
越境EC（電子商取引）とは何か？
国内事業者が海外の消費者向けに

国境を越えてECにより商品を販売すること
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日米中3か国間の越境EC市場規模（2016年）

中国 日本 米国

1兆 366億円
（30.3%） 6,156億円

(14.4%)

（カッコ内：前年比）

A国 B国
A国の消費者が
B国から購入

2,170億円
(7.5%)

226億円
(7.9%)

1兆1,371億円
(34.7%)

4,259億円
(16.5%)

（出所）経済産業省「平成28年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 より大和総研作成



中国人消費者による越境EC市場拡大の背景

出所：eMarketer 資料 より大和総研作成（旅行、チケットを除いた金額）

（単位：US億ドル）

各国別国内EC市場規模（2016年）
中国の国内EC市場は世界一
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7-2世界規模

		出所：ｅＭａｒｋｅｔｅｒ，Ａｕｇ2016 シュッショ						201703作成 ニセ

		trillion

		【名】

		1. 1兆、10の12乗◆1970年代前半までは英国などでは100京（10の18乗）の意味だったが、それ以降は基本的に英国でも1兆の意味。

						（単位：兆USドル） タンイチョウ		対前年比変化率 タイヘンカリツ

				2015年 ネン		1.548		25.5%

				2016年 ネン		1.915		23.7%

				2017年 ネン		2.352		22.9%

				2018年 ネン		2.860		21.6%

				2019年 ネン		3.418		19.5%

				2020年 ネン		4.058		18.7%





7-2世界規模

		



EC市場規模（兆USドル）：左軸

対前年比変化率（％）：右軸



7-3　7-4国別

				出所：ｅＭａｒｋｅｔｅｒ，Ｄｅｃ2016 シュッショ						201703作成 ニセ

				2016年 ネン				（単位：億ＵＳドル） タンイオク																（単位：ｂｉｌｌｉｏｎｓ） タンイ										（単位：ｂｉｌｌｉｏｎｓ） タンイ

				ランキング		国名 コクメイ		市場規模 シジョウキボ		対前年比 タイ				2016		2015								2015		2016										2015		2016		＃		国 クニ

				1		中国 チュウゴク		9276.0		40%				$927.60		$663.05						1. China*		$663.05		$927.60								10. India		$10.30		$16.02		10		インド

				2		米国 ベイコク		3983.5		16%				$398.35		$342.96						2. US		$342.96		$398.35								9. Australia		$16.43		$18.34		9		オーストラリア

				3		英国 エイコク		1060.8		15%				$106.08		$92.25						3. UK		$92.25		$106.08								8. Canada		$23.18		$26.62		8		カナダ

				4		日本 ニホン		774.1		6%				$77.41		$73.30						4. Japan		$73.30		$77.41								7. France		$35.62		$38.55		7		フランス

				5		ドイツ		576.5		12%				$57.65		$51.70						5. Germany		$51.70		$57.65								6. South Korea		$38.83		$45.63		6		韓国 カンコク

				6		韓国 カンコク		456.3		18%				$45.63		$38.83						6. South Korea		$38.83		$45.63								5. Germany		$51.70		$57.65		5		ドイツ

				7		フランス		385.5		8%				$38.55		$35.62						7. France		$35.62		$38.55								4. Japan		$73.30		$77.41		4		日本 ニホン

				8		カナダ		266.2		15%				$26.62		$23.18						8. Canada		$23.18		$26.62								3. UK		$92.25		$106.08		3		英国 エイコク

				9		オーストラリア		183.4		12%				$18.34		$16.43						9. Australia		$16.43		$18.34								2. US		$342.96		$398.35		2		米国 ベイコク

				10		インド		160.2		56%				$16.02		$10.30						10. India		$10.30		$16.02								1. China*		$663.05		$927.60		1		中国 チュウゴク

				ランキング		国名 コクメイ		2015年各国のEC市場規模（単位：億ＵＳドル） ネンカッコクシジョウキボタンイオク

				1		オーストラリア		190

				2		ブラジル		195

				3		カナダ		268

				4		韓国 カンコク		389

				5		フランス		426

				6		ドイツ		618

				7		日本 ニホン		896

				8		英国 エイコク		994

				9		米国 ベイコク		3406

				10		中国 チュウゴク		6720

				●元データ ゲン

						2016年各国のEC市場規模（単位：億ＵＳドル） ネンカッコクシジョウキボタンイオク

				ランキング		国名 コクメイ		2015年 ネン		2016年 ネン		対前年比 タイ

				1		インド		103		160		155.5%

				2		オーストラリア		164.3		183		111.6%

				3		カナダ		231.8		266		114.8%

				4		フランス		356.2		386		108.2%

				5		韓国		388.3		456		117.5%

				6		ドイツ		517		577		111.5%

				7		日本		733		774		105.6%

				8		英国		922.5		1061		115.0%

				9		米国		3429.6		3984		116.2%

				10		中国		6630.5		9276		139.9%



(単位:億USドル）



7-3　7-4国別

		



2015年

2016年



7-世界越境EC

		出所：Ａｌｉｚｉｌａ シュッショ						201703作成 ニセ

		trillion

		【名】

		1. 1兆、10の12乗◆1970年代前半までは英国などでは100京（10の18乗）の意味だったが、それ以降は基本的に英国でも1兆の意味。

						（単位：億USドル） タンイオク		対前年比変化率 タイヘンカリツ										（単位：billion（10億） タンイビリ

				2014年 ネン		2,330		25.5%										2014年 ネン		233

				2015年 ネン		3,040		30.5%										2015年 ネン		304

				2016年 ネン		4,000		31.6%										2016年 ネン		400

				2017年 ネン		5,300		32.5%										2017年 ネン		530

				2018年 ネン		6,760		27.5%										2018年 ネン		676

				2019年 ネン		8,260		22.2%										2019年 ネン		826

				2020年 ネン		9,940		20.3%										2020年 ネン		994



(単位:億USドル）



7-世界越境EC

		



世界の越境ＥＣ市場規模（億ＵＳドル）：左軸

対前年比変化率（％）：右軸



7-7マトリクス

		出所：各種調査会社データ、文献、企業ヒアリングを基に大和総研作成 デル

						▼＜最終版＞　　2016年　市場規模推計　（20170312現在） サイネンシジョウキボスイケイゲンザイ																																百万円 ヒャクマンエン

																（単位：億円） タンイオクエン						2014年 ネン																天猫(Ｔｍａｌｌ)猫・京東（JD.com）ＷＷ テンネコジン

						国
（消費国） クニショウヒコク		日本からの
購入額 ニホンコウニュウガク		米国からの
購入額 ベイコクコウニュウガク		中国からの
購入額 チュウゴクコウニュウガク				合計 ゴウケイ						国
（消費国） クニショウヒコク		日本からの
購入額 ニホンコウニュウガク		米国からの
購入額 ベイコクコウニュウガク		中国からの
購入額 チュウゴクコウニュウガク		合計 ゴウケイ				1				250		1				10366.614

						日本 ニホン				2,170		226				2,396						日本 ニホン				1,889		197		2,086				2				1050		2				1.3029932127

						(対前年比) タイ				7.5%		7.9%				7.5%						(対前年比) タイ												3				850		3

						米国 ベイコク		6,156				4,259				10,415		9037				米国 ベイコク		4,868				3,266		8,134				4				150		4				30		0.1742

						(対前年比) タイ		14.4%				16.5%				15.2%						(対前年比) タイ												5				600		5				24.774

						中国 チュウゴク		10,366		11,371						21,737		21,737				中国 チュウゴク		6,064		6,290				12,354				6				1000		6

						(対前年比) タイ		30.3%		34.7%						32.6%						(対前年比) タイ												7				400		7

																																		8				0		8

						合計 ゴウケイ		16,522		13,542		4,486				34,549		34,548				合計 ゴウケイ		10,932		8,179		3,463		22,574				8				330		9

						(対前年比) タイ		23.9%		29.5%		16.0%				24.9%						(対前年比) タイ												9				1650		10

																																		10				350		11

						●2015年　越境ＥＣ市場規模 ネンエツシジョウキボ																												11				6000		12

																																		12				1100		13

						▲最終版　　2015年　市場規模推計　（20160307完成） サイバンネンシジョウキボスイケイカンセイ																												13				850		14

																（単位：億円） タンイオクエン																		14				2000		15

						国
（消費国） クニショウヒコク		日本からの
購入額 ニホンコウニュウガク		米国からの
購入額 ベイコクコウニュウガク		中国からの
購入額 チュウゴクコウニュウガク				合計 ゴウケイ																		15				1000		16

						日本 ニホン				2,019		210				2,229																		16		コーセー		3000

						(対前年比) タイ				6.9%		6.8%				6.9%																		17		タニタ		89

						米国 ベイコク		5,381				3,656				9,037		9037																18		マルタイ

						(対前年比) タイ		10.5%				12.0%				11.1%																		19		ピジョン		4000

						中国 チュウゴク		7,956		8,442						16,398		16,398																20

						(対前年比) タイ		31.2%		34.2%						32.7%																		21

																																		22

						合計 ゴウケイ		13,337		10,461		3,866				27,664		27,664																23

						(対前年比) タイ		22.0%		27.9%		11.6%				122.6%																		24

																																						24669





7-越境割合

		出所：Ipos　PayPal Ｉｎｓｉｇｈｔｓ2016 シュッショ						201703作成 ニセ

						▲

						中国 チュウゴク		米国 ベイコク		日本 ニホン		計 ケイ

				国内ECのみ コクナイ		74%		69%		95%		238%

				越境EC+国内 エッキョウコクナイ		24%		28%		4%		56%

				越境ECのみ エッキョウ		2%		3%		1%		6%

						100%		100%		100%





7-越境割合

		



国内ECのみ

越境EC+国内

越境ECのみ



7-TOP1000

		Source: Internet Retailer, "Global 1000" , Sep, 2016

				Internet Retailer Top 1,000 Retailers Worldwide that Ship Internationally, by Country, 2015

												Number of top 1,000 retailers		Number of retailers that ship internationally		% of total retailers

										国名 クニナ		上位1000以内のＥＣ事業者（社） ジョウイイナイジギョウシャシャ		直接海外出荷を行っているＥＣ事業者数（社） チョクセツカイガイシツオコナスウシャ		比率（％） ヒリツ

				US				1		米国 ベイコク		371		268		72.2%

				China				2		中国 チュウゴク		192		54		28.1%

				UK				3		英国 エイコク		63		49		77.8%

				Germany				4		ドイツ		55		34		61.8%

				France				5		フランス		54		33		61.1%

				Japan				6		日本 ニホン		53		7		13.2%

				Russia				7		ロシア		31		1		3.2%

				Brazil				8		ブラジル		26		3		11.5%

				Italy				9		イアリア		14		5		35.7%

				Netherlands				10		オランダ		14		9		64.3%

				Australia				11		オーストラリア		11		7		63.6%

				Canada				12		カナダ		11		11		100.0%

				South Korea				13		韓国 カンコク		11		6		54.5%

				Spain				14		スペイン		11		5		45.5%

				Turkey				15		トルコ		11		1		9.1%

										計 ケイ		928		493		53.1%





7-131415購入先

		Source: International Post Corporation, "Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2016," Jan , 2017

						日本 ニホン						米国 ベイコク								中国 チュウゴク

								日本消費者の購入先 ニホンショウヒシャコウニュウサキ						米国消費者の購入先 ベイコクショウヒシャコウニュウサキ								中国消費者の購入先 チュウゴクショウヒシャコウニュウサキ		計 ケイ

				5		上記以外 ジョウキイガイ		5%				ドイツ		3%				5		フランス		11%

				4		韓国 カンコク		6%				日本 ニホン		5%				4		オーストラリア		11%

				3		英国 エイコク		8%				英国 エイコク		13%				3		カナダ		14%

				2		中国 チュウゴク		24%				カナダ		22%				2		日本 ニホン		18%

				1		米国 ベイコク		40%				中国 チュウゴク		42%				1		米国 ベイコク		27%

		Source: International Post Corporation, "Cross-Border E-Commerce Shopper Survey 2016," Jan 19, 2017

		Note: ages 16+ who have purchased goods online in the past 3 months and made a cross-border purchase online in the past year. Respondents were asked, "Please specify the country from which you bought your most recent online cross-border purchase."
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7-131415購入先

		



米国消費者の購入先



売筋日本

		



中国消費者の購入先



売筋米国

		



日本消費者の購入先



売筋中国

		Source: PayPal and Ipsos, "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016," Nov 15, 2016

		Methodology: Data is from the November 2016 PayPal and Ipsos report titled "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016." 28,012 internet users ages 18+ in 32 countries were surveyed during August-October 2016. All respondents own and use an internet-enabled device. Approximately 800 respondents were surveyed in each country, with the exception of Poland and Russia with 2,000 respondents each. Respondents were recruited from internet panels. The countries included in the study were Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Nigeria, Peru, Poland, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, the United Arab Emirates the UK and the US.

		Note: ages 18+ who own and use an internet-enabled device and have made a purchase in the past 12 months. Data was provided to eMarketer by PayPal.

				Product Categories Purchased from Foreign Retail Sites by Cross-Border Digital Buyers in Select Countries in Asia-Pacific, Oct 2016 (% of respondents in each group)

												日本人消費者　越境EC　売れ筋商品 ニホンショウヒシャエッキョウウ

		順位 ジュンイ		商品 ショウヒン						順位 ジュンイ		商品 ショウヒン		割合 ワリアイ

		1		Clothing/apparel, footwear and accessories						1		アパレル/靴/アクセサリ- クツ		39%

		2		Entertainment/education (physical items)						2		本、ＣＤ、ＤＶＤ娯楽商品/教育商品 ホンゴラクショウヒンキョウイクショウヒン		32%

		3		Cosmetics/beauty products						3		化粧品 ケショウヒン		21%

		4		Consumer electronics, computers/tablets/mobiles & peripherals						4		コンピュター、タブレット、モバイル電子機器 デンシキキ		18%

		5		Travel and transportation						5		旅行 リョコウ		14%

		6		Toys and hobbies						6		おもちゃ、ホビー商品 ショウヒン		14%

		7		Collectibles, memorabilia and art						7		コレクター商品、美術品 ショウヒンビジュツヒン		14%

		8		Groceries, food, drink and alcohol						8		食品、飲料、アルコール ショクヒンインリョウ		11%

		9		Entertainment/education (digital/downloadable/online)						9		電子書籍、音楽、ゲームのダウンロードコンテンツ デンシショセキオンガク		11%

		10		Sports and outdoor equipment						10		スポーツ、アウトドア用品 ヨウヒン		7%

		10		Jewelry/watches						10		宝石/腕時計 ホウセキウデドケイ		7%

		10		Automotive (e.g., car parts and accessories, servicing and repair)						10		自動車のアクセサリー、部品 ジドウシャブヒン		7%

		13		Household appliances, household goods and furniture

		14		Health products (e.g., bandages, over-the-counter medicine)

		15		Event tickets such as for the cinema, theatre, concerts, sports

		16		Garden, tools and home improvement

		17		Baby/children's supplies, equipment and accessories





7-インバウンド

		Source: PayPal and Ipsos, "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016," Nov 15, 2016

		Methodology: Data is from the November 2016 PayPal and Ipsos report titled "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016." 28,012 internet users ages 18+ in 32 countries were surveyed during August-October 2016. All respondents own and use an internet-enabled device. Approximately 800 respondents were surveyed in each country, with the exception of Poland and Russia with 2,000 respondents each. Respondents were recruited from internet panels. The countries included in the study were Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Nigeria, Peru, Poland, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, the United Arab Emirates the UK and the US.

		Note: ages 18+ who own and use an internet-enabled device and have made a purchase in the past 12 months. Data was provided to eMarketer by PayPal.

				Product Categories Purchased from Foreign Retail Sites by Cross-Border Digital Buyers in Select Countries in the Americas, Oct 2016 (% of respondents in each group)

								米国人消費者　越境EC　売れ筋商品 ベイコクジンショウヒシャエッキョウウ

				購入商品 コウニュウショウヒン				順位		商品		割合

		1		Clothing/apparel, footwear and accessories				1		アパレル/靴/アクセサリ-		48%

		2		Toys and hobbies				2		おもちゃ、ホビー商品		36%

		3		Entertainment/education (physical items)				3		本、ＣＤ、ＤＶＤ娯楽商品/教育商品		34%

		4		Jewelry/watches				4		宝石/腕時計		31%

		5		Entertainment/education (digital/downloadable/online)				5		電子書籍、音楽、ゲームのダウンロードコンテンツ		27%

		6		Cosmetics/beauty products				6		化粧品		26%

		7		Travel and transportation				6		旅行		26%

		8		Consumer electronics, computers/tablets/mobiles & peripherals				8		コンピュター、タブレット、モバイル電子機器		20%

		9		Household appliances, household goods and furniture				8		家庭用電化製品、家具 カテイヨウデンカセイヒンカグ		20%

		10		Sports and outdoor equipment				10		スポーツ、アウトドア用品		19%





7中国サイト

		Source: PayPal and Ipsos, "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016," Nov 15, 2016

		Methodology: Data is from the November 2016 PayPal and Ipsos report titled "PayPal Cross-Border Consumer Research 2016." 28,012 internet users ages 18+ in 32 countries were surveyed during August-October 2016. All respondents own and use an internet-enabled device. Approximately 800 respondents were surveyed in each country, with the exception of Poland and Russia with 2,000 respondents each. Respondents were recruited from internet panels. The countries included in the study were Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Nigeria, Peru, Poland, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, the United Arab Emirates the UK and the US.

		Note: ages 18+ who own and use an internet-enabled device and have made a purchase in the past 12 months. Data was provided to eMarketer by PayPal.

				Product Categories Purchased from Foreign Retail Sites by Cross-Border Digital Buyers in Select Countries in Asia-Pacific, Oct 2016 (% of respondents in each group)

								中国人消費者　越境EC　売れ筋商品 チュウゴクショウヒシャエッキョウウ

		順位 ジュンイ		商品 ショウヒン				順位 ジュンイ		商品 ショウヒン		割合 ワリアイ

		1		Clothing/apparel, footwear and accessories				1		アパレル、靴、アクセサリ- クツ		55%

		2		Cosmetics/beauty products				2		化粧品 ケショウヒン		55%

		3		Groceries, food, drink and alcohol				3		食品、飲料、アルコール ショクヒンインリョウ		44%

		4		Consumer electronics, computers/tablets/mobiles & peripherals				4		コンピュター、タブレット、モバイル電子機器 デンシキキ		36%

		5		Travel and transportation				5		旅行 リョコウ		33%

		6		Sports and outdoor equipment				6		スポーツ、アウトドア用品 ヨウヒン		29%

		7		Household appliances, household goods and furniture				7		家庭用電化製品、家具 カテイヨウデンカセイヒンカグ		28%

		8		Toys and hobbies				8		ベビー用品、子供向け商品 ヨウヒンコドモムショウヒン		27%

		9		Baby/children's supplies, equipment and accessories				8		おもちゃ、ホビー商品 ショウヒン		27%

		10		Jewelry/watches				10		宝石/腕時計 ホウセキウデドケイ		23%

		10		Health products (e.g., bandages, over-the-counter medicine)				10		健康関連商品、ばんそうこう、市販薬 ケンコウカンレンショウヒンシハンヤク		23%

		12		Event tickets such as for the cinema, theatre, concerts, sports

		13		Entertainment/education (digital/downloadable/online)

		14		Entertainment/education (physical items)

		15		Garden, tools and home improvement

		16		Collectibles, memorabilia and art

		17		Automotive (e.g., car parts and accessories, servicing and repair)





7-越理由

		出典：日本政府観光局（JNTO) シュッテンニッポンセイフカンコウキョク

				米国・中国各からの訪日外客数（総数） ベイコクチユカク

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

				米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727234人		565887人		891600人		799280人		891600人		1033200人

						対前年比 タイ				-22%		58%		-10%		12%		16%

				中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1412875人		1043246人		1425100人		1314437人		2409200人		4993800人

						対前年比 タイ				-26%		37%		-8%		83%		107%

								訪日外客数（総数）

				米国・中国各からの訪日外客数（総数） ベイコクチユカク

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

				米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727234人		565887人		891600人		799280人		891600人		1033200人		1242702

						対前年比 タイ				78%		158%		90%		112%		116%		120%

				中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1412875人		1043246人		1425100人		1314437人		2409200人		4993800人		6372948

						対前年比 タイ				74%		137%		92%		183%		207%		128%

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

				米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727234人		565887人		891600人		799280人		891600人		1033200人		1242702

				中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1,412,875		1,043,246		1,425,100		1,314,437		2,409,200		4,993,800		6372948

				▲　グラフの元データ モト

				（出所：　） シツ		ＪＮＴＯ

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

				米国 ベイコク		米国訪日外客数（総数） ベイコク		73万人		57万人		89万人		80万人		89万人		103万人		124万人

				中国 チュウゴク		中国訪日外客数（総数） チュウゴク		141万人		104万人		143万人		131万人		241万人		499万人		637万人

																		（単位：人） タンイ

		▲		国籍 コクセキ		区分 クブン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		100％乗せ ノ		米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727,234		565,887		891,600		799,280		891,600		1,033,200

						対前年比 タイ		-		78%		158%		90%		112%		116%

				中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1,412,875		1,043,246		1,425,100		1,314,437		2,409,200		4,993,800

						対前年比 タイ		-		74%		137%		92%		183%		207%

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン

				米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727,234		565,887		891,600		799,280		891,600

						対前年比 タイ		-		78%		158%		90%		112%

				中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1,412,875		1,043,246		1,425,100		1,314,437		2,409,200

						対前年比 タイ		-		74%		137%		92%		183%

																		（単位：人） タンイ

		▲		国籍 コクセキ		区分 クブン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン

		2016		米国 ベイコク		訪日外客数（総数）		727,234		565,887		891,600		799,280		891,600		1,033,200

		314				対前年比 タイ		-		-22%		58%		-10%		12%		16%

		更新 コウシン		中国 チュウゴク		訪日外客数（総数）		1,412,875		1,043,246		1,425,100		1,314,437		2,409,200		4,993,800

						対前年比 タイ		-		-26%		37%		-8%		83%		107%





7-越理由

		



米国訪日外客数（総数）

中国訪日外客数（総数）

637万人



7ＣｔｏＣ比率

		（出所：中国電子商務研究センター カツチュウゴクデンシショウムケンキュウ

						2015年 ネン								2015年 ネン

						ECサイト名 メイ		中国BtoC EC市場シェア						ECサイト名 メイ		中国BtoC 
EC市場シェア

						天猫 テンネコ		54.7%				1		天猫 テンネコ		54.7%

						京東 キョウヒガシ		23.4%				2		京東 キョウヒガシ		23.4%

						唯品会 タダシナカイ		3.2%				3		唯品会 タダシナカイ		3.2%

						蘇寧易購 ソヤスシイコウ		3.0%				4		蘇寧易購 ソヤスシイコウ		3.0%

						その他 ホカ		15.7%				5		国美在線 クニザイセン		1.6%

						計 ケイ		100%				6		1号店 ゴウテン		1.4%

												7		当当網 アアアミ		1.3%

												8		アマゾン中国 チュウゴク		1.2%

												9		聚美優品 ウツクユウシナ		0.8%





7ＣｔｏＣ比率

		



中国BtoC EC市場シェア

中国BtoC EC市場シェア



ご参考

				出所：iResearch　2016　China's　Ｃross　Border　online　Shoppers　Report シュッショ												201703作成 ニセ

				8		英国 エイコク

				9		米国 ベイコク

				10		中国 チュウゴク

				●元データ ゲン

						2016年各国のEC市場規模（単位：億ＵＳドル） ネンカッコクシジョウキボタンイオク

				ランキング		国名 コクメイ		2016年 ネン

				1		海外で購入し、リピート購入したい カイガイコウニュウコウニュウ		35.0%

				2		選択肢が多い。豊富な品ぞろえ センタクシオオホウフシナ		42.8%

				3		好きなブランドである ス		45.6%

				4		国内で入手できない コクナイニュウシュ		52.0%

				5		低価格 テイカカク		58.6%

				6		商品の品質が保証されている（正規品） ショウヒンヒンシツホショウセイキヒン		60.7%





ご参考

		



2016年

中国人消費者が越境ECを利用する理由



独身の日

		Source: iResearch Consulting Group as cited in press release, Feb 14, 2017

		Retail and C2C Ecommerce Sales Share in China, B2C vs. C2C Sites, 2012-2019 (% of total)

				BtoC		CtoC		計 ケイ

		2012		35%		65%		100%

		2013		40%		60%		100%

		2014		45%		55%		100%

		2015		52%		48%		100%

		2016*		55%		45%		100%

		2017		58%		42%		100%

		2018		59%		41%		100%

		2019		60%		40%		100%

		Methodology: Data is from a February 2017 iResearch Consulting Group study as cited in press release. Data in the report is established based on companies' financial reports, interviews with industry experts combined with iResearch statistical forecasting model. iResearch Consulting Group is a digital research and consulting firm headquartered in China.

		Note: via any device; excludes travel; *estimate





独身の日

		



BtoC

CtoC



越境支払

		Source: Alibaba Tmall and CBNData, "2016 Tmall Global Annual Data Report," Jan 11, 2017

		Top 5 Countries from Which Tmall Global* Digital Buyers in China Purchased Products, Ranked by Sales Share, 2016 (% of total)

		Methodology: Data is from the January 2017 Alibaba Tmall and CBNData "2016 Tmall Global Annual Data Report." Data is collected from various Alibaba digital properties, including Tmall, which includes data drawn from 439 digital shoppers/buyers, 10+ million sellers and 1+ billion products across 31 cities and provinces during January-November, 2016. CBNData is a data aggregator and insights provider headquarter in China.

		Note: read as 19.3% of sales on Alibaba Tmall Global originate from Japan; *cross-border edition of Alibaba's retail ecommerce marketplace site Tmall.com

		5		オーストラリア		7.9%

		4		ドイツ		8.0%

		3		韓国 カンコク		13.6%

		2		米国 ベイコク		18.3%

		1		日本 ニホン		19.3%





越境支払

		





2016ポテンシャル

		出所：ＥＣのミカタ デル

						独身の日 ドクシンヒ

				総取引額		1,207億元（約1兆8,900円） 対前年比32％増　

				モバイル端末経由の流通総額		約989億元（全体の82％）

				越境ECの国別流通総額		1位：日本　　2位：米国　　3位：韓国

				取引が行われた国と地域の数		235

				1億元以上の売上突破ブランド数		94（T-Mall出店ブランド中、1億元

				日本の人気ブランド		1位：ユニクロ　2位：パナソニック　3位：シャープ
4位：ソニー　5位：SK-Ⅱ

				アメリカの人気ブランド		1位：Apple　2位：Nike　3位：New Balance
4位：Playboy　5位：Skechers

				欧州の人気ブランド		1位：Siemens　2位：Philips　3位：Adidas
4位：Jack Jones　5位：Only





昨年★15ポテンシャル (3)

		（出所：iResearch） アイ

				中国人消費者　越境ECにおける支払方法 チユシヨエッキョウシハライホウホウ

				支払方法 シハライホウホウ		シェア

				郵便送金 ユウビンソウキン		16.0%

				銀行送金 ギンコウソウキン		20.2%

				オンラインバンキング		52.5%

				クレジットカード		55.7%

				第三者決済（アリペイ等） ダイ3シャケッサイトウ		71.8%





昨年★15ポテンシャル (3)

		



シェア

越境ECにおける支払方法
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																								▼越境ＥＣポテンシャル　2016-2020 ポテ

				2014年 ネン		▲各国EC市場成長率（2015年を1とした場合） カッコクシジョウセイチョウリツネンバアイ

				2015年 ネン		各国EC市場成長率（eMarketer　AUGUST　2016） カッコクシジョウセイチョウリツ

				2016年 ネン		消費国 ショウヒコク		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン

				2017年 ネン		日本 ニホン		77.41		81.28		84.93		88.33		91.51

				2018年 ネン		米国 ベイコク		396.72		457.02		524.66		600.21		684.24

						中国 チュウゴク		85.76		110.68		129.06		144.18		157.70

						日本 ニホン		1		1.0499935409		1.0971450717		1.1410670456		1.1821470094

						米国 ベイコク		1		1.1519963702		1.3224944545		1.5129310345		1.7247428917

						中国 チュウゴク		1		1.28997669		1.5041958042		1.6804195804		1.837995338

				2014年 ネン		※中国の値は、アリババの越境EC市場推計 チュウゴクアタイエツシジョウスイケイ																日本 ニホン

				2015年 ネン																2014年 ネン		100

				2016年 ネン																2015年 ネン

				2017年 ネン																2016年 ネン

				2018年 ネン																2017年 ネン

																				2018年 ネン

						各国EC市場成長率（2016年を100とした場合） カッコクシジョウセイチョウリツネンバアイ

						消費国 ショウヒコク		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン

						日本 ニホン		100.0		105.0		109.7		114.1		118.2		118.215

						米国 ベイコク		100.0		115.2		132.2		151.3		172.5		172.474

						中国　(消費国) チュウゴクショウヒコク		100.0		129.0		150.4		168.0		183.8		183.800

				各国越境EC市場規模推計（2015年～2019年） カッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン												（単位：億円） タンイオクエン

				消費国 ショウヒコク		販売国 ハンバイコク		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		検算 ケンザン

				日本 ニホン		米国 ベイコク		2,170		2,278		2,381		2,476		2,565		256,526

						中国 チュウゴク		226		237		248		258		267		26,717

				米国 ベイコク		日本 ニホン		6,156		7,092		8,141		9,314		10,618		1,061,752

						中国 チュウゴク		4,259		4,906		5,633		6,444		7,346		734,568

				中国 チュウゴク		日本 ニホン		10,366		13,372		15,592		17,419		19,053		1,905,266

						米国 ベイコク		11,371		14,668		17,104		19,108		20,900		2,089,984

				▼＜最終版＞各国越境EC市場規模推計（2016年～2020年） サイバンカッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン														20170406更新 コウシン

				各国越境EC市場規模推計（2016年～2020年） カッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン												（単位：億円） タンイオクエン

				消費国 ショウヒコク		販売国 ハンバイコク		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン		2020/2016

				日本 ニホン		米国 ベイコク		2,170		2,278		2,381		2,476		2,565		-

						中国 チュウゴク		226		237		248		258		267		-

						(合計) ゴウケイ		2,396		2,516		2,629		2,734		2,832		1.18

				米国 ベイコク		日本 ニホン		6,156		7,092		8,141		9,314		10,618		-

						中国 チュウゴク		4,259		4,906		5,633		6,444		7,346		-

						(合計) ゴウケイ		10,415		11,998		13,774		15,757		17,963		1.72

				中国 チュウゴク		日本 ニホン		10,366		13,372		15,592		17,419		19,053		-

						米国 ベイコク		11,371		14,668		17,104		19,108		20,900		-

						(合計) ゴウケイ		21,737		28,040		32,697		36,527		39,953		1.84

						消費国 ショウヒコク		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン

						日本 ニホン		1		1.0499935409		1.0971450717		1.1410670456		1.1821470094

						米国 ベイコク		1		1.1519963702		1.3224944545		1.5129310345		1.7247428917

						中国 チュウゴク		1		1.28997669		1.5041958042		1.6804195804		1.837995338
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（単位：億円）

上段：販売国

下段：消費国

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年



		



日本

米国

中国　(消費国)



		



（単位：億円）

上段：販売国

下段：消費国

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年



		

																								▲越境ＥＣポテンシャル　2015-2019 ポテ

				2014年 ネン		▲各国EC市場成長率（2015年を1とした場合） カッコクシジョウセイチョウリツネンバアイ

				2015年 ネン		各国EC市場成長率（eMarketer　DEC。2015） カッコクシジョウセイチョウリツ

				2016年 ネン		消費国 ショウヒコク		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン

				2017年 ネン		日本 ニホン		895.5		1,003.0		1,113.3		1,224.6		1,341.0

				2018年 ネン		米国 ベイコク		3,406.1		3,848.9		4,318.4		4,819.4		5,349.5

						中国 チュウゴク		6720.1		9112.5		12083.1		15683.9		19730.4

						日本 ニホン		1		1.1200446678		1.2432160804		1.3675041876		1.4974874372

						米国 ベイコク		1		1.1300020551		1.2678429876		1.4149320337		1.5705645753

						中国 チュウゴク		1		1.356006607		1.7980536004		2.3338789601		2.9360277377

				2014年 ネン																		日本 ニホン

				2015年 ネン																2014年 ネン		100

				2016年 ネン																2015年 ネン

				2017年 ネン																2016年 ネン

				2018年 ネン																2017年 ネン

																				2018年 ネン

						各国EC市場成長率（2015年を1とした場合） カッコクシジョウセイチョウリツネンバアイ

						消費国 ショウヒコク		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン

						JAPAN		100.0		112.0		124.3		136.8		149.7		149.749

						US		100.0		113.0		126.8		141.5		157.1		157.056

						China		100.0		135.6		179.8		233.4		293.6		293.603

										2015		2016		2017		2018

						日本 ニホン		日本 ニホン		109.8		119.5		129.6		140.1

						米国 ベイコク		米国 ベイコク		113.7		128.4		143.9		160.3

						中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		132.0		164.8		198.7		229.9

										2015		2016		2017		2018

								日本 ニホン		109.8		119.5		129.6		140.1

								米国 ベイコク		113.7		128.4		143.9		160.3

								中国 チュウゴク		132.0		164.8		198.7		229.9

				各国越境EC市場規模推計（2015年～2019年） カッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン												（単位：億円） タンイオクエン

				消費国 ショウヒコク		販売国 ハンバイコク		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		検算 ケンザン

				日本 ニホン		米国 ベイコク		2,019		2,261		2,510		2,761		3,023		302,343

						中国 チュウゴク		210		235		261		287		314		31,447

				米国 ベイコク		日本 ニホン		5,381		6,081		6,822		7,614		8,451		845,121

						中国 チュウゴク		3,656		4,131		4,635		5,173		5,742		574,198

				中国 チュウゴク		日本 ニホン		7,956		10,788		14,305		18,568		23,359		2,335,904

						米国 ベイコク		8,442		11,447		15,179		19,703		24,786		2,478,595

				▲＜最終版＞各国越境EC市場規模推計（2015年～2019年） サイバンカッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン														20160307更新 コウシン

				各国越境EC市場規模推計（2015年～2019年） カッコクエッキョウシジョウキボスイケイネンネン												（単位：億円） タンイオクエン

				消費国 ショウヒコク		販売国 ハンバイコク		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2019/2015

				日本 ニホン		米国 ベイコク		2,019		2,261		2,510		2,761		3,023		-

						中国 チュウゴク		210		235		261		287		314		-

						(合計) ゴウケイ		2,229		2,497		2,771		3,048		3,338		1.50

				米国 ベイコク		日本 ニホン		5,381		6,081		6,822		7,614		8,451		-

						中国 チュウゴク		3,656		4,131		4,635		5,173		5,742		-

						(合計) ゴウケイ		9,037		10,212		11,457		12,787		14,193		1.57

				中国 チュウゴク		日本 ニホン		7,956		10,788		14,305		18,568		23,359		-

						米国 ベイコク		8,442		11,447		15,179		19,703		24,786		-

						(合計) ゴウケイ		16,398		22,236		29,484		38,271		48,145		2.94

						消費国 ショウヒコク		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン

						日本 ニホン		1		1.1200446678		1.2432160804		1.3675041876		1.4974874372

						米国 ベイコク		1		1.1300020551		1.2678429876		1.4149320337		1.5705645753

						中国 チュウゴク		1		1.356006607		1.7980536004		2.3338789601		2.9360277377
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中国人消費者による越境EC市場規模の内訳（2016年）

カテゴリー 対全世界（概算） 対日本（概算） 主な日本製品
生活雑貨 1兆1,000億円 3,200億円 紙おむつ等ベビー用品、洗剤

化粧品 1兆 円 3,200億円 化粧品全般、スキンケア、ヘアケア

食品・健康食品
（含：医薬品） 1兆 円 1,000億円 菓子類、シリアル食品、飲料（お茶

等）、青汁、サプリメント、目薬

アパレル 5,500億円 1,000億円 ベビー・子供服、インナーウエア、マタニ
ティウエア、服飾雑貨

家電製品 1,200億円 1,000億円 キッチン家電、美容家電、魔法瓶

その他 2,300億円 600億円

合計 約 4兆円 約 1兆円
（出所）経済産業省「平成28年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」

および富士経済「中国向け越境EC市場の実態と今後2016」をもとに大和総研推計



中国における越境ECの実態

国内事業者

①
自社ECサイト構築

②
ECモールへの出店

③
海外自社ECサイト

構築

中国人消費者

④
海外の

ECモールへの出店

海外へ直接進出するケースもあり

（地図出所）
世界地図：

http://www.sekaichizu.jp/



消費者はなぜ越境ECを行うのか
 海外製品・商品に対する信頼性・安心感
⇒ 機能性・デザイン・ブランド
⇒ 身体への安全性・安心感

 偽物をつかまされたくない
⇒ “日本の業者が売っているものはホンモノに違いない”

 国内で買うよりも値段が安い（ものがある）
⇒ 為替変動、並行輸入等との兼ね合い．．．

 そもそも国内に売っていない
⇒ 海外旅行に行く予算や時間がない．．．



事業者から見た越境ECの論点整理
 越境ECは為替変動の影響を受けやすい（インバウンドも同様）
 越境ECの販売モデルは多様
 商品の知名度向上のためには広告宣伝コストを投じる必要性あり

 全ての企業が成功できるとは限らない

 とはいえ、中国のEC市場は日本と比較して桁違いに大きい

 目の前に巨大なマーケットが広がっており、見逃すのはもったいない？



インバウンド消費の受け皿としての越境ECの可能性

帰国後、同じ商品を
購入したことが

ある

帰国後、同じ商品を
購入したことが

ない 29.9%

70.1%

出所： マクロミルチャイナ「中国人の購買行動に関する自主調査」より大和総研作成

訪日経験のある中国人への質問



訪日時のSNS投稿に見る訪日中国人の関心商品

コスメ・
美容
41%

医薬品
17%

衛生・
健康
15%

生活雑貨
6%

食品類
6%

ベビー・
キッズ
5%

キッチン
用品
4%

家電
4% ファッション

2%

（出所） 株式会社トレンドExpress 「中国トレンドExpress」 より大和総研作成

訪日中国人による訪日時
に購入した商品に関する

SNS投稿

トップ100商品に
関するカテゴリー別の比率
（期間：2017.7.12-18）



地域企業地域企業

地域商社を通じた販路拡大

地域商社
供給

国内の消費者 海外の消費者

店舗 • 他地域への
販路拡大

• 輸出（貿易）
• インバウンド

インター
ネット

• ネットショップ
（国内EC） • 越境EC

（ターゲット）
（チャネル）

地域企業の
“束ね役”

販路
拡大

地域企業
生産品
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