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に向上するプロセスとなっている（図1参照）。それ
に拍車をかけるもう一人の立役者が、発達する宅配
サービスである。加えて経済のグローバル化により、
消費者のニーズが多様化し、伝統的な対面取引は消費
者のニーズを満足させることができなくなった。実際
の商取引をみると、店を構えながらネットスーパーの
ような電子商取引を同時に行う事業者が増えているの
が実態といえる。

OECD（経済協力開発機構）によれば、電子商取
引とは「コンピューターネットワークを介して行われ
る財やサービスの取引のこと」と定義されている。こ
の定義は明らかにコンピューターネットワークの利用
に重点が置かれたものである。しかし、伝統的な商取

過去数百年を振り返れば、商取引は伝統的な対面取
引から現在の電子商取引（e-commerce）にまで形が
大きく変化した。対面取引は買い手（buyer）が店頭
で商品またはそのサンプルを見てそれを購入し、直接
支払うやり方である。そのなかで、信用のある取引先

（法人や個人）であれば、店（売主）は信用取引を認
めることもあろう。

インターネットが発明されるまで、電話とテレビの
普及を受けて、テレフォンショッピングとテレビ
ショッピングが伝統的な対面取引の一部に取って代
わった。消費者（buyer）は実際の商品やそのサンプ
ルを手に取ることなく、電話やテレビを通じて得た商
品に関する情報に基づいて商品の購入を決める。

むろん、商品に関する情報に偽りがあることもある
ため、商品の売買契約は、法によって消費者が手厚く
保護される制度設計になっている。すなわち、商品を
購入した消費者は、商品の品質いかんにかかわらず、
満足できない場合、一定期間内であれば当該商品を返
品できる権利が保障されている。こうした消費者保護
の法整備により、商品の信用取引はさらに増えるよう
になった。要するに、商取引に関する法整備は生産者
保護よりも、消費者保護に軸足が置かれているという
ことである。

商取引の利便性は、消費者ニーズ、消費に関する情
報、テクノロジーの発達と関連の法整備によって徐々
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図1　商取引の進化と信用度の向上
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の成長と等身大のGDP統計に改めていきたいという
狙いもあるようだ。

問題は、なぜ中国経済は急減速するようになったの
かである。

中国経済をけん引してきた最重要の変数は、いうま
でもなく投資だった。その投資を支えているのは高い
貯蓄率である。中国は貯蓄率が高いために家計の消費
が抑制され、その流動性の多くは国有銀行によって国
有企業に仲介されている。国有企業は政府が保護して
いるため、採算を度外視してまで設備投資を拡大させ
てきた。

通常、新興国経済は、キャッチアップの段階での投
資が重要な役割を果たす。そして経済の発展とともに
消費が徐々に拡大し、成長をけん引する主力エンジン
になっていくのが一般的である。それに対して、中国
の場合、①所得格差の拡大と、②社会保障制度の未整
備に加え、③貯蓄を奨励する高金利政策が一貫して取
られてきた。現在、世界の主要国の多くで、ゼロ金利
またはマイナス金利が実施されているが、中国の金融
機関に適用されている基準金利は2％台と高い水準に
なっている。

なぜ中国は貯蓄を奨励する政策を取るのか。それ
は、投資と貿易は基本的に政府主導で行われているた
め、国有銀行に資金を集約させる必要があるからであ
る。中国型市場経済の大きな欠陥の一つは、国民レベ
ルで納税意識が極端に低いということである。政府は
税収を増やそうと努力するが、十分に効果が上がらな
い。結局のところ、貯蓄を奨励することで資金を集約
させるやり方しかない。政府にとり国有銀行は第二の
国家財政のような存在である。

中国の政策当局はいかにして消費を促すかという難
しい問題に直面している。経済学的には、貯蓄率が高
ければ、消費性向と消費率が自ずと抑制されてしま
う。中国人の貯蓄行動と消費行動をみると、収益性を
高めようとする資産運用が重視されるあまり、消費を
控える傾向は強まる一方である。

過剰な投資は、結果的に必要のないインフラ施設の
建設と国有企業を中心に過剰設備が生まれ、経済成長
の足かせとなっている。国際貿易が順調に拡大してい

引と電子商取引を比較した場合、最大の違いは、取引
の手段ではなく、取引双方と、両者をつなぐ配送業者
の間の信用度の向上である。この信用度を担保してい
るのは消費者を保護する法制度で、それが整備されて
いるから電子商取引が急速に浸透しているのである。
なによりも意味が深いのは、法整備が十分ではないと
いわれている中国が、電子商取引の大国になっている
ことである。中国では、その信用のギャップはいかに
補われているのだろうか。

中国の景気減速と経済の構造問題

中国経済は、実質GDPは1981年から2010年まで
の30年間、年平均10.1％という奇跡的な成長を成し
遂げたが、それ以降は景気が減速し、2011〜16年の
間の年平均成長率は7.6％にとどまった（図2参照）。
ちなみに、2017年の経済成長率目標は6.5％前後と設
定されている。習近平政権になってから、7％前後の
成長は「新常態」（new normal）と定義されている。

「新常態」の意味は、10％以上の高成長を無理に目指
すことを必要とせず、7％前後の中成長で十分である
ということのようだ。

中国の地方政府の幹部にとり、経済成長は自らの業
績を表す重要な指標とみなされ、各地の政府幹部は無
理に高成長を目指すことが習慣になっている。なかに
は、データを偽ってまで高成長だと発表する地方も少
なくない。「新常態」は偽りの高成長を是正し、実際

図2　中国の景気減速と「新常態」

資料：中国国家統計局
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た。取り扱う商品の品数も少なかった。30年代に入
り、スーパーの前身に当たる大型店舗が現れた。40
年代、これらの店舗で取り扱われた商品のほとんどは
軍需品だった。実際に、大規模なスーパーが飛躍的に
成長したのは50年代以降のことである。モータリ
ゼーション（自動車の普及）の始まりを受けて、大型
スーパーに1000台もの車を収容できる駐車場を整備
し、取り扱うアイテムは8000種類以上にも上るよう
になった。

日本でスーパーが出現したのは1950年代の初頭と
される。ただし、実際に大店舗規制が緩和されたのは
1990年代に入ってからのことであり、流通業に革命
を起こしたのはダイエーだったといわれている。最近
の傾向は郊外に大型店舗が設置され、名実ともに総合
スーパーとなり、それにアミューズメント機能も備え
る。また、ネットスーパーを実施する店舗も増えてい
る。注文を受け付けて、その日のうちに商品を宅配す
る便利なサービスである。これは日本の少子高齢化に
対応するサービスの向上といえる。そのほかに、日本
には生協（生活協同組合）という生鮮食品を宅配する
サービスとシステムが存在する。日本社会の少子高齢
化により、ネットスーパーや生協などのこうした宅配
サービスを利用する消費者が増えるものと思われる。

一方、中国の流通の実態を考察すると、1978年「改
革・開放」政策以前においては国営商店がほとんど
だった。セルフサービスはまったくなく対面販売で
あった。当時の中国では、生産から販売まですべてが
国の経済計画に基づいて行われていた。「改革・開放」
政策以降、国営商店のほとんどが民営化され、また、
外資流通業と民営資本の参入が相次ぎ、中国の流通業
は様変わりしていった。2001年、中国はWTO（世
界貿易機関）に加盟した。そのとき中国政府は国際社
会に対して、「金融業を含めてすべてのサービス業を
開放する」と約束した。それを境に、中国は世界の工
場に加え、世界の市場としての存在が期待されるよう
になった。

実際に、中国で総合スーパーが普及したのは、
2008年の北京オリンピック・パラリンピック以降だっ
た。その背景に、中国の1人当たりGDPの拡大が

れば、国有企業の過剰設備の問題は見え隠れし表に出
てこないが、中国の国際貿易は2015、16年の2年連
続でマイナス成長となり、国有企業の過剰設備問題が
一気に浮き彫りとなった。

むろん、中国国有企業の過剰設備の問題は単なる国
有企業のバランスシートの問題だけではない。これ
は、政府主導の経済から市場主導の経済への転換が求
められる重要な課題でもある。

電子商取引の役割と発展の可能性

伝統的な対面商取引は、生産者から消費者までの
「距離」が長いという消費者にとってのデメリットが
ある。卸と小売りの間にある何重もの問屋を経ること
で商品が消費者に送られてくるため、合理性が説明で
きないほど価格が高くなることがある。近代的な流通
の重要な課題の一つは、流通の「距離」を短くするこ
とによって消費者余剰を最大化することである。

消費者にとってのこうしたデメリットについて、従
来の消費者行動論では、商品やサービスを安定して提
供するための必要な仕組みだといわれている。ただ
し、本来の流通の役割は、生産者から消費者へ財や
サービスの情報を送るだけでなく、消費者ニーズの情
報を生産者へフィードバックすることも重要な一環で
ある。しかし、問屋のシステムは生産者と消費者の間
に存在する情報のギャップを必ずしも穴埋めすること
はできていなかった。

このようななかで消費者ニーズの多様化が進み、小
規模店舗では消費者ニーズに応えられなくなり、生産
者は情報のこうした非対称性に対応しきれなくなっ
た。それに代わって大規模な総合スーパーマーケット

（スーパー）が現れるようになった。しかも、総合
スーパーは単に仕入れた商品を販売するだけでなく、
プライベートブランド（PB）商品を多数販売するよ
うになった。PB商品のほうが消費者ニーズに対応し
やすいメリットがあるといわれている。

アメリカでは、1920年代、スーパーが誕生する前
は、チェーンストアが主流だった。当時のチェーンス
トアのほとんどはワンマン店舗であり、対面販売だっ
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あった（図3参照）。2007年の中国の1人当たりGDP
は2645ドルだったが、2008年には3404ドルに拡大
した。消費者の購買力の向上こそスーパー誕生の推進
役だった。むろん、中国における流通業の繁栄は国営
資本が撤退し、民営資本や外国資本が参入できたから
である。

中国における電子商取引の発達

中国は世界最大の電子商取引の国である。2014年
の時点において中国の電子商取引の売上はアメリカの
1.5倍、日本の6倍にも相当する規模だった（図4参
照）。eMarketerの推計によると、2019年に中国の
電子商取引の売上はアメリカの3.6倍、日本の14倍へ
とさらに成長すると予想されている。

一方、2014年、中国国内における小売業に占める
電子商取引の割合（EC〈電子商取引〉化率）は
12.4％だったが、2019年になると33.6％に拡大すると
予想されている。それに対して、アメリカのEC化率
は2014年に6.4％に過ぎず、2019年でも9.8％にとど
まるとみられる。同様に、日本のEC化率は2014年
は5.9％で、2019年でも9.7％にとどまると予想され
ている（図5参照）。
「China Focus No.8」でも述べたように、中国の既

存の総合スーパーは消費者ニーズに十分に応えきれて
いないために、中国人消費者は店舗離れが進んでい
る。2016年時点で、中国のネットユーザーは7億人

を超え、ウェブサイト数は482万に達し、ウェブペー
ジ数は2360億に上るといわれている。

中国では、近年不動産バブルにより店舗の賃貸料が
上昇し、それにより多くの店舗が窮地に立たされてい
る。2010年以降、中国でもモータリゼーションが始
まり、それに応じてスーパーの規模も拡大していっ
た。ただし、多くのスーパーでは、駐車スペースが限
られていることもあり、わざわざスーパーへ出向いて
買い物するよりも、ネットで買い物したほうが利便性
は高いと考える消費者が少なくない。

図3　中国の1人当たりGDPの推移（1980～2016年）

資料：IMF
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図4　中国と日米における電子商取引の伸長
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図5　中国と日米におけるEC化率の推移

注： ①2015年以降は推計値
　　②EC化率はすべての商取引金額に対する電子商取引の割合と定義さ
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今の中国社会において多くの高齢者はインターネッ

トを利用せず、近所で買い物を済ませる。サラリーマ
ン家庭は基本的に共稼ぎが一般的であるため、スー
パーへ買い物に出かけるよりも、ネットで済ませる人
が増えている。アメリカの消費者市場リサーチ企業
Nielsenの調査によると、中国では、所得の高い家庭
ほどネットショッピングの頻度が高い。具体的には、
月給8000元（約12万8000円、1元16円で換算）以
上の家庭の8割はネットで買い物をするといわれてい
る。また、いわゆる高学歴の者ほどネットで買い物す
る傾向が強い。具体的には、学部卒以上の7割はネッ
トで買い物をするといわれている。

同社による中国人消費行動に対する調査では、ネッ
トショッピングを行うメリットとして、①価格が安い、
②利便性（宅配してくれる）が高い、③時間を節約で
きる、④いろいろな商品と比較できる、⑤他人の消費
行動と経験談が参考になる、などが挙げられる。それ
に対して店舗で買い物をするときのメリットとして
は、①買ってすぐに使える（即時性）、②ショッピン
グを体験できる、③品質について安心できる、④サー
ビスを受けられる（商品の機能などに関する説明）、
といったことが挙げられる。しかし、中華全国商業信
息中心の調査で明らかになった現実問題は、総合スー
パーTOP100社の売上の伸び率は2013年以降、著し
く低下し、2015年と16年は2年連続でマイナス成長
となったことである（図6参照）。

中国における電子商取引の 
主なトレンド

いうまでもなく、従来の対面販売店舗にとり、電子
商取引はライバルである。しかし、実際には、消費者
にとり、店舗と電子商取引は必ずしも二者択一にはな
く、両者はむしろシナジー効果を発揮してウィンウィ
ンの関係を築くことができ、プラスサムゲームを展開
するケースも少なくない。というのは、中国と日米な
どの主要国でみられる現象として、既存店舗はネット
スーパーを開設するなどして電子商取引に業務を広げ
ているからである。また、一部の電子商取引事業者は
消費者へのプロモーションを強化するため、限定的に

店舗を併設するケースも現れている。
店舗サービスの場合、店員は消費者に商品やサービ

スの情報を説明するなど商品を売り込むことができ、
消費者も商品をみてときには衝動買いすることもあり
うる。それに対して電子商取引は、ネット上の知らな
い他人の口コミ情報を参考にでき、商品に関する情報
をより正確に知ることができる。中国の場合、中国版
LINEの「微信」（WeChat）により、自らが加入し
ているグループ内のつぶやきを通じて、さまざまな商
品とサービスの情報を入手することができる。

そして、現実的にはどれほど規模の大きい総合スー
パーやショッピングモールでも、その品揃えには限界
がある。日本では、たとえば関東のスーパーや百貨店
で北海道物産展や九州物産展などがときどき開催され
るが、長くても数日で終わる。同様に中国でも、北京
の人は本場・四川省の食材がほしいときがある。電子
商取引の場合、いつでもどこでもそれを購入できると
いう利便性がある。

さらに、店舗で買い物するのはあくまでもショッピ
ングを目的としている消費者であるが、電子商取引
は、個人が消費者であると同時に、自らもネット上で
店を開き、商品とサービスに関する情報発信もでき
る。マクロ経済の観点からみると、電子商取引は雇用
を創出することができ、社会の安定に寄与することも
期待されている。

表1に示したのは、中国において電子商取引が飛躍
的に発展するようになった種々の背景である。そもそ

図6　中国総合スーパー TOP100社の売上伸び率の推移
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中国では、対面店舗が品質の悪い商品を販売して売
り逃げた場合、消費者は泣き寝入りするしかないケー
スが多い。それに対して電子商取引は、店舗よりも情
報が対称的であるため、一部において悪徳事業者は存
在するが、情報のその対称性によってかなり抑制され
ている。悪徳事業者が抑制されるのは、行政当局の規
制というよりも、消費者の口コミ情報の強い圧力によ
るところが大きい。

「越境 EC」のさらなる発展の可能性

eMarketerの推計によると、中国の電子商取引の
規模は、売上ベースではすでに90兆円に達している
とみられる（2016年）。そのうち「越境EC」の規模
は約4兆円であり、日本からの越境ECは1兆円を超
えているといわれている（富士経済）。

中国国家旅游局の発表によると、毎年1億4000万
人の中国人が海外旅行をしている。中国人が海外旅行
でする買い物は、香港で、日本など外国産の粉ミルク
や紙おむつなどのベビー用品がほとんどである。とい
うのは、中国国内では、国産粉ミルクにメラミンなど
が混入する事件が起きているからで、一人っ子のた
め、たとえ高くても両親は安心できるベビー用品を購
入したいのが世相になっている。こうした流れのなか
にあって、広東省の住民の中には、実際に旅行するの
ではなく、毎日香港を往復してベビー用品などを買っ
て帰り、それをビジネスにしている人が増えていると
いう。このような旺盛な消費者ニーズこそ、越境EC
が急成長する土壌である。

越境ECに拍車をかけたのが、中国の経済発展と外
貨両替の自由化である。1人当たりGDPの拡大によ
り中国人の購買力は向上した。そのうえ、2005年7
月以降、人民元は世界の主要通貨に対して切り上が
り、外貨両替の限度額も1年間5万ドルに増えた。富
裕層を中心に海外で安心な商品を買うようになり、い
わゆる「爆買い」は一つのトレンドになった。

中国人旅行者は日本に来て電気炊飯器や高級ヘアド
ライヤーを大量に購入していた。一時期、中国人旅行
者は１人当たり平均5台ぐらい電気炊飯器を買って

も中国は新興国であるが、インターネットと通信技術
のレベルアップは、新興国の後発優位性によって先進
国よりもスピードが速い。そして、中国のネットユー
ザーの7割以上はスマートフォン（スマホ）を使って
インターネットにアクセスしているといわれている。
スマホは、ネットショッピングとネットバンキング

（FinTech）を利用する場合、パソコンよりもはるか
に便利である。だからこそ「モバイルショッピング」
とまで呼ばれている。すなわち、移動しながら買い物
できるという意味である。

これらのうち、たとえば化粧品のように、個人の嗜
好と商品の特性がマッチングするかどうか、インター
ネットの画像を見るだけでは判断できないものもあ
る。消費者のなかには、まずネット通販サイトでこう
した商品に関する情報を収集して、そのうえで、店舗
で実際に商品を確認し、最後は、ネット通販と店の価
格を比較して、価格の安いほうを購入するスマートな

（賢い）買い物をする消費者が増えているようだ。こ
れは「webrooming」あるいは「showrooming」と
呼ばれる現象で、繰り返しになるが、店舗と電子商取
引はライバルではなく、むしろ補完的な関係にあると
いえる。

したがって、電子商取引は消費者に利便性を提供す
るだけでなく、生産者と電子商取引事業者に消費者
ニーズの情報をフィードバックするなど、ビジネスモ
デルの最適化にも大きく寄与するようになっている。
結局のところ、電子商取引は消費者に適切な商品情報
を送り届けることによって、消費者から信用を勝ち取
ることで急成長したのである。

表1　中国において電子商取引が飛躍的に
発展する背景

1． インターネットとネットワークのレベルアップとスピー
ドアップ

2． ネット決済の普及

3． 宅配サービスの進化

4． 電子商取引事業者の競争によるサービスの向上

5． ネットユーザーの増加とネットショッピングの選好

資料：第12回華人企業サミットの発表資料
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帰っていた。これらの白物家電の多くは中国で製造さ
れており、当然のことながら、中国でも販売されてい
る。2016年になると、電気炊飯器を買う中国人旅行
者は急減し、市販の薬品・サプリメントや化粧品など
の日用品の購入が増えた。

2016年に日本を旅行した中国人旅行者は600万人
に上るといわれている。その多くはリピーターであ
る。彼らの主な目的は買い物というよりも日本でサー
ビスを体験したいということのようだ。その代わり
に、購入したいものについては越境ECで入手する。

図7に示したとおり、中国の越境ECは2013年以降
飛躍的に発展している。いうまでもないことだが、越
境ECの規模が拡大するにつれ、その伸び率は次第に
低下していくと予想される。しかし、2016年の実績
をみると、越境ECの規模は依然として前年比23.5％
も伸びている。

越境ECが急伸する背景には、中国政府がそれを促
していることがあるといわれている。旅行者が海外で
買い物をし、それらを持ち帰るとき、空港などの税関
で、限度額を超えた輸入商品に払う関税には抜け落ち
る部分がある。ところが越境ECであれば、個人では
なく輸入業者が中国国内の空港や港で通関手続きをし
なければならない。これであれば納税を逃れる機会は
大きく減少する。同時に、消費者にとり利便性も高く
なるというメリットがある。

中国のネット調査会社iiMedia Researchの調査に
よれば、月給5000元から8000元まで（8万円〜12万
8000円）の中所得層の30.9％は越境ECを利用してい
るという。そしてその利用者は、男性が26.4％である
のに対して女性は73.6％であった。さらに84％は19
〜40歳の年齢層である。それに加えて77％は大都市
の住民である。このトレンドからもわかるように、中
国人越境EC利用者は、一定の収入以上の若い年齢層
に集中し、ネットインフラと宅配サービスが整ってい
る大都市に集中している。

中国の越境EC大手プラットフォーム「海淘」の発
表によると、越境EC利用者の31.4％は「毎週2、3
回」、関連サイトを検索するといわれている。そして、
28.1％は「毎週4、5回」、17.2％は「毎週1、2回」閲覧

する。利用者1回の閲覧時間は、約58.5％が「11〜30
分間」、さらに、27.3％は「毎月1回」、越境ECで買
い物をする。23.1％は「2か月に1回」であるという。
それに、1回当たりの買い物額は、42％が「301〜500
元（約5000〜8000円）」、「501〜1000元（約8000〜1
万6000円）」は22.4％に上る。越境EC利用者が購入
する主な商品は、化粧品（43.2％）、ベビー用品

（41.5％）、アパレル商品と履物（36.1％）、カバン類
（33.0％）、家庭インテリア（28.8％）、栄養剤・サプ
リメント（20.4％）となっている。

中国人越境EC利用者のうち、36.2％は「越境EC
で購入する商品・サービスについて安心できる」と答
えており、「価格が相対的に安い」は34.5％、「品揃え
がよい」は19.4％となっている。

むろん中国は、越境ECのみならず、電子商取引事
業もまだ草創期にあり、関連の法規が十分に整備され
ていない。市場規模が拡大しているのは確かなことだ
が、新規参入のハードルが低いため、玉石混交の状況
にある。適正な事業者かどうかを判断する基準の変数
は、①資金力、②人材、③戦略の３つにかかる。越境
ECを含む電子商取引は、普通の店舗と同じようにど
のような品揃えをアレンジするのかが重要である。そ
のためには、どの年齢層と所得層にターゲットを定め
るかの戦略も重要である。電子商取引の恐ろしさは、
１回の取引の失敗がネットに書き込まれ、口コミによ
りすぐさま信用が失墜する可能性である。また、同業
者による買収戦略などのリスクにもさらされる。

図7　中国の「越境EC」売上と伸び率の推移

注：2017年と18年は推計値
資料：中国商務部、海関総署
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最後に、越境ECを含む電子商取引のさらなる発展
を促すには、１に信用、２にthe rule of law（法治）
が必要不可欠である。現在、重要な転換点に差し掛
かっている中国経済にとって、その構造上の歪みを是
正し、持続的な経済発展を促進できるかは、電子商取
引が健全に発展していけるかどうかにあり、電子商取
引はこれからのすべての改革の試金石となる。

● 著者Profile

柯  隆（カ リュウ／Ke Long）

富士通総研経済研究所主席研究員
中国南京市生まれ。1988年来日。92年愛知大学法経学部
卒業、94年名古屋大学大学院経済学研究科修士課程修了。
長銀総合研究所を経て富士通総研経済研究所の主任研究員
に。2006年より現職。静岡県立大学グローバル地域セン
ター特任教授・広島経済大学特別客員教授兼務
主な著書に『中国の不良債権問題──高成長と非効率のは
ざまで』（日本経済新聞出版社）、『チャイナクライシスへ
の警鐘』（日本実業出版社）など多数

中国電子商取引のさらなる発展の 
展望と課題

中国商務部の発表によると、既存店舗のうち、「専
門店」以外、「総合スーパー」や「百貨店」などすべ
ての売上はマイナス成長になっている（図8参照）。
すでに述べたように、中国人消費者は、若年層を中心
に店舗での買い物からネットショッピングにシフトし
ている。それを受け、ネットスーパーなど、電子商取
引を組み込んだ店舗が進化を遂げつつある。結局のと
ころ、電子商取引は店舗に食い込んでいるのである。

中国政府は電子商取引のさらなる発展を成し遂げる
ために、現在、「電子商務法」の起草に取り組んでい
るという。今まで電子商取引は、関連の法規が十分に
整備されていないなかでも、試行錯誤で模索しながら
発展してきた。事業者間の不当な競争は業界の秩序を
乱すことも多々あったといわれている。とくに、信用
度の低い悪徳事業者の参入により、消費者の信頼を阻
害することも起きている。「電子商務法」の一つの重
要な作業としては、事業者とプラットフォームに対す
る評価およびその信用格付けに着手することだといわ
れている。

中国政府が電子商取引の発展を重視するのは、それ
が経済をけん引する力への期待と雇用の創出効果が大
きいからである。ただし、電子商取引の発展には、信
用秩序が担保されなければならない。また、中国政府
が越境ECを推進しているその重要な器となっている
のは、「一帯一路」という巨大なユーラシア経済圏を
またがる構想とも合致するからである。

そして、次の目標の一つは電子商取引を農村地帯に
浸透させることである。中国では、所得をはじめ格差
が拡大している。このうち情報の格差を是正するには
電子商取引の浸透が有効なツールと思われる。

さらに、2015年、国務院は「越境電子商務の健康
的かつ快速発展に関する指導意見」を通達として出し
た。ここで、中国政府は越境ECの発展を促すため、
沿海部を中心に、一部の大都市で通関などのテストを
行うとしている。越境ECが発展すれば、関税収入が
大きく増える可能性があるとも期待されている。

資料：中国商務部

百貨店 専門店 総合スーパー ショッピング
モール

2014年

図8　中国主要小売店舗売上伸び率の比較
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別表　中国経済主要指標（2011～2017年1－6月）

単位 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.1-6

実質GDP成長率 前年比、％ 9.2 7.8 7.7 7.4 6.9 6.7 6.9

第1次産業 〃 4.3 4.5 3.8 4.0 3.9 3.3 3.5

第2次産業 〃 10.3 8.1 7.9 7.3 6.0 6.1 6.4

第3次産業 〃 9.4 8.1 8.3 8.1 8.3 7.8 7.7

固定資本形成 〃 23.6 20.6 19.6 15.7 10.1 8.1 8.6

不動産投資 〃 27.9 16.2 19.8 10.5 2.8 6.9 10.2

小売総額 〃 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6 10.9 10.4

輸出入総額 〃 22.5 6.2 7.5 3.4 －7.0 －6.6 13.0

輸出 〃 20.3 7.9 7.9 6.1 －1.8 －7.7 8.5

輸入 〃 24.9 4.3 7.3 0.4 －13.2 －5.5 18.9

貿易収支 億ドル 1,549 2,311 2,590 3,831 5,945 4,888 1,851

直接投資実行金額 前年比、％ 9.7 －3.7 －2.9 1.7 7.9 13.5 n.a.

外貨準備 10億ドル 3,181 3,310 3,821 3,843 3,330 3,010 3,057

消費者物価上昇率 前年比、％ 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4 2.1 1.4

マネーサプライM2 〃 13.6 13.8 13.6 12.1 13.3 13.4 9.4

実質収入：農村住民 前年比、％ 17.9 10.7 12.2 9.2 8.2 6.2 7.4

都市住民 〃 14.1 9.6 7.0 6.8 7.5 5.6 6.5

都市部失業率 ％ 4.1 4.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1

（注）  ①都市部住民の実質収入は1人当たり可処分所得、農村住民の収入は1人当たり純収入である。
        ②都市部失業率は、2012年までは、登録失業率であるのに対して、13年以降は調査ベースの失業率である。
（資料）中国国家統計局、中国商務部、中国人民銀行、中国人力資源社会保障部
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