
 

 
 

2014年 5月 6日 

長江商学院 

 

日経 Bizアカデミ― 記事まとめ 

中国ビジネススクールが読み解く｢中国ネットビジネス｣ 

 

第１回 ネットユーザー６億人、オンラインが中国の産業構造を変えていく！ 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/2/7  

中国のビジネススクール長江商学院。開校して 10 年余りと歴史は浅いが、中国ネットビジネ

スの雄、アリババ集団の馬雲会長が学んだほか、数々の新興企業家を輩出してきている。実践的

な競争戦略や企業分析で定評がある同校の研究機関、長江商学院グローバル研究センターが拡大

を続ける中国のネットビジネスをどのようにとらえてているのか。その研究リポートを掲載し、

中国企業のグローバルビジネスの行方を展望する。 

 

はじめに――「転機」をむかえた“Made in China” 

100円均一ショップの日用品、スマホなどの精密機器やその部品。ありとあらゆる生活シーン

に“Made in China”があふれています。それも日本だけでなく世界中に……。世界の工場と呼

ばれた中国の産業ですが、内需拡大という変化はあるにせよ、製造業基本の産業のあり方そのも

のはあまり変わっていませんでした。しかし、ここへ来て、中国の産業構造に大きな変化が訪れ

ようとしています。その変化を主導するのがオンライン小売業です。 

 

「このやり方の次には何があるのか？」―中国製造業の模索 

「このままの形で成長が続けられるか？」「このやり方の次には何があるのか？」――中国では

国営企業の多くが淘汰され、内需が拡大するという大きな変化こそありましたが、それでもなお

輸出をてこにグローバル経済の主要な一角を占めるカタチは変わっていません。ところがいま、

過去 30年にわたったこの方式そのものが変革と進歩の時を迎えています。中国経済の未来は「中

国製造業の構造的な転換」が成功するかどうか、にかかっているともいえるのです。 

先進国の製造業発展のプロセスを見ると、労働集約型・資本集約型から知識集約型へと進化し

ていますがその長い過程では２つの課題を解決しなくてはなりませんでした。第一の課題は先端

的な製造業はさらに高い技術を必要とする宿命があり、そのために知識・技能の普遍化や教育を



 

 
 

支える「意識」を育て続ければならないことです。そして第二の課題はイノベーションに有利な

ビジネス「環境」を創出しなければならないことです。 

このやり方で産業構造の転換を実現するためには過去のしがらみともいえる既得権を放棄す

る「勇気」、新しい思考方式の導入や市場システムの改革などの「試練」を必要とします。でも、

それだけでは十分ではありません。中国は「工業化や経済構造の転換に先進国と同じ路線をたど

るべきなのか？」。「製造業の構造転換は技術の深化や産業規模の拡大に頼らなければならない

のか？」、の問いかけに対する答えを用意しなくてはならないのです。 

 2008年の世界的な金融危機で、中国国内の企業は経済繁栄の背後にあるグローバル経済の不均

衡（Global Imbalance）に直面しました。「作って売る」という本来単純なビジネス業務ゆえに

イノベーションの能力も意識も欠如しがちな輸出型製造業が、軒並み衝撃を受けたからです。 

しかし、この衝撃は、中国経済には製造業が自らを見つめなおしてそのビジネススタイルに構

造的な転換が必要だ、という貴重な教訓を与えたのです。 

 

変わったのは思考方式 

私たち長江商学院の観察によると、過去 10年間中国製造業の基本的な発展方式に大きな変化

はありませんでした。にもかかわらず、国内の企業家の思考や関心は著しく変化しています。10

年前、国内の企業家は技術立国、コアコンピタンス（顧客に対し自社ならではの価値を提供でき

るもの＝競争上の強み）、業務方式、リーダーシップ、顧客満足度などのテーマを重視し始め、

ジャック・ウェルチ、アンドルー・グローブ、ビル・ゲイツ、アラン・ラフリーなどの著名な実

業家たちの経営方式を手本としてきました。それが今は、ビジネスモデル、イノベーション能力、

資源統合、プラットフォーム化、ユーザー体験などの新しい理念をふまえてスティーブ・ジョブ

ズ、ラリー・ぺイジー、セルゲイ・ブリン、マーク・ザッカーバーグ、ハワード・シュルツなど

に学ぶようになりました。この中国企業家たちの思潮の変化は、はたして何を意味するのでしょ

うか。 

 

製造業に活をいれた、「オンライン小売業」 

過去２年間、長江商学院は中国製造業の構造転換やグローバル戦略についてシステム的な研究を

行ってきました(注１＝文末参照)。現在の中国経済の構造的な転換の戦略について探るためにも、

私たちは数年間で飛躍的に発展した中国本土のイノベーション型企業に着目しました。 

 それが「オンライン小売業」です。 

近年、中国のオンライン小売業はめざましい発展を遂げています。そして、業界内から成功事

例が次々と現れています。2003年に成立した淘宝網（タオバオワン、www.taobao.com）と 2004

年に成立した京東（ジンドン、www.jd.com）は今や中国小売業トップ 100の 10位以内に入って

います。しかも、中国小売業トップ 100の中で、天猫（ティエンマオ＝もとの淘宝商城＝ネット



 

 
 

ショッピングサイト、www.Tmall.com）、京東(ジンドン＝もとは家電のネット販売で知られたネ

ットショッピングサイト、www.jd.com）、蘇寧易購（スニン＝中国大手家電量販店スニンが立ち

上げた家電中心のネットショッピングサイト、www.suning.com）、騰訊 B2C（テンセント B2C＝

インスタントメッセンジャーから発展したネットショッピングサイト、www.qq.com）、亜馬遜中

国（アマゾン中国、www.amazon.cn）、当当網（ダンダンワン＝ネットショッピングサイト、

www.dangdang.com）、唯品会（ウェイピンフイ＝国内外のブランド品の特売サイト、www.vip.com）、

１号店（イーハオディエン＝ウォルマートが買収した食料品主力のネットショッピングサイト、

www.yhd.com)、凡客（ファンクーVANCL＝ファッションに特化したネットショッピングサイト、

www.vancl.com）など計８社の企業が主要なオンライン小売業です。 

表１：2012年中国小売業トップ 100のオンライン・小売企業 

トップ 100 

番付 
企業名 

2012年 

売上高 

（億元） 

伸び率 

（％） 

2 天猫 2194.2 138.5 

7 京東 785.5 145.5 

32 騰訊 B2C 181.9 137.1 

60 アマゾン中国 104.5 74.2 

69 当当網 73.5 107.1 

79 唯品会 54.2 278.9 

87 １号店 46.4 70.7 

88 凡客誠品 46.4 32.7 

出典：中国商業連合会，中華全国商業情報センター、CKCSG 

これらの企業の 2012年の合計売上は 3459.6億元で、トップ 100の売上総額の 14.5％。その上、

平均売上伸び率は 134.1％で、トップ 100の総売上の伸び 113.9％を上回っています。もし、蘇

寧、国美（グオメイ＝中国の大手家電量販店、www.gome.com.cn）などネットと実在の店舗営業



 

 
 

の両方（いわゆる O2O方式）で業務を展開している伝統的な小売業の業績も含めれば、オンライ

ン小売業がすでに新しいビジネスを創造し、さらには伝統的な製造業に影響を与え、活性化する

代表的な業界になっていることがわかります。 

表２：中国小売企業トップ 100の経営状況（▲はマイナス） 

  

企業数（社） 売上高（億元） 
売上高伸 

び率（％） 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

百貨店＋スーパー 42 44 9848.9 9463.6 13.2 33.4 

スーパー＋コンビニ 14 15 2802.3 2918.6 5.9 8.5 

百貨店 16 17 1583.3 1513.7 13.7 18.7 

スーパー 8 6 1549.4 782.2 13.5 ▲42.8 

専門店 11 13 4483.8 4780.1 8.1 22.6 

オンライン・小売業 8 － 3459.6 － 134.1 － 

出所：中国商業連合会，中華全国商業情報センター、CKCSG 

シリーズで中国オンライン小売業を徹底解析 

長江商学院は、当学院の研究レポート『中国オンライン小売業についての観察と展望』より、中

国国内の「オンライン小売業発展の歴史」と「アリババ（中国発祥の国際的 B2B―ビジネス to

ビジネスオンライン小売業 www.alibaba.com）、京東、蘇寧、唯品会、騰訊が代表する５つの企

業事例」「中国オンライン小売業の未来」についてこれから 10回のシリーズで紹介します。 

 その視点は３つあります。第一に、オンライン小売業はどのようなビジネスモデルをつくり上

げたのでしょうか？第二に、伝統的なビジネスから脱皮してゆくプロセスの中で、オンライン小

売業はどのように新しい価値創造連鎖を引き起こし、小売業全体の発展に、どう寄与したのでし

ょうか？第三に、さまざまな企業発展のパターンを通して、他産業の革新にどのような役割を果

たし、商業の進歩をもたらしたのでしょうか？ 



 

 
 

 ご紹介するイノベーション型企業の事例を通じて、創業の動機や富についての解釈、若い世代

への刺激、などを読み取り、中国先進企業の構造的な転換と戦略的な思考法を理解していただけ

ることを願ってやみません。 

（注１） 

長江商学院の中国製造業についてのシリーズ研究は以下の研究レポートを含みます。『中産階級

のチャレンジ：中国大型製造企業およびそのグローバル化戦略』『内なしでは不安定で、外なし

では強くなれず：中国企業の海外買収』『徐々に進み、ゆっくり踊る：工作機械業界に見る「メ

ード・インチャイナ」の過去・現在・未来》』『解読「メード・インチャイナ」』などです。 

 

 

第２回 号砲は小さかったが、こだまは大きかった～黎明期（1998～2003年） 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター  

2014/2/14 

中国ビジネススクールが読み解く「中国のネットビジネス」。第１回の総論を受けて２回目から

は時間的な流れをたどりながら分析を加えていく。 

 中国ネットビジネスはいかにして本家米国を凌駕するまでに至ったのでしょうか？1998年か

ら現在まで中国のオンライン小売業は「黎明期」、「群雄割拠の時期」、そして「激しい競合の

時期」とおおむね３つの発展ステージを歩んできました。 

中国のオンライン小売業をより理解するために、この連載では、それぞれの発展段階における

企業の歴史と特徴についてご紹介します。今回は米国での本格的なオンライン小売業のなりたち

を語り、それが中国に、どう取り入れられていったかについて解説いたします。 

 

それは世界最長の河の名前から始まった 

ニューメキシコ生まれの科学少年だったジェフ・ベゾスは 1994年、30歳の時に、将来インター

ネットが急速的に発展し、インターネット・アプリケーションを活用したサービスに対する需要

がますます拡大するだろうと予測しました。電子商取引でのビジネスチャンスの開拓に取り組ん

だのです。彼は 20種類の商品を選択して、市場規模、商品の在庫状況、利益の分配方式、競争

相手の存在などなどを多角的に分析しました。その結果、最後に取扱商品を書籍や音楽 CDなど



 

 
 

に絞り込んでアマゾン（www.amazon.com）社を 1995年に設立。ネット上でまず書籍の販売を開

始しました。 

 インターネット書店ともいわれるオンライン小売業の誕生です。 

 以来 17年、アマゾンは 2012年の売上が 610億 9000万ドルに達し、2013年、『フォーチュン』

誌の「フォーチュングローバル 500」中 149位となり、グーグルを超える世界最大級のインター

ネットサービス会社になりました。 

 しかし当初、一部の評論家の間ではアマゾンは本当の意味でインターネットサービス会社では

ないのではないか、と疑問視する声もありました。アマゾンが「物流」に莫大な投資を行ったか

らです。事実、アマゾンは世界中に 80の大型物流センターを持っています。最大の物流センタ

ーはアリゾナ州のフェニックスにあり、サッカー競技場 28面が入ってしまう広さです。これら

の物流センターはアマゾンで売られている自社商品の発送を行うだけでなく、第三者の売り手に

も同様の物流サービスを提供しています。ネットとリアルの両分野で確固たる地位を築いたアマ

ゾンのビジネスモデルは新・旧商業の特徴を組み合わせたハイブリッドモデルとなっています。 

とはいえ、ベゾスが電子商取引を本当の意味でのビジネスにしたのは不動の事実です。オンラ

イン小売業のプラットフォーム確立、物流網の整備、電子書籍キンドルの開発、ビッグデータの

応用……。多くの領域における戦略的な投資は、さまざまな角度から電子商取引の発展に取り組

んできたことを象徴しています。また、その革新的な思考は、人々に電子商取引の未来を予感さ

せました。それは海を越えて、中国の若い企業家たちにも伝わったのです。 

 

古来の伝統にとらわれなかった企業家たち 

中国での本格的なオンライン小売業は 1998年、王峻涛（1962年福建省生まれ）が立ち上げた 8848

（現在は消滅）というＢ２Ｃ（消費者向け）サイトで幕が開きます。米国より後発だったにもか

かわらず、以降の中国のインターネット産業は人々の想像をはるかに超えたスピードで発展し、

広まっていきました。在来の概念にとらわれず、視野が広く、柔軟な思考を持つ企業家たちが、

このジャンルに参入し、次々と新しいビジネスを立ち上げ、育ててきたからです。 

 この時期、インターネット・アプリケーション活用サービスを提供している企業は、そのほと

んどが留学生たちによって設立されたものです。代表的な企業家を並べてみましょう。 

・張朝陽＝ポータルサイト、捜狐網（ソーフーワン、www.sohu.com）を設立 

・李彦宏＝中国最大の検索エンジン、百度（バイドゥ、www.baidu.com）の CEO 

・瀋南鵬＝オンライン旅行サービスサイト、携程網（Cトリップ、www.Ctrip.com）の元 CEO 

・季琦＝大手ポータルサイト新浪網（シンランワン、www.sina.com.cn）を設立 

・李国慶とその妻の兪渝＝当当網（ダンダンワン）を共同経営…… 



 

 
 

 こうした留学組の企業家たちは米国のインターネット企業のビジネスモデルに学び、中国本土

向けに修整を加えたうえで、ベンチャー・キャピタルの支援を獲得。次々とビジネスサイトを立

ち上げていきました。 

 また、一部中国国内の創業者も戦線に加わります。王志東は新浪網に加わり最高経営責任者

（CEO）を務めました。大手ポータルサイト、騰訊（テンセント、www.qq.com）の創業者、馬化

騰、阿里巴巴（アリババ、www.1688.com）会長の馬雲（ジャック・マー）、電子商取引サイト卓

越（ジュオユエ、現在はアマゾンが買収）の創業者、雷軍らも留学組と同様の思考でサイトを立

ち上げました。 

 

留学組にせよ国内組にせよ、これらの企業家たちは 90年代後半から中国国内ビジネスコミュニ

ティーで頭角を現し、活躍するようになります。彼らは系統だった高度な教育を受け、中国計画

経済の束縛や制約をうけていないうえに、すでに市場の自由化が達成されていた、という恵まれ

た環境で創業しました。彼らの考え方はオープンで、先進国のビジネスモデルの導入や、ベンチ

ャー・キャピタルの活用、海外上場による資本調達や海外人材の活用、といった形で海外の資源

を利用することに躊躇がありませんでした。彼らの成功こそが過去十年の中国経済や社会進歩に

対し大きな影響を与え、多くの若者に創業、創新（イノベーション）や創富（富を生み出すこと）

への意欲を喚起したのです。 

 

よちよち歩きからやがて全力疾走へ～ネット人口爆発 

中国国内のインターネット経済を発展させたもう一つの条件は、その利便性を享受する受け手側

にあります。ネットユーザー人口のとてつもない速度での増加です。 

統計によると、2000年末時点での中国国内のインターネットユーザーは 1000万人にすぎませ

んでしたが、2007年には２億 1000万人まで増加し、米国を超えて世界一のネットユーザー市場



 

 
 

に成長しました。2012年には５億 7000万人となり、米国のユーザー数の２倍、EU28カ国の総人

口よりも多い数となりました。（図表１-１） 

 

もちろん中国国内初期のインターネット・アプリケーション活用サービスは、主に電子メールや

ニュース閲覧に限られていましたし、その情報量は微々たるものでした。それでもかなり早い時

点から、電子商取引が生まれ、サイト数も米国に匹敵。そのサイトの数や、業態、サイト間の競

合といった現象なども、米国の市場とほぼ同時に起きています。とはいえ、当初のオンライン小

売業はネットユーザーの数も少なく、販売数量やシステムも未熟で、ビジネス環境は米国とはと

ても比較できるものではありませんでした。 

 1999年から 2002年までの中国国内オンライン小売業は、企業側の運営の模索と、ユーザーの

利用拡大とが並行して発展してゆく入り口の段階＝初期段階にあったのです。 

 

企業家たちの足跡 

ここで 2002年ごろまでの中国のネット小売業の発展の流れを整理しておきましょう。 

●1999年、王峻涛は 8848サイトを立ち上げました。経済ジャーナリスト、呉暁波の著作によれ

ば、インテルの前 CEOクレイコート・スタンコヴィッチは訪中の際に「8848は中国電子商取引の

尖兵である」と評価しました。 

●1999年２月、雷軍の金山ソフト開発会社は卓越網を立ち上げました。最初の業態はオンライン

広告で、メーカーおよび製品のプロモーション中心でしたが 2000年５月以降は書籍売買をメイ

ンとするＢ２Ｃサイトに変身しました。 

●1999年 11月、李国慶と兪渝夫婦は当当網をスタートさせました。「中国版」のアマゾンとい

われ、卓越網と並んで国内初期のオンライン小売業の中のＢ２Ｃの代表と称されました。 



 

 
 

●Ｃ２Ｃ（個人間の取引）モデルの代表的な企業は易趣網（イーチューワン-www.eachnet.com）

です。1999年８月、邵亦波と譚海音が米国の eBayをまねて上海で創立しました。１年後、易趣

網の登録ユーザーは 230万人、取引額は３億元を突破し、オンライン取引商品の品目数は４万

5000件を超えました。 

●Ｂ２Ｂ（企業向け）領域では、馬雲たちが 1999年に杭州でアリババを設立し、中国の中小企

業にサービスを提供し始めました。初期のアリババは中国版イエローページともいえるもので、

主に中小企業を対象に「サイトの設計＋プロモーション」サービスを提供しました。1999年末、

アリババの登録ユーザーは 10万人を突破。米ゴールドマン・サックスと日本のソフトバンク社

の出資を受けた後、さらに馬雲はグローバルな管理組織と業務枠組みを構築し始めます。またイ

ンターネットバブル崩壊後の 2000年９月には「３つのＢ２Ｃ」戦略を提案しています。その三

つの戦略とは、Back To China（中国に戻り、海外業務を収縮する）、Back To Coast（沿岸部に

戻り、業務の重心を沿岸６省に置く）、Back To Center（杭州本部を中心とする）――の３つの

柱から成る戦略です。アリババはその後「中国サプライヤー」（アリババが中国のサプライヤー

のためにオンラインとオフラインの両方でのプロモーション活動とアフターサービスを提供す

るサービス）や「誠信通」（中国内の中小企業のための会員制ネット取引サービス）などのサー

ビスを提供し、加盟会員から会費を徴収して「会費＋付加サービス」のＢ２Ｂ業務のビジネスモ

デルをつくりあげました。 

これに続く 2004年から群雄割拠時代が始まります。そこは次回で見ていくことにしましょう。 

 

 

第３回 大物続々登場 舞台は白熱化する～群雄割拠の時代（2003～2008年） 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/2/21 

まだ記憶に新しい重症急性呼吸器症候群（SARS）。2003年、中国南部に始まったこの疫病もま

たグローバル化の波にのり、世界を恐怖におとしいれました。被害の発生地となった中国では、

多くの人が自らの環境を見直し、健康管理に留意することになりました。きれいな空気を求めて、

海南島のリゾート地、三亜への旅行ブームが起こったのもこの時でした。一方、多くの人は買い

物や散歩などの街歩きを避けて、家にこもることが多くなりました。ネットサーフィンで時間を

費やし、ネットショッピングで買い物をする……こんな生活様式の変化により、たとえば家電量



 

 
 

販店の京東（ジンドン）に代表されるような伝統的業態の小売業界にも戦略転換の波が押しよせ

てきたのです。 

 

「作」でも「造」でもない、大市場をつくりあげた３つの「創」 

20世紀末以来快調に伸びてきたインターネットですが、2001年はインターネットバブル崩壊の

年で足踏み状態になりました。情報の送り手となる企業側が先行しても、受け手側の消費者がそ

の速度に追いつかなかったからです。とはいえ翌 2002年にはネット人口が増加してこの需要と

供給のアンバランスは解消され、早くも低迷から脱出しています。世界中でインターネット経済

が復活。ネット検索、ネットワーキング（マイクロソフトネットワーク＝ＭＳＮ＝に代表される

ようなコミュニケーションツール）、電子商取引などの分野が次々と生まれ、新しい投資の対象

になっていきました。国際電子連盟や世界銀行の統計によると、2003年から 2008年にかけて中

国国内のネットユーザー数が 8000万人から３億人まで増え、こうした事情によりインターネッ

ト経済は飛躍的な発展を遂げたのです。ここでも創業、創新（イノベーション）、創富（富を生

み出すこと）の三つの「創」を追求する挑戦の精神がカギです。この時期、中国国内のオンライ

ン小売業は急速な発展段階に入りました。それは、ユーザー数の激増、外部資本の導入、知的資

源をめぐる競争、規模の拡大、そしてブランド戦略の拡充などに現れています。 

中国を代表するネット調査会社、アイ・リサーチの調査によると、2003年から 2008年まで、

国内ネットショッピングのユーザーは 1520万人から 8000万人に増加し、５年間で 4.3倍になり

ました。ネットショッピングの市場規模は 40億元から 1281億 8000万元と、31倍も増加したの

です。 

 

淘宝効果という「開けゴマ」 

この巨大な市場は多くの投資家を呼び込むとともに、2003年アリババグループが創設した一般

消費者向けネットショップ、淘宝網（タオバオワン）の大ヒットをきっかけにした、いわゆる「淘

宝効果」によって、大量の顧客を持つ在来型の実力企業がオンライン小売業へ進出する原動力と

なりました。 



 

 
 

 

同時にＣ２Ｃ方式（消費者間の取引）も投資の対象となりました。2003年６月、米 eBayが易

趣網（イーチューワン）を完全買収して中国市場に進出。2004年８月には米アマゾンが 7500万

ドルで卓越網（ジュオユエワン）を買収し、同じく中国市場に進出しています。2005年９月、騰

訊（テンセント）集団は中国最大のポータルサイト、QQ（www.qq.com）が持つ５億 9000万人の

ユーザーをベースにしてネットショップ、拍拍網（パイパイワン、www.paipai.com）を開設、06

年３月に正式に運営を開始しました。また 2008年９月、百度（バイドゥー）もＣ２Ｃサイト、

有●(●は口へんに阿＝ヨウア、現在は閉鎖）をオープンしています。 

この中で、最も注目すべき企業はアリババです。Ｃ２Ｃ分野に進出すべくアリババが投資した

淘宝網は 2003年５月に開設されています。前述の eBayが易趣網を買収して国内外のメディアに

よって注目され、中国Ｃ２Ｃ市場の可能性に注目が集まり始めた、まさにそのタイミングでした。 

 



 

 
 

Ｃ２Ｃでの成否のカギはユーザー数と信用評価、来店者の商品購入率にあります。出店の障壁は

決して高くなく、また会員費用の無料化と大量の広告戦略などとあいまって 2003年ごろから淘

宝は易趣より早いスピードで成長。2006年には易趣を超え国内市場シェアナンバー１のＣ２Ｃサ

イトにおどり出ました。アリババ自身も、この「淘宝効果」によって中国国内オンライン小売業

での優位性を獲得したのです。 

（注）中国語ネット検索の先発企業である百度は 2007年 10月に電子商取引分野に進出し、2008

年 10月にＣ２Ｃサイトの「有●」を立ち上げたが、2011年３月に百度は「有●」を閉鎖すると

発表した。 

 

ネットが店を開くと、店もネットを開く 

アリババなどのインターネット由来の会社と異なり「京東」は伝統的な小売業から転換してネ

ット販売チャンネルを新たに確立した会社といえます。時代の風潮に合わせて戦略的に業態を転

換して成功した典型的な事例です。 

 中国人民大学を卒業した劉強東は 1998年に北京のシリコンバレーといわれる中関村に京東会

社を設立し、２年後には国内最大の光磁気製品販売代理店にまで発展させました。2003年までの

５年間で、京東は４つのブランドの独占代理権を持ち、年間売り上げは 6000万元にまで達して

います。ところが 2003年、SARSにより外出をきらう、という風潮が京東を襲ったために、劉強

東はインターネット上のフォーラムを活用して自社製品の拡販をはじめました。やがてネットの

効果が現れだすと、劉強東は光磁気製品を全国展開するチェーンストア計画を放棄し、2004年に

「京東多媒体網」（www.jd.comの前身）を開設、自社で３Ｃ（コンピューター、通信機、電子機

器）製品のネット販売を開始しました。このときの京東の企業戦略は伝統的小売業における複雑

な販売チャンネルをスリム化すること、また、代理店間で奪い合いとなる販売地域の壁を打ち壊

すことにありました。これによって、販売コストの削減を図り価格競争に打ち勝つことを目標と

したのです。 

 京東のようなオンライン小売業の発展方式は、新、旧２種類の小売業の運営に大きな差がある

ことを多くの人々に示しました。以降、オンライン小売業はメーカーから直接に商品を仕入れる

ことを追求しはじめます。流通の簡素化によって市場をリードしていこうとする傾向は、このこ

ろから始まったのです。 

 2005年に李亮が立ち上げた上海のファッションブランド「ＰＰＧ」は、店舗無し、販売代理チ

ャンネル無しのＢ２Ｃ（企業向け）型オンライン小売業の直営を開始しました。このＰＰＧ方式

は国内で大きな波紋を呼び、ある投資家は「ＰＰＧは伝統的な服飾業界での消費をインターネッ

トに取り込んだ。まるで洋服屋業界の“デル”のようだ」（2009年 12月 23日の中国・毎日経済

新聞記事より）と発言しています。やがて、アパレル業界ではこの方式が主流となりました。卓

越網の創立者の一人である陳年が 2007年に設立した凡客誠品（Vancl＝ファンクー）、瑪薩瑪索

（MasaMaso＝マサマソ、www.masamaso.com）、洋服網（ヤンフーワン）などのファッション会社

が追随し、同じＢ２Ｃ直営方式で市場に参入しました。 



 

 
 

 アイ・リサーチの調査によると、2009年、中国アパレル業界のネットショッピング市場規模は

308億 7000万元で、前年度より 81.5％も増加しています。また、中国国内で運営されているオ

ンライン・アパレルサイトは 1000社以上にのぼりました。 

 家電量販店、アパレル産業に代表された伝統的な小売方式は、インターネットの登場と発展、

そして SARSがきっかけとなったかもしれない消費者の購買行動の変化によって、大きな変革が

訪れたといえるのです。 

 

 

第４回 アリババ vs京東 竜虎の戦いが始まる～成熟市場へ（2010年～現在） 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/2/28 

1998年に始まった中国のオンライン小売業は、2003年から 2008年の試行錯誤の時代を経た後、

2010年ごろからは成熟期に入り始めました。とはいえ産業構造そのものが新しいために、その移

行期には試行錯誤や競争・淘汰が相次ぎました。オンライン小売業がいかにブームになったとは

いえ「サイトさえ立ち上げれば売れていく」ほど簡単ではないことが証明されたのです。上海の

ファッション業界からいきなりネットに進出し、無店舗経営で話題をさらったＰＰＧが債務危機

に陥り、2009年に倒産したからです。品質に問題があったのか、乱脈経営がたたったのか、サー

ビスに欠陥があったのか。同じ 2009年に開設した中国版ツイッター、新浪微博（シンランウエ

ボー、www.sina.com）などのＳＮＳにウワサが飛び交ったのも、ネット時代の大いなる皮肉とい

えるでしょう。 

 

「冬の時代」―ジャンプの前のひとときの低迷 

 PPGの倒産で、オンライン小売業はＢ２Ｃ（消費者向け）の運営がＣ２Ｃ（消費者間）のよう

に手軽なものでなく、豊富な実体経済でのビジネス経験が必要、と認識するようになりました。

長期的な発展戦略のために、伝統をくつがえすべきなのか、それとも伝統に新しいサービスをつ

け加えるべきなのかを改めて考え直すようになったのです。 

 PPG誕生と同じ年の 2008年、ネット検索の大手先発企業、百度（バイドゥ）は陶宝（タオバオ）

と同じようなＣ２Ｃサイトの「有●（●は口へんに阿）＝ヨウア」をたち上げました。しかし、

オンライン小売業の実績が無いためか、当初から苦戦が続き、結局、2011年 4月に「有●」は閉

鎖してしまいました。これらの例からもわかるように、2008年から 2009年は国内オンライン小



 

 
 

売業の調整期でした。マクロ的にみれば、世界金融危機によって各国経済は構造改革の必要に迫

られました。国際貿易が縮小したことで、主に中小企業に海外取引などのＢ２Ｂ（企業向け）サ

ービスを提供してきたアリババも、将来に対し大きな懸念を抱き始めたのです。2008年７月、馬

雲は社員全員に対して「冬の使命」というタイトルのメールを出しています。その中で馬雲は「経

済情勢は決して楽観できない。アリババは厳しい冬を過ごす覚悟をし、入念な準備をしなければ

ならない。冬には冬にすべきことがあるはずだ」と説いています。 

産業政策面では、北京市人民大会常任委員会が 2007年９月に「北京市情報化促進条例」を発

表。続く 2008年７月には北京市工商局が「『北京市情報化促進条例』を実行し電子商取引の管

理監督を強める意見」という通告を出しました。その中で「インターネットを利用して電子商取

引を営む者は法律に基づいて登記を行い、営業許可を得なくてはならない」として、Ｃ２Ｃにお

ける売り手に対しても登録をするように提言しました。結局、市場からの反対の声が多くこの政

策は実行できませんでしたが、関係者だれもが、Ｃ２Ｃでの売り手も遅かれ早かれ登記を義務づ

けられ、法律によって納税せざるを得なくなる結果、発展の障壁になるだろうという危機感を持

ちました。快調に進んできたオンライン小売業はリーマンショックという外圧のみならず、制度

そのものの見直しという内圧にも直面して、一時身をかがめて次の飛躍に備える、という状況に

なったのです。 

 

「真打」アリババの奮闘 

 馬雲が言った「冬の時代」になると、オンライン小売業でも先行者の優位性が現れるようにな

ります。どれだけ投資を集められるか、という資本志向から、運営にどう経験則が生かせるかと

いう管理志向に移行していきます。より多く、より早く、市場シェアを獲得した企業が俄然有利

となるわけです。 

 アリババがまさにそれでした。 

 業界のリーダーであるアリババの戦略の変化は、2008年４月に淘宝網（タオバオワン）内部で

Ｂ２Ｃサービスを中心とする「淘宝商城」を設立したことに始まります。また、直後の９月には

「大淘宝」戦略を立ち上げ、世界で最大の電子商取引システムを作りはじめています。2011年６

月、アリババは会社の組織を大幅に組み替え、淘宝を三つ ―Ｃ２Ｃの「淘宝網」、Ｂ２Ｃの「淘

宝商城」、ショッピング検索サイトの「一淘網」（イータオワン）― に分割しました。そして

半年後には「淘宝商城」を「天猫」（ティエンマオ、Tmall-www.tmall.com）に名称変更して独

立させ、スマートで斬新なブランドイメージでの展開を図ることとなりました。 

このようなアリババの戦略は「冬の時代」に萎縮するのではなく、顧客ニーズとネットの特徴

を分析したうえで、周到に行われたものです。分割後、淘宝網は主に中小企業に、淘宝商城（天

猫）はブランド力を持つメーカーに、そして一淘網はすべてのメーカー・サプライチェーンと消

費者に、それぞれ優れたサービスを提供するという明確な役割分担が完成しました。 



 

 
 

 

これらの顧客の異なる需要を満足させる「大淘宝」戦略を、アリババはさらに「大アリババ」

戦略にグレードアップさせています。それは電子商取引に関与するすべての人がアリババ集団の

資源―ユーザー、店舗、製造サプライチェーン、情報の流れ、物流、支払い、通信、計算システ

ムなど―を共有できるという壮大なもので、産業界の期待を一身に集めることとなりました。 

中国のネット調査会社アイ・リサーチの CEO、楊偉慶は「淘宝商城のビジネス価値が将来一番

大きくなるだろう」と予測しました。また著名な経済ジャーナリスト金錯刀は「果物があまりに

も大きくなりすぎて一つの籠に収まらなくなった。将来大きく発展するのはＢ２Ｃの淘宝商城で

あろう」と語り、ヤフー前中国総経理の謝文も「今度の淘宝の社内分割は淘宝がＢ２Ｃ分野に乗

り出す重要な一歩であり、京東（ジンドン）や当当網（ダンダンワン）と正面から争うことにな

るだろう」と高く評価しました。 

 

ライバルの健闘―京東 

 アリババの戦略転換で見られるように、2008年以降のＢ２Ｃ分野での企業間競争はますます激

化しましたが、もう一方の典型となる「京東」はいささかもゆるぎませんでした。営業収入と市

場シェア、および競合の変化に対して、京東は着々と対応していたからです。 

京東はＣ２Ｃでスタートしたアリババとは異なり、創立当初からＢ２Ｃ市場に専念し、アリバ

バとの正面衝突を避けてきました。３Ｃ（コンピューター・通信機・電子機器）製品のネット販

売で流通での優位性を確立し、国美（グオメイ）や蘇寧（スニン）などの家電ネットとの競合も

回避しています。京東はこのような企業方針に加えて、中国国内の３Ｃに代表される高級家電市

場の急成長という追い風を受けつつ、大量のユーザー層を活用してサプライチェーン管理の実績

を重ねていったのです。今に続く京東の発展戦略は毛沢東の戦訓「穴を深く掘り、食料を多く貯

め、制覇することを望まない」という言葉に総括できるのです。 



 

 
 

 

京東は３Ｃ家電分野でめざましい業績を上げた後、2009年からは販売する商品の種類を大幅に増

やしています。さらに 2010年以後は、自社サプライチェーンの管理を改善し末端の配送能力で

消費者から支持を集めるようになりました。結果、2011年にＢ２Ｃの市場規模が倍増すると京東

の優位性はさらに明確になりました。当然のことですが、オンライン小売業はそのサービスの最

後の時点で「配送」に頼ります。いくらネットの魅力的な画面で客をひきつけ、安い価格を提供

できても、商品が迅速に、正確に、きちんと手元に届かなくては意味がありません。ネット通信

上の最終段階という本来の意味になぞらえて、ラストワンマイルともいわれるこのオンライン小

売業の流通の宿命に、京東も、アリババも、ネット書店だったアマゾンも、実は早くから気づい

ていたのです。 

 

相次ぐ参入 

アリババと京東のＢ２Ｃ分野での急成長は市場競争を激化させました。一部の伝統的な企業も

Ｂ２Ｃ市場に参入し始めたのです。蘇寧電気集団（スニン）は蘇寧易購というサイトを立ち上げ、

国美は庫巴網（クバワン）を買収し、銀泰（インタイ）投資集団は銀泰網（インタイワン）を設

立し、米ウォルマートは一号店（イーハオディエン）を買収し、騰訊（テンセント）も易迅網（イ

シュンワン）を買収しました。これらの企業の参入によって国内のネットショッピングはＢ２Ｃ

の市場シェアが急速に高まりＣ２Ｃ市場のシェアは徐々に減っていきました（表１）。こうして

百花繚乱の舞台にようやく道筋が見えてきたのです。 



 

 
 

 

 

2008年から 2011年の投資減少と熾烈な価格競争を経た後、2012年からの中国国内オンライン

小売業の競合構造は再び変わり始めています。登録ユーザーの数、サイト流量、売上高などの市

場データ（表２）を見れば、国内オンライン小売業の競合状況が明確になってきますし、アリバ

バの規模の優位性がはっきりと現れていることがわかります。また、京東も自社Ｂ２Ｃでの物流

システムへの資本投入で優位性を獲得していることがわかります。 

表２：2013年中国小売業トップ 10 

順番 企業名 
2012年売上高 

（税引き前億元） 

１ 蘇寧集団 2327.2  

２ 天猫 2194.2  

３ 大商集団 1310.1  

４ 百聯集団 1220.5  

５ 国美電気 1174.8  

６ 華潤万家 941.0  



 

 
 

７ 京東 758.5  

８ 康成投資（大潤発） 724.7  

９ ウォルマート（中国） 580.0  

10 重慶商社（集団） 544.9  

出典：中国商業連合会、中華全国商業情報センター、CKCSG 

アリババと京東の二社はともにシステム面での業務能力を応用・発展させ、その優位性を不

動のものにしようとしています。そのために両社は、会員管理、ネット流量、サプライヤー

管理、キャッシュ運営、プラットフォーム統合、ネット金融など多くの面での総合的な管理

能力をきわめて重視しているのです。 

 いまやオンライン小売業のリーダー企業は規模の優位性を発揮するようになりました。そ

して、新しいビジネスモデルの開発という「戦術」的な展開とともに、内部の管理運営能力

を強化する「戦略」的な展開にも力を入れはじめています。この業界はすでに「新興」段階

を経て、規模の経済が発生する段階に入ったといえます。規模の優位性を持った少数の企業

が業界をリードする力を持つのに対して、多数・小規模の企業（ユーザー数が少なく、市場

交渉能力が弱く、サプライヤーに対する管理経験が不足し、資金調達力が弱い）は、淘汰さ

れる可能性が高いことを意味しているのです。 

 もはや中国のオンライン小売業は、それなりの投資を得たら、まるでマネーゲームのよう

にビジネスを展開するといったかつての在り方とは大きく異なった存在になりつつあるの

です。 

 次回からはオンライン小売業の五つのモデルについて解説します。 

 

第５回 3.5億円のダイヤもネットで～アリババの経営戦略（上） 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/3/7   

 



 

 
 

もはや Bや Cの分類では語りきれない 

 オンライン小売業はＢ２Ｂ（ＢtoＢ＝企業対企業）、Ｂ２Ｃ（ＢtoＣ＝企業対個人消費者）、

Ｃ２Ｃ（ＣtoＣ＝個人消費者対個人消費者） に分類されることが多いようです。これは電子商

取引に参加する送り手・受け手の属性に基づいた分類方法です。ところが最近では、Ｃ２Ｃの典

型であるネットオークションにＢすなわち企業が参加するなどＢとＣの境界がなくなったり、ネ

ットの世界だけでなく通常の商取引にもこの用語が広く使われだしたりで、定義があいまいにな

ってきました。このＢ・Ｃ分類だけでは、企業の取引パターンや競合相手との違いを語ることが

できなくなってきたのです。例えば京東（ジンドン）と天猫（Ｔモール）は同じＢ２Ｃですが、

その本質は明らかに違います。自社が直接、顧客と取引することで自営の商店主の役割を果たす

かのような前者に対して、後者は他の小売業者にも自社サイトを開放して、貸店舗群のような「場」

を提供する、いわゆる「オープンプラットフォーム」を運営しているのです。 

電子商取引の中でもオンライン小売業はビジネスの変革がもっとも頻繁に行われる分野です。

いかに自らの経営資源を確保し、改革し、優位性を獲得していくか、それをどう経営に取り込ん

でいくかがオンライン小売業の最大の課題になっています。私たち長江商学院グローバル研究セ

ンターは、ＢやＣという便宜的な切り口ではもはやカバーできないオンライン小売業の各ドメイ

ン（独自のビジネス領域）を、バリューチェーン（価値連鎖＝調達、製造、物流、販売、サービ

スといったそれぞれの業務が一連の流れの中で順次価値とコストを付加・蓄積してゆくという考

え）構成要素の管理方法に焦点を当てつつ、中国の代表的なオンライン小売業の比較研究を行い

ました。この中で主に企業のビジネスパターン、そしてサプライチェーンの各段階の経営資源を、

どのように有効活用しているかを分析しました。 

 

オンライン小売業五つのビジネスモデル 

 私たちは中国のオンライン小売業の基本的なビジネスモデルを次の５つに分けました。 

（１）オープンプラットフォーム型 

（２）バリューチェーン統合型 

（３）Ｏ２Ｏ（オンライン toオフライン）型 

（４）限定販売型 

（５）ソーシャル・コミュニティー型 

 その上で、「アリババ（陶宝＝タオバオ＝と天猫）」、「京東」、「蘇寧易購（スニン）」、

「１号店」、「当当網（ダンダンワン）」、「唯品会（ウェイピンフイ）」、「アマゾン中国」、

「騰訊（テンセント）」などの著名オンライン小売業について、それぞれの企業の成長背景、リ

ーダーシップ、発展の目標と戦略、ニッチ市場、バリューチェーン要素管理の特徴、サプライチ

ェーンの資源統合戦略などを徹底比較しました。 

 研究対象となった各社は、異なる創立の背景を持ち、性格も違うオンライン取引プラットフォ

ームを有しています。これらの企業は自社の発展目標に適したバリューチェーン（価値の連鎖）

要素の管理戦略を採っています。バリューチェーン各業務の中で、特に付加価値のあるサービス



 

 
 

に特化した特色あるプラットフォームを打ち立て、市場優位性を高めたりもしています。この手

法をとったアリババと京東は際立った競争力で市場の主導権を握り、他の企業はそれぞれ特徴的

なビジネスモデルを構築して追いかけているのです。 

 これからの連載の中で、５種類の型の代表的な企業をとりあげ、分析し解説していきます。（図

１） 

図１：中国オンライン小売業の運営管理方式分析 

  運営管理方式 代表企業 
産業バリューチェーン 

要素管理の重点 
競争優位 

（１） 
オープンプラッ

トフォーム型 
陶宝、天猫 

プラットフォーム資源統

合 
タイミング 

（２） 
バリューチェー

ン統合型 

京東、1号店、順豊優

選 
商品の流れ管理 規模 

（３） O2O型 
携程、大衆点評、蘇

寧易購 
情報の流れ管理 タイミング 

（４） 限定販売型 唯品会、聚美優品 商品の流れ管理 タイミング 

（５） 
ソーシャル・コ

ミュニティ型 

騰訊電商、天涯旅游

（天涯客） 
情報の流れ管理 規模 

出典：CKCSG 

（１）オープンプラットフォーム型 

 オープンプラットフォーム型は売り手と買い手双方に、取引の機会とその環境を提供すること

を目標にします。その戦略のポイントはプラットフォーム規模拡大による収益追求で、一言でい

えば、「プラットフォームをつくり、企業を誘致し資金の導入を図る」事です。バリューチェー

ン要素管理の特徴から見ると、オープンプラットフォームモデルは仕入れや配送といった商品管

理の面よりもキャッシュフローと情報の流れを重視する傾向があります。 

 取引用のウェブサイト自体は簡単に構築できるため、オープンプラットフォームモデルの市場

参入そのものは決して難しくありません。作業としては誰にでも可能なことなのです。したがっ

て、オンライン小売業の市場競争力を決定するのは「規模」の優位性と、コアとなる「システム



 

 
 

の基幹能力」になります。例えば、陶宝の基幹能力は「支付宝」（アリペイ＝決済システム）で

すし、京東の基幹能力は自社所有の「物流システム」になります。オープンプラットフォーム型

を採用する企業はインターネット応用技術のイノベーションに専念し、あらゆる商品やサービス

をオンラインで取引できるように進化させています。 

このことは、商業社会全体の情報の質と量の向上に大いに役立ち、消費そのものを活性化する

ことになります。加えて「無限大」の消費市場でオープンプラットフォームは、少数多品種やニ

ッチ商品の品揃えといった多様な選択肢を備えることが可能になります。ヒット商品以外の多品

種の商品がじわじわと売れ続けるといった、いわゆる「ロングテール効果」をも発揮することに

なるのです。 

 

オープンプラットフォームの王者、アリババグループ その発展の背景 

 アリババの創業者、馬雲（ジャック・マー）は 1964年中国の広州で生まれ、広州師範学院の

英語科卒業。広州電子工業大学で講師として英語と国際貿易の教鞭をとりました。1995年始め、

渡米してインターネットに出合いました。この出合いは衝撃的で「インターネットはいつか人類

を変え、人類のあらゆる面に影響を与える」と馬雲は直感したのでした。 

 1995年４月、馬雲はパソコンもインターネット技術も分からない状態で、杭州で杭州海博パソ

コンサービス会社を立ち上げました。サイト名は「中国イエローページ」。主な業務は中国国内

の企業にホームページ作成のサービスを提供することでした。この仕事で評価を得た馬雲は 1997

年 12月北京に赴き、中国対外経済貿易協力省の中国国際電子商務中心（EDI）情報部の総支配人

に就任。その８カ月後には EDIとの合資で設立した国富通情報技術発展有限会社の総支配人を務

め、「中国電子商取引市場」プロジェクトを引き受けることになりました。その後、数多い選択

肢で悩んだのち、1998年に 17人の創業パートナーとともに杭州に戻り、新会社を設立しました。

アリババの誕生です。 

 このとき馬雲は電子商取引を国際貿易と結びつけ、今までの経験を活用してアリババの業務目

標を明確にさだめました。それは「Ｂ２Ｂの形で中国国内の小規模企業を助け、海外市場を開拓

する」ことでした。 

 アリババは 2003年、Ｃ２Ｃの電子商取引プラットフォームの陶宝を設立。３年間で中国最大

のＣ２Ｃ取引プラットフォームとなりました。（中国電子商取引研究センターによると 2012年

12月末の陶宝のＣ２Ｃ市場でのシェアは 96.4％にのぼっています） 

 2008年４月、陶宝はＢ２Ｃ業務をメーンとした「陶宝商城」を創設。2011年 11月１日に陶宝

から独立した陶宝商城は、独自の URLである「Tmall.com」を使い始めました。そして 2012年１

月 11日には正式に「天猫（ティエンマオ）」に改名。新たなロゴマークを発表しています。 

 中国のネット調査会社アイ・リサーチのデータによると、2012年の天猫は国内Ｂ２Ｃ市場の

53.7％のシェアを占めるオンライン小売業に成長しています。これによりアリババはＢ２Ｂから

Ｃ２Ｃ、Ｂ２Ｃ、さらには計画中のＣ２Ｂまで含めて、馬雲がインターネットに接した時のひら

めきさながらに、一貫して革新的な企業運営をおこなっています。 



 

 
 

「何でもある」「どこまでも届ける」「何でもできる」という究極のオンラインプラットフォ

ームを求め続けているのです。 

 

3.5億円のダイヤをネットで売るアリババの力 

 全体から見て、陶宝と天猫は、中国でのオンライン小売業の中で規模の優位が最も際立ってい

るプラットフォームです。陶宝と天猫に登録している売り手の数はすでに 1000万を超え（個人

の売り手は約 600万、企業の売り手は 20万）、2013年 11月 11日、「天猫ネットショッピング

の日」の決済システム、支付宝（アリペイ）の取引高は 350億 1900万元（約 6000億円）にのぼ

りました。 

この日の取引件数は１億 7100万件。最高額の商品は 2050万元（約３億 5000万円）のダイヤ

モンドでした。 

 



 

 
 

 

 

 私たちの分析によると、オープンプラットフォームの中での創造的な管理能力こそが、アリバ

バの優位性を産み出す重要な要素になっています。アリババはその規模に満足することなく、優

位を保つためになお一連のイノベーションを続けています。これが「アリババモデル」の優れた

部分といえましょう。 

 アリババの発展の過程は、２つの段階に分けることができます。前半はネットショッピングの

主役となる売り手と買い手を多く集めるという「資源の獲得」の段階。後半は 2008年以降のビ

ッグプラットフォーム戦略による「市場の獲得」の段階です。 

 次回はアリババグループの発展戦略について詳しく解説します。 

◇   ◇   ◇ 



 

 
 

第６回 ネットショッピングが文化を創る～アリババの経営戦略（下） 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/3/14 

 

いま思えば、ほぼ完璧な着手だった――アリババの初期戦略 

その社名どおり「開け！ゴマ」でインターネットの岩の扉を開けたアリババは、次々と時代を

見据えた経営戦略を打ちたて、中国オンライン小売業のトップに君臨することとなりました。ア

リババが初期にとった主な戦略行動のポイントは３つ。まずＣ２Ｃ（個人間）業務を見直して買

い手を確保すること、次に利益モデルを再構築して売り手を確保すること、そして信用評価シス

テムを導入し売り手と買い手双方をより密接につなげることでした。 

 

先行者のやりかたを大きく変えてのＣ２Ｃ 

陶宝（タオバオ）が成立する以前に、邵亦波と譚海音は 1999年上海で易趣網（イーチューワ

ン）を創立し、eBayモデルを中国市場に導入しました。2002年易趣と eBayは提携して「eBay

易趣」を立ち上げ、あっという間に中国最大の電子商取引コミュニティーに成長させました。た

だ、eBay易趣のオークション方式は売り手と買い手の個人的なコミュニケーションと取引を禁止

していました。これは従来の中国人のショッピング習慣とは明らかに異なっていたのです。一方、

このＣ２Ｃに参入した陶宝は eBay易趣とは逆に、チャットソフト阿里旺旺（アリワンワン、

www.aliwanwang.com）の利用を促進するなど、売り手と買い手との価格交渉を奨励しました。こ

のように、個人間のオークションを陶宝という「自由」市場での取引ができるようにしたのです。

こうした取り組みにより、陶宝は eBay易趣に取って代わり、成長率では中国でトップのＣ２Ｃ

取引プラットフォームになりました。 

 

「無料」化で挑戦 

 陶宝が登場する以前、ほとんどのＣ２Ｃプラットフォームは有料でした。易趣は eBayのやり

方をまねて 2001年７月から、売り手が登録した商品を対象に商品登録費を徴収しました。そし

て 2002年の９月からは取引が成立した商品についても成約金額に対して売買手数料を徴収し始

めたのです。それに対して陶宝は 2003年の創立当初から「３年間無料」という戦略を打ち出し

ました。これに対抗するために eBay易趣は 2004年の２月に商品登録費の値下げを行い、さらに

2005年５月にも再度の値下げにふみきりました。ところが、陶宝は無料化３年目の 2005年 10



 

 
 

月、以後の３年間も無料を継続すると発表。eBay易趣もついに 2008年の５月から無料化に移行

せざるを得なくなりました。そして、2008年 10月、陶宝はさらに無料化継続を宣言したのです。 

 無料方式は多数のユーザーをひきつけ、陶宝はたったの３年間で中国Ｃ２Ｃ市場の最大シェア

を占めるようになったのです。その後も陶宝は、検索システムやオンライン広告を積極的に導入

するなど、規模の優位性をフルに発揮して、利益モデルを作り上げていったのです。 

陶宝の母体のアリババは陶宝１社の発展に依存するだけでなく、ネットビジネス全体に注目し、

産業資源の統合を図っています。この考え方は電子商取引に新たな可能性をあたえ、参入と競合

による業界全体の底上げと活性化に寄与しているのです。 

 

信用評価システムをつくりあげた 

 2004年以前の中国の信用評価システムはまだ不完全でＣ２Ｃビジネスの発展を阻む深刻な原

因となっていました。この問題を解決しようと、2004年 12月８日アリババは「浙江支付宝イン

ターネット網絡技術」を創立しました。12月 30日には支付宝（アリペイ）のウェブサイト

（www.alipay.com）を正式に稼動し「第三者担保取引方式」による独自の運営を始めました。買

い手が商品の代金を支付宝の口座に振り込むと、支付宝が売り手に出荷の指示を出し、買い手は

商品を受け取ってから支付宝に支払いを指示、これにより電子商取引が完了する――という仕組

みです。オンライン小売業界での支付宝に対する認識は「革新的なシステムの発明であり、陶宝

の取引の信用問題を根本的に解決し、陶宝急成長の要因となった」で一致しています。 

 実は、2004年 10月易趣は工商銀行、建設銀行、招商銀行、銀聯電子銀行支払会社と提携して、

「安付通（アンフートン）」という電子商取引の安全保証サービスを発表しています。このサー

ビスでは易趣が第三者として支払の流れをコントロールしており、買い手は商品を受け取ってか

ら売り手に支払うか否かを決めます。その後、eBayの協力のもとで、世界で最も広く使われてい

るペイパル（PayPal）も導入しました。易趣の買い手は先に商品を受け取って、後に安付通を通

して支払う、またはペイパルを通して直接代金を売り手に支払う、という二つの方法を用意した

のです。このほか、騰訊（テンセント）もアリババに追随し 2005年９月に財付通（Tenpay、テ

ンペイ）を発表しています。取引相手の信用度がどれくらいあるのかわかりにくいＣ２Ｃ取引で

すが、普及するにつれて安全保証サービスもまた競合の対象になったわけです。この点で支付宝

を創設した陶宝は明らかに優位でした。 

その一方で陶宝は支付宝以外の信用評価システムも構築しました。売買双方の信頼関係を築く

ために取引の終了後、買い手は商品や配送に対して満足度の採点を行うというものです。陶宝は

売り手と買い手から寄せられた満足度を統計処理し、ユーザーの満足度を 15のランクに分けて、

ネット上に公表します。満足度が一番高いものは王冠５個、一番低いものはハートマーク１個。

ユーザーにとって一目瞭然のこのランキング方法もまた、陶宝優位の要因となりました。 

 

―快進撃は続く―「ビッグプラットフォーム」戦略へ 



 

 
 

 2008年４月陶宝商城（2012年から天猫）の成立で、アリババは在来のプラットフォームでは

対応できなくなり「ビッグプラットフォーム」へと進化を遂げます。このときアリババがとった

戦略は、Ｂ２Ｃ（消費者向け）分野での見直しを行い売り手を選別して有料化すること、ネット

情報の流れを把握し他社の情報トラフィックにも関与していくこと、支付宝を活用してより多く

の収益を得ること、ネット文化を次々と提供して市場をさらに拡大すること、高度なプロモーシ

ョンを行いより多くの消費を促進して市場の活性化を図ることでした。 

 

整然としたプラットフォームへ…売り手を仕分ける 

 アリババはＣ２ＣとＢ２Ｃの明確な定義はしていません。個人名で登録していても企業で運営

していたり逆に個人が企業名で出店したりもあるのです。Ｃ２Ｃである陶宝は商品登録料は年会

費は無料、Ｂ２Ｃの天猫は有料（図１参照）です。取引額からみると、陶宝と天猫は同じ程度で

すが「限界的収益」から見ると、その差は非常に大きくなってきます。 

 ここでいう限界的収益というのは商品とサービスの基本利用価値以外から生み出した利益の

ことを指します。近年アリババが天猫に力を入れ、高級化路線をめざしているのもこのためです。

アリババはタオバオと天猫では、商品や取引情報の管理で異なる手法をとっています。それによ

り、アリババは検索と広告の両方で限界的収益を上げる一方、優秀な企業レベルの売り手を天猫

に移動させることで、売り手から技術サービス費、売買手数料、出店料などを徴収するようにな

りました。 

 Ｃ２ＣとＢ２Ｂ（企業向け）が混在する中で、陶宝はその商品数を誇るなんでもありの「フリ

ーマーケット」状況に対して、天猫は「デパート」のように各階に品目別に商品を陳列する方式

をとっています。消費者は陶宝で買い物するときは何かないか、とショッピングを楽しむ傾向が

あります。より多くの検索方式を利用して商品を眺めまわして選び出します。一方、天猫では、

商品カタログをよく見るかのように、より直接的に必要な物を求めます。どちらのケースでも消

費者がウェブサイトに滞在する時間はますます長くなり、両者を並行して運営するアリババの優

位はさらに高まっていくのです。 

図１：Ｂ２Ｃ小売業者のプラットフォームの料金比較 

運営商 創立時期 料金 

天猫 2008年４月 

【技術サービス年会費（出店料に相当）】毎年３万元な

いし６万元、評価の高い店や売上の多い店には返金制度

あり） 

【保証金】５万元、10万元、15万元の３つのランク 

【リアルタイムに徴収する売買手数料】売上（送料除く）



 

 
 

に対する一定料率で計算、一般的には 0.5～５％ 

京東 2010年 

【出店料】毎年 6000元 

【保証金】１万元～10万元 

【売買手数料】売上に対する一定料率で支払い 

蘇寧易購買 2012年７月 

【売買手数料】目標売上高に対する一定の料率で算出。

実際の売上が目標売上高より少ない場合、料率は２％程

度あがり、目標売上高より多い場合は２％程度下がる 

【配送料】ラスト・ワン・マイルの配達サービス料。注

文ごとに、大きい荷物は 10.5元、小さい荷物は７元 

アマゾン 2011年７月 

【出店料】実際の売上〔商品価格 x総量〕に対する一定

料率で計算、売上がなければ、出店料は発生しない。料

率は一般的に４％～15％ 

１号店 2011年 

【出店料】毎月 300元、ないし、500元 

【保証金】5000元、１万元、２万元のつのランク 

【売買手数料】売上の１％～６％ 

易迅ネット 2012年５月 

【出店料】毎月 500元 

【保証金】１万元 

【売買手数料】売上の２％～６％（商品の分類によって

異なる） 

【配送料】注文ごとに５元。荷物の重量が増えても料金

はそのまま。荷物を受け取った後での支払いも可 

当当網 2009年 【出店料】毎年 6000元ないし、12000元 



 

 
 

【保証金】１万元、２万元、３万元、５万元、10万元の

５つのランク 

CKCSGが各社ホームページから収集・整理 

 

 

他社トラフィックを利用して「入り口」を増やす 

 プラットフォームにたどり着くまでの情報の流れを意味する「トラフィック」はサイトの生命

線とも言えます。この情報の流れの管理は、オンライン小売業にとってきわめて重要です。アク

セスランキングなどを調査・公表しているネット調査・検索会社アレクサ（Alexa）のデータに

よると、検索サイト百度（バイドゥ）は陶宝のトラフィックに大きく寄与しています。アレクサ

の 2013年 11月 15日のデータによれば、陶宝へのアクセスのうち 8.7％は百度からのものでした。

もちろん百度は陶宝だけでなく、検索広告などを通じて中国国内の多くのオンライン小売業者に

もトラフィックを提供していますが、いずれもかなりの高額で、料金をめぐってアリババと百度

は激しい論争さえしたことがあります。 

アリババは情報の流れの管理をそのオープンプラットフォーム戦略の核心に置き、ときには買

収でトラフィックと情報データを獲得しました。2005年８月、アリババは中国ヤフーを買収して

います。この時、馬雲は買収の目的はヤフーの検索技術だったと発言しています。2010年以後、

アリババはさらに出資を続けて、共同購入サイトの「美団網」（メイトゥアンワン、

www.meituan.com）、ソーシャルアプリ「陌陌」（モモ、www.immomo.com）、地図・生活情報サ

イト「丁丁網」（ディンディンワン、www.ddmap.com）、音楽配信の「蝦米網」（シアミーワン、

www.xiami.com）、ミニブログサイト新浪微博（シナウェイボーwww.weibo.com）、地図アプリの

高徳地図（Autonavi、www.autonavi.com）などの人気ウェブサイトを自社プラットフォームへの

入り口にしました。アリババは資本上の優位を利用して、携帯インターネット分野の隅々にまで

影響を与えるようになり、インターネット全体の情報の流れの収集・整理に関与したのです。ア

リババオープンプラットフォームへの情報の流れを飛躍的に高めたのでした。 

 

支付宝を通した「限界的収益管理」 

 前述のとおり、「限界的収益」というのは、ここでは商品とサービスの基本利用価値以外から

生み出した利益のことを指します。例えば、京東の物流への投資は自社の倉庫と配達の問題を解

決するためでした。しかし、2011年から京東はこの物流システムを利用して第三者へのサービス

を提供し始めています。これによって京東は物流サービスの限界的収益を得た、というわけです。 

もう一つの例が支付宝です。当初、アリババが設立した支付宝はある種のパターンの売り手か

らは決済システム利用料を徴収するなど、売買双方の信用力に応じた支払いをするための情報管



 

 
 

理が主体となっていました。しかし、オープンプラットフォーム取引の規模や収益の拡大により、

支付宝の利用率と取引数も大幅に増加することとなりました。これを見てアリババは情報の流れ

の管理からキャッシュフローの管理にまで、支付宝の役割を拡大しました。支付宝内の滞留資金

を活用した金融サービスを提供することでさらに大きな限界的収益を得ることに成功したので

す。いまアリババの金融サービスは支払、貸付、財テク三つの側面を持つに至っています。 

 

「文化」の創出で、市場に浸透してゆく 

 支付宝シリーズの広告で見るように、アリババはメディアの利用がうまく、特にニューメディ

アを利用して新しいビジネスの理念を表現し、それを幅広く宣伝するのに長けています。また、

アリババは広告でブランドを宣伝する以外に、多彩なメディアを駆使して、インターネット「文

化」そのものも広めています。たとえば馬雲のスピーチ内容も「馬雲語録」と整理され、出版物

の形でよく知られています。 

アリババの文化創造の中で、一番代表的でそして最も社会影響力のあるのは「陶宝体」といえ

ましょう。これは中国のネットユーザーの間で使われるネット文体で、最も有名な「陶宝体」の

言葉は「親」（チン、日本語でいうとハニーあるいはダーリンの意味）で、よく「哦」（オ、納

得、賛嘆などの語気をあらわす感動詞）と組み合わせて使用されます。例えば、「親、早く注文

して哦」（哦は、ここでは「ね」の意味）。このような親しみやすい会話表現自体が陶宝のブラ

ンディングに大きな役割を果たしています。また「陶宝体」流行の是非が議論されればされるほ

ど、陶宝のブランド力が自然と形成されていくわけです。 

 

プロモーションを駆使して市場の活性化を求める 

オンライン小売業のそもそもの考え方では、ネット企業の広告宣伝は不必要と思われていまし

た。ユーザーの「体験」そのものが消費者の信頼を強めるからです。例えば、京東のように物流

（配達の速さ、正確さ）で高いユーザー満足度を獲得することが基本、という考え方です。Ｂ２

Ｃにせよ、Ｃ２Ｃにせよオンライン小売業は取引自体に介入しないのですが、製品の流通管理に

介入することでユーザーの満足度とサイトの評判を高め、再度の利用につなげていく、という手

法です。その一方でアリババのように、オープンプラットフォームには「視覚効果・感性効果」

が大切とする考え方もあります。広告やプロモーションでユーザーをひきつけ、魅力的なプラッ

トフォームを提供すればサイトのアクセス率は向上し、ユーザーの購買意欲も高まるとするわけ

です。アリババの戦略目標は高度なプロモーション能力を持ったオープンプラットフォームをつ

くることですから、消費を刺激するさまざまな「目玉」も用意します。例えば、「11.11光棍節

（独り身の人たちをお祝いする日）」。11月 11日を「ネットショッピングの日」に設定してさ

まざまなネット販促活動を用意し、自社プラットフォームの活性化をはかります。それだけでな

く、オンライン小売業市場全体の底上げに寄与する日ともしています。 



 

 
 

 

天猫 2013.11.11のセールスの様子 

 

2013.11.11支払宝の取引金額 

またキャッシュフローの管理では、アリババは天猫を通じて優れた売り手の分類・選抜システム

を確立するとともに、オンライン広告と商品検索サービスを組み合わせることで、大量のキャッ

シュフローを獲得しています。さらに情報の流れの管理では、アリババはページ構成の高度化や、

増加するアプリケーションに対応するためのシステム増強、そしてビッグデータを使ったデータ

解析などの技術最適化を続けているのです。 

 次回は、５つのオンライン小売業のビジネスモデルのうち、バリューチェーン統合型の代表例

として京東の事例についてくわしくご紹介します。 

◇   ◇   ◇ 

 



 

 
 

第７回 中国オンライン小売業、その主役たち～アリババの宿敵 京東 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/3/28  

  

分類２）バリューチェーン統合型 上流から下流へ―利益が蓄積する 

 前回まで２回にわたってオープンプラットフォーム型と中国のオンライン小売業の王者アリ

ババについて分析いたしました。今回は連載第５回でオンライン小売業のビジネスモデルの「分

類２」に位置づけた「バリューチェーン統合型」と、その代表的企業「京東」（ジンドン）につ

いて解説します。 

 「価値連鎖」と直訳されるバリューチェーンとは、企業活動を購買・製造・出荷・販売・サー

ビスなどのプロセスに分け、各プロセスごとに価値（バリュー）を蓄積させることを意味します。

つまり、オープンプラットフォーム型が横方向へ「拡大」を目指すのに対して、バリューチェー

ン統合型は商品の流れの上流から下流への縦方向で「深化」をめざします。（最終利益）＝（売

上）マイナス（各プロセスでのコストの総和）で算出されますから、プロセスごとの情報や収支

管理と、その統合が極めて重要な課題になります。 

バリューチェーン統合型の典型ともいえる京東は、個々のプロセスを重視し、すぐれたサプラ

イチェーンサービスを提供することで競争優位を獲得することを目標としました。プロセスごと

の収支を把握し、需要と供給のバランスを最適化しました。製造・出荷・流通の各プロセスの情

報分析能力を向上させ、自社のみならずサプライヤーである製造業にも、バリューチェーン統合

効果を波及させていったのです。 

 

風雲児誕生～京東初期の発展戦略 

京東の創業者、劉強東は 1996年人民大学の社会学部を卒業。日中合弁会社で２年間働いた後、

創業の道を選びました。彼は北京の中関村で「京東」をたちあげ、光磁気商品の代理販売を開始

しました。当初は、従来型の大手家電量販店、国美（グオメイ）や蘇寧（スニン）をモデルに IT

商品をメインとする小売チェーン店を目指したのですが 2003年の SARSの影響でチェーン店計画

を断念。2004年に「京東マルチメディアネット」という会社を創業してインターネットで IT商

品の販売を始めました。京東は 2001年に中国の光・磁気製品の大手販売代理店となり、年間売

上は 6000万元を超えました。しかし、商品の流通に関して豊富な経験を持っていた劉は、伝統

的な商法の限界も痛感していました。2006年、京東はチェーン店計画を転換し３Ｃ製品（コンピ

ューター、通信機、電子機器）のネット販売代理店に特化し大変身を果たしたのです。こうして、



 

 
 

京東は従来型の販売チャンネルである家電量販チェーン店、国美と蘇寧の２社と正面からぶつか

ることになったのです。 

 

まずは価格競争 

 国美と蘇寧など家電量販チェーン店の実店舗に対して劉は、ネット販売による低価格化を武器

にし、SARS以降は実店舗を次々と閉鎖しました。「京東は販売代理店の資格を失えば、すぐにで

も倒産する。このまま代理販売を続けても、京東はチャンネルに対するコントロール能力を持つ

ことができない。何としてでも受け身の立場を変えることだ」と考えたからです。この頃、中国

の家電業界の販売チャンネルは、すでに飽和状態にありました。メーカーから小売業者までの間

には地域販売代理店、代理販売者（個人のブローカー）が多数介在し、１～３％程度の利益率を

奪い合っていました。この分野にうまく切り込めれば、国美や蘇寧のようにチャンネル管理の主

導権を握ることは可能だったのです。劉は「販売代理店、取次販売代理店などはなくすべきだ。

彼らはただの利益の搾取者であって価値の創造者ではない」と指摘しています。 

 チャンネルの階層を減らすこのやり方は他の代理店と個別のメーカーの不満を招きました。し

かし劉は「ネット販売は単独販売代理店のテリトリーを超えてしまうなど、新しいチャンネルの

建設に他ならない。京東の価格はあくまで透明であり、ダンピングなどではない」と強調し続け

ました。 

初期の成長段階において劉は、野心的で常に新しさを求めるメーカーや代理店に対しては、京

東のオンラインプラットフォームを利用することでその売上量を伸ばし、市場占有率を高めるこ

とができると働きかけたのです。2007年３月までには、こうした「扇動」による効果が現れだし、

HP、レノボ、ＡＳＵＳ（エイスース）、インテルなどのメーカーは続々と京東に商品の直接提供

を始めました。 

 

初期の物流網建設 

 京東は 2005年１月から６月までの間に 12の実店舗を閉鎖しました。その結果、より多くの資

源をオンライン業務に振り向けることが可能となりました。その後、京東は実店舗閉鎖による従

業員の就職問題を解決するために上海で支社を設立し、倉庫を造りました。オンライン業務の量

的な成長につれ京東は自社所有の配達システムを作り始めたのです。2007年、京東の自社配達サ

ービスはすでに北京、上海、杭州の３つの大市場をカバーするまでになりました。当時、他地域

の配達は他社に委託していましたが、2009年長江商学院の取材を受けて劉は「最も理想的な形は

配達をすべて外部に委託することだ。これはオンライン小売業にとってコアとなる業務ではない

からだ」と答えています。しかし、この返答は決して彼の真意ではありませんでした。配達を外

部に委託すると、京東の発展にブレーキがかかることを劉は熟知していたのです。 

 広大な中国の配達システムは欠点が多く、トラブルがたびたび起こります。配達を委託すると

社の命運に関わるような３つのリスクが発生します。 



 

 
 

 第一のリスク：京東は主に３Ｃ製品を販売しますが１回の注文の平均単価は約 756元（約

12,000円）と高価です。にもかかわらず受託された配達業者はコストを抑えます。配達で商品が

壊れたりすれば京東の利益は大きく失われかねません。 

 第二のリスク：京東にはいくつかの支払方法があります。銀行振り込み、ネット振り替え、郵

便局での送金、代引き、分割払いなどです。中国国内で起こりがちな問題は、架空の発注、商品

の受け取り拒否、代引きでの支払い拒否などですが、これらが注文全体の約５％を占めるほどに

なっています。配達を委託したうえで、こんなケースが起こると受託業者に２倍の送料を支払わ

なければなりません。 

第三のリスク：配達を委託して、何らかの事情で返品となった場合、商品が京東に戻るまでに

10日以上かかります。これは在庫管理に影響してきます。 

 

戦略の転換その１ 取り扱い品目の拡大 

オンライン業務に移行した当初の 2005年ごろまでは IT商品のみを販売していた京東でしたが、

2006年には携帯電話などのデジタル製品と小型家電製品にまで取り扱い品目を増やしています。

さらに 2008年からはエアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの大型家電品にまで拡大すること

によって家電製品全体の販売体制を構築しました。さらに 2009年には日用品、飲食品、書籍と

音楽、インテリア、時計、アクセサリーと家電製品以外の品目を増やし、2010年末には、京東商

城 （www.jd.com）をオープンしています。2013年７月末でオープンプラットフォームの加盟小

売店は約３万社、商品の種類は 1100万種にのぼりました。このようにして京東は「多品目」と

「ワンストップショッピング」によって多くの消費者を獲得。少量・希少・多品目でも、そこに

いけば買える、と言った「ロングテール効果」とあいまって、売り上げ拡大に成功しました。 

 

戦略の転換その２ 自社物流・配達システムの拡大 

 京東は 2009年３月、天津、蘇州、杭州、南京、深セン、寧波、無錫、済南、武漢、アモイな

ど 40余りの都市に配達スポットを設置しました。また 2010年からは融資で得た資金を物流シス

テムとそれに関連する情報システムへ投入。自社所有の物流サービスは京東戦略のコアとなった

ばかりか、その物流プラットフォームを第三者に開放することで、さらに市場での優位性を高め

ていったのです。 

 2010年３月、京東は華北、華東、華南、西南の４つの物流センターを中心に、全国配送網を建

設しました。2012年までに 350の都市で自社所有の物流配達システムを実現し、70％の注文を自

社配達することをめざしたのです。事実、大都市での自社配達比率は、いまや 100％に達してい

ます（図１）。また、京東は午前 11時前の注文は当日配達、夜 11時前の注文は、翌日の午後３

時までに配達する「211時間限定配達」（２つの 11時からとったサービス名）という画期的なサ

ービスを、北京など中国全土の 35の主要都市で開始しました。さらに、2012年には７億元を投

資して、世界最先端のインテリジェンス倉庫「アジア 1号」倉庫（敷地面積 15万平方メートル、

北京オリンピックのメイン会場となった北京国家体育場の８倍の面積に相当）を上海に建て、



 

 
 

2014年前半に稼働させました。将来、広州、武漢、成都、瀋陽、北京、西安などの地域で「アジ

ア 1号」と同様の倉庫をつくる予定で、完成の暁には京東の配送能力は現在の毎日 100万個から

毎日 1000万個まで高まります。このように物流、在庫管理、配達の分野への投資効果はすでに

現れていますが、現在の京東の課題は、配達のスピードそのものではなく、そのスピードを保証

することにあります。 

 

戦略の転換その３ 標準的な顧客システムづくり 

 劉は「電子商取引は対面取引ではない。だからこそお客様のサービス品質に対する要求は厳し

くなる。標準化され効率の高いサービスこそが電子商取引発展のカギになる」と指摘しました。

この言葉どおり、2009年 10月京東は劉強東の実家がある江蘇省に敷地面積 6000平方メートルの

全国コールセンターを新設しました。このように京東の長期計画はサプライチェーン管理の効率

化で限界的収益を増やし、低価格で品質のよい製品やサービスを提供することにあります。 

 産業バリューチェーンの角度から見た京東の優位性は、ビッグデータを解析して、メーンサプ

ライヤーやメーカーとの情報交換システムを構築し一体化した在庫管理システムをつくったこ

と、そして「商品の流れ、カネの流れ、情報の流れ」の３つの側面からサプライヤーと密接な関

係を構築したこと、にあります。 

 「商品の流れ」の点で、京東はすでに他社にも配送サービスを提供しています。有料ではあり

ますが、市場価格より安く設定しています。2013年後半から京東は上海、福建、広州など製造業

が集中する地域に物流専用倉庫を新設しました。さらに京東は 2014年に華東、華南、華北地区

で総面積 20万平方に達する第三者向けプラットフォームのための洋服、靴と帽子、かばん・ス

ーツケース、生活雑貨の倉庫を建設する計画をたてています。この倉庫と物流の配置が完成する

と、京東は 60％の資源を他社と提携サプライヤーに開放することになります。 



 

 
 

 「情報の流れ」において京東は、最先端の IT技術を取り入れる方針を打ち出しています。一

例は、大手サプライヤーと共同で構築した在庫データの情報管理システムです。顧客が注文した

商品が京東の在庫にない場合、システムはリアルタイムでメーカーやサプライヤーの在庫データ

にアクセスし自動で発注をかけることができます。このシームレスなシステムにより予約がスム

ーズに流れ、商品の回転率が向上します。さらに京東はビッグデータとクラウドを技術戦略の中

心に置いています。2011年、京東は成都にクラウドデータセンターを新設。2012年には内モン

ゴル自治区と江蘇省の２カ所に新たなクラウド計算センター建設のプロジェクトを始動させて

います。10万台のサーバーを設置するほか、５万台のサーバーを、後のグレードアップのために

用意しておくという壮大な規模のプロジェクトです。 

中国の主なオンライン小売業サイトのトラフィック量の比較 

順位 サイト名 
世界 

順位 

中国 

順位 

1日平均の IP 

トラフィック量 

1日平均の PV 

アクセス数 

１ タオバオ 13  3  37500000  408000000  

２ 天猫 43  8  15936000  184379520  

３ 京東 165  22  3744000  37514880  

４ アマゾン中国 445  44  1932000  12944400  

５ 易迅ネット 895  93  780000  4758000  

６ 当当ネット 1014  107  564000  4794000  

７ 凡客誠品 1515  220  156000  1138800  

８ １号店 3910  133  522000  3132000  

９ 蘇寧易購 12080  610  59400  207900  

10 国美オンライン 39589  1316  12600  31500  

注）2013年 11月 15日現在、「世界順位」は過去３カ月の各サイトの毎日平均のトラフィック



 

 
 

量から｡「中国順位」は過去１カ月の各サイトの毎日の平均のトラフィック量の順位。「１日

平均のＩＰトラフィック量」と「１日平均のＰＶアクセス数」は１週間の各サイトの毎日の平

均アクセス量。 

調査・検索会社 Alex、CKCSGより 

 京東のクラウド構想は三つのステージに分かれています。まず京東内部をクラウド化すること。

次のステージで「京東クラウドサービス」を展開し、自社以外に提供する商品配送サービスをさ

らに充実させること。そして、クラウドプラットフォームで、より多くの取引を獲得することで

す。統一されたインターフェースを標準規格として開放し、売り手と買い手の双方に、よりきめ

細かなサービスを提供できるようにするわけです。 

京東の現在 

業界は「京東はいつから利益を出せるのか？ 莫大な投資はいつまで続けるのか？」に注目し

ています。この問いに対して、劉は「戦略的な投資」と「財務上の利益」との関係について、『フ

ォーチュン中国』誌の取材を受けた時、「京東がもし儲けたいと思ったら、明日からでも儲ける

ことができる。だが、急いで利益を出したり投資を削減したりすることは良い選択肢ではない。

京東は５年後のために続けて投資するべきだ。現在のあらゆる投資は３～５年後のためで今日の

ためではない」と語っています。 

 

となりあわせに掲出された天猫、京東の交通広告（北京の地下鉄駅構内）。天猫は、11月 11

日の半額セールを PR、京東は自社サービスをまだ利用していない層に向けたメッセージを掲出。

メインコピー「申し訳ございません、未だ 10人のうち４人は京東の素晴らしいサービスを体験

されていません。」 

私たち長江商学院の 2013年６月時点での調査によれば、2013年の京東の売上は初めて 1000

億元を突破する見込みです。全国会員数は 1.2億人を超え、毎日 100万個以上の注文を受けてい

ます。また、中国のネット調査会社アイ・リサーチの 2013年オンライン小売市場第２四半期の

データでは、京東は中国のＢ２Ｃ（消費者向け）市場シェアは 43.9％。また 2013年中国小売企

業のトップ 100社データによれば 2012年の売上高は 758億 5000万元で第７位。他のＢ２Ｃの競



 

 
 

合と比べても、2009年からの発展のスピードと、取り扱い商品の高品質化の両面で突出した成果

をおさめています。 

中国の主なオンライン小売業サイトの収入、収入増加率と市場占有率 

中国小売企業

トップ 100社

順位 

サイト名 
2012年の収入

（億元） 

収入増加率（対

前年 ％） 

B2C市場占有

率（％） 

登録ユーザー

（万） 

２ 天猫 2194.2  138.5  56.7  41051  

７ 京東 758.5  145.5  19.6  7810  

32 騰訊 B2C 181.9  137.1  4.7  4701  

60 アマゾン中国 104.5  74.2  2.7  3011  

69 当当ネット 73.5  107.1  1.9  2130  

79 唯品会 54.2  278.9  1.4  4000  

87 １号店 46.4  70.7  1.2  351  

88 凡客誠品 46.4  32.7  1.2  601  

『中国小売トップ 100社』易観国際、CKCSGより 

 京東に見られる最も顕著な特徴は、シンプルなＢ２Ｃオンライン取引のプラットフォームから、

より高度化し戦略的な思考をする、総合的なオンライン小売企業に進化したことなのです。 

 次回は３番目のビジネスモデル、Ｏ２Ｏ型について事例とともにご紹介します。 

◇   ◇   ◇ 

 



 

 
 

第８回 エアコン屋から小売りトップ、そしてネットへ～蘇寧の経営モデル 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/4/4  

 

分類３）Ｏ２Ｏ型 ――オンライン小売業の明日のカタチ 

 Ｏ２Ｏ（オンライン to オフライン）型の一例は共同購入サイト、グルーポンであり、中国で

いえば旅行専門のサイト「携程ネット Ctrip」（www.ｃtrip.com）が代表例です。すなわち家に

いながらにして店舗に行ったのと同じ消費行動ができるバーチャルな形ではなく、実店舗など現

場でのオフラインの消費を促進するためにオンラインでの営業・販売を活用する、というビジネ

スモデルです。最近では実店舗をかまえるオフライン企業が、取引そのものはオフラインでも、

オンライン広告とキーワード検索を利用してのマーケティングや、プロモーションを行ったりし

ます。ご当地レストランの紹介や、場所の案内などをネットで宣伝したりするのも、その例とい

えるでしょう。Ctripの場合はオンラインで商品のマーケティングと支払いの管理を行い、オフ

ライン（現場＝旅行先）で企業顧客や個人顧客にメリットを提供するなどの付加価値サービスを

用意しています。 

電子商取引は近年、オンライン一本槍から「地に足の着いた」オフラインにまで浸透していま

す。中国の大手Ｂ２Ｃ（消費者向け）オンライン業者は、オフラインの物流と倉庫に投資を始め

ています。もちろん京東（ジンドン）はその優れた配達システムでオンライン小売業の中で優位

を占めていますが、これとは異なり、運送業大手の順豊速運（ＳＦエクスプレス）はオフライン

でマーケティングした物流業者です。この業界も、最近ではインターネットと情報技術を利用し

て配送効率を飛躍的に改善させているので、オフラインからオンラインへのＯ２Ｏ型になじみや

すいといえるのです。順豊速運は自身のプラットフォーム「順豊優選（www.sfbest.cn）をスタ

ートさせて、生鮮食品をメインとしたオンライン小売業に参入。コールドチェーン物流というニ

ッチ市場に切りこみました。 

 

店でもネットでも電化製品が買える 

蘇寧（スニン）をはじめ国美（グオメイ）、銀泰（インタイ）百貨店、上海百聯（バイレン）

などの伝統的な小売企業も積極的に「蝕網（ネットに触る、ネットに関わるという意味の新語）」

（下のグラフを参照）するようになり、オフラインとオンラインの両輪で変革に追いつこうとし

ています。2010年、蘇寧はＢ２Ｃ電子商取引のプラットフォーム「蘇寧易購（www.suning.com）」

をスタートさせました。2011年からは「技術でモデルチェンジ、知恵でサービスを」を合言葉に



 

 
 

新たな戦略をとっています。2013年３月、会社名を「蘇寧クラウドビジネス」に改名、「実店舗

＋オンラインショップ＋小売サービス業者」のクラウドビジネスモデルを作りあげました。いま

や蘇寧の小売事業は全品目、全チャンネル、全客層をカバーする成熟化したマーケティングの時

期に入った、といえるでしょう。 

 

 



 

 
 

2013年 11月蘇寧は天猫の「11．11」セール直前に第１回の「Ｏ２Ｏショッピング祭り」を開催。

実店舗とネットショップが提携してセールを行いました。期間中、買収したばかりのオンライン

動画サイト PPTVと共にオンライン動画を駆使しての販売を展開し話題をよびました。蘇寧の創

業者で、董事長の張近東氏は「未来の小売企業はオフラインだけではなくオンラインだけでもな

い。オフラインとオンラインが完璧に融合するＯ２Ｏモデルだ」と言っています。 

 

実店舗づくりに邁進 京東とは似て非なるスタート 

 前回分析した京東と、今回ご紹介する蘇寧は、ともに電機製品の卸商出身とルーツが似ていま

す。京東が光磁気という、比較的ネットに近いコンピューター部品を扱ったのに対して、蘇寧は

エアコンというまったく別の家電製品からスタートしています。京東とは違ってパソコン普及前

のスタートのためもあって、当初は実店舗の拡充に努めていたのですが、その成長ぶりはめざま

しいものでした。 

 蘇寧クラウドビジネスの前身、蘇寧電器は 1990年 12月、張近東が南京でたちあげました。順

調に発展して 1996年当時では中国最大のエアコン販売取次店になっていました。この年、張近

東は戦略的なビジネスモデルの改革を敢行します。流通チャンネルのスリム化をはかり卸売中心

から「小売中心」へ、そして「チェーン店」形態へ、という転換です。加えて、単一のエアコン

取り扱い商から総合的な家電販売店に変身しました。伝統的な代理販売を切り捨て、チャンネル

をすべて自前で運営したのです。このチェーン店経営は中国家電流通業に衝撃を与え、以降はチ

ェーン店経営が電器業界の主流となりました。 

 



 

 
 

2002年になると蘇寧のチェーン店経営はさらに進み、店舗、アフターサービス、物流、カスタマ

ーサービスの充実で優位性を獲得していきます。2004年 7月、蘇寧は中国の家電量販店のＩＰＯ

（新規株式公開）第１号として深セン証券取引所に上場しました。そして 2009年にはライバル

の国美電器を超え、業界トップにおどりでたのです。2012年の時点で蘇寧は中国本土、香港と日

本（2009年にはラオックスを買収）で 1600店舗のチェーン店を持つに至りました。従業員数は

18万人。国内と海外の売上合計は 2327億元。『フォーブス』によれば「アジア地域優良企業ト

ップ 50社」のナンバーワン。「中国小売業ランキング」でも第１位、「中国民営企業トップ３」

にもあげられています。 

 

店づくりとオンライン網づくり 

 2008年になると、蘇寧は電子商取引参入を決断します。翌 2009年にはＢ２Ｃ会社「蘇寧易購」

（www.suning.com）をたちあげ、社内選抜と社外募集でオンライン小売りの運営チームを結成し

ます。蘇寧易購の CEO凌国勝は「実力あるＢ２Ｃ企業がかなり多く存在するが、蘇寧易購は、ゼ

ロからのスタート時でもすでに優位性を持っている」と自信のほどをうかがわせています。それ

を裏付けるように私たち長江商学院の分析でも、蘇寧易購には次に掲げる４つの優位性があり、

そのほとんどは蘇寧電器の経営資源と重なるものでした。 

１）親会社のブランド効果 

 20年余りの実績で、蘇寧電器は中国の消費者に良好なサービスを提供している企業、というイ

メージがあります。 

２）物流・配送能力 

 親会社に伝統的小売業、蘇寧電器をもっているため、全国 93カ所の物流センター、1500の店

舗、4000のアフターサービス拠点など、親会社の拠点を活用することが可能。2015年には配達

地域は郷鎮（中国の農村、郊外地域）まで拡大し、配達時間は発注後 24時間までに短縮されま

す。蘇寧の実店舗は蘇寧易購の商品受け取り拠点となり、しかも商品の下見・体験センターの役

目も果たして、消費者の好感度向上に寄与します。 

３）サプライチェーン統合能力 

 蘇寧電器が 20年余りにわたって積み重ねてきた実績がそのまま蘇寧易購に活用されます。蘇

寧電器の千億元単位の仕入規模と潤沢なキャッシュフローは蘇寧易購の仕入コストを大幅に減

らし、消費者により安い商品を販売することができます。 

４）情報構築能力 

 企業の販売規模が拡大すると、情報システムが追いつかなくなることがありますが、蘇寧電器

が持つ 3000～5000億元の販売規模に対応できる高度なシステムを使用することができます。 

 2010年２月、蘇寧易購は正式にオンライン小売りを開始しました。ただのオンラインでの３Ｃ

家電商品（コンピューター、通信機器、電子製品）のモールだけではなく、電器全般、日用品、

図書、雑貨のほか、ゲームやゲームのチャージカード、航空券、ホテル宿泊などバーチャルな商

品の販売を含めた総合的なプラットフォームに仕立てあげました。2010年成立時の売上は 20億



 

 
 

元、2011年には 59億元、2012年は 183億元。蘇寧電器 2012年の財務報告によれば、会社年間

の売り上げは 983億元で前年比 4.78％の伸びですが、オンライン小売りは同 157.9％伸びていま

す。オンラインでの売り上げは蘇寧の重要な成長要因なのです。 

 

ネットと店舗を融合させて次のステージへ 

蘇寧電器と蘇寧易購は、蘇寧の資産は共有するものの「並行運営、独立発展」を原則としてい

ます。発展・拡大するオンライン小売市場のなかで、蘇寧易購は成立した半年間で次々とスポー

ツ・アウトドア、カー用品、ベビー・マタニティ・玩具、インテリア・ベット用品、食品、ヘル

スケア、酒類、電子図書、金融、旅行、宝くじ、共同購入などの 20のジャンルを越える商品を

販売し始めました。電器製品以外の商品の在庫は全体の 80％にのぼり、2012年末までに 150万

SKU（stock keeping unit＝在庫の最小保管単位）に拡大しています。この品目の多様化・多量

化に対して、蘇寧易購は、自主仕入れ、プラットフォームの開放、蘇寧電器との戦略的な協力、

他社買収などの手法を駆使して、ワンストップショッピングを目指しました。 

 

ところが、蘇寧易購がオンライン小売りに参入したことで、商品価格が微妙に変化しました。蘇

寧易購のさらなる市場開拓のために、蘇寧はオンラインとオフラインの価格を別々に決定してい

ました。その結果、オンライン価格が実店舗の価格より安くなるという事態が発生しました。加

えてオンラインとオフラインの間で、サプライチェーンの協力体制がうまく構築できませんでし

た。そのせいか、蘇寧はかつて人々に「左手と右手の殴り合い」と揶揄されたことがあります。 

３年ほどかけてこの価格問題を解決した 2013年、張近東は「電子商取引の主力は実店舗であ

ってオンライン小売りではなく、利益の中心になるのは現地化した経営とサービスによるもの」

「電子商取引の発展の主導者は小売業者で電子商取引業者ではない」と強調しました。蘇寧易購

は「蘇寧の本質は人員と資源の配置にある」という、地に足がついた結論に至ったのです。この



 

 
 

結論はＯ２Ｏ型の王道ともいえますが、その実現のためには売り手・買い手双方に対して情報伝

達力をさらに強化しなければなりません。支払いと物流の激増という課題を解決することが大き

な課題になってきたからです。そもそも蘇寧電器はオンライン小売業に参入する以前のオフライ

ンの時代から IT導入に熱心でした。多年の店舗経営の実績にもとづいたシステムづくりは他の

電子商取引業者より明らかに抜きんでたものでした。このオフラインでのシステムの優位性がオ

ンラインとの融合に活かされています。 

 

オン・オフの中心にクラウドをおく 

 蘇寧の董事長、張近東氏は 2013年初頭、次の 10年間の企業戦略を発表しました。発表の中で

「蘇寧クラウドビジネスモデルは実店舗＋ネットショップ＋小売サービス業者の３つの部分が

あるが、その中心となるのはクラウドビジネスである。クラウドはネット産業全体と顧客全体を

対象にオンラインとオフラインを融合する。クラウドビジネスは蘇寧の今後の方向だけではなく、

中国小売業全体の新たな発展の方向でもある」と指摘しています。蘇寧の具体的な戦略は次の２

点に集約されます。まず、実店舗の配置を整理すること。都市と中都市で「小さな店を閉め、大

きな店を開く」とともに地方都市では配達ルートを整備します。次に小売業のオンライン化を促

進すること。オンラインとの融合を最重要課題とし、物流の配達速度を上げます。買い物のプロ

セスを最適化して、消費者の好感度を向上させるのです。 

 「オンライン標準化、オフライン個性化」は蘇寧の発展方向です。オンラインでネットを通し

て、消費者に標準化された商品とサービスを提供します。オフラインでは実店舗ごとに独自のサ

ービスを提供します。消費者にきめ細かく、コンサルティングとオーダーメイドの販売促進を行

い、ライフスタイルの多様化に応えるのです。 

 蘇寧の大きな目標はこのような企業努力を通して、クラウドを駆使した蘇寧ならではのＯ２Ｏ

型ショッピングモールを作ることなのです。 

 次回は ４つ目の類型、限定販売型の唯品会の事例について解説します。 

◇   ◇   ◇ 

 

第９回 ネット上のブランドショップ～唯品会 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/4/11  



 

 
 

 

分類３） 限定販売型 ――デパートよりブティックを 

 これまでの例に見るように、オンライン小売業の発展を支えたのは多くの商品を、わざわざ出

かけなくても買うことができるという便利さでした。加えて販売ルートをスリム化したことによ

る低価格も大きな魅力になっていました。とはいえ、最近では中国のショッピングの様相が富裕

層の増加につれて変化してきているのも事実です。陶宝商城が、販売する商品の高級化を目指し

て天猫に力を入れだしたり、11月 11日の「ネットショッピングの日」に３億円のダイヤを売り

出したり、といった様子が示しているよう、価格にあまりこだわらず他の人が持たないような逸

品を欲しがる層が増えてきているのです。 

この高級化の風潮をとらえて中国オンライン小売業の中で、独特のしかも確固たる地位を築い

たのが限定販売型の代表「唯品会」（ウェイピンフイ）でした。唯品会は、ビジネスモデルをフ

ランスとアメリカに学びました。通常、限定販売型はネット上で特別価格で商品を売ることをさ

します。フランスの Vente-Privee（www.vente-prevee.com）とアメリカの Gilt Groupe

（www.gilt.com）は限定販売型の典型的な企業といえます。 

 

「簡単には買えない」がコンセプト 

フランス語で「特設会場で販売する」の意味の Vente-Priveeは、2001年フランスのファッシ

ョン業界のリーダーの一人で高級ブランドや有名スポーツブランドを世界中に販売するジャッ

ク・グラムにより設立されました。現在アルマーニやゼニアなど 1200の著名ブランドを扱って

います。Vente-priveeはこれらの高級品の中から、価格弾力性の高い（すなわち一定の値引きで

需要が他より大きく増える）商品を 50％から 70％オフの価格で販売していますが購入できるの

は会員のみ。それも限定された時間内に購入の申し込みをしなくてはなりません。そのためにこ

のような販売方法はフラッシュセール（中国語では「閃買」）とも呼ばれています。 

 



 

 
 

ente-Priveeでは入会登録が必要 

一方、アメリカの Gilt Groupe社は 2007年創立。ネット広告、オンライン小売業、商品の仕

入れなどに従事している多くの専門家が創業に参加しています。これら創業者の中でケビン・ラ

イアンは有名なネット広告配信企業ダブルクリックの創業に参画したエリートです。またアレッ

クスメイバンクは eBayの取締役の一人ですし、アレクサンドラ・ウィルソンはルイ・ヴィトン

とブルガリの仕入れ責任者を経験したことがあります。 

 Gilt Groupeは在庫品を仕入れるだけでなく、デザイナーの持つサンプル品、非売品、最新の

作品までもオンラインで販売します。男女や子供の洋服、アクセサリーから、家具・インテリア

やハイエンドの観光商品を扱っていますが、運営は会員制で、会員資格がないとサイトの商品は

見られません。消費者は既会員からの勧誘、または Gilt Groupeのサイトから入会申請ができ、

１～２日で会員資格を獲得できます。サイトでの商品販売はアメリカ東部時間の昼から始まり大

体 36～48時間ぐらい続きます。あくまで「先に来たものが勝ち」という原則を実行しています

が、メールで会員に販売を予告することもあります。『FastCompany』誌は Gilt Groupeが「贅

沢品愛好家がもっとも愛するサイトだ」と評価しています。 

 

Gilt Groupe初のデザイナーブランド Zac Posen初期の販売画面 

 

唯品会の発展背景 

 2008年８月広州で創立された唯品会（www.vip.com）は中国の限定販売型を代表する企業です。

瀋亜、洪暁波など 5人が共同で Vente-Priveeのビジネスモデルを取り入れ「ブランド品割引＋

定時競売＋本物保証」のＢ２Ｃ（消費者向け）プラットフォームとしました。唯品会の市場にお



 

 
 

ける役割は会員に、ファッション、化粧品、かばん、皮革製品、アクセサリー、香水などのブラ

ンド品を販売することにあります。当初は贅沢品の割引販売に限定し、あまりブランドにこだわ

らなかったのですが、後にはブランド商品の限定販売に転換しています。在庫品の販売以外に、

独自製品、新製品、オーダーメーダー商品にまで取り扱いを拡大、本物ブランドの割引販売＋数

量限定の注文販売という形をとるようになりました。これは Vente-Priveeと Gilt Groupeの２

つのスタイルを結合したものに他なりません。 

唯品会の創始者の一人、洪暁波は浙江省温州の出身でフランスで育ち、2000年からはフランス

と中国との貿易を始めています。唯品会の成立について、洪暁波は次のように語っています。「唯

品会を設立した理由はいくつかある。１つは趣味。もう１つは友達の応援。フランスから帰国し

てビジネスを始める前には電子商取引の発展を信じてはいたものの、はっきりした形は見えなか

った。しかし 2007年、長江商学院の EMBAに入ると、商学院の学生たちが私に多くのヒントをく

れた。私が電子商取引の分野に関わることを薦める学友が多かったのだ。海外の情報と資源を利

用して、中国国内にまだ存在しないビジネスモデルを試みるようにアドバイスしてくれた。その

中にフランスの Vente Priveeのケースがあったのだ。家族も大きなヒントをくれた。妻はフラ

ンスでは毎朝７時に起き Vente Priveeで購入することをよくやっていた。妻をひきつけるこの

サイトの魅力を考えぬいた結果、Vente Privee方式を中国に移植しようと考えたのだ」 

 

Vente-Priveeの商品サイト 

唯品会は 2012年３月にニューヨーク証券取引所に上場しました。公募説明公告の 2011年の

経営データによれば、唯品会は 1200万の登録会員を持ち、販売する国内外の商品アイテムは 1900。

これらブランド品の注文回数は 730万にのぼります。また、常連客の注文回数が総注文量の

91.9％を占めています。2013年第３四半期の財務報告によると、唯品会の年度営業収入は 10.4

億ドル、純利益は 1200万ドル。ユーザー数は 400万人にすぎないですがリピートがきわめて多

く、複数回購買している顧客の比率は 91％にも達しています。唯品会のような限定販売型は消費

者に対し高い吸引力があることと、相対的に優れた業績をあげていることで競争相手の注目を浴

びています。それに追随するかのように、各ネット販売プラットフォームはみな自らのサイトで

ブランド品の販売をはじめています。当当網の「尾品会」（http://v.dangdang.com）開設もそ

の例といえましょう。 



 

 
 

飢餓感をあおるマーケティング 

 私たち長江商学院は「唯品会は規模の優位性で地位を確立したわけではない」と考えています。

その特徴は、ネット販売のプラットフォームをブランドのプロモーションと結合させたという戦

略にあります。唯品会が設置した仕入れチームは責任をもってブランドメーカーと協力関係をつ

くり、在庫商品や品切れ商品を中心に安価で仕入れて（一般的に 10～15％までの敷金を前払いす

る）まず供給資源を確保しました。また、唯品会は一部のメーカーと唯品会以外のサイトで同様

のプロモーション活動を行ってはならない、という独占販売契約をも結んでいます。唯品会は当

初ぜいたく品の販売で知名度を高めましたが、その後有名ブランド、中級ブランドの商品を増や

し、種類や量を増加させました。この販売商品の増加がさらに多くの会員の購買機会を生みだし

たのです。しかし、規模の優位性という守りがなく、仕入れの効率化による価格優位性だけでは

長期的な市場優位性を保つことはできません。 

 そこで唯品会は新たな戦略を実施し、ブランドメーカーと一体となって産業バリューチェンを

革新するように試みました。そして一方ではただの特価ではなく高級・高品質に徹した「限定」

販売を強調したのです。すなわち「唯品会は売りたいときに売りたいものを出品できるという『時

期選択の面での優位性』を活用しながら、産業バリューチェーン要素管理の改革を実現した」と

いうのが私たち長江商学院の見解です。 

 以下はその具体例です。 

●定時競売、ブランドプロモーション 

 唯品会は会員制の定時競売方式をとっています。販売されている商品は大体 30％から 90％オ

フの高級ブランド商品ですが、通常北京時間の朝 10:00から定時販売を開始します。単品の販売

時間は一般的に３～５日。ブランドごとに年間最大８回の販売が可能としています。ある商品の

販売時間を突然通知したりもします。また、唯品会は商品の量もコントロールしています。１人

１回の買い物で同じ商品を２個までしか買えません。買い物籠は１回で 20件までの商品と限定

されています。この制限によって消費者の飢餓感をあおる「ハングリーマーケティング」で購買

意欲を刺激しています。 

●広告式画面、ポスター式宣伝 

限定販売型のサイトでは、商品が多数陳列される普通のプラットフォームとは異なり強いブラ

ンド訴求力を持つように工夫されます。ブランドのイメージを重視するのです。例えば、

Vente-Priveeは、自社でカメラマンやモデルを雇ってそのブランドにふさわしいサイト広告を作

ったり、商品を改めて包装しなおしたり、販促活動があるたびに CMを放映したりしています。

唯品会のサイトデザインも、品目ではなくブランドを基本に分類し、ブランドごとに大きめの展

示スペースを与え、むしろブランド広告のイメージが強いサイトになっています（下の写真参照）。

唯品会の SKU（在庫保管単位）は少なく、商品の種類も大体 2000～3000の間であるため、ブラン

ド展示のスペースを多くとることができるわけです。唯品会のようなサイトでの商品展示方法は、

供給メーカーとオンライン小売業双方にブランド力を背景にしたイメージ向上効果をもたらし

ているのです。 



 

 
 

 

唯品会サイトの商品サイト 

●ブランドメーカーとの協調 

 高級商品やデザイナーブランドは高い付加価値と価格弾力性を持っています。この点を利用し

た特価販売と定時競売、定量販売、限定地域での販売などの限定販売を通じて、購買意欲をより

強く刺激すれば在庫処理、新品発表、ブランド伝播、新しい顧客の開拓、イメージ向上、の「五

位一体」のビジネスモデルができあがります。限定販売型は特価販売とブランドの宣伝を結合さ

せることで、他のオンライン小売業よりもブランドメーカーとの一体感はさらに強くなります。

連載第７回でご紹介したバリューチェーン統合型ではオンライン小売業がメーカーにサプライ

ヤーチェンサービスを提供するまでになっていますが、これと同じように限定販売型ではブラン

ドメーカーに「五位一体」の付加価値を提供します。 

 限定販売型は産業バリューチェンにおける商品の流れと情報の流れのステップの中に、ブラン

ド管理という付加価値の高い要素を加え、消費者をひきつけ離さない、という効果をもつことに

なるのです。 

 次回は 分類５）ソーシャル・コミュニティ型―騰訊電商についてご紹介いたします。 

◇   ◇   ◇ 

 



 

 
 

第 10回 スマホ時代の「生活用品」～騰訊 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 
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分類５）ソーシャル・コミュニティ型 ――いかにしてチャットの話題にあがるか？ 

簡単にメッセージをやりとりできるインスタント・メッセンジャー（IM）機能を軸にした SNS

（ソーシャルネットワークサービス）、QQ（www.qq.com）。そしてスマートフォンで無料通話や

チャットが楽しめる中国版のコミュニケーションアプリで、LINEともよく比較される「微信」（ウ

ェイシン WeChat―www.wechat.com）。騰訊（Tencent, テンセント）グループが提供するこの２

大サービスはソーシャル・コミュニティー型の代表例といえるでしょう。もちろん厳密にいうと、

ソーシャル・コミュニティー型は一般的なオンライン小売業の業態ではありません。ネットコミ

ュニティーを媒介とし、企業から個人、あるいは個人から個人へ商品やサービスの「情報」を伝

播していくモデルです。これらは直接の売買の場ではありませんが、チャットでの情報交換、外

部リンクでの決済機能・配送などのサービスをまとめて提供することができます。すなわち、ユ

ーザーはソーシャル・コミュニティーのプラットフォームを通して他のネットショッピングサイ

トと同様に買い物ができるわけです。 

 

ネットサーフィンでの出会いが騰訊の原点だった 

大学のクラスメートだった馬化騰、張志東、許晨曄、陳一丹の４人は、1998年 11月深センで

騰訊を設立しました。中心人物の馬化騰は 1993年深セン大学のコンピューター学科卒業後、深

セン潤迅通信会社でソフト開発を担当していました。馬は当時の中国ではまだはやっていなかっ

たネットサーフィンを通して、世界初のインターネット IMの草分けである ICQを知りました。

この出会いが彼の人生を大きく変えます。騰訊は ICQをまねて 1999年２月中国語版 IMの「騰訊

QQ」を開発しました。大学内でブームになったあと周辺にも広がり、同年ユーザー数は 500万を

超えました。2004年４月、QQの登録ユーザ―数は３億人を超え、同年 6月騰訊控股（ホールデ

ィングス）は香港証券取引所のメーンボードへの上場を果たしました。騰訊の戦略目標は大型の

オンラインコミュニティーを作り、ユーザーに「ワンストップショッピング」の生活サービスを

提供することにありました。馬は「多様性がユーザーを引き留める」と考え、IM、ネットメディ

ア、無線ネット付加サービスなど七大業務の統合システムを構築しました（図１）。この統合に

より、オンラインサービスのほとんどの領域をカバーしたのです。 



 

 
 

 

騰訊の規模優位性は QQをメーンとする各種サイトへのアクセスユーザー数でわかりま

す（表１）。2013年９月末時点で QQの月間ユーザー数は、８億人を突破。QQユーザー

をさまざまなプラットフォームへ誘導することで騰訊は大きく成長し、業界のリーダー

となったのです。騰訊の主な収入源はインターネットの付加サービス（会員専用サービ

ス QQzoneのネットコミニティー、ネット音楽、オンラインゲームなどに関連するサービ

ス）やモバイルアプリなどによる付加サービス（携帯 QQによるサービスや、携帯ゲーム

など）、オンライン広告、電子商取引です。中でも QQユーザーをオンラインゲームへ誘

導するサービスが大きな収入源となっており（図２）、オンラインゲーム運営の経験は

さまざまな業務に応用され、騰訊の優位性を支える基盤となっています。 

表１：騰訊のメイン業務のユーザー数 （単位：百万人） 

  
2013年 

９月 30日 

2013年 

６月 30日 

2012年 

９月 30日 
 



 

 
 

QQの月間ユーザー数 815.6  818.5  783.9   

QQの最大同時登録ユーザー数（四

半期） 
178.2  173.2  167.3   

微信（WeChat）の月間アクティブユ

ーザー数 
271.9  235.8  121.2   

Qzone*の月間アクティブユーザー

数 
623.3  626.4  592.8   

QQゲーム最大同時登録ユーザー数

（四半期） 
8.2  8.4  9.4   

有料リチャージサービス登録ユー

ザー数 
89  98.7  107.5   

注：QQの月間アクティブユーザーとは四半期の最後の月で何らかの端末で少なくとも QQ

を１回ログインしたことがあるユーザーの数。微信も同様。 
 

*Qzone とは、ユーザーの個人専用エリアを指します。ユーザーが自分の写真を載せたり、

文章を書いて友達と共有したりする空間です。 
 

出典：CKCSG  



 

 
 

 

オンライン小売業連邦をめざす 

 騰訊は中国で最も早くオンライン小売業を手がけたネット企業の１つです。早くから馬

は電子商取引が将来大きなビジネスになることを確信し、「直接、電子商取引をしなくて

も、そのネットトラフィックを電子商取引業者や電子商取引プラットフォームに販売する

ことで資金を得ることができる。もしそうなら、騰訊にとって、コミュニティーと電子商

取引を融合させることが最大の課題となる」と考え、QQの利用者をネットショッピングの

プラットフォームに誘導しようと計画したのです。 

 事実、騰訊は資源の優位性をもってオンライン小売業に参入。2006年３月、C2C（個人

間）プラットフォーム「拍拍網」（パイパイワン）の運営を始めました。騰訊は QQと拍拍

網を中心に新しいタイプのコミュニティ電子商取引チェーンを構築しようとしたのです。

拍拍網と QQの情報交換を推進するため、騰訊は拍拍網の商品紹介を QQのチャット画面で

表示するようにしました。QQユーザーの興味をひく商品があれば、クリック１つで拍拍網

にアクセスできます。QQとの連携により、売り手と買い手がチャットしたり、評価をリア

ルタイムで QQ上に表示したり、売り手が特定の買い手を VIPユーザーに設定したり、次回

の取引から割引サービスを提供したりすることもできます。 

 2008年、騰訊は B2Cプラットフォームの QQ商城（モール）を開業しました。また 2010

年末には買収や資本参加などの形でさまざまなB2Cオンライン小売業者に総額20億元を投

資しています（表２）。 

表２：騰訊電子商取引の配置 

分野 サイト名 自社所有／投資 説明 



 

 
 

Ｃ２Ｃ 拍拍網 自社所有 

中国の第二のＣ２Ｃ電

子商取引プラットフォ

ーム 

Ｂ２Ｃ 

QQ商城 自社所有 
「タオバオ商城」と似て

いる 

カランダイヤモンド 投資 
ダイヤモンド類だけを

販売するサイト 

好楽買 投資 
靴類だけを販売するサ

イト 

芸龍旅行ネット 投資 

旅行 OTA 

同程ネット 投資 

易迅 投資 
３Ｃ商品だけを販売す

るサイト 

広州ママネット 投資 
現地のマタニティ＆ベ

ビーコミュニティ 

QQリベート 自社所有 

このサイトで買い物を

すると、一定の割引が適

用されるほか、取引の安

全性を保証してくれる 



 

 
 

共同 

購入 

QQ団購 自社所有 
共同購入のナビシステ

ム 

SOSO団購 自社所有 
サーチエンジン式の共

同購入ナビシステム 

拍拍団購 自社所有 プラットフォームの売

り手が出した共同購入、

アリババの「ビッグセー

ル」と似ている 
QQ商城団購 自社所有 

F団 投資 
生活用品の共同購入サ

イト 

高朋 投資 
アメリカのグルーポン

社との協力サイト 

決済 財付通 自社所有 
第三者によるオンライ

ン決済サービス 

出典：CKCSG 
 

高い競合相手の「壁」 

 オンライン小売業界の巨人、「陶宝」（タオバオ）と「京東」（ジンドン）の分析で、私たち

長江商学院は 2009年以降の中国ではオンライン小売業の業態が成熟し始めている、と指摘しま

した。陶宝や天猫（ティエンマオ、Tmall）を擁するアリババと、大手家電チェーンから進化し

た京東はそれぞれのニッチ市場と競争優位をいかし資源の統合を進めてきました。バリューチェ

ーン管理におけるイノベーションが奏功して市場での両者の競争力はますます高まりました。そ

の中、騰訊は、人気のオンライン生活サービスのプラットフォームを差別化の武器にして食い込



 

 
 

んでいったのです。この作戦が的中し「検索の百度（バイドゥ）、小売りのアリババ、生活情報

交換の騰訊」という３つのビッグネームが並ぶことになりました。 

 2012年初頭、騰訊はさらなるオンライン小売業への参入を試みました。B2B2Cプラットフォー

ムの「QQ通販」です。同年５月 18日、騰訊から騰訊電商ホールディング会社（騰訊電商）を設

立して、拍拍網、QQ商城、QQチケット、QQトラベルなど傘下 B2Cプラットフォームの業務、ユ

ーザー、トラフィック、技術などをすべて「QQ通販」のプラットフォームに統合しました。そし

てドメイン名や、ブランド名も統一し、オンライン小売業の大規模な枠組みを作りあげたのです。 

 騰訊はオンライン小売業のコアとなる競争力を「低価格で上質、簡単な購入プロセス、充実し

たアフターサービス、スピーディーな物流システム」と定義し、QQ通販が一体となって実現する

よう努力しています。たとえば騰訊の投資先で「3C家電」（家電、パソコン、通信機器）のオン

ライン小売業である易迅は「QQ通販」の 3C家電品の販売を行うほか、その他のパートナーにも

倉庫とサプライチェーン管理の基礎サービスを提供しています。 

 しかしながら、2012年の騰訊電商の B2C業務の売り上げは 181億 9000万元で、天猫と京東の

後塵を拝し、第３位でした。成長率も天猫、京東、唯品会（ウェイピンフイ）ほど高くありませ

ん。これは、騰訊グループとはいえ、競合相手の壁が高かったことを意味します。産業バリュー

チェーンの要素を管理し、グループ企業間のビジネスがもたらすシナジー効果を高める必要性に

迫られたのです。 

そんな騰訊電商に、順風が吹き始めました。携帯端末やスマホの目覚ましい発展が、「壁越え」

を後押ししたのです。 

 

ついにモバイルという援軍、現る 

 騰訊は 2011年１月、モバイル対応のコミュニケーションアプリ「微信（ウェイシン、WeChat）」

を発表しました。このアプリは、通信プロバイダーや操作システムの違いに束縛されずインター

ネットを通じて無料で音声メッセージ、動画、画像、文字などを送受信することができます。微

信はモバイルコミュニケーション向けのキラーアプリと歓迎され、リリースして僅か 14カ月で

登録ユーザーは１億人を突破。20カ月後には２億人、2013年１月 15日には３億人を超えました。 

インスタントメッセンジャーと携帯ネットコミュニティーをベースに、微信は 2012年８月パ

ブリック（公衆向け）プラットフォームサービスをはじめました。このプラットフォームを通じ

て、個人と企業は微信のパブリック・アカウントを申請することができ、アカウント獲得者は全

員に文字、画像と音声メッセージを送信できるようになりました。微信のパブリック・プラット

フォームは PCとモバイル双方で使用することができ、指定した個人ユーザーのみに送信するこ

ともできます。騰訊は微信のパブリック・プラットフォームの原点を「どんな小さな個体でも、

自分のブランドを持っている」として、多くの個人や企業が「微（ウェイ、個別の）」、つまり

個性を持った形で情報を発信したり、マーケティングをしたり、サービスの提供ができるような

仕組みをつくったのです（図３）。 



 

 
 

 

また、微信は第三者のモバイルサイトやモバイルアプリ（モバイル・プラットフォーム）と微

信のユーザーを結ぶオープンプラットフォームのビジネスにも進出しました。この仕組みを使え

ばユーザーは第三者のサイト、アプリ上のコンテンツを自らのページで発表したり、友人に送っ

たりできます。これにより第三者プラットフォームはより効果的な広告メディアを得たことにな

ります。ソーシャル・コミュニティー型が得意とする情報伝達の形で、第三者のアプリを売り出

すという応用形を実現したわけです。こうなると微信は、もはやモバイル OS（操作システム）や

クラウドメモリ OSのような標準化された存在になり、さらに多くのオンライン小売業が微信の

オープンプラットフォームを利用することになります。一部の中小企業は伝統的なオンライン小

売業のオープンプラットフォームから微信に乗り換えて、マーケティングとサービス管理システ

ムを構築しはじめました。 

 

オンライン「ライフ」へ 

微信はインスタントメッセンジャーと友人との通信機能を一体化し、コミュニケーションツー

ルだけでなく、モバイル時代にふさわしい多くの生活サービスを提供する手段になりました。モ

バイルの双方向性を活用し、多くのオフラインの企業が O2O（オンラインでのサービスをオフラ

イン＝実店舗での購買促進につなげること）を実現するマーケティング機能も提供しています

（図４）。たとえば、微信は騰訊が手がける「財付通」を通じて支払機能も備えています。微信

から直接、携帯電話の料金を支払うこともできます。また、易迅と提携して日替わりのお勧め商

品の通販チャンネルも開設しています。ユーザーは微信で直接、商品を選び決済します。決済後

は、同じプラットフォームで商品の配送状況を確認するトラッキングも可能です。 



 

 
 

 

ワトソンズ（大手ドラッグストア）の微信ページ。屋外広告や店内 POPの QRコードを読み取

ると、微信のページにアクセスし、割引サービスをうけることができる。割引情報を友達に送る

ことも可能 

微信は携帯ネット分野で、オンライン小売業の革命を引き起こしました。圧倒的なユーザー人口

と高い利用頻度という優位性で、従来型のオープンプラットフォームのオンライン小売業に衝撃

を与えました。そして、B2Cだけでなく飲食店情報サイト「大衆点評」などの O2Oのサービスプ

ロバイダーにも影響力を持ちえます。 

 さらに長期的に見ると、微信の発展はバリューチェーン統合型オンライン小売業にも挑戦する

ことになります。微信を持つ騰迅には全体の産業バリューチェーン要素の管理能力の刷新、電子

商取引のシステム構築、特にサプライチェーン管理での運営能力強化が、ますます大きな課題と

なってくるに違いありません。 

モバイルネットのコミュニティーツールとしての微信は、これから２つの面で大きな影響を受け

ます。 



 

 
 

 第１点は「逆風」。さらに激化する市場競争です。たとえば、ポータルサイト大手「網易」（ワ

ンイー）のメッセージチャットアプリ「易信」（イーシン）、アリババのメッセージチャットア

プリ「来往」（ライワン）などの同類のアプリ、そして百度地図、高徳（オートナビ）地図など

専門用途の携帯ネットアプリなども強力な競合となります。 

 第２点は「順風」。技術の革新と世代交代です。例えば、身に着けられる新型モバイル（ウェ

アラブルモバイル）などの発明は、さらに携帯ネットの応用範囲を広げ、ユーザーを確実に増や

すことになるでしょう。中には据え置き型のパソコンに触ったことも無い、という若い人たちま

で含まれるかもしれません。そのときこそ、騰訊が先行したソーシャル・コミュニティー型が大

きく実を結ぶのです。 

 微信は多くの人に携帯ネットのある「生活」をひろげてきました。それだけに、ユーザーにと

っても、騰訊にとっても、その未来は大いに期待できる、といえるのです。 

 次回は最終回、テーマは「商いからビジネスへ、ビジネスから文化へ 中国オンライン小売業

の展望」です。 

◇   ◇   ◇ 

 

最終回 商いからビジネスへ、ビジネスから文化へ 

～中国オンライン小売業についての観察と展望～ 

長江商学院・長江商学院グローバル研究センター 

2014/4/25 

 

お金を使わせたくない店？ 

 



 

 
 

中国でも店舗網を広げるウォルマート 

1962年、サム・ウォルトン（Sam Walton）は、ディスカウント小売店をアーカンソー州の小さ

な町ロジャーズに開きました。サム自身が倹約家だったので、彼の店ウォルマート（Wal Mart）

のモットーも“毎日低価格”（Every Day Low Prices）でした。サムは「顧客の生活費を節約す

ること」こそが小売業を大きな産業に導く原動力だと固く信じており、その目的達成のためにも

ウォルマートの管理効率を高めることに力を惜しみませんでした。彼のたゆまない努力、そして

消費者を味方につけたことによって、事業は順調に推移しました。1980年代からウォルマートは

大規模な情報管理技術を取り入れ、90年代初頭には独自の衛星をうちあげ、大規模な情報ネット

ワークシステムを構築しました。ウォルマートの情報技術での投資は同時期の多くの IT企業さ

え超え、『フォーチュン』誌など米国メディアは、ウォルマートの行動を歴史的な意義をもつイ

ノベーションであると高く評価しました。 

 

利益追求だけではもう成り立たない 

 質素倹約を掲げ、町の小さな店から始めたウォルマートに比べれば、中国国内のオンライン小

売業はかなり恵まれた状況でスタートしました。市場優位を獲得した中国企業が過去 10年間で

達成した成功は、初期のウォルマートにはできないものだったかもしれません。しかし、ウォル

マートは“毎日低価格”を信念とし、企業も消費者も利益が得られる構造をつくりあげて今日に

至っています。このように、オンライン小売業をリードする企業にはイノベーションと変革とい

う「任務」のみならず、企業自身が社会的責任を果たす「義務」も求められます。関係者や消費

者全体でメリットをシェアすることで市場競争での優位性が得られ、逆に関係者や消費者を無視

して利益独占を図っていると、大きな反発を招き、いずれ行き詰ることになるからです。 

私たちの分析によると中国オンライン小売業も、いまや量から質への段階に来ています。すな

わちイノベーションや変革の目的を、プラットフォームの利益最大化だけに向けてはならず、中

国ビジネス社会の真の発展を促進することも求められています。 

 

中国オンライン小売業の展望 

＜オンライン小売業から電子商取引へ＞ 

 今回のシリーズ連載で、私たち長江商学院は、オンライン小売業に絞って分析しました。現段

階の中国の電子商取引はオンライン小売業にとどまっていますが、ゆくゆくはさらに発展し、「商

品」「キャッシュ」「情報」の“三位一体”のフローの管理が目標となるでしょう。企業活動の

各段階で業務が相互につながり、電子化、情報化、ネットワーク化されます。それにより、オン

ライン小売業だけでなくビジネス全体も電子商取引時代にさらなる発展を遂げるものと期待で

きます。 

時代がオンライン小売業から電子商取引へと変わるとき、ネット販売のプラットフォームは以

下のような新しい役割を果たし、課題を解決することが求められます。第一に、サプライチェー



 

 
 

ン管理において主導的な役割を果たすこと。特に情報管理によって商品とキャッシュの流れを効

率よく管理することが重要です。第二に、情報技術をやり取りしデータベースを共有するシステ

ムを作ること。関係者すべてがリアルタイムで情報データを共有し、ビジネスを効率化させるこ

とが重要です。第三は、売買サービス以外の付加価値を提供すること。銀行取引の処理、電子マ

ネーの決済、第三者への物流機能提供、サプライチェーン管理、金融、ネットマーケティング、

顧客管理、ビッグデータサービスなど広範な価値提供が必要になります。ウォルマートが一見古

めかしい「質素と倹約」を今なお企業の信念としているように、利益を還元し共有していく姿勢

がいま求められているのです。 

 

＜型（ビジネスモデル）の競争から技術の競争へ＞ 

 私たちは、このシリーズの中でオンライン小売業を（１）オープンプラットフォーム型（２）

バリューチェーン統合型（３）O2O（オンライン toオフライン）型（４）限定販売型（５）ソー

シャル・コミュニティ型の５つに分類するとともに、各タイプを代表する企業についても分析し

てきました。 

 過去 10年、これらのビジネスモデルの変遷と進化は中国国内オンライン小売業の発展の方向

性を示すものでした。しかし、今日のオンライン小売業界はもはや「型」の進化に頼れなくなっ

ています。それには、以下の３つの要因が挙げられます。第一に業界のリーディング企業はすで

に規模の優位性を確立する段階に入ったこと、第二にＢ２Ｃ(消費者向け)が主流となり、５つの

ビジネスモデルの発展のカギは各分類の代表的企業によって独占的に握られてしまったこと、第

三に規模優位性を持つプラットフォームはすでに産業バリューチェーン要素管理の面で優れた

業績を持ち、戦略目標も明確にしていること。いまや各社が各自のニッチ市場で、各種の供給サ

ービス資源の統合を目指しているのです。たとえば、京東の物流システムとサプライチェーン管

理、アリババの金融システムとビッグオープンプラットフォーム、テンセント（騰訊）のソーシ

ャル・コミュニティー型の取り組みと携帯ネットサービス、などがその端的な例です。 

オンライン小売業の産業バリューチェーンと各タイプの分析 

価値要素 
製品の 

製造 

販売 

ルート 
流通 

オンライン 

取引のプラッ 

トフォーム 

顧客 

関係 

ニッチ市場 
メーカー、ブ

ランド管理 

サプライチ

ェーン管理 
物流と配送 インターネット 社交 

核心的な要素 
製品、現金の

流れ 

製品、情報、

現金の流れ 

情報、製品の

流れ 
情報の流れ 情報の流れ 



 

 
 

代表的な企業 
P＆G、アップ

ル 

ウォルマー

ト、京東 

順豊速運、蘇

寧雲商 
アリババ 

テンセント、

天涯コミュ

ニティ 

取引のプラット

フォーム 

アップルオ

ンラインシ

ョップ 

京東、唯品会 
順豊優選、蘇

寧易購 

eBay、タオバオ、

Tモール 

Weixin、

Weibo、天涯

客 

資源統合の優位 垂直電子商 

サプライチ

ェーン管理

サービス 

現地サービ

ス（O2O） 

インターネット

の応用 
情報送信 

次のイノベーションへ 

中国国内のオンライン小売業はすでに技術イノベーションの発展段階に入ったといえます。消

費者体験に直結する先端技術の面では、画面の配置やデザインの最適化、取引プロセスの簡素化、

ユーザーの接触時間の長時間化などとともに、反応の即時化と一対一の個別サービスの強化が重

点となっています。これに対応するためには、ユーザーの目に触れることのないバックヤード技

術で、商品・キャッシュ・情報の流れを統合する情報管理システムを作らねばなりません。多く

のサプライヤーと一体化とした情報技術システム構築の必要性がさらに高まっているのです。こ

のシステムの標準化はこれからの争点となります。どんな技術が最適か、誰のシステム拡張能力

が高いか、どう情報を統合していくのか、などの選別で先行したものが優位性を持つはずです。

さらにクラウドコンピューティングとビッグデータの分析にもより注目が集まるでしょう。その

技術面での努力は、将来の企業自身の携帯ネット戦略と結びつくようになるでしょう。 

 

＜商品、キャッシュ、情報のフローの情報化、高度化＞ 

ニッチ市場を土台にしたオンライン産業バリューチェーン要素の“三位一体”の管理能力は業

界競争の必要条件となります。まず、商品の流れについてのポイントは情報化水準を高めること

にあります。インテリジェンス化した物流システムとオーダーメードを可能にする対応力などが

必要になってきます。次に、キャッシュの流れについてのポイントはチェーン内での資金管理に

あり、特に適切な在庫管理による資金の高速回転が重要となります。オンライン小売会社は信用

仲介サービスを提供することで利益をあげることが可能ですが、それ以外にも前払いによるキャ

ッシュの管理能力がネット販売プラットフォームの O2O運営能力を高めます。最後に、情報の流

れ管理についてのポイントは、高度な IT技術を駆使した電子商取引システムを作ることです。

その中でも重要なのは、ビッグデータを土台とした C2B（消費者から企業へ）取引、すなわちオ

ーダーメードシステムの構築だといえます。 

 



 

 
 

＜携帯ネット文化の時代へ＞ 

 中国国内で次世代高速通信規格、４Ｇが認可されたことなどを追い風に、オンライン小売業は

携帯ネット社会へより力強く参入し始めています。携帯ネットにおける技術蓄積、そしてサービ

スの資源統合能力は、ネット販売プラットフォームにおける最も重要な要素になっています。携

帯ネット技術の特性によって、オンライン小売業は技術革新を続け、ビジネスモデルと利益モデ

ルを見直し、再構築することになるはずです。技術革新によってネット販売プラットフォームの

世界はさらに広がります。商品とサービスが検索で認知されるにとどまらず「本当にほしい」と

いう状態にさせることが課題となります。モバイルの高速通信環境整備、GPS、インタレストマ

ッチ広告の配信、ビッグデータ、O2Oなどの技術がますますユーザーのネットショッピング頻度

を高めていくことになるでしょう。 

携帯ネット時代のもう一つの重要なトレンドについてはさらに分析が必要です。つまり、携帯

だけがネットの唯一の入り口ではなくなるということです。インタラクティブなインテリジェン

ステレビ、薄型コンピューター、ウェアラブルモバイル、カーナビゲーションなど、さまざまな

端末設備の高度化と知能化は、ユーザー体験をさらに広げるツールとなります。この「ソフト＋

ハード結合のビジネスモデル」は、多様化するインテリジェント端末間の互換性をもった情報サ

ービスとなり、必ずや電子商取引時代の中心的存在、競争優位のコアの一つとなっていくはずで

す。 

 

変貌を続けていくオンライン小売業 

 「店のない小売り」から発展したオンライン小売業は、当初の新奇性を武器に投資ブームを招

いた時期を経て、地に足をつけて「規模の優位性」を追求する段階へと進化してきました。さら

には、ネットや携帯の発展とともに「産業全体に影響する電子商取引」というコンセプトを提示

するまでに至りました。いまや、自社のみの利益を追求するのでなく、社会全体にどう利益還元

していくかが問われています。また、ますます高度化し、身近になっていくネットライフの中で

どう文化を構築していくかも大きな課題となっているのです。クラウドやビッグデータに象徴さ

れる技術の進化と、自らをユーザーや関係者の中にどう置くかという模索。この融合がオンライ

ン小売業の明日をつくっていくはずです。 

以上から、中国のオンライン小売業の将来はますます流動的になるだろうと考えます。私たち

の『中国オンライン小売業』に関する研究は 2014年１月 16日に終了しましたが、その後の３カ

月で中国オンライン小売業の構図がまた大きく変わってきています。 

 

融合と連合の時代へ 

 2014年１月 30日、京東がアメリカで新規株式公開（IPO）を発表しました。続いてアリババが

11億ドルで高徳公司（Autonavi）の 72％の株を購入し、携帯ネットの人気サイトの一つである

「地図」の領域に入りました。これで BATと称される三巨頭（百度、アリババ、騰訊）はすべて

地図アプリを持つことになりました。さらに 2014年３月 10日、騰訊は京東の上場前株式 15％を



 

 
 

２億 1400万ドルで購入すると発表しました。これは騰訊にとって、京東がオンライン小売業で

蓄積してきた物流などの優位性が利用可能となったことを意味します。京東にとっては、微信や

携帯 QQなど騰訊が得意とするコミュニティーを利用して携帯ネット社会へ本格進出することが

可能となります。このように、中国のオンライン小売業は融合と連合の時代に入りました。京東

と騰訊が提携したことがアリババを刺激し、３月１６日にアリババのアメリカでのＩＰＯが発表

されました。将来、中国オンライン小売業は、資本の力での海外買収も含めてグローバル化して

いくに違いありません。 

 最後に読者の皆さまにもお考えいただきたいテーマを挙げてシリーズを終りたいと思います。 

１．国境を越えていく 

 当然ながら、オンライン小売業に国境はありません。限定販売型に見られるような輸入ブラン

ド、逆に中国から輸出される商品なども増えていきます。中国国内のネットショップに直に出

店・出品する海外企業もますます増えていくでしょう。それにどう対応していくか、さらには多

言語対応をどうするか、などが、流通面も含めて大きな課題になってきます。LINEや微信などが

すでに多くの国で使われだしているいま、オンライン小売業の真の国際化も近いはずです。 

２．負の側面 

ネット化が進むにつれて、ウイルスやハッキング、ゲーム破産などの問題が起きているのも事実

です。もちろん、オンライン小売業はこれらの問題にいち早くかつ万全に対応していますが、い

つどんなトラブルが発生するかは、まだ完全には把握されていません。いかに危機管理の技術を

グレードアップしていくかが課題となることでしょう。 

３．国民性 

一見「国境を越えていく」とは矛盾したテーマのようですが、グローバルにサービスを展開する

以上は、相手の国民性も十分意識する必要があります。中国検索大手の百度はオンライン小売業

に進出しようと計画し 2008年 6月には淘宝（タオバオ）と似たような C2C（個人間）プラットフ

ォームの有ア（口ヘンに阿）を立ち上げています。しかし豊富なネット技術があるにもかかわら

ずオンライン小売業の経験がなかった百度は、有アを思うように維持できず 2010年 10月、日本

の楽天と合弁会社を作り「楽酷天」の名のもとで再出発しました。ところが日本の経験をそのま

ま中国に持ち込み、表示法やデザインまで日本風にしたやり方が中国のライフスタイルになじま

ず、2012年には結局、楽酷天も閉鎖することとなりました。海外のネットショップに出店する場

合、あるいは投資を行う場合は、相手国の状況（販売規制、表現規制、流通問題、文化風習など）

を慎重かつ綿密に分析することが必要です。ローリスク・ハイリターンは、そう簡単ではありま

せん。 

 

 

 



 

 
 

 

４．より「感性」にフィットしたインターフェースの追求へ 

 

左からアップル iWatch、サムソン Galaxy Gear、Google Project Glass 

 

最近の携帯・スマホユーザーには PC経験のない人が多数含まれています。いきなり携帯端末を

使いこなしてプラットフォームにアクセスする人が多くなっているのです。オンライン小売業は、

より自然な「今、そこにある存在」となり、生活の一環、文化となっていくのです。技術の高度

化はやさしい操作に完結し、やさしい操作のためにはさらに「感性」を追求していくことが必要

になってきます。究極的には携帯端末ですら無用になる世界が来るのかもしれません。 

◇   ◇   ◇ 

 

 

長江商学院 

中国初の非営利のビジネススクール。香港の財閥、長江実業グループの創業者でアジア一の富

豪としても知られる李嘉誠氏の無償援助で 2002年に設立された。有望で野心的な人材が、中国

やその他の新興国に対する理解を深め、次世代の国際派ビジネスリーダーになれるよう、東洋と

西洋、両方の価値観を踏まえた独創的な研究に基づくプログラムを提供する。電子商取引最大手、

アリババ集団の馬雲会長がここで学んだほか、数多くの中国ビジネス成功者を輩出、中国で影響

のあるブランド企業の５社に１社は、同校の卒業生が経営しているとまでいわれる。2002年の北

京本校設立以来、上海と深せんにサテライトキャンパスを、香港、ニューヨーク、ロンドンに在

外事務所を開設し、国際展開も進めている。設立以来学院長を務める項兵氏（写真）は会計学の

専門家で、中国ならではの MBAプログラム開発を主導してきた中国ビジネススクールの草分け的

存在。中国企業の国際競争力やグローバル化戦略の研究でも先頭を走る。 



 

 
 

 

長江商学院グローバル研究センター（CKGSB Center for the study of Globalization，CKCSG） 

 長江商学院が開設している８つの研究センターの１つ。2011年に設立された。学院長の項兵氏

自らセンター長を務める。中国企業、中国経済のグローバル化を中心テーマに、研究活動を進め、

政府や企業に積極的な提言を続けている。国際的な視野のもとで、“勢”（国際・国内情勢）、

“道”（企業経営の理念と方針）、“術”（経営手法）の３つの側面から、中国企業が世界的な

業務展開をするときの心の持ち方、視野、思考方法および戦略について総合的に研究するという

のが同センターの研究方針だ。 

 

 

 

 

 

 


