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はじめに 
 
 これまで人類の歴史において３回の情報技術革命があった。１回目は「紙印刷技術の発

明とその広がり」、２回目は「電話・電報の発明と使用」である。この２回の情報技術革

命は、情報伝達のコストを低下させたため、非情報産業の発展を大きく推し進めた。電話

電報は、市場経済特に経済のグローバル化に直接に働いた。同様に、「コンピューターネ

ット通信技術」を代表とする３回目の情報技術革命は、伝統産業を含めたすべての産業に

真新しい環境を提供することによって、伝統産業のより効率的な発展が期待される。 

先進国の産業構造の高度化は主に情報産業化の進展で実現される。すなわち、技術革新

が産業構造の転換を引き起こした時に、情報技術の導入を通じて産業構造の変革を促進し、

経済発展のための良い市場環境を整えるということである。 

 ＩＴ革命は、現在、世界を席巻している。この革命は中国にとっても千載一遇のチャン

スである。例えば e-ビジネス（電子商取引）は、ネットワークを利用し、中間業者を省い

た経済システムによって、ビジネス効率および生産効率をあげ、コストを減らし、物流を

大きく効率化する。中国においてもインターネットによるＩＴ革命は、生産、流通、消費

の面において大きな効果をあげるとともに、資源節約においても巨大な利益をもたらすだ

ろう。この意味で、中国は世界から熱い注目を浴びている。 

しかし、中国は、これらの促進・発展を阻害しかねない問題を抱え、直面していること

もまた事実である。中国の情報技術革命の促進を妨げる要因として、インフラの問題、知

的所有権の問題、社会信用の問題、物流の問題、法律の問題等さまざまな問題を抱えてお

り、いかに発展していくのかが不透明な現状にある。 

上記を踏まえ、本研究では、今後の中国に大きな変化を与えうる存在として「ｅ－ビジ

ネス（電子商取引）」を取り上げて、現状、潜在性、問題点を分析し、その将来性を探るこ

とをテーマとした。 

 

１、中国のインターネットの歴史 
 
①中国でのインターネットのはじまり 

 中国でのインターネットの元年は 1990 年であったが、それまで一般国民にはインターネ

ットという用語すらあまり知られていないものだった。インターネットが中国全土へ普及

し始めるのは 1995 年以降のことであり、それ以降ネット情報サービスを中心とした関連産

業が一定の規模を形成し始めた。 

そもそも、中国では 1980 年代後半に行政の情報化を開始し、各種のプロジェクトが中央

政府、地方政府、中国共産党中央委員会に展開された。しかし、これらは極めて分散的か

つ小規模なものであり、日本政府も幾つかのプロジェクトに協力したが、中国政府の運営

や、経済全体に見るべき影響を及ぼすものではなかった。 

これが大きく加速されるようになるのは、1992 年初頭からおこなわれた鄧小平の南方視

察講話を受け、市場化への再加速が始まったとき以降である。南方講話を受けて、1992 年
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10 月の中国共産党第 14 回党大会において｢社会主義市場経済｣の概念が公式に認知され、あ

わせて、鄧小平が完全にコンピューター化された上海の株式交換所を視察した際に情報化

の意義を強く認識し、政府活動、経済活動のあらゆる面で情報化の推進が重要であるとの

指摘をおこなったことがきっかけであったという。 

 そして翌 1993 年に、いくつかの戦略的部門で、本格的な情報化の最初の突破口が作られ

た。「三金プロジェクト」(注)と呼ばれる、「金橋プロジェクト」「金関プロジェクト」

「金カードプロジェクト」の三つである。これらのプロジェクトは、それぞれ、情報イン

フラの構築、外国貿易･通関処理の情報化、金融システムの情報化という、改革開放路線を

推進する上での戦略課題と認識された分野を対象としたものであった。 

 1993 年頃は、中国に対する米国コンピューター産業の進出が大きく加速した時期でもあ

った。冷戦の終結と共に、ココムの対中国条項も緩和され、高度な情報処理機器や光ファ

イバーなどを含む通信技術の輸出規制が緩和され、中国における知的所有権制度の整備と

あいまって、米国コンピューター産業の中国進出の条件が整い、マイクロソフト、ＩＢＭ、

オラクル、サンマイクロ、ＣＯＭＰＡＱなどの企業が続々と中国に進出したのは 1993 年か

らであった。これらの企業は、巨大な中国市場の潜在力に注目し、中国側パートナーとの

合弁事業形成なども進めつつ、中国市場への本格的参入を開始した。 

 1990 年代後半になると、インターネット・アプリケーションが行政情報化推進に取り込

まれた。1998 年 4 月、山東省の青島市はインターネットのサイト構築を実現した。’Qingdao 

Government Info Public Net’は、中国で最初に構築された政府のウェブサイトだった。

その後、1999 年 1 月、多くの中央政府機関が共同で「政府インターネット構築プロジェク

ト」と呼ばれる国家規模のキャンペーンを開始した。それ以来、さまざまな階層での政府

機関が各自のウェブサイトを構築し、インターネット上での存在を認知されるようになっ

た。 

西暦年 電子政府・情報政策関連事項 政治経済・世界 

1993 年 7 月、三金計画発表 

12 月、国務院内に三金計画の実施を監督・調整する指導組織として

経済信息化領導小組設立 

  

1997 年 中国内のドメインネーム管理組織として、China Internet Network 

Information Centre（CNNIC）設立 

  

1998 年 郵電部と電子工業部の情報部門を統合して情報産業部（MII: 

Ministry of Information Industry）設立 

  

1999 年 中国電信分割 

政府オンライン・プロジェクト発足 

  

2000 年 電子商取引法成立   

2001 年   第 10 次十ヶ年計画 

（2001-2005） 

2003 年 3 月、商務部（Ministry of Commerce）設立   
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(注)「金橋プロジェクト」とは、政府機関、50 以上の主要都市、多数の研究機関、企業を

結ぶ、公共情報ネットワーク構築プロジェクトである。プロジェクトは以下の段階からな

る。(1)16 都市を結ぶバックボーンの構築、(2)アップグレードと他の都市への拡大、(3)

同期ディジタル・ハイアラーキ(SDH)技術の導入。「金関プロジェクト」とは、貿易業務用

に特別に設計された情報ネットワークのプロジェクトである。税関と貿易部門の情報ネッ

トワークを接続し、EDI ビジネスを促進し、磁気媒体の情報に代り情報をネットワーク上で

交換されるようにする。「金カード・プロジェクト」は 12 のプロジェクトからなり、中国

のバンキング・システムを、マルチ・バンク・ネットワークへのアクセス可能な、デビッ

ト・カード付きのバンキング・システムにするプロジェクトである。2000 年までに 2 億枚

の決済カード流通を目標とした。 

 

    

②一般国民レベルでの普及 

 1995 年からの 2 年間はインターネット発展の初期段階で、いわばインターネットの啓蒙

期だといわれる。その間は一般国民にインターネットの知識を普及させ、インターネット

を知らない人をユーザーに変えていく時期であった。20 世紀最後の 2 年間は、その発展の

第 2 の波を迎え、経済発展の勢いで、ネット情報サービスを中心とした「ネット産業」が

一定の規模を形成し始めた。インターネットの発展の第 3 段階と思われるのは、2000 年以

降、ネット化のスピードが大いに加速され、伝統産業も大規模に参入し始め、競ってネッ

ト経済に入ってきた時期である。 

中国では、2001 年 6 月の段階でパソコンの保有台数が 1000 万台を超え、インターネット

利用者数（人口）は 2600 万人を超えた。さらに 2006 年 6 月で 1億 2300 万人、2010 年には

２億 3000 万人に及ぶと予測されている。日本のインターネット利用者数 5600 万人を抜き、

米国の 1 億 6575 万人を遙かに凌ぐ規模である。ちなみに 1 億 2300 万人といえば大半の国

では膨大な人数になるが、総人口 13 億人の中国ではわずか 9.4％にすぎない。米国ではイ

ンターネット利用者は、総人口 2億 9034 万人のうちの 57％にまで及ぶ。この数字によって

も明らかなように、更なる普及の余地は大きく、中国のインターネット市場がいかに潜在

的な成長可能性をひめているかがわかる。 
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「図１．中国におけるインターネット利用者数の推移」 

 

 

 

 

「図２．中国におけるパソコン保有台数の推移」 

 

③中国の IT の現状 

 まず初めに、中国の IT 関連インフラの整備状況を見てみると、基幹幹線網や通信サービ

スのここ数年の急速な発展には目を見張るものがある。サービス低下と拡張能力の弱さを

招きかねない独占の問題は残るものの、固定電話など旧来のインフラばかりでなく､光ファ

イバーの敷設なども着実に進められている。光ファイバーネットワークは、全国をカバー

する基幹幹線網が総延長 25 万キロメートル、市内網などを併せると 100 万キロメートルが
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既に敷設されている。一部の特に辺鄙な地域こそまだカバーしきれていないが、これから

本格的に開発に取り組む西部を含めても、既に行政の階層で県レベルまで、東部沿海地区

ではさらに下の階層である郷、鎮レベル（日本でいうところの町、村）まで達していると

いう。 

 しかし、IT の社会への浸透状況という意味では、まだまだ不十分といわざるを得ない。 

 固定電話は､中国では 1978 年には 400 万回線しかなかったものが、現在は１億 4,000 万

回線となっている。また、急速に普及している携帯電話を見ると、2006 年 12 月末時点です

でに 4.4 億人を超え、日本を抜いて世界第２位に浮上している。しかし、13 億の人口を抱

える中国では、普及率は併せてもまだ 26％にすぎない。 

 パソコンやインターネットの利用についても、同じことがいえる。2006 年の総保有台数

では 5450 万台と大きな数字になる。しかし、人口比でみると、2000 年７月時点で米国では

１万人当たり約 5,600 台のパソコンがあるのに対して、中国では同 130 台にすぎない。 

 インターネットについては、2000 年の段階で、利用者数は 1,690 万人、サイト数は１万

1,500 サイトで、うち 1,300 サイトがビジネスサイトである。これも、人口比、企業数比で

みると、利用者の比率は 1.4％、サイトを保有する企業の比率は 0.5％にとどまっている。 

 ビジネスの視点からは、とかく販売台数など、市場規模を想像させる数量に目が向くが、

IT による経済、社会の変質を考える上では、情報産業が多方面へと発展する基礎となる普

及率は注目に値する。 

 逆に、中国の IT や製品を見ると先進国に比べ 20 年以上の遅れがあり､応用面ではさらに

差が大きい。ITの推進には技術とIT製品を国民経済全体にいかに応用するかが重要である。

中国の産業界での IT 活用の遅れを示す分析は、世界銀行の 99 年のレポートに見ることが

できる。同レポートでは資本、労働力、技術の３要素が過去５年に GDP 成長にどれだけ貢

献したかを分析している。米国ではそれぞれの要素の貢献度は、27％、24％、49％、それ

に対して、中国は、それぞれ 72％、13％、15％。しかも中国の技術の貢献 15％のうち３分

の２は三資企業と呼ばれる外資系企業によるものであり、現状では、生産活動への IT の活

用は遅れていると判断できる。 

 具体的な事例として、金融業のケースを取り上げると、2005 年 7 月、「中国工商銀行北京

支店が発行した小切手は天津でも使える」という広告が新聞に載った。これは、中国工商

銀行が北京で切った小切手がやっとほかの地方で使えるようになったということである。

中国では取引が成立し代金の決済（支払ってから相手に届くまで）が行われるには最低 14

日から 30 日もかかるといわれている。中国全体で毎日の取引は約 3,000 億元（１元＝約 15

円）として、決済の遅れで無駄にしている時間を考えると、毎日数兆元が利益を生むこと

なく滞留していることになる。 
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２、ビジネスの視点で見た中国の IT活用 
 
①IT の活用 

 これまではインターネットの利用は情報提供が主体だった。それは、中国でシェアトッ

プの検索エンジン「百度」のディレクトリ構成比をみてみるとわかる。企業や個人が提供

するサイトが半数近くを占める。次いで多いのは四大ポータルサイトなどが提供する情報

系サイトとなり、中国のインターネットは情報提供の色彩が濃いといえる。最近になって

ｅ－ビジネス（電子商取引）の市場規模が次第に拡大し、０５年以降の３年間では６倍に

急拡大するとみられている。１０年前の先行的ネチズン（網民：ネットシチズンの略）が

すでに社会人となり、インターネットショッピングを買い物の一手段としてライフスタイ

ルに取り込んでいることからもうかがえる。 

 

「図 3．BtoC ユーザー数及び市場規模予測」 

 

 

②中国での e-ビジネスの普及 

 2005 年の電子商取引の全体の額は前年比 158％増の 5531 億元にもなる。アイルランドの

調査会社 Research and Markets は、アジア太平洋地域のｅ－ビジネス市場を調査した最新

レポート「Asia-Pacific E-Commerce: Spotlight on China, Japan and South Korea」の

発表を行ったが、その中で、今後の中国市場の急成長が予測されている。 

特に中国では、ブロードバンドの普及が進むことや、いわゆる中産階級世帯がオンライ

ンショッピングの利用に熱心で、中国企業のみならず、外国企業の製品サービスを積極的

に購入する傾向が見られることなどから、今後のｅ－ビジネス市場の急成長を期待できる

とされている。ちなみに、現在、中国のオンラインショッピングで最も多く取引されてい
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るのは、書籍（57.6％）である。次いでコンピュータ関連製品（33.4％）、音楽機材と製品
（26.4％）、生活・家庭用品とサービス（16.7％）の順となっている（CNNIC調査）。利用
者は、店舗より低価格の商品が多いこと、買い物の便利さ、豊富な品揃えなどオンライン

ショッピング利用の理由としている。 
中国のインターネット管理局にあたる中国インターネット情報センターが、「2006年中国

CtoCネットショッピング調査レポート」を発表した。このレポートは、電話やネットを通
じて調査を行い、中国ネット業界において初めて CtoC(一般消費者間の取引)ユーザーを対
象としたレポートである。レポートは、2006年 3月までに北京、上海、広州の 3大都市で
CtoCネットショッピングのユーザー数が 200万人に達し、ネットユーザーの 16.2%を占め
るに至ったなどとしている。 

3大都市のなかでは、上海の使用率が一番高く、ネットユーザーの 18.5%がネットショッ
ピングを利用している。北京と広州は、それぞれ 17.5%と 11.5%という数字を出している。 
CtoCネット企業間の競争もますます激しくなる様相を呈している。利用ユーザー数と利用
頻度を用いて算出されているこの 3都市の CtoC市場のシェアは、「淘宝網」の 67.3%をは
じめ、「eBay易趣」や「拍拍網」、「一拍網」がそれぞれ 29.1%、2.2%、1.4%と続いている。 
この調査で、CtoCネットショッピングが徐々に都市のネットユーザーの中で浸透しつつ
あることが明らかになってきたということである。その人数と利用頻度ともに右肩上がり

であるという。上述の 3 都市で「淘宝網」で買い物をした経験があるユーザーは累計 145
万人に達しており、そのうち 117万人が 2005年中に少なくとも 1回以上買い物をしている。
また「eBay易趣」も、それぞれ 96万人、70万人という数字を達成している。 
一方、利用頻度の点においても、調査からは右肩上がりで立ち上がる中国の CtoCネット

ショッピング市場が浮かび上がる。昨年中に 3 大都市でネットショッピングした回数が、
実に 740万回にも上っていたからである。「淘宝網」のユーザー1人あたりの利用回数が 4.25
回、これにはやや及ばない「eBay易趣」でも 3.08回となっている。 
ユーザーの消費パターンをみると、BtoC(企業と一般消費者間の取引)ユーザーとの違い

が明らかである。CtoCネットでもっとも取引されているのは服や化粧品、宝石、パソコン、
携帯及び家電などのファッション、電化製品である。そして、消費者層も他のネット市場

と異なり、女性がそのパワーを発揮している。もっとも取引量の大きい服装や化粧品、宝

石においてはもちろん、食品、サプリメント、インテリア、玩具、ペット用品などについ

ても、女性ユーザーの数が男性ユーザーを超えている。「淘宝網」では女性ユーザーがすで

に全ユーザーの半分近くを占めており、ネットショッピングの常連になっているユーザー

も少なくないという。 
この調査レポートは、将来の中国 CtoCネットショッピング市場の見通しについて非常に

楽観的。売り手側はほとんどが半年以内の店舗拡張、新規出店計画を持っており、CtoC市
場の発展を下支えするネット決済についても、徐々に幅広い消費者に受け入れられつつあ

るとしている。 
同レポートでは、中国の iResearch が出した予測ながら、中国ｅ－ビジネス市場の売上

高は、2007 年に US65 億ドルに達して、3年間で市場規模は 6倍に拡大するとの見方も示さ
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れている。 

2005年 10月現在、中国の 2,300数十万の中小企業のうち、一割の 300万社が、インタ
ーネットを使って取引をしている。その中で、ネットで料金を払う形式の電子商取引を行

う企業は更に少なく、30数万社で総計の 1.3%を占める。中国 B2B電子商取引業界発展の
潜在能力の大きさが分かる。 
 2005 年の中国の中小企業の情報化の市場規模は、約 2,151 億元に達し、予測では 2009
年までの中小企業の情報化投資は 2,300億元を突破する。 
 

中国における情報サービス産業の急速な成長の背景には、政府による積極的な IT 産業育

成策がある。中国政府は IT 産業の重要性を第 10 次 5 ヵ年計画(2001～2005 年)（注）で認

め、「情報化を通じて工業化を牽引し、工業化によって情報化を促進する」ことを打ち出

し、ソフトウェア産業の育成を重点項目として位置づけた。2000 年 6 月には情報サービス

産業育成の方針(18 号文件)を交付し、2010 年までに情報サービス産業の研究開発および生

産能力を先進国レベルにすることを目標に掲げた。また、2002 年には情報サービス産業育

成政策のアクションプラン(47 号文件)が発表され、2004 年には、政府調達や電子政府を構

築する際、国内の製品・サービスを優先的に利用することが義務づけられた。 

 

（注）現在は「十一・五計画：第 11期 5カ年計画(2006－2010)」が進行中である。 
 

 

３、中国 eービジネスの主要な問題点、課題 
中国の IT 産業は急速に発展し、国民経済に占める地位もますます重要となってきている

が、工業化がまだ完成していない後発国家においては、IT 産業の発展にとって伝統産業の

不十分な発展が制約要因となる。 

まず、中国の工業化はいまだに完成されておらず、住宅、自動車、家電、観光、都市化、

高速道路等の伝統産業の発展の立ち遅れが IT 産業発展を妨げている。例えば､電話の普及

率が低いなど通信インフラの不足により、インターネットを利用したい人々を満足させて

いない。物流システムの遅れが電子商取引の発展に深刻な影響を与えている。金融面でも、

ベンチャー・キャピタルが発達していないため、IT 産業にとって重要な資金調達手段が制

約されている。伝統産業の遅れ、経済発展水準の遅れなどにより、所得水準が低く、IT 製

品の消費も制約されている。国際電気通信連合（ITU）の調査によると、中国国民の所得に

対する電信支出の割合は小さい。これは、中国の通信料金が低いことによるものではなく、

中国国民の消費能力を反映しているのである。 

 

次に､市場化が完成されていないため、一部の領域、特に IT と密接に関連している領域

（例えば通信業界）では深刻な独占局面が存在し、これらの領域における競争と速い発展

及び IT インフラ設備の利用を制限している。例えば､中国の有線テレビは非常に普及して

いるが、インターネット通信には有効に利用されていない。有線テレビ、電気通信､そして
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パソコン網の三つを一つに統合する根本的な問題は､決して技術問題ではなく、むしろ部門

独占問題である。つまり、ケーブル・テレビと電気通信は異なる部門に管理・支配され、

両方にとっても相手の市場への参入には大きな障害が存在している。 

国際比較から見ると、中国は固定電話普及率とクレジットカード保有数において先進国

と極めて大きな差がある。米国の固定電話普及率は 66％に達しているのに対し、中国は僅

か 20％に過ぎない。これは、通信インフラの脆弱性を反映している。クレジットカード保

有数では、格差がもっと大きい。日本では、100 人あたりのクレジットカード保有数は 441

枚に達しているのに対し、中国は６枚にとどまっている。クレジットカード保有数が少な

いことは、ネット決済を制約し、電子商取引の発展を制約してしまう。 

 

 

①ネット取引の安全性 

中国における電子商取引は、取引総額が 6,800 億元(2005 年末時点)に上るほどまで急成
長した。だが、それに伴い電子商取引における「信用問題」も深刻化した。事実、2005年
の電子商取引関連で寄せられた苦情件数が、中国消費者協会が受理した苦情総数の中で第 2
位を占めている。信用の欠如が、電子商取引の健全な発展を阻害する主要問題となってき

ていることが浮き彫りになっている。国家経済貿易委員会が行った、各地の経済貿易主管

部門・企業に対してのアンケート調査の結果からも以下のような問題が見て取れる。 

同報告によれば、インターネット利用者は著名なサイトを比較的信用している。著名な

サイトであれば、利用者も安心してそのサイトからソフトウェアなどのダウンロードをお

こなうものである。ダウンロードしたものの合法性を疑うこともほとんどない。だが、こ

れはある意味、利用者の成熟度の不足を反映したものと言わざるをえない。不正や虚偽が

著名サイトでも有りうるという認識が、利用者に希薄だからだ。 
同報告では、オンラインショッピングの際、虚偽情報に基づいて商品を買ってしまった

ことがあるという利用者が、全体の 56.4%にも達している。また 62.1%の調査対象者が、
個人情報に関わるトラブルを抱えていたという。中国でも、本格的な電子商取引の時代が

間もなく来るとみられているが、信用取引の基盤をどう整備していくかが当面の課題のよ

うである。 
②ネット決済、決済手段の問題 

ACニールセン社の 2004年パーソナル経済調査が上海市、北京市、広州市の 3大都市の
2,700人、年齢層18-54歳を対象に行われ、その中でクレジットカード保有率が発表された。
3大都市平均では 2003年にクレジットカード保有率が 18%だったのが 2004年には 22%に
アップしており、中でも広州市では 17%から 25%に拡大、クレジットカードが次第に中国
国民に浸透してきていることが窺える。3大都市でのクレジットカード保有世代のマジョリ
ティを 25-34 歳のヤング消費層が占め、全体の 35%になっていることから、今後益々クレ
ジットカード業のシェアが拡大するものとされる。 
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出典:ACNielsen 

 「図 4.大都市のクレジットカード保有率(単位:%)」 

中国のクレジットカードは、国有 4大銀行のひとつ中国銀行が 1985 年に中国最初のクレジ

ットカード「長城カード」を発行して以来、各行が独自のカードを発行する形で徐々に発

展してきた。しかし、他行間で使用できないことや、一部のホテル、外資系の大型デパー

トなど消費に活用される場所が限定されていることなどから、なかなか普及には繋がらな

かった。 

こうした状況から、中国の中央銀行である中国人民銀行が中心となり、国内各金融機関

のキャッシュカード情報交換センタが出資して、2002年に中国銀聯股份有限公司を設立。
銀行間で ATMにネットワークを築き、中国におけるクレジットカードビジネスの中心的存
在として「銀聯カード」の普及を推進してきた。この銀聯カードは中国で信用体系を確立

したクレジットカードとして次第に中国の消費者に受け入れられ、発行枚数は 2004年 3月
時点で 6億 9,000万枚、カード利用可能な特約店舗数は 54万店、加盟機関は 140社に拡大
した。なお、そのうち 14社が香港の金融機関である。さらに、カード消費の普及が中国 e-
ビジネスの発展を大きく後押しする形になってきている。 
 
イーベイ 
 イーベイは、中国のＢｔｏＢ電子商取引分野で大手のグローバルソース社と戦略的な提

携を行うと発表。アリババの独壇場であったＢ２Ｂビジネスにも参戦することになった。 
 グローバルソース社は中国市場で２３年の経験があり、「グローバルマネジャー」という
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影響のあるビジネス雑誌を中国で発行している。この競争の中、イーベイはさらに強力な

「刺客」を中国に送り込もうとしている。子会社であるネット決済大手「ペイパル」の中

国進出だ。 
 ペイパルは中国に進出する際、地元の大手ネット決済会社「チャイナペイ」（中国銀聯系）

と手を組んで、支払いチャネル、顧客資源の共有など広範囲の協力関係を築き、最高のシ

ナジー効果を狙っている。一方で、中国大手ポータルサイトの「網易（ネットイーズ）」、「Ｔ

ｏｍ．ｃｏｍ」との提携も決めた。 
 ネット決済で世界シェア約５％を握るペイパルは、そのブランド力と実績を引っ提げて

中国に攻め込み、中国民族系ネットビジネスの雄「アリババ」を迎え撃つ体制を着々と整

えつつある。 
 
 既に四大国有銀行や、ネットバンクが強みの招商銀行、ビザカードなどと戦略的な提携

を決め、優良顧客の囲い込みを始めている。VISAカードであれば、中国国内の銀行で発行
されたものでも、外国の銀行で発行されたものでも、人民元または米ドルで「支付宝」を

通じて、ネットショッピングや決済に使うことができるようになった。即日から VISAカー
ドを有するネットユーザーは直接「支付宝」を通じてカードで決済することができると同

時に「VISA認証サービス」と「支付宝」の「安全決済」という２つの国際的、先進的なネ
ット安全決済サービスを受けることができる。  
資料によると、４月初旬までに、「支付宝」はアリババ国際サイト、中文サイト及び CtoC
取引サイト「淘宝網」で使われるようになり、ユーザーは 1100 万人を超えている。淘宝
（Taobao） は捜狐（sohu）などのパートナーとより多くの戦略的提携を展開し始めていて、
こうしたニーズは日増しに高まっていた。VISAカードは世界的に進んでいる決済方式とし
て、中国では高い知名度と市場占有率を持ち、この方面におけるノウハウと完備されたサ

ービスを有している。 
  
IT リサーチ大手の易観国際（Analysys International）と中国の電子商取引大手のアリバ
バ（阿里巴巴）傘下のアジア最大のオークションサイト「淘宝網」が共同で発表した「2006
年第３四半期（７－９月）の淘宝網オンラインショッピング報告」によると、同期の中国

人 1人当たりのオンラインショッピング取引額は 2005年同期の 273元に比べ、109％増の
572元に達した。 
同報告によると、「支付宝」をはじめとする第三者電子支払ツールの普及により、オンライ

ンショッピングの利用者と１人当たりの取引額ともに増加した。第三者電子支払ツールは

仲介・監督の役割を果たすため、問題となっていたオンラインショッピングの信用性を保

証した。第２四半期（４－６月）に、インターネット利用者を対象に行った調査結果によ

ると、他の都市でオンラインショッピングをする利用者の 99.7％、同じ都市でオンライン
ショッピングをする利用者の 99％は第三者支払を優先しているという。 
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現在中国で発行されているカードのうち 95％以上は、預金残高を使用限度額として即時

決済される「デビットカード」で、クレジットカードは 5％にすぎない。しかも、そのう

ちの約 3000 万枚は「セキュアードカード」という預金額を担保としたクレジットカードだ。

日本で主流の「無担保クレジットカード」は約 300 万枚しか流通していない。  

これまで、中国で「無担保クレジットカード」が普及しなかった最大の理由は、与信管

理システムなどのインフラの未整備にある。今後、中国の銀行が与信リスクを負うことに

なれば、中国政府主導の下で与信管理システムが構築される必要がある。リースなど他の

金融取引に中国でのビジネスチャンスが広がる日も近いだろう。 今後の情勢としてクレジ

ットカードやオンライン決済などの非現金化が進むと考えられるが、一方で個人情報の流

出などの安全性が今後の大きな課題とされる。 

 

 ２００６年秋に実際に中国の同年代の友達にインターネットショッピングなどの利用状

況を聞いてみた。大連で外資系企業（米国）の会社に勤める友人とその会社の人（２０代

の女性と３０代の男性）５人にオンラインショッピングの利用経験について尋ねてみたと

ころ、実際に経験している人は少なかった。また、実際に利用した人でも、少額のもので

あったりすることが多いことが判った。利用しない理由について聞いたところ、インター

ネットでの買い物に対する不安感が強く、購入先の企業の規模が大きければ信用できるが、

規模の小さな企業であれば自分の口座から、いくら引かれるか分からないし、また購入し

た商品が確実に手元に届くかどうかも分からないため、購入金額の低い商品しか購入しな

いとの回答を貰いました。また中国でのインターネット取引に関する法律の不整備も理由

の一つとなっているようです。 

そもそもクレジットカードがあまり普及しておらず、また商品、企業に対して信用がな

い、決済手段が少ないためとのことだった。ある友人は、決済手段を「地下鉄」と答えて

きた。何のことかと思うと、オンラインで注文し、地下鉄の駅でモノとお金を交換するの

だという。その方が安全だからという理由である。しかし、少しずつではあるが、利用者

は増え、安全性も少し高まっているのは確かではある。 

中国では、ネット決済をめぐって２社が熾烈なシェア争いをしている。 
 

③希薄な社会信用 

現在の中国では、バーチャルなサイバー市場どころか、国営の薬局や雑貨屋で買い物を

するときでさえ、「これはニセモノではないのか」と店員に念押しする必要があるほど、

商道徳と信用が地に落ちてしまっている。また、中国人独特なものとして、実際に実物を

手に持って品定めをしてからでないと購入しないという慣例がある。これは「ｅ－ビジネ

ス」以前の問題だが、ただでさえ、顔の見えないサイバー空間で取引するだけに、この極

めて中国的な現象は、いずれ深刻な課題となるだろう。社会信用は、情報経済、電子商取
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引の育成の時になって始めて重要となるということではない。実際、社会信用とモラルは

市場経済の基本である。しかし、中国は市場経済化に取り組んでいる最中であり、良好な

信用システムがまだできていない。この点も IT 産業の発展の制約要因である。 

 

④脆弱なインフラ 

調査によると、インターネットのインフラ整備は電子商取引の発展にとって重要である

と考えられている。これが電子商取引の２番目の制約要因である。１位はネットの安全性

である。公共インフラの脆弱性に対処するため、一部実力のある特大型企業は自分で資金

を出し、専用線、専用ネットワークをつくった。中石化、華北電力などである。しかし、

これは重複投資、資源の浪費である。一方、インターネットの使用料が高く、スピードが

遅いこともインフラの脆弱性を反映している。 

 

⑤物流システムの遅れ 
中国の電子商取引は、品物がなかなか届かないという現象が起きている。ホームページ

など電子商取引のための門戸は雨後の筍のような勢いで増え続けているが、商品の配送、

支払いなど物流、金融方面で多大なる制約を受けている。特に物流面での制約は大きい。

物流システムの遅れは、電子商取引の発展に大きな障害となっている。 
この問題に関しては、都市部では自転車便の利用など配送方法が工夫され、即日配送も実

現しているところもある。しかし、その他の地域ではいまだ物流面が整備されておらず、

配送時間の短縮が課題となっている。物流インフラは、近年の中国経済全体の発展を妨げ

る要因となりうる最大のネックとされ、現在特に沿海部地域で急速に整備が進んでいるも

のの、内陸部や中西部では未だかなり遅れている。ただし、WTO加盟にともなう市場開放
を受け外資系企業の中国物流分野参入も目覚しく、企業毎で全国に配送センタを配置し運

送会社を持つなど、独自の流通チャネルを構築している動きも見られ、このような企業の

成長により、全国的に配送時間の問題が解決されることが期待される。 
ちなみに、企業側の努力としては、たとえば、中国最大の電子商取引サイト、アリババ

（阿里巴巴）は、物流分野での協力、電子商取引市場の共同開拓を行っている。また、郵

政局傘下の物流会社・中国快递服務公司（ＥＭＳ）がアリババ傘下の浙江支付宝網絡科技

有限公司最大の物流サービスサプライヤーとなっている。中国快递服務公司はオークショ

ン大手「淘宝網」（アリババ傘下）に出店する業者を対象に低価格の速配サービス「Ｅ郵宝」

を提供していく。省内、江蘇省・浙江省と上海市、北京市・天津市の最低料金は１０元、

その他の各省間の最低料金は１５元と低く設定している。ＥＭＳは北京市、上海市、天津

市、広州市、浙江省、福建省、江蘇省、山東省、河北省ら９省・都市で同サービスを開始

し、全国展開していく等の動きが挙げられる。 
 

⑥標準化問題 

638 社に対する調査によると、製品番号の標準化において、すべてコードを導入した企業

は全体の 19.9％に過ぎず、部分的に導入した企業は 45.8％である。管理科目の標準化では、
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すべてコードを導入した企業は 13.2％、部分的に導入した企業は 43.8％である。業界の標

準がないため、多くの企業は独自に企業、製品、物流などのコードをつくった。資源の浪

費になるだけでなく、企業間の情報の流れと物流の妨げとなっている。また、工商、外為

管理、国税、税関、銀行、対外経済貿易部（許可証）などのコードも異なり、企業はそれ

ぞれの省庁に対応しなければならないため、重い負担となっている。 

 

⑦ネット検閲の問題 

中国では、情報は統制を受け、インターネットにも検閲システムが取り入れられている

ことはよく知られている。中国当局が決めた「法輪功」「天安門」「台湾」「チベット」とい

った単語を含む、サイトやアドレスに接続できなくするのが検閲システムだ。 

例えば、2002 年 9 月、中国政府は、米グーグル社の検索サイトに対するアクセスを遮断

した。中国共産党の第 16 回党大会を控え、報道規制の強化を政府が指令しているさなかの

出来事だ。中国のインターネット・サービスを介してグーグルのサイトを閲覧しようとし

たが、該当するサイトが見当たらないというメッセージが表示され、閲覧の試みは拒絶さ

れた。 

 

中国におけるインターネットの普及には目ざましいものがあるが、こうした動きに対し、

中国政府は国民のインターネット利用状況を検閲し、反体制的な活動を行ったとみなす人

物を厳しく処罰する姿勢を強めている。2004年 1月 7日現在、インターネット上で治安を
脅かす活動をしたことを理由に逮捕・拘束されている中国人は 54 名に上り、これは 2002
年 11月に把握されていた拘束人数より 60%の増加となる。例えば、重症急性呼吸器症候群
(SARS)が中国で発生した時には、電子メールもしくは携帯電話のテキストメッセージで
SARS に関するうわさなどを流し、社会的な不安を煽ったなどの理由で 100 名以上の中国
人が次々と逮捕されたと報告されているものの、詳しい実態は何ら把握できていないとい

う。中には、その行為だけで 3 年の懲役刑を課された人もいるとされ、SARS の一報を伝
えた報道関係者への尋問も厳しく実施されたようだ。 

2005年 10月、中華人民共和国文化部(Ministry of Culture)は、中国全土に 11万店が存
在すると言われるインターネットカフェに対して、2005年までに全店へ特殊な検閲ソフト
ウェアの導入を義務付ける方針を発表した。インターネットカフェの運営にはライセンス

の取得が必要となり、全国で同一の基準を設けて厳しくユーザーの利用状況が管理される

という。 
 

 
2006 年 4 月に Google が、中国政府による国民のインターネット利用制限について、中
国の法令に同社は従う義務があると語った、また同社がこれに協力することは間違ってい

ないとの見解を示した。しかしこれは、検閲官の機嫌を損ねないため、最低限の義務に従

っているに過ぎない実態をほのめかしているとも言われている。 
 Google は、急成長している中国市場への進出を果たすため、Web サイトや Blog、その
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他当局にとって好ましくない話題を取り上げたコンテンツへのアクセスに制限を加えるこ

とを決めた。中国はインターネットユーザーが 1億 1100万人を超え、米国に次ぐ世界第 2
位のオンライン人口を抱える。 
 
Google としては、あらゆる情報にアクセスできる状態が理想だが、同社の前にある選択肢
は、中国のユーザーに検索結果の 99％を提供するか、あるいは中国市場をあきらめて情報
を全く提供しないかのどちらかだ。 
 
Google にとっての中国の重要性を裏付けるように、同社は 12 日、北京にリサーチセンタ
ーを開設すると発表した。Schmidt 氏は、ゆくゆくは何千人もの技術者がそこで開発業務
に従事する予定だと述べ、米国を除けば、中国は同社にとって最大の研究拠点になるとの

見解を示した。 
 

ハーバード大学法学大学院(Harvard Law School)の Berkman Center for Internet and 
Societyは、中国におけるインターネットフィルタリングの状況を実地調査によって明らか
にした最新レポート「Empirical Analysis of Internet Filtering in China」を発表した。世
界でもトップレベルとされる中国の厳しい言論統制の実態が紹介されている。異なる約

204,012のWebサイトへのアクセスを試みた結果、ブロックされたWebサイト数は19,032。
ポルノ・アダルト情報が含まれるWebサイトのみならず、政治、宗教、経済、医療、エン
ターテインメントの分野、さらにはニュースサイトなど、実に広い範囲でインターネット

利用に統制が敷かれている。 
例えば、民主主義や人権保護、自由化を促進する情報入手を阻むために、Amnesty 

International、Human Rights Watch、the Hong Kong Voice of Democracyといった団体
に加えて、米国の連邦裁判所が提供する全情報、英国の Court ServiceなどのWebサイト
へアクセスすることはできなくなっている。台湾やチベット関連の情報統制が最も厳しく、

公式サイトだけでなく、ビジネス、医療、エンターテインメント分野の一般企業サイトも

大半は見ることができない。同様の理由で、BBC News、CNN、Time Magazine、Miami 
Heraldといったニュースサイトへは、ほぼ完全にアクセスが拒否される。フィルタリング
技術の精度も高く、ReutersやWahington Postなどのサイトは、リアルタイムに記事を分
析することで、部分的なアクセスが許可されているという。また、検索エンジンに不適切

とされる用語を入力してサーチしようとすると、しばらくはインターネット利用を全くで

きない状況に追い込まれるとの報告もなされている。 
 

 

４、e－ビジネス発展のための解決策 
①携帯端末を使ったインターネットの普及・促進 

光ケーブル通信やインターネットと携帯電話端末をつなぐモバイル・コンピューティン

グ技術を応用することが挙げられる。現在、中国の個人所有コンピューターの台数は、五
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千万台を越える。この数は少なくはないが、13 億の人口から見れば、普及率はごく低い。

ただし、携帯電話やテレビから接続できるようになれば、インターネットの利用者数は、

飛躍的に増加し、インターネット、そして電子商取引の普及にも大きな推進力となること

だろう。中国のインターネット対応機能付き携帯電話は 2000 年 3 月からすでにサービスを

開始しているが、採用されたのはＷＡＰ（小型端末でインターネットを利用するための通

信規約）対応携帯電話で、使用には手間がかかり、アクセスの速度は遅く、コンテンツの

内容は乏しい。その結果、6千万といわれる携帯電話の所持者のなかで、この機能の利用者

はわずか 0.1％のみというありさまだ。  

 インターネット対応機能付きの携帯電話のアイデアは、そもそも欧米で生まれたものだ

が、それで最も成功しているのは日本だ。1999 年 2 月、ＮＴＴドコモがｉモードを開始し

て以来、インターネット対応機能付き携帯電話の利用者は約 1年で千五百万人を突破した。

このデータは、日本の総人口の 8分の 1、携帯電話利用者の 4分の 1が、携帯電話からイン

ターネットに接続していることを示している。  

中国のインターネットおよび電子商取引を発展させるために、中国は、インターネット

対応携帯電話のサービスシステム強力に推し進めるべきである。この決断によって、中国

のコンピューターやデジタルテレビの普及速度をあげ、IT 革命を加速させることができる。

中国では有線通信網の整備には膨大な時間がかかるが、無線通信の分野は、飛躍的速度で

発展できる可能性がある。 

 日本において携帯電話が将来の大きなビジネスを背負っているのと同様、中国において

も携帯電話の普及、進展はすさまじい勢いで伸びている。インターネットはすでにパソコ

ンだけでなく、テレビ、携帯電話、電子手帳、その他様々なデバイスでアクセスされるよ

うになる。デバイスがマルチになれば、情報インフラが何かは問題にならなくなるであろ

う。インターネットは、融合されたメディアの後ろから支える単なるテクノロジーになり、

いずれインターネットという存在感そのものが消えてしまう可能性もある。そうなったと

き、中国は、その問題点を克服していれば、その規模を活用した世界最大のｅ-ビジネスマ

ーケット市場を手中におさめることができるだろう。 

 

②物流システムの強化 

 物流システムの遅れは、電子商取引の発展に大きな障害となっていることは前述した

とおりであるが、中国政府は、５カ年計画に基づき運輸関連インフラの整備を積極的に推

進している。中でも道路インフラに対しては重点的に投資を実施しており、この結果、道

路延長キロ数は飛躍的に伸びているが、その整備水準は国土面積と比較すると依然として

低く、地域間における整備格差は大きい。またの自家物流の慣行が浸透していたため、中

国企業の国内貨物輸送は、各企業の物流部門が主体的な役割を担っており、物流専業の事

業者が発展していない。物流関連事業を手がける企業が保有する車両、倉庫などの設備（ハ

ード）は、高度化の面で遅れており、中国進出企業が求める物流サービス水準を満たすレ

ベルには至っていない。更に荷扱いの粗雑さや交通事故などの多発などソフト面の遅れも

目立つ。 
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③ＩＴ革命下における制度および政策の強化 

ＩＴ革命は、新産業革命であり、第一次、二次の産業革命以来、徐々に形成された現行

制度と法律をおびやかしつつある。この創造的破壊に対して、制度、法律はどのように対

応するか。例えばサイバー空間での貿易や電子商取引に関する法整備、課税などの問題は、

ＩＴ革命下の重要な国際的課題であり、中国においてもそれは例外ではない。 

 

④多機能決済カードの導入 

2006 年 9 月に吉林省で吉林省の高速道路の管理局と中国銀行の吉林省支店は共同で「長

城高速吉林連名カード」を使用し始める共同記者会見を行なった。 

その内容は吉林省の高速道路管理局と中国銀行の吉林省支店により「長城高速吉林連名

カード」の共同開発をおこない、この度完成したというものだった。多用途のクレジット

カード（日本で言うところの Suica 又はＥＴＣカード）で、これは公共交通の IC カードと

異なり、高速道路の通行決済カード機能だけでなく、その機能について、「長城高速吉林

連名カード」は;三枚の機能を持つカードを 1枚に機能集約する、つまり、非接触型の IC

カード、接触式の IC カード、磁気のクレジットカードを一体化したもので、銀聯カードは

更に中国銀行の入出金カードをも兼ねている。高速道路料金を支払い通行することができ、

普通のクレジットカードとしても勿論使うことができる。現在中国国内に流通しているカ

ードと比較して、その機能はいっそう強大かつ、広範囲で利用できるものとなっている。

三枚のカードを一枚で使用する（三枚カードの機能を一枚で使用する）、銀聯カードは先

進の料金モード（料金を支払いの方法）により、中国国内の高速道路システムではじめて

採用されるものとなる。 「長城高速吉林連名カード」は一枚で多用途に使用可能で、電子

決済による支払いが実現できる。高い科学技術の成果を高速道路上に応用させたものの 1

つで、高速道路の近代化する管理水準の重要な要の 1つである。吉林省の高速道路が 1999

年から全国ではじめてカード機能の一体化を実現しており料金支払いモードからまた一歩

前進したものと言える。 

  「長城高速吉林連名カード」の広大な高速道路を通行者を通して 4項目に重要なサー

ビス機能を提供した。つまり、普通のクレジットカードの機能、高速道路の料金を払う機

能、銀聯カードの費用を納める機能は停車せずに料金を徴収する、RFID タグのキャリヤー

および高速道路のサービスエリア、ガソリンスタンドなどの場所でのカードが利用できる。

 「長城高速吉林連名カード」を効果的に使う高速道路の料金徴収を非接触とすることに

より高速道路の料金所の通行するスピードを高めて、高速道路の料金徴収とサービス機能

を追加して、現金を持ち歩くリスクを下げて、また不正行為による料金不払い行為を減ら

して、高速道路の料金システムのネットワークの安全性を高めて、公務カードの管理に対

してもいっそう強化する。推進して「長城高速吉林連名カード」を使用する;，高速道路の
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管理サービスレベルを高めるだけでなく、更に重要なのは乗務員に便宜を図ったものとい

して、社会のためにもっとも良いサービスを提供した。 

 
 

 

 

５、まとめ 
 
私は中国人として日本に留学する中で、「中国の e-ビジネスの現状と将来性」というテ

ーマで日本と中国のビジネス環境の違いから、今後、インターネットで中国はどう変わっ

ていくのかを現状調査を行いながら考察をおこなった。 

中国はなぜ、今なお発展途上国であり工業国ではないのだろうか。中国でのインターネ

ットの元年は 1990 年である。それまでは一般国民にはインターネットと言う用語すら知ら

れていないものであった。インターネットが中国全土へ普及し始めたのは 1995 年以降であ

り、それ以降ネット情報サービスを中心とした関連産業が一定の規模で形成し始めた。 

中国の電子商取引の発展を加速させることに目を向けると、当面の急務は、中国の電子

商取引発展の全体的戦略、発展計画、発展措置、技術体制基準および関連法律・法規を含

めた総体的枠組みを急いで検討、制定して、電子商取引を始めから規範と秩序のある発展

の軌道に乗せることである。実際、今中国で生活をしている友人たちにインターネットに

よる電子商取引の実績を訊ねても、商品、企業に対しての信頼感が薄くインターネットで

購入をしても、商品の受け取りと決済は地下鉄の駅で行っているなど、まだまだ一般市民

にインターネット商取引が受け入れられるまでには時間がかかると思われる。パソコンの

保有台数やインターネット利用者数が飛躍的に伸びてはいるが、物流システム、クレジッ

トカードの普及や電子商取引そのものへの信頼などを考えると日本とはまだまだ 10年くら

いの遅れがあるように私は感じた。今後、Google をはじめとした外国企業の中国ビジネス
展開と中国政府による法整備などにより、近い将来中国全土にインターネットビジネスが

拡大するとともに、現在実施中の「政府ネット接続プロジェクト」などによる、事務経費

の節減、政府の仕事の効率と透明度の向上、中国における電子商取引の普及と応用に手本

を示す面でも重要な効果をあげ、中国がネットワーク社会に仲間入りする良いきっかけと

なると思う。 

また 2008 年には北京オリンピック、2010 年の上海万博と国の威信をかけた大事業が控

えており、エレクトロニクス分野の発展を国家が主導していくのは間違いなく、中国にお

ける通信市場は今までとは異なる状況に変化すると予測される。米国に次ぐ世界第二位の

ビジネス規模になる事は間違いないと思います。 
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