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ｅコマース大国、中国の状況
ｅコマースが盛んな国といえば、米国などの先進国をイメージする方も多いと思いますが、
実は、市場規模が一番大きい国は中国となっています。
中国のｅコマース市場は現在も急速な拡大を続けており、今後の成長も見込まれます。今
回は、中国ｅコマース市場拡大の背景と中国ｅコマース市場をけん引する銘柄のひとつと
して、アリババグループをご紹介いたします。
世界のｅコマース市場規模上位５ヵ国ランキング
3位

英国

1位

1,061
億米ドル

中国

2位

9,276
5位

米国

3,984

億米ドル

億米ドル

ドイツ

577

億米ドル

日本

774
4位

億米ドル

※2016年時点
出所：経済産業省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

ｅコマース市場シェア世界第１位
【拡大が予想される中国ｅコマース市場】
中国のｅコマース市場規模は、数年前に米国を
抜き、現在世界第１位の規模となっています。
およそ14億人の人口を抱える「巨大な市場規
模」という事実に加え、著しい経済成長を遂げ
ていることなどから、中国のｅコマース市場は
今後も堅調な成長が期待されます。
では、中国でｅコマースが浸透しやすい背景を
見ていきましょう。

（兆円）
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中国のインターネット通販市場規模の推移
予測値
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出所：IMF、各種情報をもとにアセットマネジメントOne作成
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※期間：2012年～2018年（年次、ただし2016年以降予測値）
※1元＝16.96円（2017年9月末時点）で換算
出所：ジェトロのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページを
ご覧ください。
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【中国のｅコマース市場拡大の背景】
中国ｅコマース市場拡大の背景には、大きく分
けて決済要因、地理的要因、通信環境要因があ
ります。

2.地理的要因
＜手軽な購入手段＞
経済成長により、中国の消費者の購買力は上昇
しました。
中国は土地が広く、店舗が自宅から遠くにある
ことや、商品の質・品揃えが先進国対比で劣る
水準にあることから、消費者は商品数が豊富で
良質なｅコマースに流れる傾向にあります。

1.決済要因
＜ 電子マネーの普及＞
中国ではクレジットカードの審査に通る人数が
先進国に比べ少ないうえ、クレジットカードを
使用できる店舗が都心部に集中しているため、
クレジットカードの普及率は低水準にあります。
また、偽札の横行などから現金の信用力が低く、
支払い手段として電子マネーが普及しています。
電子マネーはアプリをインストールして、ス
マートフォンで店舗のＱＲコードを読み取るだ
けで決済できるため、中国で重要なものになっ
ていると考えます。
中国において過去3ヵ月間にモバイル決済を利用した人の割合

3.通信環境要因

＜インターネット利用率の拡大＞
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※都市部の消費者が対象
出所：日本銀行のデータをもとにアセットマネジメントOne作成
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商品の真偽性
中国では、売買されている品物・サービスに対
する真偽性に常に注意する必要があることを中
国の消費者は十分に理解していると言われてい
ます。
ｅコマースでは購買を決定するまでに「他社と
の比較・研究等」を行うことができることから、
中国には先進国以上にｅコマースが浸透しやす
い特性があると考えます。

※期間：2000年～2016年（年次）
出所：ITUのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

中国のインターネット利用率は2000年以降急
速に上昇しましたが、米国や日本に比べると低
く、伸びしろがあると考えます。

出所：各種情報をもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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【これからも拡大が予測される中国ｅコマース市場】
中国における日本からの越境EC市場規模
（兆円）
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※期間：2016年～2020年（予測値）
出所：経済産業省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

中国人観光客による「爆買い」が一時話題にな
りましたが、現在では中国人が越境ECを通じ
て日本製品を購入するというケースが増えてい
ます。
たとえば日本製の紙おむつなどの衛生用品は中
国でとても人気がありますが、店頭では高額で
売られているため、相対的に安く、正規品が流
通している通販サイトで多く購入されています。
貨幣の支払い手段として電子マネーが普及して
いる中国において、インターネットを使用した
商品購入への抵抗は少なく、実在する店舗より
も質の良い商品を安く手に入れられるｅコマー
スはとても魅力的なものであると言えます。人
口の多い中国でインターネットがさらに普及す
ることで、中国ｅコマース市場の拡大は今後も
続くと考えられます。

中国一の市場規模を有するアリババグループ
中国のｅコマース市場の6割程度を占める天猫Tmallというサービスがあります。
天猫Tmallを運営するのはアリババグループ（以下、アリババ）であり、中国ｅコマース市場に大きな影響
を与えています。以下では、アリババについて紹介していきます。

中国におけるBtoC事業者のｅコマース市場シェア

1999年に設立されたアリババは、中国で最も
ｅコマースの市場規模が大きいことで知られて
います。
アリババは、BtoB（企業間取引）、BtoC（企
業 と 消 費 者 の 取 引 ） 、 CtoC （ 消 費 者 間 の 取
引）のオンライン取引プラットフォームや決済
サービス、クラウド・コンピューティング等の
サービスを提供しています。

その他
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【多様なサービスの提供】
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※2015年時点
出所：ジェトロのデータをもとにアセットマネジメント
One作成

出所：アリババのホームページ、各種情報をもとにアセッ
トマネジメントOne作成

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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【アリババの多岐にわたる事業展開】
アリババドットコム
インターネット上の国際BtoBプラットフォー
ムサービスです。国際サイトのアリババドット
コムや、中国国内取引のための中国サイト
1688ドットコム、小口取引が可能な卸売サイ
トのアリエクスプレスドットコムの3つのサイ
トを軸に、世界のバイヤーとサプライヤーのオ
ンラインビジネスをサポートしています。

タオバオマーケットプレイス
2003 年 に オ ー プ ン し た 中 国 最 大 級 の CtoC
ショッピングサイトです。出店料が無料で、個
人ユーザーが出店、個人同士で商品の取引を行
います。掲載商品点数は8億点以上、会員数は
5億人以上で、アクセス数の多いサイトとして
知られています。

天猫Tmall
中国のBtoCオンラインショッピングモールで
す。中国で最もアクセス数の多い総合ショッピ
ングモールとしても知られており、中国国内で
は6割近くのシェアを誇っています。
保証金、販売手数料などの出店費用が必要であ
り、タオバオマーケットプレイスなどに比べ出
店のハードルが高くなっていますが、その分信
頼できる商品の取引が可能となっています。
アリペイ
中国最大のオンライン決済サービスであるアリ
ペイを提供しています。アリペイでは、公共代
金の支払いから航空チケットの購入まで日常生
活で必要なサービス代金をすべて支払うことが

できるほか、友人との飲食代の割り勘などもす
ることができます。その利便性から、アリペイ
は中国で最も普及している決済サービスとなっ
ています。
タオバオマーケットプレイスや天猫Tmallなど
のサイトから商品を購入する際もアリペイが使
用でき、また既にアリペイ決済を利用している
購買者は、新たな手続きをすることなくすぐに
利用することが可能となっています。

【ｅコマース市場をけん引するアリババ】
アリババではタオバオマーケットプレイスや天
猫Tmallなどの大型サイトを運用し、そこで使
用される決済サービスのアリペイも提供するな
ど、消費サービス・消費インフラの両方のサー
ビス展開を行っています。
ｅコマース市場の拡大が見込まれるなか、サー
ビスとインフラを兼ね備えたアリババのような
企業はさらなる成長が期待されます。
東南アジアにおける勢力の拡大
昨年、アリババは東南アジア最大のｅコマース
プラットフォームであるラザダを買収し事業拡
大を図りました。
ラザダはマレーシア、シンガポール、タイ、
フィリピン、インドネシア、ベトナムの６ヵ国
にサービスを展開しており、「東南アジアのア
マゾン」とも呼ばれています。
ラザダ買収によりアリババは東南アジアにおい
ても勢力を強め、今後さらに成長することが期
待できます。

組入上位10銘柄
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Cトリップ・ドット・コム・インターナショナル
ペイパル・ホールディングス
ビザ
アマゾン・ドット・コム
マスターカード
アリババ・グループ・ホールディング
テンセント・ホールディングス
プロロジス
イーベイ
スタートトゥデイ

国*

カテゴリー

組入比率

中国
米国
米国
米国
米国
中国
中国
米国
米国
日本

消費サービス
消費インフラ
消費インフラ
消費サービス
消費インフラ
消費サービス
消費サービス
消費インフラ
消費サービス
消費サービス

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
4.9%
4.9%
4.8%
4.0%
3.9%
3.6%

＊国名は企業の本拠地がある国を示しています。
※2017年9月末時点
※組入比率は、組入株式全体を100％とした割合です。

組入銘柄数：40銘柄

出所：アリババのホームページ、各種情報をもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当資料における個別銘柄の記載は事例等の紹介を目的としており、いかなる投資判断も示すものではありません。
※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。）
2017年9月29日時点

○印は協会への加入を意味します。

商号

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本証券業協
日本投資顧問 金融先物取引 第二種金融商
会
業協会
業協会
品取引業協会

登録番号等

三井住友信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号

○

株式会社しん証券さかもと

金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5号

○

島大証券株式会社

金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第6号

○

髙木証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号

○

三津井証券株式会社

金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号

○

○

備考

○

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

（原則、金融機関コード順）

ご注意事項
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
●お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身
でご判断ください。
●当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場
環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容
の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用
成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は
1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
2.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとな
ります。

※ファンドの投資リスク、分配金に関する留意事項、お申込みメモ、お客さまにご負担いただく手数料等について、ご注意事項は、該当ページ
をご覧ください。
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