといえることから「経営性インターネッ

ト情報サービス」に分類され、ICP経営許可証が必要になるといえる。 

 

なお、グーグルは中国に進出直後、「赶集網」の ICP許可証「京 ICP証 050124号」を使

用していたが、「赶集網」はグーグルの傘下にある子会社・資産でもないため、グーグルは

無許可経営との疑いを持たれた。グーグルはこの問題を解決すべく、「赶集網」との合弁会

社「北京谷翔信息技術有限公司」を設立し、情報産業部から発行される ICP 許可証したが、

その番号が「ICP証合字 B2-20070004号」である。 

 

 次に淘宝のトップページを見てみよう。 
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図 34 淘宝トップページの ICP証表示部分 

  

 下部には「付加価値電信業務経営許可証：浙 B2-20080224」という表記があり、それも

グーグルと同様、経営性インターネット情報提供サービスを行うための ICP証である。ま

た、「浙」という文字は浙江省の意味であるが、淘宝は浙江省において登録している会社で

あることから、登録住所にある通信管理機関から、ICP 経営許可証を取得していることが

わかる。 

 

 ICP 証は、経営範囲が省、自治区または直轄市を超えて経営する場合は、国家工業・情

報化部に ICP証申請し、工業・情報化部から ICP証を取得することとなるが、卖に所在す

る省、自治区または直轄市管轄範囲ないに経営活動を行う場合は、省、自治区または直轄

市に ICP証を申請・発給することとなる。 

  

2-2 ICP証取得手続き 

インターネットでの情報提供はホームページにより行われるため、当然のことながら、

電信業務24に属する。そのため、《中華人民共和国電信条例》25（以下《電信条例》という。）

の管轄を受けるが、《電信条例》の中で「基礎電信業務」と「付加価値電信業務」の二つの

概念がある。 

 

表 17 《電信条例》 

《電信条例》 

第 2 条第 2

項 

電信とは、有線、無線の電磁システムまたは光電システムを利用して、

音声、文字、データ、画像及びその他の何らかの形式の情報を伝送、発信

または受信する活動をいう。 

                                                   
24 《中華人民共和国電信条例》第 2条第 2項：「有線、無線の電磁システムまたは光電システムを利用し、

音声、文字、データ、画像及びそのほかの何らかの形式で情報を伝送し、発信または受信する活動を指す。」

と定義している。 
25 国務院 2000年 9月 25日に公布、同日より施行。 



 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

47 

第 8条 第 1 項 

電信業務は基礎電信業務と付加価値電信業務に分かれる。 

第 2 項 

基礎電信業務とは、公共ネットワーク基礎施設、公共データ伝送及び基

本音声通信サービスを提供する業務を指す。付加価値電信業務とは、公共

ネットワーク基礎施設を利用して提供する電信と情報サービスの業務を指

す。 

 

基礎電信業務は通信インフラ関連業務を指すが、付加価値電信業務とはコンテンツなど

の情報を媒体として何か対価を得るようなビジネスを行うことを指す。また、《電信業務分

類目録》（以下《電信業務目録》という。）26では、インターネット情報提供サービスを含

む情報サービスは付加価値電信業務と分類されており27、あくまでも付加価値電信業務の

一つであることから、ICP 証の取得条件及び手続きについては《電信条例》にある付加価

値電信業務経営許可証」の取得条件をもクリアしなければならないと考えられる。 

 

《電信条例》で要求されている「付加価値電信業務経営許可証」を取得するための資本金

及び出資比率の要件は次の通りである。 

 

表 18 資本金及び出資比率要件 

項目 範囲  

資本金 経営エリアが全国または複数の

省・自治区・直轄市にわたる場合 

付加価値電信業務：1,000 万人民

元 

経営エリアが省・自治区・直轄市の

範囲内の場合 

付加価値電信業務：100万人民元 

出資比率 付加価値電信業務（基礎電信業務中

の無線呼出業務を含む） 

外国投資者出資比率 50％未満 

 

 以上のほか、①経営者は法に則り設立された会社であること、②関連業務の展開に必要

となる資金及び専門人員を有すること、③長期的にユーザーに対してサービス提供に必要

となる信用及び能力を有すること、④国家が規定するその他条件、以上が用件となってい

る。 

                                                   
26 情報産業部により 2003 年 2月 21日に改正され、同年 4月 1日より施行。 
27 《電信業務分類》のＢ．第二種類付加価値電信業務（四）情報サービスにおいて、情報サービスとは、

情報収集、開発、処理及び情報プラットフォームの建設、固定ネット・移動ネットまたはインターネット

等の公衆通信ネットワークを通じて直接最終ユーザーに音声情報サービス（音声サービス）を提供する、

またはオンライン情報及びデータ検索等の情報サービスを提供するサービスである。  

 情報サービスの類型は主として内容サービス、娯楽/遊戯、商業情報及び予約情報等のサービスを含む。

情報サービス業務の対象となるユーザーは固定通信ネットワークユーザー、移動通信ネットワークユーザ

ー、インターネットユーザーまたはその他データ伝送ネットワークのユーザーでもよい。 
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また、《外商投資が付加価値電信業務を経営することの管理を強化することに関する通

知》では以下のような制限が設けられている。 

 

表 19 外資向けの制限 

１ 外商投資企業は中国国内で電信業務を投資経営するにあたり、 

① 厳格に《外商投資電信企業管理規定》の要求に従って、外商投資電信企業の

設立を申請し、そして相応の電信業務経営許可証を申請すること。 

② 法に則って中国国内で外商投資電信企業を設立し電信業務経営許可証を取

得しない場合、外国投資者は中国国内で電信業務を投資経営してはならな

い。 

２ 中国国内電信会社は、 

① どのような形式を用いたとしても外国投資者に形を変えて電信業務経営許

可を賃貸、譲渡、転売してはならない。 

② どのような形式を用いたとしても外国投資者のために中国国内で違法に電

信業務経営に資源、場所、施設等の条件を提供してはならない。 

３ 付加価値電信業務経営者は、 

① ユーザーに長期サービスを提供する能力または信用・評判を有しているこ

と。 

② インターネットドメインは関連する付加価値電信業務経営活動の重要資源

であることから、付加価値電信業務経営者が使用するインターネットドメイ

ンは付加価値電信業務経営者（会社株主を含む）が法に則って保有している

こと。 

４ 付加価値電信業務経営者は、 

① 登録商標が関連する付加価値電信業務経営活動の無形資産であることから、

付加価値電信業務経営者が使用する登録商標は付加価値電信業務経営者（会

社株主を含む）が法に依って保有していること。 

 

 

外資マジョリティー（外国企業）での出資が認められておらず、また中国国内の電信会

社より電信業務経営するためにその許可の賃貸、譲渡、転売等の行為が禁じられている。 

 

この他、《インターネット情報提供サービス管理弁法》により、経営性 ICP 証の取得には、

次にあげる条件に満たさなければならない。 
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(1) 業務発展計画及び関連する技術方案を有する。 

(2) ウェブサイト安全保障阻止、情報安全秘密保持管理制度、ユーザー情報安全管理制度

を含む、健全なネットワークと情報安全保障措置を有する。 

(3) サービス項目が本弁法第亓条28で規定する範囲である場合、既に関連主観部門が同意

する文書を取得している。 

 

ICP証審査・批准及び取得の流れは下図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

また、《ICP証管理弁法》第 7 条により、経営性インターネット情報提供する場合はイン

                                                   
28 新聞、出版、教育、医療保険、薬品及び医療器械等のインターネット情報サービスについては、法律、

行政法規及び国家関連規定に照らして関連主観部門の審査同意を経た場合に、経営許可申請または備案手

続き前に、法に依って関連主観部門の審査同意を経なければならない。 

   申請資料提出 

    初歩審査 

 

９０ 

資料不備の場合は資料補充 

 受理通知書発給審査開始 

  批准 批准の旨の文書 資料訂正または補充 

付加価値電信業務経営会社

設立工商登記 

 付加価値電信業務経営許可証取得 

 批准しない旨決定 

所要期間：15 営業日 

   所要期間：60 営業日 

図 35  ICP証審査・批准及び取得フロー 
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ターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証を取得しなければならないと検証し

てまいりましたが、そのインターネット情報サービス提供付加価値電信業務経営許可証を

申請する際に提出する書類は《電信業務経営許可証管理弁法》により規定されており、次

にあげる資料を揃えて提出しなければならないとされている。 

 

(1) 会社法定代表人が署名した付加価値電信業務経営申請書、また、申請する電信業

務の種類、業務のまたがる範囲、会社名称、連絡住所、郵便番号、連絡電話番号、

電子メールのアドレス等が含まれなければならない。 

(2) 会社の法人経営許可証副本及びコピー29。 

(3) 会社概況には、会社基本情報、付加価値電信業務に従事する人員配置予定、場所

及び設備等事項を含まなければならない。 

(4) 会社直近の会計事務所により監査を受けた企業法人年度会計報告または電信主管

部門の規定するそのほかの会計資料。 

(5) 会社定款、会社株構成、及び株主の関連情報。 

(6) 業務発展に関するＦ/Ｓ及び技術方案、方案には、申請する電信業務の業務発展及

び实施計画、技術方案、サービス項目、業務のまたがる範囲、市場調査及び分析、

料金徴収方案、サービス品質の予期、投資分析、社会公益、経済効果等。 

(7) 使用者に長期的にサービス提供及び品質保持の措置。 

(8) 情報安全保障措置。 

(9) 会社信用証明に関する資料。 

(10) 会社法定代表人の署名した会社の法にのっとり電信業務を経営する許諾書。 

(11) 申請する電信業務経営の法律、行政法規及び国家の関連規定により、事前に関連

主管機関の審査批准を得る必要のある場合は、関連主管機関による審査批准の文

書資料。 

 

实務上、ICP証の申請は次にあげる事項を留意する必要があると思われる。 

 

(1) ICP 証の申請は会社の登録地所在する通信管理局において行うこと。また、会社の登

録所在地とサーバー所在地が異なる場合、会社の登録所在地に ICP 証を申請・取得し

てからサーバー所在地において届け出を行わなければならない。 

(2) 一つのサイトが複数のドメインを有する場合、申請の際はすべてのドメインを記入し

なければならない。 

(3) 会社が複数のサイトを有する場合、ICP 証は一つで結構だがサイトごとに状況説明資

料を提出しなければならない。 

                                                   
29 企業法人経営許可証を取得していない場合、会社の企業名称かり核准通知書を提出する必要があるが経

営許可証の提出は不要となる。 
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(4) 複数の会社が同一のサイトを使用する場合、同時に同一の許可証を申請することはで

きない。 

(5) 会社のドメイン、名称、または登録資本金の変更がある場合、変更申告を行わなけれ

ばならないが、日常的な（電話番号の変更等）情報変更である場合は年度検査の際に

変更することができる。 

(6) ICP 証取得後、工商行政管理機関において項目増加の手続きを行わなければならず、

また紅盾 31530において届け出を行わなければならない。 

 

《外商投資電信企業管理弁法》（以下は《外資電信企業弁法》という。）31第 17条の規定

により、外商投資企業の電信業務経営許可証は工業・情報化部の審査批准を経て、工業・

情報化部により経営許可証を発給されることになるが《外資電信企業弁法》により外商投

資企業の付加価値電信業務の経営は中国資本のマジョリティー中外合弁企業に限られてお

り、外資独資企業の ICP証取得はできないとされている32。 

 

また、外商投資企業が付加価値電信業務を経営する場合、上述の表により列挙される付

加価値電信業務経営条件をクリアしなければならないほか、次の法的条件をも満たす必要

がある。 

 

(1) 登録資本金に関する条件：付加価値電信業務を経営する場合、登録資本金は 100万

元を下回ってはならない。 

(2) 出資比率に関する条件：付加価値電信業務を経営する場合、外国投資者の企業にお

ける出資比率は最終的に 50％を超えてはならない。 

 

外商投資電信企業は上記のあらゆる法的条件に満たせば、付加価値電信業務経営許可証

取得することができ、電信企業の設立もできることには違いないと思われるが、实際、外

商投資企業の名義で ICP証を取得したのはわずか数社となっている。 

 

2-3 ICP証を取得しない場合の処罰 

既述の通り、経営性インターネット情報提供サービスを行う場合は、ICP 証を取得しな

ければならず、また取得せずに経営性インターネット情報を提供してしまう場合は、《ICP

証管理弁法》に基づき、通信管理局により取り締まられてサイトまで閉鎖される可能性が

ある。 

                                                   
30 ICP証を取得してから工商局に届け出るもの。 
31 2001年 12月 11日中華人民共和国国務院第 333号令公布、2008年 9月 10日に改正。 
32 《外商投資電信企業管理》第 6条：「付加価値電信業務経営する外商投資企業の海外投資者が企業にお

ける出資比率は最終的に 50％を超えてはならない。外商投資電信企業の中国側投資者と海外投資者の異

なる時期における出資比率は国務院工業・情報化主管部門により関連規定に基づき規定される。」と定め

られている。 
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《ICP証管理弁法》第 19条では、ICP証を取得せず、経営性インターネット情報サービ

スを提供する場合は次のとおり処罰されると規定している。 

 

処罰対象行為 処罰内容 

経営許可証を取
得せず、経営性イ
ンターネット情
報サービス提供
を行い、または許
可の項目を超え
てサービスを提
供する行為。 

省、自治区、直轄市の電信管理機構により期限付けで是正を命じ
られる。 

違法所得のある場合、違法所得場没収され、さらに、違法所得の
3倍以上 5倍以下のペナルティーが科される。 

違法所得がなく、または違法所得が５万元未満の場合、10 万元
以上 100万元以下のペナルティーが科される。 

情状が重大な場合、サイトの閉鎖が命じられる。 

 

ICP 証を取得しないままに経営性インターネット情報提供サービスを提供することで処

罰されるケースがどれだけ存在するかについて、ICP証申請代理専門機構である時代互聯33

にヒアリングしたところ、「今のところ処罰されている会社はそんなにないと思う。許可な

しで経営性インターネット情報サービスを提供し電信管理機関に発覚された場合、まず電

信管理機関により電話連絡により警告を受ける。警告された段階で企業は許可証を取得し

なければならないと考え、その後すぐに経営許可証を申請するのが一般的である。そのた

め、許可書がなかったとしてもサイト閉鎖まで処罰されるケースはそれほどないと思う。」

と許可なしで経営しているケースはあるものの、サイトの閉鎖までの処罰を受けることは

それほどないというのが現状のようであることが分かる。 

  

2-4 非経営性 ICP届出取得手続き 

 既述のように、インターネット情報提供サービスは経営性と非経営性に分けられている。

非経営性インターネット情報提供サービスはインターネットを通じて使用者に無償で公開

性及び共同享受性を有する情報を提供するサービス活動と定義されている。そして、《非経

営性インターネット情報提供サービス届出管理弁法》34（以下《ICP届出管理弁法》という）

により、中国において、個人、法人、団体などを問わず、中国でサーバーを借り、そして

ウェブサイトを立ち上げて情報を発信する場合、公開性及び共同享受性を有する情報提供

を行う際は、許可を受けるまでの必要はないものの、届出制度が实施されており、通信管

理機関に対して ICPの届出が義務付けられている35。 

 

 ICP 届出は、省レベルの通信管理局が、工業・情報化部届出管理システムを通してネッ

ト上届出を行う方式で届出を管理している。以下は、ICP届出の届出手続きの流れである。 

                                                   
33 URL: http://www.now.cn/ 
34 2005年 2月 8日公布、同年 3月 20日より施行します。 
35 《ICP証管理弁法》第４条。 
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（１） 必要書類 

ICP届出を行う際は、次に挙げる資料をそろえなければならない。 

 

①主催卖位及びサイト責任者の基本情報 

②サイトのアドレス及びサービス項目 

③サービス項目がニュース、出版、教育、医療保健、薬品及び医療器械などのイン

ターネット情報を提供する場合、法律、行政法規及び国家関連規定に基づき関連主

管機関の同意を得なければならない場合、その届出を行う前に、関連主管機関によ

り得られる同意。 

 

 上記の資料を揃えた上で、申請者は省、自治区、直轄市の通信管理機関または国務院工

業・情報化部に届出を申請することができる。届出完了までの流れは次の通りである。 

 

 

 

 

 上記フローの通り、届け出を申請してから数週間後、法人登記の管轄地にある工業・情

報化部（各省（市）の通信管理局）から ICPの届け出を受理したということで番号が付与

されるが、その番号をウェブサイトのトップページの下部に必ず明記し、工業・情報化部

のウェブサイトへリンクを設定するような義務づけをされている36。 

 

                                                   
36 非経営性インターネット情報サービス報告記録管理弁法 

   ICP 証届出申請 

通信管理機関審査 

※所要期間：20 営業日 

事前同意を得る必要のある場

合、関連主管機関の同意 

届出に同意、電子検証標識及び

届出番号が発給され。 

材料不備で届出申請が拒否さ

れ、理由告知され。 

規定どおり届出標識及び番号

をホームページにおいて標示。 

図 36 ICP 届出フロー 
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図 37 工業・情報化部のウェブサイト 

  

实際の ICPの届け出作業は、工業・情報化部のウェブサイトを通じてオンライン申請が

でき、第三者の代行申請も可能なので、それほど難しい作業ではない。また、国家の政策

に反する等の情報発信でない限り、この届け出が受理されないケースはほとんどなく、あ

くまでも手続き的な作業という意味であるといえよう。 

 

最近では、ICP 届出を行っていないウェブサイトについては、レンタルサーバーの業者

から FTBサーバーへアクセスするためのアカウントを提供してもらえないというケースが

見られるようになってきている点について留意する必要がある。 

 

 また、ニュースなど特別な情報を提供する場合は、それらに関する許認可を前もって得

る必要がある。 

 

３． 中国国外でのサーバー設置 

 

 既述の通り、中国でサーバーを設置してＢ2Ｃ市場に参入する場合は、ICP 証制限があり、

外商投資企業がすべての条件をクリアし許可証を取得しようとしても、確实に許可される
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とは限らない。そのため、中国本土以外に、サーバーを置くスキームでの中国ネット市場

への参入という考え方が出てくる。 

 

 サーバーが中国本土以外におかれる場合、中国国内でのインターネット情報提供及びイ

ンターネット情報提供による電信業務の経営という概念ではなくなり、中国の電信業務経

営に必要となる ICP 証の取得がそもそも必要なくなる。ICP 証の取得が難しい外商投資企

業にとっては検討に値するスキームといえよう。ただし、サーバーが中国国外で設置され

ているため、サイトが遮断され、中国国内の消費者がウェブサイトをスムーズに開けられ

ないことも可能性として生じる。意図的な遮断とまでは行かなくとも、例えば 2006 年 12

月に台湾单部で発生した地震により海中の通信ケーブルが切断され、日中間のインターネ

ットに影響が生じたような例もある。また、中国本土外のサーバー設置であっても、中国

ネット市場に参入する本質は変わりなく、《強制性製品認証管理規定》（以下《認証弁法》

という）37が实施され、本来的には輸入製品も含む製品への強制的認証が必要になる。特

に中国に輸入する家電製品は中国国土に入った途端に、CCC 認証がなされているか否かが

問われかねない38。また、商品の外貨決済が支付宝、クレジットカード等で行われている

が、新聞報道によると支付宝に関しては既に外貨管理局より認可を取得しており、中国国

内の顧実も支付宝を利用して人民元で国外の商品を購入することができるようになってい

る。 

 

 商品の海外から中国国内に輸入し、中国国内消費者の手元に届けるにあたり、関税発生

の可能性、製品によっては検疫、CCC強制認証といった規定に影響を受ける可能性がある。 

 

４．考えられるスキーム 

 

 ネット販売で ICP証を取得する必要があるか否かと言う問題はあるが、以上の ICPに関

する制限等に対して最大限リスクヘッジするスキームまで含めると踏まえると、ネット販

売のスキームとしては中国国内のサーバーを利用してウェブサイトを開設するか、中国国

外のサーバーを利用してウェブサイトを開設するかに分かれ、全部で以下の 6通りが考え

られる。 

                                                   
37 《認証弁法》は 2009年 5月 26日に国家品質監督検査検疫総局局務会議にて可決され、同年 7月 3日に

公布、同年 9月 1日より施行します。 
38 2003年 11月 1日より施行する《中華人民共和国認証認可条例》（国務院令第 390号）第 67条では、リ

スト（強制的に認証を受けなければならない製品リストをさします。）に入る製品が認証を得ていないま

ま出荷、販売または輸入し、もしくはそのほかの経営活動にしようする場合、是正が命じられ、また、5

万元以上 20万元以下のペナルティーが科され、違法所得のアル場合は、没収する。と規定しています。 
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 ここでは、日本国内での展開を除くその他の５つのパターンについて見ていくことにす

る。 

 

4-1 日本国内にサイト開設 

（１） モール型 

日本国内のサイトでモール型でネット販売を展開している代表例としては郵政が行って

いる「JapaNavi」と、SBIベリトランスが行っている「Buy-J.com（佰宜傑）」が挙げられ

る。 

 

日本国内で展開 

モールに出店 

提携サイトで販売 

中国国内の自社サイトで販売 

日本国内にサイト開設 

内資企業がネット販売 

 

図 38 ネット販売スキーム 
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図 39 JapaNavi トップページ 

（https://japanavi.post.japanpost.jp/pg/index.axl?p=1486321&lang=jp&sid=） 

 

 

図 40  Buy-J.com（佰宜傑）トップページ （http://buy-j.com/shop/） 
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（２） 自社ドメイン型 

日本国内で自社ドメインで中国向けネット販売している例として「夢展望」の例が 

ある。 

 

図 41 夢展望トップページ 

 

日本国内のサイトで展開するメリットとデメリットとしては以下のものが挙げられる。 

 

メリット デメリット 

・中国の ICP関連規制の対象外 ・ ウェブサイトが遮断される可能性 

・ 回線速度が遅い 

 

 ウェブサイトが遮断される可能性については政治的なキーワード等が含まれていたりす

る場合に考えられるが、注意を払うことによって回避することは可能だ。しかしながら、

回線速度が遅い点についてはインフラが改善しない限り根本的に解決することができない。

これに関して、中国電信股份有限公司（チャイナテレコム）は上海で光ファイバー網の高

速・大容量化に乗り出し始めた。個人向けブロードバンド容量は１Mbps あるいは 2Mbps

が中心だが、これを 2年間のうちに 60億元をかけて光ファイバー網を整備し、100Mbpsま

で引き上げることを計画している。予定通りに行けば 2011年には 300万戸以上がカバーさ

れる。これが实現すれば日中間の回線速度に関しての障害がなくなってくる。 
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4-2 提携サイトで販売 

商品企画ノウハウ等を提供し、コンサルフィーを徴収している例がある。「MecoxLane」

（http://www.m18.com/）がそうだ。 

「麦網」は中国最大の通信販売会社であるアメリカの MecoxLaneという会社が設立した

上海麦考林国際郵購有限公司により2000年4月に開通した電子ビジネスポータルサイトで

ある。同社の会社紹介によると、 

 

上海麦考林国際郵購有限公司は 1996 年 1 月 8 日に、アメリカの有名なリスクファンド 

( E.M.Warburg Pincus & iVentures) の投資により設立され、实際の投資は 4500万米ドル

を超えています39。麦考林は中国で初めて政府の認可を取得した通信販売業務に従事する外

商投資企業で、現在通信販売及び電子ビジネス分野に携わっており、会社の業務は全国 31

の省、自治区及び直轄市をカバーしています。「麦網」は麦考林社が開設したのみならず自

ら経営している電子ビジネスサイトで、ネットワークと实態が完全に結合し、全面的で、

スピーディー且つ迅速に、高品質なオンライン商品販売及びサービスを提供しており、多

元化した機能、使用の簡便性、購買の利便性を満たしたオンライン百貨店です。 

 

と紹介されているとおり、中国国内のウェブサイトである。 

 

 

図 42 麦網のトップページ （http://www.m18.com/） 

                                                   
39 4500万米ドルという数字は会社紹介からの引用であり、会社の資本金自体は 210万米ドル。 

http://www.m18.com/
http://www.m18.com/
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そして、2007 年 2 月 14 日付の中国情報局 NEWS で、「ニッセン：中国事業開始、上海の

通販大手と提携」というニュースが出されているが、ここでいう上海の通販大手とは「上

海麦考林国際郵購有限公司」のことである。紹介されたニュースは以下の通りである。 

 

通信販売のニッセン（本社・京都市）は 13日、中国の通信販売会社「上海麦考林国際郵

購有限公司」（以下、MecoxLane）と業務提携し、中国で通信販売事業を行うと発表した。

ニッセンはこれまで、海外では韓国、台湾の企業と提携し、現地で通信販売事業を行って

きた。中国大陸での事業は今回が初めて。 

 

MecoxLane はカタログとインターネット販売で中国大陸全土向けにサービスを展開して

いる通信販売大手。主なターゲット層はニッセンとほぼ同じ、20－40代の女性だ。 

 

ニッセンは MecoxLane のカタログとインターネットサイトに自社カタログの写真等の内

容と商品企画のノウハウを提供。MecoxLaneから自社提供のカタログ内容の売り上げに応じ

て使用料が支払われる。 

 

 

 そして、ニッセン（現在：ニッセンホールディングス）のホームページのリリース情報

欄40においては次の通り発表されている。 

                                                   
40 http://www.nissen-hd.co.jp/ir/pdf/IR_07_02_13_2.pdf 

http://www.nissen-hd.co.jp/ir/pdf/IR_07_02_13_2.pdf
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出典：http://www.nissen-hd.co.jp/ir/pdf/IR_07_02_13_2.pdf 

 

以上より、ニッセンについては「麦網」を活用することで、自らは販売分野に直接入ら

ず、商品企画やノウハウ提供を行うことを通じてロイヤリティを得るスキームを採用して

いるということがわかる。 

 

なお、上海麦考林国際郵購有限公司の基本データは以下の通りである。 

 

登記事項 内容 

企業名称 上海麦考林国際郵購有限公司 

所在地 上海市浦東新区東方路 877号 2106审 

法定代表者 顧備春 

登録資本金 210 万米ドル 

http://www.nissen-hd.co.jp/ir/pdf/IR_07_02_13_2.pdf


 

 
Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

62 

企業類型 有限責任公司（中外合作） 

経営範囲 通信販売業務（服装、服飾、オフィス用品及び機材、パソコン、家具の

通信販売業務）、通信販売コンサル、アフターサービス（許可経営に関係

する場合許可証に基づいて経営）。 

経営期限 1996年 1月 8日～2026年 1月 7日 

出資者状況 上海国際服務貿易（集団）有限公司：31.5万米ドル（15％） 

麦考林欧美郵購有限公司     ：178.5万米ドル（85％） 

 

出資者として名を連ねている上海国際服務貿易（集団）有限公司は中国東方国際集団有

限公司グループの会社で、業務内容としては、人材サービスや輸出入業務を主とする会社

である。資本金は 7939 万人民元であり、東方国際集団有限公司の傘下にある企業である。

そして東方国際（集団）有限公司は 1994年 11月 18日に設立されており、現在は上海市国

有資産監督管理委員会が管理している。全国 120の大型企業集団試点卖位及び国家重点企

業であり、米国、欧州、豪州、日本及び香港の世界主要地域に 20余りの拠点を設けている

会社である。 

 

ここで一つの疑問として 1996 年時点で外資に対して小売が開放されていたのか否かと

いう問題がある。これについては、1996年の時点において外資に対して商業小売分野は開

放されていなかったものの、試行されているケースがある。その根拠としては「対外経済

貿易部：《国務院：商業小売分野で外資を利用する問題に関する批復》に厳格な執行に関す

る通知」41にあるが、この中では一部地域で 1 ないし 2 つの外商投資小売企業の試行が認

められていた。しかしながら、1997年に入った後に、あまりにも規定違反による外商投資

小売企業設立の事例が多いということから取り締まりが行われた。このような流れからす

ると、上海麦考林国際郵購有限公司はおそらく上海国際服務貿易（集団）有限公司との合

弁の形態をとることで試行企業として特に設立され、そのまま現在に至っているものと思

われる。 

 

4-3 中国国内の自社サイトで販売 

                                                   
41 1992 年 12 月 15 日〈1992〉外経貿資発第 709 号 
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 中国ネット販売の成功例としてよく取り上げられる DHCは中国国内の自社サイトを活用

してネット販売を展開している。 

 

 

図 43 DHCのトップページ （http://www.dhc.net.cn/top/index.jsp） 

 

4-4 モールに出店 

 2009年 4月よりユニクロは淘宝モールへの出店という形でネット販売を開始した。日系

の大手アパレルによる出店であったことから、かなりの話題を呼んだ。そして開店 10日目

にして淘宝の全店舗の中で売り上げ第一位を達成した。 
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図 44 ユニクロのトップページ 

 

4-5 内資企業がネット販売 

（１） ベルメゾン（http://www.bellemaison.cn/main） 

 

図 45 ベルメゾンのトップページ 

http://www.bellemaison.cn/main
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 ベルメゾンに関しては 2006年 3月 28日付の繊研新聞で以下の記事が報道されている。 

 

千趣会 上海に通販会社 三五物産と共同出資 

千趣会は 27日、中国・上海市に卸・小売事業を行う新会社を三五物産と共同出資によ

り 22日付で設立したと発表した。新会社は今後、通販を事業範囲に含める申請をし、今

秋には通販事業を立ち上げ、5 年後には中国全土の主要都市を対象に展開、売り上げ 1億

6,000万元（約 25億円）を計画している。 

新会社の名称は上海千趣商貿有限公司（上海市浦東新区、董事長＝星野裕幸千趣会経

営戦略部長）。資本金は 5,390 万元、出資比率は千趣会 51％、三五物産 49％。千趣会が

中国内での商品調達、カタログ製作やネットショッピングサイトの構築を受け持ち、三

五物産がＥコマースの運営基盤や物流体制を構築する。 

中国の無店舗販売市場は急速に拡大しており、2010 年には現在の 7 倍以上の 700 億～

800億元になると見られている。 

またネットショッピングも活発で、既にネット利用者の 70％以上が使っているという。 

千趣会としては通販市場を海外にも広げ、事業を拡大、規模のメリットを商品開発、

独自商品生産の効率化に役立てたい考えだ。 

 

上記にある通り、千趣会は経営範囲に通信販売を含むものを目指していたことが伺える。

しかしながら、ビジネススキームとしては上海千趣商貿有限公司が上海倍美丛貿易有限公

司（以下、上海ベルメゾン貿易有限公司という）へ販売を行い、上海ベルメゾン貿易有限

公司がネット販売を行う形をとっている。地場企業である上海ベルメゾン貿易有限公司に

対して「ベルメゾン」の商標を使用させ、販売に関してもその会社から販売する形をとっ

ている。 

 

（２） フェリシモ（http://www.f508.com/） 
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図 466 フェリシモのトップページ 

 

フェリシモの場合も、そのビジネススキームはウェブサイトの所有者である北京幸福生

活貿易有限公司という中国内資企業が販売する形を採用している。なお、同社は連結対象

子会社である。 

 

なお、大商などで構成する日中経済討論会開催委員会が、2003 年 11 月 6 日から 7 日に

「日中経済討論会 2003」を大阪国際会議場他で開催した。その中で小売・流通ビジネスの

拡大が話題となっており、フェリシモの矢崎社長が出席している。その中で、フェリシモ

の中国での通信販売は中国のどういう法律に基づいて展開しているのかという質問に対し

て、以下のように回答している。 

 

（矢崎） そうですね。ですから、先程申しましたように、我々は直接やっていないので

す。我々はそのライセンスを現地の企業に供与しているという形で、我々が自社で独資で

やっているということではありませんので、その辺の法律的なことはよく分からないので

すが、現地の責任者が来ていますので、分かれば。。。。  

（劉） フェリシモ北京オフィスの劉と申します。  

確かにご指摘されたように、中国政府自体は、通信販売に対してまだ明確な法律を出し

ていないというのが現状です。但し、中国国内の企業に対しては、小売という形では別に
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通信販売でもOKだし、店展開でも構いませんので、うちの場合には現地の販売代理にお願

いして販売していただいているかたちです。  

 

 

 ここでは時期が古いこともあり通信販売が話題になっているが、ウェブサイトの所有者

である北京幸福生活貿易有限公司がネット販売を行うスキームをとっている。なお、フェ

リシモは2005年12月に100%出資の中国現地法人芬理希夢(北京)商貿有限公司を設立してお

り、北京幸福生活貿易有限公司と芬理希夢(北京)商貿有限公司の二社の棲み分けだが、連

携を図りつつ北京幸福生活貿易有限公司は店舗販売及び通信販売を、芬理希夢(北京)商貿

有限公司は店舗運営を行っている。 

 

 

５．ICP証の取得要否と規制の实情 

 

 ネット販売における ICP証取得の要否は地域や担当者にとって見解が異なり、曖昧な状

況にある。ICP証を取得していなければネット販売を行ってはならないという警戒を出す

地方、行政機関もあれば、ネット販売は卖なる販売のひとつのツールであるので、店舗さ

え有していれば ICP証を取得していなくとも良いという見解を示すところもある。ここで、

主なネットショッピングサイトの ICPを見ていく。 

 

表 20 主要ネットショッピングサイトの備案/許可証番号 

 ウェブサイト名 会社名称 備案/許可証番号 
1 淘宝網 

http://www.taobao.com/ 
淘宝（中国）软件有限
公司 

付加価値電信業務経
営許可証： 
浙 B2-20080224 
情報ネットワーク伝
播視聴番組許可証：
1109364 号 
互联網药品信息服務
資格証書(浙)-経営性
2007-0002 
浙 ICP備 09029738号 

2 当当網 
http://www.dangdang.com/ 

北京当当科文电子商務
有限公司 

京 ICP 証 041189号 
 

3 京東商城 
http://www.360buy.com/ 

北京京東参佰陸拾度電
子商務有限公司 

京 ICP 証 070359号 

4 卓越亜馬遜 
http://www.amazon.cn/ 

北京世紀卓越信息技術
有限公司 

京 ICP 証 010225号 
 

5 新蛋 
http://www.newegg.com.cn/ 

上海新蛋电子商務有限
公司 

滬 ICP備： 
05006005 

6 易趣網  
www.ebay.com.cn 

上海易趣貿易有限公司 滬 B2-20030155 

http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202007080200026
http://www.amazon.cn/
http://www.miibeian.gov.cn/
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http://www.eachnet.com/ 
7 億貝 E-bay 

http://www.ebay.cn/ 
http://beta.ebay.cn/ 

上海億貝網絡信息服務
有限公司 

滬 ICP備 07011630号 

8 麦考林 
http://www.m18.com/ 

上海麦考林国際郵購有
限公司 

滬 ICP備 05003606号 

9 紅孩子 
http://www.redbaby.com.cn/ 

北京紅孩子互聨科技有
限公司 

京 ICP備 08103087号 
 

10 VANCL凡実誠品 
http://www.vancl.com/ 

凡実誠品（北京）科技
有限公司 

京 ICP備 08000757号 
 

11 時尚起義（韓国サイト） 
http://www.shishangqiyi.com/  

上海振桓实業有限公司 滬 ICP備 06036963号 
 

12 優衣庫 
http://www.uniqlo.cn/ 

上海迅銷实業有限公司 
 

滬 ICP備 09003223号 
 

13 PPG 
http://www.ppg.cn/ 

批批吉服飾(上海)有限
公司 

滬 ICP備 07008923号 
 

 

ICP証を取得していないネットショッピングサイトが尐なくないことがわかる。傾向を

読み取ると、ICP証を取得しているサイトは、自社商品だけを取り扱うようなサイトでは

なく、プラットフォームを提供しているものが中心である。バナー広告等で収入を得たり

していることから、経営性として ICP証を取得したと考えることができそうだ。 

 

 

６．物流 

 

 物流といっても中国国内で完結する物流もあれば、メイド・イン・ジャパンの製品を輸

入するときのように、日本から中国へ搬送し、さらに中国国内で搬送されるという形態も

ある。ここでは国際間物流に関するルール面を中心に説明していく。 

 

6-1 大口 

大口で国際間搬送するのは、基本的に日本側法人から中国側法人との間の物流に限られ

る。従って、ビジネススキームとして考えられるのは B2Bまたは B2B2Cということになる。

貨物が大口であることから、通常通りに通関手続きを行う必要がある。この場合、中国側

で関税及び増値税が発生し、これらを納付して初めて貨物を引き取ることができるように

なる。関税率は貨物によって異なるものの現在のところの平均関税率は 9.8%と、2001年の

WTO加盟時 5.5ポイント下落している。この他、貨物価格に関税を加えた金額に対して 17%

の輸入間接増値税が発生する。日本の消費税率 5%と比べて非常に高い税率であり、採算を

検討する上でかなり重要な要素になる。また、貨物によっては検疫、検査等を通過しなけ

ればならないものもあり、具体例として食品や化粧品に対しては検査検疫が必要になり、

その他には CCC（強制性認証）が要求される貨物もある。 

 

http://www.m18.com/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.redbaby.com.cn/
http://www.vancl.com/
http://www.shishangqiyi.com/
http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.miibeian.gov.cn/
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6-2 小口 

（１）小口通関規則 

小口貨物を日本から送付する場合について考えてみる。小口貨物の取り扱いについては

《中華人民共和国税関法》の中で言及しており、「個人が携帯して出入国する荷物物品、郵

送出入国する物品は、自己使用で、合理数量を限りとしなければならず、そして税関の監

督管理を受ける」42とある。ここで、自己使用と合理数量の定義が必要になってくるが、《税

関法》の中では明確な記述はない。一般的に、自己使用合理数量とは税関が出入国貨物を

通過させる基本原則で、国際的にも通る慣例である。「自己使用」とは、出入国物品が本人

が消費、使用または親類･友人へ贈るものが該当し、販売やレンタルに供するものではない

と解釈されている。「合理数量」については、原則的な規定を制定したに過ぎない。 

 

（２）規定(1,000元)を超える個人宛貨物の通関事情 

《中華人民共和国税関：出入国郵便物の個人物品の限度額及び免税額に関する公告》43の

中で、輸出入相手国によりその物品の限度額及び税額免除額の上限外貨のように定められ

ている。 

 

輸出入先 価格限度額 税額免除額上限 

中国国外 1000元 500 元 

香港・マカオ・台湾 800元 400 元 

 

 この免税額を超過する出入国郵便個人物品に対しては輸入税が徴収される。輸入税とは

《中華人民共和国税関：入国旅実荷物物品及び個人郵便物品の輸入税徴収に関する弁法》44

の中で、関税及び増値税、消費税と定義されている。そしてその納税義務者とは、「課税

個人自己使用物品を携帯する入国旅実及び運送工具サービス人員、輸入郵便物品の受取人、

及びその他方式で課税個人自己使用物品を輸入する受取人」とされている。納税義務者は

自ら納税手続きを行うこともできれば、他者に納税手続きを委託することもできる。 

 

 ただし、輸入税額を算出するに当たり、物品の価値自体がその価格を決定することには

ならない。課税価格（関税の課税標準となるべき価格）及びその税率は「《入境旅実荷物物

品及び個人郵送物品輸入税税即分類表》及び《入境旅実荷物物品及び個人郵送物品課税価

格表》の改正に関して」45の中で定められており、主なものは次の通りである。 

 

表 21 物品別課税価格及び税率 

                                                   
42 《税関法》第 46条 
43 1994年 11月 21日公布、同日施行 
44 1994年 5月 27日 中華人民共和国国務院令第 134号、135 号、国務院関税税息委員会第六回会議を審

議通過 
45 税関総署公告 2007 年第 25 号 
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物品種類 物品名称 卖位 
課税価格

（元） 
税率 

食品 

粉ミルク 1000ｇ 200 

10% 保健食品 1000ｇ 別途確定 

保健飲料 1000ｇ 別途確定 

紡織原材料及びその製品 

上着 着 300 

20% 

ズボン 本 200 

下着 着 100 

カッターシャツ、Ｔシャツ 着 200 

綿製品 本、着 80 

麻、毛、シルク製品 本、着 150 

靴・ブーツ 

革靴、皮ブーツ、運動靴 

足 

300 

10% 皮ブーツ 400 

運動靴 200 

金、銀、宝石及びその製品 金、銀、宝石及びその製品 個 別途確定 10% 

化粧品 

香水 瓶 100 

50% 

パック 枚 20 

アイクリーム 本 100 

リップクリーム 本 20 

ファンデーション 箱、本 100 

マスカラ 本 50 

マニキュア 本 20 

口紅 本 50 

 

なお、課税価格と实際の価格の差が 3 倍（または 1/3）以上に程度に達する場合、現場

の判断で別途価格原則を確定するか物品の实際の価格で計算することができるものとされ

ている。 

 

 郵便輸入物品について、本来は受取人が税関で入国手続きを行わなければならない。し

かしながら、受取人は各地に分散しており、全てが自ら税関で手続きを行うことは現实的

ではない。そのため、税関と郵便局は、郵送入国物品に対して、郵便局が一括して受取人

に代わって税関で通関等の手続きを行い、郵便局税関は検査通貨後に、更に郵便局に投函

する。特殊な状況に遭遇した場合、または受取人の申請要求により、受取人が郵便局を派

出している税関で郵便小包の通関手続きを行うこともできる。限度額を超過する場合、受

取人は税関の指示に従って納税手続き等を行う必要がある。 
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（３）想定される貨物配送サービス 

 日本から中国へ小口で配送する場合、郵便局が行っている EMSと物流会社が行っている

宅配便にいずれかを選ぶことになる。 

 

取扱業者 配送期間 

ＥＭＳ（日本郵政） 2-3日間 

 

中国流通王（スコアジャパン） 

上海：1-2日 

北京：2日 

広州：1-2日 

 

 日本から上海等の大都市へは 2日程度、そこから内陸に送付される場合はこれに数日加

える程度で配送される。前後することはあるだろうが、内陸の中でも大都市であれば 3日

程度での配送も可能となっている。 

 

（４）クレームへの対処事例等 

 日本から最終消費者宛に販売する製品で商品クレームが発生した場合、返品や交換等の

問題が発生する。实務的に返品や交換等の税関手続きは非常に煩雑で、また資金決済を完

了している場合は返金の問題も生じるが、中国の外貨管理が厳格なこともあり、实際に送

金を行うのは決して容易とはいえない。複数の物流業者にヒアリングしたところ、このよ

うな背景もあり、返品や交換等については比較的強い態度で謝絶しているとのことであっ

た。しかしながら、明らかに日本側に非があると認めるに足る場合返品に応じるという対

応が多い。 

 

７．ショッピングモールへの出店 

ショッピングモールの代表格ともいえる淘宝網への出店方法を見ていく。個人として出

店するケースと企業として淘宝モールに出店する方法とがあるが、個人として出店するケ

ースは全くの無料で行うことができ、小規模で開始する場合、個人名義での出店を検討す

るケースも出てくるだろう。 

 

7-1 個人としての出店 

（１）条件 

結論からいうと、淘宝網への外国人個人による出店には「条件」はあるが制限はなく、

香港マカオを除く外国企業は出店できないのが現状だ。 

外国企業が出店できない理由としては中国の法的問題がある。 

淘宝を通じた商品販売は、中国国内での経営活動であり、国内販売と見なされる。しか

しながら中国国内にて法人が経営活動を行うためには「営業許可証」を取得していなけれ
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ばならない。さらに企業の場合、営業許可証を取得後に税務登記を経て（人民元口座）開

設許可証を取得しなければ会社名義の人民元口座を開設することは出来ないことから、淘

宝網とほぼ一体になっている決済システム（中国国内銀行での口座を使用）である支付宝

を利用することができない。 

外国人個人について上記には「条件」と述べたが、個人が国内・国外いずれに居住して

いようが、中国国内の淘宝網（支付宝）指定銀行に口座を開設しているという条件を満た

せば開店することができる。よって、中国国外に住む外国人個人は、渡航して銀行に口座

を開設するか、もしくは代理人にパスポート原本と委任状を渡し46、開設の手続きをして

もらう必要がある。（銀行口座の開設並びにネットバンキング利用については、支付宝オフ

ィシャルマニュアル （http://club3.alipay.com/yy/club/zhifudaquan/index.html）を

参照のうえ各銀行に問い合わせのこと）。 

また、当該サイトには外国語による表示並びにサポートはないので、当然のことである

が、中国語を理解する能力が必要となる。本人が以下の手続きが出来ない場合、それを代

行してもらう個人/会社を通じて行うことになるが、パスポートナンバーや銀行口座など重

要情報を入力することになるので、容易に漏洩しないためにも注意を要する。 

 

（２）淘宝網の「認証」方法 

「外国人個人」の出店に際して、香港・マカオ・台湾・その他外国人の要件ならびに条

件はそれぞれ下記の通りとなっている。 

 

表 22 淘宝における個人販売者の条件 

 条件 

香港・マカオ 

 

淘宝網にて实名認証 

企業も申請可能 

                                                   
46 銀行では口座開設者の身分証明書原本を要求する。外国人の場合、原則としてパスポートの提示が

要求され、本人署名のあるコピーでも受け付けないことが殆どである。 

http://club3.alipay.com/yy/club/zhifudaquan/index.html
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台湾 

支付宝にて实名認証 

企業は申請不可。 

 

中国国内の銀行口座（中国工商銀行、招商銀行、中国建設銀

行、中国農業銀行、中国民生銀行、興業銀行、上海浦東発展

銀行、交通銀行）を持つこと 

提出書類： 

・台胞証 

・中国人の保証人とその身分証明書 

・保証人の保証書 

※提出の証明書類の有効期間は 3か月以上 

その他の外国人 

支付宝にて实名認証 

企業は申請不可。 

中国国内の銀行口座（中国工商銀行、招商銀行、中国建設銀

行、中国農業銀行、中国民生銀行、興業銀行、上海浦東発展

銀行、交通銀行） 

提出書類： 

・パスポート 

・中国人の保証人とその身分証明書 

・保証人の保証書 

 

香港、マカオについては企業法人の出店も認められる。その際の登録住所は香港マカオ

でかまわない。 

 

（３）出店手続き 

ここではまず基本となる個人についての出店までの手続きを紹介する47。 

 

①「淘宝網」への会員登録 

http://www.taobao.com.cn/ へアクセスする。 

                                                   
47 中国現地法人の出店方法については、「淘宝ショッピングモール」の方法を参照のこと。 
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図 47 淘宝網トップページ（http://www.taobao.com.cn/） 

 

画面左上または右側 の（無料登録）をクリックする。 

 

 

図 48 登録方法（携帯電話か email）http://member1.taobao.com/member/newbie.htm 

 

携帯電話による登録/メールによる登録を問うページに行くが、外国からの場合、携帯電

話による登録は対応していないので、メールによる登録を選択 し、（クリ

ックして次へ進む）」をクリックする。 
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図 49 情報入力ページ 

http://member1.taobao.com/member/register.jhtml?src=null&st=null&tg=null&tu=null

&refuser=null&mzone=null 

 

Emailアドレス、ログインネーム、登録パスワード、確認コードを入力し、 

（以下に同意し、提出・登録する）をクリックする。 

 

すると下図の画面になる。 
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図 50 メールによる確認を促すページ 

 

（後一歩、急いであなたのアカウントをア

クティベートして！）との表題とともに、先の情報記入ページで登録したメールアドレス

にメールを送った旨のメッセージが添えられている。通常この画面がでてから 10分以内に

指定メールアドレスに淘宝から URLが記されたメールが届くが（下図）、使用しているアカ

ウントにおいてはメールが届かない、メールがジャンクメールとして処理されているなど

といったことがある。それを確認し、それでもまだメールが届いていない場合、①の 

（アクティベートメールを再送）をクリックし、それでもまだ届かない場

合には、② の（メールボックス変更）をクリックし、メールアドレスを

指定しなおす。なお、淘宝ではヤフー中国のメール･アカウント取得を推奨している。 

メールを受信してから 48時間以内にアクティベートすること。もししなかった場合は最

初からやり直す。 

 

 

1 2 
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図 51 アクティベートメール例 

 

届いたメールに記載されている URLにアクセスする。 

 

 

 

図 52 登録完了のページ 
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「登録成功」のメッセージがでる。 

 

淘宝の会員登録が済むと、支付宝からメールが届き、自動的に支付宝にも淘宝と同じ ID

（＝メールアドレス）でアカウントが作成されたことが通知される。 

その際の支付宝の IDとパスワードは、支付宝と同じである。 

 

 

図 53 淘宝網からと同時にきた支付宝からのメール 

 

 

登録成功後、トップページに戻り、画面上左の をクリックする。ロ

グインしていなければ、会員ログインページ

http://member1.taobao.com/member/login.jhtml?f=top&redirectURL=http%3A%2F%2Fwww.

taobao.com%2F からログインする。 

 

http://member1.taobao.com/member/login.jhtml?f=top&redirectURL=http%3A%2F%2Fwww.taobao.com%2F
http://member1.taobao.com/member/login.jhtml?f=top&redirectURL=http%3A%2F%2Fwww.taobao.com%2F
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図 54 淘宝網トップページ 

 

するとログインした状態で次の画面が表示される。 

 

ここから引き続き「支付宝」の認証登録ページに進むことができる。 

 

 

図 55 認証登録ページの画面 

 

（ここをクリック）をクリックするか、もしくは支付宝のトップページから
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ログインし、支付宝のパスワード設定画面に進む。 

 

② 支付宝でのアカウントアクティベート 

 

 

図 56 アカウントアクティベート画面 

 

ここで「登録パスワード」と「支払いパスワード」を設定し、連絡方法などを入力して 

をクリックする。ここでのパスワードは淘宝でのログイン

パスワードではなく、支付宝へのログイン並びに支付宝を通じた支払いの際に必要なパス

ワード（登録・支払い）である。ここに異なる２つのパスワードを登録することになる。 
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図 57 支付宝登録完了画面 

 

「アカウントアクティベート、おめでとうございます。あなたは支付宝会員になりまし

た」というメッセージが表示されれば「支付宝」会員となり、アカウントがアクティベー

トされたことになる。 

 

 

③ 販売者になる 

これまでの手続きでは、淘宝網・支付宝の会員となることはできたが、販売者としての

实際の使用はまだできない状況である。ここから、支付宝（淘宝網）と銀行の関連付けを

する手続きを行う。 
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